
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

適用基準 全部 【県基準に適用する国の運用】追加

一部 土木工事標準積算基準書　読替（該当箇所）の修正

一部 公園緑地工事標準歩掛　読替（該当箇所）の修正

一部 港湾土木請負工事積算基準　読替（該当箇所）の修正

全部 国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信
編）等の運用　読替の追加

第Ⅰ編 第２章 独自基準
総則 工事費の積算 ②間接工事費

　2　共通仮設費
　　(2)　算定方法 一部 別表　本建設工事積算基準に記載……の追加

　　2-1　共通仮設費の率分
　　　(2)　共通仮設費率の補正
　　　　1)　施工地域を考慮した共通
　　　　　　仮設費率の補正及び計算
　　　　　　　図-1　地域補正の適用フロー 一部 ・左側2段目◇内の修正

・左側3段目◇の削除

　　2-2　運搬費
　　　(4)　仮設材等の運搬
　　　　1)　仮設材等(鋼矢板，Ｈ形鋼， 一部 ・基本運賃表の改定
　　　　　　覆工板，敷鉄板等)の運搬 ・500kmを超える基本運賃の削除

・注釈３．誘導車……を追加

　　　(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 ・バックホウ系　（超ロングアーム形は除く）を追加

・オールケーシング掘削機　〔据置式〕→〔スキッド式〕
・連続地中壁用機械　ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞを削除

　　　　　表5.2　クレーンの規格選定 一部 ・オールケーシング掘削機　〔据置式〕→〔スキッド式〕
・連続地中壁用機械(ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ)を削除
・オールケーシング掘削機〔スキッド式〕規格、機械名追加

　　　　　表5.3　分解・組立１台１回当り 一部 ・オールケーシング掘削機　〔据置式〕→〔スキッド式〕
　　　　　　　　　歩掛 ・オールケーシング掘削機〔スキッド式〕規格追加

・連続地中壁用機械(ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ)を削除

　　　　4）単価表
　　　　　(１)　重建設機械分解組立輸送 一部 ・注釈４　オールケーシング掘削機の以下について修正

　　　　　　　　１回当り単価表 　　〔据置式〕→〔スキッド式〕
　　60～65ｔ→70t
・注釈５の追加

　　　　　(２)　重建設機械分解組立 一部 ・注釈３　オールケーシング掘削機の以下について修正

　　　　　　　　１回当り単価表 　　〔据置式〕→〔スキッド式〕
　　60～65ｔ→70t
・注釈４の追加

　　　　　(10)　仮設材の運搬基地
　　　　　　　　(別表)リース業者等基地 一部 ・敷鉄板を(50t未満）、(50t以上)に細分

　　2-5　安全費
　　　（２）　積算方法
　　　　　1）　トンネル工事における呼吸 一部 呼吸用保護具等費用の金額、率修正
　　　　　　　用保護具の積算

　　2-7　技術管理費
　　　（２）積算方法
　　　　（ロ）現場条件等により積上げを 一部 ・防護柵の出来形管理のための……追加
　　　　　　　要する費用

　　　　（ヘ）ICT建設機械に要する以下 一部 ・語句の追記
　　　　　　　の費用

第４章 独自基準 ①一般管理費等
　4　一般管理費等率の補正 一部 ・前払金の補償がない工事は補正対象外である旨追記

第５章 独自基準 ②数量総括表への条件明示
数値基準 　　別表 一部 ・鋼製堰堤本体工の工種　河川構造物→砂防

建設工事積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

一般管理費等及
び消費税等相当

1/25



編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

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

　　　表2.2　運転日当り電力消費率 一部 ・表の修正

第9章 独自基準 ①土木請負工事における現場環境改善
　　費の積算
　　　別表-1 一部 ・注釈の追記

第10章 独自基準 ①工事の一時中止に伴う増加費用等の
　　積算
　　　別表-1 一部 ・注釈　語句の追記

第11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）

第15章 独自基準
①請負工事機械経費積算要領
　1-3　建設機械損料の補正
　　1-3-7　トンネル工事用機械の損料 全部 ・トンネル工事用機械損料算定表の追加

第Ⅱ編 第１章 適用基準 ①土量変化率等
共通工 土工 4.土質区分の対応

　表4.1　適用土質(1) 一部 ・押土（ルーズ）（砂防）の削除
　表4.2　適用土質(2) 一部

②－１　土工
１．適用範囲
　1-1適用できる範囲 一部 ・「岩石の床堀の場合」とあったものを、「岩石（軟岩）の床堀り

で施工数量が5,000m3未満の場合」として区分を修正
　1-2適用出来ない範囲 一部
　　1-2-6「押土（ルーズ）」 ・（２）押土（ルーズ）（砂防）の削除
　2-1施工フロー
　　2-2-1「路体（築堤）盛土」、「路床盛土」、「整地」 一部 ・「敷均し・締固め作業」の削除
３．施工パッケージ
　3-1　掘削
　　土砂、岩塊・玉石 一部 ・条件区分の追加（5,000ｍ3未満の新設）
　　軟岩 一部 ・条件区分の変更（500ｍ3未満の区分が廃止となり

　1,000ｍ3と5,000ｍ3の区分が新設）
　　５．障害の有無
　　　土質：軟岩の場合 一部 ・障害有無の区分を500ｍ3を5,000ｍ3に修正
　　６．施工数量、破砕片除去数量 一部 ・区分の修正、記載の修正

　土量→数量、軟岩区分500ｍ3→5,000ｍ3
・軟岩・オープンカットの積算条件区分フローの追加

　　９．軟岩床掘の場合 一部 ・「500ｍ3未満を適用」との記載を削除
　3‐4　路体（築堤）盛土 一部 ・「敷均し締固め」区分の削除
　3-5　路床盛土 一部 ・積算条件区分を「平均幅員」→「施工幅員」に修正

②－２　土工（ＩＣＴ）
１．適用範囲
　2-1施工フロー
　　2-1-2「路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）」、「路床盛土（ＩＣＴ）」 一部 ・「敷均し・締固め作業」の記載削除
３．施工パッケージ
　3-1　掘削（ＩＣＴ）
　　土砂、岩塊・玉石 一部 ・条件区分の追加（5,000ｍ3未満の新設）

全部 ・表3.2掘削（ＩＣＴ）積算条件区分一覧を削除
一部 ・表3.3掘削（ＩＣＴ）代表機労材規格一覧

　施工数量の記載を一部修正
全部 ・表3.4掘削（ＩＣＴ）代表機労材規格一覧を削除

　3‐2　路体（築堤）盛土（ICT) 一部 ・「敷均し締固め」区分の削除
　　表3.6路体（築堤）盛土（ICT)代表機労材規格一覧 ・代表機械の変更（ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞの設定）

・普通作業員を削除
　3-3　路床盛土（ICT)

１日未満で完了
する作業の積算

請負工事機械経
費積算要領

・施工パッケージ区分の項目「ベルトコンベヤ（ポー
タブル）併用人力掘削、ベルトコンベヤ（ポータブ
ル）併用人力積込」の記載を削除

建設機械運転労
務等

土木請負工事に
おける現場環境
改善費の積算

工事の一時中止
に伴う増加費用
等の積算
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　　（１）条件区分 一部 ・「平均幅員」→「施工幅員」に修正
　　表3.6路床盛土（ICT)代表機労材規格一覧 ・代表機械の変更（ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞの設定）

・普通作業員を削除
４．ICT建設機械経費加算額 ・ICT建設機械経費加算額（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ）の削除
５．その他ICT建設機械経費等
　５－１保守点検
　　'（２） ・保守点検費の（人/日）数量の修正
７．参考資料
　7-1　ICT建機使用割合100％以外の場
合における積算

一部 記載の修正

　7-2　積算例（ICT建機使用割合100％
以外の場合）

一部 記載の削除・修正

③作業土工
　③-1　床掘工
　　３．施工パッケージ 一部 区分、語句の修正

記載の追加
第Ⅱ編 第２章 適用基準
共通工 共通工

①－４コンクリート法枠工
１．プレキャスト法枠工
１－２施工概要
図１－１　施工フロー 一部 語句の修正（１．１→１－１）

１－６諸雑費
プレキャストブロック設置等・・・ 一部 記載の追加

２．現場打法枠工
２－２施工概要
図２－１　施工フロー 一部 語句の修正（２．１→２－１）

２－５　コンクリート投入打設
表２．３　コンクリートポンプ・・・
（注）１．上表は，法枠本体・・・ 一部 記載の追加（「（注）１．上表は，」）

①－６現場吹付法枠工 全部 基準の使用実態に応じた廃止（※左の「改定項目」
の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

①－６吹付法面とりこわし工 一部 語句の修正（①－７→①－６：項目の削除による繰
り上げ）

１．適用範囲 一部 記載の追加
４．施工パッケージ
４－１　吹付法面とりこわし
（１）条件区分
表４．１　吹付法面取壊し・・・
（注）１～２ 一部 記載の追加
（注）３～５ 一部 番号の修正

（２）代表機労材規格
表４．２　吹付法面取壊し・・・ 一部 代表機械の変更（表中）

①－７　プレキャストコンクリート板設置工 一部 語句の修正（①－８→①－７：項目の削除による繰
り上げ）

③コンクリートブロック積（張）工
１．　適用範囲
１－１　適用出来る範囲
１－１－１４　プレキャスト基礎
　　　　　　　　ブロック
（１）コンクリートブロック積
　　（張）工及び・・・

一部 語句の修正

３．　施工パッケージ
３－１　コンクリートブロック積
（１）条件区分
表３．１　コンクリートブロック積・・・

（注）１．上表は，・・・ 一部 語句・記載の追加
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）１．上表は，・・・ 一部 語句・記載の追加

