
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
第Ⅰ編 第２章 独自基準
総則 工事費の積算

①直接工事費
　５　諸雑費及び端数処理
　　（２）　端数処理
　　　１）単価表及び･･･ 一部 ・記載の追加

（施工パッケージの端数処理について追記）

②間接工事費
　２　共通仮設費
　　２－１　共通仮設費の率分
　　　表－２　地域補正の適用 一部 ・記載の明確化

（一般交通影響有りの判断）

　　　図－１　地域補正の適用フロー 全部 ・フロー図の追加

　　　（２）その他 一部 ・災害時における補正係数の取り扱いについて追記
（東日本大震災、熊本地震に伴う追記）

　　２－２　運搬費
　　　（５）重建設機械分解・組立
　　　　１）適用範囲
　　　　　表5.1　適用建設機械 一部 ・適用建設機械の追加
　　　　２）施工歩掛
　　　　　表5.2　ｸﾚｰﾝの規格選定 一部 ・対象区分の追加
　　　　　表5.3　分解・組立1大回当り歩掛 一部 ・対象区分の追加
　　　（１０）仮設材の運搬基地
　　　　（別表）リース業者等基地 一部 ・基地の削除

　　２－３　準備費
　　　（１）準備費の積算

３）　準備費として･･･ 一部 ・記載内容の更正
　　　（３）伐開、伐採の定義について 一部 ・記載の削除

（伐採に伴う集積・積込みに要する費用）

・表の改定（上記記載の削除に伴う改定）

　　２－５　安全費
　　　（２）積算方法 一部 ・適用の明確化

　　２－７　技術管理費
　　　（２）積算方法
　　　　（ニ）法令・施設台帳の作成に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　要する費

一部
・記載の追加　（公共土木施設維持管理システム運
用開始による）

　　　　（ヘ）ICT建設機械に要する以下の費用 一部 ・語句の追記

　３　現場管理費
　　（１）現場管理費率の項目及び内容 一部 ・公共事業労務費調査が含まれていることを明示。

　　（３）現場管理費率の補正
　　　表－３　地域補正の適用 一部 ・記載の明確化

（一般交通影響有りの判断）

　　　図－１　現場管理費補正のフロー 全部 ・フロー図の追加

　　　２）その他 一部 ・災害時における補正係数の取り扱いについて追記
（東日本大震災、熊本地震に伴う追記）

③現場発生品及び支給品運搬
　1.適用範囲
　　１－２　適用できない範囲は・・・ 一部 ・旧橋撤去工記載内容見直しに伴う追記

第６章 独自基準
②原動機燃料消費量
　2.燃料消費量
　　２－２　時間当り燃料消費率
　　　表2.1　運転1時間当り燃料消費率 一部 ・建設機械等損料算定表の改定に伴う修正

第10章 独自基準

　別表-1 一部 ・適用の明確化

第11章 独自基準
①施工箇所が点在する工事の積算
　2.工事箇所の設定方法及び積算方法 一部 ・語句の修正

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

建設機械運転労
務等

工事の一時中止
に伴う増加費用

①工事の一時中止に伴う増加費用等の
積算

施工箇所が点在
する工事の積算
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建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

第12章 独自基準
①1日未満で完了する作業の積算
　2.適用範囲 一部 ・記載の修正、削除（基準改定に伴う）

　※作業日当り標準作業量及び摘要欄

第14章 独自基準
その他 ①作業日当り標準作業量

　２．作業日当り標準作業量 一部 ・記載の修正、削除（基準改定に伴う）

②市場単価の1日当り標準作業量 一部 ・記載の修正、削除（基準改定に伴う）

③工期日数及び水替日数
３－１　工期日数の算定
（１）工期の設定 一部 ・記載の明確化（追加、修正）及び更正

第Ⅱ編 第１章 適用基準 ②－１　土工
共通工 土工 　３－１　掘削 一部 ・条件区分の追加・修正（10,000ｍ3未満の新設）

一部 ・ＩＣＴ施工併用の場合の施工数量区分の考え方を追記

　３－４　路体（築堤）盛土 一部 ・ＩＣＴ施工併用の場合の施工数量区分の考え方を追記

　３－５　路床（築堤）盛土 一部 ・ＩＣＴ施工併用の場合の施工数量区分の考え方を追記

②－２　土工（ＩＣＴ）
　１　適用範囲 一部 ・「ＩＣＴ建機使用割合100％」を追記
　３－１　施工パッケージ 一部 ・区分の追加・修正（10,000ｍ3未満の新設）

・掘削（ＩＣＴ100％）において、設計変更時に使用する
　条件区分の追記

　７　参考資料 全部 ・ＩＣＴ建機使用割合100％以外の場合における積算
　方法を追加

⑤　人力土工（ベルトコンベア併用） 全部 ・削除

運用基準 ②土工
　２-(1)　数量算出要領の土工に対する運用 一部 ・「補助労務」を削除
　２-(2)　数量算出要領の土工に対する運用 一部 ・「補助労務」を削除

