令和元年９月３０日

建設コンサルタント業務受注者の皆様へ

農

地

整

備

課

長

農業農村整備事業設計積算要領（調査・測量・設計）の改定について

農業農村整備事業設計積算要領（調査・測量・設計）について、改定しましたのでお知
らせします。
○主な改定内容
「設計積算要領（調査・測量・設計）新旧対照表」のとおりです。
○適用時期
令和元年１０月１日以降に適用します。

このことに関するお問い合わせは
秋田県農林水産部農地整備課技術管理班
ＴＥＬ：０１８－８６０－１８３５

農業農村整備事業
農業農村整備事業設計積算要領（
設計積算要領（調査・測量・設計
調査・測量・設計） 新旧対照表
変更事項：赤書き、赤枠
新

旧

第１章 通則
1．適用範囲
適用範囲
［略］

第１章 通則
1．適用範囲
適用範囲
［略］

2．技術者の職種区分と基準日額
．技術者の職種区分と基準日額
2-1．［略］
［略］
(1) 地質、土質調査業務技術者
［略］
(2) 測量業務関係

2．技術者の職種区分と基準日額
．技術者の職種区分と基準日額
2-1．［略］
［略］
(1) 地質、土質調査業務技術者
［略］
(2) 測量業務関係

3．数値基準
数値基準
3-1．設計表示単位の取扱い
．設計表示単位の取扱い
(1) 積算に用いる設計表示単位及び数位は、下表のとおりとする。
(2) 設計数量が設計表示単位に満たない場合には、有効数字１桁（有効数字２桁目四捨五入）
の数量を設計表示単位とする。
(3) 設計表示単位一覧以外の工種について設計表示単位を定める必要が生じた場合は、設計
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（追 加）

表示単位一覧及び業務内容を勘案して適正に定めるものとする。
(4) 設計数量は、算出された数量を設計表示単位に四捨五入して求めるものとする。
(5) 設計表示単位及び数位の適用は細別毎を原則とし、工種・種別は１式を原則とする。

（追 加）
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4．調査、測量、設計の手順
4-1．流 れ 図
［略］
4-2．協議、検討事項の説明
［略］

3．調査、測量、設計の手順
3-1．流 れ 図
［略］
3-2．協議、検討事項の説明
［略］

5．機械器具経費
［略］

4．機械器具経費
［略］

6．諸経費の算出に関する留意事項
［略］

5．諸経費の算出に関する留意事項
［略］

7．設計変更の積算方法
(1) 設計変更の積算は一般土木工事と同じ方法で行う。
標準工期の算出方法
工期の算定は、下記を参考に運用するものとする。
なお、算定にあたっては業務の作業内容等を十分考慮する。

6．設計変更の積算方法
(1) 設計変更の積算は一般土木工事と同じ方法で行う。
標準工期の算出方法
工期の算定は、下記を参考に運用するものとする。
なお、算定にあたっては業務の作業内容等を十分考慮する。
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［略］

8．そ

7．そ

の 他
［略］

9．旅費、交通費の積算
．旅費、交通費の積算
以下の要領による。

の 他
［略］

8．旅費、交通費の積算
．旅費、交通費の積算
以下の要領による。

秋田県 農業農村整備 調査・測量・設計業務等旅費交通費積算要領
1．～22． ［略］
3．旅費交通費
．旅費交通費構成費目の内容
内容
現地作業
現地作業等旅費交通費、
旅費交通費、打合せ旅費交通費は、
打合せ旅費交通費は、作業打合せ及び現地調査等
作業打合せ及び現地調査等に必要な経費で、
に必要な経費で、
交通費、日当、宿泊費で構成する。
(1) 交 通 費
交通費は、作業打合せ及び現地調査等
作業打合せ及び現地調査等を実施するために必要な技術者の移動に要する費
を実施するために必要な技術者の移動に要する費
用である。
(2) 日
当
日当は、作業打合せ及び現地調査等
作業打合せ及び現地調査等を実施するために必要な技術者に要する費用である。
を実施するために必要な技術者に要する費用である。

