
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
1-3-5　旅費交通費等の積算例（滞在時）
(4)往復旅行時間にかかる直接人件費 一部 ・語句の追記

（往復旅行時間にかかる直接人件費の計上箇
所の改定に伴う改定）

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 　１－４　測量業務費の積算方式
　　１－４－３　技術管理費の積算 一部 ・三次元点群測量の追加

第２章 適用基準
測量業務標準 第４節　路線測量
歩掛 　４－１　路線測量

　　４－１－１　作業計画 一部 ・歩掛の見直し
　　４－１－２　現地踏査 一部 ・歩掛の見直し
　　４－１－７　中心線測量 一部 ・歩掛の見直し
　　４－１－９　縦断測量 一部 ・歩掛の見直し
　　４－１－１０　横断測量 一部 ・歩掛の見直し
第７節　用地測量
　７－３　公共用地境界確定協議
　　公共用地管理者との打合せ（１業務当り） 一部 ・歩掛の見直し
第１１節　三次元点群測量
　１１－１　ＵＡＶ写真測量
　　（１）標準歩掛等 全部 ・歩掛の新設
　１１－２　地上レーザ測量
　　（１）標準歩掛等 全部 ・歩掛の新設
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直接人件費 一部 ・率の見直し
　　　　　に対する割合

参考資料 第1章 適用基準
第２編 測量業務積算 第1節　測量業務積算基準
測量業務 基準（参考資 　１－１　成果検定

料） 　　１－１－１　成果検定の対象 一部 ・三次元点群測量の追加
　　　（２）公共測量（地方整備局等が行う測量） 一部 ・文言の追加（三次元点群測量）

第２章 適用基準
測量業務積算 第７節　測量業務標準歩掛における機械経費等の構成
基準（参考資 　７－１　機械経費等の構成
料） 　　４－１－２　路線測量　現地踏査 一部 ・数量の見直し

　　４－１－７　路線測量　中心線測量 一部 ・数量の見直し
　　４－１－９　路線測量　銃弾測量 一部 ・数量の見直し
　　４－１－１０　路線測量　横断測量 一部 ・数量の見直し
　　７－３－１　余地測量　公共用地境界確定協議 一部 ・数量の見直し
　　　　　　　　　公共用地管理者との打合せ
　　１１－１　ＵＡＶ写真測量 全部 ・追加
　　１１－２　地上レーザ測量 全部 ・追加
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
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第２編 第２章 適用基準
地質調査業務 地質調査業務

標準歩掛 第１節　共通
１－１打合せ等
備考　６．本歩掛は・・・ 一部 新規追加

第２節　機械ボーリング（土質ボーリング・岩盤ボーリング）
２－８その他
２－８－１電子成果品作成費
（注）１．上式の・・・ 全部 新規追加
　　　２．算出された・・・ 全部 新規追加

第３節　弾性波探査業務
３－４解析等調査業務費及び直接調査費
３－４－１発破法・・・
直接調査費
（注）３．解析等調査業務費における・・・ 一部 記載の修正

参考資料 第２章 適用基準
第３編 地質調査運用 第1節　機械ボーリング
地質調査業務 （参考資料） １－２　運搬費の積算

（５）補正係数の設定について
１）標高差の考え方 一部 記載の明確化、修正

第３編 第２章 適用基準

第８節　橋梁設計
８－２－１１　架設計画（１工法）
（２）標準歩掛 一部 ・歩掛の見直し
（注）１．上表は架設時の応力が・・・ 一部 ・記載の修正

増減率　１）、２） 一部 ・記載の修正、率の見直し

橋梁上部工架設工法別工法一覧表 一部 ・記載の修正

第１５節砂防構造物設計
１５－３渓流保全工設計
１５－３－１渓流保全工詳細設計 一部 ・補正率端数の見直し

第４編 第１章 適用基準
第5節　水文観測業務 全部 ・新規制定

第6節　機械経費等
６－１ 機械経費，通信運搬費等，材料費 一部 ・水文観測業務の追加

独自基準
第5節　水文観測業務 全部 ・新規制定

第7節　水質採水作業 全部 ・第6節から移行

第8節　河川水質自動監視装置保守点検業務 全部 ・第7節から移行

土木設計業務 土木設計業務
等標準歩掛

調査、計画業
務

調査、計画標
準歩掛
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第６編 第１章 適用基準
用地調査等
業務 第４　共通

