
大臣　　特定
知事　　一般

加入　　　未加入
適用除外

第　　　　　　号

備北　四郎

２５

権限及び
意見申出方法

基本契約約款記載のとおり ※専門技術者名 鈴木　六助

再下請負通知書の添付書類
再下請負人通知書と再下請負人が締結した契約書の写し

許　可　番　号

工事業

第１２３４５６号

事業所整理
記号等 ○○○○○○○○

雇用保険

許可（更新）年月日

自　平成　２５年　１２月　　３日
至　平成　２６年　　３月　　８日

国交建設（株）
会社名

本社

健康保険

建設業の
許　　　可

鉄筋 工事業
大臣　　特定
知事　　一般

施工に必要な許可業種

田辺　一郎

備北鉄筋工業(有)（再下請負通知人）が江頭土木(株)
（再下請負人）との下請契約の内容を報告する場合［ ］

権限及び
意見申出方法

契約日 平成　２５年　１２月　　２日

代表者名

保険加入の
有無

健康保険

加入　　　未加入
適用除外

 営業所の名称

○○-○○○○

再下請負通知書記載例

工　　　期

備北　太郎

備北鉄筋工業(有)
元請名称

主任技術者
専　任
非専任

田辺　一郎 資格要件

現場代理人名 田辺　一郎

白鳥産業㈱
［報告下請負業者］

住　所
〒000-0000
××県××郡××村１２３

安全衛生責任者名

○○○○○-○○○○○○-○○○

田辺　一郎

健康保険等の
加入状況

平成　２５年　１２月　１０日

工事名称
及　　　び
工事内容

○○ビル新築工事　／　鉄筋工

《自社に関する事項》

再　下　請　負　通　知　書

直近上位
注文者名

資格内容 二級建築施工管理技士（躯体） 担当工事内容

監　督　員　名

雇用管理責任者名

加入　　　未加入
適用除外
雇用保険

平成 　　 年 　　 月 　　 日

平成２２年 １０ 月 　１ 日

厚生年金保険

 厚生年金保険

安全衛生推進者名

専門技術者が担当する工事の具体
的内容（＊）

再下請負通知書を作成又は変更した日付

再下請負通知人が請負った建設
工事の注文者の商号名称

再下請負通知人が請負った建
設工事の作成特定建設業者の
商号名称

再下請負通知人が請負った
建設工事の契約書に記載さ
れた工期

再下請負通知人が受けて
いる許可の内、請負った
建設工事の施工に必要な
業種に係る許可

再下請負人を監督する
ために再下請負通知人
が監督員を置いた場合
その氏名（＊）

再下請負通知人が現場
代理人を置いた場合そ
の氏名（＊）

再下請負通知人が置いた

主任技術者について専任

か非専任の該当する方に

○印

（専任が必要かどうかは

再下請負通知人が置いた主任技術
者の氏名

主任技術者の資格を具体的に記入
記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★

専門技術者の資格を具体的に記入（＊）
記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★

再下請負通知人の商号名称再下請負通知人が請負った建

設工事の契約書に記載された

工事名称とその工事の具体的

内容

再下請負通知人が置いた
・安全衛生責任者（＊）
・安全衛生推進者（＊）
・雇用管理責任者の氏名

再下請負通知人が専門技術者を置
いた場合その氏名

①

② ③ ④ ⑤

各保険の適用を受ける営業

所について届出を行ってい

る場合には「加入」、行っ

ていない場合（適用を受け

る営業所が複数あり、その

うち一部について行ってい

ない場合を含む）は「未加

入」、従業員規模等により

各保険の適用が除外される

場合は「適用除外」を○で①

請負契約に係る営業所の名称
を記載 ②

事業所整理記号及び事業所番

号（健康保険組合にあたって

は組合名）を記載。一括適用

の承認に係る営業所の場合は、

本店の整理記号及び事業所番③

事業所整理記号及び事業所番

号を記載。一括適用の承認に

係る営業所の場合は、本店の

整理記号及び事業所番号を記④

労働保険番号を記載。継続
事業の一括の許可に係る営
業所の場合は、本店の労働
保険番号を記載。 ⑤



部分は建設業法で定められた記載事項です。

「権限及び意見の申出方法」欄は、建設業法では相手方に対して通知することになっていま
すので、その通知書や契約書に定められている場合は、その旨を記載した上書面を添付して
ください。これによらない場合は具体的に記載してください。

