
単品スライド 質疑応答
番
号

質疑日 会場 質疑 回答

1 R4.7.28 雲南建設業協会

対象となる工事の判定式p13は（対象工事費×
受注者負担1%／落札率）／単価差＝使用する
資材の数量となっている。一方、単品スライド
額は、諸経費は含まれておらず、矛盾している
のではないか。

受注者負担額は工事費の1%としているため、
p13の計算式となっています。単品スライド額
の算定は、国交省通知、マニュアルに従い諸経
費は含まれません。ご意見については、国交省
へ伝えます。

既契約済工事において、工事着手前に資材が
高騰している場合がある。単品スライドの申請
は、必要な提出書類も多く、多大な労力を要
する。一旦、契約解除して最新の単価で契約し
た方がよい。

 ご提案の契約解除ですが、基本的に適切な
事由（例：契約約款第49条の2に定める解除権
など）等がない限り、発注者としては、契約約
款や民法等に基づき、受注者に対して損害賠償
を請求したり、県の要綱等で定める指名停止
措置などを行う可能性があります。
 お手数をおかけする部分はあるかとは思いま
すが、単品スライド制度に基づく請求手続き
での対応をよろしくお願いします。

2 R4.7.28 雲南建設業協会

単品スライドの請求日（約2ヶ月前）以降、ス
ライド協議開始日までに精算変更を行った結
果、対象工事費が減額となり、単品スライド
の対象とならなくなった場合はどうなるか。

精算変更契約後の工事数量に対してスライド額
を算定しますので、対象外となる場合もあり
ます。事前に受発注者間で十分にご確認くだ
さい。

3 R4.7.28 雲南建設業協会

間知ブロックを大型ブロックで施工するように
施工承諾を受けた場合、大型ブロックに著しい
価格変動が生じたとすれば、単品スライド制
度を適用することは可能か。

施工承諾で施工していただいているため、仮に
大型ブロックに価格変動が生じたとしても単品
スライドの対象とはなりません。

4 R4.7.28 雲南建設業協会

一時中止期間を含み繰越工事となり、資材の
著しい価格変動があった場合、どのスライド条
項が適用されるか。

工期が12ヶ月を超える工事（基準日以降の残
工期が2ヶ月以上）は全体スライドの対象工事
となります。基準日以降の残工事について、
材料・労務費等がスライドの対象となりま
す。工期が12ヶ月未満であれば、単品スライ
ドの適用工事となります。
 また、賃金水準の変更があった場合は、特
例措置等が発出され、インフレスライド条項
が適用されることがあります。（例：R4.2.28
土総第834号）

5 R4.8.8 隠岐県土整備局

説明資料P11～14は、出来高検査を行う場合の
説明となっていたが、単品スライドを行うには
出来高検査は必須なのか。

必須ではない。出来高検査をしない場合は、
請負額すべてが単品スライドの対象となる。

6 R4.8.8 隠岐県土整備局

資料P８に説明のあった「新たな運用」は島根
県でいつから適用されるのか。

今月（8月）中に通知を出し、適用となる予
定。

7 R4.8.8 隠岐県土整備局

資料P14によると、最終変更額・数量決定の変
更契約（水色丸）をした後、スライド額によ
る増額変更（赤丸）を行っている。この２つの
変更契約が必要という理解でよいか。

そのとおりです。

8 R4.8.8 隠岐県土整備局
スライド額による増額変更は、工事内容を変
える変更ではないため、工期外に行うことは
できないか。

契約約款に基づく変更であるため、工期外で
の変更契約はできない。



9 R4.8.17
益田会場

（大畑建設）

工事内容によっては、工期の1週間前に変更数
量が確定することがある。スライド協議開始日
は工期の45日以内であり、時間がないのでは
ないか。

スライド協議開始日が工期末の45日以内と
なっているのは目安である。受発注者で協議の
うえ、スライド協議開始日を決めてもらいた
い。

10 R4.8.17
益田会場

（中国道路）

As合材に使用する原材料を対象として単品ス
ライドの算定はできないか。

As合材として単価設定しており、国交省の取扱
いと同様、As合材に使用する原材料を単品ス
ライドの対象とすることはできない。

11 R4.8.19 海士町役場

単品スライドで受注者側（建設業者）から請
求があった際、当該増額分は救済措置がある
のか。（別途国へ申請したら補助金として還付
がある等）

単品スライドに限った国からの救済措置はあ
りません。別途、海士町役場（財政課（予算担
当）等）内にて予算措置等、確認願います。

同上 同上

発注者は受注者側に高騰している材料以外（他
部材）への変更検討を依頼しても良いのでしょ
うか？（受注者側が十分な対策もせずに、価格
高騰を理由に単品スライドを申し出してきた場
合の対応として。）

