
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨

適用基準 一部 ・【適用基準】対象となる基準の年度、年月日の修正

・令和２年度 版 空港請負工事積算基準…国土交通
省 航空 局ホームページを参照するよう修正

・【県基準に適用する国の運用】URLの修正

・土木工事標準積算基準書　読替（該当箇所）の修正

・機械設備工事積算基準　読替（該当箇所）の修正

・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（該当箇所）の修正

第Ⅰ編 第２章 独自基準 ① 直接工事費
総則 工事費の積算  ２．歩掛 一部 歩掛は特別調査の対象ではないため記載を修正

② 間接費
 ２．共通仮設費
  ２－１ 共通仮設費の率分 一部 補正が複数ある場合の単数処理のタイミングを明確

化するため記載を修正

  ２－２ 運搬費
   (３） 質量 20 ｔ以上の建設機械の貨物
自動車等による運搬
    表３．２ 建設機械運搬方法 一部 区分の追加、変更、削除

   (５） 質重建設機械分解・組立
    ４） 単価表
    （１）重建設機械分解組立輸送１回当
り単価表

一部 上記表の修正に伴い、単価表欄外記載の一部削除

 ３．現場管理費
  （８） 現場管理費の計算 一部 補正が複数ある場合の単数処理のタイミングを明確

化するため記載を修正

第３章 独自基準 ① 一般管理費等
 １ 一般管理費の項目及び内容
   (９) 動力，用水光熱費 一部 記載の一部削除

独自基準 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
 (４） 現場環境改善費 （仮設 備 関係 営
繕 関係 安全 関係 及び 地域連携）

一部 記載の一部追加

第５章 独自基準 ② 数量総括表への条件明示 一部 記載の追加、変更、削除
数値基準等

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２．２ 運転日当り電力消費量 一部 記載の一部削除

③ 機械運転単価表
　１　各工種の中で特に指定し ない場合
次による。

一部 記載の一部削除

第７章 独自基準 一部 記載の一部追加

第８章 独自基準

 (３) 労務費の算定方法 一部 記載例図への文言追加

第10章 独自基準

 ２ 増加費用等の算定
  ２－２ 中止期間中の現場維持等に要
する費用
    別表－1 全部 各係数表の改定

表外記載の改定（施工地域区分について）

一般管理費等及
び消費税等相当
額
第４章
随意契約方式に
より工事を発注す
る場合の間接工
事費等の調整に
ついて

建設機械運転労
務等

土木請負工事の
特許使用料の積
算

時間的制約を受
ける公共土木工
事の積算

建設工事積算基準（令和２年10月1日）改定一覧

① 土木請負工事の特許使用料の積算
について

① 時間的制約を受ける公共土木工事の
積算について

① 工事の一時中止に伴う増加費用等の
積算について工事の一時中止

に伴う増加費用
等の積算
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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２年10月1日）改定一覧

第12章 独自基準 ① １日未満で完了する作業の積算
 ２ 適用範囲 一部 記載の追加、変更、削除

第14章 独自基準 ① 作業日当り標準作業量
その他  ２ 作業日当り標準作業量 一部 記載の追加、変更、削除

② 市場単価の１日当り標準施工量 一部 記載の追加、変更、削除

③ 工期、水替日数及び供用日数 一部 供用日数が本章に記載されていることが分かるよう、
タイトルを「工期日数及び水替日数」→「工期、水替
日数及び供用日数」に修正

第15章 独自基準 ① 請負工事機械経費積算要領
 １－１ 請負工事機械経費積算要領 一部 記載の修正（参照基準の年度）

 １－２ 建設機械損料の算定について 一部 記載の修正（参照基準の年度）

 １－３ 建設機械損料の補正
  １－３－６ トンネル工事対応機械（賃 一部 記載の修正

  １－３－７ トンネル工事用機械の損料 全部 記載の削除（参考基準の記載がなくなったため）

⑤ 建設用仮設材賃料積算基準
 ５－２ 建設用仮設材賃料積算基準の運
用について

全部 参考基準に、運用が全文掲載されたことから、参照
先のみの記載

第Ⅱ編 第１章 適用基準 ②－１　土工
共通工 土工 　１.適用範囲

　　1-1適用できる範囲
　　　1-1-1「掘削」 一部 ・記載の追加・修正

　　1-2適用出来ない範囲
　　　1-2-3「整地」 一部 ・記載の追加（２）

　２．施行概要
　　2-1施工フロー
　　　2-1-1「掘削」，・・・，「土砂等運搬」 一部 ・記載の追加（注記２）

　　　2-1-2「路体（築堤）盛土」，・・・，「整
地」

一部 ・記載の追加（フロー図）

・語句の追加・修正（注記２）

　　 2-2土の流れ概念図及び対応施工
パッケージ

一部

　３．施工パッケージ
　　3-1掘削
　　　（１）条件区分 一部 ・語句の追加・修正・削除（注記３．④）

・語句の修正（注記４）
・記載の追加（注記６．②）

　　3-2土砂等運搬
　　　（１）条件区分 一部 ・記載の追加（表３．４）

・記載の追加・削除（注記１、２、５）

　　3-3整地
　　　（２）代表規格 一部 ・記載の追加・修正（表３．２１）

　　3-4路体（築堤）盛土
　　　（１）条件区分 一部 ・記載の修正（注記５）

・記載の追加（注記６）

　　3-5路床盛土
　　　（１）条件区分 一部 ・記載の修正（注記５）

・記載の追加（注記６）

②-２　土工（ICT）
　３．施行パッケージ
　　3-1　掘削（ICT）
　　　（２）代表機労材規格 一部 ・代表機械の修正・追加（表３．２）

・記載の追加・削除（注記１、２）

　　3‐2　路体（築堤）盛土（ICT)
　　　（１）条件区分 一部 ・記載の修正（注記５）

　　　（２）代表機労材規格 一部 ・代表機械の修正（表３．４）

・語句の修正（注記１．（２））
　「・・・500m3・・・」→「・・・5,000m3・・・」

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
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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２年10月1日）改定一覧

・記載の追加（注記）

　　3-3　路床盛土（ICT)
　　　（１）条件区分 一部 ・記載の修正（注記５）

　　　（２）代表機労材規格 一部 ・代表機械の修正（表３．６）
・記載の追加（注記）

　４．ICT建設機械経費加算額
　　4-1　ICT建設機械経費賃料加算額 一部 ・記載の追加

　　4-2　ICT建設機械経費損料加算額 一部 ・記載の追加

　５．その他ICT建設機械経費等
　　5-3　3次元起工測量・・・作成費用 一部 ・記載の追加

　　5-4　3次元出来形管理・・・費用 全部 ・記載の追加

⑤-１　安定処理工
　３．施工パッケージ
　　3-1　安定処理
　　　（２）代表機労材規格 一部 ・語句の追加・修正（表３．２）

⑤-２　安定処理工（自走式土質改良工）
　１．適用範囲 一部 ・記載の修正

　２．施行概要 一部 ・記載の修正（注記３）

　３．自走式土質改良機設置・撤去
　　3-2　施工歩掛 一部 ・記載の削除（表３．２）

第２章 適用基準
共通工 ② 基礎・裏込砕石工

 １．適用範囲 一部 適用範囲の修正
（「基礎・裏込栗石工」の削除）

 ３．施工パッケージ
  ３－１ 基礎砕石
   （１）条件区分 一部 注意書きの現場内小運搬に関する内容修正

（文言修正→「２０ｍ程度の」を削除）

  ３－２ 裏込砕石
   （１）条件区分 一部 注意書きの現場内小運搬に関する内容修正

（文言修正→「２０ｍ程度の」を削除）

③ コンクリートブロック積（張）工
 ２．施工概要
  ２－１ コンクリートブロック積工（・・・） 一部 注意書きの４～８を修正・追記

  ２－２ コンクリートブロック張工（・・・） 一部 注意書きの３～７を修正・追記

  ２－３ 緑化ブロック積工（・・・） 一部 注意書きの３～７を修正・追記

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 一部 注意書きの６を追記

⑨－１ 構造物補修工（ひび割れ補修工
（充てん工法））
 １．適用範囲 一部 適用範囲の修正

（「道路ボックスカルバート」を適用範囲外に）

⑨－２ 構造物補修工（ひび割れ補修工
（低圧注入工法））
 １．適用範囲 一部 適用範囲の修正

（「道路ボックスカルバート」を適用範囲外に）

⑨－３ 構造物補修工（ひび割れ補修工
（左官工法））
 １．適用範囲 一部 適用範囲の修正

（「道路ボックスカルバート」を適用範囲外に）

⑩ 排水構造物工
 ⑩－１ 排水構造物工
  １．適用範囲
   １－１ 適用出来る範囲
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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２年10月1日）改定一覧

    １－１－５ 管（函）渠型側溝 一部 （２）、（３）を追記

   １－２ 適用出来ない範囲
    １－２－２ ボックスカルバート 一部 （４）を追記
    １－２－５ 管（函）渠型側溝 一部 （２）、（３）を追記

 ３．施工パッケージ
  ３－５ 管（函）渠型側溝
   （１）条件区分 一部 内径又は内空幅の細分化

（「300mm超から400mm以下」の区分を追加）

⑩－２ 排水構造物工（溶接金網及び埋
設鋼板型枠）
 １．適用範囲 一部 適用範囲の修正

（「管（函）渠型側溝」の削除）

 ３．施工歩掛
  ３－１ 溶接金網（溶接金網（現場打側
溝蓋補強用）設置歩掛）
   表 ３．１ 一部 ３．を追記

  ３－２ 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋補
強用）設置歩掛
   表 ３．３ 一部 ３．を追記

