
≪施工内訳表≫

災害復旧事業測量・設計業務委託積算基準　正誤表

誤 正

積み上げ積算による査定申請図等作成　【道路災害　延長33m以下】 １箇所　当り
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（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

積み上げ積算による査定申請図等作成　【道路災害　延長33m超】 １ｋｍ　当り
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（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

（注）　２．道路災害で工事延長３3ｍ以下の箇所に適用する。

（注）　３．仮設構造物設計、形式比較検討、設計計算等は含まない。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第11－2号表

名 称 ・ 規 格 な ど 数　量 単 価 金 額 備 考

技師Ａ 7.50

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

技師Ａ 0.25

技師Ｂ 0.38

技師Ｃ 0.41

技術員 0.46

施　工　内　訳　表

単価　第11－１号表

名 称 ・ 規 格 な ど 数　量 単 価 金 額 備 考

技師Ｂ 11.50

技師Ｃ 12.50

技術員 14.00

＊＊計＊＊ 1 　①

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害で工事延長３3ｍ超の箇所に適用する。

（注）　３．仮設構造物設計、形式比較検討、設計計算等は含まない。

積み上げ積算による査定申請図等作成　【道路災害　延長33m以下】 １箇所　当り
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（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

積み上げ積算による査定申請図等作成　【道路災害　延長33m超】 １ｋｍ　当り
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（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

（注）　２．道路災害で工事延長３3ｍ以下の箇所に適用する。

（注）　３．仮設構造物設計、形式比較検討、設計計算等は含まない。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第11－2号表

名 称 ・ 規 格 な ど 数　量 単 価 金 額 備 考

技師Ａ 7.50

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

技師Ａ 0.25

技師Ｂ 0.38

技師Ｃ 0.41

技術員 0.46

施　工　内　訳　表

単価　第11－１号表

名 称 ・ 規 格 な ど 数　量 単 価 金 額 備 考

技師Ｂ 11.50

技師Ｃ 12.50

技術員 14.00

＊＊計＊＊ 1 　①

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害で工事延長３3ｍ超の箇所に適用する。

（注）　３．仮設構造物設計、形式比較検討、設計計算等は含まない。



災害復旧事業測量・設計業務委託積算基準　正誤表

誤 正
≪コード一覧表≫

．

施工単価コード コード名称 規格 単位 備考（施工内訳表番号）

SSMNSGA001 測量業務打合せ協議【災害】 回 １号表

SSMNSGA002 現地踏査【災害】 箇所 ２号表

SSMNSGA003 人力除草【災害】 m2 ３号表

SSMNSGA004 平面測量【災害】 見取り平面 箇所 ４号表

SSMNSGA005 仮BM測量【道路災害】 km ５－１号表

SSMNSGA006 仮BM測量【河川災害】 km ５－２号表

SSMNSGA007 縦断測量【道路災害】 km ６－１号表

SSMNSGA008 縦断測量【河川災害】 km ６－２号表

SSMNSGA009 横断測量【道路災害】 測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ未満 本 ７－１号表

SSMNSGA010 横断測量【道路災害】 測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ以上 本 ７－２号表

SSMNSGA011 横断測量【河川災害】 測量幅４５ｍ未満、水深１ｍ以下 本 ７－３号表

SSMNSGA012 写真撮影・写真整理【災害】 全景・起終点・被災状況・被災水位等写真 箇所 ８－１号表

SSMNSGA013 写真撮影・写真整理【道路災害】 横断写真：被災直高６ｍ未満 断面 ８－２号表

SSMNSGA014 写真撮影・写真整理【道路災害】 横断写真：被災直高６ｍ以上 断面 ８－３号表

SSMNSGA015 写真撮影・写真整理【河川災害】 横断写真：水深１ｍ以下 断面 ８－４号表

SSMNSGC001 総合単価による査定申請図等作成【災害】 箇所 ９号表

SSMNSGC002 実施設計用図面・数量作成【道路災害】 延長30m以下 箇所 １０－１号表

SSMNSGC003 実施設計用図面・数量作成【道路災害】 延長30m超 箇所 １０－２号表

SSMNSGC004 実施設計用図面・数量作成【河川災害】 業務 １０－３号表

コードなし 積上積算による査定申請図等作成【道路災】 延長33m以下 箇所 １１－１号表

SSMNSGC005 積上積算による査定申請図等作成【道路災】 延長33m超 km １１－２号表

SSMNSGC006 積上積算による査定申請図等作成【道路災】 仮設構造物設計 km １１－３号表

SSMNSGC007 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 業務 １２－１号表

SSMNSGC008 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 構造物との取付検討 業務 １２－２号表

