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令和５年度 工事の入札・契約



令和５年度の入札・契約見直し方針
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ページ 項目 見　　直　　し　　概　　要 理由

4 一括審査方式
本官工事（WTO対象含む）において、申請できる配置予定技術者は３
名までとし、工事を落札した者は以降に落札決定を行う他の一括審
査方式の対象工事の入札を無効とすることを試行。

不調・不落対策の一環で、複数人申請することで、別工事への競争
参加も可能とするため

6 配置予定技術者の同種実績の評価基準変更 ２段階評価から３段階評価の設定に変更する。
施工能力評価型で発注する工事において、応札者の約８割が同種工
事の評価で満点を取得する状況で、さらなる競争性を持たせるため

7 若手技術者育成型の必須評価項目化 対象工事に分任官工事を追加。
担い手不足の解消のため、若手技術者が監理技術者を経験する機会
を増やし、若手育成を推進する必要がある。

9 女性技術者活用促進型の必須評価項目化 若手技術者育成型の拡大とあわせて、原則評価項目として設定。 建設業への女性技術者促進を図るため

10 継続教育（CPD）の単位取得評価 評価対象期間を５年として、達成得点を８０％に見直し。
コロナの影響を踏まえ評価対象期間を６年に緩和していたが、証明
書の対象期間の上限が５年間であるため、２回申請する必要

11 若手技術者等の雇用評価
年齢を問わない新規の雇用及び技術者の雇用評価を廃止。
（本取組自体は継続）

R2.10の基準緩和により、応札参加者の８割超が加点され、競争性が
確保されているとは言いがたい

12 施工能力簡易確認型 運用を再開。
不調不落対策の観点から適用を見合わせていたが、不調不落件数も
減少しており、受発注者間の負担軽減の観点からも再開が必要

14 地域要件の緩和
広島県内事務所の競争参加資格における地域要件を地方生活圏から
県内に拡大については、令和５年度も引き続き継続

地方生活圏によっては、まだ競争参加者数が少ないため

15 営繕チャレンジ型
「同種工事の実績」、「災害対応協定等に基づく活動実績」の評価
を行わず、地域精通度に重点を置く

より地域に密着した評価項目を設定するため

16 現場担当技術者評価 近年の技術者不足を勘案して、本取組は終了する。 技術者不足のため

17 成績評定重視型 活用実績が少ないため、本試行は終了する。 H28年度より試行が開始されたが、活用実績が少なく必要性が低い



◆一括審査方式の適用条件（下記の①～⑦の全ての条件を満たすこと。）
①支出負担行為担当官(本官)又は分任支出負担行為担当官(分任官)が同一である工事

⇒ただし、分任官発注のPC・鋼上部工事に限り、同一県内の分任支出負担行為担当官が同一でない場合も一括審査
方式の対象とする。（R3～試行）

②工事の目的・内容が同種の工事であり、技術力審査・評価の項目が同じ工事
③工事種別及び等級区分が同じ工事
④施工地域が近接する工事（本官工事は中国５県を対象）
⑤入札公告、競争参加資格申請書等の提出、入札、開札のそれぞれについて同一日に行うこととしている工事
⑥施工計画又は技術提案のテーマが同一となる工事
⑦「工事技術的難易度評価表」のすべての大項目及び技術提案又は施工計画を求めるテーマに関連のある小項目の

評価が同じ工事

【発注方式の試行】

一括審査方式について 平成25年度から

○申請できる配置予定技術者は同一の１名とし、２名以上申請した場合は、競争参加資格がないものとする。
○A工事を落札した者は、以降に落札決定を行う他の一括審査方式の対象工事の入札を無効とする。

原
則

【見直し】

■目的
・一括審査方式は、受発注者の負担、事務量の軽減、受注機会の拡大を目的に実施してきたところ、平成２６年度から配置予定

技術者の登録は１名としてきた。
・R1.7より競争性の確保が困難な工事に限り、配置予定技術者を複数名申請できることを追加試行。
・本官工事においては、異なる事務所の発注案件を一括審査方式で実施している。
・一方、分任官工事においては、同一の分任支出負担行為担当官による発注としており、PC・鋼上部工事は、発注件数が少なく