秋田県 農業農村整備 調査・測量・設計業務等旅費交通費積算要領
1．～2
2． ［略］
3．旅費交通費
旅費交通費構成費目の内容
内容
現地作業旅費交通費、打合せ旅費交通費は、現地作業・現地調査及び打合せ等
現地作業旅費交通費、打合せ旅費交通費は、
現地作業・現地調査及び打合せ等に必要な経費
に必要な経費
で、交通費、日当、宿泊費で構成する
で、交通費、日当、宿泊費で構成する。
(1) 交 通 費
交通費は、現地作業・現地調査及び打合せ等
現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者の移動に要す
現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者の移動に要す
る費用である。
る費
(2) 日
当
日当は、現地作業・現地調査及び打合せ等
現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者に要する費用で
現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者に要する費用で
ある。
(3) 宿泊費
宿泊費は、現地作業・現地調査及び打合せ等
現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者の宿泊等に要
現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者の宿泊等に要
する費用である。
4．旅費交通費
．旅費交通費対象職種
※主な業務について記載
［略］
5．旅費交通費
．旅費交通費の積算
現地作業及び打合せに要する旅費交通費の積算は、最も経済的な経路により次の算定
現地作業及び打合せに要する旅費交通費の積算は、最も経済的な経路により次の算定方法に
より算定する。
交通手段の選定にあたっては「
交通手段の選定にあたっては「5-2
通勤及び滞在の区分」
、交通費の算定にあたって
、交通費の算定にあたっては「5-5
交通費」によるものとし、現地での作業を伴う業務はライトバン、その他の業務については公
共交通機関を利用することを標準とするが、実情を勘案し算定するものとする。
5-1．
．～5-2 ［略］

(3) 宿泊費
宿泊費は、作業打合せ及び現地調査等
作業打合せ及び現地調査等を実施するために必要な技術者の宿泊等に要する
を実施するために必要な技術者の宿泊等に要する
費用である。
4．旅費交通費対象職種
．旅費交通費対象職種
※主な業務について記載
［略］
5．旅費交通費の積算
．旅費交通費の積算
作業打合せ及び現地
作業打合せ及び現地作業
作業等に要する旅費交通費の積算は、最も経済的な経路により次の算定
に要する旅費交通費の積算は、最も経済的な経路により次の算定
方法により算定する。
交通手段の選定にあたっては「
交通手段の選定にあたっては「5-2 通勤及び滞在の区分」
、交通費の算定にあたっては「
、交通費の算定にあたっては「5-5
交通費」によるものとし、現地での作業を伴う業務はライトバン、その他の業務については公
共交通機関を利用することを標準とするが、実情を勘案し算定するものとする。
5-1．
．～5-2 ［略］
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5-3．現地作業旅費交通費の積算
5-3-1．通勤により業務を行う場合
［略］
5-3-2．滞在して業務を行う場合
(1) 現地作業
［略］
5-4．～5-6 ［略］

5-3．現地作業等旅費交通費の積算
5-3-1．通勤により業務を行う場合
［略］
5-3-2．滞在して業務を行う場合
(1) 現地作業等
［略］
5-4．～5-6 ［略］

第２章 調査
1．一般事項
［略］

第２章 調査
1．一般事項
［略］

2．積算基準
2．積算基準
2-1．～2-2． ［略］
2-1．～2-2． ［略］
2-3．地質、土質調査業務費構成費目の内容
2-3．地質、土質調査業務費構成費目の内容
2-3-1．一般調査業務費
2-3-1．一般調査業務費
[略]
[略]
(1) 純調査費
(1) 純調査費
[略]
[略]
1) 直接調査費
1) 直接調査費
［略］
［略］
2) 間接調査費
2) 間接調査費
間接調査費は、直接調査費以外に各調査部門に共通して必要な経費で、運搬費、準備費、
間接調査費は、直接調査費以外に各調査部門に共通して必要な経費で、運搬費、準備費、
仮設費、安全費、借地料、旅費交通費、施工管理費、営繕費及びその他で構成する。
仮設費、安全費、借地料、旅費交通費、施工管理費、営繕費及びその他で構成する。
① ［略］
① ［略］
② 準備費
② 準備費
準備費は、調査作業を実施するために必要な準備(資機材の準備・保管、ボーリング
準備費は、調査作業を実施するために必要な準備(伐開除根、測量、各種許可・申請
地点の位置出し、資材置場と作業場所に係る伐開除根及び整地、各種許可・申請手続
手続き等)及び後片付け作業、搬入路伐採等に要する費用である。
等)及び後片付け作業、搬入路伐採等に要する費用である。
③～⑨ ［略］
③～⑨ ［略］
3) 業務管理費
3) 業務管理費
［略］
［略］
(2) 一般管理費等
(2) 一般管理費等
[略]
[略]
2-3-2．～2-3-3． [略]
2-3-2．～2-3-3． [略]
2-4．地質、土質調査業務の積算
2-4．地質、土質調査業務の積算
[略]
[略]
2-4-1．一般調査業務
2-4-1．一般調査業務
(1) 直接調査費
(1) 直接調査費
[略]
[略]
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1) 直接人件費
直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。
① 所要人員
所要人員については、
「農林水産省標準積算基準（調査・測量・設計）
」によるほか、
適正と認められる実績又は資料により算定する。
②［略］
2) 材料費
［略］
3) 機械経費
機械経費の算定は、別に定める「土地改良事業等機械損料算定表」及び「農林水産省標

