
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
総則 第１章 独自基準

総則 第２節 設計等における数値の扱い
２－２端数処理等の方法
（１）数量 一部 ・運転時間についての端数処理方法の追記
（３）物価資料を用いる単価 一部 ・物価資料を用いる単価の決定方法を、最低値から平均値に改定

・単価の端数処理方法について記載
２－３設計表示単位
（２）設計表示単位一覧 一部 ・空中写真測量　標定点　「刺針」の削除

第２章 独自基準
積算基準 第１節積算基準

１－２履行期間の算定
 (４）土木設計業務等の履行期間 一部 ・算定表数式（数値）の変更

・注）６　成果品納品時の照査期間の追記
１－３旅費交通費
 １－３－１通勤及び宿泊の区分 一部 ・語句の修正

 １－３－５旅費交通費等の積算例 一部 ・基準日額の金額変更

１－６技術者基準日額時間外手当の算出 一部 ・（１）時間外 例）表の一部変更

１－８諸経費率等の扱い
 １－８－２近接して発注する場合 全部 諸経費調整を行わないことを追記

第１編 第１章 適用基準
測量業務 1-3-1 測量業務費の構成 一部 ・電子成果品作成費の追加

・語句の修正
表-1 精度管理費係数 一部 ・空中写真測量：刺針の削除

・語句の修正
1-6 安全費の積算 全部 ・（参考資料）より記載箇所変更

1-7 電子成果品作成費 全部 ・新規追加

第２章 適用基準
第１節共通
1-1 打ち合わせ等 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の追記

・語句の修正

第２節基準点測量
2-1 １級基準点測量～2-5基準点設置 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
2-6 基準点測量変化率 一部 ・語句の修正
2-7 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（１回→３回）

第３節水準測量
3-1 水準測量～3-2水準点設置 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
3-3 水準測量変化率 一部 ・語句の修正
3-４ その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（１回→２回）

第４節路線測量
4-1 路線測量 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
4-2 路線測量変化率 一部 ・語句の修正
4-3 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（３回→４回）

第５節河川測量
5-1 河川測量 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
5-3 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（１回→４回）

第６節深浅測量
6-1 作業計画～6-4 海岸深浅測量 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
6-2-2 ダム・貯水池深浅測量の変化率 一部 ・語句の修正
6-3-2 河川深浅測量の変化率 一部 ・語句の修正
6-4-2 海岸深浅測量の変化率 一部 ・語句の修正
6-5 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（２回→３回）

第７節用地測量
一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
7-5 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（３回→５回）

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

7-1 用地測量～7-3 公共用地境界確
定協議

測量業務積
算基準

測量業務標
準歩掛
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第１編 第２章 適用基準
測量業務 第８節空中写真測量

8-1 撮影の積算方式 一部 ・語句の修正
一部

8-2 撮影～8-4 数値図化 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除
（第11節機械経費等へ別掲）

8-3-3 指針 全部 削除
8-3-5 標定点変化率 一部 適用作業　指針　削除
8-4-3 図化変化率 一部 ・語句の修正
8-5 その他 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（１回→３回）

第９節現地測量
一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
9-2 現地測量変化率 一部 ・語句の修正
9-3 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（１回→２回）

第10節航空レーザ測量
10-1 航空レーザ測量の積算方式 一部 ・語句の修正
10-2 航空レーザ測量 一部 ・機械経費、通信運搬費等、材料費率の削除

（第11節機械経費等へ別掲）
10-3 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（１回→３回）

第11節機械経費等 全部 ・新規追加

第２編 適用基準
第１節共通
1-1 打ち合わせ等 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の追記

・語句の修正

2-1 せん孔作業 一部 ・オールコアボーリングの新規追加
・語句の修正

2-2 サンプリング 一部 ・語句の修正
2-3 サウンディング及び原位置試験 一部 ・語句の修正
2-4 現場内小運搬 一部 ・語句の修正
2-5 仮設足場 一部 ・語句の修正
2-6 その他間接調査費 一部 ・語句の修正
2-7 解析等調査業務 一部 ・語句の修正
2-8 その他 一部 ・語句の修正

第３節弾性波探査業務
3-1 適用範囲～3-5 間接調査費 一部 ・語句の修正
3-6 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（２回→４回）

第４節軟弱地盤技術解析
4-1 軟弱地盤技術解析積算基準 一部 ・語句の修正
4-2 軟弱地盤技術解析業務 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（３回→４回）