１　打合せ協議 一部 語句の修正
一部 注の追加、追加に伴う番号ずれの修正

語句の修正

２　作業計画の策定 全部 新規追加

第６　建物等の調査
２　打合せ協議 一部 数量の修正

６　工作物の調査
（２）生産設備 一部 語句の追加
（４）立竹木の調査及び算定 一部 語句の修正

７　建物等の残地移転要件の該当性の検討 一部 語句の追加
一部 歩掛の追加・修正

８　照応建物の設計案の作成等 一部 語句の追加
（１）建物計画案の策定 全部 新規追加
（２）照応建物の設計案の作成 一部 語句及び歩掛の追加・修正

第７　営業その他の調査
２　打合せ協議 一部 数量の修正

４　営業に関する調査及び算定 一部 語句の追加

第８　予備調査 一部 語句の修正
１　打合せ協議 一部 数量の修正

２　現地踏査 一部 語句の追加

３　企業の内容等の調査 一部 語句の追加

第９　移転工法案の検討 一部 語句の追加
３　企業内容等の把握(調査) 一部 語句の追加

４　敷地の使用実態の調査 一部 語句の追加・修正

７　機械設備設計 一部 語句の修正
（４）標準技術者員数 一部 語句の修正

第１０　事業認定申請図書の作成
［一］　事業認定申請図書の作成
①　相談用資料作成
１　打合せ協議 一部 数量の修正

第１１　再算定業務
２　現地踏査 一部 歩掛の修正

３　再算定業務（再調査不要） 一部 語句の追加

４　再調査業務 一部 語句の追加
一部 補正率の修正
一部 歩掛の修正

第１２　土地評価
５　標準地価格の算定業務 一部 単位の追加

第１３　補償説明
１　打合せ協議 一部 数量の修正

第１４　消費税等調査
２　消費税等調査
（１）営業調査等を伴わない事業者 一部 歩掛の修正

第１５　地盤変動影響調査等
［一］　事前調査、事後調査及び算定
５　事後調査
（２）工作物の調査 一部 語句の修正

別表「設計数量表示単位一覧表」 一部 語句の追加

用地調査等業
務
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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
５　事後調査
（一）建物等の調査 一部 ・記載の追記

（水準測量の計上について）

第１０編 第３章 適用基準 設計業務等標準積算基準書
農業農村整備 測量 　第１編　測量業務

　　第2章　測量業務標準歩掛
　　　第１１節　三次元点群測量 全部 ・国交省歩掛の新設に伴い、適用基準に追記

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
　　　　２頭首工～７農道　（４水路工を除く） 一部 ・現地調査歩掛の「現地条件により適宜増減す

る」が削除

※歩掛の変更なし

　　　　２頭首工～８積算参考資料作成 一部 ・補正適用表の新設
※歩掛の変更なし

　　　　４水路工 一部 水路トンネルの坑口数について追記

　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
　　　　１コンクリートダム、２フィルダム、７ほ場整備～１０農道 一部 ・現地調査歩掛の「現地条件により適宜増減す

る」が削除

※歩掛の変更なし

　　　１コンクリートダム～１１ため池改修 一部 ・補正適用表の新設
※歩掛の変更なし

　　　６水路工 一部 水路トンネルの坑口数について追記

第11編 第２部 適用基準 ３－１　適用範囲と作業内容 一部 ・解析項目を一部新設
森林整備 地質調査業務 　（揚水試験解析、地下水検層解析）

第３章

第３部 独自基準 ４－１０－８　平板測量 全部 ・削除
測量業務 ４－１０－９　簡易用地測量 全部 ・削除
第２章

適用基準 ２－２－２　基準点設置（新点10点　3級、4級基準点埋設） 全部 ・適用基準から削除（独自基準へ追加）

５－４　土壌汚染対策調査 全部 ・新設

第４部 独自基準 １－２　業務委託料 全部 ・独自基準から削除（適用基準へ追加）
設計業務 ３－３　３　設計計算　（１）　設計計画 全部 ・削除
第１章

測量業務標準
歩掛

地質調査業務
標準歩掛

　（第２　基準点測量については、すべて国交
省歩掛準拠）

設計業務積算
基準
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