1) 直接人件費
直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。
① 所要人員
所要人員については、
「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」に
よるほか、適正と認められる実績又は資料により算定する。
②［略］
2) 材料費
［略］
3) 機械経費
機械経費の算定は、別に定める「土地改良事業等機械損料算定表」及び「農林水産省土
地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」によるほか、適正と認められる実績又は資料
により算定する。
(2)～(3) ［略］
2-4-2．～2-4-4. [略]
別表－1 ［略］

準
積算基準（調査・測量・設計）
」によるほか、適正と認められる実績又は資料
により算定する。
(2)～(3) ［略］
2-4-2．～2-4-4. [略]
別表－1 ［略］

3．地質、土質調査業務市場単価
［略］
3-1．その他運用事項
3-1-1．サウンディング及び原位置試験
[略]
3-1-2．解析等調査業務
[略]

3．地質、土質調査業務市場単価
［略］
3-1．その他運用事項
3-1-1．サウンディング及び原位置試験
[略]
3-1-2．解析等調査業務
[略]

3-1-3．解析等調査業務選定フロー
（ダム、トンネル、地すべり等の大規模な業務や技術的に高度な業務は除く）

(追加)
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(追加)

4．参考資料
［略］

4．参考資料
［略］

第３章 測量
1．一般事項
［略］

第３章 測量
1．一般事項
［略］

2．積算基準
2-1．～2-2． [略]
2-3．測量業務費構成費目の内容
2-3-1．測量作業費
[略]
(1) 直接測量費
[略]
1) 直接人件費
直接人件費は、測量の実施に必要な技術者に要する費用である。
（作業打合せ及び現地
作業等の旅行日に係る技術者の基準日額を含む。
）
2)～5) [略]
(2)～(3) [略]
2-3-2．～2-3-3． [略]
2-3-4．測量業務費の積算
[略]
(1) 測量作業費
1) 直設測量費
[略]
① 直接人件費
直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。

2．積算基準
2-1．～2-2． [略]
2-3．測量業務費構成費目の内容
2-3-1．測量作業費
[略]
(1) 直接測量費
[略]
1) 直接人件費
直接人件費は、測量の実施に必要な技術者に要する費用である。
（作業打合せ及び現地
作業等の旅行日に係る技術者を含む。
）
2)～5) [略]
(2)～(3) [略]
2-3-2．～2-3-3． [略]
2-3-4．測量業務費の積算
[略]
(1) 測量作業費
1) 直設測量費
[略]
① 直接人件費
直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。
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ア 所 要 人 員
所要人員については、
「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」又は
本要領によるほか、適正と認められる実績又は資料により算定する。
イ 基 準 日 額
基準日額は、「実施単価表」によるほか、実情に即した賃金を採用するものとする。

ア 所 要 人 員
所要人員については、本要領によるもののほか、適正と認められる実績又は資料によ
り算定する。
イ 基 準 日 額
基準日額は、別に定める「実施単価表」によるほか、実情に即した賃金を採用するも
のとする。
② 材 料 費
材料費の算定は、本要領又は「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」
に示す直接人件費に対する割合によるものとし、これに拠りがたい場合は、適正と認め
られる実績又は資料によるものとする。
③ 機 械 経 費
機械経費の算定は、本要領又は「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設
計）
」に示す直接人件費に対する割合によるほか、適正と認められる実績又は資料により
算定する。
④ ［略］
2) 諸 経 費
[略]
(2) 測量調査費
[略]
(3) 消費税相当額
消費税相当額は、測量業務価格に消費税の税率を乗じて得た額とする。
別表－1 ［略］