㉔ 函渠工
㉔－２ 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 一部 注意書きの４を追記

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 殻運運搬 施工条件区分一覧 一部 注意書きの４を追記

第３章 適用基準 ①鋼管・既成コンクリート杭打工
基礎工  ①－２ 中掘工

  ２．施工概要
   ２－１ 施工フロー 一部 フロー図内記載の追記

  ３．機種の選定
   表３．１ 機種の選定 一部 表内記載の追記

  ５．施工歩掛
   ５－３ 諸雑費 一部 率対照表を明確に記載

 ①－３ 鋼管ソイルセメント工
  ８．単価表
   （２）機械運転単価表 一部 表内記載の追記

 ①－４ 回転杭工
  ３．機種の選定
   表３．１ 機種の選定 一部 表内記載の追記

  ５．施工歩掛
   ５－２ 諸雑費 一部 記載文の一部削除

  ６．単価表
   （２）機械運転単価表 一部 表内記載の追記

 ①－５ 杭頭処理工
  ２．施工歩掛
   表２．１ カットオフ工歩掛 一部 表内記載の追記

  ３．単価表
   （２）機械運転単価表 一部 表内記載の追記

②場所打杭工
 ②－１ 全回転オールケーシング工
  ３．機種の選定
   ３－１ 機種の選定
    表３．１ 機種の選定 一部 表内記載の追記

  ６．単価表
   （３）機械運転単価表 一部 表内記載の追記
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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２年10月1日）改定一覧

 ②－２ リバースサーキュレーション工
  ２．機種の選定
   表２．１ 機種の選定 一部 表内記載の追記

  ９．機種の選定
   （１）基礎杭工１本当り内訳書 一部 表内記載の追記

 ②－４ 大口径ボーリングマシン工
  ５．施工歩掛
   ① 杭１本当りの削孔日数（Ｔ1）
   表５．１ 土質毎の削孔日数(Ta) 一部 注意書きの１を修正

  ６． 杭１本当りモルタル及びコンクリート使用量
   ６－１ モルタルを使用する場合 一部 計算式説明文の一部削除

  ８． ビット等損耗費 計算式及び説明文の修正

 ②－５ ダウンザホールハンマ工
  ３．機種の選定
   ３－３ ダウンザホールハンマの選定
   表３．５ ダウンザホールハンマの選定 一部 表内記載の追記

③ 深礎工
 ③－１ 深礎工
  １．適用範囲
   図１－１ 適用杭径及び掘削深（標準） 一部 図内記載の削除

一部 図の修正（適用範囲）

④ ニューマチックケーソン工
 ２．施工概要
  ２－２ 施工フロー
   図２－１ 施工フロー 一部 ピアケーソン、止水壁ケーソンの各フロー図を記載

注意書きの２を修正

 ４．機種の選定
  表4.1 機種の選定（ケーソン１基当り） 一部 表内記載の追記
  表4.2 機種の選定（１工事当り機械設備） 一部 表内記載の追記

 ８．施工歩掛
  ８－２ 沈下掘削
   ８－２－１ 機械掘削

一部 注意書きの修正

  ８－４ 構築工
   ８－４－１ ケーソン本体及び止水壁の製作
    （１）ケーソン本体及び止水壁の構築日数 一部 記載文の一部修正　ケーソンを追加

   ８－４－２ 埋戻工 全部 記載の追加

   ８－４－３ 止水壁撤去 全部 記載の追加

 ９．仮設備工
  ９－１ 仮設備の組立・解体 一部 記載文の一部追加

 １１．単価表
  （９）艤装設備ケーソン１基当り単価表 一部 表内記載の追記

  （12）送気設備（その他）１工事当り単価表 一部 表内記載の追記

  （14）救急設備 １工事当り単価表 一部 表内記載の追記

第5章 適用基準
仮設工 ①仮設工

　（２）仮設工の積算
　　５）適用区分による賃料の補正につい 一部 ・字句及びイメージ図修正

　　７）仮設材賃料に係る修理費及び 全部 ・整備費に基づく費用算定へ全面改定
　　　　損耗費の取扱について

②鋼矢板（Ｈ形鋼）工
　②－１　バイブロハンマ工
　　３．施工歩掛
　　　３－１機種の選定
　　　　（２）付属機械
　　　　　表３．４付属機械の機種の選定 一部 ・字句修正

   図１－２ 適用杭径及び掘削深（掘削機
械が現場に搬入出来ない場合）

    表8.2 機械掘削１日（２組）当りの
掘削量（Ｄc1）
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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２年10月1日）改定一覧

　　　３－３日当り施工枚（本）数
　　　　（３）継施工費
　　　　　表３．３３継施工費 一部 ・１箇所当り継施工費改定

　②－３　油圧圧入引抜工
　　３．施工歩掛
　　　３－１機種の選定
　　　　（２）付属機械
　　　　　表３．２付属機械の機種の選定 一部 ・字句修正

　②－４　ディーゼルハンマ・プレボーリン
　　４．施工歩掛
　　　４－２Ｈ形鋼１本当り打込み時間（Ｔ
　　　　（１）ディーゼルハンマ
　　　　　表４．２ディーゼルハンマによる
　　　　　　　　　打込みの単位作業時間 一部 ・字句修正

　　６．単価表
　　　（１）～（４） 一部 ・字句修正

④鋼矢板（Ｈ形鋼）工（クレーン引抜工）
　１．適用範囲 一部 ・字句修正

⑤鋼矢板施工法選定表（参考）
　⑤－１鋼矢板打込施工法選定表（参
　　鋼矢板型式ⅥL型 一部 ・字句修正

⑥仮設材設置撤去工
　６．仮設材賃料に係る修理費及び
　　　損耗費等の取扱いについて 全部 ・新規追加

⑧締切排水工
　３．施工歩掛
　　３－１機種の選定
　　　表３．１機種の選定（ポンプ運転） 一部 ・字句修正

⑨ウエルポイント工
　３．施工歩掛
　　３－１ウエルポイント設置・撤去歩掛 一部 ・歩掛改定及び字句修正

　　３－２ウエルポイントポンプ設置・撤去
　　　　　歩掛 一部 ・歩掛改定及び字句修正

　　３－３ウエルポイントポンプ運転管理
　　　　　歩掛 一部 ・歩掛改定及び字句修正

　　３－４その他 全部 ・新規追加

　４．内訳書及び単価表
　　（１）ウエルポイント工内訳書 一部 ・字句修正

　　（５）ウエルポイントポンプ設置又は
　　　　撤去１組当り単価表 一部 ・字句修正

　　（６）ウエルポイントポンプ運転管理
　　　　１日当り単価表 一部 ・字句修正

　　（７）ウエルポイント工損料
　　　　１式当り単価表 一部 ・字句修正

　　（８）ジェット装置損料１式当り単価表 一部 ・字句修正

⑪仮橋・仮桟橋工
　３．機種の選定
　　表３．１機種の選定 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　４．施工歩掛
　　４－１上部工
　　　４－１－１架設工
　　　　表４．１架設・撤去工歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　　　４－１－２覆工板設置・撤去工
　　　　表４．２覆工板設置・撤去工歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　　　４－１－３高欄設置・撤去工
　　　　表４．３高欄設置・撤去工歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　　４－２下部工
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建設工事積算基準（令和２年10月1日）改定一覧

　　　４－２－１橋脚設置・撤去工
　　　　　　　　　（直接基礎形式）
　　　　表４．４橋脚設置・撤去工歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　　　４－２－２杭橋脚設置・撤去工
　　　　　　　　　（杭基礎形式）
　　　　４－２－２－１杭橋脚打込・引抜工
　　　　　（１）機種の選定
　　　　　　（１）－２付属機械
　　　　　　　表４．８付属機器の機械・規格 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　　　　　　（３）日当り施工本数
　　　　　　　①電動式バイブロハンマに
　　　　　　　　よる施工（Ｎmax＜５０）
　　　　　　　　表４．１０日当り施工本数 一部 ・字句修正

　　　　　　　②電動式バイブロハンマと
　　　　　　　　ウォータジェット併用による
　　　　　　　　施工
　　　　　　　　表４．１１日当り施工本数 一部 ・字句修正

　　　　　４－２－２－２杭橋脚設置・撤去
　　　　　　表４．１４杭橋脚設置・撤去工 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更
　　　　　　　　　　　　歩掛

　　　４－２－３定規工（導杭・導枠）
　　　　（２）導枠設置・撤去工
　　　　　表４．１５導枠設置・撤去工歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

　５．単価表
　　（１）上部工架設・撤去工10ｔ当り
　　　　　単価表
　　～（９）機械運転単価表 一部 ・歩掛改定に伴う記載変更

⑱仮設電力設備工
　２．工事用電力の区分 一部 ・字句修正

　５．商用電源方式と発電機方式の選定
　　５－３工事費負担金 一部 ・字句修正

　８．単価表
　　（２）高圧受電設備1箇所当り単価表 一部 ・コンクリート柱規格変更

　　（４）高圧配電線路４００ｍ当り単価表 一部 ・コンクリート柱規格変更

⑲グラフによる標準的な仮設電力設備の
　積算
　２．積算
　　グラフ－（１）土木工事仮設用
　　　　　　　　　電力設備費積算グラフ
　　　　　　　　　（低圧受電設備） 全部 ・グラフ改定

