
契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【契約局所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 入札参加停止 入札参加停止期間の短縮の申出について 廃止
2 事故報告書 廃止

3
大阪府暴力団排除条例に
基づく公共工事等からの
暴力団排除に係る措置

誓約書 要押印

4
公正入札対応

確約書
署名又は
記名押印

5 誓約書
署名又は
記名押印

6 事情聴取書
署名又は
記名押印

7 入札参加資格審査 社会保険に関する誓約書 廃止
8 入札参加資格再審査申請書 廃止

9 設計変更 設計変更協議書
署名又は
記名押印

10 社会保険未加入対策 社会保険等に関する誓約書 廃止
11 請負代金内訳書 廃止
12 社会保険等未加入状況報告書 廃止
13 社会保険等の適用除外に関する誓約書 廃止
14 社会保険等一括管理届（一括適用・継続事業一括） 廃止
15 社会保険等への加入状況に係る確認書類について 廃止

16
社会保険等未加入者に対する加入指導の期間延長につ
いて

廃止

17 誓約書 廃止
18 入札・契約書（共通） 契約書 要押印
19 入札書（紙入札） 要押印
20 委任状 要押印

21 請求書（契約事務において府が受領するものに限る） 廃止

22 請書 要押印

23
委託役務業務に係る出向
社員の取扱い

承認願 廃止

24 低入札価格調査 低入札価格調査資料（表紙） 廃止
25 特別重点調査資料（誓約書） 廃止

26
工事請負、測量・建設コ
ンサルタント等業務

文書事例（届出書等） 廃止

27 随意契約 見積書 廃止
28 辞退届 廃止
29 見積り辞退承認申請書 廃止
30 債権譲渡 債権譲渡承諾依頼書/債権譲渡承諾書 要押印
31 工事出来高確認協力依頼書 廃止
32 公共工事の前金払 中間前金払と部分払との選択に係る届出書 廃止
33 中間前金払認定請求書 廃止

34
賃金等の変動に対する建
設工事請負代金の変更

工事請負契約書第２５条第６項に基づく請負代金額の
変更について（協議）（別記様式3-1）

廃止

35
賃金等の変動に対する委
託役務契約の変更

委託役務契約書第○○条の○に基づく契約金額の変更
について（協議）（別記様式3-1）

廃止

36 下請業者等の優先採用 府外調達調書 廃止
37 手直し完了報告書 廃止 建設工事課

38 成績評定結果に関する説明請求書 廃止
39 成績評定結果に関する再説明請求書 廃止
40 成績評定減点に関する説明請求書 廃止
41 手直し完了報告書 廃止
42 成績評定結果に関する説明請求書 廃止
43 成績評定結果に関する再説明請求書 廃止
44 成績評定減点に関する説明請求書 廃止

総務委託
物品課

建設工事、測量・建設コ
ンサルタント等業務に係
る検査
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【契約局所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

45 物品関係 契約（取引）実績調書 廃止
46 契約（取引）実績に係る証明書 廃止
47 供給保証証明書 廃止
48 品質証明書 廃止
49 研修実績完了報告書 廃止
50 単価内訳書 廃止
51 技術審査資料届出書 廃止
52 賃貸 契約（取引）実績調書 廃止
53 契約（取引）実績に係る証明書 廃止
54 工事実績調書 廃止
55 設計業務実績調書 廃止
56 配置技術者調書 廃止
57 保守体制整備証明書 廃止
58 仕様適合証明書 廃止
59 事後審査（委託役務） 契約（取引）実績調書 廃止
60 契約（取引）実績に係る証明書 廃止
61 業務提携書 廃止
62 管理技術者予定者名簿 廃止
63 実務経歴書 廃止
64 保守体制整備証明書 廃止
65 保守体制表（別紙） 廃止
66 入札金額内訳書 廃止
67 単価内訳書 廃止
68 配置予定技術者名簿 廃止
69 業務総括責任者調書 廃止
70 保険などの案件 損害保険業免許に関する調書 廃止
71 電気調達 大阪府環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書 廃止
72 総合評価・ＪＶ 共同企業体協定書 廃止
73 技術審査資料 廃止
74 技術審査添付資料 廃止
75 低入札調査 入札理由書 廃止
76 紙入札 一般競争入札参加資格審査申請書 廃止
77 紙入札 入札参加辞退届 廃止
78 契約関係 契約保証金免除申請書 廃止
79 事後審査資料表紙 廃止 建設工事課

80 工事実績調書 廃止
81 実績申告書（表紙） 廃止
82 共同企業体協定書 廃止
83 技術審査資料 廃止
84 技術審査添付資料 廃止
85 てん末書 要押印
86 公募型プロポーザル 応募申込書 廃止
87 事業実績申告書 廃止
88 共同企業体届出書 廃止
89 共同企業体協定書 廃止
90 誓約書 廃止

91 入札参加資格審査
大阪府経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書及
びその添付書類

廃止

92
建設工事競争入札参加資格 等級区分評点の主観点変
更届

廃止

93
大阪府建設工事入札参加資格登録事項変更届（建設業
許可番号変更に伴うもの）

廃止

94
医療法施行規則第９条の○に規定する基準に適合して
いること及び契約実績があることの申告書

廃止

95 ID・パスワード再通知依頼書 廃止

総務委託
物品課

事後審査（建設工事、測
量・建設コンサルタント
等業務）

総務委託
物品課
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【総務部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1
大阪府職員等のコンプラ
イアンスの推進

業務処理報告書（様式13） 廃止 法務課

2 様式第４号（第７条関係）請書 要押印 統計課

3
様式第５号（第８条関係）統計調査員確保対策事業委
託費請求書

要押印

4 様式第７号（第１１条関係）変更請書 要押印

5
様式第８号（第１２条関係）統計調査員確保対策事業
委託費精算書

要押印

6 法務相談 法務相談報告票 廃止 法務課

7 確認書 廃止 市町村課

8 個人情報保護に関する誓約書 廃止
9 再委託等における業務の遂行に係る誓約書 廃止

10 業務の再委託等に係る承諾申請書 廃止
11 契約保証金免除申請書 廃止
12 総括責任者届 廃止
13 個人情報取扱作業責任者届 廃止
14 業務従事者届 廃止
15 完了届(委託役務契約) 廃止
16 支払いの受領に係る通知 廃止
17 納品完了報告書 廃止
18 廃棄枚数報告書 廃止
19 承認願い 廃止