一部 ・記載内容の改定（ﾊﾞｯｸﾎｳ→ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺ））
　7　基面整正について 全部 ・削除

第Ⅱ編 第２章 適用基準
共通工 共通工

①法面工
①－１法面整形工
１．適用範囲
１－２適用出来ない範囲
（１）３Ｄ－ＭＧ・・・ 一部 語句の修正

３．施工フロー
（注）２．植生筋工、・・・ 一部 語句の修正

４．施工パッケージ
４－１法面整形
（２）代表機労材規格
表４．２法面整形・・・ 一部 代表機械の変更

①－２法面整形工（ＩＣＴ）
１．適用範囲
１－１適用出来る範囲
（１）３Ｄ－ＭＧ・・・ 一部 語句の修正

１－２適用出来ない範囲
（１）３Ｄ－ＭＧ・・・ 一部 語句の修正

①－２法面整形工（ＩＣＴ）
４．施工パッケージ
４－１法面整形（ＩＣＴ）
（２）代表機労材規格
表４．２法面整形（ＩＣ 一部 代表機械の変更
（注）ＩＣＴ・・・ 一部 記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

５．ＩＣＴ建設機械経費加算額 全部 記載の削除
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

５．その他ＩＣＴ建設機械経費等 一部 語句の修正（※旧基準の削除に伴う番号の修正）

1日未満で完了す
る作業の積算
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建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

①－６現場吹付法枠工
１．適用範囲 一部 歩掛改訂に伴う修正、記載の修正
３．機種の選定
表３．１機種の選定
（注）２．ラフテレーンクレーンの規格・・・ 一部 記載の修正

４．施工歩掛
４－１法面清掃工
表４．１法面清掃工歩掛 一部 歩掛改訂に伴う修正
（注）１．諸雑費は・・・ 一部 記載の修正
（注）４．空気圧縮機 全部 記載の追加（新設）

４－２枠内中詰工 一部 記載の修正
（１）枠内中詰工（植生土のう）歩掛 一部 記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）
表４．２枠内中詰工（植生土のう）歩掛 一部 歩掛改訂に伴う修正
（注）１．諸雑費は・・・ 一部 記載の修正
（注）２．植生土のう製作・・・ 一部 記載の修正

４－３法枠組立・据付工，アンカー工，・・・ 一部 記載の修正
４－４ラス張工 一部 記載の修正

５．単価表
（１）法面清掃１００ｍ２当り単価 一部 歩掛改訂に伴う修正

②基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石
１．適用範囲
１－１適用出来る範囲
１－１－５採取小割旧 全部 廃止に伴う記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

２．施工概要
採取小割 全部 廃止に伴う記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

３．施工パッケージ
３－１基礎砕石
（１）条件区分
表３．１基礎砕石・・・
（注）４．現場発生
材・・・

全部 記載の削除
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

３－２裏込砕石
（１）条件区分
表３．４裏込砕石・・・
（注）３．現場発生
材・・・

全部 記載の削除
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

３－３基礎栗石
（１）条件区分
表３．６基礎栗石・・・ 一部 語句の追加
（注）５．現場発生
材・・・

全部 記載の削除
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

（注）５．及び６． 全部 語句の修正（※旧基準の削除に伴う番号の修正）
３－４裏込栗石
（１）条件区分
表３．１０裏込栗石・・・
（注）３．現場発生
材・・・

全部 記載の削除
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

（注）３．護岸工の・・・ 全部 語句の修正（※旧基準の削除に伴う番号の修正）
３－５採取小割 全部 廃止に伴う記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

③コンクリートブロック積（張）工
③－１コンクリートブロック積（張）工 全部 表題部のみ削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

１．適用範囲
１－１適用出来る範囲
１－１－８胴込・・・
（２）土木工事標準単 一部 語句の修正

１－１－９遮水シート・・・
（２）土木工事標準単 一部 語句の修正

１－１－１０吸出し防止材・・・
（１）間知ブロックの・・・ 一部 語句の修正
（２）土木工事標準単 一部 語句の修正

１－１－１２現場打基礎コンクリート

（１）コンクリートブロック積・・・ 一部 語句の追加
（２）土木工事標準単価・・・ 一部 語句の修正

１－１－１３天端コンクリート
（１）コンクリートブロック積・・・ 一部 語句の追加
（２）土木工事標準単価・・・ 一部 語句の修正

１－２適用出来ない範囲
１－２－１コンクリートブロック積
（１）土木工事標準単価・・・ 一部 語句の修正
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建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

３．施工パッケージ
３－２大型ブロック積
（１）条件区分
表３．４大型ブロック積・・・
（注）４．目地材料費は・・・ 一部 語句の追加

表３．１０胴込・・・ 一部 記載内容見直しによる削除
３－６緑化ブロック積

表３．２１胴込・・・ 一部 記載内容見直しによる削除
表３．２２胴込・・・ 一部 記載内容見直しによる削除

③－２裏込栗石投入工（コンクリートブロック張） 全部 基準の実態に応じた廃止
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

