発注者支援業務等積算基準

改正概要

H31 改正

旧

備
考

積算技術業務、工事監督支援業務、技術審査業務積算基準

積算技術業務、工事監督支援業務、技術審査業務積算基準

３．業務委託料の積算

３．業務委託料の積算

（ロ）直接経費

（ロ）直接経費

ｂ

旅費交通費

ｂ

旅費交通費

旅費交通費は設計業務等標準積算基準書および同（参考資料）に準ずる。

旅費交通費は土木設計業務等標準積算基準及び同（参考資料）に準ずる。

なお、発注者施設で業務を実施する場合であって、通勤により業務を行う場合は、出発基地から業務

また、発注者施設で業務を実施する場合であって、通勤により業務を行う場合は、出発基地から業務

場所までの交通費は原則として計上しない。ただし、滞在費が必要となる場合は適宜計上する。

場所までの交通費は原則として計上しない。ただし、滞在費が必要となる場合は適宜計上する。

※「出発基地」とは、原則として参加表明業者のうち現地に最も近い本支店が所在する市役所等とす
る。

※「出発基地」とは、原則として参加表明業者のうち現地に最も近い本支店が所在する市役所等とす
る。
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積算技術業務

積算技術業務

４．業務内容

４．業務内容

（１） 適用工種（土木工事）
事業区分（Lv０)

（１） 適用工種（土木工事）

工事区分（Lv１)

工事種別（Lv２)

事業区分（Lv０)

工事区分（Lv１)

河川土工,軽量盛土工,地盤改良工,護岸基礎工,矢板護岸工,法覆護岸工,擁壁護岸工,根固め工,水
河川改修

築堤･護岸

河川土工,軽量盛土工,地盤改良工,護岸基礎工,矢板護岸工,法覆護岸工,擁壁護岸工,根固め工,水
河川改修

築堤･護岸

制工,付帯道路工,付帯道路施設工,光ｹｰﾌﾞﾙ配管工,構造物撤去工,仮設工
浚渫(河川)

制工,付帯道路工,付帯道路施設工,光ｹｰﾌﾞﾙ配管工,構造物撤去工,仮設工

浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船),浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船),浚渫工(ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船),浚渫土処理工,仮設工

浚渫(河川)

河川土工,軽量盛土工,地盤改良工,樋門･樋管本体工,護床工,水路工,付属物設置工,構造物撤去工,
樋門･樋管
仮設工

水路工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,河川土工,軽量盛土工,水門本体工,護床工,付属物設置工,鋼管理橋上

工場製作工,工場製品輸送工,河川土工,軽量盛土工,水門本体工,護床工,付属物設置工,鋼管理橋上

部工,橋梁現場塗装工,床版工,橋梁付属物工(鋼管理橋),橋梁足場等設置工(鋼管理橋),橋梁現場塗

部工,橋梁現場塗装工,床版工,橋梁付属物工(鋼管理橋),橋梁足場等設置工(鋼管理橋),橋梁現場塗

水門

水門
装工(鋼管理橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC 橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋),橋梁付属物工

装工(鋼管理橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC 橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋),橋梁付属物工

(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),橋梁足場等設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),舗装工,仮設工

(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),橋梁足場等設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),舗装工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,河川土工,軽量盛土工,可動堰本体工,固定堰本体工,魚道工,管理橋下

工場製作工,工場製品輸送工,河川土工,軽量盛土工,可動堰本体工,固定堰本体工,魚道工,管理橋下

部工,鋼管理橋上部工,橋梁現場塗装工,床版工,橋梁付属物工(鋼管理橋),橋梁足場等設置工(鋼管

部工,鋼管理橋上部工,橋梁現場塗装工,床版工,橋梁付属物工(鋼管理橋),橋梁足場等設置工(鋼管

堰

堰
理橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC 橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC

理橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC 橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋),ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC

箱桁橋),橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),橋梁足場等設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),付属物設置工,仮設工

箱桁橋),橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),橋梁足場等設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋),付属物設置工,仮設工