大阪府統計調査員確保対
策事業

住民基本台帳ネットワー
クシステム関連事業
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【財務部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 見積書兼選任届 廃止 財産活用課

2 辞退届 廃止
財産活用課不動産鑑定業
務
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【健康医療部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 代理店証明書（販売店証明書） 廃止 医療総務課
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【商工労働部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 大阪府中小企業融資制度 損失補償契約書 要押印

2 預託事務 契約書（様式第１） 要押印

3

大阪府「新型コロナウイ
ルス感染症対応資金」に
係る中小企業再生支援利
子補給金交付

大阪府「新型コロナウイルス感染症対応資金」に係る
中小企業再生支援利子補給金交付申請書

要押印

4 預託申請書 廃止
5 預託金請求書 廃止
6 損失補償申請書 要押印

7 損失補償請求書 要押印

8
大阪府「新型コロナウイルス感染症対応資金」に係る
中小企業再生支援利子補給金請求書

要押印

9
大阪府「新型コロナウイルス感染症対応資金」に係る
中小企業再生支援利子補給金実績報告書

要押印

10 装置検査業務実績等報告書（日報） 廃止
11 修理報告書及び業務完了報告書 廃止
12 委託料精算書 廃止
13 実績報告書 廃止
14 業務従事者名簿 廃止
15 大阪府商工行政事務手数料の収納計算書 廃止

16
手数料等の徴収事務にかかる歳入徴収表（集合、所
在、計証）

廃止

17 徴収計算書 廃止
18 委任状（環境計量機器賃貸借業務） 廃止

19 業務完了報告書 廃止
雇用推進室
労働環境課

20
大阪府離職者等再就職訓練
実績報告書

廃止

21
大阪府離職者等再就職訓練
就職状況報告書

廃止

22
大阪府離職者等再就職訓練
就業状況報告一覧表

廃止

23
大阪府障がい者訓練
訓練実施結果報告書

廃止

24
大阪府障がい者訓練
就職状況報告書

廃止

25
大阪府障がい者訓練
雇用継続状況報告書

廃止

26 契約保証金免除申請書（任意様式） 廃止
27 契約保証金還付請求書（任意様式） 廃止

中小企業支援室
金融課

中小企業支援室
金融課

雇用推進室
人材育成課

計量検定所
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【環境農林水産部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 設計変更（請負） 設計変更協議書（別紙１） 要押印 検査指導課

2
設計変更（建設コンサル
ティング等業務）

設計変更協議書（別紙１） 要押印

3 参加意思確認 参加意思確認申請書（参考例４） 廃止
4 応募要件確認書（参考例５） 廃止
5 業務（又は工事）実績申告書（参考例） 廃止
6 現場代理人 現場代理人の常駐義務緩和措置申請書 廃止
7 現場代理人の兼任承諾書 廃止
8 契約不適合 契約不適合調査報告書（様式第１号） 廃止
9 枯損調査報告書（様式第１号） 廃止

10 契約不適合協議録（様式第３号） 廃止
11 枯損協議録（様式第３号植栽工事） 廃止
12 誓約書（様式第５号） 廃止

13 契約不適合にかかる履行の追完完了届（様式第６号） 廃止

14 植替え完了届（様式第６号） 廃止
15 入札に係る事後審査 後期高齢者の雇用確認について 廃止
16 物件損失補償契約書（様式第２－１号） 要押印

17 物件損失補償契約書（様式第２－２号） 要押印

18 立木竹伐採除去等確認届（様式第３号） 廃止
19 立木竹伐採除去等完了届（様式第４号） 廃止
20 請求書（様式第６号） 廃止
21 工事安全施工改善事項報告書（様式－５） 廃止
22 改善結果報告書（施工体制調査）（様式４） 廃止
23 工事改善指示書 廃止
24 工事改善報告書 廃止
25 創エネ及び省エネ 過年度預託契約書 要押印

26 電力調達
大阪府環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書
（様式１）

廃止

27
工事
契約

着工届 廃止 検査指導課

28 請負代金内訳書 廃止
29 請負代金内訳書・工程表 廃止
30 現場代理人等通知書 廃止
31 現場代理人等変更通知書 廃止
32 下請負指導責任者届 廃止
33 個人情報取扱作業責任者届 廃止
34 現場代理人等経歴書 廃止
35 建退共掛金収納書届 廃止
36 工事外注計画書 廃止
37 下請負(委任)通知書 廃止
38 火薬類取扱保安責任者届 廃止
39 工期延長請求書 廃止
40 既済部分検査請求書 廃止
41 保管請書(工場製品) 廃止
42 完成通知書 廃止
43 指定部分完成通知書 廃止
44 指定部分引渡書 廃止
45 引渡書 廃止
46 支給品受領書 廃止
47 支給品精算書 廃止
48 損害発生通知書 廃止
49 事故発生報告書 廃止
50 現場代理人常駐義務緩和措置申請 廃止
51 現場代理人の兼任承諾書 廃止
52 中間前金払認定請求書 廃止

エネルギー
政策課
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【環境農林水産部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

53
工事
成果品

施工計画書 廃止

54 実施工程表 廃止
55 工事月報(工事履行報告) 廃止
56 現場発生品調書 廃止
57 材料確認書 廃止
58 工場製品確認請求書 廃止
59 段階確認書 廃止
60 設計変更協議書 廃止
61 立会願 廃止
62 承諾書 廃止
63 休日(夜間)作業承諾書 廃止
64 工事写真帳 廃止
65 社内検査記録届 廃止
66 部分使用承諾書 廃止
67 業務委託契約 着手届 廃止
68 管理技術者通知書 廃止
69 管理技術者経歴書 要押印

70 管理技術者変更通知書 廃止
71 照査技術者通知書 廃止
72 照査技術者経歴書 要押印

73 照査技術者変更通知書 廃止
74 再委託(再々委託)承諾申請書 廃止
75 再委託(再々委託)通知書 廃止
76 担当技術者届出 廃止
77 担当技術者経歴書 要押印

78 担当技術者変更届出 廃止
79 現場技術員通知書 廃止
80 現場技術員経歴書 要押印

81 現場技術員変更通知書 廃止
82 既済部分検査請求書 廃止
83 履行期間延長願 廃止
84 完了届 廃止
85 業務部分完了報告書 廃止
86 納品書 廃止
87 引渡書 廃止
88 支給品受領書 廃止
89 支給品精算書 廃止
90 個人情報取扱作業責任者届 廃止
91 業務計画書 廃止
92 森林整備業務委託 業務工程表 廃止
93 業務月報 廃止
94 変更協議書 廃止
95 協議書（打合せ簿） 廃止
96 業務実施報告書 廃止
97 立会願 廃止
98 借用書 廃止
99 業務工程表 廃止

