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土地改良事業等委託積算基準 改正一覧表



令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

土地改良事業等に係る調査測量設計業務の価格積算要領

【測量編】

・測量業務の価格積算基準： 字句の追加、削除、改正

・一般測量： 機械経費率・通信運搬費等・材料費率の改正、数値の改正

・空中写真測量：字句の追加、 機械経費率・材料費率の改正、番号の改正

・海岸保全：字句の追加及び削除、現場管理費率及び一般管理費率の改正

・航空レーザ測量：字句の追加、航空レーザ測量(地図情報レベル500)歩掛の追加、機械経費率・材料費率の

　　　　　　　　　改正、番号の改正

・農道台帳等作成業務：字句の改正

【地質・土質調査編】

                                     表内 字句の追加及び改正(調査試験名称)

（足場仮設 水深10ｍ以下）、字句の追加及び改正(調査試験名称等)

・地質調査標準歩掛： 表内 照査の追加、地下水位測定歩掛の追加、自記水位計測定歩掛の削除、数値の改正

                     、番号の改正

・地質調査参考資料と運用： フロー図内 字句の追加、削除、改正、索道運搬の削除、モノレール総運搬距離

　　　　　　　　　　　　　 の追加

【設計編】

・設計業務の価格積算基準： 字句の削除及び改正

・かんがい排水： 字句の追加、削除、改正

・畑地かんがい： 字句の追加

・ほ場整備： 字句の追加

・農　道： 字句の追加、削除及び数値の改正

・営農飲雑用水施設： 字句の追加及び改正

・海岸保全： 字句の改正

・調査計画設計：字句の追加、削除、改正

・建築設計業務等積算基準：字句の削除

・地質・土質調査業務の価格積算基準： 字句の追加、削除、改正、表内 字句の削除(調査項目・内容)、

・地質調査市場単価： 字句の改正(調査試験名称)、字句の追加、削除、改正（現場内小運搬）、字句の削除

農水省、国交省、

建設部等における

改正に基づく改正

項　目 名　称 改　正　内　容 摘　要

全体 主な改正
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項　目 名　称 改　正　内　容 摘　要

【用地測量編】

             番号の改正

・確定測量： 字句の追加及び改正

【用地調査編】

・補償物件調査： 字句の削除及び改正（条文）、附帯工作物(独立工作物)の調査・算定の歩掛数値の改正、

　　　　　　　　 附帯工作物(独立工作物)の見積歩掛の追加

・用地測量： 材料費率・機械経費率の改正、字句及び数値の削除、土地実施調査書の作成歩掛の追加、

全体 主な改正
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分

改正 ・字句の追加及び削除

２　航空レーザ測量 改正 ・航空レーザ測量(地図情報レベル500)歩掛の追加、番号の改正

２　農道台帳作成歩掛 改正 ・字句の改正〔９〕農道台帳等作成業務

〔５〕海岸保全

・字句の追加及び削除

項　目 名　称 細　目

４　機械経費等 改正

改正

第６　旅費積算基準 改正

改正

５　作業計画の考え方 改正

価格積算要領
【測量編】

〔１〕測量業務の価格
　　　積算基準

〔２〕一般測量

第５　測量作業に係る技術管理費積算
　　　等の運用について

改正

６　機械経費等

〔３〕空中写真測量

２　流況調査 改正

３　水質・底質調査

改　正　内　容

改正

５　積算基準 改正 ・現場管理費率、一般管理費率の改正

３　基準点測量 ・機械経費率、通信運搬費等率、材料費率の改正

４　水準測量

６　路線測量 ・機械経費率、材料費率の改正

・機械経費率、通信運搬費等率、材料費率の改正

・字句の追加

改正

改正

２　伐採 改正 ・材料費率の改正

７　土質等調査 改正 ・機械経費率、材料費率の改正

１　深浅測量調査

・機械経費率、材料費率、番号の改正

・字句の追加

・字句の削除(１業務当り)、字句の改正(片道距離から往復距離)

・字句の追加(位置図 中標津空港 緯度経度の追加)

１　航空レーザ測量の積算方式 改正 ・字句の追加

〔７〕航空レーザ測量

・機械経費率、材料費率の改正
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分

改正 ・字句の追加

第８　参考資料 改正 ・表内、字句の追加及び改正(調査試験名称の改正)

〔１〕地質・土質調査業務
　　　の価格積算基準

第６　一般事項 改正 ・表内、字句の削除(試験項目及び内容の一部削除)

２　地質調査運用 改正 ・字句の追加及び削除（索道運搬削除・モノレール総運搬距離追加）

〔４〕地質調査参考資料と
　　　運用

改正 ・字句及び数値の削除(水上足場 水深10ｍ以下)、字句の追加

第３　地質・土質調査業務費構成費目
　　　の内容

価格積算要領
【地質・土質編】

〔２〕地質調査市場単価

改正 ・字句の改正

４　現場内小運搬 改正 ・字句の追加、削除、改正(索道運搬削除・モノレール運搬距離、総運搬距離)