・語句の修正

第５節地すべり調査
一部 ・語句の修正

5-6 その他 一部 ・中間打ち合わせ標準回数の改定（２回→４回）
・語句の修正

第３編 第１章 適用基準
第２節設計留意書の作成 全部 ・独自の記載をとりやめ、国基準を適用

第２章 適用基準
第１節共通
１－１－１　打合せ等 一部 ・語句の追加及び標準の必要回数の追記
１－１－2　その他 一部 ・語句の追加
１－１－3　標準歩掛の補正 一部 ・語句の追加

第２節共通
 2-1 道路概略設計
2－１－1 道路概略設計（Ａ） 一部 ・電子計算機使用料の改定
2－１－2 道路概略設計（Ｂ） 一部 ・電子計算機使用料の改定

・デジタル空中写真撮影・航空レーザ計測可能日
数表の改定

9-1 現地測量

第２章地質
調査標準歩
掛

第２節機械ボーリング（土質ボーリング・
岩盤ボーリング）

5-1 適用範囲と作業内容～5-5 報告書
作成

土木設計業
務等標準歩
掛

地質調査業
務

測量業務標
準歩掛

土木設計業
務

土木設計業
務等積算基
準
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第３編 第２章 適用基準
 2-2 道路予備設計
2－2－1 道路予備設計（Ａ） 一部 ・電子計算機使用料の改定
2－2－2 道路予備修正設計（Ａ） 一部 ・電子計算機使用料の改定
2－2－3 道路予備設計（Ｂ） 一部 ・電子計算機使用料の改定
2－2－4 道路予備修正設計（Ｂ） 一部 ・電子計算機使用料の改定
2－2－5 標準歩掛の補正(予備A,B,修正設計A,B) 一部 ・語句の追加

 2-3 道路詳細設計
2－3－1 道路詳細設計（Ａ） 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
2－3－2 道路詳細設計（Ｂ） 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
2－3－3 標準歩掛の補正 一部 ・語句の追加

 2-5 その他 全部 ・(1)打合せ歩掛の追加

第３節交差点設計
 3-1 平面交差点設計
3－１－1 平面交差点予備設計 一部 ・電子計算機使用料の改定及び語句の追加
3－１－2 平面交差点詳細設計（予備設計あり） 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
3－１－3 平面交差点詳細設計（予備設計なし） 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加

 3-2 ダイヤモンド型ＩＣ設計
3－2－1 ダイヤモンド型ＩＣ予備設計 一部 ・電子計算機使用料の改定及び語句の追加
3－2－2 ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計（予備設計あり） 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加

 3-3 その他 全部 ・(1)打合せ歩掛の追加

第４節交差点設計
 4-1 道路休憩施設予備設計 一部 ・語句の追加

 4-2 道路休憩施設詳細設計 一部 ・語句の追加
4－2－1 サービスエリア詳細設計（予備設計あり） 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
4－2－2 サービスエリア詳細設計（予備設計なし） 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
4－2－3 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞエリア詳細設計（予備設計あり） 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
4－2－4 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞエリア詳細設計（予備設計なし） 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 4-3 その他 全部 ・(1)打合せ歩掛の追加

第５節歩道詳細設計
 5-3 歩道詳細設計標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 5-4 その他 一部 ・標準回数の変更及び電子計算機使用料の改定

第７節一般構造物設計
 7-1 門型ラーメン・箱型函渠
7－1－1 門型ラーメン・箱型函渠予備設計 一部 ・電子計算機使用料の改定
7－1－2 門型ラーメン・箱型函渠詳細設計 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
7－1－3 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞの取り付け設計 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
7－1－4 門型ラーメン・箱型函渠詳細設計 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 7-2 擁壁・補強土
7－2－1 擁壁・補強土予備設計 一部 ・電子計算機使用料の改定
7－2－2 逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁詳細設計 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
7－2－3 ﾓﾀﾚ式,井桁，大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
7－2－4 補強土詳細設計［ﾃｰﾙｱﾙﾒ,多数ｱﾝｶｰ式擁壁等］ 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
7－2－5 U型擁壁詳細設計 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
7－2－6 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 7-3 法面工
7－3－1 法面工予備設計 一部 ・電子計算機使用料の改定及び語句の追加
7－3－2 法面工詳細設計 一部 ・電子計算機使用料の改定及び語句の追加

