答弁書 記載 例
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平成
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書
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山形県 建設 工事紛 争審 査会

年
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日

御中

【注３ 】【 注４】
〒000-0000

○○ 県○ ○市○ ○町 ○丁 目○番 ○ 号
被申 請人
同 代表者 代表 取締役

〒000-0000

１

○ ○ 建設株 式会 社
○○

○○ 県○ ○市○ ○町 ○丁 目○番 ○ 号
被申 請人代 理人 （弁護 士）

TEL（000）00－0000

○○

○○
TEL（000）00－0000
○○

印

請 求を 求める 事項 に対す る答 弁【 注５】
申請 の趣 旨を争 う。
（申 請の うち、 ○○ につい ては 認め 、その 余 は争う 。）

２

紛 争の 問題点 及び 交渉経 過の 概要 に対す る 答弁【 注６ 】
（１） 紛争 の問題 点及 び交渉 経過 の概 要（１ ） 中「代 金の 支払は 完了 してい る」 の部 分
につい ては 否認し 、そ の余は 認め る。
（２） 同（ ２）① 外装 タイル のは がれ 中「引 渡 し直後 から ・・・ 合意 した」 の部 分に つ
いては 認め るが、 「し かし、 …… 補修 工事を 行 わせた 」の 部分は 争う 。
「この 補修 工事に 要し た費用 は金 ○○ 万円で あ った」 の部 分は不 知。
（３） 同（ ２）② の設 計と異 なる 電気 器具の 取 付けに つい ては、 認め る。
（４） …… ……。
（５） 同（ ３）に つい ては争 う。

３

被 申請 人の主 張【 注７】
（１） 本件 工事に 関し ては、 平成 ○○ 年○月 ○ ○日に 申請 人と被 申請 人との 間で ○○ ○
の追加工事を行うことを合意し、同年○月○○日に当該追加工事は完了している
が、こ の追 加工事 の代 金○○ 万円 が未 だに支 払 われて いな い。（ 乙第 １号証 ・乙 第
２号証 ）
（２） 外装 タイル のは がれの 補修 につ いては 、 両者間 に合 意が成 立し たのは 申請 人の 主
張のと おり である が、 当該補 修工 事に ついて は 、申請 人の 連絡を まっ て始め るこ と
とされ てい た。被 申請 人は、 いつ でも 工事に 取 りかか れる よう準 備を してい たが 、
申請人 は、 被申請 人に 何等連 絡す るこ となく 、 別の業 者に 補修工 事を 行わせ たの で
あるか ら、 被申請 人が その費 用を 負担 する理 由 はない 。

（３） 電気 器具が 設計 と異な って いた こと、 そ の差額 は○ ○万円 であ ること は、 申請 人
の主張 のと おりで ある が、そ の差 額に ついて は 、既に 工事 代金か ら減 額して おり 、
被申請 人が この差 額分 を支払 う理 由は ない。 （ 乙第３ 号証 ）
（４） …… ……。
（５） よっ て、被 申請 人は申 請人 に対 して追 加 工事代 金を 請求す る権 利を有 して はい る
が申請 人に 対して 瑕疵 補修代 金を 支払 う義務 は ない。 【注 ８】

添付書 類
委任状 【注 ９】

証拠書 類【 注10】

乙第１ 号証

追加 工事 の打ち 合わ せメ モ

乙第２ 号証

追加 工事 代金の 請求 書

乙第３ 号証

工事 代金 請求書

乙第４ 号証

…… ……

答弁書作成上の注意

・答弁 書は 、Ａ４ 版、 横書、 左と じ
・提出 部数 は、あ っせ ん（正 本１ 部、 副本３ 部 の計４ 部）
調 停、 仲裁（ 正本 １部 、副本 ４ 部の計 ５部 ）とな りま す。
ただ し、 添付書 類（ 委任状 ）は 正本 にのみ １ 部添付 とな ります 。

