
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
総則 第２章 独自基準 第１節積算基準

積算基準 １－１技術者の職種区分
　（３）土木設計業務等に係る技術者
　　定型業務 一部 ・語句の見直し
１－３旅費交通費 全部 ・率を用いた積算の導入による新設
　１－３－１旅費交通費の率を用いた積算 全部 ・率を用いた積算の導入による新設
　１－３－２旅費交通費の率を用いない積算 一部 ・これまで１－３－１だったものを１－３－２に番号を改定

　見出し番号の改定、語句の見直し
１－６技術者基準日額時間外手当の算出 一部 ・流量観測業務の高水流量観測の外業作業については、

　割増賃金部分も経費の対象とすることを記載。

第１編 第1章 適用基準
測量業務 測量業務積算 第1節　測量業務積算基準

基準 　１－３　測量業務費の積算方式
　　１－３－２　測量業務費構成費目の内容
　　　１．測量作業費 一部 ・旅費交通費の文言見直し

第２章 適用基準
測量業務標準 第５節　河川測量
歩掛 　５－１　河川測量

　　５－１－１　作業計画 一部 ・率の見直し
第６節　深浅測量
　６－１　作業計画 一部 ・率の見直し
第８節　空中写真測量
　８－１－２　運航
　　１．運航時間
　　　表－４　表題（運搬→運航） 一部 ・文言の見直し
　８－１－７　旅費交通費等
　　往復交通費について 全部 ・条件の新設
第９節　現地測量
　９－１－２　現地測量
　　注意事項（３） 一部 ・文言の見直し
第１０節　航空レーザ測量
　１０－１　航空レーザ測量の積算方式
　　１０－１－１２　旅費交通費
　　　往復交通費について 全部 ・条件の新設
第１２節　機械経費率等
　１２－１　機械経費、通信運搬費等、材料費
　　（１）測量業務標準歩掛における各費目の 一部 ・率の見直し
　　　　　直接人件費に対する割合

第２編 第２章 適用基準
測量業務 測量業務標準 第７節　測量業務標準歩掛における機械

歩掛（参考資 　　　　　経費等の構成
料） 　７－２　測量業務標準歩掛における作業 全部 ・追加

　　　　　　量に対する割合の計算例

第２編 第１章 適用基準
地質調査業務

第１節　地質調査積算基準
　　１-２-２地質調査業務費構成費目の内容
　　　（１）一般調査業務費
　　　　　１）純調査
　　　　　　　（イ）直接調査費
　　　　　　　　　ニ）直接経費
　　　　　　　　　　　④地盤情報データベース… 一部 新規追加
　　　　　　　（ロ）間接調査費
　　　　　　　　　ロ）準備費 一部 準備費及び後型付け作業内容の追記
　　　　　　　　　ヘ）旅費交通費 一部 記載の修正

第２章 適用基準
地質調査業務
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）
　　２－７解析等調査業務
　　　　２－７－１適用範囲
　　　　　１．単価が適用できる範囲 一部 記載の修正

　　２－８その他
　　　　２－８－３地盤情報データベースに 新規 新規追加
　　　　　　　　　　登録するための検定費

独自基準 第２節　機械ボーリング（土質ボーリング・
　　　　　岩盤ボーリング）

地質調査積算
基準

業務委託積算基準（令和元年10月1日）改定一覧
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業務委託積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

　　２－７解析等調査業務
　　　　２－７－１適用範囲
　　　　　１．単価が適用できる範囲
　　　　　　　３．直接人件費の内、解析… 一部

　　２－８その他
　　　　２－８－１電子成果品作成費 新規 新規追加

適用基準 第３節　弾性波探査業務
　　３－２業務区分 一部 表内に照査を追記

　　３－４解析等調査業務費及び直接調査費
　　　　３－４－１発破法及びスタッキング法 一部 表内に照査を追記。労務数量の修正
　　　　　　　　　　標準歩掛（受振間隔５ｍ）

