建設工事請負契約標準書式（国債用・単債用）新旧対照表
新
第１条から第７条

（略）

旧
第１条から第７条

（略）

（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等）
第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭
和２４年法律第１００号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者
を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結する
下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
２～３ （略）

（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等）
第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭
和２４年法律第１００号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者
を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結する
下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。
一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
三 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
２～３ （略）

第８条から第９条

第８条から第９条

（略）

（略）

（現場代理人及び主任技術者等）
第１０条 （略）
２ 受注者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第１項に規定する主任技術者
（以下「主任技術者」という。）、同条第２項に規定する監理技術者（以下「監理技術者」
という。）、同条第３項ただし書に規定する監理技術者補佐（以下「監理技術者補佐」とい
う。）又は同法第２６条の２に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者（以下「専
門技術者」という。）を置いたときは、これらの者の氏名その他必要な事項を発注者に通知
しなければならない。監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。）又は専門技術者を変更したときも同様とする。
３～５ （略）
６ 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
７ （略）

（現場代理人及び主任技術者等）
第１０条 （略）
２ 受注者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第１項に規定する主任技術者
（以下「主任技術者」という。）、同条第２項に規定する監理技術者（以下「監理技術者」
という。）又は同法第２６条の２に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者（以
下「専門技術者」という。）を置いたときは、これらの者の氏名その他必要な事項を発注者
に通知しなければならない。主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様
とする。

第１１条

第１１条

（略）

（工事関係者に関する措置請求）
第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代
理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるとき
は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求す
ることができる。
２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任す
る者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工
事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その
理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。

３～５ （略）
６ 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
７ （略）
（略）

（工事関係者に関する措置請求）
第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者
と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当
と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執る
べきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これらの者と現
場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負
人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注
者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することが
できる。
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３～５

（略）

第１３条から第２３条

旧
３～５

（略）

（略）

第１３条から第２３条

（著しく短い工期の禁止）
第２３条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時
間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難
であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

（新設）

第２４条から第２８条

第２４条から第２８条

（略）

（略）

（略）

（不可抗力による損害）
第２９条 工事の目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当
該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないも
の（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事の目的物、仮設物又は工事現
場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実
の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２～６ （略）

（不可抗力による損害）
第２９条 工事の目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当
該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの
（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事の目的物、仮設物又は工事現場
に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の
発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２～６ （略）

第３０条から第３３条 （略）

第３０条から第３３条 （略）

（前金払）
第３４条 （略）
２～５ （略）
６ 各会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第３７条第１項の請負代金相当額が前
会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたと
きは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において同じ。）が著しく減額された
場合において、第１項及び第２項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が
減額後の出来高予定額の１０分の６（同項の規定により支払った前払金がないときは、２分
の１）を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第１項及び第２項の規定によ
り支払った前払金の額から当該出来高予定額の１０分の６（同項の規定により支払った前払
金がないときは、２分の１）に相当する額を差し引いて得た金額（以下この条において「超
過額」という。）を返還させることができる。ただし、超過額が相当の額に達し、当該超過
額を返還させることが第１項及び第２項の規定により支払った前払金（以下「前払金」とい
う。）の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協
議して返還すべき金額を定める。
７～11 （略）

（前金払）
第３４条 （略）
２～５ （略）
６ 各会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第３７条第１項の請負代金相当額が前
会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたと
きは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において同じ。）が著しく減額された
場合において、第１項及び第２項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が
減額後の出来高予定額の１０分の６（同項の規定により支払った前払金がないときは、２分
の１）を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第１項及び第２項の規定によ
り支払った前払金の額から当該出来高予定額の１０分の６（同項の規定により支払った前払
金がないときは、２分の１）に相当する額を差し引いて得た額（以下この条において「超過
額」という。）を返還させることができる。ただし、超過額が相当の額に達し、当該超過額
を返還させることが第１項及び第２項の規定により支払った前払金（以下「前払金」という。）
の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して
返還すべき金額を定める。
７～11 （略）

第３５条から第３７条

第３５条から第３７条 （略）

（略）
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（部分引渡し）
第３８条 第３１条及び第３２条の規定は、工事の目的物につき発注者が設計図書において工
事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）
の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第３１条の見出し、第１項及
び第６項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第３１条第２項、第４項及び第
６項中「工事の完成」とあるのは「指定部分に係る工事の完成」と、同条第２項、第４項及
び第５項中「工事の目的物」とあるのは「指定部分に係る工事の目的物」と、同項及び第３
２条の見出し及び第２項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替
えるものとする。
２ （略）