３－３　間知ブロック張
（１）条件区分
表３．６　間知ブロック張・・・ 一部 区分の修正
（注）１、６ 一部 語句の追加・削除

表３．１１　遮水シート規格 全部 記載の追加
（２）代表機労材規格
表３．１２　間知ブロック張・・・ 一部 語句の修正（表番号の修正）、語句の追加・修正（表中）

３－４　平ブロック張
（１）条件区分
表３．１３　平ブロック張・・・ 一部 語句の修正（表番号の修正）、区分・語句の修正（表中）

（注）１、４ 一部 語句の追加・削除
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表３．１４、表３．１５ 一部 語句の修正（表番号の修正）
表３．１６平ブロック張・・・ 一部 語句の修正（表番号の修正）、語句の追加・修正（表中）

３－５　連節ブロック張
（１）条件区分
表３．１７　連節ブロック張・・・ 一部 語句の修正（表番号の修正）、区分の削除・修正（表中）

（注）１～５ 一部 語句の追加・削除
表３．１８　連節鉄筋（鋼線）
　　　　　　規格

一部 語句の修正（表番号の修正）

（２）代表機労材規格
表３．１９　連節ブロック張・・・ 一部 語句の修正（表番号の修正）、記載の削除（表中）、

語句の追加・修正（表中）
３－６　緑化ブロック積
（１）条件区分
表３．２０　緑化ブロック積
　　　　　　積算条件区分一覧

一部 語句の修正（表番号の修正）、語句の修正（表中）

（注）１．上表は・・・ 一部 語句の追加・削除
表３．２０　～表３．２８ 一部 語句の修正（表番号の修正）

３－１１　遮水シート張
（１）条件区分 一部 記載の削除・追加
表３．２９　遮水シート張・・・ 全部 区分の追加
（注）１．コンクリートブロッ
　　　　　ク張・・・

一部 語句の追加・削除

表３．３０　～表３．３８ 一部 語句の修正（表番号の修正）

⑤－１　場所打擁壁工（１）
１．　適用範囲
１－１　適用出来る範囲
１－１－２　小型擁壁（Ｂ）
（２）コンクリート打設地上高さが・・・ 一部 記載の追加

３．　施工パッケージ
３－１　小型擁壁（Ａ）
（２）代表機労材規格
表３．４　小型擁壁（Ａ）・・・ 一部 語句の追加・修正（表中）

３－５　逆Ｔ型擁壁
（１）条件区分
表３．１３　逆Ｔ型擁壁・・・ 一部 語句の追加・修正（表中）
（注）１．上表は、・・・ 一部 語句の削除

３－６　Ｌ型擁壁
（１）条件区分
表３．１６　Ｌ型擁壁・・・
（注）１．上表は、・・・ 一部 語句の削除

⑥　プレキャスト擁壁工
３．　施工パッケージ
３－１　プレキャスト擁壁設置
（１）条件区分
表３．１　プレキャスト擁壁設置・・・

（注）３～（注）５ 一部 記載の追加、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）
１．　適用範囲 一部 語句の削除
表１．１　帯鋼補強土壁・・・・ 一部 区分の削除（表中）
参考図．各工種の標準壁面形状 一部 語句の削除、図の削除

３．　施工パッケージ
３－１　補強土壁壁面材組立・設置
（１）条件区分
表３．１　補強土壁壁面材
　　　　　組立・設置・・・

一部 区分の削除（表中）

（注）１．上表は、・・・ 一部 語句の削除
表３．３　補強材取付　積算
　　　　　条件区分一覧

一部 区分の削除（表中）

（注）１．上表は、・・・ 一部 語句の削除
３－５　まき出し・敷均し，締固め
（１）条件区分
表３．５　まき出し・敷均し，
　　　　　締固め・・・

一部 区分の削除（表中）

（注）１．上表は、・・・ 一部 語句の削除

⑨－１　構造物補修工（ひび割れ補修
　　　　　工（充てん工法））

全部 道路→共通工へ移行

１．　適用範囲
本資料は，・・・ 一部 歩掛改定に伴う記載の変更

２．　施工概要
図２－１　施工フロー 一部 歩掛改定に伴う記載の変更（フロー図中）

３．　編成人員 全部 歩掛改定に伴う記載の削除（※左の「改定項目」の
列に記載してある内容は、旧基準のものです）
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３．　施工歩掛 一部 番号の修正（４．→３．）
３－１ひび割れ補修工（充てん
　　　工法）

一部 歩掛改定に伴う記載の変更

４．　単価表 一部 番号の修正（５．→４．）
　（１）ひび割れ補修工（充てん
　　　工法）・・・

一部 歩掛改定に伴う記載の変更

　（２）ひび割れ補修工（充てん
　　　工法）・・・

全部 歩掛改定に伴う記載の追加

⑨－２　構造物補修工（ひび割れ補修
　　　　　工（低圧注入工法））

全部 道路→共通工へ移行

１．　適用範囲
本資料は，・・・ 一部 歩掛改定に伴う記載の変更

２．　施工概要
図２－１　施工フロー 一部 歩掛改定に伴う記載の変更（フロー図中）

３．　編成人員 全部 歩掛改定に伴う記載の削除（※左の「改定項目」の
列に記載してある内容は、旧基準のものです）

３．　施工歩掛 一部 番号の修正（４．→３．）
３－１ひび割れ補修工（低圧注入
　　　工法）

一部 歩掛改定に伴う記載の変更

４．　単価表 一部 番号の修正（５．→４．）
　（１）ひび割れ補修工（低圧注入
　　　工法）・・・

一部 歩掛改定に伴う記載の変更

　（２）ひび割れ補修工（低圧注入
　　　工法）・・・

全部 歩掛改定に伴う記載の追加

【参考】１構造物について（橋梁） 一部 歩掛改定に伴う記載の追加

⑨　連続地中壁工（柱列式） 全部 基準の使用実態に応じた廃止（※左の「改定項目」
の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

⑨－３　構造物補修工（断面修復工
　　　　　（左官工法））

全部 道路→共通工へ移行

１．　適用範囲
本資料は、・・・ 一部 歩掛改定に伴う記載の変更

２．　施工概要
図２－１　施工フロー 一部 歩掛改定に伴う記載の変更（フロー図中）
（注）１，２ 一部 ２．の追加による番号の整理

３．　編成人員 全部 歩掛改定に伴う記載の削除（※左の「改定項目」の
列に記載してある内容は、旧基準のものです）

３．　施工歩掛 一部 番号の修正（４．→３．）
３－１～３－４ 一部 歩掛改定に伴う記載の変更

４．　単価表 一部 歩掛改定に伴う記載の変更
　（１）断面修復工（左官工法）・・・ 一部 歩掛改定に伴う記載の変更
　（２）～（４） 全部 歩掛改定に伴う記載の追加
【参考】１構造物について（橋梁） 一部 歩掛改定に伴う記載の追加

⑩－１　排水構造物工
１．　適用範囲
１－１　適用出来る範囲
１－１－６　プレキャスト集水桝
（２）プレキャスト製・・・ 全部 記載の追加

１－２－６　プレキャスト集水桝
（１）プレキャスト製集水桝・・・ 一部 記載の修正
（２）組立式プレキャスト製
　　　集水桝の場合

全部 記載の追加

３．　施工パッケージ
３－１　ヒューム管（Ｂ形管）
（１）条件区分
表３．１　ヒューム管
　　　　　（Ｂ形管）・・・
（注）１．上表は、・・・ 一部 記載の修正

３－２　ボックスカルバート
（１）条件区分
表３．７　ボックスカル
　　　　　バート・・・
（注）７．基礎砕石、・・・ 一部 語句の削除

３－３　暗渠排水管
（１）条件区分
表３．１１　暗渠排水管・・・
（注）１、（注）４～６ 一部 記載の修正・追加

３－６　プレキャスト集水桝
（１）条件区分
表３．１７　プレキャスト
　　　　　　集水桝・・・
（注）１、６ 一部 記載の修正

表３．１８　製品質量 一部 区分の変更・追加（表中）
（２）代表機労材規格
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表３．１９　プレキャスト
　　　　　　集水桝・・・

一部 代表機械の追加・修正（表中）、記載の削除（表中）

⑪－２　粉体噴射撹拌工（ＤＪＭ工法）
３．　施工パッケージ
３－１　粉体噴射撹拌
（１）条件区分
表３．１　粉体噴射撹拌
　　　　　積算条件区分一覧
（注）８～１１ 一部 記載の追加、番号の修正

⑪－３　スラリー撹拌工
１．　適用範囲
本資料は、・・・ 一部 記載内容の変更

３．　機種の選定
表３．１　機種の選定 一部 記載の追加（表中）
（注）３．※の機種については、・・・ 全部 記載の削除（※左の「改定項目」の列に記載してあ

る内容は、旧基準のものです）
５．施工歩掛
５－１　杭施工本数
表５．３　１日当り杭施工本数（Ｎ） 全部 新規追加
表５．４　１日当り杭施工本数（Ｎ） 一部 語句の修正（表番号の修正）、記載内容の変更（表中）
（注）５．軸の継足しがある場
合は，・・・

