
2018 年 4 月 16 日現在 

土木工事標準積算基準書等（平成 29 年 10 月以降適用）の差し替え履歴表 

番号 差替日 対象基準書 掲載頁 差替内容 

1 

H29.10.11 01 設計業務等標準積算基準書及び参考資料 

1-2-71 

第 1 編 測量業務 第 2 章 測量業務標準歩掛 第 9 節 現地測量 

９－１－１ 現地測量（作業計画） 

 注釈の項目３の追加 

９－１－２ 現地測量 

 注釈の項目２の記載の修正 

2 1-2-72 

第 1 編 測量業務 第 2 章 測量業務標準歩掛 第 9 節 現地測量 

９－１－２ 現地測量 

 注釈の項目３の追加 

 

他、不要な記載の削除 

3 

H29.10.16 

01 土木工事標準積算基準書（共通編） 

Ⅰ-4-①-2 

Ⅰ-4-①-3 

Ⅰ-4-①-4 

Ⅰ-4-①-5 

第１編 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

費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について 

 不要である総価単価契約合意方式に関する文言・記載の削除 

4 Ⅰ-11-①-2 
第１編 第１１章 施工箇所が点在する工事の積算 

 不要である総価単価契約合意方式に関する記載の削除 

5 

Ⅱ-2-⑮-1 

Ⅱ-2-⑮-2 

Ⅱ-2-⑮-3 

Ⅱ-2-⑮-4 

Ⅱ-2-⑮-5 

第２編 第２章 コンクリート削孔工 

 施工パッケージ型積算への移行に伴う記載の変更 

  Ⅱ-2-15-1～Ⅱ-2-⑮-3 ページの差し替え 

  Ⅱ-2-15-4～Ⅱ-2-⑮-5 ページの追加 

6 02 土木工事標準積算基準書（河川編） Ⅲ-4-①-43 
第３編 第４章 ①-5 地すべり防止工（ふとんかご） 

 誤植の修正 

7 07 土木工事標準積算基準書（参考資料） Ⅱ-11 
第Ⅱ編 第５章 仮設工 

 誤植の修正 



8 

H29.10.24 01 土木工事標準積算基準書（共通編） 

Ⅳ 
総目次 

 第Ⅵ編に「第３章 土木工事標準単価」を追加 

9  
第Ⅵ編 複合及び市場単価 の目次に 

「第３章 土木工事標準単価」を追加 

10 Ⅵ-2-⑧-1 

第Ⅵ編 第２章 市場単価 ⑧橋梁塗装工 

 市場単価方式から土木工事標準単価方式に移行する年月の修正 

 （注釈の記載内容の修正） 

11 Ⅵ-2-⑩-1 

第Ⅵ編 第２章 市場単価 ⑩構造物とりこわし工 

 市場単価方式から土木工事標準単価方式に移行する年月の修正 

 （注釈の記載内容の修正） 

12 Ⅵ-2-⑯-1 

第Ⅵ編 第２章 市場単価 ⑯コンクリートブロック積工 

 市場単価方式から土木工事標準単価方式に移行する年月の修正 

 （注釈の記載内容の修正） 

13  

第Ⅵ編 複合及び市場単価 に 

「第３章 土木工事標準単価」を追加 

  ①区画線工 

  ②高視認性区画線工 

  ③排水構造物工 



14 

H29.11.22 

01 土木工事標準積算基準書（共通編） 

Ⅰ-2-②-37 
第１編 第２章 ②間接工事費 ２－８ 営繕費 

 誤植の修正 

15 Ⅰ-2-②-42 
第１編 第２章 ②間接工事費 ３ 現場管理費 

 誤植の修正 

16 Ⅰ-2-②-45 
第１編 第２章 ②間接工事費 ３ 現場管理費 

 誤植の修正 

17 Ⅰ-6-①-1 
第１編 第６章 ①建設機械運転労務 ２ 労務歩掛 

 誤植の修正 

18 07 土木工事標準積算基準書（参考資料） Ⅰ-19 
第１編 第１章 ⑦設計変更における単価及び歩掛について  

 誤植の修正 

19 

H29.12.19 01 土木工事標準積算基準書（共通編） 

Ⅰ-14-⑤-3 
第１編 第14章 ⑤市場単価の１日当り標準施工量 ３．区画線工 

 注釈の追加 

20 Ⅰ-14-⑤-4 

第１編 第14章 ⑤市場単価の１日当り標準施工量 

４．高視認性区画線工 

 注釈の追加 

21 Ⅰ-14-⑤-19 

第１編 第14章 ⑤市場単価の１日当り標準施工量 

14．橋梁塗装工 

 誤植の修正 

22 Ⅰ-14-⑤-32 

第１編 第14章 ⑤市場単価の１日当り標準施工量 

24．排水構造物工 

 注釈の追加 



23 

H29.12.19 03 土木工事標準積算基準書（道路編） 

Ⅳ-3-⑯-6 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「排水管清掃車運転１時間当り単価表」燃料費の単位表示の改定 