適用基準 第５節　地すべり調査

５－３－５　水位計
（１）自記水位計設置
第１表　自記水位計設置 一部 表中の歩掛修正

（２）自記水位計観測
第２表　自記水位計設置 一部 表中の歩掛修正

（３）自記水位計資料整理
第３表　自記水位計資料整理 一部 表中の歩掛修正

５－３－６　携帯用触針式水位計観測
第４表　携帯用触針式水位計 一部 表中の歩掛修正
　　　　　観測

５－３－７　携帯用触針式水位計資料
　　　　　　　整理

第５表　携帯用触針式水位計 一部 表中の歩掛修正
　　　　　資料整理

第4編 第1章　調査、計画標準歩掛適用基準
第２節　洪水痕跡調査業務
２－３　業務費構成費目の内容 一部 文言の見直し

第5節水文観測業務
５－１　水文観測所保守点検業務積算基準（案）

５－１－３　価格構成費目の内容 一部 文言の見直し

５－２　流量観測業務積算基準（案）
５－２－３　価格構成費目の内容 一部 文言の見直し
５－２－５　精度管理費の積算方式 一部 文言の見直し
５－２－９　高水流量観測 一部 図の見直し

５－３　水位流量曲線作成業務積算基準（案）
５－３－３　価格構成費目の内容 一部 文言の見直し

５－４　水文資料整理業務積算基準（案）
５－４－３　価格構成費目の内容 一部 文言の見直し

第５編 第３章 適用基準
急傾斜地調査

第１節　地表踏査

１－１　地表踏査
第１表　地表踏査 一部 表中の歩掛修正

第２節　簡易貫入試験
２－１　簡易貫入試験

第２表　簡易貫入試験 一部 表中の歩掛修正
　　　　　（粘性土）

第３表　簡易貫入試験 一部 表中の歩掛修正
　　　　　（礫混じり土）

第６編 第１章 適用基準
用地調査等
業務

第６　建物等の調査
７　建物等の残地移転要件の該当性の検討 一部 表番号の修正

急傾斜地調査
標準歩掛

文章内の「地質調査資料整理要領」を削除するよう追記

調査、計画業
務

用地調査等業
務
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業務委託積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