全部 記載の削除（※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

（注）５．安定処理工が必要
な場合は，・・・

一部 番号の修正

表５．５　１日当り杭施工本数（Ｎ） 一部 表番号の修正
（注）５．軸の継足しがある場
合は，・・・

全部 記載の削除（※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

（注）５、（注）６ 一部 番号の修正
表５．６　１日当り杭施工本数（Ｎ） 一部 表番号の修正
（注）５．軸の継足しがある場
合は，・・・

全部 記載の削除（※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

（注）５、（注）６ 一部 番号の修正
表５．７　１日当り杭施工本数（Ｎ） 一部 表番号の修正
（注）５．軸の継足しがある場
合は，・・・

全部 記載の削除（※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

（注）５、（注）６ 一部 番号の修正
（注）７．杭式は，２本同時施
工とする。

全部 記載の削除（※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです）

（注）７．二軸施工の１日当り
杭施工本数は，・・・

全部 新規追加

表５．８　ロス率（Ｋ） 一部 番号の修正
５－３　諸雑費
表５．９　諸雑費率 一部 語句の修正（表番号の修正）、記載内容の追加（表中）
表５．１０　スラリプラント現場
内移設歩掛

一部 語句の修正（表番号の修正）

６．　単価表
（１）スラリー撹拌工杭長○○
ｍ１本当り単価表

一部 語句の修正（表中の表番号の修正）

（２）スラリプラント現場内移設
１回当り単価表

一部 語句の修正（表中の表番号の修正）

⑮　コンクリート削孔工
１．　適用範囲
本資料は、・・・ 一部 記載の削除・修正
表１－１　削孔機械別適用範囲 一部 区分の修正

２．　施工概要 全部 新規追加
３．　施工パッケージ 一部 番号の修正

３－１　コンクリート削孔（電動ハ
ンマドリル４０ｍｍ）

一部 区分の修正

（１）条件区分
条件区分は，・・・ 一部 区分の修正
表３．１　コンクリート削 全部 区分の修正（表中）
（注）１．電動ハンマドリ
ル・・・

一部 記載の削除・修正

（注）２．不達孔（削孔ロ
ス）を含み，・・・

全部 新規追加

（注）３、（注）４ 一部 番号の修正
（２）代表機労材規格
表３．２　コンクリート削孔・・・ 一部 代表機械の追加

３－２　コンクリート削孔（さく岩機） 一部 番号の修正
（１）条件区分
表３．３　コンクリート削孔（さく
岩機）　積算条件区分一覧

一部 語句の修正（表番号の修正）、区分の修正（表中）

（注）１．上表は，さく岩機
による・・・

一部 記載の削除・修正
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（注）２．不達孔（削孔ロ
ス）を含み，・・・

全部 新規追加

（注）３、（注）４ 一部 番号の修正
（２）代表機労材規格
表３．４　コンクリート削孔（さく
岩機）　代表機労材規格一

一部 表番号の修正、代表機械の変更（表中）

３－３　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 一部 番号の修正
（１）条件区分
表３．５　コンクリート削孔（コ
ンクリート穿孔機）　積算条件
区分一覧

一部 表番号の修正、区分の修正（表中）

（注）１．上表は，コンク
リート穿孔機による・・・

一部 記載の削除・修正

（注）３．不達孔（削孔ロ
ス）を含み，・・・

全部 新規追加

（注）４、（注）５ 一部 番号の修正
表３．６、３．７ 全部 新規追加
表３．８　適用削孔径と使用ビット径 一部 表番号の修正、区分の修正（表中）

（２）代表機労材規格
表３．９　コンクリート削孔（コ
ンクリート穿孔機）　代表機労
材規格一覧

一部 表番号の修正、区分の修正（表中）

㉓　骨材再生工（自走式）
４．　骨材再生工
４－１　機種の選定
表４．１　機種の選定
（注）１．殻小割工は・・・ 一部 記載の削除

㉔－１　函渠工　（１）
３．　施工パッケージ
表３．１　函渠　積算条件区分一覧 一部 語句の修正（表中）
（注）８．基礎砕石，・・・・ 一部 記載の修正
（表）９．目地・止水板の規格は，・・・全部 新規追加
（表）１０～１３ 一部 番号の修正

㉔－３　函渠工　（３）大型プレキャスト 全部 新規追加
ボックスカルバート工

㉕　殻運搬
２．　施工パッケージ
２－１　殻運搬
（１）条件区分
表２．１　殻運搬　積算条件区分一覧一部 区分の修正・追加（表中）【吹付法面取壊し（モルタル）】

第3章 適用基準
基礎工 ①-2　中掘工

5.施工歩掛
5-2　杭頭処理 一部 ・記載の修正

①-3　鋼管ソイルセメント杭工
2.施工概要
2-1　施工内容 一部 ・モデル図内の文字の鮮明化

5.施工歩掛
5-2　杭１本当り準備時間 一部 ・記載の修正

②-1　全回転式オールケーシング工
標題 一部 ・オールケーシング工・を削除
1.適用範囲 一部 ・オールケーシング工適用範囲を削除

　全回転オールケーシング工の適用を追加
2.施工概要 一部 ・記載の修正
3.機種の選定
3-1　機種の選定
表3.1　機種の選定 一部 ・歩掛改定に伴い、表の全部を変更

・(注)の別途考慮規定削除
3-2　掘削機の規格
図3-1　掘削機別選定 一部 ・歩掛改定に伴い、選定図の全部を変更

3-3　クローラクレーンの規格
図3-2　クローラクレーン別選定 全部 ・歩掛改定に伴い、追加

5.施工歩掛
5-1　杭１本当りの施工日数 全部 ・歩掛改定に伴い、変更。土質係数（α）の記載を全削除
①　杭1 本当りの掘削日数（ＤC1） 全部 ・歩掛改定に伴い、変更
②　杭１本当りのコンクリート 全部 ・歩掛改定に伴い、変更

打設等の施工日数
5-2　材料の使用数量 一部 ・記載の修正
5-3　杭頭処理
表5.4　杭頭処理歩掛 一部 ・歩掛改定に伴い、表の全部を変更
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・(注)の諸雑費対象機具、対象外機具の記載の修正
5-4　鉄筋工 一部 ・記載の修正
5-5　諸雑費 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
表5.5　諸雑費率 一部 ・揺動式、全回転式の分けを取りやめ

・歩掛改定に伴い、諸雑費率の記載の修正
6.単価表

(1)　基礎杭工１本当り単価表 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
(2)　杭頭処理１本当り単価表 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
(3)　機械運転単価表 一部 ・揺動式、全回転式の分けを取りやめ

・歩掛改定に伴い、記載の修正

②-3　アースオーガ工・
硬質地盤用アースオーガ工

1.適用範囲
図1-1　施工図 一部 ・鋼管の場合の削除

2.施工概要
図2-1　施工フロー 一部 ・記載の修正

3.機種の選定
3-1　機種の選定
表3.1　機種の選定 一部 ・作業種別の記載の修正

6.材料使用量 一部 ・算出式内、Ｄの対象を杭径のみに修正
9.単価表

(1)　杭10本当り単価表 一部 ・鋼材の単位を「kg」→「ｔ」に修正

②-4　大口径ボーリングマシン工
5.施工歩掛 一部 ・記載の修正

①　杭1 本当りの掘削日数（T1） 一部 ・記載の修正

②-5　ダウンザホールハンマ工
1.適用範囲 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更

表1.1　設計杭径及び削孔径 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更。防護柵の追加
図1-1　施工図 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。防護柵の追加

2.施工概要
2-1　施工フロー
1)　Ａ工法 一部 ・歩掛改定に伴い、フロー図の記載の修正。注釈の追加

2)　Ｂ工法 一部 ・歩掛改定に伴い、フロー図の記載の修正。注釈の追加

3)　Ｃ工法 全部 ・歩掛改定に伴い、追加
2-2　工法の選定
図2-2　工法の選定 一部 ・歩掛改定に伴い、作業架台必要性、Ｃ工法追加

3.機種の選定
3-1　機種の選定
表3.1　機種の選定(Ａ工法) 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
表3.2　機種の選定(Ｂ工法) 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
表3.3　機種の選定(Ｃ工法) 全部 ・歩掛改定に伴い、追加

3-2　掘削機の選定
1)　クレーン(掘削用) 一部 ・歩掛改定に伴い、選定基準の記載の修正
表3.4　クレーン(掘削用) 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正

機種・規格
2)　大口径ボーリングマシン 一部 ・歩掛改定に伴い、選定基準の記載の修正

3-3 ダウンザホールハンマの選定
表3.5　ダウンザホール 全部 ・歩掛改定に伴い、表の全部を変更

ハンマの選定
3-4　空気圧縮機の選定

表3.6　空気圧縮機の選定 一部 ・歩掛改定に伴い、表の全部を変更
4.編成人員

表4.1　編成人員 一部 ・歩掛改定に伴い、Ｃ工法追加
5.施工歩掛
5-1　杭１本当り施工日数（Ｔc） 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更
① 　杭１本当りの削孔 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更

日数（Ｔ1）
② 杭１本当りの準備・ 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更

建込み等日数（Ｔ2）
③　杭１本当りの充填 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更

日数（Ｔ3）
④　杭１本当りの溶接・ボル 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更

ト接合日数（溶接）（Ｔ4）
⑤　鋼管板厚補正係数（α） 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更
⑥　杭１本当りの溶接・ボル 全部 ・歩掛改定に伴い、全部を変更

ト接合日数（ボルト接
合）（Ｔ4）

6.杭１本当りモルタルコンクリート 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
及び購入土（砂）使用量

6-1　モルタルを使用する場合 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。ロス率の修正
6-2　コンクリート（生コン）を使用 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。ロス率の修正

する場合
6-3　購入土（砂）を使用する場合 全部 ・歩掛改定に伴い、追加
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8.諸雑費 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。Ｃ工法追加
表8.1　諸雑費率（Ａ工法， 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。Ｃ工法追加。ロス率の修正

Ｂ工法，C工法）
Ｂ工法足場概念図
Ｃ工法：作業架台概念図
10.単価表 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正

