
別 紙 様 式 目 次 
 

別紙様式第 2－ 1号  一般競争(指名競争)参加資格審査申請書（物品製造 

           等） ･･･････････････････････････････････････････１ 

別紙様式第 2－ 2号    資格審査結果通知書    ･･････････････････････････２ 

別紙様式第 2－ 3号    競争参加資格審査申請書変更届（物品製造等）・審 

           査結果通知書再発行届 ･･････････････････････････７ 

別紙様式第 2－ 4号  資格取消通知書   ･･･････････････････････････････８ 

別紙様式第 3－ 1号    公告の様式（一例）  ････････････････････････････９ 

別紙様式第 3－ 2号    入札通知書    ････････････････････････････････１０ 

別紙様式第 3－ 3号    保険証券受領証書   ･･･････････････････････････１１ 

別紙様式第 3－ 4号    保管金受領証書   ･････････････････････････････１２ 

別紙様式第 3－ 5号  保険証券提出書   ･････････････････････････････１３ 

別紙様式第 3－ 6号    保管金提出書   ･･･････････････････････････････１４ 

別紙様式第 3－ 7号    保管金振込書   ･･･････････････････････････････１５ 

別紙様式第 3－ 8号    保管金領収証書  ･･････････････････････････････１５ 

別紙様式第 3－ 9号    小切手交付願   ･･･････････････････････････････１６ 

別紙様式第 3－10号    入札書（見積書） ････････････････････････････１７ 

別紙様式第 3-10-1号  見積書（商議経緯）・・・・・・・・・・・・１７－１ 

別紙様式第 3－11号  委任状･････････････････････････････････････・･･１８ 

別紙様式第 3－12号    使用印鑑届･･･････････････････････････････････・１９ 

別紙様式第 3－13号    代理人使用印鑑届 ･････････････････････････・･･･２０ 

別紙様式第 3－14号    同等品申請書   ･･･････････････････････････････２１ 

別紙様式第 4－ 1号  契約書   ･････････････････････････････････････２２ 

別紙様式第 4－ 2号  契約保証金支払に関する連帯保証状･･････････････２３ 

別紙様式第 4－ 3号    保証状提出書   ･･･････････････････････････････２４ 

別紙様式第 4－ 4号    保証状受領書   ･･･････････････････････････････２５ 

別紙様式第 4－ 5号  保証事項に関する届   ･････････････････････････２６ 

別紙様式第 5－ 1号    下請負（変更）承認願  ････････････････････････２７ 

別紙様式第 5－ 2号    下請負一括承認願   ･･･････････････････････････２９ 

別紙様式第 5－ 3号    第三者監査監督適用等・取消し届出書･･････････２９－２ 

別紙様式第 5－ 4号  品質管理に関する仕様書等の改正に伴う適用の変更申 

請について･････････････････････････････････２９－３ 

別紙様式第 5－ 5号    契約一覧表 ･･･････････････････････････････２９－４ 

別紙様式第 5－ 6号   調達品等役務専用治工具取扱申請書･･･････････２９－５ 

別紙様式第 6－ 1号    要修理品の搬入依頼書   ･･･････････････････････３０ 

別紙様式第 6－ 2号    修理不能見込品について   ･････････････････････３１ 
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別紙様式第 6－ 3号    官給材料等使用明細書   ･･･････････････････････３３ 

別紙様式第 7－ 1号    （監督・完成検査）申請書・指令書・監督報告書 

・完成検査調書････････････････････････････････３５ 

別紙様式第 7－ 2号    （監督・完成検査・受領検査）変更申請書・変更指 

令書･･････････････････････････････････････････３６ 

別紙様式第 7－ 3号  （受領検査）納入予定通知書・受領検査申請書・受 

領検査指令書･･････････････････････････････････３７ 

別紙様式第 7－ 4号    完成検査合格証 ･･･････････････････････････････３８ 

別紙様式第 7－ 5号    納品書・（受領）検査調書 ･････････････････････３９ 

別紙様式第 7－ 6号    役務指示・役務確認書･･････････････････････････４０ 

別紙様式第 8－ 1号    変更契約書 ･･･････････････････････････････････４１ 

別紙様式第 8－ 2号    契約に関する変更届 ･･･････････････････････････４２ 

別紙様式第 8－ 3号    契約に関する変更通知書 ･･･････････････････････４３ 

別紙様式第 9－ 1号    納期猶予（承認）申請書････････････････････････４４ 

別紙様式第 9－ 2号    不合格品受領容認申請書 ･･･････････････････････４５ 

別紙様式第 9－ 3号    不合格品値引受領確認証 ･･･････････････････････４７ 

別紙様式第 9－ 4号    官給品等滅失損傷届････････････････････････････４８ 

別紙様式第 9－ 5号    契約物品等事故届 ･････････････････････････････５０ 

別紙様式第 9－ 6号    異状通知（契約不適合修補等請求）書････････････５１ 

別紙様式第 9－ 7号    契約不適合修補等承諾書････････････････････････５２ 

別紙様式第 9－ 8号    異議申立書 ･･･････････････････････････････････５３ 

別紙様式第 9－ 9号    猶予願書･･････････････････････････････････････５４ 

別紙様式第 9－10号    契約不適合修補等合意書････････････････････････５５ 

別紙様式第 9－11号    契約不適合判定通知書･･････････････････････････５７ 

別紙様式第 9－12号    契約不適合修補等確認証 ･･･････････････････････５８ 

別紙様式第 9－13号    契約解除（承認）申請書･････････････････････････５９ 

別紙様式第 9－14号    契約不適合物品の金銭解決に関する申請書･･････ ･･･６０ 

別紙様式第 9－15号    契約不適合物品の金銭解決に関する合意書･･････６０－３ 

別紙様式第10－ 1号    前金払等適用申請書････････････････････････････６１ 

別紙様式第10-1-1号  前金払等を必要とする理由書････････････････６１－１ 

別紙様式第10-1-2号  前払金の使用計画書････････････････････････６１－２ 

別紙様式第10-1-3号  契約物品の納入予定表･･････････････････････６１－３ 

別紙様式第10－ 2号  前金払等申請書････････････････････････････････６２ 

別紙様式第10－ 3号    前金払等に伴う債務の弁済に関する連帯保証状･･･････６３ 

別紙様式第10－ 4号    ～に係る前払金の使途予定表･･････････････････････６４ 

別紙様式第10－ 5号    前金払等保証状提出書･･････････････････････････６５ 

別紙様式第10－ 6号    前金払等保証状受領書･･････････････････････････６６ 

別紙様式第10－ 7号    部分払申請書･･････････････････････････････････６７ 

別紙様式第10－ 8号    代金請求予定表･････････････････････････････････６８ 
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別紙様式第10－ 9号    請求書･････････････････････････････････････････６９ 

別紙様式第10－10号    銀行振込依頼書･････････････････････････････････７０ 

別紙様式第11－ 1号    常続的公示に対する新規参入申請書････････････････７１ 

別紙様式第11－ 2号  コンプライアンス要求事項確認書･･････････････････７２ 

別紙様式第11－ 3号    原価改善提案書又は原価改善申告書････････････････７３ 

別紙様式第11－ 4号    インセンティブ契約制度に関する確認書【26.9.30】･･７６ 

別紙様式第11－ 5号  インセンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札 

参加申請書･････････････････････････････････････７８ 

別紙様式第11－ 6号   価格削減確認書 ････････････････････････････････７９ 

別紙様式第11－ 7号   暴力団排除に関する誓約事項･･････････････････････８１ 
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