本社

建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。

実務経験（指定学科5年・とび土工）

権限及び
意見申出方法

保険加入の
有無

事業所整理
記号等

許可（更新）年月日

工事業
大臣　特定
知事　一般

第　　　　　　号

《再下請負関係》　再下請負業者及び再下請負関係について次のとおり報告いたします。

建設業の
許　　　可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号

とび・土工 工事業
大臣　特定
知事　一般

平成 ２２年 １１ 月 １１ 日第９８７６５４号

 厚生年金保険

雇用管理責任者名

  営業所の名称

江頭　華子

安全衛生責任者名

○○健康保険組合 ○○○○○○○○

平成 　　 年 　　 月 　　 日

雇用保険健康保険
○○○○○-○○○○○○-○○○

加入　　　未加入
適用除外

健康保険

平成　２５年　１２月　　９日

○○ビル新築工事　／　鉄筋設置時の重量物揚重運搬配置工事

厚生年金保険

※専門技術者名資格内容

江頭　太郎

安全衛生推進者名 江頭　太郎

専　任
非専
任

代表者名江頭土木　株式会社 江頭　華子

加入　　　未加入
適用除外

雇用保険

会　社　名

住　　　　所

工事名称
及　　　び
工事内容

工　　　期

加入　　　未加入
適用除外

〒　　０００－００００
××県××郡△△町８００

自　平成　２５年　１２月　１０日
至　平成　２６年　　１月　２０日

契約日

健康保険等の
加入状況

現場代理人名

説明書きの後に（＊）がある部分は置かない場合もあるので、そのときは記載不要です。

４．

２６

注　意

１．

２．

３．

担当工事内容

江頭　太郎主任技術者

資格要件

★ 主任技術者の資格を具体的に記入

例）第一種電気工事士、
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）

再下請負人の商号名称

再下請負人が請負った建設工事
の契約書に記載された工事名及
びその工事の具体的内容

再下請負人が請負った建設工事
の契約書に記載された工期

再下請負人の受けている許可の
内、請負った建設工事の施工に
必要な業種に係る許可

再下請負人が置いた安全衛生
責任者名（＊）

再下請負人が置いた安全衛生
推進者名（＊）

再下請負人が置いた雇用監理責
任者名

再下請負人が専門技術者を置い
た場合その氏名（＊）

専門技術者が担当する工事の具
体的内容（＊）

専門技術者の資格を具体的に記入（＊）
記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★

再下請負人が現場代理人を置いた
場合その氏名（＊）

再下請負人が置いた主任技術者の氏名及び専
任か非専任の該当する方に○印

（専任が必要かどうかはＰ５参照）

再下請負人が請負った建設工事の
契約書に記載された契約日

①

② ③ ④ ⑤

各保険の適用を受ける営

業所について届出を行っ

ている場合には「加入」、

行っていない場合（適用

を受ける営業所が複数あ

り、そのうち一部につい

て行っていない場合を含

む）は「未加入」、従業

員規模等により各保険の

適用が除外される場合は①

請負契約に係る営業所の名称
を記載 ②

事業所整理記号及び事業所番

号（健康保険組合にあたって

は組合名）を記載。一括適用

の承認に係る営業所の場合は、

本店の整理記号及び事業所番③

事業所整理記号及び事業所番

号を記載。一括適用の承認に

係る営業所の場合は、本店の

整理記号及び事業所番号を記④

労働保険番号を記載。継続事
業の一括の許可に係る営業所
の場合は、本店の労働保険番⑤

適正な施工体制の確保に資するよう、平成２４年１１月１日以降に特定建設業者が発注者と締
結した請負契約に係る建設工事について、施工体制台帳等の記載事項として『健康保険等の
加入状況』(      の部分 )が追加されます。

重 要


