
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
第Ⅰ編 第１章 独自基準
総則 総則 ①適用範囲等 一部 ・文言の変更

第２章 独自基準
工事費の積算 ①直接工事費

　１　材料費
　　１－３土木工事標準単価 全部 ・土木工事標準単価の記載を追加

　４　諸雑費及び端数処理
　　４－４端数処理 一部 ・歩掛における端数処理の考え方を追記

一部 ・一般管理費等での端数処理を明確化

　５　注意事項
　　５－２支給品 全部 ・支給品の項目を削除

②間接工事費
　２　共通仮設費 一部 ・共通仮設費の対象額の項目を追加

一部 ・処分費の取扱いの記載箇所変更

　　２－２運搬費 一部 ・仮設材の積込、取卸しに要する費用の適用範囲を追記

一部 ・重建設機械分解組立及び輸送の適用範囲を明確化
一部 ・同上単価表の適用範囲を追記
一部 ・車扱運賃料金等を通ちょう集から移行

　　２－３準備費 一部 ・抜開・伐採の積算区分等を追記

　　２－４事業損失防止施設費 一部 ・事業損失防止施設費の記載の変更

　　２－７技術管理費 一部 ・技術管理費の率に含まれる部分の語句の追記

　３現場管理費 一部 ・処分費の取扱いの記載の一部削除及び注釈の追記

第４章 独自基準
一部 ・有資格者名簿による種別の工事種別の変更

第５章 独自基準
数値基準等 章題 全部 ・章題の変更「数値基準」→「数値基準等」

②工事数量総括表への条件明示 全部 ・条件明示における記載内容について追加

数値基準一覧表 全部 ・一覧表変更

一部 ・「単価表等の数値基準」「単価表又は一位代価表」
について削除

第１０章 独自基準
一部 ・適用年月の考え方を追記
一部

第１１章 独自基準
設計変更 ３　設計変更の計算例 一部 ・語句の修正

第１２章 独自基準
その他 ①作業日当り標準作業量 全部 ・標準作業量の表を変更

②市場単価の１日当り標準施工量 全部 ・標準施工量の表を変更

③工期日数及び水替日数 一部 ・工期日数の算定参考資料を削除

第１４章 独自基準
①積算上の統一事項 一部 ・積みブロックと擁壁の経済比較の記載を削除

一部 ・床堀に関する記載の削除及び第Ⅱ編に統合
一部 ・積ブロック胴込、裏込コンクリートの取扱いの記載を削除

工法の統一事項 全部 ・削除

水替排水量の算定 全部 ・第Ⅱ編に移行

一般貨物運送事業の貸切り運賃 一部 ・車扱運賃料金及び地区割増料以外は削除
・車扱運賃料金及び地区割増料は第２章に移行

建設工事積算基準（平成27年10月1日）改定一覧

設計・積算統一
事項

随意契約方式に
より工事を発注す
る場合の積算

①随意契約方式により工事を発注する
場合の共通仮設費、現場管理費及び
一般管理費等の調整について

工事の一時中止
に伴う増加費用
等の積算

①工事の一時中止に伴う増加費用等の
積算について ・３．契約後準備工着手前に中止した場合及び準

備工期間に中止した場合の参照ガイドラインを削
除
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅰ編 旧第１５章 独自基準
総則 旧第１５章全部 全部 ・削除