100 管理技術者等届 廃止
101 管理技術者経歴書 要押印

102 着手届 廃止
103 完了届 廃止
104 引渡書 廃止
105 業務計画書 廃止
106 業務実施工程表 廃止
107 業務月報 廃止
108 業務打合せ簿 廃止
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【環境農林水産部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

109 段階確認書 廃止
110 休日作業承諾書 廃止
111 使用材料承諾書 廃止
112 材料確認書 廃止
113 業務記録写真帳 廃止
114 事故発生報告書 廃止
115 創エネ及び省エネ 融資残高報告書 廃止
116 預託申請書 廃止
117 預託金請求書 廃止

118 森林整備事業入札参加資格申請書 廃止
みどり
推進室

119 業務実施計画届出書 廃止 流通対策室

120 業務責任者届出書 廃止
121 業務責任者届 廃止 水産課

122 実績報告書 廃止
123 顛末書 要押印

124 理由書 要押印

125

誓約書（法人用）
誓約書（個人用）
（公認会計士の登録、卸売業者の会計士と重複しない
旨）

廃止
中央卸売
市場

126 単価内訳書 廃止
127 検査報告書（業務仕様書内） 廃止

エネルギー
政策課
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【都市整備部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 工事費内訳書総括表 廃止 事業管理室

2 入札書 要押印
3 委任状 要押印
4 契約書 要押印
5 誓約書 要押印
6 条件付一般競争入札（事前審査型）参加申込書 廃止
7 設計図書等に関する質問書 廃止
8 中間前金払と部分払との選択に係る届出書 廃止
9 予定総額内訳書 廃止

10 確認書 廃止
11 委託費内訳書総括表 廃止
12 入札書 要押印
13 委任状 要押印
14 契約書 要押印
15 誓約書 要押印
16 条件付一般競争入札（実績評価型）参加申込書 廃止
17 設計図書等に関する質問書 廃止
18 受注希望工種 関係書類 「橋梁補修・補強」希望工種届 廃止

19
舗装道機械清掃業務及び雨水排水施設機械清掃業務に
係る入札参加資格事前審査申請書

廃止

20 誓約書 廃止
21 災害時等施工能力事前審査登録申請書（土木工事） 廃止

22
災害時等施工能力事前審査登録変更届出書（土木工
事）

廃止

23 随意契約 関係書類 設計図書等に関する質問書 廃止
24 協定 関係書類 負担金協定書 要押印
25 主任技術者調書 廃止
26 設計担当者経歴書 廃止
27 低入札価格調査 関係書類 低入札価格調査資料 廃止
28 技術審査資料 廃止
29 技術提案書 廃止
30 共同企業体協定書 廃止
31 異業種間共同企業体協定書 廃止

32
現場代理人等通知書、経歴書、現場代理人等変更通知
書、システム設計技術者等（変更）届

廃止

33 請負代金内訳書 廃止
34 工程表、変更工程表 廃止

35
建設業退職金共済制度の掛金収納書、理由書、申立
書、建設業退職金共済制度に係る報告書

廃止

36
請求書（前払金、中間前払金、指定部分完済払金、部
分払金、完成代金）、請求内訳書（部分払、債務部分
払、指定部分払）

廃止

37 ＶＥ提案書（契約後VE時） 廃止
38 委任状 要押印
39 変更協議書 要押印
40 打合せ簿(指示、協議、承諾、提出、報告、通知） 廃止
41 材料確認書、機器確認書、材料搬出確認書 廃止
42 段階確認書 廃止
43 確認・立会依頼書 廃止
44 工事事故速報 廃止
45 工事履行報告書 廃止
46 認定請求書 廃止
47 指定部分完成通知書 廃止
48 指定部分引渡書 廃止
49 工事出来高内訳書 廃止

50
請負工事既済部分検査請求書、中間（現場）検査請求
書

廃止

51 工事月報 廃止
52 修補完了届 廃止

舗装道機械清掃業務及び
雨水排水施設機械清掃業
務 関係書類

大阪府都市整備部建設工
事条件付一般競争入札
（事前審査型） 関係書類

大阪府都市整備部測量・
コンサルタント等条件付
一般競争入札（実績評価
型） 関係書類

災害時等施工能力事前審
査 関係書類

入札参加資格審査（事後
審査） 関係書類

総合評価落札方式 関係書
類

共同企業体協定書

都市整備部発注建設工事
請負関係書類
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【都市整備部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

53 部分使用承諾書 要押印
54 工期延期届 廃止
55 支給品受領書 要押印
56 支給品精算書 要押印
57 休日・夜間作業承諾 廃止
58 現場発生品調書 要押印
59 完成通知書 廃止
60 引渡書 廃止
61 下請負（委任）通知書 廃止
62 下請指導責任者届 廃止
63 現場代理人の常駐義務緩和措置申請書 廃止
64 現場代理人の兼任承諾書 廃止
65 損害発生通知書 廃止
66 個人情報取扱作業責任者届 廃止
67 工事外注計画書 廃止
68 火薬類取扱保安責任者届 廃止
69 火薬類消費計画書 廃止
70 保管請書（工場製品） 要押印
71 事故発生報告書 廃止
72 工場製品確認請求書 廃止
73 安全対策計画表 廃止
74 安全パトロール点検表 廃止
75 安全パトロール結果報告書 廃止
76 中間前金払と部分払との選択に係る届出書 廃止
77 社会保険未加入状況報告書 廃止
78 下請契約台帳、再下請契約届出書 廃止
79 改善指示書、改善報告書 廃止

80 機器メーカーリスト、購入部品・材料メーカーリスト 廃止

81 各種承諾書 廃止
82 月間工程表、実施工程表 廃止
83 管理技術者通知書、経歴書、管理技術者変更通知書 廃止
84 照査技術者通知書、経歴書、照査技術者変更通知書 廃止
85 担当技術者通知書、経歴書、担当技術者変更通知書 廃止
86 現場技術員通知書、経歴書、現場技術員変更通知書 廃止
87 工程表、変更工程表 廃止
88 請求書（前払金、部分払金、完成代金） 廃止
89 納品書 廃止
90 変更協議書 要押印
91 打合せ簿(指示、協議、承諾、提出、報告、通知） 廃止
92 確認・立会依頼書 廃止
93 指定部分完了通知書 廃止
94 既済部分検査請求書 廃止
95 業務月報 廃止
96 履行期間延期届 廃止
97 支給品受領書 要押印
98 支給品精算書 要押印
99 業務実施報告書 廃止