　　グラフ－（２）土木工事仮設用
　　　　　　　　　電力設備費積算グラフ
　　　　　　　　　（高圧受電設備） 全部 ・グラフ改定

⑳法面工（仮設用モルタル吹付工）
　３．機種の選定
　　表３．１機種の選定 一部 ・字句修正

　６．単価表
　　（１）仮設用モルタル吹付工
　　　　100㎡当り単価表 一部 ・字句修正

　　（２）機械運転単価表 一部 ・字句修正

第Ⅵ編 第１章 適用基準 〇コンクリートブロック積工
2.標準単価の設定
2-1標準単価の構成と範囲 一部 記載の修正（練積及び空積の場合について、それぞ

れ記載）
2-2標準単価の規格・仕様
表2.1規格・仕様区分 一部 記載の修正（日当り標準施工量）
2-3補正係数
（2）補正係数の数値
表2.3補正係数の数値 一部 記載の修正（補正係数の数値）
2-4直接工事費の算出 一部 記載の修正（練積及び空積の場合について、それぞ

れ記載）

土木工事
標準単価

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（令和２年10月1日）改定一覧

〇表面被覆工（コンクリート保護塗装）
1.適用範囲
1-1標準単価が適用できる範囲
（2）塗布の対象が・・・ 全部 記載の追加
（3）１現場当たりの・・・ 一部 記載の追加に伴う番号の修正
2.標準単価の設定
2-2標準単価の規格・仕様
表2.1下地処理 一部 記載の修正（日当り標準施工量）

〇連続繊維シート補強工
1.適用範囲
1-1標準単価が適用できる範囲
（1）炭素繊維シート・・・ 一部 語句の追加（既設構造物に設置する工事である旨を
（2）アラミド繊維シート・・・ 一部 語句の追加（アラミドメッシュを追記、既設構造物に

設置する工事である旨を明記）
3.適用にあたっての留意事項
（8）作業の向きは限定しない 全部 記載の追加

〇漏水対策材設置工
2.標準単価の設定
2-2標準単価の規格・仕様
表2.1漏水対策材設置 一部 記載の修正（日当り標準施工量）

〇侵食防止用植生マット工（養生マット
2.標準単価の設定
2-2標準単価の規格・仕様
表2.1侵食防止用植生マット工（養 一部 記載の修正（日当り標準施工量）
生マット工）

〇耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）
設置工
2.標準単価の設定
2-2標準単価の規格・仕様
表2.1耐圧ポリエチレンリブ管設置 一部 記載の修正（日当り標準施工量）

独自基準 ①-1区画線工【溶剤型ペイント式（手動
2.標準単価の設定
2-2標準単価の規格・仕様
表-1区画線設置（ペイント式・手動 一部 記載の修正（日当り標準施工量）
　 式）
表-4ペイント式（手動式）の標準的な材
料使用量

一部 記載の修正（実線15cmの材料使用量）

　 な材料使用量

第２章 適用基準 ④法面工
市場単価 ④-1法面工

1.適用範囲
1-2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
10）夜間作業の場合 全部 記載の追加
11）その他・・・市場単価が適 一部 記載の追加に伴う番号の修正
 用出来ない場合
④-2吹付枠工
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）夜間作業の場合 全部 記載の追加
11）その他・・・市場単価が適 一部 記載の追加に伴う番号の修正
 用出来ない場合
2.市場単価の設定
2-4加算額
表2.4加算額の適用基準 一部 記載の変更（規格・仕様の追加）

⑩公園植栽工
1.適用範囲
1-2市場単価を適用出来ない範囲
（1）特別調査等別途考慮するもの
７）夜間作業の場合 全部 記載の追加

⑭鉄筋挿入工（ロックボルト工）
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
6）夜間作業の場合 全部 記載の追加
７）その他・・・市場単価が適用 一部 記載の変更（規格・仕様の追加）
出来ない場合
2.市場単価の設定
2-2市場単価の規格・仕様
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建設工事積算基準（令和２年10月1日）改定一覧

表2.1鉄筋挿入工の規格・仕様 一部 語句の追加（現場条件Ⅱにおける法面垂直高さにた
だし書きを追記）

区分

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 ・記載の追加・修正

・代表材料の修正
・語句の修正
・記載の追加・修正（次頁から移動）
・記載の削除（前貢へ移動）

③ 消波工 一部 ・体裁の修正
・語句の追加・削除
・記載の修正（型枠賃料の区分け見直しに伴う）

④ 浚渫工 一部 ・記載の修正

第２章 適用基準
河川維持工 ① 堤防除草工 一部 ・記載の追加

④ 伐木除根工 一部 ・代表機械の修正
・記載の削除・追加

⑤ 塵芥処理工 一部 ・記載の追加・修正（歩掛改定に伴う）
・代表機械の追加・修正（歩掛改定に伴う）

⑦ 粗朶沈床工 一部 ・語句の修正

⑧ 機械土工（河床等掘削） 一部 ・記載の追加

⑨-1 巨石積(張)工 一部 ・代表機械の修正

⑩ 護岸基礎ブロック工 一部 ・記載の追加・修正
・語句の修正

⑪-2 かごマット工(多段積型) 一部 ・語句・書体の修正

⑫ ブロックマット工 一部 ・語句の修正

⑱ 光ケーブル配管工 一部 ・記載の削除（歩掛改定に伴う）

第3章 適用基準
砂防工

①　土工
　①－１　土工 一部 ・①－２　土工（バックホウ床掘山積０．４５ｍ３（平

積０．３５ｍ３））と統合されたことにより、見出し「①
－１　土工」を削除

　　１．適用範囲
　　　１－１　適用できる範囲
　　　　１－１－１　掘削（砂防） 一部 ・語句の追加

　　　　１－１－３　積込（ルーズ）（砂防） 一部 ・語句の追加

　　　１－２　適用できない範囲（土木工事
標準積算基準書等により別途計上するも
　　　　１－２－１　掘削（砂防） 一部 ・「（４）小規模で土砂以外の場合」を追加

　　　　１－２－２　土砂等運搬（砂防） 全部 ・見出しの修正
・「（１）小規模で土砂以外の場合」を追加

　　　　１－２－３　積込（ルーズ）（砂防） 一部 ・「（３）小規模で土砂以外の場合」を追加

　　　１－３　適用できない範囲（別途考慮
するもの）
　　　　１－３－２　押土（ルーズ）（砂防） 一部 ・記載の追加

　　３．施工パッケージ
　　　３－１　掘削（砂防）
　　　　（１）条件区分
　　　　　表３．１　掘削（砂防）積算条件区
分一覧

一部 ・土砂の区分に「小規模」を追加

　　　　　表３．１　注釈 一部 ・記載の修正
・「３．施工数量は「小規模」を除き、１工事当りの数
量とする」を追記。
・「４「小規模は１箇所当りの施工数量が１００ｍ３未
満または平均施工幅２ｍ未満とする。なお、１箇所当
りとは目的物（構造物・掘削等）１箇所当りのことであ
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り目的物が連続している場合は、連続している区間
１箇所とする」を追記。

　　　　（２）代表機労材規格
　　　　　表３．２　掘削（砂防）　代表機労
材規格一覧

一部 ・土砂、岩塊・玉石の代表機械に「バックホウ（クロー

ラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策
型（第３次基準）]山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）」を追
記。
・備考に記載の追加

　　　３－２　土砂等運搬（砂防）
　　　　（１）条件区分
　　　　　表３．３　土砂等運搬（砂防）積算
条件区分一覧

一部 ・歩掛の改定に伴う記載の追加・修正

　　　　　表３．４　運搬距離（１） 全部 ・歩掛の改定に伴う記載の追加

　　　　　表３．５　運搬距離（２） 全部 ・歩掛の改定に伴う記載の追加

　　　　（２）代表機労材規格
　　　　　表３．６　土砂等運搬（砂防）代表
機労材規格一覧

一部 ・代表機械に「ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]

４ｔ積級」を追加
・備考に記載の追加

　　　３－３　積込（ルーズ）（砂防）
　　　　（１）条件区分
　　　　　表３．７　積込（ルーズ）（砂防）積
算条件区分一覧

一部 ・土砂等発生現場の区分（標準、小規模）を追加

　　　　　表３．７　注釈 一部 ・「小規模」と「標準」の定義を追加

　　　　　表３．８　積込（ルーズ）（砂防）代
表機労材規格一覧

一部 ・代表機械に「バックホウ（クローラ型）[後方超小型

旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基
準値）]山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）」を追加
・備考に記載の追加

　①－２　土工（バックホウ床掘山積０．４
５ｍ３（平積０．３５ｍ３））

全部 ・土工（砂防工）に統合されたため削除

②　コンクリート工
　②ー１　コンクリート工
　　１．適用範囲 一部 ・打設量を１０ｍ３／日以上１４０ｍ３／日未満に修正

　　２．施工概要
　　　図２－１　施工フロー 一部 ・チッピングの「岩盤」を削除

・化粧型枠工を削除

　　３．機種の選定 一部 ・ラフテレーンクレーンの規格を「油圧伸縮ジブ型・排
出ガス対策型（第３次基準値）・低騒音型・２５ｔ吊」に
修正

　　４．材料使用数量
　　　表４．１　ロス率（Ｋ） 一部 ・語句の修正

　　５．型枠工
　　　５－２　木製型枠設置・撤去、ケレン
はく離材塗布歩掛
　　　　表５．１　木製型枠設置・撤去、ケ
レンはく離材塗布歩掛

一部 ・特殊作業員を追加。

・ラフテレーンクレーン運転の規格を「油圧伸縮ジブ
型・排出ガス対策型（第３次基準値）・低騒音型・２５
ｔ吊」に修正
・数量の修正

　　６．化粧型枠工 全部 ・削除

　　６．足場工
　　　６－２　設置及び撤去歩掛
　　　　表６．１　足場設置及び撤去歩掛 一部 ・諸雑費率を１４％に修正。

　　　　表６．１　注釈 一部 ・「板付布枠」を削除

　　７．砂防コンクリート打設歩掛
　　　７－１　一般部コンクリート打設歩掛
　　　　表７．１　一般部コンクリート打設歩 一部 ・ラフテレーンクレーン運転の規格を「油圧伸縮ジブ
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型・排出ガス対策型（第３次基準値）・低騒音型・２５
ｔ吊」に修正
・チッピングを「人力施工」と「機械施工」に区分
・数量の修正