(1)　杭１本当り単価表（Ａ工法） 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
(2)　杭１本当り単価表（Ｂ工法） 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正
(3)　杭１本当り単価表（Ｃ工法） 全部 ・歩掛改定に伴い、追加
(6)　機械運転単価表 一部 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。燃料消費量等

③　深礎工
5.施工歩掛
5-4　コンクリート工 全部 ・コンクリート工（深礎工）によるものとし、記載の追加・削除

6.内訳書及び単価表
(1)　深礎杭１本当り内訳書 一部 ・コンクリート工を別途計上とするよう記載の追加

③-2　コンクリート工（深礎工）
1.適用範囲
2.施工概要
3.コンクリート打設工法の選定
4.施工パッケージ

④　ニューマチックケーソン工
11.単価表

(12)　送気設備（その他） 一部 ・記載の修正
１工事当り単価表

第4章 適用基準
コンクリート工 ①　コンクリート工

1.適用範囲
1-2　適用出来ない範囲（以下の 一部 ・現場打擁壁工「(1)(2)」、「(7)深礎工」の追加

いずれかの条件に該当する
場合）

2.施工概要 全部 ・記載の追記（適用範囲から分離）
3.コンクリート打設工法の選定 一部 ・番号、図番号、参照図番号の修正

（参考図）バックホウによるコン 全部 ・参考図の追加
クリート打設範囲

4.施工パッケージ 一部 ・番号、表番号、参照表番号の修正
表4-1　コンクリート 積算条件 一部 ・水平距離→水平「打設」距離に修正

区分一覧
表4-3　打設高さ，水平打設 一部 ・水平距離→水平「打設」距離に修正

距離
表4-5　コンクリート 代表機労 一部 ・水平距離→水平「打設」距離に修正

材規格一覧
5.施工歩掛 一部 ・番号、表番号の修正
6.単価表 一部 ・番号の修正

運用基準
①コンクリート工
2. コンクリート打設工法の選定 全部 ・人力打設区分、日打設量の記載

第5章 適用基準
仮設工 ②-1ハイブロハンマ工 一部 ・継施工費の改定

⑤-1鋼矢板打込施工法選定表(参考) 一部 ・該当機械名の修正

⑯敷鉄板設置・撤去工 一部 ・歩掛改定

⑳法面工（仮設用モルタル吹付工） 一部 ・歩掛改定

独自基準
⑧締切排水工 一部 ・排水方法（作業時排水・常時排水）選定の追加

・運転日数算定方法の追加

第Ⅵ編 第１章 独自基準 共通事項
土木工事
標準単価

土木工事標準単
価

建設物価調査会が発刊する・・・ 全部 削除

１－１本土地区の単価決定について
設計単価については、県単価　～　の
平均値とする。
ただし、一方の物価　～　その物価資
料の単価とする。
なお、物価資料は、春号　～　秋号
～　を適用する。
また、単価の端数処理方法について
は、　～　準じる。

一部 記載内容の変更（適用範囲の変更）

全部 ・概念図の追加

全部 ・新規追加

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（令和元年10月1日）改定一覧

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）

１．適用範囲
１－１市場単価が適用出来ない
範囲
（２）特別調査等別途考慮す
るもの。
表１．１　土木工事積算基
準書等により・・・

一部 歩掛改定に伴う記載の変更

２．市場単価の設定
２－３加算率，補正係数
（２）加算率・補正係数の数値
２）補正係数２ （１項目を
選択）

一部 記載の修正

３．適用にあたっての留意事項
（１０）規格・仕様区分及び補正
係数２の・・・

一部 記載の修正

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
（１）加算率・補正係数の適用
表２．７加算率・補正係数
の適用基準

一部 新規区分の追加

（２）加算率・補正係数の数値
表２．８加算率・補正係数
の数値

一部 新規区分の追加

２－４直接工事費の算出
（注）設計単価＝標準の市場
単価×・・・

一部 新規区分の追加

④－２吹付枠工
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・補正係数
の適用基準

一部 新規区分の追加

表２．３加算率・補正係数
の数値

一部 新規区分の追加

（注）１．施工規模加算 一部 新規区分の追加に伴う修正
２－５直接工事費の算出
（注１）設計単価＝標準の市
場単価×・・・

一部 新規区分の追加に伴う修正

⑥橋梁付属物工
⑥－１橋梁用伸縮継手装置設置工
１．適用範囲
１－２市場単価が適用出来ない
範囲
（１）特別調査等，別途考慮
するもの。
１０）補修において，はつり
工に・・・

全部 新設（適用の明確化）

１１）その他，規格・仕様が
適合せず・・・

一部 新設に伴う修正（番号）

＜参考資料＞◆市場単価適用可
能・・・

一部 記載内容の変更

⑥－２橋梁用埋設型伸縮継手装置設
置工
１．適用範囲
１－２市場単価が適用出来ない
範囲
（１）特別調査等，別途考慮
するもの。
７）補修において，はつり
工に・・・

全部 新設（適用の明確化）

８）その他，規格・仕様が
適合せず・・・

一部 新設に伴う修正（番号）

＜参考資料＞◆市場単価適用可
能・・・

一部 記載内容の変更

⑧道路標識設置工
２．市場単価の設定
２－３加算率・補正係数
（２）加算率・補正係数の数値
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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（令和元年10月1日）改定一覧

表２．１６加算率・補正係数
の・・・
（注）２．標識板設置の施
工規模は，・・・

一部 記載の明確化

表２．１７加算率・補正係数
の・・・
（注）標識板撤去の施工
規模は，・・・

一部 記載の明確化

⑨道路付属物設置工
２．市場単価の設定
２－３加算率・補正係数
（２）加算率・補正係数の数値
表２．９加算率・補正係数
の・・・
（注）１．複数の規格・仕様
を含む・・・

一部 記載の追加

表２．１０加算率・補正係数
の・・・
（注）１．複数の規格・仕様
を含む・・・

一部 記載の追加

⑭鉄筋挿入工（ロックボルト工）
２．市場単価の設定
２－３加算率・補正係数
（２）加算率・補正係数の数値
表２．５加算率・補正係数の
数値

一部 新規区分の追加

２－４直接工事費の算出
（注）設計単価＝標準の市場単
価×・・・

一部 新規区分の追加

独自基準 共通事項
設計単価については、県単価　～　の
平均値とする。
ただし、一方の物価　～　その物価資
料の単価とする。
なお、物価資料は、春号　～　秋号
～　を適用する。
また、単価の端数処理方法について
は、　～　準じる。

全部 新設

⑯法面工（島根県独自）
⑯－１木材チップ植生基材吹付工
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２．３加算率・補正係数
の適用基準

一部 新規区分の追加

（２）加算率・補正係数の数値
表２．４加算率・補正係数
の数値

一部 新規区分の追加

２－５直接工事費の算出
（注１）設計単価＝木材チッ
プ植生・・・

一部 新規区分の追加

第Ⅲ編 第１章 適用基準
河川 河川海岸 ①-1 消波根固めブロック工 一部 ・代表労務の追加・修正

・代表機械の修正
・記載の削除

①-2 消波根固めブロック工 一部 ・記載の削除
　　　　(ブロック撤去工)
　　　　(0.25ｔ以上35.5ｔ以下)

② 捨石工 一部 ・記載の削除・修正

③ 消波工 一部 ・記載の削除・修正

④-1 ポンプ式浚渫船 一部 ・図の鮮明化
・記載の追加・修正・削除

④-2 バックホウ浚渫船 一部 ・記載の削除

⑤ 軟弱地盤上における柔構造 一部 ・記載の削除
　　樋門・樋管工
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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（令和元年10月1日）改定一覧

第２章 適用基準
河川維持工 ②堤防天端補修工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）

④ 伐木除根工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）

⑥ ボーリンググラウト工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）
・語句の修正（表示の修正）

⑦ 粗朶沈床工 一部 ・語句の追加（表示の修正）
・記載の削除（歩掛改定に伴う）

⑨-1 巨石積(張)工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）
⑨-2 木杭打工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）
⑨-3 巨石据付工 一部 ・記載の変更（歩掛改定に伴う）

⑩ 護岸基礎ブロック工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）
・語句の修正（表示の修正）

⑪-2 かごマット工(多段積型) 一部 ・記載内容の修正（表示の修正）
・記載の削除（歩掛改定に伴う）

⑫ ブロックマット工 一部 ・記載内容の修正（表示の修正）
・記載の削除（歩掛改定に伴う）
・ページの繰り下げ（表示の修正）

⑭ 袋詰玉石工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）

⑮ 笠コンクリートブロック据付工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）
・語句の修正（表示の修正）

⑰ 連節ブロックの水中吊落し工 一部 ・語句の修正（表示の修正）

⑱ 光ケーブル配管工 一部 ・記載の削除・追加（歩掛改定に伴う）
・区分の追加・修正（歩掛改定に伴う）
・代表材料の追加（歩掛改定に伴う）
・語句の修正（表示の修正）

第３章 適用基準 ①土工
砂防工 　①-1土工

　　１．適用範囲
　　　１－１　適用出来る範囲
　　　　１－１－３　押土（ルーズ）（砂防） 全部 ・記載の削除

　　　　１－１－４　積込（ルーズ）（砂防） 一部 ・番号の修正

　　　１－２　適用出来ない範囲（土木工
　　　　　　　事標準積算基準書等により
　　　　　　　別途計上するもの）
　　　　１－２－２　押土（ルーズ）（砂防） 一部 ・記載の削除