第Ⅱ編 第１章 適用基準
共通工 土工 ②土工 一部 ・掘削　積算条件区分一覧における適用の明確化

一部 ・掘削　代表機労材規格一覧における適用の明確化
一部 ・土砂等運搬　代表機労材規格一覧における適用の明確化

③-１床掘工 一部

運用基準
①土量変化率等 一部 ・土量の変化率について追加

②土工 一部 ・１．ブルドーザ作業のマスカーブについて追加
一部 ・４．置換工法について追加
一部 ・６．埋戻しについて追加

⑥安定処理工 一部 ・安定処理工の積算における取扱いについて追加

第２章 適用基準
共通工 ①-３　コンクリート法枠工 一部 ・施工フロー図における適用範囲の修正

①-７　プレキャストコンクリート板設置工 全部 ・歩掛の施工パッケージ化

③-１　コンクリートブロック積（張）工 一部 ・施工パッケージ内容の明確化

④-１　石積（張）工 全部 ・歩掛の施工パッケージ化

⑤-１　場所打擁壁工（１） 一部 ・施工フロー図における工種改正に伴う記載の修正

・小型擁壁における積算条件区分の追加

・ペーラインコンクリート（材料費）の積算条件区分の追加

⑤-２　場所打擁壁工（２） 全部 ・歩掛の施工パッケージ化

全部 ・補強土壁工（テールアルメ工、多数アンカー工）の歩掛削除

・歩掛の新規制定

⑧　ジオテキスタイル工 全部 ・歩掛の施工パッケージ化

⑨連続地中壁工（柱列式） 一部 ・単価表における混練材の削除

⑪-６　中層混合処理工 一部 ・その他について追記

⑫薬液注入工 一部 ・施工概要における注記について追記

・編成人員における注記について追記

・その他について追記

一部 ・削孔（アンカー）の積算条件区分について追記・削除

⑭構造物とりこわし工 一部 ・適用範囲について追記

・コンクリートはつりにおける適用機械の改定

⑲旧橋撤去工 一部 ・施工フロー図における適用範囲の修正

全部 ・歩掛の施工パッケージ化

 -１函渠工（１） 一部 ・積算条件区分の注記について追記

 -２函渠工（２） 全部 ・歩掛の施工パッケージ化

殻運搬（施工パッケージ） 一部 ・代表機労材規格について追記

・舗装版破砕積込（小規模土工）　代表機労材規
格一覧における適用の明確化

⑦補強土壁工（帯鋼補強土壁、アン
カー補強土壁）

発砲スチロールを用いた超軽量盛土
工

⑬アンカー工(ロータリーパーカッション
式）

設計・積算関係
通ちょう集
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅱ編 運用基準
共通工 ①-１　法面整形工 一部 ・盛土法面整形工の積算について追加

⑤-１　場所打擁壁工（１） 一部 ・設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算について追加

⑤-２　場所打擁壁工（２） 一部 ・設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算について追加

⑪-３　スラリー攪拌工 一部 ・特許使用料の積算について追加

⑪-４　高圧噴射攪拌工 一部 ・特許使用料の積算について追加

⑫　薬液注入工 一部 ・特許使用料の積算について追加

骨材再生工（自走式） 一部 ・骨材の品質確認試験費の積算について追加

－１　函渠工（１） 一部 ・設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算について追加

－２　函渠工（２） 一部 ・設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算について追加

第３章 適用基準
基礎工 一部 ・表５．１～５．３，５．５　語句の修正

一部 ･５－３　諸雑費の足場内容追記
一部 ・６．施工単価入力基準表の単位を修正

一部 ・語句の修正
･５－３　諸雑費の足場内容追記

一部 ・語句の修正
・７．諸雑費の足場内容追記
・８．排出ガス対策型基準値の変更
・９．単価表の記載を修正・参照表を追記

一部 ・語句の修正

・５－５　（注１）に排出ガス対策型を追記
･５－７　諸雑費の足場内容追記、語句の修正
・（２）ベノト杭体工（複合単価表）の単位、注記の修
・表６．４　記載を追記、名称を修正、単位を修正
･鉄筋工の語句の修正

・工法別作業順図の標記を修正

・４．施工歩掛の単位、語句、記載を修正
・語句の修正
・８．諸雑費　の足場材（前者）を削除
・工法別作業順図の標記を修正

・２．施工図を追加
・９（４）語句の修正
・５．及び　６．語句の修正
・７．名称及び語句の修正

・２．施工図を追加

・５．及び　６．語句の修正
・７．名称及び語句の修正

第４章 適用基準
コンクリート工 ①コンクリート工 一部 ・施工パッケージに含まれる費用に関する注釈の

・圧送管の条件入力に関する注釈の追記

②型枠工 一部 ・型枠工の適用できない範囲に関する記載の一部
・「型枠工（省力化構造）」を施工パッケージ化

③溶接金網設置工 一部 ・スペーサーの設置作業、材料費に関する注釈の

運用基準
①コンクリート工 一部 ・呼び強度表の使用箇所修正及び注釈の一部削

除

・９（３）場所打杭工施工歩掛コード入力基準表の
見直しに伴う修正、注記の修正、”表９．２施工規
・９（２）、９（３）材料費施工歩掛コード入力基準表
の見直しに伴う修正、注記を修正

①鋼管・既製コンクリート杭打ち工（パイ
ルハンマ工）

・９（３）スラッシュタンク施工歩掛コード入力基準表
の見直しに伴う修正、注記を修正,

・９（３）場所打杭工施工歩掛コード入力基準表の
見直しに伴う修正、注記の修正、”表９．２施工規
・９（２）、９（３）材料費施工歩掛コード入力基準表
の見直しに伴う修正、注記を修正