100 借用書 要押印
101 身分証明書交付願 廃止
102 完了通知書 廃止
103 引渡書 廃止
104 再委託承諾書 廃止
105 個人情報取扱作業責任者届 廃止
106 管理技術者通知書、経歴書、管理技術者変更通知書 廃止
107 工程表、変更工程表 廃止
108 請求書（前払金、部分払金、完成代金） 廃止
109 変更協議書 要押印

都市整備部発注測量・建
設コンサルタント等 業務
委託関係書類

都市整備部発注役務委託
業務関係書類
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【都市整備部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

110 打合せ簿(指示、協議、承諾、提出、報告、通知） 廃止
111 材料確認書 廃止
112 段階確認書 廃止
113 確認・立会依頼書 廃止
114 業務月報 廃止
115 履行期間延期届 廃止
116 支給品受領書 要押印
117 支給品精算書 要押印
118 休日・夜間作業承諾 廃止
119 完了通知書 廃止
120 引渡書 廃止
121 再委託承諾書 廃止
122 個人情報取扱作業責任者届 廃止
123 事故発生報告書 廃止
124 細則様式第3号の３（調査書） 廃止 用地課

125 細則様式第１８号の２（処理困難理由書） 要押印
126 細則様式第１9号（土地引渡書） 要押印
127 細則様式第２０号（物件・立退移転完了届） 要押印
128 細則様式第２１号（検査調書（その１～３）） 廃止
129 細則様式第２３号（土壌環境関連土地調書） 廃止
130 細則様式第２４号（物件確認調書） 要押印
131 土地売買様式（土地売買契約書） 要押印
132 物件移転補償様式（物件移転補償契約書） 要押印
133 立退移転補償様式（立退移転補償契約書） 要押印
134 残地補償様式１号（残地補償契約書） 要押印
135 立木取得補償様式１号（立木取得補償契約書） 要押印
136 土地の使用貸借様式１号（土地の使用貸借契約書） 要押印
137 区分地上権設定様式１号（区分地上権設定契約書） 要押印
138 標準例（物件移転補償変更契約書） 要押印
139 標準例（変更契約書） 要押印

140
標準例（土地の引渡し（物件の移転・造作等の除去及
び立ち退き）期限延伸願書）

要押印

141 委託契約様式第1号（契約書） 要押印
142 委託契約様式第２号（変更契約書） 要押印
143 委託契約様式第３号別紙４（検査調書） 廃止
144 委託契約様式第６号（誓約書） 要押印
145 物件確認調書 要押印
146 建築年月認定書 廃止
147 耐用年数認定書 廃止
148 補修区分認定書 廃止
149 工作物設置・取得年月認定書 廃止
150 様式第１号（貸与品等引渡通知書） 廃止
151 様式第２号（貸与品等受領書） 廃止
152 様式第３号（貸与品等精算書） 廃止
153 様式第４号（貸与品等返納書） 廃止
154 様式第５号（障害物伐採報告書） 廃止
155 様式第1３号（消費税等調査表） 廃止
156 様式第1５号（説明記録簿） 廃止
157 様式第1６号（物件確認調書） 要押印
158 様式第1７号（担当技術者通知書） 廃止
159 様式第1７号別紙（担当技術者経歴書） 廃止

160 様式第1８号（物件調査等業務の施行に関する指示票） 廃止

161 様式第1９号（物件調査等業務の施行に関する承諾書） 廃止
162 様式第２０号（物件調査等業務の施行に関する協議書） 廃止
163 様式第２１号（打合せ記録簿） 廃止
164 移転工法協議書 廃止

用地事務 関係書類

建物等損失補償金の算定
関係書類

物件調査等 関係書類
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【都市整備部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

165
河川浚渫工事施工資格審
査 関係書類 河川浚渫工事施工資格審査願書 廃止

河川室
寝屋川水系
西大阪治水

166 様式第1号 抽選参加申込書 廃止

167 様式第4号 競争入札参加申込書 廃止

都市計画室

北部大阪都市計画事業水
と緑の健康都市特定土地
区画整理事業における保
留地処分 関係書類
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【大阪港湾局所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 工事費内訳書総括表 廃止

2 入札書 要押印

3 委託費内訳書総括表 廃止

4 入札書 要押印

5 海上工事災害時等施工能力事前審査登録申請書 廃止
6 海上工事災害時等施工能力事前審査登録変更届出書 廃止
7 条件付一般競争入札（事前審査型）参加申込書 廃止
8 設計図書等に関する質問書（事前審査型） 廃止

9
中間前金払と部分払との選択に係る届出書（事前審査
型）

廃止

10 予定総額内訳書（事前審査型） 廃止
11 確認書（事前審査型） 廃止
12 条件付一般競争入札（実績評価型）参加申込書 廃止
13 設計図書等に関する質問書（実績評価型） 廃止
14 設計図書等に関する質問書（随意契約） 廃止

大阪港湾局建設工事条件
付一般競争入札（事前審
査型） 泉州港湾・

海岸部
総務運営課大阪港湾局測量・コンサ

ルタント等条件付一般競
争入札（実績評価型）

建設工事及び測量・建設
コンサルタント等業務

泉州港湾・
海岸部

総務運営課
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【住宅まちづくり部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 定期建物賃貸借契約についての説明（様式２） 要押印 建築振興課

2 定期建物賃貸借契約書（様式４） 要押印

3 途中退去確認届（様式９）
署名又は
記名押印

4
定期建物賃貸借契約終了についての通知（貸主→入居
者）（様式11）

署名又は
記名押印

5 退去確認届（様式14）
署名又は
記名押印

6 移転先等通知書（様式15） 廃止
7 府営住宅関係 府営住宅立退移転補償契約書 要押印 住宅経営室

8 誓約書（被災者） 廃止
9 誓約書（様式２） 廃止

10 誓約書（DV） 廃止
11 誓約書（犯罪被害） 廃止
12 請書 廃止
13 同意書兼誓約書(公営住宅用） 廃止
14 誓約書（住宅替え用） 廃止
15 誓約書（GH) 廃止
16 請書（期限付き入居承認用） 廃止
17 同意書兼誓約書（特定公共賃貸住宅用） 廃止
18 保証人資格申告書（別紙９） 廃止
19 期限付き入居承認に関する説明を受けた旨の証明書 廃止
20 住宅返還届 廃止
21 入居者の地位の承継承認申請書 廃止
22 保証人変更等承認申請書 廃止