 （CNG型機種に対応） 

24 Ⅳ-3-⑯-7 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「管渠清掃工（機械清掃）清掃作業」施工単価入力基準表の改定 

 （CNG型機種に対応） 

25 Ⅳ-3-⑯-8 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「管渠清掃工（機械清掃）移動」施工単価入力基準表の改定 

 （CNG型機種に対応） 

26 Ⅳ-3-⑯-9 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業」施工単価入力 

基準表の改定（CNG型機種に対応） 

27 Ⅳ-3-⑯-10 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動」施工単価入力基準 

表の改定（CNG型機種に対応） 

28 Ⅳ-3-⑯-11 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業」施工単価入力 

基準表の改定（CNG型機種に対応） 



29 

H29.12.19 03 土木工事標準積算基準書（道路編） 

Ⅳ-3-⑯-12 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） 

 「集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動」施工単価入力基準 

表の改定（CNG型機種に対応） 

30 Ⅳ-3-⑯-15 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-2 側溝清掃工（単独作業） 

 「側溝清掃車（ブロワ式）運転１時間当り単価表」燃料費の単位 

表示の改定（CNG型機種に対応） 

31 Ⅳ-3-⑯-16 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-2 側溝清掃工（単独作業） 

・「側溝清掃工（単独作業）清掃作業」施工単価入力基準表の 

改定（CNG型機種に対応） 

・「側溝清掃工（単独作業）移動」施工単価入力基準表の改定 

（CNG型機種に対応） 

32 Ⅳ-3-⑯-22 

第４編 第３章 ⑯排水構造物清掃工  

⑯-4 集水桝清掃工（単独作業） 

・「側溝清掃車（ブロワ式）運転時間当り単価表」燃料費の単位 

表示の改定（CNG型機種に対応） 

・「集水桝清掃工（単独作業）」施工単価入力基準表の改定 

（CNG型機種に対応） 

33 H30.4.16 01 土木工事標準積算基準書（共通編）  

第４編 第３章 土木工事標準単価 目次 

 ・橋梁塗装工、構造物とりこわし工、コンクリートブロック積工の

追加 



34 

H30.4.16 

01 土木工事標準積算基準書（共通編） 

Ⅳ-3-④-1 

～ 

Ⅳ-3-④-11 

第４編 第３章 ④橋梁塗装工 

 ・④橋梁塗装工の追加（市場単価方式からの移行） 

35 

Ⅳ-3-⑤-1 

～ 

Ⅳ-3-⑤-7 

第４編 第３章 ⑤構造物とりこわし工 

 ・④構造物とりこわし工の追加（市場単価方式からの移行） 

36 

Ⅳ-3-⑥-1 

～ 

Ⅳ-3-⑥-4 

第４編 第３章 ⑥コンクリートブロック積工 

 ・⑥コンクリートブロック積工の追加（市場単価方式からの移行） 

37 

02 土木工事標準積算基準書（河川編） 

Ⅲ-2-①-15 

第３編 第２章 ①堤防除草工 

 ・施工単価入力基準表 （５）運搬（堤防除草）のパッケージ 

コード及び施工単位の修正 

38 Ⅲ-2-⑤-9 

第３編 第２章 ⑤塵芥処理工 

 ・施工単価入力基準表 （１）散在塵芥収集のパッケージコード 

及び施工単位の修正 

39 

01 設計業務等標準積算基準書及び参考資料 

2-2-12 

2-2-13 

2-2-14 

第２編 第２章 第２節 機械ボーリング（土質ボーリング・岩盤ボ

ーリング） ２－４ 現場内小運搬 

２－４－３ 市場単価の設定、 

２－４－４ 適用に当たっての留意事項、 

２－４－５ 日当たり作業量 

 ・市場単価の規格・仕様区分の改定 

40 
2-2-15 

2-2-16 

第２編 第２章 第２節 機械ボーリング（土質ボーリング・岩盤ボ

ーリング） ２－５ 足場仮設 

２－５－３ 市場単価の設定、 

２－５－５ 日当たり作業量 

 ・市場単価の規格・仕様区分の改定 



41 

H30.4.16 01 設計業務等標準積算基準書及び参考資料 

参 3-2-4 

参考資料 第３編 第２章 第１節 機械ボーリング 

１－２ 運搬費の積算 （４）総運搬距離及び設置距離について 

 ・誤植の修正 

42 参 3-2-5 

参考資料 第３編 第２章 第１節 機械ボーリング 

１－２ 運搬費の積算 （５）補正係数の設定について 

 ・「標高差」の定義に関する文言の改定 

43 参 3-2-6 

参考資料 第３編 第２章 第３節 足場仮設 

３－１ 足場等の概念図 （１）平坦地足場 

 ・規格・仕様区分の明確化 

 


