
契約規則改正条項等 

 

契約規則本則 

改正の概要 改正条項等 

契約不適合責任 第 2条第 2項、第 3条第 3号 

中間前払金 第 9条第 2項 

契約の解除 第 11条第 1項、第 2項 

履行保証の規定 第 11条第 6項 

その他の改正 第 11条第 3項、第 4項、第 13条第 1項、第 14条第 2項、第 25条の 2、

様式第 4号 様式の表示 

 

様式第 1号 仮契約書 

改正の概要 改正条項等 

その他の改正 請負代金額の内訳の記載 

 

様式第 2号 一般競争入札参加資格確認申請書 

改正の概要 改正条項等 

その他の改正 申請者の印 

 

様式第 7号 建設工事請負契約書 

改正の概要 改正条項等 

工事を施工しない日等 欄の追加 

その他の改正 解体に要する費用等調書 発注者の印 

 

様式第 7号の 2 建設工事請負簡易契約書 

改正の概要 改正条項等 

工事を施工しない日等 表面 欄の追加 

その他の改正 表面 発注者、受注者の印 

契約不適合責任期間 裏面 第 10条 

 

様式第 8号 工事請負請書 

改正の概要 改正条項等 

その他の改正 表面 ７完成検査 検査員 

契約不適合責任期間 裏面 第 10条 

 



様式第 8号の 2 測量・建設コンサルタント等業務委託契約書 

改正の概要 改正条項等 

その他の改正 表面 発注者、受注者の印 

 

様式第 8号の 3 測量・建設コンサルタント等業務委託請書 

改正の概要 改正条項等 

その他の改正 表面 ６完了検査、検査員、裏面 成果物 

契約不適合責任期間 裏面 第 9条 

 

様式第 9号 建設工事請負契約約款 

改正の概要 改正条項等 

契約の解除 第 1条第 5項、第 10条第 5項、第 47条から第 50条、第 52条から第 55

条 

提出された工程表及び

内訳書 

第 3条第 3項 

履行保証の規定 第 4条第 3項、第 5条第 1項、第 3項 

契約不適合責任 第 5条第 1項、第 16条第 4項、第 46条、第 51条第 2項第 3号 

譲渡制限特約 第 6条第 3項から第 5項 

監理技術者補佐 第 11条第 1項第 4号、第 5項、第 13条第 1項、第 2項、第 61条第 2項 

様式第 4号 現場代理人等指定(変更)通知書 欄の追加 

著しく短い工期 第 21条の 2、旧第 23条第 2項 

中間前払金 第 36条第 3項 

前払金の使途 第 38条 

違約金、賠償金 第 56条、第 57条第 1項、第 5項 

契約不適合責任期間 第 58条 

情報技術の活用 第 63条 

工事を施工しない日等 様式第 6号 工期延長承認申請書 欄の追加 

様式第 7号 第回契約変更書 欄の追加 

その他の改正 契約約款本則 省略 

様式第 2号 請負代金額内訳書 受注者の印 

様式第 3号 監督職員指定(変更)通知書 宛先の敬称、監督職員記載内容 

様式第 4号 現場代理人等指定(変更)通知書 受注者の印 

様式第 6号 工期延長承認申請書 受注者の印 

様式第 7号 契約変更書 

様式第 8号 完成通知書 受注者の印、検査員 

様式第 9号 工事目的物引渡書 受注者の印 



様式第 10号 中間前金払認定請求書 受注者の印 

様式第 13号 工事出来形検査請求書 受注者の印 

様式第 15号 仲裁合意書 発注者、受注者の印 

 

様式第 10号 測量等業務委託契約約款 

改正の概要 改正条項等 

契約の解除 第 2条第 1項、第 40条から第 47条 

譲渡制限特約 第 4条第 3項、第 4項 

意匠の実施の承諾等 第 7条の 2 

著しく短い工期 第 19条の 2、旧第 21条第 2項 

契約不適合責任 第 38条 

違約金、賠償金 第 48条第 5項、第 49条、第 50条 

契約不適合責任期間 第 51条 

情報技術の活用 第 55条 

その他の改正 本則 省略 

別記様式第 2号 監督職員指定（変更）通知書 宛先の敬称 

別記様式第 3号 主任技術者指定（変更）通知書 受注者の印 

別記様式第 5号 履行期間延長承認申請書 受注者の印 

別記様式第 7号 完了通知書 受注者の印、検査員 

別記様式第 8号 委託業務目的物引渡書 受注者の印 

 

様式第 11号 土木設計等業務委託契約約款 

改正の概要 改正条項等 

契約の解除 第 2条第 1項、第 41条から第 48条 

譲渡制限特約 第 4条第 3項、第 4項 

意匠の実施の承諾等 第 7条の 2 

著しく短い工期 第 20条の 2、旧第 22条第 2項 

契約不適合責任 第 39条 

違約金、賠償金 第 49条第 5項、第 50条、第 51条 

契約不適合責任期間 第 52条 

情報技術の活用 第 56条 

その他の改正 本則 省略 

別記様式第 2号 調査職員指定（変更）通知書 宛先の敬称 

別記様式第 3号 管理技術者指定（変更）通知書 受注者の印 

別記様式第 5号 履行期間延長承認申請書 受注者の印 

別記様式第 7号 完了通知書 受注者の印、検査員 



別記様式第 8号 委託業務目的物引渡書 受注者の印 

 

様式第 12号 建築設計等業務委託契約約款 

改正の概要 改正条項等 

契約の解除 第 2条第 1項、第 41条から第 48条 

譲渡制限特約 第 4条第 3項、第 4項 

意匠の実施の承諾等 第 12条の 2 

著しく短い工期 第 22条の 2、旧第 24条第 2項 

契約不適合責任 第 39条 

違約金、賠償金 第 49条から第 51条 

契約不適合責任期間 第 52条 

情報技術の活用 第 56条 

その他の改正 本則 省略 

別記様式第 2号 調査職員指定（変更）通知書 宛先の敬称 

別記様式第 3号 管理技術者指定（変更）通知書 受注者の印 

別記様式第 5号 履行期間延長承認申請書 受注者の印 

別記様式第 7号 完了通知書 受注者の印、検査員 

別記様式第 8号 委託業務目的物引渡書 受注者の印 

 

様式第 13号 工事監理等業務委託契約約款 

改正の概要 改正条項等 

管轄裁判所 第 1条第 10項 

契約の解除 第 2条第 1項、第 31条から第 37条 

譲渡制限特約 第 4条第 3項、第 4項 

著しく短い工期 第 16条の 2、旧第 18条第 2項 

前払金の使途 第 25条の 4 

違約金、賠償金 第 38条、第 39条 

その他の改正 本則 省略 

別記様式第 2号 調査職員指定（変更）通知書 宛先の敬称 

別記様式第 3号 管理技術者指定（変更）通知書 受注者の印 

別記様式第 5号 履行期間延長承認申請書 受注者の印 

別記様式第 7号 完了通知書 受注者の印、検査員 

別記様式第 8号 委託業務目的物引渡書 受注者の印 

 

 