④場所打杭工（オールケーシング工・全
回転式オールケーシング工）

②鋼管・既製コンクリート杭打ち工（中堀
工）

⑧場所打杭工（ダウンザホールハンマ
工法）

⑤場所打杭工（リバースサーキュレー
ション工）

⑥場所打杭工（アースオーガ工、硬質
地盤用アースオーガ工）

⑥場所打杭工（アースオーガ工、硬質
地盤用アースオーガ工）
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅱ編 第５章 適用基準 ①　仮設工
共通工 仮設工 　６）工事用仮設材の計上について 一部 ・計上方法のフロー図を追加

⑩　締切排水工
　３．施工歩掛 一部 ・発動発電機の規格の変更

運用基準
①　仮設工
　８）～１１）
　H形鋼、鋼矢板の賃料について 全部 ・賃料の計上方法を追記

⑩　締切排水工
　３．施工歩掛　3－1機種の選定 一部 ・排水量の算定方法を追記（総則からの移動）

⑬　仮設・仮桟橋工
　1．適用範囲 一部 ・仮橋と作業構台の定義を追加

　４．施工歩掛 一部 ・上部工と下部工の損料の扱いを追加

⑯－３　土工用防護柵
　（積算） 一部 ・シートの規格を変更

独自基準
　工事用道路（敷砂利）工 全部 ・「仮道・路面補修工」を削除

・「工事用道路（敷砂利）工」を新規制定

第Ⅵ編 第２章 適用基準 ⑤-５防護柵設置工 一部 １．適用範囲について変更
市場単価

⑯コンクリートブロック積工 ２－４直接工事費の算出
一部 　計算方法について語句の修正

【H27.3.31付け技第694号　平成26年度建設工事
積算基準の一部改訂（第４回）について】以降

【H27.3.31付け技第694号　平成26年度建設工事
積算基準の一部改訂（第４回）について】以降

複合単価
及び市場
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅲ編 第１章 適用基準
河川 河川海岸 ①消波根固めブロック工

　①-１消波根固めブロック工 一部 ・語句の修正（積算条件区分一覧の注釈）
・代表機労材規格一覧の材料に練炭を追加

　①-２消波根固めブロック工 一部 ・語句の追加（施工概要の注釈）
　　　 　（ブロック撤去工）

　①-３消波根固めブロック給熱養生工 一部 ・適用ブロック重量の変更

②捨石工 全部 ・施工パッケージ化

④-2浚渫工（バックホウ浚渫船） 一部 ・語句の追加（施工概要及び施工単価入力基準表の注釈）

⑤軟弱地盤上における柔構造 一部 ・語句の追加（ブロック組立工の注釈）
   樋門・樋管工

第2章 適用基準
河川維持工 ①堤防除草工 一部 ・諸雑費に「飛び石防護材（肩掛け式の場合）」を追加

②堤防天端補修工 全部 ・施工パッケージ化

③堤防芝養生工 全部 ・施工パッケージ化

④伐木除根工 全部 ・施工パッケージ化

⑤塵芥処理工 一部 ・施工パッケージの体系を変更（「運搬」作業分）

⑥ボーリンググラウト工 全部 ・施工パッケージ化

⑦沈床工 一部 ・語句の修正

⑧機械土工 一部 ・語句の追加（代表機労材規格一覧の備考）
（河床等掘削）

⑨多自然護岸工 一部 ・巨石採取の機械追加（掴み装置）
⑨-1　巨石積(張)工

⑨-2　木杭打工 一部 ・語句の修正

⑨-3　柳枝工、玉石階段工 一部 ・語句の修正

⑨-4　巨石据付工 一部 ・語句の修正

⑩護岸基礎ブロック工 一部 ・語句の修正
・適用範囲の変更（ブロック下幅）

⑬袋詰玉石工 一部 ・語句の修正

⑮グラウトホール工 全部 ・施工パッケージ化

⑯連結ブロックの水中吊落し工 一部 ・語句の修正

⑰光ケーブル配管工 一部 ・語句の修正

独自基準
⑪かごマット工
⑪-2多段タイプ 全部 ・標準単価採用に伴う歩掛りの削除

第３章 適用基準
砂防工 ②-１　コンクリート工 一部 ・摘要範囲の明確化

・施工機械の改定
・型わく工歩掛かりの改定
・足場工歩掛かりの改定
・砂防コンクリート打設歩掛かりの改定

第４章 適用基準
地すべり防止工 全部 ・歩掛の施工パッケージ化

第５章 適用基準
①-１　積算基準の運用 一部 ・法面保護シートの削除

①-３　地すべり防止工（集排水ボーリン
グ工）

急傾斜地崩壊防
止工
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅳ編 第1章 適用基準
道路 舗装工 ② アスファルト舗装工