旧
（部分引渡し）
第３８条 第３１条及び第３２条の規定は、工事の目的物につき発注者が設計図書において工
事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）
の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第３１条の見出し、第１項及
び第６項並びに第３２条第１項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第３１条
第２項、第４項及び第６項中「工事の完成」とあるのは「指定部分に係る工事の完成」と、
同条第２項、第４項及び第５項中「工事の目的物」とあるのは「指定部分に係る工事の目的
物」と、同項及び第３２条の見出し及び第２項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係
る請負代金」と読み替えるものとする。
２ （略）

第３９条から第４０条

第３９条から第４０条

（略）

（略）

（発注者の任意解除権）
第４１条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第４３条又は第４３条の２の規定に
よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ （略）

（発注者の任意解除権）
第４１条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第４３条の規定によるほか、必要
があるときは、この契約を解除することができる。
２ （略）

第４２条から第４３条の２ （略）

第４２条から第４３条の２

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第４４条 第４２条各号又は第４３条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による
ものであるときは、発注者は、第４２条又は第４３条の規定による契約の解除をすることが
できない。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第４４条 第４２条各号又は第４３条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による
ものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

第４５条から第４９条

第４５条から第４９条

（略）

（略）

（略）

（発注者の違約金請求等）
（発注者の違約金請求等）
第４９条の２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、受注者は、 第４９条の２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、受注者は、
請負代金の額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者
請負代金の額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者
に支払わなければならない。
に支払わなければならない。
(1) 第４２条又は第４３条の規定により工事の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (1) 第４２条又は第４３条若しくは第４３条の２の規定により工事の目的物の完成前にこの
契約が解除されたとき。
(2) 工事の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ (2) 工事の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ
き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ
受注者について破産法（平成１６年法律第７５号）第３０条第１項の規定により破産手続 イ
受注者について破産法（平成１６年法律第７５号）第３０条第１項の規定により破産手続
開始の決定がされた場合における同法第３１条第１項の規定により選任された破産管財人
開始の決定がされた場合における同法第３１条第１項の規定により選任された破産管財人
ロ
受注者について会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第４１条第１項の規定により更 ロ
受注者について会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第４１条第１項の規定により更
生手続開始の決定がされた場合における同法第４２条第１項の規定により選任された管財人
生手続開始の決定がされた場合における同法第４２条第１項の規定により選任された管財人
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受注者について民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第３３条第１項の規定により再
生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第６４条第２項の規定により選
任された管財人
２～３ （略）

旧
受注者について民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第３３条第１項の規定により再
生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第６４条第２項の規定により選
任された管財人
２～３ （略）

ハ

ハ

（不正行為に伴う損害の賠償）
第４９条の３ （略）
２ （略）
３ 前２項の規定は、第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する
場合を含む。）の規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものと
する。
４ （略）

（不正行為に伴う損害の賠償）
第４９条の３ （略）
２ （略）
３ 前２項の規定は、第３１条第４項から第６項までの規定により工事の目的物の引渡しを受
けた後においても適用があるものとする。

第５０条

第５０条

（略）

４

（略）
（略）

（契約不適合責任期間等）
第５１条 （略）
２～８ （略）
９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第９４条
第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事の目的物のうち住宅の品質確保の
促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐
力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、
１０年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 （略）

（契約不適合責任期間等）
第５１条 （略）
２～８ （略）
９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第９４条
第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事の目的物のうち住宅の品質確保の
促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条第１項に定める部分の瑕疵（構
造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間
は、１０年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 （略）

第５２条

第５２条

（略）

（略）

（あっせん又は調停）
（あっせん又は調停）
第５３条 （略）
第５３条 （略）
２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門 ２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監
技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工
理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働
又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第１２条第３項
者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争について
の規定により受注者が措置を執った後若しくは同条第５項の規定により発注者が措置を執っ
は、第１２条第３項の規定により受注者が措置を執った後若しくは同条第５項の規定により
た後又は発注者若しくは受注者が措置を執らずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過し
発注者が措置を執った後又は発注者若しくは受注者が措置を執らずに同条第３項若しくは第
た後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求
することができない。
第５４条以下 （略）

第５４条以下 （略）
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