 7-4 落石防護柵
7－4－1 落石防護柵詳細設計 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 7-5 雪崩予防施設
7－5－1 雪崩予防施設 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 7-6 一般構造物基礎工
7－6－1 一般構造物基礎工詳細設計 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 7-7 その他 全部 ・(1)打合せ歩掛の追加

土木設計業
務

土木設計業
務等標準歩
掛
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第３編 第２章 適用基準
第８節　橋梁設計
 8-1 橋梁予備設計 一部 ・電子計算機使用料の改定及び語句の修正

 8-2 橋梁詳細設計 一部 ・語句の修正
8－2－1 コンクリート上部工 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
8－2－2 鋼橋上部工 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
8－2－4 橋台工 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
8－2－5 橋脚工 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
8－2－7 橋台基礎工 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加
8－2－8 橋脚基礎工 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
8－2－11 架設計画（１計画） 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

 8-3 横断歩道橋詳細設計 一部 ・照査歩掛の改定、語句の追加及び標準中間打合せ回数の変更

第９節　地下横断歩道等設計
 9-1-3 標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
 9-1-5 その他 一部 ・標準中間打合せ回数の変更

第１０節　トンネル設計
 10-1-3 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
 10-1-6 その他 一部 ・語句の修正及び標準中間打合せ回数の変更

第１１節　共同溝設計
11-2 共同溝詳細設計［開削工法］
 11-2-1 標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

11-3 シールド共同溝詳細設計
 11-3-1 標準歩掛（予備設計あり） 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加

第１２節　電線共同溝（C.C.Box）設計
 12-1-3 その他 一部 ・標準中間打合せ回数の変更

 12-2 電線共同溝（C.C.Box）設計
  12-2-1 標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定及び語句の追加
  12-2-3 その他 一部 ・標準中間打合せ回数の変更

第１３節　仮設構造物詳細設計
13-1 土留工
 13-1-1 土留工詳細設計 一部 ・照査歩掛、電子計算機使用料の改定及び語句の追加

13-2 仮橋，仮桟橋
 13-2-1 仮橋、仮桟橋詳細設計 一部 ・照査歩掛語句の追加

第１４節河川構造物設計
１４－１－１適用範囲及び留意事項 一部 ・語句追加

１４－１－３樋門詳細設計（２）標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定

１４－１－５その他（１）打合せ 一部 ・中間打合せ回数の改定

１４－２－３河川排水機場予備設計（３）打合せ 一部 ・中間打合せ回数の改定

１４－２－４河川排水機場詳細設計（１）標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定

１４－３－３護岸詳細設計歩掛（１）標準歩掛 一部 ・照査歩掛の改定

１４－３－４その他
（１）打合せ 一部 ・中間打合せ回数の改定
（２）電子計算機使用料 全部 ・記述追加

土木設計業
務

土木設計業
務等標準歩
掛
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第３編 第２章 適用基準
第１５節砂防構造物設計