３　サウンディング及び原位置試験 改正 ・字句の改正(調査試験名称の改正)

５　足場仮設

第４　地質・土質調査業務費の積算
　　　方式

項　目 名　称 細　目 改　正　内　容

７　解析等調査業務

・字句の追加１　弾性波探査業務 改正

改正 ・字句の追加、改正

第５　旅費交通費の積算 改正 ・字句の削除(１業務当り)

６　地下水検層及び水位計設置（地す
　　べり調査）

改正 ・自記水位計設置及び測定歩掛削除（設置・観測・資料整理）、字句の削除

〔３〕地質調査標準歩掛 ３　地すべり調査 改正 ・地下水位測定歩掛追加(設置・観測・資料整理・撤去)、番号及び数値の改正

１　地質調査参考資料 改正 ・フロー図内 字句の追加、削除、改正(調査試験名称の改正)
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正

改正２　設計業務等積算要領 ・字句の削除

〔15〕建築設計業務等積算
　　　基準

〔３〕畑地かんがい

〔１〕設計業務の価格積算
　　　基準

１　設計業務等積算基準 ・字句の削除

２　フィルダム設計 ・字句の追加

〔６〕営農飲雑用水施設 ２　営農飲雑用水施設設計 改正

価格積算要領
【設計編】

・字句の追加(留意事項)

項　目

３　海岸離岸堤等設計

・字句の追加及び改正

第５　旅費積算基準 ・字句の削除及び改正

細　目 改　正　内　容

・字句の改正

〔11〕海岸保全 ２　海岸護岸設計 ・字句の改正

〔12〕調査計画設計 １　調査計画 ・字句の追加、削除、改正

〔４〕ほ場整備 ２　ほ場整備工設計 ・字句の追加(留意事項)

〔５〕農　道 ３　農道構造物設計 ・数値の改正(直接人件費)、字句の追加及び削除

１　漂砂解析 ・字句の改正

４　ポンプ場設計 ・字句の追加、削除、改正

５　水路工設計 ・字句の追加(表内 特記事項)

〔２〕かんがい排水

２　畑地かんがい設計

名　称
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分

価格積算要領
【用地測量編】

〔２〕確定測量 ３　分筆測量歩掛 改正 ・字句の追加及び改正

・土地実施調査書の作成歩掛の追加、材料費率及び機械経費率の改正、
番号の改正、字句及び数値の追加、削除、改正

細　目 改　正　内　容名　称項　目

２　用地測量歩掛 改正

３　用地予備調査歩掛 改正 ・機械経費率の改正

〔１〕用地測量
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分

価格積算要領
【用地調査編】

項　目 名　称 細　目 改　正　内　容

４　建物等の調査 改正
・字句の削除及び改正（条文）、歩掛数値の改正（附帯工作物の調査・
算定）、附帯工作物(独立工作物)の見積歩掛の追加

〔２〕補償物件調査
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

土地改良事業等に係る調査測量設計業務の価格積算要領の運用

【運用編（測量編）】

・一般測量： 機械経費率・通信運搬費等率・材料費率の改正、字句の改正

【運用編（運用編）】

・機能診断：パイプライン歩掛の追加

・調査測量設計運用事項

１　調査測量設計業務における旅費・交通費の積算起点： 字句の追加、削除、改正

２　調査測量設計業務の価格積算基準質疑応答集

２-２　旅費交通費： 字句の追加、削除、改正

２-７　用地測量： 機械経費率の改正

別紙　積算計上数値　

「積算計上数値一覧」の整理：【測量業務】【地質・土質調査業務】【用地測量業務】

                                         【用地調査業務】

・営農飲雑用水施設： 字句の追加及び改正

公共測量の手引き

る改正に基づく改

正

項　目 名　称 改　正　内　容 摘　要

全体 主な改正

、農水省等におけ
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分項　目 名　称 細　目

価格積算要領の運用
【運用編(測量編)】

改　正　内　容

・機械経費率及び舗装掘削復旧率の改正、字句の改正

・機械経費率、通信運搬費等率、材料費率の改正

10　水道管試掘 改正

〔２〕一般測量

３　基準点測量 改正
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令和4年度　土地改良事業等委託積算基準の改正一覧表 【令和4年12月20日以降適用】

区分細　目項　目 名　称 改　正　内　容

価格積算要領の運用
【運用編(運用編)】

・字句の追加（パイプライン追加）改正

第４　設計業務の積算参考歩掛

〔１〕機能診断

改正

第１　機能診断業務参考歩掛の留
　　　意事項

・パイプライン歩掛表及び補正率の追加、字句の追加

[別紙　積算計上数値 「積算計上数値一覧」]
・歩掛改正に伴い整理
【測量業務】【地質・土質調査業務】【用地測量業務】【用地調査業務】

〔２〕調査測量設計
　　　運用事項

改正 ・字句の追加、削除、改正、機械経費率の改正(用地測量)

２　調査測量設計業務の価格積算
　　基準質疑応答集

１　調査測量設計業務における旅
　　費・交通費の積算起点

改正 ・別表１～３ 字句の追加、削除、改正

改正
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