② 材 料 費
材料費の算定は、
「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」又は本要
領に示す直接人件費に対する割合によるものとし、これに拠りがたい場合は、適正と認
められる実績又は資料によるものとする。
③ 機 械 経 費
機械経費の算定は、
「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」又は本
要領に示す直接人件費に対する割合によるほか、適正と認められる実績又は資料により
算定する。
④ ［略］
2) 諸 経 費
[略]
(2) 測量調査費
[略]
(3) 消費税相当額
消費税相当額は、測量業務価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。
別表－1 ［略］
[別 添] 測量業務標準歩掛
1．一般事項
1-1～1-3 [略]
1-4 作業条件による補正
(1) 作業条件による補正は、各測量の歩掛に示す作業条件（地形、地物、縮尺、測量幅、測点
間隔等）により変化率で補正する。
変化率は、相互に独立であると仮定し、代数和の形で種々の条件をとり入れる。
直接作業費単価は各条件に対応する変化率の代数和に１を加えた値を標準単価に乗じて決
める。ここでいう標準単価は直接測量費のうち、各種標準歩掛等によって得られる単価であ
る。
(2) 変化率はそれぞれの条件における標準値を示すもので、おのずから若干の幅がある。し
たがって、適用に当たっては測量作業の諸条件を十分加味して積算する。また、条件が二つ
以上にまたがる測量作業の場合は、延長、面積、作業量等のうち適当なものを「重み」とし
た加重平均値（小数点以下３位を四捨五入のうえ、小数点以下２位止め）を用いるものと
する。
次に、縮尺については、一般に多く用いられると思われるものをベースとしているのでそ
の中間のものが必要なときは、その前後の縮尺の歩掛を参考として修正のうえ適用すること
とする。

[別 添] 測量業務標準歩掛
1．一般事項
1-1～1-3 [略]
1-4 作業条件による補正
(1) 作業条件による補正は、各測量の歩掛に示す作業条件（地形、地物、縮尺、測量幅、測点
間隔等）により変化率で補正する。
変化率は、相互に独立であると仮定し、代数和の形で種々の条件をとり入れる。
直接作業費単価は各条件に対応する変化率の代数和に１を加えた値を標準単価に乗じて決
める。ここでいう標準単価とは、本基準の標準歩掛等によって得られる単価である。
(2) 変化率はそれぞれの条件における標準値を示すもので、おのずから若干の幅がある。し
たがって、適用に当たっては測量作業の諸条件を十分加味して積算する。また、条件が二つ
以上にまたがる測量作業の場合は、延長、面積、作業量等のうち適当なものを「重み」とし
た加重平均値（小数点以下３位を四捨五入のうえ、小数点以下２位止め）を用いるものと
する。
次に、縮尺については、一般に多く用いられると思われるものをベースとしているのでそ
の中間のものが必要なときは、その前後の縮尺の歩掛を参考として修正のうえ適用すること
とする。
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したがって、当該測量作業歩掛
当該測量作業歩掛より大きな縮尺又は小さな縮尺のものについては別途検討
より大きな縮尺又は小さな縮尺のものについては別途検討
のうえ積算するものとする
のうえ積算するものとする。
なお、縮尺別の変化率を与えていない
なお、縮尺別の変化率を与えていない歩掛については、
歩掛については、縮尺による変化率の増減はないも
縮尺による変化率の増減はないも
のとしている
のとしている。
［略］
(3) ［略］
1-5 安全費の積算について
［略］
1-6 精度管理費の積算について
［略］

したがって、本歩掛表より大
、本歩掛表より大きな縮尺又は小さな縮尺のものについては別途検討
きな縮尺又は小さな縮尺のものについては別途検討
きな縮尺又は小さな縮尺のものについては別途検討のうえ
積算するものとする。
積算するものとする。
なお、縮尺別の変化率を与えていない測量は、縮尺による変化率の増減はないものとして
なお、縮尺別の変化率を与えていない測量は、縮尺による変化率の増減はないものとして
いる。
［略］
(3) ［略］
1-5 安全費の積算について
［略］
1-6 精度管理費の積算について
［略］
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3．基準点測量
［略］

（記載箇所の変更）

4．路線測量
［略］
（削除）

3．路線測量
［略］
3-1．基準点測量
［略］
路線測量作業の変化率
［略］
現地測量作業の変化率
［略］
その他の測量［秋田県農林水産部］
(1)面完了後の路線実施測量
［略］
摘 要
1 この表は耕地平地部の標準作業歩掛である。地域の異なる場合はＰ３－28
の変化率表に応じて補正する。
2～4 ［略］
(2)～(4) ［略］