⑤場所打擁壁工
⑤－１場所打擁壁工（１）
３．施工パッケージ
３－１小型擁壁（Ａ）
（１）条件区分
表３．３コンクリート規格 一部 記載の追加

（２）代表機労材規格
表３．４小型擁壁（Ａ）・・・ 一部 代表機械の変更

３－２小型擁壁（Ｂ）
（２）代表機労材規格
表３．７小型擁壁（Ｂ）・・・ 一部 代表機械の変更

３－３重力式擁壁
（１）条件区分
表３．８重力式擁壁・・・
（注）８．「仮囲い内・・・ 一部 記載の修正
（注）９．擁壁平均高さ・・・ 全部 記載の追加（新設）

（２）代表機労材規格
表３．１０重力式擁壁・・・ 一部 代表機械の変更

３－４もたれ式擁壁
（１）条件区分
表３．１１もたれ式擁
（注）８．「仮囲い内・・・ 一部 記載の修正

（２）代表機労材規格
表３．１２もたれ式擁 一部 代表機械の変更

３－５逆Ｔ式擁壁
（２）代表機労材規格
表３．１５逆Ｔ型擁壁・・・ 一部 代表機械の変更、語句の修正

３－６Ｌ型擁壁
（２）代表機労材規格
表３．１７Ｌ型擁壁・・・ 一部 代表機械の変更、語句の修正

⑤－２場所打擁壁工（２）
２．施工パッケージ
２－１コンクリート（場所打擁壁）
（１）条件区分
表２．２生コンクリート規格 一部 記載の追加

（２）代表機労材規格
表２．３コンクリート（場所打擁壁）・・・ 一部 代表機械の変更、語句の修正

２－３足場工 一部 語句の修正

⑦補強土壁工（帯鋼補強土壁，アン
カー補強土壁）
３．施工パッケージ
３－１補強土壁壁面材組立・設置
（２）代表機労材規格
表３．２補強土壁壁面材組立・設置・・・ 一部 記載の修正・削除

⑧ジオテキスタイル工
１．適用範囲
１－２適用出来ない範囲
１－２－２ジオテキスタイル敷設・・・ 全部 適用できない範囲の記載の追加（新設）

⑨連続地中壁工（柱列式）
３．機種の選定
表３．１機種の選定 一部 掘削径の修正

８．単価表
（１）連続壁１０セット当り単価表 一部 掘削径の修正、芯材数量の記載見直し
（６）機械運転単価表 一部 掘削径の修正
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⑩排水構造物工
⑩－１排水構造物工
１．適用範囲
１－２適用出来ない範囲
１－２－８ＰＣ管
（２）管径・・・ 全部 記載の追加（新設）

３．施工パッケージ
３－１ヒューム管（Ｂ形管）
（１）条件区分
表３．５生コンクリート規格 一部 記載の追加

３－８鉄筋コンクリート台付管
（１）条件区分
表３．２０鉄筋コンクリート台付管・・・

（注）７．敷モルタ 全部 記載の追加（新設）
３－１１ＰＣ管
（１）条件区分
表３．２８ＰＣ管・・・
（注）４．コンクリー 一部 語句の修正
（注）５．作業区分・・・ 全部 記載の追加（新設）

（２）代表機労材規格
表３．３０ＰＣ管・・・ 一部 語句の追加、代表機械の追加、代表材料の削除

⑩－３排水構造物工（現場打ち水路（本体））

３．施工パッケージ
３－１現場打ち水路（本体）
（１）条件区分
表３．１現場打ち水路（本体）・・・ 一部 区分の追加
（注）１．上表は・・・ 一部 語句の追加・修正
（注）２．コンクリート打設工法の・・・ 全部 記載の追加（新設）
（注）３．～９． 全部 番号の振り直し

図３－１コンクリート打設工法の選定 全部 記載の追加（新設）
表３．２コンクリート規格 一部 記載の追加
表３．５コンクリート打設工法 全部 記載の追加（新設）
表３．６現場打ち水路（本 全部 表番号の変更、代表機械の追加、代表機械の変更

⑩－４排水構造物工（現場打ち集水桝・
街渠桝（本体））
１．適用範囲
１－２適用出来ない範囲（２） 全部 記載の削除
１－２適用出来ない範囲（３） 一部 語句の修正（※番号の振り直し）

３．施工パッケージ
３－１現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

（１）条件区分
表３．１現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 一部 区分の追加
（注）１．上表は・・・ 一部 語句の追加・修正
（注）２．コンクリート打設工法の・・・ 全部 記載の追加（新設）
（注）３．～８． 全部 番号の振り直し

図３－１コンクリート打設工法の選定 全部 記載の追加（新設）
表３．４コンクリート打設工法 全部 記載の追加（新設）
表３．５現場打ち水路（本 全部 表番号の変更、代表機械の追加、代表機械の変更