　　２．施工概要
　　　２－１　施工フロー 一部 ・フローの削除

　　　２－２　土の流れ概念図及び対応 一部 ・概念図の修正
　　　　　　　　施工パッケージ ・記載の追加

・記載の修正
・区分の削除

　　　２－３　掘削工法の選定 一部 ・語句の修正

　　３．施工パッケージ
　　　３－１　掘削（砂防）
　　　　（１）条件区分 一部 ・区分の削除・追加

・記載の削除・追加
・語句の修正

　　　　（２）代表機労材規格 一部 ・区分の削除
・代表機労材の削除
・代表機械の修正

　　　３－３　押土（ルーズ）（砂防） 全部 ・記載の削除

　　　３－４　積込（ルーズ）（砂防） 一部 ・番号の修正
　　　　（１）条件区分
　　　　　表３．７　積込（ルーズ）（砂防） 一部 ・番号の修正
　　　　　　　　　　　積算条件区分一覧
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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（令和元年10月1日）改定一覧

　　　　（２）代表機労材規格 一部 ・番号の修正
・代表機械の修正

⑧仮締切工
　⑧-1砂防土砂仮締切・砂防土砂
　　　　土のう仮締切
　　３．機種の選定 一部 ・語句の修正

　　５．単価表

　　　（１）砂防土砂仮締切100m3当り 一部 ・記載内容の変更

　　　　　　単価表

　　　（２）砂防土砂土のう仮締切100m3当り単価表一部 ・記載内容の変更

・表の削除

　　　（３）土のう積工10m3当り単価表 一部 ・記載内容の修正

　　　（４）大型土のう製作・設置 一部 ・語句の修正
　　　　　　（バックホウ設置）10袋当り
　　　　　　単価表

　　　（５）大型土のう製作・設置 一部 ・語句の修正
　　　　　　（ラフテレーンクレーン設置）
　　　　　　10袋当り単価表

　　　（６）大型土のう製作10袋当り単価表 一部 ・語句の修正

　　　（７）大型土のう設置10袋当り単価表 一部 ・語句の修正

　　　（８）大型土のう撤去10袋当り単価表 一部 ・語句の修正

　　　（９）機械運転単価表 一部 ・語句の修正

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

②－１　アスファルト舗装工 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 全部 ・削除

第2章 適用基準 ①－３　立入り防止柵工 一部 ・記載の追加・修正・削除
付属施設 ・区分の修正

①－８　雪崩発生予防柵設置工 一部 ・記載の変更
　　　　　（円形空洞型枠工、立入防止
　　　　　柵工、柵板設置工）

①－９　ボックスビーム設置工 一部 ・記載の追加

③－１　路側工（据付け） 一部 ・語句の修正・追加
・代表機械の変更
・代表労務の変更
・記載の追加・削除
・区分の追加・修正

⑧　道路附属物設置工 一部 ・語句の修正・追加
・記載の追加・削除
・区分の追加・修正
・代表労務の追加
・代表材料の削除

第3章 適用基準 ①－１　路面切削工 一部 ・記載の追加・削除
道路維持修繕工

13/25



編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

①－２　切削オーバーレイ工
　１．適用範囲 一部 ・適用の明確化

　２．施工概要 一部 ・施工フロ－図の修正

　３．機種の選定 一部 ・歩掛改定に伴う施工区分の見直し

　６．諸雑費 一部 ・歩掛改定に伴う諸雑費率の変更

　７．単価表 一部 ・歩掛改定に伴う記載の変更

②　舗装版破砕工
　１．適用範囲 一部 ・記載の追加

　３．施工パッケージ 一部 ・区分の削除
・語句の修正
・代表機械の修正

④　道路打換え工
　３．機種の選定等 一部 ・語句の修正

⑥　アスファルト注入工
　２．機種の選定 一部 ・語句の修正

　４．施工歩掛 一部 ・語句の修正

　５．内訳書及び単価表 一部 ・語句の修正

⑫－２　橋梁補修工（支承取替工）
　２．施工概要 一部 ・記載の追加

⑬　落橋防止装置工
　４．施工パッケージ 一部 ・記載の修正、追加

⑮－３　ガードレール清掃工 全部 ・廃止

⑮－４　ガードレール清掃工 (自動追従型) 全部 ・廃止

第4章 適用基準 ①－１　共同溝工（１）（構造物単位） 一部 ・記載内容の修正
共同溝工 ・語句の修正・削除

①－２　共同溝（２） 一部 ・語句の修正・削除

②　電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ） 一部 ・語句の追加・修正・削除

③　情報ボックス工 一部 ・語句の修正・削除

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］
  ２． 施工概要
   ２－１ 施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－３ 掘削分類
       表3.2 地山分類表 一部 ・語句の修正

    ３－４－２ 時間当り作業量 一部 ・記載の明確化

       表３．３ 時間当り作業量 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－５ 作業内容
       表３．４ 作業内容 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

    ３－８－５ 給排水設備
       表３．８ 機種の選定
       表３．９ 機種の選定 一部 ・規格の明確化

    ３－８－８ 粉塵発生源に係る措置 追加 ・記載の明確化

  ４． 施工歩掛
   ４－１ 掘削工等
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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（令和元年10月1日）改定一覧

    ４－１－１ 掘削工等
     (１) 掘削工等の労務歩掛
       表４．１ (掘削等）施工歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     (２) 掘削機械の機種の選定及び
　　　　　機械歩掛
       表４．３ ドリルジャンボ 一部 ・記載の明確化
       表４．４ 大型ブレーカ 一部 ・記載の明確化
     (３) 材料等歩掛
       １) 火薬
       表４．５ 火薬 一部 ・記載の明確化
       ２) 雷管
       表４．６ 雷管（２～５段） 一部 ・記載の明確化
       表４．７ 雷管（６～10 段） 一部 ・記載の明確化
     (４) 諸雑費
       １) 機械の諸雑費
       表４．８ （掘削等）諸雑費 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　（その他機械）
       ２) 材料の諸雑費
       表４．９ （掘削等）諸雑費 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　（その他材料）

    ４－１－２ ずり出し工
     (２) ずり積込工
       表４．10 ホイールローダ 一部 ・記載の明確化
     (４) ダンプトラックの歩掛
       表４．12 ダンプトラック 一部 ・記載の明確化
       表４．13 ダンプトラック 一部 ・記載の明確化
       表４．14 ダンプトラック運転 一部 ・記載の明確化
       表４．15 ダンプトラック運転 一部 ・記載の明確化

   ４－２ 支保工
    ４－２－１ コンクリート吹付工
     (３) 吹付コンクリート仕様
       表４．16 吹付けコンクリート仕様 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     (４) 吹付コンクリート量
       表４．17 吹付コンクリート 一部 ・記載の明確化
     (６) コンクリート吹付機の運転時間
       表４．19 コンクリート吹付機 一部 ・記載の明確化
     (７) 吹付プラント設備の運転時間
       表４．20 吹付プラント設備 一部 ・記載の明確化
     (９) 集塵機
       表４．21 集塵機運転 一部 ・記載の明確化

    ４－２－２ロックボルト工
     (２) ロックボルトの使用数量
       表４．25 ロックボルト

    ４－２－３ 鋼製支保工
     (２) 鋼製支保工の使用量
       表４．28 Ｈ形鋼支保工 一部 ・記載の明確化
       表４．29 Ｈ形鋼支保工 一部 ・記載の明確化

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

  ５． 単価表
(１)掘削等＜掘削，吹付け，ロックボル
　ト，金網，鋼製支保工＞１ⅿ（トンネ
　ル延長）当り単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

(６)吹付コンクリート１ⅿ（トンネル延
　長）単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

(24)給水設備運転１日当り単価表 一部 ・記載の明確化
(25)排水設備運転１日当り単価表 一部 ・記載の明確化

　①－２トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　　　　［機械掘削工法］
  ２． 施工概要
   ２－１ 施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－４ 工事工程表
    ３－４－２ 時間当り作業量
       表３．２ 時間当り作業量 一部 ・記載の明確化

・語句の修正
・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－５ 作業内容
     (１) 作業内容
       表３．３ 作業内容 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
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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（令和元年10月1日）改定一覧

   ３－８ 工事用仮設備
    ３－８－５ 給排水設備
     (３) 給水設備の日当り運転時間
       表３．７ 機種の選定 一部 ・規格の明確化
     (５) 排水設備の日当り運転時間
       表３．８ 機種の選定 一部 ・規格の明確化

    ３－８－８ 粉塵発生源に係る措置 一部 ・規格の明確化

  ４． 施工歩掛
   ４－１ 掘削工等
    ４－１－１ 機械掘削工法
     (１) 掘削工等の労務歩掛
       表４．１ (掘削等）施工歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・記載の明確化
     (４) 諸雑費
       １) 機械の諸雑費 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
       表４．６ （掘削等）諸雑費 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　（その他機械）

       ２) 材料の諸雑費
       表４．７ （掘削等）諸雑費 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　（その他材料）

   ４－２ 支保工
    ４－２－１ コンクリート吹付工
     (３) 吹付コンクリート仕様 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
       表４．16 吹付コンクリート仕様 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     (４) 吹付コンクリート量
       表４．17 吹付コンクリート 一部 ・記載の明確化
     (６) コンクリート吹付機の運転時間
       表４．19 コンクリート吹付機 一部 ・記載の明確化
     (７) 吹付プラント設備の運転時間
       表４．20 吹付プラント設備 一部 ・記載の明確化
     (９) 集塵機
       表４．21 集塵機運転 一部 ・記載の明確化

    ４－２－２ ロックボルト工
     (２) ドリルジャンボの運転時間
       表４．23 ドリルジャンボ 一部 ・記載の明確化
     (３) ロックボルトの使用数量
       表４．24 ロックボルト 一部 ・記載の明確化
       表４．25 ロックボルト 一部 ・記載の明確化
       表４．26 ロックボルト 一部 ・記載の明確化