排水機場

河川土工,軽量盛土工,機場本体工,沈砂池工,吐出水槽工,仮設工

排水機場

河川土工,軽量盛土工,機場本体工,沈砂池工,吐出水槽工,仮設工

床止め･床固め

河川土工,軽量盛土工,床止め工,床固め工,山留擁壁工,仮設工

床止め･床固め

河川土工,軽量盛土工,床止め工,床固め工,山留擁壁工,仮設工

巡視･巡回工,除草工,堤防養生工,構造物補修工,路面補修工,付属物復旧工,付属物設置工,光ｹｰﾌﾞﾙ
河川維持

巡視･巡回工,除草工,堤防養生工,構造物補修工,路面補修工,付属物復旧工,付属物設置工,光ｹｰﾌﾞﾙ
河川維持･修繕

河川維持

配管工,清掃工,植栽維持工,応急処理工,撤去物処理工,仮設工
河川修繕

配管工,清掃工,植栽維持工,応急処理工,撤去物処理工,仮設工

河川土工,軽量盛土工,腹付工,側帯工,堤脚保護工,管理用通路工,現場塗装工,仮設工

河川修繕

海岸土工,軽量盛土工,地盤改良工,護岸基礎工,護岸工,擁壁工,天端被覆工,波返工,裏法被覆工,ｶﾙ
海岸整備

堤防･護岸

堤防･護岸
ﾊﾞｰﾄ工,排水構造物工,付属物設置工,構造物撤去工,付帯道路工,付帯道路施設工,仮設工

突堤･人工岬

海岸土工,軽量盛土工,突堤基礎工,突堤本体工,根固め工,消波工,仮設工

突堤･人工岬

海岸土工,軽量盛土工,突堤基礎工,突堤本体工,根固め工,消波工,仮設工

海域堤防

海域堤基礎工,海域堤本体工,仮設工

海域堤防

海域堤基礎工,海域堤本体工,仮設工

浚渫(海岸)

浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船),浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船),浚渫土処理工,仮設工

浚渫(海岸)

浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船),浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船),浚渫土処理工,仮設工

養浜

海岸土工,軽量盛土工,砂止工,仮設工

養浜

海岸土工,軽量盛土工,砂止工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,砂防土工,軽量盛土工,法面工,仮締切工,ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工,鋼製堰堤工,
砂防堰堤

工場製作工,工場製品輸送工,砂防土工,軽量盛土工,法面工,仮締切工,ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工,鋼製堰堤工,
砂防･地すべり対策

砂防堰堤

護床工･根固め工,砂防堰堤付属物設置工,付帯道路工,付帯道路施設工,仮設工
流路

護床工･根固め工,砂防堰堤付属物設置工,付帯道路工,付帯道路施設工,仮設工

砂防土工,軽量盛土工,流路護岸工,床固め工,根固め･水制工,流路付属物設置工,仮設工

流路

砂防土工,軽量盛土工,法面工,擁壁工,山腹水路工,地下水排除工,地下水遮断工,抑止杭工,斜面対

砂防土工,軽量盛土工,流路護岸工,床固め工,根固め･水制工,流路付属物設置工,仮設工
砂防土工,軽量盛土工,法面工,擁壁工,山腹水路工,地下水排除工,地下水遮断工,抑止杭工,斜面対

斜面対策

斜面対策
策付属物設置工,仮設工

策付属物設置工,仮設工

道路土工,地盤改良工,法面工,軽量盛土工,擁壁工,石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工,ｺﾝｸﾘｰﾄ工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,排水構造
道路新設･改築

河川土工,軽量盛土工,腹付工,側帯工,堤脚保護工,管理用通路工,現場塗装工,仮設工
海岸土工,軽量盛土工,地盤改良工,護岸基礎工,護岸工,擁壁工,天端被覆工,波返工,裏法被覆工,ｶﾙ

海岸整備
ﾊﾞｰﾄ工,排水構造物工,付属物設置工,構造物撤去工,付帯道路工,付帯道路施設工,仮設工

砂防･地すべり対策

浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船),浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船),浚渫工(ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船),浚渫土処理工,仮設工
河川土工,軽量盛土工,地盤改良工,樋門･樋管本体工,護床工,水路工,付属物設置工,構造物撤去工,

樋門･樋管

河川維持･修繕

工事種別（Lv２)

道路改良

道路土工,地盤改良工,法面工,軽量盛土工,擁壁工,石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,排水構造物工,落石
道路新設･改築

物工,落石雪害防止工,遮音壁工,構造物撤去工,組立歩道工,ﾄﾝﾈﾙ工,仮設工

道路改良
雪害防止工,遮音壁工,構造物撤去工,組立歩道工,仮設工
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道路土工,地盤改良工,舗装工,排水構造物工,縁石工,踏掛版工,防護柵工,標識工,区画線工,道路植