⑯ガス切断工
⑯－１ガス切断工 全部 表題部のみ削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

１．適用範囲 一部 適用範囲の明確化
２．施工概要 全部 記載の追加（新設）
３．施工歩掛 全部 番号の振り直し
４．単価表 一部 歩掛改定に伴う修正

⑯－２鋼材現場ガス切断工 全部 歩掛改定に伴う修正（廃止）
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

⑲旧橋撤去工
１．適用範囲
１－１適用出来る範囲
１－１－１高欄撤去
（２）ＲＣ橋・・・ 全部 記載内容の見直しによる追加（新設）

１－１－２アスファルト・・・
（３）ＲＣ橋・・・ 全部 記載内容の見直しによる追加（新設）

３．施工パッケージ
３－１高欄撤去 一部
（１）条件区分
（注）４．高欄撤去で・・・ 一部 記載内容の見直しによる修正
（注）５．高欄撤去で・・・ 全部 記載内容の見直しによる削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
１．適用範囲
１－１適用出来る範囲
１－１－１発泡スチロール設置 全部 記載の追加（新設）
１－１－２～４ 全部 番号の振り直し

１－２適用出来ない範囲 全部 記載の削除
（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

２．施工概要
２－１壁面材有り 一部 語句の修正、記載の追加
（注）３．支柱設置工・・・ 全部 記載の追加（新設）
参考図１、２ 全部 記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

２－２壁面材設置工無し 一部 語句の修正
参考図３、４ 全部 記載の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

３．施工パッケージ
３－１発泡スチロール設置
（１）条件区分
（注）１．上表は・・・ 一部 語句の修正

３－２発泡スチロール（材料費）
（１）条件区分
表３．３ロス率 一部 語句の修正（値の修正）

３－３連結金具（材料費）
（１）条件区分
（注）発泡スチロール同士を・・・ 一部 記載の追加

３－４コンクリート床版
（１）条件区分
表３．５コンクリート床版・・・
（注）１．上表は・・・ 一部 語句の修正
（注）３．コンクリート床版に・・・ 一部 語句の修正
（注）４．コンクリート打設機械から・・・ 全部 記載の追加（新設）
（注）５．～７． 全部 番号の振り直し
（注）８．溶接金網・・・ 全部 記載の追加（新設）

表３．６生コンクリート規格 一部 記載の追加
（２）代表機労材規格
表３．８コンクリート床版・・・ 一部 代表機械の変更、代表材料の変更、記載の修正

５．参考図 全部 記載の追加（新設）

函渠工
－１函渠工（１）
３．施工パッケージ
３－１函渠
（１）条件区分
表３．２コンクリート規格 一部 記載の追加

（１）代表機労材規格
表３．５函渠・・・ 一部 語句の修正

－２函渠工（２）
２．施工パッケージ
２－１コンクリート（場所打函渠）
（１）条件区分
表２．２生コンクリート規格 一部 記載の追加

（２）代表機労材規格
表２．３コンクリート（場所打函渠）・・・ 一部 語句の修正

第Ⅱ編 第3章 適用基準
共通工 基礎工 ①-1　パイルハンマ工

5.施工歩掛
5-2　杭頭処理 一部 ・語句の修正

①-2　中掘工
5.施工歩掛
5-3　諸雑費 一部 ・語句の修正

①-3　鋼管ソイルセメント杭工
1.適用範囲 一部 ・適用範囲の改定（後沈設方式の追加、杭径の拡大）

・杭径毎の適用範囲図を追加

2.施工概要
2-1　施工内容 一部 ・記載の追加
2-2　施工フロー ・記載の修正

・施工サイクル（図2-3）の削除
3.機種の選定 一部 ・規格の変更
4.日当り編成人員 一部 ・編成人員の変更
5.施工歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う変更
6.材料使用量 一部 ・歩掛改定に伴う変更

・固化材添加量の変更
7.諸雑費 一部 ・歩掛改定に伴う変更
8.単価表 一部 ・歩掛改定に伴う変更
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

①-4　回転杭工
5.施工歩掛
5-1　杭10本当の施工日数 一部 ・語句の訂正

②-2　リバースサーキュレーション工
1.適用範囲 一部 ・図の訂正

9.単価表及び単価表 一部 ・語句の訂正

②-4　大口径ボーリングマシン工
1.適用範囲
2.施工概要
3.機種の選定
5.施工歩掛
6.杭1本当りﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 一部 ・歩掛改定に伴う変更
7.やぐらの設置・撤去
8.ビット等損耗費
9.諸雑費
11.単価表