　②－２ 半たわみ性（コンポジット）舗装工 一部 ・条件の追加（浸透用セメントミルク種類）

⑤ コンクリート舗装
　⑤－１ コンクリート舗装工 一部 ・２車線施工の機械の変動に伴う、適用範囲の修正、

　舗設歩掛の改訂等

　⑤－3 連続鉄筋コンクリート舗装工 全部 ・新規制定

第２章 適用基準
付属施設 ①－５防雪柵設置及び撤去工 全部 ・施工パッケージ化による改正

①－６防雪柵現地張出し・収納工 全部 ・施工パッケージ化による改正

①－７雪崩発生予防柵設置工 全部 ・施工パッケージ化による改正

①－９ボックスビーム設置工 全部 ・施工パッケージ化による改正

①－１０遮光フェンス設置工 一部 ・設置歩掛表の記載修正

①－１１雪崩発生予防柵（ＰＣ製）設置工 一部 ・単価表の適用の明確化

①－１２落下物等防止柵設置工 全部 ・施工パッケージ化による改正

③－１路側工（据付け） 一部 ・施工概要の注釈追記
一部 ・積算条件区分一覧の注釈追記・修正
一部 ・代表機労材規格の再生クラッシャーランRC-40削除
一部 ・積算条件区分一覧の注釈追記
一部 ・代表機労材規格の再生クラッシャーランRC-40削除

⑨スノーポール設置・撤去工 全部 ・施工パッケージ化による改正

第３章 適用基準
道路維持修繕工 ①－２切削オーバーレイ工 一部 ・舗装厚の適用範囲を追記

④道路打換え工 一部 ・施工フローにおいて適用範囲を明確化
・歩掛改正による使用機械、作業時間の変更

⑨－１張紙防止塗装工 一部 ・施工パッケージ化による改正

⑩床版補強工 一部 ・足場工、シート張防護工の適用を明確化

⑪－１橋梁補強工（鋼板巻立て）（１） 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑪－２橋梁補強工（鋼板巻立て）（２） 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑪－３橋梁補強工（コンクリート巻立て） 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑫－２橋梁補修工（支承取替工） 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑫－７橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法）） 一部 ・コンクリート削孔歩掛の記載を修正
・アンカー工歩掛の記載を修正

⑬落橋防止装置工 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑭道路除草工 一部 ・適用条件の明確化

⑮－１路面清掃工（機械清掃） 一部 ・路面清掃車の清掃速度の注記を追加

⑮－２路面清掃工（都市型ブラシ式） 一部 ・単価表の注記を追加

⑮－５ガードレール清掃工（自動追従形） 一部 ・ガードレール清掃車の規格を修正

⑮－６デリニェータ清掃工 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑮－７ガードパイプ清掃工 一部 ・諸雑費率の変更

⑮－８橋梁附属物清掃工 一部 ・高所作業車機械区分の記載を削除

⑯－５集水桝清掃工（人力清掃工） 全部 ・施工パッケージ化による改正

⑰トンネル清掃工 一部 ・単価表の注記を追加

⑱トンネル照明器具清掃工 一部 ・機械施工清掃作業歩掛の注記を修正
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅳ編 第３章 適用基準 ⑲トンネル漏水対策工 一部 ・面導水の機種選定表を修正
道路 道路維持修繕工 ・線導水の機種選定表を修正