    ４－２－３ 鋼製支保工
     (２) 鋼製支保工使用量
       表４．29 Ｈ形鋼支保工 一部 ・記載の明確化
       表４．30 Ｈ形鋼支保工 一部 ・記載の明確化

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
       表４．31 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

  ５． 単価表
(１) 掘削等（上半）１ⅿ（トンネル延長）
　当り単価表　掘削等＜掘削，吹付，
　ロックボルト，金網，鋼製支保工＞

一
部

・歩掛改訂に伴う記載の変更

(２) 掘削等（下半）１ｍ（トンネル延長）
　当り単価表

一
部

・歩掛改訂に伴う記載の変更

(７) 吹付コンクリート１ｍ（トンネル延
　長）単価表

一
部

・歩掛改訂に伴う記載の変更

　①－４トンネル工（ＮＡＴＭ）
　　　　　坑口工（ＤⅢパターン）
  ２． 施工概要
     (１) 発破工法施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     (２) 機械掘削工法施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

  ３． 施工計画
   ３－３ 工事工程
    ３－３－２ 時間当り作業量
　　　　　　　　（発破工法）
       表３．２．１ 時間当り作業量 一部 ・記載の明確化

全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
       表３．２．２ 時間当り作業量 一部 ・記載の明確化

一部 ・記載の削除
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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（令和元年10月1日）改定一覧

全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－４ 作業内容
    ３－４－１ 作業内容（発破工法）
       表３．３．１ 作業内容（発破工法） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

    ３－４－２ 作業内容（機械掘削工法）
       表３．３．２ 作業内容 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

  ４． 施工歩掛
   ４－１ 掘削工等
    ４－１－１ 坑口工（ＤⅢパターン）
     (１) 掘削工等の労務歩掛
       表４．１ (掘削等）施工歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
　　　　　　　　 （発破工法） ・記載の明確化

       表４．２ (掘削等）施工歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
　　　　　　　　 （機械掘削工法） ・記載の明確化

     (２) 掘削機械の機種の選定及び
　　　　　機械歩掛
       表４．５ ドリルジャンボ （発破工法） 一部 ・記載の明確化
       表４．７ 大型ブレーカ （発破工法） 一部 ・記載の明確化
     (３) 材料等歩掛
       １) 火薬
       表４．９ 火薬 （発破工法） 一部 ・記載の明確化
       ２) 雷管
       表４．10 雷管 （発破工法） 一部 ・記載の明確化
     (４) 諸雑費
       １) 諸雑費（発破工法）
       ① 機械の諸雑費
       表４．13 (掘削等） 諸雑費 （その他 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　　機械） （発破工法）
       ２) 諸雑費（機械掘削工法）
       ① 機械の諸雑費
       表４．14 (掘削等） 諸雑費 （その他 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　　機械） （機械掘削工法）
       ３) 材料の諸雑費
       表４．15 (掘削等） 諸雑費 （その他 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　　材料） （発破工法）
       表４．16 (掘削等） 諸雑費 （その他 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　　材料） （機械掘削工法）

    ４－１－２ ずり出し工
     (２) ずり積込工
       表４．17 ホイールローダ 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　　（発破工法）
     (３) ずり運搬工
       ２) ダンプトラックの歩掛
       表４．21 ダンプトラック運転 （発破工法） 一部 ・記載の明確化
       表４．22 ダンプトラック運転 （発破工法） 一部 ・記載の明確化
       表４．23 ダンプトラック運転 （発破工法） 一部 ・記載の明確化
       表４．24 ダンプトラック運転 （発破工法） 一部 ・記載の明確化

   ４－２ 支保工
    ４－２－１ コンクリート吹付工
     （２）吹付コンクリート施工機械 一部 ・記載の明確化
     (３) 吹付コンクリート仕様
       表４．30 吹付けコンクリート仕様 一部 ・語句の修正
     (４) 吹付コンクリート量
       表４．31 吹付コンクリート （発破工法） 一部 ・記載の明確化
       表４．32 吹付コンクリート （機械掘削工法）

     (５) 設計吹付厚及びロス率
       表４．33 設計吹付厚及びロス率 一部 ・語句の修正
     (６) コンクリート吹付機の運転時間
       表４．34 コンクリート吹付機 （発破工法） 一部 ・語句の修正
       表４．35 コンクリート吹付機 （機械掘削工法） 一部 ・語句の修正
     (７) 吹付プラント設備の運転時間
       表４．36 吹付プラント設備 （発破工法） 一部 ・記載の明確化

一部 ・語句の修正
       表４．37 吹付プラント設備 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　　 （機械掘削工法） 一部 ・語句の修正

     (８) 粉塵抑制剤 一部 ・語句の修正
     (９) 集塵機
       表４．38 集塵機運転 （発破工法） 一部 ・語句の修正
       表４．39 集塵機運転 （機械掘削工法） 一部 ・語句の修正
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建設工事積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

    ４－２－２ ロックボルト工
     (１) ロックボルトの使用区分
       表４．40 ロックボルトの使用区分 一部 ・語句の修正
     (２) ドリルジャンボの運転時間
       表４．41 ドリルジャンボ （機械掘削工法） 一部 ・語句の修正
     (３) ロックボルトの使用数量
       表４．42 ロックボルト （発破工法） 一部 ・語句の修正
       表４．43 ロックボルト （機械掘削工法） 一部 ・語句の修正

    ４－２－３ 鋼製支保工
     (２) 鋼製支保工の使用量
       表４．48 Ｈ形鋼支保工 （発破工法） 一部 ・語句の修正
       表４．49 Ｈ形鋼支保工 一部 ・語句の修正
　　　　　　　　　（機械掘削工法）

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
       表４．50 鏡吹付工施工費率（発破工法） 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
       表４．51 鏡吹付工施工費率（機械掘削工法） 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

  ５． 単価表
(１) 掘削等（上半）＜掘削，吹付け，
　ロックボルト，金網，鋼製支保工
　＞１ｍ（トンネル延長）当り単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
(３) 掘削等（上半）＜掘削，吹付け，
　ロックボルト，金網，鋼製支保工
　＞１ｍ（トンネル延長）当り単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
(５) 掘削等（下半）＜掘削，吹付け，
　ロックボルト，金網，鋼製支保工
　＞１ｍ（トンネル延長）当り単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
(７) 掘削等（下半）＜掘削，吹付け，
　ロックボルト，金網，鋼製支保工
　＞１ｍ（トンネル延長）当り単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
(12)吹付コンクリート１ｍ（トンネル延
　長）単価表（発破工法・機械掘削
　工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

 ①-5 トンネル工(ＮＡＴＭ)非常駐車帯工
　　　　［発破工法］
  ２． 施工概要
     (１) 発破工法施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
     (２) 機械掘削工法施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

  ３． 施工計画
   ３－３ 工事工程
    ３－３－２ 時間当り作業量（発破工法）
       表３．２ 一部 ・記載の明確化

・歩掛改訂に伴う記載の追加
    ３－３－３ 時間当り作業量 一部 ・記載の明確化
　　　　　　　　（機械掘削工法）
       表３．３ ・歩掛改訂に伴う記載の追加

   ３－４ 作業内容
    ３－４－１ 作業内容（発破工法）
       表３．４．１ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
    ３－４－２ 作業内容（機械掘削工法）
       表３．４．２ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

  ４． 施工歩掛
   ４－１ 掘削工等
    ４－１－１ 非常駐車帯工
     (１) 掘削工等の労務歩掛
       表４．１ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更、修正、削除、明確化
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更
       表４．２ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更、削除、明確化
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更
     (２) 掘削機械の機種の選定及び
　　　　　機械歩掛
       表４．３ 一部 ・規格の追加
       表４．４ 一部 ・規格の追加
       表４．５ 一部 ・記載の明確化
       表４．７ 一部 ・記載の明確化、修正
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建設工事積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

     (３) 材料等歩掛
       表４．９ 一部 ・記載の明確化
       表４．10 一部 ・記載の明確化
       表４．11 一部 ・記載の明確化
     (４) 諸雑費（発破工法）
       表４．13 一部 ・記載の明確化
     (５) 諸雑費（機械掘削工法）
      １) 機械の諸雑費 一部 ・記載の追加
       表４．14 一部 ・記載の明確化
      ２) 材料の諸雑費
       表４．15 一部 ・記載の明確化
       表４．16 一部 ・記載の明確化

    ４－１－２ ずり出し工
     (２) ずり積込工
       表４．17 一部 ・記載の明確化
     (３) ずり運搬工
      ２) ダンプトラックの歩掛
       表４．21 一部 ・記載の明確化
       表４．22 一部 ・記載の明確化
       表４．23 一部 ・記載の明確化
       表４．24 一部 ・記載の明確化

   ４－２ 支保工
    ４－２－１ コンクリート吹付工
     (２)吹付コンクリート施工機械 全部 ・記載の追加
       図４．１ 全部 ・記載の追加
     (３) 吹付コンクリート仕様 全部 ・記載の追加
       表４．30 全部 ・記載の追加
     (４) 吹付コンクリート量 一部 ・番号の修正
       表４．31 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．32 一部 ・記載の明確化、番号の修正
     (６) コンクリート吹付機の運転時間 一部 ・番号の修正
       表４．34 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．35 一部 ・記載の明確化、番号の修正
     (７) 吹付プラント設備の運転時間 一部 ・番号の修正
       表４．36 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．37 一部 ・記載の明確化、番号の修正
     (８) 粉塵抑制剤 一部 ・番号の修正
     (９) 集塵機 一部 ・番号の修正
       表４．38 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．39 一部 ・記載の明確化、番号の修正