23 社会保険未加入対策
(公建様式１の①)_【受注者作成】社会保険未加入状況
報告書（鑑）

廃止 公共建築室

24 契約不適合 （様式7）瑕疵修補完了届 廃止
25 低入札価格調査 （様式第１号）低入札価格調査資料（表紙） 廃止
26 （表紙）特別重点調査資料 廃止
27 総合評価入札 （様式１）技術提案（審査）資料（表紙） 廃止

28
（様式６）技術提案（審査）資料に係る評価結果に対
する質問書

廃止

29
工事請負代金に係る債権
譲渡

工事履行報告書（下請セーフティネット用） 廃止

30
賃金又は物価の変動に基
づく契約変更

（様式１）賃金又は物価の変動に基づく契約変更請求
書

廃止

31 （様式４）残工事量確認書
署名又は
記名押印

32 （様式4-1）残工事量内訳書
署名又は
記名押印

33
（様式６）賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の
変更について（協議）

廃止

34
（様式８）賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の
変更について（回答）

要押印

35 契約解除等 工事続行不能届 要押印

36 出来高確認について
署名又は
記名押印

37 請求書 廃止
38 引渡書 廃止
39 買受申出書 要押印

40 工事成績評定書 （様式１）記録書
署名又は
記名押印

41 （様式３）改善報告書
署名又は
記名押印

42 建設業退職金共済制度 建退共証紙購入等計画書 廃止
43 建退共掛金収納書届 廃止
44 建退共掛金収納書提出不要届 廃止

災害時民間賃貸住宅借上
制度
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【住宅まちづくり部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

45 建退共証紙貼付状況報告書 廃止
46 建退共制度加入促進指導簿 廃止
47 建退共退職金共済手帳取得促進指導簿(月単位集計表) 廃止
48 建退共残余証紙使用届 廃止

49
インフレスライド条項の
適用

協力要請確認書
署名又は
記名押印

50 下請代金支払計画書 【部分払】 廃止
51 下請代金支払状況書 【部分払】 廃止
52 下請代金支払計画書 【低入】 廃止
53 下請代金支払状況書 【低入】 廃止
54 工事代金受領確認書 要押印
55 工事事業損失補償 （様式１）損害発生報告書 要押印
56 （様式２）補償承諾書 要押印
57 （様式３）第三者の損失に対する保証金負担等に関する協議書要押印
58  （様式4-1～4-５）・代表受注者届（単期・継続・単体工事用）要押印
59 （様式６）補償完了報告書 要押印
60 （様式７）現地確認記録書 要押印
61 （様式８）補償報告書 要押印
62 設計変更 協議書 要押印
63 工事の一時中止について（通知の申し入れ） 要押印
64 工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書について要押印
65 承諾書（法務相談に関する実施要領） 廃止 建築振興課

66 工事実績調書 廃止 公共建築室

67 実績申告書の表紙 廃止
68 監理技術者者等の途中交代の申し出書 廃止
69 着工届 廃止
70 工事外注計画書 廃止
71 現場代理人等通知書 廃止
72 現場代理人等変更通知書 廃止
73 現場代理人等経歴書 廃止
74 工程表 廃止
75 労災保険関係成立証明書 要押印
76 下請負人（受任者）通知書 廃止
77 完成通知書 廃止
78 指定部分完成通知書 廃止
79 引渡申出書 廃止
80 工事目的物引渡書 廃止
81 指定部分に係る工事目的物引渡書 廃止
82 部分使用承諾願 要押印
83 既済部分検査請求書 廃止
84 工事日報(週報) 廃止
85 工事日報(建築) 廃止
86 使用材料品届 廃止
87 産業廃棄物処理計画書・結果報告書 廃止
88 建設発生土処理計画書 廃止
89 建設発生土処分地届 廃止
90 建設発生土処理報告書 廃止
91 建設発生土処分受け入れ証明書 廃止
92  汚泥・産業廃棄物 処分地届（当初・変更・追加） 廃止
93 汚泥・産業廃棄物 処理報告書 廃止
94 技能士届 廃止
95 技能士 配置変更届 廃止
96 登録基幹技能者届 廃止
97 登録基幹技能者届 配置変更届 廃止
98 電気保安技術者届 廃止
99 工事用電力保安責任者届 廃止

100  担当技術者通知書（若手・女性） 廃止
101  担当技術者経歴書（若手・女性） 廃止

部分払金の一次下請等へ
の支払確認

低入札価格調査実施工事
の支払状況

建設工事及び測量・建設
コンサルタント等業務
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【住宅まちづくり部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

102 検査願 廃止
103 協議録 要押印
104 質疑回答書・指示連絡書 廃止
105 安全衛生管理体制届 廃止
106 防火統括責任者届 廃止
107 火元責任者届 廃止
108 災害・事故 報告書 要押印
109 災害・事故 経過書 要押印
110 災害時における工事現場の応急対策実施表 廃止
111 休日作業願 廃止
112 休日作業届 廃止

113 安全パトロール実施点検表
署名又は
記名押印

114
検査資料
（完成・中間・出来高その他)
（完成下検査・中間下検査・指定部分下検査）

廃止

115 完成下検査指示書
署名又は
記名押印

116 受領書
署名又は
記名押印

117 物品引渡書 廃止
118 樹木の枯木補償処置の確認について 要押印
119 遊具類安全点検結果報告書 要押印
120 使用材料同等品審査願 廃止
121  主要材料納入報告書主要材料検査願 廃止
122 コンクリート打設計画書 廃止
123 コンクリート圧送工事 現場点検表 廃止
124 コンクリート打設報告書 廃止
125 コンクリート塩化物検査報告書 廃止
126 設計審査願一覧 廃止
127 設計審査願 廃止
128 測定試験報告書(表紙) 廃止
129 絶縁抵抗（高・低圧）測定報告書 廃止
130 接地抵抗測定報告書 廃止
131 絶縁耐力試験報告書 廃止
132 インターホン試験成績表 廃止
133 分電盤増締確認表 廃止
134 ガス工事漏洩検査報告書 廃止
135 水圧試験結果報告書 廃止
136 機材検査願い 廃止
137 施工段階検査願い 廃止
138 さや管工事接合部確認チェック簿 廃止
139 排水管ボール落下試験報告書 廃止
140 社内検査報告書（表紙） 廃止
141 社内検査報告総括表 廃止
142 社内検査チェックシート 廃止
143 各戸量水器検針表 要押印
144 各戸電力量計検針表 要押印
145 電気名義変更申込表 要押印
146 着手届 廃止
147 業務工程表 廃止
148 管理技術者等届 廃止
149 管理技術者等経歴書 廃止
150 個人情報取扱作業責任者届 廃止

