
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
総則 第２章 独自基準

積算基準 第１節積算基準
１－３旅費交通費
　１－３－１通勤及び宿泊の区分 一部 ・積算上の基地を変更

・語句の追加
　旅費交通費の計上範囲等の明確化

　１－３－３滞在費 一部 ・宿泊料について明記

　１－３－５旅費交通費等の積算例（滞在時） 一部 ・基準日額の金額変更

１－９設計変更の積算方法 一部 ・注）２　設計変更時の単価及び歩掛の適用について追記
　　変更指示時点の単価及び歩掛での積算に変更

第１編 第２章 適用基準
測量業務 測量業務標準 第９節　現地測量

歩掛 　９－１　現地測量（S=1/500)
　　９－１－１　現地測量（作業計画） 全部 ・歩掛の新設
　　９－１－２　現地測量 一部 ・歩掛の全面改定

第１１節　機械経費等
　１１－１ 機械経費､通信運搬費等､材料費 一部 ・率の大幅見直し

【参考資料】
第７節　測量業務標準歩掛における機械
　　　　　経費等の構成
　７－１　機械経費等の構成
　　２－２－１　２級基準点測量 一部 ・摘要の改定
　　９－１－１　現地測量（作業計画） 全部 ・摘要の改定表の追加
　　９－１－２　現地測量 一部 ・数量、摘要の改定

第２編 第２章 適用基準
地質調査業務 地質調査業務 第２節　機械ボーリング

標準歩掛 　２－７　解析等調査業務
　　２－７－２　単価の設定 一部 ・注書きの追加

第３節　弾性波探査業務
　３－５　間接調査費
　　３－５－１　準備費
　　　発破法 一部 ・なお書きの追加
　　　スタッキング法 一部 ・なお書きの追加

第３編 第２章 適用基準
第２節 道路設計標準歩掛
２－３ 道路詳細設計
　２－３－１ 道路詳細設計 (Ａ) 一部 ・注）7　単独区間あたりの設計延長１km未満の場合の歩掛追記

　２－３－２ 道路詳細設計 (Ｂ) 一部 ・注）6　単独区間あたりの設計延長１km未満の場合の歩掛追記

　２－３－３ 標準歩掛の補正 一部 ・単独区間あたりの設計延長１km未満の場合　削除

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 ・標準歩掛の改定

第５節歩道詳細設計
５－３ 歩道詳細設計標準歩掛 一部 ・現地踏査、小構造物設計、数量計算歩掛の改定

第１４節河川構造物設計
　１４－１樋門設計
　　１４－１－３樋門詳細設計 一部 ・仮設構造物設計業務内容の対象について一部変更

第１５節砂防構造物設計
　１５－１砂防堰堤設計
　　１５－１－１砂防堰堤予備設計 一部 ・歩掛の改定
　　１５－１－２砂防堰堤詳細設計 一部 ・垂直壁設計歩掛の考え方について追記

【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３節　一般構造物設計
３－４　積算例
３－４－７ Ｕ型擁壁 一部 ・断面図の修正

第６編
用地調査等
業務

第１
適用範囲

適用基準 1 一部 語句の追加

業務委託積算基準（平成29年10月1日）改定一覧

土木設計業務 土木設計業務
等標準歩掛

1/3



編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

業務委託積算基準（平成29年10月1日）改定一覧

第６編
用地調査等
業務

第５
権利調査

適用基準
２　墓地管理者等の調査 一部 歩掛表の改正

第６
建物等の調査

適用基準 ４　建物の調査
（１）木造建物の調査及び算定
（２）木造特殊建物の調査及び算定
（３）非木造建物の調査及び算定

一部
一部
一部

語句の追加
語句の追加
語句の追加

適用基準 ６　工作物の調査
（１）機械設備
　ロ　機械設備の調査及び算定

　ハ　機械設備の見積

（２）生産設備
　イ　生産設備の区分

　ロ　生産設備の調査及び算定

　ハ　生産設備の見積
（３）附帯工作物（敷地内の立竹木を含
　　む）の調査及び算定
（４）立竹木の調査及び算定

（５）庭園の調査及び算定
（６）墳墓等の調査及び算定

一部
一部
一部
一部
一部
一部
一部
一部
一部
一部
一部
一部
全部
一部

一部
一部

一部
一部
一部

語句の修正
語句の修正
歩掛の修正
補正率表の削除及び表番号の修正
語句の修正
歩掛表の修正及び表番号の修正
語句の修正
語句の修正
語句の修正
表番号の修正
語句の追加
表番号の修正
語句・表の追加
語句の修正