①工事請負契約書第２６条第５項は、受注者
に対し工事設計図書にて指定した材料変更の
検討を求めるものではありません。受注者が工
事設計図書で指定した条件の中でどの製品を使
用するかは、受注者が任意で決定できます。
②実際の購入金額が変動後実勢を上回る場合
の証明書類で工事設計図書の条件と比較するな
ど、適切な資料の提出を求め、「設計図書に
おける実際の購入金額の妥当性」を確認するこ
ととなります。

同上 同上

単品スライドの計算は少なくとも 材料 ｘ
規格 ｘ 発注月 ｘ 購入先 の掛け算の
数だけ計算が必要となるとの理解で、膨大な
数になるのではと懸念しておりますが、理解の
通りか。

①基本的な計算の考え方は、貴見のとおりで
す。
②スライド額算定方法については、「工事請
負契約書第２６条５項（単品スライド条項）
運用マニュアル」（以下、運用マニュアル）１
－５スライド額算定及び２－７計算例、３－
７－４計算例を参照して下さい。
③なお、計算の文言につきましては、下記のと
おりです。
（誤）      （正）
  「材料」  ⇒  「品目」
  「発注月」 ⇒  「購入年月」

同上 同上
スライド額（ S ）とスライド金額 (S ) の違い
はどのようなものか。受注者側の費用負担分
(10% 分 ) を除いたものか。

①説明会資料のスライド額Ｓは消費税を含め
たものであり、スライド額Ｓ は消費税を除い
た金額です。
②受注者の費用負担につきましては、「運用マ
ニュアル」１－１－４運用方針の違いにて記載
のとおり、請負代金額の１％です。

12 R4.8.22 松江市上下水道局
対象資材について、水道用資材は該当になる
か。

全ての品目が対象ですので、水道用資材も該
当になります。



13 R4.8.24
出雲会場

（大福工業）

①資料p19における設計数量とは、当初数量の
ことか。
②工期の2ヶ月以上前に最終変更額・数量を確
定しなければならないということだが、スケ
ジュール的に厳しいものがある。

③資料p18の資材対象範囲について、石油化学
製品の例はないか。

①当初数量ではなく、精算数量のことです。

②担当者の熟度や経験によって差が出ると思わ
れますが、工期を加味し、受発注者間でスケ
ジュールを調整して精算変更を行い、単品スラ
イドを実施してください。
③改定された国交省の新マニュアルp67におい
て、対象品目の参考例が例示されているので確
認してください。

14 R4.8.25
出雲会場
（出雲市）

①資料p30における発注者の当初設定金額（単
価）は、受注者に口頭で伝えるのか？
あるいは情報公開請求の手続きをとってもらう
い伝えるのか？

①受発注者協議により、適宜情報提供頂きた
い。

15 R4.8.30 県建設業協会

①単品スライド条項で変動額の算定は品目毎
に請負代金額の１％であるか？あるいは複数
品目をまとめて、変動額を算定することが可能
か？

①単品スライド条項の適用対象は、個々の工
事において、その品目が工事の総額に及ぼす影
響が現に大きいことが必要条件であるため、
品目毎の変動額が対象工事費の１％を超える
場合のみ適用する。（説明会資料p21Q6参照）
なお、適用に際し対象品目が複数の場合は、
変動額をまとめて算定できる。（説明会資料
p17の最下段のセルを参照）

同上 同上

②資料p12における「適用開始日」の定義は？ ②ご質問の「適用開始日」は既済検査日とな
ります。既済検査を実施しなかった場合は、
工事契約日となります。（国交省の新マニュ
アルp12参照）

同上 同上

③資料p17における「4~10月までの設計数
量」はどのように算出すればよいか？

③3月までの設計数量は既済部分検査により、
出来高を確認し、部分払いを行っている。この
ため、「4~10月までの設計数量」は、対象資
材の最終設計数量から出来形検査を行い部分
払いの対象となった出来形部分に係る数量を
差し引いて算出する。（説明会資料p11具体例
参照）
なお、設計数量は月毎に算定しなくてよい。



週休２日工事 質疑応答
番
号

質疑日 会場 質疑 回答

1 R4.8.18 松江

受注者と話しをしていると、週休２日工事が進
まない理由として、天候に左右される工事にお
いて、現場閉所するのは難しいとのことで
あった。これに対して何か対策はあるか？

現場閉所が難しいとの声があることは認識して
いる。この対策として、現場を閉所するのでは
なく、交代制を導入し作業員の週休２日を確
保できないか建設業協会と協議している。た
だ、現状でも人が少ない中でこのような対応
できるのかとの話もあり、実現に向けての
ハードルがあるのが現状である。

2 R4.8.18 津和野

公共工事において週休２日工事を行っても、
民間工事の作業を行っており、会社として週休
２日が実現できていない現状がある。これら
をチェックするような制度設計が必要ではな
いか？

まずは、発注者全体で週休２日工事に取り組
むことが重要であると考えている。民間工事
の部分で問題があるとの認識はしているが、そ
こまで発注者がチェックするのは難しいので
はないかと考えている。
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