151
再委託（変更等）承諾願（建築士法第22条の3の3対
象案件）

要押印

152
再委託（変更等）承諾願（建築士法第22条の3の3対
象外案件）

廃止
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【住宅まちづくり部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

153 設計変更見積書 要押印
154 完了届 廃止
155 指定部分完了届 廃止
156 成果品引渡書 廃止
157 指定部分成果品引渡書 廃止
158 主任監督員等届 廃止
159 主任監督員等経歴書 廃止
160 既済部分検査請求書 廃止
161 監理業務変更見積書 要押印
162 実績申告書 廃止
163 重要事項説明書（建築士法24条の7、24条の8） 要押印
164 業務実績調書 廃止
165 配置予定管理技術者資格等調書 廃止
166 配置管理技術者資格等調書 廃止
167 建築設備設計の設計業務委託に係る入札参加資格者区分登録申請書廃止
168 業務計画書 廃止
169 支払予定報告書 廃止
170 協議書 要押印
171 配置技術者の専任性に関する誓約書 要押印
172 同意書 廃止
173 公募型プロポーザル 参加申請書＜プロポ＞ 要押印
174 設計共同企業体協定書＜プロポ＞ 廃止
175 使用印鑑届＜プロポ＞ 要押印
176 提案書＜プロポ＞ 廃止
177 価格提案書＜プロポ＞ 廃止
178 点検調査業務 協議録＜点検調査業務＞ 要押印
179 定期点検報告書（第一面）＜点検調査業務＞ 廃止
180 調査実施計画書＜点検調査業務＞ 廃止
181 変更業務工程表＜点検調査業務＞ 廃止
182 業務計画書＜点検調査業務＞ 廃止
183 点検者届＜点検調査業務＞ 廃止
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【議会事務局所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 業務実績報告書 廃止 総務課

2 手話通訳時間実績報告書 廃止
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【教育庁所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1
夜間・休日等の教育相談
業務 事業実績月別報告書（様式第１号） 廃止

市町村教育室小中
学校課

2 人権教育研究推進事業 事業実施申請書（様式１） 廃止
3 事業完了（廃止等）報告書（共通様式４） 廃止
4 道徳教育推進事業 道徳教育推進事業費事業実施申請書（様式１） 廃止
5 道徳教育推進事業費事業完了報告書（様式４） 廃止

6
カリキュラム・マネジメ
ント調査研究事業

カリキュラム・マネジメント調査研究事業費事業実施
申請書（様式１）

廃止

7
カリキュラム・マネジメント調査研究事業費事事業完
了報告書（様式４）

廃止

8 地域子育て応援事業
乳幼児家庭を対象とした地域子育て応援事業業務計画
書（様式１－１）

廃止

9
乳幼児家庭を対象とした地域子育て応援事業報告書
（様式２－１）

廃止

10
乳幼児家庭を対象とした地域子育て応援事業計画変更
承認申請書（様式３）

廃止

11 建設工事等 工事成績評定副申書（様式２） 廃止 施設財務課

12 設計変更協議書（様式１） 要押印
13 設計変更協議書（様式１） 要押印
14 記録書（様式１） 要押印
15 改善報告書（様式３） 廃止
16 ラベル（受注者名称）（CD-R） 廃止
17 業務責任者届 廃止

18
（別記第３関係）個人情報取扱い作業責任者の報告書
様式

廃止

19 医療的ケア通学支援事業における安全確認等の報告 廃止
20 医療的ケア通学支援事業における緊急措置対応報告 廃止
21 総括責任者兼個人情報取扱作業責任者選任届 廃止
22 業務従事者届 廃止
23 誓約書（個人情報保護） 廃止
24 契約保障金免除申請書 廃止
25 業務履行実績 廃止
26 請求書（概算の独自様式） 廃止
27 業務責任者選任届 廃止
28 個人情報取扱作業責任者届 廃止
29 業務完了報告書 廃止
30 履行確認書 廃止
31 環境整備清掃等業務月間完了報告書 廃止
32 予定価格の積算に係る見積書 廃止
33 変更契約に係る協議書 要押印
34 顛末書 要押印

35
一般競争入札に伴う、予定価格積算資料作成のための
業者参考見積書

廃止
教職員室教職員企

画課

36 随意契約に伴う完了届 廃止
37 随意契約に伴う変更契約の協議書 要押印
38 施設工事関係 重要事項説明書（設計業務用） 廃止 施設財務課

39 重要事項説明書（工事監理業務用） 廃止

40
建築士法第24条の８の規定に基づき委託者に交付する
書面（設計業務用）

要押印

41
建築士法第24条の８の規定に基づき委託者に交付する
書面（工事監理業務用）

要押印

42 施工体制点検表（監理技術者工事用） 廃止
43 施工体制点検表（主任技術者工事用） 廃止
44 工事監理報告書（集計） 廃止
45 出勤簿 廃止
46 [質疑・協議]応答書 廃止
47 指示・連絡事項 廃止
48 機材検査願い 廃止
49 施工段階検査予定表（電気） 廃止

地域教育
振興課

教育振興室
支援教育課

市町村教育室小中
学校課

教職員室教職員人
事課
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【教育庁所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

50 施工段階検査予定表（衛生） 廃止
51 施工段階検査予定表（空調） 廃止
52 施工段階検査予定表（ガス） 廃止
53 施工段階検査願い（設備） 廃止
54 施工段階検査願（建築） 廃止
55 【E】施工体制台帳(参考2) 廃止
56 【E】施工体制台帳（再下請負通知書）(参考３) 廃止
57 【E】施工体系図（参考5） 廃止
58 【E】質疑・協議応答書(B17) 要押印
59 【E】工程表（参考7） 廃止
60 【E】総合施工計画書（K302） 現場代理人 廃止
61 【E】総合施工計画書（K302） 監督職員 要押印
62 【E】○○工事施工計画書(K304) 現場代理人 廃止
63 【E】○○工事施工計画書(K304) 監督職員 要押印
64 【E】施工図等（様式無し） 現場代理人 廃止
65 【E】施工図等（様式無し） 監督職員 要押印
66 【E】指示・連絡事項(B18) 要押印
67 【E】電気保安技術者届（K301） 廃止