道路土工,地盤改良工,舗装工,排水構造物工,縁石工,踏掛版工,防護柵工,標識工,区画線工,道路植

舗装

舗装
栽工,道路付属施設工,橋梁付属物工,組立歩道工,仮設工

栽工,道路付属施設工,橋梁付属物工,組立歩道工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,鋼橋架設工,橋梁現場塗装工,床版工,橋梁付属物工,歩道橋本体工,鋼

工場製作工,工場製品輸送工,鋼橋架設工,橋梁現場塗装工,床版工,橋梁付属物工,歩道橋本体工,鋼

鋼橋上部

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

鋼橋上部
橋足場等設置工,仮設工

橋足場等設置工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,PC 橋工,ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋工,PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工,RC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工,PC 版桁

工場製作工,工場製品輸送工,PC 橋工,ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋工,PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工,RC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工,PC 版桁

橋工,PC 箱桁橋工,PC 片持箱桁橋工,PC 押出し箱桁橋工,橋梁付属物工,ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工,

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

仮設工

仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,軽量盛土工,橋台工,RC 橋脚工,鋼製橋脚工,護岸基礎工,矢

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,軽量盛土工,橋台工,RC 橋脚工,鋼製橋脚工,護岸基礎工,矢

橋梁下部

橋梁下部
板護岸工,法覆護岸工,擁壁護岸工,仮設工

板護岸工,法覆護岸工,擁壁護岸工,仮設工

道路土工,ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法),ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法),ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工), ﾄﾝﾈﾙ工(坑口工)DIII
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

共同溝･電線共同溝

道路土工,ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法),ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法),ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工), ﾄﾝﾈﾙ工(坑口工)DIII
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

ﾊﾟﾀｰﾝ, ﾄﾝﾈﾙ工(小断面 NATM),覆工,ｲﾝﾊﾞｰﾄ工,坑内付帯工,坑門工,掘削補助工,仮設工

ﾊﾟﾀｰﾝ, ﾄﾝﾈﾙ工(小断面 NATM),覆工,ｲﾝﾊﾞｰﾄ工,坑内付帯工,坑門工,掘削補助工,仮設工

ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ

道路土工,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ下部工,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工,RC ｼｪｯﾄﾞ工,ｼｪｯﾄﾞ付属物工,仮設工

ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ

道路土工,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ下部工,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工,RC ｼｪｯﾄﾞ工,ｼｪｯﾄﾞ付属物工,仮設工

鋼製ｼｪｯﾄﾞ

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工,鋼製ｼｪｯﾄﾞ上部工,ｼｪｯﾄﾞ付属物工,仮設工

鋼製ｼｪｯﾄﾞ

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工,鋼製ｼｪｯﾄﾞ上部工,ｼｪｯﾄﾞ付属物工,仮設工

地下横断歩道

仮設工,開削土工,地盤改良工,現場打構築工

地下横断歩道

仮設工,開削土工,地盤改良工,現場打構築工

地下駐車場

工場製作工,工場製品輸送工,仮設工,開削土工,構築工,付属設備工

地下駐車場

工場製作工,工場製品輸送工,仮設工,開削土工,構築工,付属設備工

共同溝

工場製作工,工場製品輸送工,仮設工,開削土工,現場打構築工,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ構築工,付属設備工

共同溝

工場製作工,工場製品輸送工,仮設工,開削土工,現場打構築工,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ構築工,付属設備工

電線共同溝

仮設工,舗装版撤去工,開削土工,電線共同溝工,付帯設備工

電線共同溝

仮設工,舗装版撤去工,開削土工,電線共同溝工,付帯設備工

情報ﾎﾞｯｸｽ

情報ﾎﾞｯｸｽ工,付帯設備工,仮設工

情報ﾎﾞｯｸｽ

情報ﾎﾞｯｸｽ工,付帯設備工,仮設工

共同溝･電線共同溝

巡視･巡回工,道路土工,舗装工,排水構造物工,防護柵工,標識工,道路付属施設工,軽量盛土工,擁壁

巡視･巡回工,道路土工,舗装工,排水構造物工,防護柵工,標識工,道路付属施設工,軽量盛土工,擁壁

工,石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工,ｺﾝｸﾘｰﾄ工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,法面工,橋梁床版工,橋梁付属物工,横断歩道橋工,現場塗
道路維持･修繕