　　　　表７．１　注釈 一部 ・記載内容の修正

　　　７－２　堤冠コンクリート打設歩掛
　　　　表７．２　堤冠コンクリート打設歩掛 一部 ・ラフテレーンクレーン運転の規格を「油圧伸縮ジブ

型・排出ガス対策型（第３次基準値）・低騒音型・２５
ｔ吊」に修正
・数量の修正

　　　　表７．２　注釈 一部 ・記載内容の修正

　　８．　止水板設置
　　　８－１　止水板（塩化ビニル製止水
板・ゴム製止水板）設置歩掛

一部 ・「ゴム製止水板」を追加

　　　８－２　止水板使用数量
　　　　表８．２　ロス率Ｋ 一部 ・記載内容の修正

　②－２　コンクリート工（ケーブルクレー
ン打設）
　　２．機種の選定
　　　表２．１　機種の選定 一部 ・語句の修正

　　３．材料使用量 一部 ・語句の修正

　　４．コンクリート投入 一部 ・語句の修正

　　６．化粧型枠工 全部 ・歩掛の削除

　　６．コンクリート締固め、養生、打継面
清掃歩掛

一部 ・語句の追加・修正

　　７．堤冠コンクリート締固め、養生歩掛 一部 ・語句の修正

　②－４　残存型枠工
　　１．適用範囲 一部 ・語句の修正

　　４．施工歩掛 一部 ・語句の追加・修正

　②－３　砂防コンクリート生産（ミキサに
よる混合）工

全部 ・歩掛の廃止に伴う削除

③砂防（仮設備工） 一部 ・語句の修正

　③－１　仮設備工
　　１．仮設備工
　　　１－２　施工フロー
　　　　図１－１　施工フロー 一部 ・語句の修正

　　　１－３　ケーブルクレーン（両端固定
式）基礎・据付け・解体歩掛

一部 ・語句の修正

　　２．運搬工 一部 ・語句の修正

⑧仮締切工
　⑧－１　砂防土砂仮締切・砂防土砂土
のう仮締切
　　２．施工概要 一部 ・語句の修正

　　３．機種の選定
　　　表３．１　機種の選定 一部 ・バックホウ（クローラ型）に「超低騒音型」を追加

　⑧－２　砂防コンクリート締切
　　１．適用範囲 一部 ・語句の修正

　　２．施工概要 一部 ・語句の修正

　　３．機種の選定
　　　表３．１　機種の選定 一部 ・ラフテレーンクレーンの規格を「油圧伸縮ジブ型・

排出ガス対策型（第３次基準値）・低騒音型・２５ｔ
吊」に修正

　　　表３．１　注釈 一部 ・「ラフテレーンクレーンは賃料とする」を追記
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　　６．構造物とりこわし工 一部 ・語句の修正

⑨鋼製砂防工 一部 ・適用する透過型砂防堰堤の型式を「鋼製フレーム
型砂防堰堤」と「バットレス型砂防堰堤」に修正
・適用する型式の修正に伴う記載の追加・修正及び
歩掛の追加

第４章 適用基準
地すべり防止工 ①地すべり防止工

①-１　集水井工（ライナープレート土留 一部 ・語句の修正

①-２　集水井工（プレキャスト土留工法） 一部 ・語句の修正

①-４　地すべり防止工（山腹水路工） 一部 ・記載の追加
・語句の修正

①-５　地すべり防止工（ふとんかご工） 一部 ・語句の修正

第Ⅳ編 第１章 適用基準 ①－２　路盤工（ICT） 一部 ・代表機械の修正
道路 舗装工 ・記載の追加、修正

③－３　透水性アスファルト舗装工 一部 ・記載の追加、修正、削除
・代表機械、代表労務の追加、修正
・区分の追加、修正

⑤－２　連続鉄筋コンクリート舗装工 一部 ・歩掛改訂に伴う記載内容の変更
・歩掛の追加（目地切り、清掃）

第２章 適用基準 ボックスビーム設置工 一部 記載の追加・修正・削除
付属施設

基礎杭打工 削除

路側工（据付け） 一部 歩掛り改訂に伴う記載内容の修正・削除

路側工（取外し） 一部 歩掛り改訂に伴う記載内容の修正・削除

特殊ブロック設置工 一部 記載の追加・修正

橋梁付属施設設置工 一部 歩掛り改訂に伴う記載内容の追加・修正・削除
代表材料の追加・修正

スノーポール設置工 一部 記載の追加・修正

第3章 適用基準 ①－１　路面切削工
道路維持修繕工 　３．施工パッケージ 一部 ・記載の修正

・表３．３注記に「８．運搬距離が60kmを越える
場合は、別途考慮する。」を追記

①－２　切削オーバーレイ工
　１．適用範囲 一部 ・語句の修正

②　舗装版破砕工
　３．施工パッケージ 一部 ・代表機械の修正

④　道路打換え工
　３．機種の選定等 一部 ・損料の改定に伴う記載の変更

　５．施工歩掛 一部 ・表５．５_総施工量1,000㎡以上の場合を削除

　６．単価表 一部 ・損料の改定に伴う記載の変更

⑫－２　橋梁補修工（支承取替工）
　３．施工パッケージ 一部 ・表３．１注記に「４．桁付ブラケットの材料費（製作

費含む）は、別途計上する。」を追記
・桁付ブラケット（材料費）の条件区分を追加

⑬　落橋防止装置工
　１．適用範囲 一部 ・「現場孔明（鋼構造物）」を追加

・１－２－２、１－２－３に「（６）コンクリート構造物以外
の場合」を追記

　２．施工概要 一部 ・「現場孔明（鋼構造物）」を追加

　４．施工パッケージ 一部 ・語句の修正
・「現場孔明（鋼構造物）」を追加

⑰　トンネル清掃工
　３．機種の選定 一部 ・歩掛改定に伴う記載の変更（回転ブラシ→２本ブラ
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建設工事積算基準（令和２年10月1日）改定一覧

・表３．１の注記に「上表により難しい場合は、
別途考慮する。」を追記

　５．トンネル清掃作業歩掛 一部 ・歩掛改定に伴う記載の変更

　６．トンネル清掃運転時間 一部 ・歩掛改定に伴う記載の追加・変更

　７．ブラシの損耗 一部 ・歩掛改定に伴う記載の変更

　８．諸雑費 一部 ・歩掛改定に伴う記載の変更

　９．単価表 一部 ・歩掛改定に伴う記載の変更
・（３）ブラシ１個当りの単価表に施工歩掛コードを追

⑳　トンネル補修工（ひび割れ補修工） 全部 新規

㉑　桁連結工 全部 廃止

㉘　横断歩道橋補修工
　３．単価表 一部 ・語句の修正

第4章 適用基準 ①－１共同溝工（１）（構造物単位）
共同溝工 　１．適用範囲 一部 1層1連の追加

②－１電線共同溝工（C・C・BOX）
　２．施工概要
　　（注）5.基礎砕石工は、「第Ⅱ編第2章
　　基礎・裏込砕石工」による。 一部 基礎・裏込栗石工の削除

　３．施工パッケージ
　　３－４　運搬（電線共同溝）
　　　（１）条件区分 一部 ５．運搬距離が・・・の追加

　　３－７　管路材設置
　　　（２）代表機労材規格
　　　　表３．１１　管路材設置　代表機労
　　　　規格一覧表 一部 管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管φ100mm

→管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）φ100mm
（非難燃）

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］
  １．適用範囲
   １－１ 適用範囲 一部 ・施工計画編と施工歩掛編の分を削除

・適用断面積を130m2以下にまで拡大
・歩掛区分に通常断面、大断面を追加
・非常駐車帯部及び坑口部を適用対象に追加

     表１．２ 掘削断面積の適用範囲 一部 ・語句の修正
・適用範囲の追加
・岩区分にＤⅢ断面を追加

  ２． 施工概要
   ２－１ 施工フロー 一部 ・語句の修正

  ３． 施工計画
   ３－２ トンネル掘削機械配置例
    (１) 発破工法（補助ベンチ付全断面
     図３．１ 補助ベンチ付全断面工法 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     図３．２ 補助ベンチ付全断面工法 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     図３．３ 補助ベンチ付全断面工法 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     図３．４ 補助ベンチ付全断面工法 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     図３．５ 補助ベンチ付全断面工法 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
    (２) 発破工法（上半先進ショートベン
チカット工法，上下半交互併進工法）
     図３．６ 上半先進ベンチカット工法
（上下半交互併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．７ 上半先進ベンチカット工法
（上下半交互併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．８ 上半先進ベンチカット工法
（上下半交互併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．９ 上半先進ベンチカット工法
（上下半交互併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．１０ 上半先進ベンチカット工法
（上下半交互併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－３ 岩区分 一部 ・語句の修正

13/28



編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
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    ３－４－２ 時間当り作業量
     表３．３ 時間当り作業量 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
・大断面の表を追加

   ３－６ 余掘，余巻及び余吹
     表３．５ 余掘，余巻及び余吹厚 一部 ・語句の修正

・岩区分にＤⅢ断面を追加

   ３－７ 余掘，余巻及び余吹厚
    ３－７－３ 機械賃料の補正等 全部 ・歩掛改訂に伴う追加

   ３－８ 工事用仮設備
    ３－８－１ 吹付プラント設備
     表３．７ 機種の選定 一部 ・損料の扱いを追加

   ３－９ 工事用仮設備の計上
    ３－９－１ 設計書において仮設費とし
て計上するもので主なもの。
    (10) 工事用連絡設備 全部 ・歩掛改訂に伴う削除