68
【E】電気保安技術者届（K301）（電気保安技術者本
人の印）

廃止

69 【E】災害・事故報告書(811) 要押印
70 【E】使用材料品届(306-1) 現場代理人 廃止
71 【E】使用材料品届(306-1) 監督職員 要押印
72 【E】設計審査願(307-2)  現場代理人 廃止
73 【E】設計審査願(307-2) 監督職員 要押印
74 【E】測定試験報告書(K317) 現場代理人 廃止
75 【E】測定試験報告書(K317) 監督職員 要押印
76 【E】自主検査報告書(K316) 廃止
77 【E】完成通知書(118-1) 要押印
78 【E】停電計画書(様式無し) 現場代理人 廃止
79 【E】停電計画書(様式無し) 監督職員 要押印
80 【E】コンクリート配合計画書(B13-1) 現場代理人 廃止
81 【E】コンクリート配合計画書(B13-1) 監督職員 要押印
82 【E】使用材料承諾願(K311) 現場代理人 廃止
83 【E】使用材料承諾願(K311) 監督職員 要押印
84 【E】絶縁抵抗(高・低圧)測定報告書(K324) 廃止

85
【E】汚泥・残土・産業廃棄物処理計画書・報告書
(K308)

廃止

86 【E】絶縁耐力試験報告書(K323) 廃止
87 【E】取付詳細図(様式無し) 廃止
88 【E】接地抵抗測定報告書 廃止
89 【M】施工段階検査願い(K327) 現場代理人 廃止
90 【M】施工段階検査願い(K327) 監督職員 要押印
91 【M】質疑・協議応答書(B17) 要押印
92 【M】施工体制台帳(参考2) 廃止
93 【M】施工体制台帳（再下請負通知書）(参考３) 廃止
94 【M】施工体系図（参考5） 廃止
95 【M】工程表（参考7） 廃止
96 【M】総合施工計画書（K302） 現場代理人 廃止
97 【M】総合施工計画書（K302） 監督職員 要押印
98 【M】○○工事施工計画書(K304) 現場代理人 廃止
99 【M】○○工事施工計画書(K304) 監督職員 要押印

100 【M】施工図等（様式無し） 現場代理人 廃止
101 【M】施工図等（様式無し） 監督職員 要押印
102 【M】指示・連絡事項(B18) 要押印
103 【M】電気保安技術者届（K301） 廃止

104
【M】電気保安技術者届（K301）（電気保安技術者
本人の印）

廃止
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【教育庁所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

105 【M】災害・事故報告書(811) 要押印
106 【M】使用材料品届(306-1) 現場代理人 廃止
107 【M】使用材料品届(306-1) 監督職員 要押印
108 【M】設計審査願(307-2)  現場代理人 廃止
109 【M】設計審査願(307-2) 監督職員 要押印
110 【M】機材検査願い(K326) 現場代理人 廃止
111 【M】機材検査願い(K326) 監督職員 要押印
112 【M】自主検査報告書(K316) 廃止
113 【M】完成通知書(118-1) 要押印
114 【M】再生資源利用促進計画書(様式番号無し) 廃止

115
【M】汚泥・残土・産業廃棄物処理計画書・報告書
(K308)

廃止

116 【M】測定試験報告書(K317) 現場代理人 廃止
117 【M】測定試験報告書(K317) 監督職員 要押印
118 【M】測定試験報告書(水圧)(K318) 現場代理人 廃止
119 【M】測定試験報告書(水圧)(K318) 監督職員 要押印
120 【M】測定試験報告書(気密)(K319) 現場代理人 廃止
121 【M】測定試験報告書(気密)(K319) 監督職員 要押印

122 【M】測定試験報告書(ガス漏洩)(K320) 現場代理人 廃止

123 【M】測定試験報告書(ガス漏洩)(K320) 監督職員 要押印
124 【M】測定試験報告書(水質)(K321) 現場代理人 廃止
125 【M】測定試験報告書(水質)(K321) 監督職員 要押印
126 【M】調査報告書(様式無し) 廃止

127 【M】コンクリート配合計画書(B13-1) 現場代理人 廃止

128 【M】コンクリート配合計画書(B13-1) 監督職員 要押印
129 【M】材料納入報告書、材料検査願 現場代理人 廃止
130 【M】材料納入報告書、材料検査願 監督職員 要押印
131 【M】使用材料承諾願(K311) 現場代理人 廃止
132 【M】使用材料承諾願(K311) 監督職員 要押印
133 【M】取付詳細図(様式無し) 廃止
134 【A】施工段階検査願い(K310－1) 現場代理人 廃止
135 【A】施工段階検査願い(K310－1) 監督職員 要押印
136 【A】施工段階検査指示書(K310－2) 現場代理人 廃止
137 【A】施工段階検査指示書(K310－2) 監督職員 要押印
138 【A】質疑・協議応答書(B17) 要押印
139 【A】施工体制台帳(参考2) 廃止
140 【A】施工体制台帳（再下請負通知書）(参考３) 廃止
141 【A】施工体系図（参考5） 廃止
142 【A】工程表（参考7）現場代理人 廃止
143 【A】工程表（参考7）監督職員 要押印
144 【A】総合施工計画書（K302） 現場代理人 廃止
145 【A】総合施工計画書（K302） 監督職員 要押印
146 【A】工種別施工計画書一覧表（K303） 廃止
147 【A】○○工事施工計画書(K304) 現場代理人 廃止
148 【A】○○工事施工計画書(K304) 監督職員 要押印
149 【A】施工図等（様式無し） 現場代理人 廃止
150 【A】施工図等（様式無し） 監督職員 要押印
151 【M】指示・連絡事項(B18) 要押印
152 【A】電気保安技術者届（K301） 廃止

153
【A】電気保安技術者届（K301）（電気保安技術者本
人の印）

廃止

154 【A】災害・事故報告書(811) 要押印
155 【A】使用材料品届(K311) 現場代理人 廃止
156 【A】使用材料品届(K311) 監督職員 要押印
157 【A】使用材料同等品審査願(305) 現場代理人 廃止
158 【A】使用材料同等品審査願(305) 監督職員 要押印
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1
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№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