③深礎工
1.適用範囲 一部 ・記載の削除

2.施工概要　表5.4 一部 ・語句の修正

④ニューマチックケーソン
4.機種の選定 一部 ・損料表の記載との整合により修正

11.単価表 一部 ・語句の修正

第Ⅱ編 第4章 適用基準
共通工 コンクリート工 ①　コンクリート工

1.適用範囲 一部 ・語句の追加
・歩掛改定（新設）に伴う記載の追加（張りコン）

2.コンクリート打設工法の選定 一部 ・コンクリート打設工法選定図の追加
・上記選定図追加に伴う選定表の改定

3.施工パッケージ 一部 ・歩掛改定に伴う語句の修正、追加

4.施工歩掛 一部 ・一般養生工の歩掛改定

5.単価表 一部 ・語句の修正、追加

②-1　型枠工
1.適用範囲 一部 ・歩掛改定に伴う語句の追加

3.施工パッケージ 一部 ・歩掛改定に伴う語句の追加

④　張りコンクリート工 全部 ・歩掛の新規制定
　※防草コンクリートや縦排水工等平均5cm以上
10cm以下の張りコンクリート打設に適用

運用基準
①コンクリート工
　１．適用範囲 一部 ・スランプ値の改定

　※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物　8cm→12cm

第Ⅱ編 第5章 適用基準
共通工 仮設工 ②-1バイブロハンマ工 一部 ・鋼矢板型式の追加に伴う変更

・継施工費の改定
・油圧式ハイブロハンマ規格変動と諸雑費率等の改定

⑤鋼矢板施工法選定（参考） 一部 ・歩掛改定に伴う改定

⑬-2雪寒仮囲い工 一部 ・適用範囲の改定
・Pタイプの機種の変更
・設置・撤去歩掛改定
・養生工歩掛の改定
・除雪歩掛（仮囲い屋根部）の改定

⑭仮設防護柵工 一部 ・「掘削（発破）防護柵工」基準の廃止

⑲グラフによる標準的な仮設電力設備の積算 一部 ・グラフ改定

7/14



編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

交通誘導警備員 一部 ・計上方法の改定（配置人数を計上）

運用基準
山岳トンネル工事の切羽における肌落ち 全部 ・新規追加
　　災害防止対策に係る切羽監視責任者の取り扱い

独自基準
⑭－２　掘削（発破）防護柵工 全部 ・削除（適用基準の改定に伴う）

交通誘導警備員 全部 ・削除（適用基準の改定に伴う）

第Ⅵ編 第１章 独自基準 １－４随意契約による・・・ 全部 追加
土木工事標準単

１－５土木工事標準単価における・・・ 全部 追加

１－６その他 一部 語句の修正
（手動→手動式）
（施工単価→標準単価）

第２章 適用基準 ①鉄筋工
市場単価 ①－１鉄筋工（太径鉄筋含む）

３．適用にあたっての留意事項
（６）場所打杭用かご筋は、・・・ 一部 記載の明確化（語句の修正）
表３．１場所打杭用かご筋の・・・ 全部 表の削除

（※左の「改定項目」の列に記載してあるのは旧基準）

④法面工
④－１法面工
２．市場単価の設定
２－３加算率・補正係数
（２）加算率・補正係数の数
表２．８加算率・補正係数の数値

（注）６．枠内吹付補正（Ｋ３）は・・・ 全部 追加
３．適用にあたっての留意事項
（３）客土吹付工、種子散布工

６）沖縄の・・・ 全部 追加
（６）植生筋工、筋芝工、張芝工

６）北海道の・・・ 一部 表現の見直し

⑥橋梁付属物工
⑥－１橋梁用伸縮継手装置設置工
＜参考資料＞◆市場単価適用可能・・・ 一部 表項目の修正

⑦薄層カラー舗装工
２．市場単価の設定
２－３加算率・補正係数
（１）加算率・補正係数の適用基準
表２．２加算率・・・ 一部 市場単価改定に伴う修正

（２）加算率・補正係数の数値
表２．３加算率
（注）１．薄層カラー舗装工の・・・ 全部 追加
（注）２．～４． 全部 番号の振り直し

３．適用にあたっての留意事項
（２）樹脂系すべり止め舗装工
１）規格・仕様の内容は・・・
表３．２規格・仕様の内容 一部 市場単価改定に伴う修正

⑭鉄筋挿入工（ロックボルト工）
２．市場単価の設定
２－１市場単価の構成と範囲
仮設足場の設置・撤去
（注）２．作業面の・・・ 一部 足場幅の見直し

第Ⅲ編 第１章 適用基準
河川 河川海岸 消波工 一部 ・語句の修正

浚渫工（ポンプ式浚渫船） 一部 ・数値の修正

軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管 一部 ・記載の追加

土木工事
標準単価
及び市場
単価等
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

第Ⅲ編 第２章 適用基準
河川 河川維持工 ①堤防除草工 一部 ・語句の追加・修正（歩掛改定に伴う）

・記載の削除（歩掛改定に伴う）
・区分の削除（歩掛改定に伴う）
・代表機械の削除（歩掛改定に伴う）

②堤防天端補修工 一部 ・代表機械の変更（歩掛改定に伴う）
・語句の追加（表示の修正）

⑫ブロックマット工 一部 ・入力条件の見直し

⑰連節ブロックの水中吊落し 一部 ・基準の使用実態に応じた変更（削除）

第Ⅲ編 第３章 適用基準 ②－３コンクリート工（横取りを行う場合） 全部 ・基準の使用実態に応じた廃止
河川 砂防工

②－５砂防コンクリート運搬（投入）工 全部 ・基準の使用実態に応じた廃止