一括審査方式の対象となりにくい状況。
・令和３年度より、PC・鋼橋上部工事において、同一県内の複数分任支出負行為担当官による一括審査方式の適用を試行。

○申請できる配置予定技術者は、３名まで申請できるものとし、技術者配点の１番低いもので評価する。
○工事を落札した者は、以降に落札決定を行う他の一括審査方式の対象工事の入札を無効とする。

試
行 【本官工事（WTO対象含む）】R5.4～
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○申請できる配置予定技術者は、複数名申請できるものとし、技術者配点の１番低いもので評価する。
○申請した配置予定技術者数と同数の工事を落札した者は、以降に落札決定を行う他の一括審査方式の対象工事の入札を無効とする。

【競争性の確保が困難な工事の場合】R1.7～



一括審査方式について

＜対象工事＞

Ａ工事

Ｂ工事

Ｃ工事

＜申請者＞

配置予定技術者は、
同一の１名のみ申請

①社 ａ氏

②社 ｂ氏

③社 ｃ氏

※対象工事に対し、
申請者が少ない場合は、
１社で複数工事の受注が可能

・
・
・

④社 ｄ氏

＜対象工事＞ ＜申請者＞

配置予定技術者を同一
の複数名の申請が可能

Ａ工事

Ｂ工事

①社 ａ１氏
ａ２氏

※１社１工事のみ受注が可能

原 則 不調・不落対策の特例

注）○数字は評価値の高い順

運用拡大
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【見直し】

■不調・不落に配慮しつつ、申請者・発注者双方の業務負担軽減を図ため、申請できる配置予定技術者は、３名まで申請できる
ものとし、技術者配点の１番低いもので評価する。工事を落札した者は、以降に落札決定を行う他の一括審査方式の対象工事の
入札を無効とする。

＜対象工事＞ ＜申請者＞
配置予定技術者は３名
まで申請が可能

Ａ工事

Ｂ工事

①社 ａ氏
b氏
c氏

配置予定技術者は３名まで可試行

※申請できる配置予定技術者は、
３名まで申請できるものとし、技術
者配点の１番低いもので評価する。

※工事を落札した者は、以降に落
札決定を行う他の一括審査方式の
対象工事の入札を無効とする。

②社 d氏
e氏
f氏



◇ 同種性の設定例（案）
①より同種性が高いと認められる工事 ・・・ 発注工事内容の設計値の概ね１００％程度以上
②同種性が高いと認められる工事 ・・・ ①で求める設計値の概ね５０％程度以上
③同種性が認められる工事 ・・・ ①、②以外

上記設定の他に、同種性の条件を複数求めることも可能とする。（以下に設定例を示す。）
Aより同種性が高いと認められる工事 ： 盛土量が○○m3以上、かつ深層混合処理方法による地盤改良が○○m以上の実績。
B同種性が高いと認められる工事 ： 盛土量が○○m3以上、かつ深層混合処理方法による地盤改良の実績。
C同種性が認められる工事 ： A,B以外 6

【企業・技術者評価】

同種工事の実績評価
【見直し】

《配置予定技術者の同種工事実績を３段階評価の設定に変更》（企業の同種工事の実績評価は従来どおり）

配点例

８

４

０

評 価 項 目 評 価 基 準
技
術
者
の
能
力
等

同種工事の実績
（施工能力評価型の場合）

より同種性が高い工事において、
主任（監理）技術者、現場代理人または担当技術者として従事

同種性が認められる工事において、
主任（監理）技術者、現場代理人または担当技術者として従事

設定無し

◇ 評価方法
（これまでの評価方法） （令和5年度からの設定例（原則））

◇ 対象工事 ： 「施工能力評価型」（チャレンジ型を除く）で発注する工事の
「配置予定技術者の同種工事の実績」において原則設定〔企業の同種工事の実績評価は従来どおり〕）

◇趣旨
施工能力評価型（チャレンジ型を除く）で発注する工事においては、「配置予定技術者評価の緩和」により、

「配点０点」が実質設定されていない状況となっている。（「より同種性の高い工事」を優位に評価する実質２段階の
評価となっている。）

そこで、原則として配置予定技術者の同種工事の実績を２段階評価から３段階評価の設定に変更する。
なお、企業の同種工事実績評価については、「より高い同種性が認められる工事」のみ加算点を与えることとする。
（従来どおりの２段階評価） ⇒ 技術者の同種工事実績評価は、従来の３段階評価に戻す。