橋工,PC 箱桁橋工,PC 片持箱桁橋工,PC 押出し箱桁橋工,橋梁付属物工,ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工,

道路維持

工,石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,法面工,橋梁床版工,橋梁付属物工,横断歩道橋工,現場塗装工,ﾄﾝﾈﾙ
道路維持･修繕

道路維持

装工,ﾄﾝﾈﾙ工,道路付属物復旧工,道路清掃工,植栽維持工,除草工,冬期対策施設工,応急処理工,構

工,道路付属物復旧工,道路清掃工,植栽維持工,除草工,冬期対策施設工,応急処理工,構造物撤去

造物撤去工,組立歩道工,仮設工

工,組立歩道工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,舗装工,排水構造物工,縁石工,防護柵工,標識工,区画線工,

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,舗装工,排水構造物工,縁石工,防護柵工,標識工,区画線工,

道路植栽工,道路付属施設工,軽量盛土工,擁壁工,石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工,ｺﾝｸﾘｰﾄ工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,法面工,落
道路修繕

道路植栽工,道路付属施設工,軽量盛土工,擁壁工,石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,法面工,落石雪害防
道路修繕

石雪害防止工,橋梁床版工,鋼桁工,橋梁支承工,橋梁付属物工,横断歩道橋工,橋脚巻立て工,橋梁補

止工,橋梁床版工,鋼桁工,橋梁支承工,橋梁付属物工,横断歩道橋工,橋脚巻立て工,橋梁補修工,現

修工,現場塗装工,ﾄﾝﾈﾙ工,構造物撤去工,組立歩道工,仮設工

場塗装工,ﾄﾝﾈﾙ工,構造物撤去工,組立歩道工,仮設工

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,舗装工,排水構造物工,縁石工,防護柵工,標識工,区画線工,

工場製作工,工場製品輸送工,道路土工,舗装工,排水構造物工,縁石工,防護柵工,標識工,区画線工,

道路植栽工,道路付属物施設工,軽量盛土工,擁壁工, 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工, ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,法面工,落石雪
橋梁保全工事

雪寒

道路植栽工,道路付属物施設工,軽量盛土工,擁壁工, 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工, ｶﾙﾊﾞｰﾄ工,法面工,落石雪
橋梁保全工事

害防止工,橋梁床版工,鋼桁工,橋梁支承工,橋梁付属物工,横断歩道橋工,橋脚巻立て工,橋梁補修

害防止工,橋梁床版工,鋼桁工,橋梁支承工,橋梁付属物工,横断歩道橋工,橋脚巻立て工,橋梁補修

工,現場塗装工,ﾄﾝﾈﾙ工,構造物撤去工、仮設工

工,現場塗装工,ﾄﾝﾈﾙ工,構造物撤去工

除雪工,仮設工

雪寒
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除雪工,仮設工

河川巡視支援業務、道路許認可審査・適正化指導業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・

河川巡視支援業務、道路許認可審査・適正化指導業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・

排水機場管理支援業務積算基準

排水機場管理支援業務積算基準

３．業務委託料の積算

３．業務委託料の積算

（２）各構成費目の算定

（２）各構成費目の算定

（ロ）直接経費
ｂ

（ロ）直接経費

旅費交通費

ｂ

旅費交通費は設計業務等標準積算基準書および同（参考資料）に準ずる。

旅費交通費
旅費交通費は土木設計業務等標準積算基準及び同（参考資料）に準ずる。

なお、発注者施設で業務を実施する場合であって、通勤により業務を行う場合は、出発基
地から業務場所までの交通費は原則として計上しない。ただし、滞在費が必要となる場合は
適宜計上する。
※「出発基地」とは、原則として参加表明業者のうち現地に最も近い本支店が所在する市
役所等とする。
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河川巡視支援業務

河川巡視支援業務

３．業務委託料の積算

３．業務委託料の積算

（２）各構成費目の算定

（２）各構成費目の算定

(ⅱ) 打合せ、指揮監督等
ｂ

(ⅱ) 打合せ、指揮監督等

打合せ

ｂ

４．打合せ場所は、○○河川(国道)事務所を標準とする。

打合せ
４．打合せ場所は、ダム管理所を標準とする。

※その他詳細は基準本文を参照
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