③－２仮設備工（砂防コンクリート生産設備） 全部 ・基準の使用実態に応じた廃止

③－３仮設備工（軌条及び機械設備） 全部 ・基準の使用実態に応じた廃止

⑦水替とい工 全部 ・基準の使用実態に応じた廃止

⑨堤冠部保護工（隅石張） 全部 ・基準の使用実態に応じた廃止

第Ⅲ編 第４章 適用基準 ①－３地すべり防止工（集排水ボーリング工） 一部 歩掛内容の明確化
河川 地すべり防止工

第Ⅳ編 第１章 適用基準 ①－１　路盤工 一部 ・区分の追加・修正
道路 舗装工 ・語句の追加・削除・修正

①－２　路盤工（ICT） 一部 ・区分の追加・修正
・語句の追加・削除・修正

②－２　半たわみ性（コンポジット）舗装 一部 ・区分の追加・修正
・語句の追加・削除・修正

⑤－１　コンクリート舗装工 一部 ・適用範囲の明確化
・語句の修正

⑤－３　連続鉄筋コンクリート舗装工 一部 ・適用範囲の明確化
・語句の追加・修正

独自基準
⑦　雑工
⑦－２　防草コンクリート（表面仕上げ） 全部 ・削除

（第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④張りコンク
リート工新設のため）

第Ⅳ編 第５章 適用基準
道路 トンネル工 ①トンネル工（ＮＡＴＭ）

　①－１トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　　　　［発破工法］
　　４．施工歩掛
　　　　４－６　非常駐車帯 一部 ・非常駐車帯における歩掛適用箇所の追記

　　５．単価表
　　　　（３） 一部 ・語句の追記

　　　　（１８） 一部 ・語句の修正・削除

　①－２トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　　　　［機械掘削工法］
　　３．施工計画
　　　３－８　工事用仮設備
　　　　３－８－５　給排水設備
　　　　　　（３）表３．７ 一部 ・数値の修正

　　４．施工歩掛
　　　４－６　非常駐車帯 一部 ・非常駐車帯における歩掛適用箇所の追記

　①－３トンネル濁水処理工
　　１．適用範囲 一部 ・語句の修正

9/14
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建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

　①－４トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　　　　坑口工（DⅢパターン）
　　４．施工歩掛
　　　４－１　掘削工等
　　　　（１）掘削工等の労務歩掛
　　　　　表４．２、表４．４ 一部 ・記載の修正

　　５．単価表
　　　　（３） 一部 ・語句の修正
　　　　（７）（２２） 一部 ・記載の修正

　①－５トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　　　　非常駐車帯工
　　５．単価表
　　　　（５）（９）（２５） 一部 ・記載の修正

　　６．施工単価入力基準表
　　　　（１）掘削工等
　　　　　１）発破工法 一部 ・記載の追加

　②小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　４．施工歩掛
　　　４－１　掘削工等（タイヤ方式）
　　　　４－１－１　掘削工等
　　　　（２）掘削・支保機械の機種の選定
　　　　　　　 表４．２、表４．３ 一部 ・記載の追加、修正、削除

　　　４－３　掘削工等（レール方式＜複線＞）

　　　　４－３－１　掘削工等
　　　　（２）掘削機械の機種の選定
　　　　　　　 表４．２８ 一部 ・記載の削除

　　　４－５　工事用仮設備　
　　　　４－５－１　空気圧縮機
　　　　（３）空気圧縮記運転 一部 ・記載の修正

　　５．単価表
　　　　（１）（３）（１３）（２６）（２８） 一部 ・記載の追加、修正、削除

第Ⅳ編 第7章 適用基準
道路 橋梁工 ①鋼橋製作工 一部 ・輸送単価の回帰式の改定、注意事項の追記

5.桁輸送費
5-2　輸送費
表5.1　鋼橋工場製作輸送費

③鋼橋架設工
13.架設用機械設備及び・・・
表13.1　設備及び工具の・・・ 一部 ・損料の改定

④－１プレビーム桁製作工（現場）
6.主桁製作用機械
表6.1　主桁製作用機械損料 一部 ・損料の改定

⑥グレーチング床版架設及び足場工
5.単価表 一部 ・語句の修正

⑦ポストテンション桁製作工
5.機種の選定等
5-1　機種の選定
表5.1　機種の選定 一部 ・損料の改定

・記載の追加
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⑧プレキャストセグメント主桁組立工
1.適用範囲 一部 ・記載の追加

3.機種の選定 一部 ・歩掛改定に伴う修正

4.施工歩掛
4-1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工
表4.1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁・・・ 一部 ・歩掛改定に伴う修正