4-1．路線測量作業の変化率
［略］
4-2．現地測量作業の変化率
［略］
4-3．その他の測量［秋田県農林水産部］
(1)面完了後の路線実施測量
［略］
摘 要
1 この表は耕地平地部の標準作業歩掛である。地域の異なる場合はＰ３－19
又はＰ３－22 の変化率表に応じて補正する。
2～4 ［略］
(2)～(4) ［略］
5．用地調査等業務の価格積算基準
5-1．適 用 範 囲
［略］
5-2．業務費の構成
用地調査等業務費の構成は次のとおりとし、2.積算基準及び第４章 2.積算基準に準
拠するものとする。
(1) 用地測量業務
［略］
ａ 精度管理費
精度管理費は、測量作業の精度を確保するために行う検測、精度管理表の作成及
び機械器具の検定等に要する費用である。
なお、この精度管理費の対象となる作業は、別表－２のとおりである。
また、積算は直接作業費のうち、直接人件費及び機械経費の合計額に別表－２の
精度管理費係数を乗じて算出する。
精度管理費＝（直接人件費＋機械経費）×精度管理費係数
［略］
④ 諸 経 費
諸経費は、間接測量費と一般管理費等と合わせたものであり、次によって得た額を
計上するものとする。
この場合の計上額は、1,000 円未満を切捨てとする。ただし、計上額が 1,000 円に満
たないときには、100 円未満切捨てとする。

4．用地調査等業務の価格積算基準
4-1．適 用 範 囲
［略］
4-2．業務費の構成
用地調査等業務費の構成は次のとおりとし、3.2 積算基準に準拠するものとする。

10

(1) 用地測量業務
［略］
ａ 精度管理費
精度管理費は、測量作業の精度を確保するために行う検測、精度管理表の作成及
び機械器具の検定等に要する費用である。
なお、この精度管理費の対象となる作業は、別表－３のとおりである。
また、積算は直接作業費のうち、直接人件費及び機械経費の合計額に別表－３の
精度管理費係数を乗じて算出する。
精度管理費＝（直接人件費＋機械経費）×精度管理費係数
［略］
④ 諸 経 費
諸経費は、間接測量費と一般管理費等と合わせたものであり、次によって得た額を
計上するものとする。
この場合の計上額は、1,000 円未満を切捨てとする。ただし、計上額が 1,000 円に満
たないときには、100 円未満切捨てとする。

諸経費は、直接測量費（成果検定費を除く。）に別表－１により求めた諸経費率を
乗じて得た額とする。
諸経費＝（直接測量費－成果検定費）×諸経費率
［略］

（削除）

11

諸経費は、直接測量費（成果検定費を除く。）に別表－４により求めた諸経費率を
乗じて得た額とする。
諸経費＝（直接測量費－成果検定費）×諸経費率
［略］

5-3．標 準 歩 掛
［略］

4-3．標 準 歩 掛
［略］
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第４章 設計
1．一般事項
1-1．～1-2． ［略］

第４章 設計
1．一般事項
1-1．～1-2． ［略］
（追加）
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2．積算基準
2．積算基準
2-1．～2-3． ［略］
2-1．～2-3． ［略］
2-4．設計業務費の積算
2-4．設計業務費の積算
2-4-1．建設コンサルタントを対象とする場合
2-4-1．建設コンサルタントを対象とする場合
[略]
[略]
(1) 直接人件費
(1) 直接人件費
当該設計業務に必要な技術者を積上げて算定する。
当該設計業務に必要な技術者を積上げて算定する。
なお、直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。
なお、直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。
1) 所要人員
1) 所要人員
所要人員は、本要領によるほか、適正と認められる実績又は資料により算定する。
所要人員は、
「農林水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
」又は本要領に
よるほか、適正と認められる実績又は資料により算定する。
2) 基準日額
2) 基準日額
基準日額は、
「実施単価表」によるほか、実状に即した賃金を採用するものとする
基準日額は、
「実施単価表」によるほか、実状に即した賃金を採用するものとする
(2)～(3) [略]
(2)～(3) [略]
(4) 一般管理費
(4) 一般管理費等
一般管理費は、次の式により算定して得た額の範囲内とする。
一般管理費等は、次の式により算定して得た額の範囲内とする。
一般管理費等＝（業務原価）×β／（１－β）
一般管理費＝（業務原価）×β／（１－β）
ただし、βは設計業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。
ただし、βは設計業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。
(5) 消費税相当額
(5) 消費税相当額
消費税相当額は、設計業務価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。
消費税相当額は、設計業務価格に消費税の税率を乗じて得た額とする。
秋田県農業農村整備事業設計業務標準歩掛
[略]

秋田県農業農村整備事業設計業務標準歩掛
[略]

地すべり対策事業 対策工設計標準歩掛
1．適 用
[略]
2．作業内容
[略]
3．歩
掛
1) ～ 4) [略]
5) 隧道暗渠工設計
[略]

地すべり対策事業 対策工設計標準歩掛
1．適 用
[略]
2．作業内容
[略]
3．歩
掛
1) ～ 4) [略]
5) 隧道暗渠工設計
[略]

[略]

[略]
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