    ４－２－２ ロックボルト工
     (２) ドリルジャンボの運転時間
       表４．41 一部 ・記載の明確化、番号の修正
     (３) ロックボルトの使用数量
       表４．43 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．44 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．45 一部 ・記載の明確化、番号の修正

    ４－２－３ 鋼製支保工
     (２) 鋼製支保工の使用量は，次表を
　　　　標準とする。
       表４．48 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．49 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．50 一部 ・記載の明確化、番号の修正
       表４．51 一部 ・記載の明確化、番号の修正

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
       表４．52 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
       表４．53 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

  ５． 単価表
 (１) 掘削等（全断面）＜掘削，吹付，
　ロックボルト，金網，鋼製支保工
　＞１ｍ（トンネル延長）当り単価表

          （発破工法） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
(３)掘削等（上半）＜掘削，吹付，ロッ
　クボルト，金網，鋼製支保工＞１ｍ
　（トンネル延長）当り単価表

（発破工法） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
(５)掘削等（上半）＜掘削，吹付，ロッ
　クボルト，金網，鋼製支保工＞１ｍ
　（トンネル延長）当り単価表
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          （機械掘削工法） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
(７)掘削等（下半）＜掘削，吹付，ロッ
　クボルト，金網，鋼製支保工＞１ｍ
　（トンネル延長）当り単価表

          （発破工法） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
(９)掘削等（下半）＜掘削，吹付，ロッ
　クボルト，金網，鋼製支保工＞１ｍ
　（トンネル延長）当り単価表

          （機械掘削工法） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
(11)大型ブレーカ運転１日当り
　単価表（こそく用）（発破工法）

一部 ・規格の追加

(14)吹付コンクリート１ｍ（トンネル延
　長）単価表（発破工法・機械掘削
　工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正

 ② 小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）
  ２． 施工概要
   ２－１ 施工フロー 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

  ３． 施工計画
   ３－３ 工事工程
    ３－３－２ 週当り作業量
       表３．１ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
       表３．２ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

   ３－４ 作業内容
       表３．３ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

   ３－５ 余掘，余巻及び余吹 一部 ・語句の修正

    ３－７－５ 給排水設備
       表３．６ 一部 ・語句の修正
       表３．７ 一部 ・語句の修正

    ３－７－10 粉塵発生源に係る措置 一部 ・記載の追加

  ４． 施工歩掛
   ４－１ 掘削工等（タイヤ方式）
    ４－１－１ 掘削工等
     (１) 掘削工等の労務歩掛
       表４．１ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更、明確化
       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更、削除

    ４－１－２ ずり出し工
     (１) ずり出し方式 一部 ・語句の修正

   ４－２ 支保工（タイヤ方式）
    ４－２－１ コンクリート吹付工
     (４)吹付コンクリート施工機械 全部 ・記載の追加
       図４．１ 吹付コンクリート施工
　　　　　　　　機械配置例（参考図）

全部 ・記載の追加

     (５) 吹付コンクリート仕様 一部 ・語句の修正、番号の修正
       表４．14 ・記載の変更、削除

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
       表４．26 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

    ４－２－５ 補助工法（先受ボルト工） 一部 ・番号の修正

    ４－２－６ その他 一部 ・番号の修正

   ４－３ 掘削工等（レール方式＜複線＞）
    ４－３－１ 掘削工等
     (１) 掘削工等の労務歩掛
       表４．27 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、明確化、番号の修
       注釈 一部 ・記載の追加、変更

   ４－４ 支保工（レール方式＜複線＞） 一部 ・語句の修正　（レール方式＜複線＞）を追記
    ４－４－１ コンクリート吹付工 一部 ・番号の修正
     (５) 吹付コンクリート仕様 一部 ・語句の修正　仕様を追記

    ４－４－２ ロックボルト工 一部 ・番号の修正

    ４－４－３ 鋼製支保工 一部 ・番号の修正
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    ４－４－４ 鏡吹付工施工費率 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
       表４．51 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

    ４－４－５ 補助工法 全部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加

  ５． 単価表
(１)掘削等＜掘削，吹付け，ロックボル
　ト，金網，鋼製支保工＞（タイヤ方
　式）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除

       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
(３)掘削等＜掘削，吹付け，ロックボル
　ト，金網，鋼製支保工＞（レール方
　式＜複線＞）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除

       注釈 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
(６)吹付コンクリート１ｍ（トンネル延長）
　単価表

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正

(23)給水設備運転１日当り単価表 一部 ・規格の追加
(24)排水設備運転１日当り単価表 一部 ・規格の追加
(27)機械運転単価表（タイヤ方式） 一部 ・語句の削除

第7章 適用基準 ①鋼橋製作工
橋梁工 　１．請負工事費の積算体系

　　１－２請負工事費の費目
　　　（１）－３）、４）、５） 一部 語句の修正
　　　（２）－４）、５） 一部 語句の修正
　３．鋼橋製作費
　　３－１製作工数
　　　（１）－５） 一部 語句の修正
　　　（４） 一部 語句の修正
　５．桁輸送費
　　　５－１運搬距離 一部 改訂に伴う修正
　８．一般管理費等
　　８－２現場管理費 一部 語句の修正
　　８－３一般管理費等 一部 語句の修正
　１０．単価表
　　　（５） 一部 語句の修正

③鋼橋架設工
　７．本締め工 一部 語句の修正
　８．落橋防止装置取付工 一部 語句の修正
　１０．小運搬工 一部 語句の修正
　１１．架設用機械設備据付・解体
　　１１－４ベント基礎設置・撤去 一部 語句の修正
　１５．足場工、防護工及び登り桟橋工
　　１５－２足場工
　　　　表１５．３ 一部 係数の修正
　　　１５－２－２足場工費
　　１５－３防護工
　　　（１）、（２）、（３）、（４） 一部 語句の修正
　１７．鋼床版Uリブ現場溶接工 全部 歩掛廃止に伴い削除
　１８．単価表及び内訳表 一部 語句の修正
　　　（１９） 一部 語句の追加
　　　（３３） 全部 歩掛廃止に伴い削除
　２０．移動式クレーンの機種選定 一部 語句の修正
　　　　表２０．１０、表２０．１２ 一部 語句の修正、数値の修正

④プレビーム桁製作及び架設工
④－１プレビーム桁製作工（現場）
　５．主桁応力導入工
　　５－５リリース工
　　　　（１） 一部 語句の修正
　６．主桁製作用機械
　　　　（１）、（３）表６．５ 一部 語句の修正

④－２プレビーム桁架設工
　３．架設工
　　３－８局部プレストレス工 一部 語句の修正

⑦ポストテンション桁製作工
　１．適用範囲 一部 語句の修正
　５．機種の選定等
　　５－１機種の選定　
　　　　表５．１ 一部 語句の修正
　　５－２雑機械費 一部 語句の修正

⑧プレキャストセグメント主桁組立工
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　４．施工歩掛
　　４－１プレキャストセグメント主桁組立工
　　　　　 表４．１ 一部 語句の修正

⑨ＰＣ橋架設工
　２．施工概要
　　２－２PCコンポ桁 一部 語句の修正
　４．架設桁による架設
　　４－２架設桁によるポストテンション桁
　　　　　 架設歩掛
　　　　表４．１（注）２ 一部 語句の修正
　５．横組工
　　５－２コンクリート工
　　　５－２－３コンクリート工歩掛
　　　　表５．４（注）３ 一部 語句の修正

　　５－５足場工及び防護工
　　　５－５－１足場工
　　　　（３） 一部 語句の修正
　　　５－５－２防護工
　　　　（１） 一部 語句の修正
　８．PC板工（PCコンポ桁のみ）
　　８－２PC板仮置工
　　　　　表８．３ 一部 語句の修正
　　８－３PC板敷設工
　　　　　表８．４ 一部 語句の修正
　１１．内訳書及び単価表
　　　　（１５） 一部 語句の修正
　　　　（３２） 一部 数式の修正

⑩ＰＣ橋片持架設工
　９．鉄筋工
　　９－１加工・組立歩掛
　　　　　表９．１ 一部 語句の修正
　１３．機種の選定 一部 語句の修正
　　１３－２供用日数 一部 計算例の追記
　１４．単価表
　　　　（３）、（４） 一部 語句の修正

⑪ポストテンション場所打ホロースラブ橋工
　３．施工歩掛
　　３－１コンクリート工
　　　３－１－２施工歩掛
　　　　表３．２（注）１ 一部 語句の修正
　　３－２鉄筋工
　　　　表３．３（注）１ 一部 語句の修正
　　３－３ケーブル工
　　　　表３．４（注）１ 一部 語句の修正
　４．落橋防止装置取付工
　　４－４日当り施工量
　　　　表４．３ 一部 脱字の修正

⑫ポストテンション場所打箱桁橋工
　３．施工歩掛
　　３－１コンクリート工
　　　３－１－２施工歩掛
　　　　表３．２（注）１ 一部 語句の修正
　　３－２鉄筋工
　　　　表３．３（注）１ 一部 語句の修正
　　３－３ケーブル工
　　　　表３．４（注）１ 一部 語句の修正
　　　　表３．５（注）１ 一部 語句の修正
　　　　表３．６（注）１ 一部 語句の修正