語句の修正
歩掛の修正
補正率表の修正
語句の修正
語句の修正
歩掛の修正

第８
予備調査

適用基準 一部 語句の追加

第９
移転工法の検
討

適用基準 ７　機械設備設計
（４）標準技術者員数

（５）規模による員数の補正
（６）機械価格見積台数による算定員
　　数の補正

一部
一部
一部
一部
全部

語句の追加
歩掛の修正
語句・表の修正
表番号の修正
削除

第１３
補償説明

一部 語句の修正

第９編 第１章 適用基準 一部 ・字句の修正

空港

独自基準 第１節　統一事項 一部 ・字句の修正

第２節　設計業務 一部 ・字句の修正

第１０編 第３章 独自基準 第４項　仮BM設置測量
農業農村整備 測量 ・国交省歩掛を直接適用

　※内容に変更なし

第４章 適用基準 Ⅲ　設計　標準歩掛 一部 ・作業内容（構造図作成の成果物）の変更
設計 　４　水路工 　※歩掛は変更なし

　　４－３ パイプライン

Ⅴ　積算参考歩掛
　第２　設計業務積算参考歩掛
　　１１　ため池改修
　　　（１）適用 一部 ・適用範囲の追記
　　　（２）全体補正 一部 ・補正の適用範囲の変更
　　　（３）その他留意事項 一部 ・補正の適用例の変更

Ⅵ　留意事項
　設計業務等の価格積算基準等の留意事項 一部 ・計算式の係数、及び下限値の変更
　　第６　電子成果品作成費について
　　　３　設計業務等　（１）実施設計

独自基準 第２節　一般構造物設計 ・節の並び順の変更、及び個別歩掛名の表示削除
第３節　橋梁設計 　※内容に変更なし
第４節　付帯構造物設計

空港
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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29年10月1日）改定一覧

第１０編 第９章 適用基準 用地調査等請負業務費積算基準（案）
農業農村整備 用地調査 第１～第３ 全部 ・積算基準を土地改良基準から国交省基準に変更

　※算定方法、諸経費率等に変更なし
第４～第１５ 全部 ・歩掛を土地改良歩掛から国交省歩掛に変更

土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 一部 ・国交省にない歩掛のみ土地改良歩掛を適用
別記（Ⅲ）標準歩掛　２．用地調査業務 　※適用される歩掛は変更なし
【建物等の調査】立毛の調査、【騒音等調査】
【完了図書の作成】、【内水面漁業権等調査】

独自基準 第２項　地盤変動影響調査等、第３項 保 全部 ・適用基準の変更に伴う項目削除
安林解除等申請図書の作成について 　※適用される歩掛は変更なし

第１１編
森林整備

第３部
測量業務
第１章
測量業務積算
基準

適用基準 １－３－５　電子成果品作成費 一部 ・電子成果品作成費について明記

第３部
測量業務
第２章
測量業務標準
歩掛
第４路線測量

適用基準 ４－１０－１　一車線林道　計画準備
４－１０－２　一車線林道　中心線測量
４－１０－３　一車線林道　縦断測量
４－１０－４　一車線林道　横断測量
４－１０－５　一車線林道　土質区分・その他
調査

一部 ・注書きの追加

第３部
測量業務
第２章
測量業務標準
歩掛
第８空中測量

適用基準 ８－６　撮影
８－７　デジタルオルソ
８－７－１　デジタルオルソ作成作業
　　（地上画素寸法２０ｃｍ）
８－７－２　デジタルオルソ作成作業
　　（地上画素寸法４０ｃｍ）

一部 ・削除

第１３編 独自基準
１　適用範囲 全部 ・適用する基準の改定に伴う改定

２　点検業務費の構成
　（３）直接経費
　　　（イ）機械経費 全部 ・適用する基準の改定に伴う改定
　　　（ロ）旅費・交通費 全部 ・適用する基準の改定に伴う改定

電気通信施設
点検業務
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