 ４． 施工歩掛
  ４－１ 掘削工等
   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

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．２ (掘削等）施工歩掛 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (２) 掘削機械の機種の選定及び機械
     表４．２ 機種の選定 一部 ・使用機械規格の変更

・注釈の追加、削除
     表４．３ ドリルジャンボ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．５ ドリルジャンボ「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．４ 大型ブレーカ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．７ 大型ブレーカ（ベースマシン
含む）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (３) 材料費
     １) 火薬
     表４．５ 火薬 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．９ 火薬 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     ２) 雷管 一部 ・語句の修正
     表４．６ 雷管（２～５段） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．７ 雷管（６～10 段） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．12 雷管（２～５段）「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．13 雷管（６～10 段）「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (４) 諸雑費
     １) 機械の諸雑費 一部 ・語句の修正
     表４．８ （掘削等）諸雑費（その他機 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．15 （掘削等）諸雑費（その他機
械）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

     ２) 材料の諸雑費 一部 ・語句の修正
     表４．９ （掘削等）諸雑費（その他材 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．17 （掘削等）諸雑費（その他材
料） 「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

   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 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．19 ホイールローダ 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (４) ダンプトラックの歩掛
     表４．12 ダンプトラック 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．13 ダンプトラック 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．14 ダンプトラック運転 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
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・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．15 ダンプトラック運転 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．25 ダンプトラック 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．26 ダンプトラック 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．27 ダンプトラック運転 「大断 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．28 ダンプトラック運転 「大断 全部 ・大断面の表を新規追加

   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
     図４．１ 吹付コンクリート施工機械配
置例（参考図）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

    (４) 吹付コンクリート量 一部 ・語句の修正
     表４．17 吹付コンクリート 一部 ・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．31 吹付コンクリート 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (５) 設計吹付厚及びロス率（K） 一部 ・語句の修正
     表４．18 設計吹付厚及びロス率 一部 ・語句の修正

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．33 設計吹付厚及びロス率 「大
断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (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 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．35 コンクリート吹付機「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (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 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．37 吹付プラント設備「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (９) 集塵機
     表４．21 集塵機運転 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．39 集塵機運転「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加

   ４－２－２ロックボルト工
    (１) ロックボルトの使用区分
     表４．22 ロックボルトの使用区分 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
・注釈の追加

     表４．41 ロックボルトの使用区分「大
断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (２) ロックボルトの使用数量
     表４．23 ロックボルト 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．24 ロックボルト 「通常断面」 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．25 ロックボルト 「通常断面」 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．45 先受けボルト 「通常断面」 全部 ・新規追加
     表４．46 ロックボルト 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．47 ロックボルト 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．48 ロックボルト 「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．49 先受けボルト 「大断面」 全部 ・新規追加

   ４－２－３ 鋼製支保工
    (１) 鋼製支保工の使用材料
     表４．27 鋼製支保工の使用材料 一部 ・語句の修正

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．52 鋼製支保工の使用材料 「大
断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (２) 鋼製支保工の使用量
     表４．28 Ｈ形鋼支保工 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．29 Ｈ形鋼支保工 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．55 Ｈ形鋼支保工「通常断面」 全部 ・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．56 Ｈ形鋼支保工「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．57 Ｈ形鋼支保工「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 一部 ・語句の修正
     表４．30 鏡吹付工施工費率 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．59 鏡吹付工施工費率 「大断 全部 ・大断面の表を新規追加

   ４－４ インバート工
    ４－４－１ 適用範囲
    (２) 機械器具損料 一部 ・語句の修正

    ４－４－３ インバート掘削工
     表４．31 インバート掘削工施工歩掛 一部 ・使用機械規格の変更
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    ４－４－４ インバートずり出し工
    (１) インバートずり出し運搬作業歩掛
     表４．32 ずり出し工施工歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う変更

    ４－４－７ インバートコンクリート工（打
設・養生）
     表４．35 インバートコンクリート工（打
設・養生）歩掛

一部 ・語句の修正

・注釈の変更

    ４－４－８ インバート埋戻工（敷均し・
締固め）
     表４．36 インバート敷均し・締固め工 一部 ・歩掛改訂に伴う変更

・使用機械規格の変更
     表４．37 埋戻し材の積込作業時間 ・使用機械規格の変更

   ４－５ 覆工工
    (２) 型枠工歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・型枠をスライドセントル（本坑用）とスライドセントル
　常駐車帯用）とに分離

    (３) 覆工コンクリート打設歩掛
     表４．40 覆工コンクリート打設作業
施工歩掛

一部 ・歩掛改訂に伴う変更

    (４) 覆工，防水機械の機種の選定及
び機械歩掛
     表４．41 機種の選定 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・型枠をスライドセントル（本坑用）とスライドセントル
　常駐車帯用）とに分離
・使用機械規格の変更
・注釈の変更

     表４．42 コンクリートポンプ車 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
・単位数量、使用機械規格の変更
・ＤⅢ断面の表を新規追加

     表４．73 コンクリートポンプ車「大断 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．43 スライドセントル 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．75 スライドセントル「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．44 防水工作業台車 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．77 防水工作業台車「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (５) 材料費 一部 ・語句の修正
     １) 防水シート
     表４．45 防水シート 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
・注釈の追加

     表４．79 防水シート「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     ２) 覆工コンクリート
     表４．46 生コンクリート（余巻を含む） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
・ＤⅢ断面の表を新規追加

     表４．81 生コンクリート（余巻を含む）
「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (６) 覆工コンクリートロス率 全部 ・削除
    (７) 諸雑費
     １) 機械の諸雑費 一部 ・損料及び燃料費から賃料へ変更
     表４．47 （覆工＋防水）諸雑費（その
他機械）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
・ＤⅢ断面の表を新規追加

     表４．83 （覆工＋防水）諸雑費（その
他機械）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

     ２) 材料の諸雑費
     表４．48 （覆工＋防水）諸雑費（その
他材料）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・語句の修正
・ＤⅢ断面の表を新規追加

     表４．85 （覆工＋防水）諸雑費（その
他材料）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (８) コンクリートの打設 一部 ・スライドセントルの延長を標準とする旨を明記

   ４－６ 非常駐車帯 一部 ・非常駐車帯についての表記を削除

   ４－７ スライドセントル等損料 全部 ・損率だったものを損料へと変更

   ４－８ 工事用仮設備
    ４－８－１ 吹付プラント設備組立・解
     表４．50 吹付プラント設備組立・解体
歩掛

一部 ・使用機械規格の変更
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    ４－８－２ スライドセントル組立・解体
     表４．51 スライドセントル組立・解体 一部 ・使用機械規格の変更

・語句の修正

    ４－８－３ 防水工作業台車組立・解体
     表４．52 防水工作業台車組立・解体 一部 ・歩掛改訂に伴う変更

・使用機械をトラッククレーンからラクテレーンクレー
　と変更

    ４－８－５ 仮設備保守 一部 ・歩掛対象の明記
     表４．53 仮設備保守歩掛 ・注釈の変更

  ５． 単価表
    (４) 大型ブレーカ運転１日当り単価表
（こそく用）

一部 ・使用機械規格の変更

    (７) ロックボルト１ⅿ（トンネル延長）単 一部 ・先受けボルトを追加
    (18) 大型ブレーカ運転１日当り単価
表（インバート掘削用）

一部 ・語句の修正

・使用機械規格の変更
    (26) 吹付プラント設備運転１日当り単 一部 ・摘要の追加
    (27) 機械運転単価表 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械、使用機械規格の変更

 ①－２ トンネル工（ＮＡＴＭ）［機械掘削
工法］
  １． 適用範囲
   １－１ 適用範囲 一部 ・施工計画編と施工歩掛編の分を削除

・適用断面積を130m2以下にまで拡大
・歩掛区分に通常断面、大断面を追加
・非常駐車帯部及び坑口部を適用対象に追加

     表１．２ 掘削断面積の適用範囲 一部 ・語句の修正
・適用範囲の追加
・岩区分にＤⅢ断面を追加

  ２． 施工概要
   ２－１ 施工フロー 一部 ・語句の修正

  ３． 施工計画
   ３－１ 岩区分及び掘削工法 一部 ・語句の修正

   ３－２ トンネル掘削機械配置例
     図３．１ 上半先進ベンチカット工法
（上下半同時併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．２ 上半先進ベンチカット工法
（上下半同時併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．３ 上半先進ベンチカット工法
（上下半同時併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．４ 上半先進ベンチカット工法
（上下半同時併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

     図３．５ 上半先進ベンチカット工法
（上下半同時併進工法）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

   ３－３ 岩区分 一部 ・語句の修正
・岩区分にＤⅢ断面を追加

   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 ・通常断面と大断面へ分離し、歩掛の修正

・岩区分にＤⅢ断面を追加

   ３－６ 余掘，余巻及び余吹
     表３．４ 余掘，余巻及び余吹厚 一部 ・語句の修正

・岩区分にＤⅢ断面を追加
・注釈の変更

   ３－７ トンネル工事の機械器具経費積
    ３－７－３ 機械賃料の補正等 全部 ・振動ローラの賃料補正を新規追加

   ３－８ 工事用仮設備
    ３－８－１ 吹付プラント設備
     表３．６ 機種の選定 一部 ・注釈の追加

   ３－９ 工事用仮設備の計上
    ３－９－１ 設計書において仮設費とし
て計上するもので主なもの。
     (10) 工事用連絡設備 全部 ・歩掛改訂に伴う削除

  ４． 施工歩掛
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   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

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．２ (掘削等）施工歩掛「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (２) 掘削機械の機種，規格
     表４．２ 機種の選定 一部 ・使用機械規格の変更