4-2　諸雑費
表4.2　諸雑費率 一部 ・歩掛改定に伴う修正

5.使用材料
表5.1　ロス率(K) 一部 ・歩掛改定に伴う修正

6.機械経費
表6.1　機械器具 一部 ・歩掛改定に伴う修正

7.単価表 一部 ・歩掛改定に伴う修正、記載の修正

⑨ＰＣ橋架設工
3.ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝによる架設
3-3　重量台車による桁小運搬
3-3-4　機械器具損料 一部 ・損料の改定

⑩ＰＣ橋片持架設工
5.支保工
5-4　支保工仮設材損料
表5.6　側径間部支柱支保工・・・ 一部 ・語句の修正
表5.7　支柱支保工100空m3・・・ 一部 ・語句の修正

13.機種の選定 一部 ・損料の改定

14.単価表
(3)くさび結合支保工（側径間部）・・・一部 ・語句の削除
(4)支柱支保工（側径間部）・・・ 一部 ・語句の修正
(29)防護工1m2当り単価表 一部 ・語句の修正

⑭架設支保工
4.支柱支保工
4-1　適用範囲 一部 ・記載の修正

4-3　施工歩掛
4-3-3　支柱支保設置・撤去・・・
表4.2　支柱支保工・・・ 一部 ・記載の修正
表4.3　支柱支保工・・・ 一部 ・記載の修正

5.仮設材供用日数 一部 ・表の追加

⑰歩道橋（側道橋）架設工
4.施工歩掛
4-1　横断歩道橋
4-1-4　足場工
(2)足場工費 一部 ・記載の修正、注意書きの追加

⑲－１橋台・橋脚工（１）
3.施工歩掛
3-1　橋台・橋脚工
3-1-3　T形橋脚歩掛 一部 ・諸雑費率の修正、語句の修正、語句の削除
3-1-4　壁式橋脚歩掛 一部 ・諸雑費率の修正、語句の修正、語句の削除
3-1-5　逆T式橋台歩掛 一部 ・諸雑費率の修正、語句の修正、語句の削除

4.単価表
(1)T形橋脚10m3当り単価表 一部 ・語句の修正
(2)壁式橋脚10m3当り単価表 一部 ・語句の修正
(3)逆T式橋台10m3当り単価表 一部 ・語句の修正
(4)圧送管組立・撤去単価表 一部 ・語句の修正
(5)化粧型枠（橋台・橋脚工）・・・ 一部 ・諸雑費率の明確化

⑲－２橋台・橋脚工（２）
3.単価表
(1)橋台・橋脚工ｺﾝｸﾘｰﾄ・・・ 一部 ・語句の修正
(2)圧送管組立・撤去費単価表 一部 ・語句の修正
(3)機械運転単価表 一部 ・語句の修正
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

第Ⅴ編 第３章 適用基準
公園 施設整備 ①給水設備工

　１－２　水栓類取付工 一部 ・注意事項の追記
・歩掛適用方法の明記

③汚水排水設備工
　３－２　汚水桝・マンホール工 一部 ・注意事項の追記

④園路広場整備工
　４－２　コンクリート系舗装工 一部 ・語句の追加・修正

・表の追加（伸縮目地板使用量）
　４－４　レンガ・タイル系舗装工 一部 ・注意事項の追記・修正

・参考図の修正
　４－６　園路縁石工 一部 ・注意事項の追記

⑧施設仕上げ工
　８－３　左官仕上げ工 一部 ・注意事項の追記

第Ⅷ編 第2章 適用基準
電気通信（歩掛） 共通設備 ⑬耐震施工（あと施工アンカーボルト引張試験） 一部 ・新設

第3章 適用基準
電気設備 ①発電設備設置工 一部 ・発動発電設備据付、調整歩掛の規格追加

第5章 適用基準
電子応用設備 ①CCTV監視制御装置設置工 一部 ・据付、調整歩掛改定

②CCTV装置設置工 一部 ・据付、調整歩掛改定

第Ⅸ編 第20章 適用基準
機械設備 機械設備点検・整備業務 ・点検整備費の積算 一部 ・補助材料比率（消雪設備）追加

・消融雪設備 一部 ・区分及び構成の変更（取水施設の追加）
一部 ・点検工数の改定

第１１編 第１１－１編 独自基準
第2章　　第1節　　直接工事費 一部 ・字句の削除
　 補足資料－１　　直接工事費

第2章　　第2節　　間接工事費 一部 ・字句の削除

第１１編 第１１－３編 独自基準
一部 ・字句の削除、修正

第3章　 基地港別最大作業船 一部 ・調査結果に基づく作業船規格等の改定
　※安来港、恵曇港（一部改定）
　※宍道湖内（新規制定）

第４章　就業時間別の船員供用係数 一部 ・字句の削除

第1章　　５．ブロック運搬据付・撤去工
に伴う
　　　　　　  主作業船舶の回航・えい航

港湾・漁港
漁場整備

港湾

港湾・漁港
漁場整備

港湾・漁港漁場
整備共通
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

第１３編 第１章 独自基準
農業農村 総則 ①総則
整備 　２．工種区分 全部 工種区分の選定について追記

②工事費の積算
　２．間接工事費の積算
　　１）共通仮設費
　　　別表２　共通仮設費率適用範囲
　　　　　　　　率の対象項目
　　　　　　　　率に別途加算できる項目 一部 準備費の対象項目を追加