⑬ＲＣ場所打ホロースラブ橋工
　３．施工歩掛
　　３－１コンクリート工
　　　３－１－２施工歩掛
　　　　表３．２（注）１ 一部 語句の修正

⑱鋼製橋脚設置工
　９．足場工 一部 語句の修正

⑲橋台・橋脚工
⑲－１橋台・橋脚工（１）
　１．適用範囲
　　１－１適用できる範囲 一部 記載の明確化
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　　１－２適用できない範囲 一部 記載の明確化
　２．施工概要 記載の修正
　３．施工歩掛
　　３－１橋台・橋脚工
　　　３－１－２施工歩掛表適用範囲 一部 記載の追加
　　　３－１－３T型橋脚歩掛
　　　　表３．４（注）３ 一部 記載の修正
　　　３－１－４壁式橋脚歩掛
　　　　表３．６（注）３ 一部 記載の修正
　　　３－１－５逆T式橋台歩掛
　　　　表３．１２（注）３ 一部 記載の修正
　４．単価表　
　　　　（１）、（２）、（３） 一部 記載の修正

⑲－２橋台・橋脚工（２）
　２．施工歩掛
　　２－４足場工 一部 記載の修正
　　２－５支保工 一部 記載の修正
　　２－６基礎材工 一部 記載の修正

第Ⅴ編 第１章 適用基準 ３．工法の選定 一部 ・図３－１工法の選定フローの記載内容修正
公園 公園植栽工

第３章 適用基準 ④園路広場整備工
施設整備 　４－１　コンクリート系舗装工 一部 ・コンクリート系舗装工の削除に伴い表記を修正

　引用元であるURの積算要領からコンクリート系舗装工の

　杉板による伸縮目地の歩掛が削除されたことから
　４－２、４－２－１を削除

　４－２　土系舗装工 一部 ・４－２、４－２－１の削除に伴い土系舗装以下の章番号

　及び表番号を修正

⑦管理施設整備工
　７－２　柵工 一部 ・７－２－１フェンスは立入防止柵として既に施工パッケージ

　化されており、本歩掛の引用元であるURの積算要領も

　施工パッケージへ移行したことから削除
・７管理施設整備工の削除に伴い、施設仕上げ工の
　章番号及び表番号を修正

⑧施設仕上げ工 一部 ・７管理施設整備工の削除に伴い「８施設仕上げ工」の
章番号及び表番号を修正
・引用する基準書の発行年次を修正

第Ⅷ編 第2章 適用基準
共通設備 第1節　共通設備

①配管・配線工 一部 ・配管、配線、架空配線歩掛改定
②配線器具設置工 一部 ・ダクト取付、ケーブルラック設置歩掛改定
③通信配線工 一部 ・通信・制御ケーブル配線歩掛改定
④光ケーブル敷設工 一部 ・光ケーブル配線、光ケーブル架空配線歩掛改定

第3章 第7節　電気設備
電気設備 ①トンネル照明設備設置工 一部 アルミ製灯具（LED灯）取付歩掛の追加

第Ⅸ編 第20章 適用基準
機械設備 ・一般共通 一部

・水門設備 一部 ・標準点検構成人員の改定
・標準点検日数の改定

・揚排水ポンプ設備 一部 ・区分及び構成の改定
・標準点検工数（年点検）の改定
・工数比率（年点検）の改定
・主ポンプ台数補正係数（年点検）の改定
・主原動機形式補正係数（年点検）の改定
・減速機形式補正（年点検）の削除
・除塵設備構造補正（年点検）の削除
・天井クレーン形式補正（年点検）の削除

・コラム形水中ポンプ設備 一部 ・適用範囲の改定
・標準点検工数（年点検）の改定

第１１編 第１１－１編 独自基準
第3章　　4節　　本体工
　　　　　　(4)乗船手当 一部 ・乗船手当金額の修正

第5章　　1節　　回航・えい航費

機械設備点検・
整備業務

・直接経費率（トンネル換気設備・非常用施設）の
改定

電気通信
（歩掛）

港湾・漁港
漁場整備

港湾
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建設工事積算基準（令和元年10月1日）改定一覧

　　　　　　(6)乗船手当 一部 ・乗船手当金額の修正

　　　　　　3節　　現場管理費 全部 ・字句、表の削除

第１１－２編 独自基準
第2章　　2節　　間接工事費 一部 ・字句、表の削除

第3章　　4節　　本体工
　　　　　　(4)乗船手当 一部 ・乗船手当金額の修正

第5章　　1節　　回航・えい航費
　　　　　　(6)乗船手当 一部 ・乗船手当金額の修正

第１１－３編 独自基準
第４章　　就業時間別の船員供用係数 一部 ・字句、表の削除

第１２編 第２章 独自基準
②間接工事費　２．現場管理費 全部 ・字句、表の削除

第１3編 第３章 適用基準
農業農村 共通工 擁壁工（アンカー式自然石空積工） 全部 農水省基準から削除されたことに伴い、13編から削除
整備

第８章 独自基準
管水路工 ②硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 一部 独自基準の有効長補正を削除

③硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 農水省基準のとおり適用

第９章 適用基準
道路工 ①砂利舗装工 一部 適用区分の見直し

材料割増率の見直し

第１０章 適用基準
ほ場整備工 ⑧ほ場整備整地工（表土扱い）、 全部 H29設計技術基準委員会決定事項に基づき追記

　（基盤造成・畦畔築立）ICT施工
⑨水田整地工（ブルドーザ）ICT施工

第１２章 適用基準
コンクリート補修工 ①ひび割れ補修工

　ひび割れ表面処理工（研磨工） 一部 適用範囲の見直し
施工幅の標準値の見直し
施工歩掛の見直し

第１６章 適用基準
土地改良事業等請負工事積算基準
（施設機械）の制定について
　第３　施設機械設備工事
　　３　請負工事費の積算
　　　３－２　据付工事原価
　　　　２）　間接工事費
　　　　　（１）共通仮設費
　　　　　　ｆ　技術管理費 一部 情報共有システムに係る費用を率分に含む旨明記

土地改良事業等請負工事標準歩掛
（施設機械）について
第９章電気通信設備　　第２
　３　電源設備工
　　３－１　発電設備設置工 一部 適用規格の追加

　５　通信設備工（水管理設備工） 一部 CCTV装置に係る歩掛の見直し

土地改良事業等請負工事積算基準及び
標準歩掛等の参考資料（施設機械）について

第２章　電気通信設備工事（参考資料）
　第１　一般共通　３　据付工事価格 一部 輸送費算定式の見直し

　第２　電気通信設備工事標準歩掛 一部 記載の明確化

第１４編 第2章 独自基準 第１編　共通工
森林整備 土工 第１　土工

１－３　人力土工（土砂） 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
１－６　クラムシェル掘削 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
１－１２　小規模土工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
１－１３　安定処理工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除

第3章 独自基準 第１編　共通工
運搬工 第２　運搬工

２－１　人力運搬 全部 施工パッケージ移行に伴い削除

空港 工事費の積算

施設機械及び電
気通信設備

港湾・漁港漁場整
備

港湾・漁港漁場整
備共通
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第4章 独自基準 第１編　共通工
コンクリート工 第３　コンクリート工

３－２　型枠工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
３－４　構造物補修工 全部 新設（第３編林道第４道路維持修繕より移動）
３－５　構造物補修工 全部 新設（第３編林道第５道路維持修繕より移動）
　　　　（断面修復工（左官工法））
３－６　ヒノキ合板型枠 全部 新設（３－２型枠工が削除となったため、３－６として新設。

歩掛等変更なし。）

第5章 独自基準 第１編　共通工
共通工（１） 第４　共通工（１）（溝渠工・法面工等）
溝渠工・法面工等 ４－１　溝渠工（水路工） 全部 施工パッケージ移行に伴い削除

第6章 独自基準 第１編　共通工
共通工（２） 第５　共通工（２）（土留工・擁壁工等）
土留工・擁壁工等 ５－１２　擁壁工（補強土壁工） 全部 施工パッケージ移行に伴い削除

第8章 独自基準 第１編　共通工
木材利用工 第７　木材利用工

７－３　柵工
７－３－９　木柵工 一部 材料等を一部見直し

第11章 独自基準 第１編　共通工
土木工事標準単価 第１０　土木工事標準単価

１０－１　区画線工 全部 新設
１０－２　排水構造物工 全部 新設
１０－３　コンクリートブロック積工 全部 新設
１０－４　構造物とりこわし工 全部 新設

第15章 独自基準 第２編　治山
地すべり防止工 第４　地すべり防止工

４－７　ボーリング工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
　　　　（ロータリーパーカッション式）
４－８　アンカー工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
　　　　（ロータリーパーカッション式）

第16章 独自基準 第２編　治山
森林整備 第５　森林整備

５－７　苗木植付・補植 一部 施工歩掛を一部改定

第18章 適用基準 第３編　林道
舗装工 第１　舗装工

１－４　アスファルト舗装工
（５）施工歩掛（アスカーブ設置） 全部 施工パッケージ移行に伴い削除

独自基準 第３編　林道
第１　舗装工
１－３　路盤工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除
１－４　アスファルト舗装工 全部 施工パッケージ移行に伴い削除

第21章 独自基準 第３編　林道
道路維持修繕 第４　道路維持修繕

４－１　路面切削工
４－１－１　路面切削工 全部

４－２　舗装版破砕工 全部
４－６　舗装版クラック補修工 全部
４－８　橋梁補強工 全部
４－９　橋梁地覆補修工 全部
４－１０　橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工） 全部
４－１１　橋梁補修工 全部 名称を変更し、第１編共通工第３コンクリート工へ移動
４－１４　沓座拡幅工 全部
４－１６　路肩整正（人力による土はね）全部
４－１７　防護柵復旧工 全部
４－１８　トンネル漏水対策工 全部
４－１９　コンクリート削孔工 全部
４－２０　旧橋撤去工 全部

施工パッケージ移行に伴い削除

施工パッケージ移行に伴い削除
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