・単価表の記載を修正

⑳沓座拡幅工 全部 ・施工パッケージ化による改正

桁連結工 全部 ・施工パッケージ化による改正

欠損部補修工 一部 ・加熱合材補修歩掛の変更
・常温合材補修歩掛の追加

路肩整正（人力による土はね） 全部 ・施工パッケージ化による改正

第５章 適用基準
トンネル工 ①トンネル工（ＮＡＴＭ） 一部 ・１．適用範囲の明記

①－１トンネル工（ＮＡＴＭ） ・表４．５火薬使用量の変更
［発破工法］ ・表４．４１～４３規格の明記

①－２トンネル工（ＮＡＴＭ） 一部 ・１．適用範囲の明記
［機械掘削工法］ ・表４．２０，２１，２３運転時間の変更

・表３５～３７規格の明記

①－３トンネル濁水処理工 一部 ・表３．２濁水処理設備保守点検歩掛の改訂
・５．単価表（５）規格・適用の明確化
・５．単価表（６）歩掛の改訂

第７章 適用基準
橋梁工 ①鋼橋製作工 一部 ・請負工事費の構成に関する注釈追記

一部 ・材料費の規格エキストラに係る語句追加
一部 ・橋工場製作輸送費の輸送単価（円/ｔ）改訂

③鋼橋架設工 一部 ・架設工の付表（一部材質量による係数）の注釈追記

⑤鋼橋床板工 全部 ・施工パッケージ化

⑮伸縮装置工（鋼製） 一部 ・適用範囲の補足追記（明確化）

⑯橋梁排水管設置工 一部 ・適用範囲の記載内容修正
一部 ・排水管の施工パッケージを分離

⑲橋台・橋脚工（１） 一部 ・橋台・橋脚工の施工歩掛の注釈の追記・修正・削除

運用基準
①鋼橋製作工 一部 ・本体の仮組立工数の注釈一部削除

③鋼橋架設工 一部 ・鋼床版現場溶接工に使用する消耗材料費の単価変更

⑩ＰＣ橋片持架設工 一部 ・作業車据付解体工の作業車損料額の単価変更

⑳積算参考資料 一部 ・（参考図）主要都市間の距離を削除
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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27年10月1日）改定一覧

第Ⅶ編 第２章 適用基準 ⑤　間接工事費
電気通信 工事費の積算 　４　機器間接費
（積算） 　　２．機器管理費 一部 ・機器単体費の対象の変更

第Ⅸ編 第１章
機械設備 一般共通 適用基準 ⑤　請負工事費の積算 一部 ・技術管理費の率対象項目の変更

運用基準 (章末)　設計書記入例等 一部 ・設計書記入例、参考の削除

第２章 適用基準
水門設備 ②　ダム用水門設備

　２．直接製作費 一部 ・部品費の区分の変更
一部 ・標準製作工数等の変更

第３章 適用基準
ゴム引布製起伏 ３．直接工事費 一部 ・材料費、据付工数及び機械経費の積上対象の変更

ゲート設備

第４章 運用基準
揚排水ポンプ設備 ③　コラム形水中ポンプ設備 一部 ・材料費、据付工数及び機械経費の積上対象の変更

　３．直接工事費

第５章 適用基準
ダム施工機械設備 ２.直接製作費 一部 ・材料費及び据付工数の積上対象の変更

３.直接工事費 一部 ・材料費、据付工数及び機械経費の積上対象の変更

４.解体撤去費 一部 ・解体撤去工数の積上対象の変更

第６章 適用基準 ①　ジェットファン設備
トンネル換気設備 　２．直接製作費 一部 ・据付工数の変更

　３．直接工事費 一部 ・機械の規格の変更

②　送風機設備
　２．直接製作費 一部 ・材料費の積上対象の変更

　３．直接工事費 一部 ・据付工数及び機械経費の積上対象の変更

第１１章 適用基準
車両重量設備 ３　直接工事費 一部 ・据付工数及び機械経費の積上対象の変更

第１２章 適用基準
ダム管理設備 ３　直接工事費 一部

第１５章 運用基準

３　現場塗装

塗装 　３－４諸雑費 一部 ・国基準と整合を図り改訂
　［解］１ ・国基準と整合を図り改訂

　［解］２ ・国基準と整合を図り改訂

第１１－３編 第１章 独自基準

３．捨石・被覆石の投入渡し単価が設定
されていない場合の取扱について 全部

４．海上運搬据付等の往復平均えい航
距離が１５ｋｍを超える場合について 全部

５．ブロック運搬据付・撤去工に伴う
主作業船舶の回航・えい航費算定について 全部

第３章 独自基準
表－１

一部 ・宍道湖内を基地港とする船舶の追加

・材料費、据付工数及び機械経費の積上対象の
変更

港湾・漁港
漁場整備
共通 ・項目を追加

・海上クレーンを使用したブロック運搬据付・撤去
工における県独自歩掛を削除し、回航・えい航費
の算定方法を改定

・項目を追加
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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27年10月1日）改定一覧