SSMNSGC009 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 階段工等 業務 １２－３号表

SSMNSGC010 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 排水管渠 業務 １２－４号表

SSMNSGC011 擁壁比較設計【災害】 箇所 １３号表

SSMNSGC012 もたれ式･井桁･大型ﾌﾞﾛｯｸ詳細設計【災害】 箇所 １４－１号表

SSMNSGC013 補強土詳細設計【災害】 箇所 １４－２号表

SSMNSGC014 A表作成【河川災害】 箇所 １５－１号表

SSMNSGC015 B表作成【河川災害】 箇所 １５－２号表

SSMNSGC016 簡易B表作成【河川災害】 箇所 １５－３号表

SSMNSGC017 設計協議【災害】 回 １６号表

災害復旧事業 測量・設計業務委託積算基準 コード一覧表（令和４年４月）
．

施工単価コード コード名称 規格 単位 備考（施工内訳表番号）

SSMNSGA001 測量業務打合せ協議【災害】 回 １号表

SSMNSGA002 現地踏査【災害】 箇所 ２号表

SSMNSGA003 人力除草【災害】 m2 ３号表

SSMNSGA004 平面測量【災害】 見取り平面 箇所 ４号表

SSMNSGA005 仮BM測量【道路災害】 km ５－１号表

SSMNSGA006 仮BM測量【河川災害】 km ５－２号表

SSMNSGA007 縦断測量【道路災害】 km ６－１号表

SSMNSGA008 縦断測量【河川災害】 km ６－２号表

SSMNSGA009 横断測量【道路災害】 測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ未満 本 ７－１号表

SSMNSGA010 横断測量【道路災害】 測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ以上 本 ７－２号表

SSMNSGA011 横断測量【河川災害】 測量幅４５ｍ未満、水深１ｍ以下 本 ７－３号表

SSMNSGA012 写真撮影・写真整理【災害】 全景・起終点・被災状況・被災水位等写真 箇所 ８－１号表

SSMNSGA013 写真撮影・写真整理【道路災害】 横断写真：被災直高６ｍ未満 断面 ８－２号表

SSMNSGA014 写真撮影・写真整理【道路災害】 横断写真：被災直高６ｍ以上 断面 ８－３号表

SSMNSGA015 写真撮影・写真整理【河川災害】 横断写真：水深１ｍ以下 断面 ８－４号表

SSMNSGC001 総合単価による査定申請図等作成【災害】 箇所 ９号表

SSMNSGC002 実施設計用図面・数量作成【道路災害】 延長30m以下 箇所 １０－１号表

SSMNSGC003 実施設計用図面・数量作成【道路災害】 延長30m超 箇所 １０－２号表

SSMNSGC004 実施設計用図面・数量作成【河川災害】 業務 １０－３号表

コードなし 積上積算による査定申請図等作成【道路災】 延長33m以下 km １１－１号表

SSMNSGC005 積上積算による査定申請図等作成【道路災】 延長33m超 km １１－２号表

SSMNSGC006 積上積算による査定申請図等作成【道路災】 仮設構造物設計 km １１－３号表

SSMNSGC007 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 業務 １２－１号表

SSMNSGC008 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 構造物との取付検討 業務 １２－２号表

SSMNSGC009 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 階段工等 業務 １２－３号表

SSMNSGC010 積上積算による査定申請図等作成【河川災】 排水管渠 業務 １２－４号表

SSMNSGC011 擁壁比較設計【災害】 箇所 １３号表

SSMNSGC012 もたれ式･井桁･大型ﾌﾞﾛｯｸ詳細設計【災害】 箇所 １４－１号表

SSMNSGC013 補強土詳細設計【災害】 箇所 １４－２号表

SSMNSGC014 A表作成【河川災害】 箇所 １５－１号表

SSMNSGC015 B表作成【河川災害】 箇所 １５－２号表

SSMNSGC016 簡易B表作成【河川災害】 箇所 １５－３号表

SSMNSGC017 設計協議【災害】 回 １６号表

災害復旧事業 測量・設計業務委託積算基準 コード一覧表（令和４年４月）