配点例

６

３

０

技
術
者
の
能
力
等

評 価 基 準

同種工事の実績
（施工能力評価型の場合）

より同種性が高いと認められる工事において、
主任（監理）技術者、現場代理人または担当技術者として従事

同種性が高いと認められる工事において、
主任（監理）技術者、現場代理人または担当技術者として従事

同種性が認められる工事において、
主任（監理）技術者、現場代理人または担当技術者として従事

評 価 項 目



【多様な発注方式】

若手技術者育成型の要件緩和
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平成26年度から

【見直し】

◇若手技術者の活用促進による「やり甲斐向上」を図るため、若手技術者の同種実績の要件を緩和

■配置予定技術者の評価は経験豊富な技術者が高評価となるため、若手技術者が主任（監理）技術者に登用されにくい状況。
■品質を確保しつつも、担い手確保のために若手技術者が工事実績を積む機会の確保を目的に、若手技術者を主任（監理）技

術者に配置する場合、経験豊富な専任補助者を配置し評価出来る工事を試行。
■H26より、本官工事（ＷＴＯ対象を除く）を対象に試行を行ってきたが、主任（監理）技術者として配置する若手技術者の競争参

加資格として求める同種実績は、当該工事に対し、構造要件や架設要件等の同種性を求めていたため、実績の少ない若手技
術者は配置しづらい状況になっていた。

■R２より、 ①若手技術者がより登用されやすくするため、専任補助者を配置する場合に限り、若手技術者（配置予定技術者）の
同種工事実績（競争参加資格）に、構造要件や架設要件等を求めないよう緩和する。

②対象工事を、全ての本官工事（ＷＴＯ対象を含む）に拡大する。
③ 40歳以下の若手技術者を配置予定技術者として配置する場合、総合評価において加点を行う。

■Ｒ３より、若手技術者の主任（監理）技術者への登用について、競争参加資格確認申請時に若手技術者の配置を申請しない場
合に限り、本工事の配置予定技術者を専任補助者とすることで、契約後、若手技術者を主任（監理）技術者として配置
することを可能とする。

■Ｒ５より、対象工事に分任官工事を追加する。

■対象工事

■評価方法

 40歳以下の若手技術者を配置予定技術者 として配置する場合、総合評価において1.0点加点
専任補助者を配置する場合、若手技術者の同種実績を大幅に緩和
契約後、若手技術者を監理技術者として配置する場合、配置予定技術者を専任補助者への変更を可能とする

■技術提案評価型S型（ＷＴＯ対象工事を含む）
■施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型（チャレンジ型、営繕チャレンジ型、地域防災担い手確保型を除く）



監理技術者又は専任補助者
（契約後専任補助者へ変更可能）

若手技術者（監理技術者）
（契約後監理技術者として若手技術者登用可能）

技術者資格 ■主任（監理）技術者となりうる資格 ■主任（監理）技術者となりうる資格
■配置時点で満４０歳以下

同種実績
（競争参加資格）

■競争参加に必要な同種工事実績
（トンネル工事の場合）

・NATMによる施工実績
・トンネル内空断面積●●m2以上
・トンネル施工延長●●m以上

（橋梁上部工事の場合）
・●活荷重又はTL-●以上
・橋梁形式が●●橋
・最大支間長が●●m以上

■競争参加に必要な同種工事実績（緩和）
（トンネル工事の場合）

・トンネル工事の施工実績

（橋梁上部工事の場合）
・鋼橋上部工事の施工実績

配置期間 ■配置予定技術者（主任（監理）技術者）
を専任で配置すべき期間と同期間

■主任（監理）技術者として専任配置すべき
期間

その他 ■現場代理人との兼務可能 ■現場代理人との兼務可能

■技術者配置の条件
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専任補助者 若手技術者（配置予定技術者）