・注釈の変更
     表４．３ 自由断面トンネル掘削機 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．４ 大型ブレーカ 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械規格の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．６ 自由断面トンネル掘削機「大
断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

     表４．７ 大型ブレーカ（ベースマシン
含む）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (３) 材料費 一部 ・語句の修正
     表４．５ カッタービット 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．９ カッタービット「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (４) 諸雑費
     １) 機械の諸雑費 一部 ・語句の修正
     表４．６ （掘削等）諸雑費（その他機 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．11 （掘削等）諸雑費（その他機
械） 「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

     ２) 材料の諸雑費 一部 ・語句の修正
     表４．７ （掘削等）諸雑費（その他材 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．13 （掘削等）諸雑費（その他材
料）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    ４－１－２ ずり出し工
    (２) ずり積込工
     表４．８ ホイールローダ 一部 ・使用機械規格の変更

・歩掛改訂に伴う記載の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．９ バックホウ 一部 ・使用機械規格の変更
・歩掛改訂に伴う記載の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．16 ホイールローダ「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．17 バックホウ「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (３) ずり運搬工
     表４．10 ダンプトラックの規格及び使
用台数

一部 ・注釈の削除

    (４) ダンプトラックの歩掛
     表４．11 ダンプトラック 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．12 ダンプトラック 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．13 ダンプトラック 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．14 ダンプトラック 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．15 ダンプトラック 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．24 ダンプトラック「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．25 ダンプトラック「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．26 ダンプトラック「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．27 ダンプトラック「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．28 ダンプトラック「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加

   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配置例 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     (４) 吹付コンクリート量 一部 ・数量ロスを含む旨の追記
     表４．17 吹付コンクリート 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．31 吹付コンクリート「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (５) 設計吹付厚及びロス率（K） 一部 ・語句の修正
     表４．18 設計吹付厚及びロス率 （K） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．33 設計吹付厚及びロス率 （K）
「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (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 ・使用機械規格の変更
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・歩掛改訂に伴う記載の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．35 コンクリート吹付機「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (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 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．37 吹付プラント設備「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (９) 集塵機
     表４．21 集塵機運転 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．39 集塵機運転「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加

    ４－２－２ ロックボルト工
    (１) ロックボルトの使用区分
     表４．22 ロックボルトの使用区分 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
・先受けボルトの規格について注釈の追加

     表４．41 ロックボルトの使用区分「大
断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (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 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．43 ドリルジャンボ「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
    (３) ロックボルトの使用数量
     表４．24 ロックボルト 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．25 ロックボルト 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．26 ロックボルト 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．47 先受けボルト「通常断面」 全部 ・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．48 ロックボルト「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．49 ロックボルト「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．50 ロックボルト「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．51 先受けボルト「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加

    ４－２－３ 鋼製支保工
    (１) 鋼製支保工の使用材料
     表４．28 鋼製支保工の使用材料 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．54 鋼製支保工の使用材料「大
断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

     表４．29 Ｈ形鋼支保工 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．30 Ｈ形鋼支保工 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．57 Ｈ形鋼支保工「通常断面」 全部 ・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．58 Ｈ形鋼支保工「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．59 Ｈ形鋼支保工「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 一部 ・語句の修正
     表４．31 鏡吹付工施工費率 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．61 鏡吹付工施工費率「大断 全部 ・大断面の表を新規追加

   ４－５ 覆工工
    (２) 型枠工歩掛 一部 ・型枠をスライドセントル（本坑用）とスライドセントル

　常駐車帯用）とに分離
・歩掛改訂に伴う記載の変更

    (３) 覆工コンクリート打設歩掛
     ２) 覆工コンクリート打設歩掛
     表４．34 覆工コンクリート打設作業
施工歩掛 （（トンネル延長）１ｍ当り）

一部 ・歩掛改訂に伴う変更

    (４) 覆工，防水工機械の機種の選定
及び機械歩掛
     表４．35 機種の選定 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・型枠をスライドセントル（本坑用）とスライドセントル
　常駐車帯用）とに分離
・使用機械規格の変更
・注釈の変更

     表４．36 コンクリートポンプ車 一部 ・使用機械規格の変更
・歩掛改訂に伴う記載の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．68 コンクリートポンプ車「大断 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．37 スライドセントル 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・岩区分にＤⅢ断面を追加
     表４．70 スライドセントル「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     表４．38 防水工作業台車 一部 ・語句の修正

・歩掛改訂に伴う記載の変更
・岩区分にＤⅢ断面を追加

     表４．72 防水工作業台車「大断面」 一部 ・大断面の表を新規追加
    (５) 材料費
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     １) 防水シート
     表４．39 防水シート 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
・注釈の追加

     表４．74 防水シート「大断面」 全部 ・大断面の表を新規追加
     ２) 覆工コンクリート
     表４．40 生コンクリート（余巻を含む） 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．76 生コンクリート（余巻を含む）
「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (６) 諸雑費
     １) 機械の諸雑費 一部 ・損料及び燃料費から賃料へ変更
     表４．41 （覆工＋防水）諸雑費（その
他機械）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．78 （覆工＋防水）諸雑費（その
他機械）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

     ２) 材料の諸雑費
     表４．42 （覆工＋防水）諸雑費（その
他材料）

一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・ＤⅢ断面の表を新規追加
     表４．80 （覆工＋防水）諸雑費（その
他材料）「大断面」

全部 ・大断面の表を新規追加

    (７) コンクリートの打設 一部 ・スライドセントルの延長を標準とする旨を明記

   ４－６ 非常駐車帯 一部 ・非常駐車帯についての表記を削除

   ４－７ スライドセントル等損料 全部 ・損率だったものを損料へと変更

５． 単価表
    (５) 大型ブレーカ（ベースマシン含む）
運転１日当り単価表（下半掘削用）

一部 ・使用機械規格の変更

    (８) ロックボルト１ｍ（トンネル延長）単 一部 ・先受けボルトを追加
    (14) 吹付プラント設備運転１日当り単 一部 ・摘要の追加
    (15) 機械運転単価表 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・使用機械、使用機械規格の変更

 ①－４ トンネル工（ＮＡＴＭ）坑口工（Ｄ
Ⅲパターン）

全部 ・歩掛改訂に伴い、

　発破工法と機械掘削工法へ統合し削除

 ①－５トンネル工（ＮＡＴＭ）非常駐車帯 全部 ・歩掛改訂に伴い、
　発破工法と機械掘削工法へ統合し削除

 ①－６ トンネル工（ＮＡＴＭ）仮設備工
（防音扉工）
  １． 適用範囲 一部 ・適用内空断面積を95m2以下にまで拡大

  ２． 施工概要 全部 ・施工フローを追加

  ２． 施工歩掛
   ２－１ 防音扉設置・撤去
     表２．１ 防音扉設置・撤去歩掛 一部 ・ラフテレーンクレーン運転及び溶接工を追加し、

　トラッククレーン運転を削除
・高所作業車運転の規格を変更
・上記に伴う歩掛の変更及び注釈の変更

  ３． 単価表
    (２) 機械運転単価表 一部 ・使用機械規格の変更

② 小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）
  １． 適用範囲 一部 ・施工計画編と施工歩掛編の分を削除

・適用範囲に、型押し延長500m以下を追加
・適用設計掘削断面積を35m2以上から50m2未満に
・その他、歩掛改訂に伴う記載の変更

     表１.１ 掘削断面積の適用範囲 全部 ・新規追加

  ２． 施工概要 一部 ・語句の修正

  ３． 施工計画
   ３－２ 岩区分 一部 ・語句の修正

   ３－３ 工事工程
    ３－３－２ 週当り作業量
     表３．１ 週当り作業量 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
     表３．２ 週当り作業量 一部 ・レール方式とタイヤ方式の区別をなくし、
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　運搬方式によらず同一の歩掛とする

   ３－５ 余掘，余巻及び余吹
     表３．４ 余掘，余巻及び余吹厚 一部 ・レール方式とタイヤ方式の区別をなくし、

　運搬方式によらず同一の歩掛とする

   ３－７ 工事用仮設備
    ３－７－８ 軌条設備（レール方式＜複
線＞）

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

    ３－７－９ 充電機設備（レール方式＜
複線＞）

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

   ３－８ 工事用仮設備の計上
    ３－８－１
    (11) 工事用連絡設備 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
    (15) 充電機設備（レール方式＜複線 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
    (16) 軌条設備（レール方式＜複線＞） 全部 ・歩掛改訂に伴う削除

  ４． 施工歩掛
   ４－１ 掘削工等 一部 ・レール方式とタイヤ方式の区別をなくし、

　運搬方式によらず同一の歩掛とする
    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 ・語句の修正
    (２) 掘削・支保機械の機種の選定
     表４．２ 機種の選定 一部 ・使用機械規格の変更
     表４．３ ドリルジャンボ 一部 ・語句の修正
     表４．４ 大型ブレーカ 一部 ・語句の修正
    (３) 材料費 一部 ・語句の修正
     表４．５ 火薬 一部 ・語句の修正
     表４．６ 雷管(２～５段) 一部 ・語句の修正
     表４．７ 雷管(６～10 段) 一部 ・語句の修正
    (４) 諸雑費
     １） 機械の諸雑費
     表４．８ （掘削等）諸雑費（その他機 一部 ・語句の修正
     ２） 材料の諸雑費
     表４．９ （掘削等）諸雑費（その他材 一部 ・語句の修正

    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 ・語句の修正
     表４．11 ダンプトラック 一部 ・語句の修正