一部 ・標準回数の変更

一部 ・歩掛の改訂

一部 ・標準回数の変更

１５－２－１流木対策調査（２）打合せ 一部 ・標準回数の変更
一部 ・標準回数の変更

一部 ・標準回数の変更

一部 ・歩掛の改訂

一部 ・標準回数の変更

一部 ・語句の修正
・歩掛の改訂

一部 ・語句の修正

一部 ・標準回数の変更

適用基準
【参考資料】
第４編土木設計業務
第１章土木設計業務運用（参考資料）

第４節橋梁設計
４－１　橋梁予備設計

一部 ・電子計算機使用料の改定及び標準中間打合せ回数の変更

４－２　橋梁詳細設計
一部 ・標準中間打合せ回数の変更

一部 ・電子計算機使用料の改定

一部 ・電子計算機使用料の改定

第７節橋梁設計
７－１　土留工
７－１－１　積算についての注意事項 一部 ・電子計算機使用料の改定

第９節砂防構造物設計
一部 ・語句の修正

一部 ・語句の追加

一部 ・語句の修正

一部 ・語句の修正
・語句の削除
・語句の追加

一部 ・語句の修正
・２基設計の割増しの項削除
・語句の修正

９－１－４渓流保全工詳細設計 一部 ・語句の修正

第４編 第１章 適用基準
第１節共通 一部 ・語句の修正

第２節洪水痕跡調査業務 一部 ・語句の修正および追加、注釈の追加

一部 ・語句の修正

独自基準
第５節水質採水調査 一部 ・語句の修正、表の削除

一部 ・語句の修正

第７節水文観測調査 一部 ・語句の修正

１５－１－１砂防堰堤予備設計（２）打合
せ
１５－１－２砂防堰堤詳細設計（１）標準
歩掛
１５－１－２砂防堰堤詳細設計（２）打合
せ

土木設計業
務

土木設計業
務等標準歩
掛

９－１－３重力式（透過型）砂防堰堤詳
細設計（１）積算条件

９－１－３重力式（透過型）砂防堰堤詳
細設計（２）計算例

４－１－１　積算についての注意事項
（４）橋梁予備設計の計算例

４－２－１　積算についての注意事項
１．〈橋呂詳細設計全体〉（２）１業務当り
４－２－１　積算についての注意事項
２．〈橋呂上部工〉（４）上部工詳細設計
４－２－１　積算についての注意事項
３．〈橋呂下部工・橋梁基礎工〉（４）下部
工・基礎工詳細設計の積算例

１５－３－１渓流保全工詳細設計（２）渓
流保全工詳細設計歩掛の補正等
１５－３－１渓流保全工詳細設計（３）打
合せ

９－１－１砂防堰堤予備設計（１）積算条
件
９－１－２重力式（不透過型）砂防堰堤
詳細設計（１）積算条件
９－１－２重力式（不透過型）砂防堰堤
詳細設計（２）計算例

１５－２－２流木対策施設計画（２）打合
せ
１５－２－３流木対策工予備設計（２）打
合せ
１５－２－４流木対策工詳細設計（１）標
準歩掛
１５－２－４流木対策工詳細設計（２）打
合せ
１５－３－１渓流保全工詳細設計（１）標
準歩掛

調査、計画
業務

調査、計画
標準歩掛

第３節河川水辺環境調査（河川空間利
用実態調査）

第６節河川水質自動監視装置保守点
検業務

5/8



編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第６編 適用基準
表番号 一部 ・表番号を全て改正

第１適用範囲 適用基準
２の業務範囲 一部 ・第４に「共通」を追加

適用基準
第１～第１５ 一部 ・第４に「共通」を追加したことによる番号ずれの改

適用基準
ロ補正率の取扱い 一部 ・語句の改正

第４共通 適用範囲
第４共通 全部 ・新規追加

第５権利調 適用基準
１土地の登記記録の調査 一部 ・語句の改正
２墓地管理者等の調査
（１）打合せ協議

全部 ・新規追加

２墓地管理者等の調査
（２）墓地管理者等の調査　表５－２

一部 ・語句の改正

３土地利用履歴等調査
（１）打合せ協議

全部 ・語句を改正し、一部を「第４共通　１打合せ協議」に移記

適用基準
２打合せ協議 全部 ・語句の改正
３現地踏査 一部 ・語句の改正
６工作物の調査
（２）生産設備の調査及び算定
表６－２１　注２

全部 ・新規追加

６工作物の調査
（３）附帯工作物（敷地内の立竹木を含
む。）の調査及び算定
表６－２３及び表６－２４

一部 ・語句の改正

６工作物の調査
（５）庭園の調査及び算定
表６－２９

一部 ・語句の改正

適用基準
２打合せ協議 全部 ・語句の改正
３現地踏査 全部 ・歩掛の改正
４営業に関する調査及び算定 一部 ・歩掛の改正

・語句の改正
６居住者に関する調査 一部 ・歩掛の改正
７動産に関する調査及び算定 一部 ・歩掛の改正

・語句の改正
８その他通損に関する算定 一部 ・歩掛の改正

・語句の改正
９その他 一部 ・歩掛の改正

・語句の改正

第８予備調 適用基準
１打合せ協議 全部 ・語句の改正

適用基準
１打合せ協議 全部 ・語句の改正
６照応建物の詳細設計等
（１）図面作成枚数

一部 ・語句の改正

７機械設備設計
（６）機械価格見積台数による算定員数
の補正

一部 ・語句の改正

適用基準
〔一〕事業認定申請図書等の作成
①相談用資料作成
１打合せ協議

全部 ・語句の改正

〔一〕事業認定申請図書等の作成
②申請図書作成
１打合せ協議

全部 ・語句の改正

〔三〕明渡採決申立図書の作成
１打合せ協議

全部 ・語句の改正

適用基準
１打合せ協議 全部 ・語句の改正
４再調査業務
（４）営業補償

全部 ・歩掛の改正

第６建物等の
調査

第７営業その
他の調査

第９移転工
法案の検討

第１０事業認
定申請図書
等の作成

第１１再算定
業務

第１適用範
囲～第１５地
盤変動影響
調査等

第１適用範
囲～第１５地
盤変動影響
調査等

用地調査等
業務

第３業務費の
内容及び積
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第６編 適用基準
１打合せ協議 全部 ・語句の改正