【注１ 】

事件番 号を 明記し て下 さい 。

【注２ 】

答弁書 を実 際に提 出す る年 月日を 記 載しま す。

【注３ 】

被申請 人の 表示

① 被申 請人 が個 人の場 合は 、個人 名を 記載 し 、押印 しま す。
② 被申請人が法人の場合は、法人名及び代表者の役職及び氏名を記載し、押印し
ます。
③ 代理 人が 答弁 する場 合は 、その 氏名 を記 載 し、代 理人 が押印 しま す。
④ 申請人の親族の名義や、支店長など代表権のない人の名義で答弁するときは、
代理人 とし て記載 しま す。 （ただ し、 審査会 は 、弁護 士で ない者 が代 理人 となる
ことを 認め ないこ とが ありま す。 ）
【注４ 】

被申請 人及 び代理 人の 住所 及び電 話 番号を 必ず 記載し て下 さい。

【注５ 】

申請書 に記 載され た調 停（ あっせ ん ・仲裁 ）を 求める 事項 につい て、 争う か認
めるか を簡 潔に記 載し ます。

【注６ 】

申請書 に記 載され た争 点ご とに、 争 うか認 める かを簡 潔に 記載し ます 。

【注７ 】

被申請 人の 主張

①

争 点ご とに、 被申 請人の 主張 を必 要な範 囲 で記載 しま す。

②

申 請人 のみな らず 、第三 者で ある 審査会 の 委員が 十分 理解で きる ように 、分 か
り易く 、で きる限 り証 拠を示 して 記載 して下 さ い。

【注８ 】

被申請 人が 申請人 に反 対請 求をす る 場合に は、 別途申 請料 を納付 して 調停 （あ
っせん ・仲 裁）の 申請 をして いた だく 必要が あ ります 。
この 場合 二つの 事件 は原則 とし て併 合され 、 同一の 手続 の下に 審理 を進め てい
くこと とな ります 。

【注９ 】

紛争処 理権 限を代 理人 に委 任する 場 合に提 出し ます。

【注10】

証拠書 類

①

被 申請 人が提 出す る証拠 書類 は「 乙」号 証 としま す。 なお、 申請 人が提 出す る
証拠書 類は 「甲」 号証 としま す。

②

被 申請 人が提 出す る証拠 書類 には 、赤書 で 「乙第 ○号 証」と 一連 番号を ふっ て
下さい 。写 真のよ うに 数枚 で一組 でな ってい る ものに つい ては、 乙第 ○○ 号証の
１、乙 第○ 号証の ２の ように 枝番 号を ふって 下 さい。

③

証 拠書 類には 、号 証ごと にペ ージ をふっ て 下さい 。

証拠書類の提出方法
①

書 類は 、Ａ４ 版、 横書、 左と じを 原則と し てくだ さい 。

②

提 出部 数は、 あっ せん（ 正本 １部 、副本 ３ 部の計 ４部 ）
調 停、 仲裁（ 正本 １部 、副本 ４ 部の計 ５部 ）とな りま す。

③

被申請人が提出する証拠書類には、赤書で「乙第○号証」と一連番号をふって下さ
い。
写真 集の ように 数枚 で一組 にな って いるも の につい ては 、乙第 ○号 証の１ 、２ 、３ …
…のよ うに 枝番号 をふ って下 さい 。

④

証 拠書 類には 、号 証ごと に必 ずペ ージを ふ って下 さい 。

乙第 ５号 証

証拠書類の例
乙第４号 証の１
乙第４号 証の４

乙第 ３号 証

乙第４号 証の７

乙第 ２号 証
乙第４号 証の２

乙第 １号 証
乙第４号 証の５
乙第４号 証の８

乙第４号 証の３
乙第４号 証の６
乙第４号 証の９
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あっ せ んで は ４セ ッ ト、 調 停と 仲 裁で は ５セ ッ ト作 成 して く ださ い 。