第１３編 第１章 独自基準
総則

①総則
　１　適用範囲 一部 ・文言の変更

②工事費の積算
　２　間接工事費の積算 一部 ・率計算による算定方法の変更（共通仮設費）

一部 ・共通仮設費率適用範囲の変更（準備費）
一部 ・現場管理費の対象金額算定方法の変更

　3　その他 一部 ・処分費等の取扱いの記載を変更

⑤数値基準 一部 ・文言の変更

⑪請負工事機械経費積算要領等
　⑤建設用仮設材賃料積算基準について 一部

第7章 適用基準
河川・水路工 ②サイド・アンダードレーン工 一部 ・労務の改正

一部 ・材料補正係数の改正
一部 ・使用機械の改正（損料→賃料）

第８章 適用基準
管水路工 ③硬質塩化ビニル管機械布設 一部 ・運転時間の改正（h→日）

一部 ・諸雑費率の改正

⑫小バルブ類取付工（人力） 一部 ・労務歩掛の改正

第10章 適用基準
ほ場整備工 ①ほ場整備整地工 一部 ・バックホウの日当り運転時間の追加

一部 ・諸雑費率の追加
一部 ・機械運転適用単価表（バックホウ）の改正

第13章 適用基準
復旧工 ②耕地表土掘削・埋戻（機械） 一部 ・施工歩掛の改正

一部 ・運転単価表の改正

③耕地復旧（耕起） 一部 ・日当たり施工量の改正

第16章 適用基準 土地改良事業等請負工事標準歩掛
施設機械及び （施設機械）
電気通信設備

第３章　水門設備　

一部 ・機種の改正（トラッククレーン→各種クレーン）

　第２　ダム用水門設備
　　２　直接製作費
　　　２－１　材料費 一部 ・副部材費率及び部品費率の廃止

　　３　直接工事費
　　　３－３　据付工数 一部

　　　３－６　直接経費 一部 ・機種の改正（トラッククレーン→移動式クレーン）

一部 ・据付補助材料費率の廃止

　　　３－３　据付工数 一部 ・標準据付工数の廃止

　　　３－６　直接経費 一部 ・機種の改正（トラッククレーン→各種クレーン）

　　５　直接経費 一部 ・機種の改正（トラッククレーン→移動式クレーン）

・たて込み簡易土留機材修理費及び損耗費表の
改定

農業農村
整備

一部 ・機種の改正（トラッククレーン→各種クレーン）

　第３　ゴム引布製起伏ゲート設備
　　３　直接工事費
　　　３－２　材料費

　　　２－３　製作工数

・ホロージェットバルブ、フィクストコーンバルブの標
準据付工数の廃止

一部 ・ホロージェットバルブ、フィクストコーンバルブの標
準製作・工数の廃止

　第１　河川・水路用水門設備
　　３　直接工事費

第４章　除塵設備
　第３　直接工事費

第２章　用排水ポンプ設備
　第３　直接工事費
　　３　据付工数
　　５　直接経費
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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27年10月1日）改定一覧

第１３編 第16章 適用基準
施設機械及び 第５章　ダム管理設備
電気通信設備

一部 ・標準据付工数の廃止

　　５　直接経費 一部 ・機種の改正（トラッククレーン→移動式クレーン）

一部 ・諸雑費率の改正

一部 ・IPネットワーク設備設置工の追加

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１章　鋼橋製作架設工事（参考資料）
　第２　工場製作原価
　　１　直接製作費 一部 ・付属物の標準製作工数の追加

　第３　架設工事原価
　　１　直接工事費

一部 ・機種の改正
（クレーン、トラッククレーン→移動式クレーン）

　第４　床版工
　　１　鋼橋床版工 一部 ・鉄筋工の追加

第14編 ２ 適用基準 第１編共通工第８仮設工　 全部 ・歩掛の改正
森林整備 ８－６キャットウオーク

第３編治山第３山腹工 全部 ・歩掛の改正
３－８階段切付

第３編治山第５森林整備 全部 ・普通苗とコンテナ苗に区分
５－１－２植栽工（Ｂ）

第３編治山第５森林整備 全部 ・歩掛の改正
５－１－１１本数調整伐

第３編治山第６海岸林造成 全部 ・歩掛の改正、補正係数の新設
６－１（参考歩掛）生育基盤盛土工

農業農村
整備

森林保全事業標
準歩掛

　第３　直接工事費
　　３　据付工数

第９章　電気通信設備
　第２　据付歩掛
　　５　通信設備工

第７章　塗装
　第３　現場塗装
　　６　諸雑費

第８章　水管橋
　第３　直接工事費
　　３　据付工数
　　５　直接経費

一部 ・機種の改正
（クレーン、トラッククレーン→移動式クレーン）
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