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R3.12.20 改定 本編 目次 工種の追加 1～2

R3.12.20 改定 本編 Ⅱ-4～5

第Ⅱ編 共通工

第2章 共通工 [2]独自基準

③コンクリートブロック積（張）工

1-2適用出来ない範囲 1-2-2大型ブロッ

ク積

適用出来ない範囲を追加 3～4

R3.12.20 改定 本編 Ⅱ-6(1)～6(4)

第Ⅱ編 共通工

第2章 共通工 [2]独自基準

㉖ 高エネルギー吸収型落石防護柵工

工種の追加 5～8

R3.12.20 改定 本編 Ⅱ-6(5)

第Ⅱ編 共通工

第2章 共通工 [2]独自基準

㉗ ロープ伏工

工種の追加 9

R3.12.20 改定 本編 Ⅱ-6(5)～(6)

第Ⅱ編 共通工

第2章 共通工 [2]独自基準

㉘ ロープ掛工

工種の追加 9～10

R3.12.20 改定 本編
Ⅵ-11(1)～

11(2)

第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単価

第２章 市場単価  ⑰大型ブロック積

（島根県独自）

工種の追加 11～12

R4.2.28 改定 本編 Ⅳ-19
第Ⅳ編 道路

第7章橋梁工 [2]独自基準

工場製作における工数単価（直

接労務費）の改定
13

R4.2.28 改定 本編 11-15

第11編 港湾・漁港漁場整備

第11-3編 港湾・漁港漁場整備共通

[2]独自基準

就業時間別の船員供用係数の改

定
14

R4.3.30 改定 本編
Ⅰ-2-②-27～

27(1)

第Ⅰ編 総則 ［2］独自基準

第 ２章 工事費の積算

②間接工事費 ２．共通仮設費

２−５安全費

安全費として積算する内容で共通

仮設費率に含まれる安全用品等

の費用に墜落制止用器具（フル

ハーネス型）を追加

15～16

R4.3.30 改定 本編 Ⅰ-3-①-2

第Ⅰ編 総則 [2]独自基準

第３章 一般管理費等及び消費税相当

額

一般管理費率等の改定 17

R4.3.30 改定 本編 Ⅵ-2

第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単

価

第１章 土木工事標準単価

[2]独自基準

①ー１ 区画線工【溶剤型ペイント式

（手動式）】

日当たり標準施工量の改定 18

R4.3.30 改定 本編 Ⅳ-19
第Ⅳ編 道路

第7章橋梁工 [2]独自基準

間接労務費率、工場管理費率の

改定
19

R4.3.30 改定 本編 Ⅸ-2～3

第Ⅸ編 機械設備

第１章 一般共通

［2］独自基準

一般管理費等率の改定 20～21
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R4.3.30 改定 本編 11-2

第１１編 港湾・漁港漁場整備

第１１−１編 港湾

［2］独自基準

第１部 港湾土木請負工事積算基準

３節 一般管理費等

１．一般管理費等の算定

一般管理費等率の改定 22

R4.3.30 改定 本編 11-5

第１１編 港湾・漁港漁場整備

第１１−２編 漁港漁場整備

［2］独自基準

第１部 漁港漁場関係事業請負工事費

積算基準

３節 一般管理費等

１．一般管理費等の算定

一般管理費等率の改定 23

R4.3.30 改定 本編 12-1

第１２編 空 港

第１２−１編 空港土木

［2］独自基準

第1部 空港土木請負工事積算基準

第１編 総則

第３章 一般管理費等

一般管理費等率の改定 24

R4.3.30 改定 本編 13-4～13-5(2)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

②工事費の積算

２．間接工事費の積算

１）共通仮設費

水路トンネル工事の工種内容の

追記
25～27

R4.3.30 改定 本編 13-6～13-7(2)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

②工事費の積算

２．間接工事費の積算

１）共通仮設費

共通仮設費率範囲内の安全用品

等の費用に墜落制止用器具（フ

ルハーネス型）を追加

率の対象項目及び率に別途加算

できる項目の営繕費の記載を追

記

28～30

R4.3.30 改定 本編 13-83

第１３編 農業農村整備

第16章 施設機械及び電気通信設備

［2］独自基準一般管理費等

一般管理費等率の改定 31

R4.4.22 訂正 本編 Ⅵ-2

第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単

価

第１章 土木工事標準単価

[2]独自基準

①ー１ 区画線工【溶剤型ペイント式

（手動式）】

日当たり標準施工量の訂正 32

R4.4.27 改定 本編 10-1

第１０編 下水道

［2］独自基準

② 一般管理費等

一般管理費等率の改定 33
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R4.7.14

R4.4.27 改定 本編 11-2

第１１編 港湾・漁港漁場整備

第１１−１編 港湾

［2］独自基準

第１部 港湾土木請負工事積算基準

第２章 工事費の積算

２節 間接工事費 ２．共通仮設費

共通仮設費率における海上輸送

の補正方法の改定
34～35

R4.4.27 改定 本編 11-5

第１１編 港湾・漁港漁場整備

第１１−２編 漁港漁場整備

［2］独自基準

第１部 漁港漁場関係事業請負工事費

積算基準

第２章 工事費の積算

２節 間接工事費 ２．共通仮設費

共通仮設費率における海上輸送

の補正方法の改定
36～37

R4.5.30 改定 本編 13-4～13-5(4)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

②工事費の積算

２．間接工事費の積算

１）共通仮設費

「別表１工種区分」における工

種（ため池工事）の追加
38～40

R4.5.30 改定 本編 13-8～13-9(2)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

②工事費の積算

２．間接工事費の積算

１）共通仮設費

「別表３共通仮設費率」におけ

る工種（ため池工事）の追加
41～43

R4.5.30 改定 本編 13-13～13-14(2)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

②工事費の積算

２．間接工事費の積算

２）現場管理費

「別表５現場管理費率」におけ

る工種（ため池工事）の追加
44～46

R4.5.30 改定 本編 13-19～13-20(2)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

⑨土木請負工事における現場環境改善

費の積算

現場環境改善費率の改定 47～49

R4.5.30 改定 本編 13-21～13-28(8)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

⑩工事の一時中止に伴う増加費用等の

積算

・工期短縮を行った場合の費用

等の追記

・増加費用算定方法の改定

・中止に伴う現場維持等に要す

る費用算定式における係数表

（別表）の改定

50～58

R4.7.14 訂正 本編 13-5(4)

第１３編 農業農村整備

第１章 総則 ［2］独自基準

②工事費の積算

２．間接工事費の積算

１）共通仮設費

別表１ 工種区分の訂正 59

★重要事項は朱書きしておりますので要確認ください。 3/3
























































































