   ４－２ 支保工 一部 ・レール方式とタイヤ方式の区別をなくし、
　運搬方式によらず同一の歩掛とする

    ４－２－１ コンクリート吹付工
    (２) 吹付コンクリート量
     表４．12 吹付コンクリート 一部 ・語句の修正
    (３) 設計吹付厚及びロス率
     表４．13 設計吹付厚及びロス率 （Ｋ） 一部 ・語句の修正
    (６) コンクリート吹付機の運転時間
     表４．15 コンクリート吹付機 一部 ・語句の修正
    (７) 吹付プラント設備の運転時間
     表４．16 吹付プラント設備 一部 ・語句の修正
    (９) 集塵機
     ３) 集塵機の運転時間
     表４．17 集塵機運転 一部 ・語句の修正

    ４－２－２ ロックボルト工
    (２) ロックボルトの使用数量
     表４．19 ロックボルト 一部 ・語句の修正
     表４．20 ロックボルト 一部 ・語句の修正
     表４．21 ロックボルト 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４．24 Ｈ形鋼支保工 一部 ・語句の修正
     表４．25 Ｈ形鋼支保工 一部 ・語句の修正

    ４－２－４ 鏡吹付工施工費率 一部 ・語句の修正
     表４．26 鏡吹付施工費率 一部 ・語句の修正

    ４－２－５ 補助工法 一部 ・語句の修正

   ４－３ 掘削工等（レール方式＜複線 全部 ・歩掛改訂に伴う削除

   ４－４ 支保工（レール方式＜複線＞） 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
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   ４－５ 覆工工
    ４－５－１ 防水工
    (２) 型枠工歩掛 一部 ・語句の修正
     表４．53 型枠の移動・据付・脱型 施
工歩掛（トンネル延長1m 当り）

一部 ・歩掛改訂に伴う変更

    (３) 覆工コンクリート打設歩掛 一部 ・語句の修正
     表４．54 覆工コンクリート打設 施工
歩掛（トンネル延長1m 当り）

一部 ・歩掛改訂に伴う変更

    (４) 覆工，防水機械の機種の選定及
び機械歩掛
     表４．55 機種の選定 一部 ・運搬方式の別を削除

・使用機械規格の変更
     表４．56 コンクリートポンプ車（タイヤ
方式）

一部 ・語句の修正

・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
・使用機械規格の変更
・10m当り単価を1m当り単価に変更

     表４．57 コンクリートプレーサ運転
（レール方式）

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

     表４．58 バッテリ機関車運転(コンク
リートプレーサけん引)(レール方式)

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

     表４．59 スライドセントル（タイヤ方 一部 ・語句を修正し、全ての方式に適用する
     表４．60 スライドセントル（レール方 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
     表４．61 防水工作業台車（タイヤ方 一部 ・語句を修正し、全ての方式に適用する
     表４．62 防水工作業台車（レール方 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
    (５) 材料等歩掛
     １) 防水シート
     表４．63 防水シート（タイヤ方式） 一部 ・語句の修正

・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
     表４．64 防水シート（レール方式） 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
     ２) 覆工コンクリート
     表４．65 生コンクリート(余巻を含む)
（タイヤ方式）

一部 ・語句の修正

・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
     表４．66 生コンクリート(余巻を含む)
（レール方式）

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

    (６) 諸雑費
     １) 機械の諸雑費
     表４．67 (覆工＋防水)諸雑費(その他
機械)(タイヤ方式)

一部 ・歩掛改訂に伴う変更及び語句の修正

・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
     表４．68 (覆工＋防水)諸雑費(その他
機械)(レール方式)

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

     ２) 材料の諸雑費
     表４．69 (覆工＋防水)諸雑費(その他
材料)(タイヤ方式)

一部 ・語句の修正

・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する
     表４．70 (覆工＋防水)諸雑費(その他
材料)(レール方式)

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

   ４―４スライドセントル等損料 全部 ・新規追加

   ４－６ 工事用仮設備
    ４－６－１ 空気圧縮機
    (３) 空気圧縮機運転
     ① 空気圧縮機の１月当り運転歩掛 一部 ・語句の修正
     表４．72 空気圧縮機運転歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
    (４) 空気圧縮機設備組立・解体
     表４．73 空気圧縮機設備組立・解体 一部 ・使用機械規格の変更

    ４－６－２ 吹付プラント設備組立・解
     表４．74 吹付プラント設備組立・解体
歩掛

一部 ・使用機械規格の変更

    ４－６－３ スライドセントル組立・解体
     表４．75 スライドセントル組立・解体 一部 ・使用機械規格の変更

・語句の修正

    ４－６－４ 防水工作業台車組立・解体
     表４．76 防水工作業台車組立・解体 一部 ・トラッククレーン運転をラフテレーンクレーン運転に

・語句の修正

    ４－６－６ 送気管
     (２) 坑外送気管敷設・撤去歩掛 一部 ・語句の修正

    ４－６－７ 仮設備保守
    (１) 仮設備保守編成人員 全部 ・歩掛改訂に伴う削除
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    (２) 仮設備保守歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
     表４．79 仮設備保守歩掛 一部 ・歩掛改訂に伴う記載の変更

・注釈の追加

  ５． 単価表
    (４) 大型ブレーカ運転１日当り単価表
（こそく用）（タイヤ方式）

一部 ・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する

・語句の修正
    (５) Ｈ形鋼支保工１ｍ（トンネル延長）
単価表

一部 ・摘要の変更

    (６) 吹付コンクリート１ｍ（トンネル延
長）単価表

一部 ・摘要の変更

    (７) ロックボルト１ｍ（トンネル延長）単 一部 ・摘要の変更
    (８) 火薬（雷管含む）１ｍ（トンネル延
長）単価表

一部 ・摘要の変更

    (26) 吹付プラント設備運転１日当り単 一部 ・摘要の追加
    (27) 機械運転単価表（タイヤ方式） 一部 ・タイヤ方式によらず、全ての方式に適用する

・使用機械規格の変更
    (28) 機械運転単価表（レール方式＜
複線＞）

全部 ・歩掛改訂に伴う削除

第７章 適用基準
橋梁工 ①鋼橋製作工

  ５． 桁輸送費
   ５－１輸送距離 一部 語句の修正

   ５－２輸送費 一部 語句の修正

③鋼橋架設工
  ３． 機種の選定
   ３－１移動式クレーン
　　５．トラッククレーン及び～ 一部 語句の削除

　　７．本締め工 一部 語句の修正

　　１３．架設用機械設備及び工具の供
用日数等

一部 損料改定に伴い修正

　　１４．検査路架設工
　　　（４）アンカーボルト 一部 語句の修正

　　１７．単価表及び内訳表
　　　（２９）足場工 一部 語句の修正
　　　（３０）アンカーボルト数量 一部 語句の修正

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）
　　６．主桁製作用機械
　　　（１）機械 一部 損料改定に伴う修正

　　７．単価表
　　　（１０）主桁製作用機械１工事当り単 一部 語句の修正

⑤鋼橋床版工
  ２．施工パッケージ
   ２－２型枠（鋼橋床版
　　（３）補正係数が～ 一部 記載の修正・削除（式修正、支間長）

   ２－５養生（鋼橋床版）
　　（１）条件区分 一部 代表材料の削除（養生マット削除）
　　（２）代表機労材規格 一部 記載の修正・削除

　 ２－６養生マット（材料費） 記載の追加（現行なし）

⑥グレーチング床版架設工及び足場工
  ４．施工歩掛
   ４－２コンクリート工 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 一部 語句の修正「コンクリート設計量」

　６．単価表
　　（２）機械器具損料

一部 語句の修正

⑨ＰＣ橋架設工
　３．トラッククレーンによる架設
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　　３－３－４機械器具損料 一部 語句の修正（５，４７０円）

　１１．内訳書及び単価表
　　（１４）架設機械器具経費 一部 語句の修正

⑩ＰＣ橋片持架設工
　５．支保工
　　５－３仮設材供用日数 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更
　　５－４支保工仮設材損料 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表５．４～表５．７）

　７．片持架設工
　　７－１　作業車据付・解体工 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（２６日）

　１３．機種の選定
一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表１３．１）

損料改定に伴う修正（表１３．１）

　　１３－２　供用日数 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更

　１４．単価表
　　（３）くさび結合支保工 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更
　　（４）支柱支保工 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更

⑭架設支保工
　３．くさび結合支保工
　　３－２　機種の選定 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表３．１）

　　３－３－３　くさび結合支保設置・撤去
工歩掛

一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表３．２）

歩掛の改訂に伴う記載の変更・新たに追加（表３．３）

　　３－３－４　基礎用鋼材設置・撤去工 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表３．４）

　４．支柱支保工
　　４－３－３　支柱支保設置・撤去工歩 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表４．２）

歩掛の改訂に伴う記載の変更（表４．３）

　　４－３－４　支柱受台設置・撤去工歩 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表４．４）

　５．仮設材供用日数 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更（表５．１、表５．２）

　６．単価表
　　（１）、（２）、（３）、（４） 一部 歩掛の改訂に伴う記載の変更

⑲橋台・橋脚工
　⑲－２橋台・橋脚工（２）
　　２．施工歩掛
　　　２－６　基礎材工 一部 記載の修正

第Ⅴ編 第１章 適用基準 ①（２）公園植栽工（支柱設置） 一部 ・記載の修正
公園 公園植栽工

⑩公園植栽工
１．適用範囲 一部 ・語句の追加（夜間作業）

第Ⅶ編 第2章 独自基準 　①機器・材料費等の区分
電気通信 工事費の積算 　　別表　第１　機器・材料等の区分 全部 適用基準として記載されたため削除
（積算）

　⑤間接工事費
　　別表　第４　機器管理費率の補正 全部 適用基準として記載されたため削除

第Ⅷ編 第１章 適用基準 第1節　一般事項
一般事項 　①一般事項

　　２　適用 一部 ・撤去作業等における補正係数の変更

第2章 適用基準 第1節　共通設備工
共通設備 　①配管・配線工

　　３　標準歩掛
　　　３－１　配管
　　　　（８）金属製可とう電線管敷設 一部 ・JIS規格との整合のため表記修正

第3章 適用基準 第6節　道路照明設備工
電気設備 　⑤照明灯プレキャスト基礎設置工 全部 ・新規追加

第4章 適用基準 第1節　多重無線設備工
通信設備 　②空中線装置設置工

　　６　標準歩掛 一部 ・撤去作業等における補正係数の変更

第4節　移動体通信設備工

電気通信
（歩掛）
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　②デジタル陸上移動通信装置設置工 全部 ・新規追加