159 【A】再生資源利用促進計画書(様式番号無し) 廃止

160
【A】汚泥・残土・産業廃棄物処理計画書・報告書
(K308) 現場代理人

廃止

161
【A】汚泥・残土・産業廃棄物処理計画書・報告書
(K308) 監督職員

要押印

162 【A】コンクリート打設計画書(B13-1) 現場代理人 廃止
163 【A】コンクリート打設計画書(B13-1) 監督職員 要押印

164
【A】材料納入報告書、材料検査願(B10-1) 現場代
理人

廃止

165
【A】材料納入報告書、材料検査願(B10-1) 監督職
員

要押印

166 【A】コンクリート打設報告書(B14) 監督職員 要押印

167 【A】コンクリート塩化物検査報告書(B15) 監督職員 要押印

168 【A】物品引渡書(K501-1) 現場代理人 廃止
169 【A】物品引渡書(K501-1) 府・学校 要押印
170 【A】成果品引渡書(K501-2) 現場代理人 廃止
171 【A】成果品引渡書(K501-2) 府 要押印
172 総括責任者届出 廃止
173 業務従事者届出 廃止
174 運用計画書 廃止
175 完了報告書 廃止
176 検査合格通知書 廃止
177 再委託承認申請書 要押印
178 委託業務の再委託の承認 要押印
179 誓約書（個人情報取扱関係） 廃止
180 個人情報取扱作業責任者届 廃止
181 業務責任者通知書 廃止
182 業務実施計画書 廃止

大阪府教育
センター
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【警察本部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 従事者等名簿等 廃止
2 業務結果報告書等 廃止
3 業務実施計画書 廃止
4 着手届・完了届 廃止
5 従事員名簿 廃止
6 使用車両一覧表 廃止
7 処分数量報告書 廃止
8 作業計画書 廃止
9 作業員名簿 廃止

10 作業報告書 廃止
11 業務実施計画書 廃止
12 業務責任者等名簿 廃止
13 作業責任者名簿 廃止
14 業務体制に関する報告 廃止
15 使用資機材及び衛生消耗品等の報告 廃止
16 制服及び名札等の報告 廃止
17 日常業務実施報告書 廃止
18 月間業務実施報告書 廃止
19 定期業務実施報告書 廃止
20 業務実施日の変更届出書 廃止
21 ねずみ・害虫発生状況調査報告書 廃止
22 ねずみ・害虫防除完了報告書 廃止
23 自主検査体制の報告 廃止
24 研修実施報告書 廃止
25 雇用等に関する報告書 廃止
26 支援報告書 廃止
27 就労困難者雇用実績報告書 廃止
28 苦情処理対応の報告 廃止
29 実施体制書 廃止
30 業務計画書 廃止
31 業務報告書 廃止
32 巡回点検報告書 廃止
33 月次業務報告書 廃止
34 業務責任者等届 廃止
35 従事者名簿 廃止
36 業務実施計画書 廃止
37 実施体制表 廃止
38 日常業務実施報告書 廃止
39 定期業務実施報告書 廃止
40 研修実施計画書 廃止
41 総括責任者届 廃止
42 業務従事者届 廃止
43 誓約書（個人情報） 廃止
44 履行報告書 廃止
45 着手届 廃止
46 完了届 廃止
47 報告書提出送付書 廃止
48 再委託承認願 廃止
49 設備図面等貸出願 廃止
50 工程表 廃止
51 現場代理人届 廃止
52 管理技術者届 廃止
53 経歴書 廃止
54 納品書または受領書 廃止
55 完成検査願 廃止
56 引渡申出書 廃止
57 入札受理書または請届書 廃止
58 労災保険成立証明願 廃止

施設課

会計課

交通安全施設契約関係

委託契約関係
役務契約関係

物品購入契約関係

委託契約関係
役務契約関係
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【警察本部所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

59 建退共掛金納付（不要）届 廃止

60 設計図書処分届 廃止
61 指示書 廃止
62 指示工種別精算書 廃止
63 予定総額内訳書 廃止
64 代理店証明書 廃止
65 直接販売証明書 廃止
66 下請負人（再委託）予定通知書 廃止
67 参加意思確認申請書 廃止
68 応募要件確認資料 廃止
69 特定者決定通知書 廃止
70 賃貸借契約関係 機器賃貸借の報告書 廃止

71
各種点検委託業務の報告書（点検成績書等）
※機器保守点検業務の成果物

廃止

72
直接販売・保守証明書
（代理店証明書を含む。）

廃止

73 着手届 廃止
74 完了届 廃止

75
航空保険契約くじ引参加申請書
（航空保険契約）

廃止

76
返還保険料確定通知書
（自動車任意保険契約）

廃止

77
業務終了確認書
（燃料タンク清掃契約）

廃止

78
古油買取伝票
（廃油売却契約）

廃止

79
再資源化証明書
（廃油売却契約）

廃止
歳入契約関係

装備課

交通安全施設契約関係

委託契約関係
役務契約関係

物品購入契約関係
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契約事務に係る提出書類への押印見直し一覧表 R3.4.1

【監査委員事務局所管分】

№ 業務区分 提出書類
押印
見直し

所管課等

1 監査 統括責任者の氏名等について 廃止 監査課

2 進行管理責任者及び品質管理責任者の氏名等について 廃止

3 令和 年度業務実施計画及び業務実施体制について 廃止
4 実地監査等の体制について 廃止
5 業務従事報告書 廃止
6 業務完了報告書 廃止
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契約事務に係る府が通知する文書への公印等の押印見直し一覧表 R3.4.1

【契約局所管分】

№ 業務区分 通知書、回答書等
押印
見直し

所管課等

1 検査合格書 廃止 建設工事課

2 成績評定結果に関する説明請求に対する回答書 廃止
3 却下通知書 廃止
4 成績評定結果に関する再説明請求書に対する回答書 廃止
5 成績評定減点通知書 廃止
6 成績評定減点に関する説明請求に対する回答書 廃止
7 検査合格書 廃止
8 成績評定結果に関する説明請求に対する回答書 廃止
9 却下通知書 廃止

10 成績評定結果に関する再説明請求に対する回答書 廃止
11 成績評定減点通知書 廃止
12 成績評定減点に関する説明請求に対する回答書 廃止

建設工事検査・成績評定

測量・建設コンサルタン
ト等業務検査・成績評定
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