適用基準
第１３補償説明 一部 ・語句の改正
１打合せ協議 全部 ・語句の改正

適用基準
１打合せ協議 全部 ・語句の改正

適用基準
〔一〕事前調査、事後調査及び算定 全部 ・語句の改正
〔二〕費用負担の説明
１打合せ協議

全部 ・語句の改正

別表
一部 ・語句の改正

第８編 第８－２編 独自基準
港湾・漁港漁 一部 ・適用基準の構成変更に伴う字句の修正
場整備

第１０編 第１章 独自基準
農業農村 総則 　第１節　総則 一部 ・第１章総則の改定要旨による
整備

　第２節　積算基準 一部 ・第２章積算基準の改定要旨による

第２章 適用基準
調査 　第１節　地質調査業務積算基準

　　第２項　地質調査積算基準
　　第３項　地質調査標準歩掛 一部 ・第２編地質調査業務第１章地質調査積算基準の改定

　要旨による

第３章 適用基準
測量 　第１節　測量業務積算基準

　　第２項　測量業務積算基準 一部 ・第１編測量業務第１章測量業務積算基準の改定要旨
　による

　　第３項　測量業務標準歩掛 一部 ・第１編測量業務第２章測量業務標準歩掛の改定要旨
　による（第７節用地測量は除く）

第４章 適用基準
設計 　Ⅲ　設計

　　設計業務の価格積算基準
　　　４　設計業務費の積算 一部 ・「個人を対象とする場合」を削除

　Ⅴ　積算参考歩掛
　　第２　設計業務積算参考歩掛
　　　１０　農道 一部 ・難易度補正「橋梁設計」を削除
　　　１１　ため池改修 一部 ・難易度補正「設計洪水量20 /s以上】を削除

　Ⅵ　留意事項
　　第６　電子成果品作成費について 一部 ・電子成果品作成費の計算式を改定

独自基準
　第２節　付帯構造物設計
　　１－１　流末工
　　１－２　河川横断物設計
　　　　　　（現場打ち、二次製品）
　　１－３　道路取付設計 全部 ・適用範囲及び歩掛表を掲載

　第３節　標準歩掛
　　第１項　一般構造物設計 一部 ・第３編土木設計業務第２章土木設計業務等標準歩掛

　第７節一般構造物設計の改定要旨による
　　第２項　橋梁設計 一部 ・第３編土木設計業務第２章土木設計業務等標準歩掛

　第８節橋梁設計の改定要旨による
　（８－３横断歩道橋詳細設計は除く）

第８章 適用基準
用地測量 　第１節　用地測量業務積算基準 一部 ・第１編測量業務第１章測量業務積算基準の改定要旨

　による
・第１編測量業務第２章測量業務標準歩掛第７節用地
　測量の改定要旨による

漁港漁場整
備

第１４消費税
等調査

第１５地盤変
動影響調査

用地調査等
業務

第１２土地評
価

第１３補償説
明
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成28年10月1日）改定一覧

第１１編 第１部総則 適用基準 全部 治山、林道でそれぞれ独立していた積算基準の作業項目

森林整備 第２部地質 を統合し、５部構成に改定
査

第３部測量 全部 外業がある歩掛については、降車地点から調査現場
第４部設計 までの補正を追加
第５部計画

作成等

第１２編 第２章 適用基準
第２節電気施設設計
　２－２発動発電機設備設計
　２－２－２発動発電機設備詳細設計 一部 ・③100ｋVA以上～200kVA未満の設計歩掛を追加

・④200ｋVA以上～300kVA未満の設計歩掛を追加

独自基準
第２節設計留意書の作成 全部 ・適用する基準の改定に伴う改定

電気通信施
設設計業務
標準歩掛

電気通信施
設設計業務

8/8