第5節　衛星通信設備工
　3-7　空中線据付 一部 ・撤去作業等における補正係数の変更

第5章 適用基準 第3節　レーダ雨（雪）量計設備工
電子応用設備 　③レーダ基地局装置設置工

　　３　標準歩掛
　　　３－１　レーダ基地局装置（単一偏
波）据付

一部 ・撤去作業等における補正係数の変更

第Ⅸ編 第１章 適用基準 第５　請負工事費の積算
機械設備 一般共通 　２　据付工事原価

　　２－１　直接工事費
　　　（１）　輸送費
　　　　表－１・５ 一部 新設工事輸送費算定式の見直し

　４　一般管理費等
　　表－１・１０ 一部 標準一般管理費等率の見直し

〔解〕２　据付工事価格
　２－１　直接工事費
　　（３）直接労務費 一部 機械設備据付工の定義で作業項目の追加

〔解〕６　材料費等の価格等の取扱い 一部 消費税率の表記修正

第Ⅸ編 第20章 適用基準
機械設備 ・一般共通 一部 標準一般管理費等率の見直し

第１１編 第１１－１編 独自基準
第2章　　2節　　間接工事費 一部 ・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１１－３編 独自基準
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

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 全部 削除
空港 工事費の積算 　２．現場管理費

　　２－５．現場管理費の計算

第１3編 第1章 独自基準 ②工事費の積算
農業農村 総則 　2．間接工事費の積算
整備 　　１）共通仮設費および２）現場管理費

　　　別表１ 一部 工種区分の新設・廃止

　　　別表２ 一部 運搬費について率に別途加算できる項目を追記

　　　別表３ 一部 工種区分の新設・廃止に伴う共通仮設費率の改定

　　　別表４ 一部 工種区分の新設及び施工地域区分の改定に伴う共
仮設費率補正の改定

　　　別表５ 全部 工種区分の新設・廃止及び現場管理費率の改定

　　　別表６ 一部 工種区分の新設及び施工地域区分の改定に伴う現
管理費率補正の改定

⑨土木請負工事における現場環境改善
費の積算

全部 農水省基準に新設されたことに伴い、１３編にも新設

⑩工事の一時中止に伴う増加費用等の 全部 農水省基準が改正されたことに伴い、13編にも新設

⑮請負工事機械経費積算要領
　（表－１） 一部 損料表の改定

　たて込み簡易土留機材修理費及び損
耗費表

一部 修理費及び損耗費の改定

第３章 適用基準 ③石積類とりこわし（機械） 一部 空積歩掛の改定
共通工 空積・練積ともに施工機械の改定

漁港漁場整備

港湾・漁港漁場
整備共通

機械設備点検・
整備業務

港湾・漁港
漁場整備

港湾
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第７章 適用基準 ③ブロックマット設置工 一部 諸雑費率の改定
河川・水路工

第１１章 適用基準 ・アングルドーザ（階段工） 全部 農水省基準において削除されたことに伴い、13編も
農用地造成工 ・レーキドーザ及びブルドーザ（しわよせ

工法）
・ケンブリッジローラ鎮圧
・農地造成工（スクレープドーザ掘削）
・農地造成工（被けん引式スクレーパ掘

第１４章 適用基準 ③たて込み簡易土留工 一部 施工機械の排ガス対策型の改定
仮設工

・索道 全部 農水省基準において削除されたことに伴い、13編も

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 一部 施工地域区分の改定に伴う共通仮設費率補正の改

　　　　　（２）現場管理費 一部 施工地域区分の改定に伴う現場管理費率補正の改

　　　３－４　一般管理費等
　　　　２）
　　　　　（１）　表－３・９ 全部 標準一般管理費等率の改定

　　　　　（４） 全部 契約保証に係る費用について追記

土地改良事業等請負工事標準歩掛
（施設機械）について
　第３章　水門設備
　　第１　河川・水路用水門設備
　　３　直接工事費
　　　３－１　輸送費 一部 区分及び輸送費算定式の改定

　第４章　除塵設備
　　第２　直接製作費
　　　３　製作工数
　　　　３－４　製作数による補正係数 一部 区分及び形式の新設

　　第３　直接工事費
　　　１　輸送費
　　　　１－１　輸送費 一部 輸送費算定式の改定

　　　３　据付工数
　　　　３－２　工数補正
　　　　　２）据付数による補正係数 一部 区分及び形式の新設

　第６章　鋼製付属設備
　　第３　直接工事費
　　　１　輸送費 一部 輸送費算定式の改定

　第９章　電気通信設備
　　第２　据付歩掛
　　　１　共通設備工
　　　　１－１　配管・配線工
　　　　　３）標準歩掛
　　　　　　１－１－１～１－１－６ 一部 配管・配線歩掛の区分改定に伴う歩掛の見直し

　　　　１－２　配線器具設置工 全部 適用範囲・歩掛区分の改定

　　　　１－３　通信配線工
　　　　　１－３－１　通信・制御架空配線
　　　　　　（１）　通信・制御ケーブル配線 全部 歩掛の統合、規格の改定

　　　　１－４　光ケーブル敷設工
　　　　　３）標準歩掛
　　　　　　１－４－１～１－４－２ 一部 歩掛の統合、規格の改定

　　　　４－４　トンネル照明設備設置工 一部 規格の新設

土地改良事業等請負工事積算基準及
標準歩掛等の参考資料（施設機械）
　第２章　電気通信設備工事（参考資料）
　　第２　電気通信設備工事標準歩掛
　　　別表　電線ケーブルの仕上り外径（参 一部 配線仕上り外径表の改定

施設機械及び電
気通信設備
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施設機械設備点検・整備積算基準
　第４　点検・整備費の積算
　　２　一般管理費等
　　　１）
　　　　（１）標準一般管理費等率 全部 標準一般管理費等率の改定

施設機械設備点検・整備標準歩掛
　第２章　用排水ポンプ設備
　　第１　適用範囲
　　　１　区分及び構成 全部 区分及び構成の改定

　　　２　適用規格 一部 適用規格の改定

　　第２　点検原価
　　　１　点検工数
　　　　１－１　標準点検工数
　　　　　１）年点検 一部 区分及び標準点検工数式の改定

点検内容等の記述の追記・改定

　　　　　２）月点検 一部 点検内容等の記述の追記・改定

　　　　１－２　作業区分別工数費率
　　　　　１）工数比率（年点検） 全部 規格の統合、比率および項目の改定

　　　　１－３　工数補正
　　　　　３）
　　　　　　（１）主ポンプ台数補正 全部 補正係数及び主ポンプ台数区分および作業区分の

　　　　　　（２）原動機形式補正 全部 補正係数及び作業区分の改定

　　　２　整備工数
　　　　２－１　潤滑油交換工数 一部 職種別構成割合の改定

　第３章　水門設備
　　第２　点検・整備原価
　　　１　点検工数
　　　　１－１　標準点検構成人員 全部 水門設備区分の細分化

　　　　１－２　標準点検日数 全部 河川・水路用水門設備の標準点検日数の改定

　　　　１－６　施設間の移動に伴う拘束
　　　　　１）樋門・水路用ゲート 全部 拘束工数の改定

施設機械設備点検・整備積算基準等の
　第２　用排水ポンプ設備
　　２　点検原価
　　　２－２　工数補正 全部 工数補正計算例の改定

　第３　水門設備
　　１　点検原価
　　　１－１　工数補正 全部 工数補正計算例の改定

電気通信設備点検業務積算基準等
（参考資料）
　第５　運用
　　１　直接人件費
　　　１－２　移動拘束費 全部 記述の新設

　　　２　機械経費～３　旅費交通費 全部 記述の新設

第１４編 第1章 独自基準 ⑩　工事の一時中止に伴う増加費用等
の積算

一部 「各工種毎に決まる係数」の表を改定

森林整備 総則

第3章 独自基準 第１編　共通工
運搬工 第２　運搬工

２－１０　人力運搬 一部 施工パッケージが網羅できない種別の新設

第6章 適用基準 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 ５－9　落石防止柵工 一部 削孔歩掛の適用範囲の新設

（高エネルギー吸収柵工） 一部 使用機械の新設
一部 土質別施工日数の新設
一部 材料使用量の新設

第13章 適用基準 第２編　治山
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治山ダム工 　　第２　治山ダム工
 ２－６　鋼製ダム工歩掛 一部 適用範囲の語句の修正

一部 施工概要フロー図の追記、修正
一部 施工歩掛の削除

第21章 独自基準 第３編　林道
道路維持修繕 第３　橋梁工

　　　　３－４　鋼橋架設工 一部 架設費の内容を新設
一部 ケーブルクレーン設備の形式、規格、鉄塔質量を新
一部 ベント設備の質量を新設
一部 架設用機械設備及び工具の供用日数等の備考を追

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 一部 適用範囲の一部削除、適用範囲外を新設
４－８　トンネル補修工 全部 新設
（ひび割れ補修工）
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