第８　予備調査
　　（前文） 一部 文言の修正

　　２　現地踏査 一部 文言・歩掛の修正

３　関係資料収集 全部 新規追加
以下、項目追加に伴う見出し番号のずれの修正

４　企業内容等の調査 一部 文言・表番号・歩掛の修正

　　５　敷地使用実態の調査 一部 文言・表番号・歩掛の修正
歩掛表の新規追加

６　建物調査 一部 文言・表番号・歩掛の修正

　　７　機械設備等調査 一部 文言・表番号・歩掛の修正

　　８　移転計画案の作成 一部 文言・表番号・歩掛の修正

第９　移転工法案の検討
　　（前文） 一部 文言の修正

２　現地踏査 全部 新規追加
以下、項目追加に伴う項番号のずれの修正

３　関係資料収集 一部 文言・表番号・歩掛の修正

４　企業内容等の調査 一部 文言・表番号・歩掛の修正

　　５　敷地使用実態の調査 一部 文言・表番号・歩掛の修正

　　６　移転工法案の作成 一部 文言・表番号・歩掛の修正

　　７　照応建物の詳細設計等 一部 表番号の修正

８　機械設備設計 一部 表番号の修正

第１０　事業認定申請図書等の作成
［一］　事業認定申請図書の作成
（前文） 一部 文言の削除

①　相談用資料作成
（前文） 全部 削除

　　２　現地踏査 一部 歩掛の修正

　　３　現地調査等 一部 文言・歩掛の修正

　　４　資料の収集及び作成 一部 文言・歩掛の修正

　　５　調書等の作成 一部 文言・歩掛の修正

６　添付図面の作成 一部 文言・歩掛の修正

　　７　対象事業及び規模による補正 一部 文言の修正

　　８　関連事業の有無による補正 全部 新規追加
（３～６の関連事業がある場合の補正に係る
記載をまとめて新設し、率を修正した）

②　申請図書作成
（前文） 全部 削除

　　２　現地踏査 全部 文言の修正
新規歩掛表の追加

　　３　現地調査等 全部 文言の修正
新規歩掛表の追加

　　４　資料の収集及び作成 全部 文言の修正
新規歩掛表の追加

　　５　調書等の作成 全部 文言の修正
新規歩掛表の追加

６　添付図面の作成 全部 文言の修正
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新規歩掛表の追加

［二］　裁決申請図書の作成
（前文） 一部 文言の削除

　　３　資料の整理・検討 一部 文言の削除、歩掛の修正

　　４　裁決申請書（案）等の作成 一部 文言・歩掛の修正

　　５　図面の作成 一部 文言・歩掛の修正

　　６　その他参考図書の作成 一部 文言の削除、歩掛の修正

［三］　明渡裁決申立図書の作成
（前文） 一部 文言の削除

　　３　資料の整理・検討 一部 文言の削除、歩掛の修正

　　４　裁決申請書（案）等の作成 一部 文言・歩掛の修正

　　５　図面の作成 一部 文言・歩掛の修正

　　６　その他参考図書の作成 一部 文言・歩掛の修正

独自基準 第１５　地盤変動影響調査等
［一］　事前調査、事後調査及び算定
７　水準測量 一部 歩掛の修正

適用基準 別表　
設計数量表示単位一覧表 一部 種別・単位・数位の修正

第８編 第８－１編 独自基準
第3部　第1編　1節　　計画・開発・調査等業務 一部 ・字句の削除

第3部　第2編　1節　　測量業務 一部 ・字句の削除

第3部　第2編　5節　　磁気探査業務 一部 ・字句の削除

第3部　第2編　　8節　　気象観測装置定期点検・保守業務 一部 ・字句の削除

第3部　第3編　1節　　土質調査業務 一部 ・字句の削除

第８－２編 独自基準
第2部　第1編　1節　　設計等業務 一部 ・字句の削除

第2部　第2編　1節　　測量業務 一部 ・字句の削除

第2部　第2編　4節　　磁気探査業務 一部 ・字句の削除

第2部　第2編　6節　　気象観測装置定期点検・保守業務 一部 ・字句の削除

第2部　第3編　1節　　土質調査業務 一部 ・字句の削除

第１０編 第1章 独自基準 第2節　積算基準
農業農村整備 総則 　第3項　旅費交通費 全部 ・国交省の改定内容を適用

第４章 適用基準 土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
設計 　Ⅲ　設計

　　　設計業務標準歩掛
　　　　１　一般事項 一部 補正の適用に係る語句修正（補正適用表説明追加）

　　　　３　ポンプ場 一部 標準ポンプ台数について、吐出量に係る語句を追加
実施設計の補正適用表について（注）（１）を削除

　　　　４水路工 一部 補正適用表について距離補正に係る特別仕様書作成
および概算工事費積算は対象外

　Ⅴ　積算参考歩掛
　　設計業務等の積算参考歩掛
　　　第２　設計業務積算参考歩掛
　　　　５　ポンプ場 一部 標準ポンプ台数について、吐出量に係る語句を追加

構想・基本設計の補正適用表について（注）（１）を削除

　　　　６　水路工 一部 パイプライン路線計画の基本設計について「前段階設計
補正又は新規追加及び位置変更補正」の「照査」も補正
対象とする

港湾・漁港漁
場整備

港湾・漁港漁
場整備

港湾
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業務委託積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

実施設計について「難易度補正」の「照査」も補正対象
とする。
※流量区分0.1≦Q＜２および２．０≦Q≦１５　（m3/S）

　　　　８　畑地かんがい施設 一部 構想・基本設計の補正適用表について「水理計算」、
「附帯構造物の設計図作成」、「末端配管計画図作成」、
「末端自動化施設の設計」、「数量計算」を末端配管設
置地形補正の対象とする

　　　　９　営農飲雑用水施設 一部 基本・実施設計の補正適用表について、「設計図作成」
「数量計算」の設計面積補正は対象外とし、距離補正を
対象とする。

　　　　１０　農道 一部 門型ラーメン・箱型函渠、擁壁・補強土壁及び法面工の
基本設計について作業項目別補正及び補正項目表
の語句修正

第７章 適用基準 　　機能診断業務の積算参考歩掛
機能診断 　　　第４　調査業務の積算参考歩掛 一部 近接目視の作業面積に応じた歩掛の補正率適用式の

適用範囲を明示
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