準備費の率に別途加算できる項目を追加
技術管理費の率に別途加算できる項目を追加

　　　別表４　共通仮設費率の補正
　　　　　　　　一般交通影響有り（１）
　　　　　　　　一般交通影響有り（２） 一部 対象の内容を追加

　　２）現場管理費
　　２）-１現場管理費の構成
　　（１６）公共事業労務費調査に要する費用 一部 項目を追加

　　２）現場管理費
　　　別表６　現場管理費率の補正
　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）
　　　　　　　　　一般交通影響有り（２） 一部 対象の内容を追加

⑮請負工事機械経費積算要領
　　表-１ 一部 機械経費の一部改定

第３章 適用基準
共通工 ①ネットフェンス工（本体）・（扉） 一部 ネットフェンス工（本体）のアンカーブロック規格の改定

第４章 適用基準
コンクリート工 ③モルタル工 一部 施工歩掛の見直し

モルタル手練合わせに水練りモルタルの適用追加および

諸雑費としてモルタルミキサ等費用が歩掛に追加
モルタル塗布の対応範囲から調合・混練りの除外

第８章 適用基準
管水路工 ⑱高密度ポリエチレン管機械布設 一部 施工歩掛の見直し

第１０章 独自基準
ほ場整備工 ５．⑧田区取水管

７．⑬湧水処理暗渠 全部 ほ場部会検討結果に基づき１３編より削除
１１．⑭道路工

第１２章 適用基準
コンクリート補修工 ①ひび割れ補修工

　ひび割れ低圧注入工 一部 施工フローの見直し
施工歩掛の見直し
補正係数の見直し
シール材および注入材の養生歩掛の新設

第１４章 適用基準
仮設工 ⑤道路補修 一部 施工歩掛の見直し

　交通誘導警備員 全部 国交省と計上方法が同等になったため１３編から削除

第１６章 適用基準
施設機械及び電気通信設備 土地改良事業等請負工事積算基準及び

標準歩掛の参考資料（施設機械）
第２章電気通信設備工事（参考資料）
　２　共通設備工
　　２－１　配管・配線工 一部 金属製可とう電線管の歩掛および材料の数量算出に

ついて追加
FEP管及び可とう電線管の付属品の実数計上について
追記
ケーブルの規格の改定、名称の改定（CPEV→FCPEV)
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編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（平成30年10月1日）改定一覧

第１４編 独自基準
森林整備 　総則

　１．適用範囲等 一部 字句の修正

全部 新規追加

独自基準
第１編　共通工　
　第２　運搬工
　　2-4　ベルトコンベア運転 全部 独自基準から削除（適用基準へ）

　第３　コンクリート　
　　3-1　コンクリート工
　　　3-1-5　無筋・鉄筋構造物人力打設 全部 削除
　　　3-1-6　小型構造物クレーン車打設
　　　3-1-7　小型構造物人力打設

　　3-5　張りコンクリート 全部 新規追加

　第４　共通工（１）（溝渠工・法面工等）
　　4-1　溝渠工
　　　4-1-12　排水構造物（プレキャストU型） 全部 新規追加

　第６　基礎工
　　6-2　鋼管ソイルセメント杭工 全部 新規追加

　第９　市場単価
　　9-3　区画線工 全部 土木工事標準単価移行に伴い削除
　　9-11　排水構造物工
　　9-12　コンクリートブロック積工
　　9-15　構造物とりこわし工

第２編　治山
　第３　山腹工
　　3-16　（参考歩掛）
　　　　　　　　コンクリートブロック積工（治山） 全部 新規追加

　第４　地すべり防止工
　　4-7　ボーリング工
　　　　　　　　（ロータリーパーカッション式） 全部 削除

　第６　海岸林造成
　　6-2　海岸植栽
　　　　　　　　（１）砂地造林歩掛 一部 単価表の項目を一部削除

第３編　林道
　第３　橋梁工
　　3-1　鋼橋製作工 全部 新規追加
　　3-2　橋梁塗装工
　　　　　　　　（工場塗装及び塗装前処理）

　　3-4　落橋防止装置工 全部 削除

　　3-6　プレキャストセグメント主桁組立工 全部 新規追加

　第４　道路維持修繕
　　4-3　舗装版切断工 全部 削除
　　4-11　橋梁補修工（支承取替工）

１　森林整備保全
事業設計積算要

４　森林整備保全
事業標準歩掛

⑰　「森林整備保全事業標準歩掛」に記
載がない施工パッケージ型積算方式の
適用について
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