技術者資格 ■主任（監理）技術者となりうる資格 ■主任（監理）技術者となりうる資格
■審査基準日時点で満４０歳以下

同種実績
（競争参加資格）

■競争参加に必要な同種工事実績
（トンネル工事の場合）

・NATMによる施工実績
・トンネル内空断面積●●m2以上
・トンネル施工延長●●m以上

（橋梁上部工事の場合）
・●活荷重又はTL-●以上
・橋梁形式が●●橋
・最大支間長が●●m以上

■競争参加に必要な同種工事実績
（トンネル工事の場合）

・NATMによる施工実績
・トンネル内空断面積●●m2以上
・トンネル施工延長●●m以上

（橋梁上部工事の場合）
・●活荷重又はTL-●以上
・橋梁形式が●●橋
・最大支間長が●●m以上

配置期間 ■配置予定技術者（主任（監理）技術者）
を専任で配置すべき期間と同期間

■主任（監理）技術者として専任配置すべき
期間

その他 ■現場代理人との兼務可能 ■現場代理人との兼務可能

（H26～） （R2～）見直し※専任補助者を配置する場合

■契約締結後の制度活用

総合評価 配置技術者 備考

ケース① 2名提出 若手：40歳以下

（若手技術者  加点（任意） 監理技術者

＋
専任補助者） 評価対象 専任補助者

ケース② 配置技術者

のみ提出
評価対象 監理技術者

※着手時の若手交代は可。ただし、配置技術

 者提出者は必ず専任補助者とする。

※着手時の交代不可

※その後の交代の取扱いは各地整運用による

【多様な発注方式】

若手技術者育成型の要件緩和 平成26年度から



【多様な発注方式】

女性技術者活用促進型
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令和２年度から
令和５年度より一部改定

◇建設業への女性技術者促進を図るため、現場配置で加点評価

【見直し】

＜対象工事＞

■技術提案評価型S型（ＷＴＯ対象工事を除く）
■施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型（チャレンジ型、営繕チャレンジ型、地域防災担い手確保型を除く）

＜評価方法＞

■主任（監理）技術者、現場代理人又は担当技術者として女性技術者を配置する場合に、総合評価で加点。【1.0点】
※ 現場代理人、担当技術者として配置する場合、資格や同種実績の要件を求めない。

■平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が成立、また、平成27年4月に、「次
世代育成支援対策推進法」（時限立法）が令和7年度末まで延長されたところ。

■上記の社会的情勢も踏まえ、各産業において女性の進出・活躍が進んでいるが、建設業での女性進出は横ばい傾向であり、
他産業と比べ女性進出が進んでいない。

■令和２年度より、建設業界における担い手の確保ならびに女性技術者の現場への進出・活躍推進を図るため、女性技術者を
主任（監理）技術者、現場代理人、担当技術者のいずれかに配置する場合、総合評価において加点評価する。

■令和５年度より、若手技術者育成型の拡大のとあわせて、原則評価項目として設定する。

＜評価の担保＞

■受注者の責により、配置されていないと判断された場合、女性技術者活用の加算点の満点に相当する点を限度として工事成
績評定を減点する。
※審査基準日以降、病休、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡、退職等により配置出来なくなり、発注者が認め
た場合を除く。



【技術者評価】

継続教育(CPD)の評価
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評価対象となる建設系CPDプログラム（土木）

【見直し】

○平成１８年度より、学習意欲のある配置予定技術者を評価することにより工事品質の向上を図るため、建設系ＣＰＤ協議会に加盟する団体のうち、推
奨取得単位数を設定している団体の学習実績について評価対象としている。評価基準は、各団体が推奨する単位数及び年平均取得単位数を参考と
して、各団体の推奨する単位の２割程度を評価対象としている。

○近年のＣＰＤ単位の取得状況及び本省ガイドライン（各団体推奨単位を評価）との整合を図るため、平成２６年度より評価基準を見直し、 推奨単位以
上の取得には加算点の満点を与え、推奨単位の５割以上推奨単位未満の取得には半分の加算点とした。

○令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりCPD受講環境が整っていなかったことを踏まえ、令和３年度～令和７年度の総合評価において
は、令和２年度を含め６年間の下表に示す単位取得で評価を行う。

○令和５年度は令和２年度からの運用を見直し、評価対象期間を５年とし、下表に示す推奨単位の80％を達成得点とする。営繕は評価対象を「過去5
年間の任意の１年」から「前年度」に変更する。

推奨単位以上
の取得

推奨単位の５割以上
推奨単位未満の取得

推奨単位の
５割未満の取得

推奨単位以上
の取得

推奨単位の５割以上
推奨単位未満の取得

推奨単位の
５割未満の取得

加算点：１．０点 加算点：０．５点 加算点：１．０点 加算点：０．５点

1 （公社）空気調和・衛生工学会 設備技術者継続能力開発ｼｽﾃﾑ（SHASE-CPD） ５０ポイント／年 ２５０ポイント／６年 １２５ポイント／６年 ２００ポイント／５年 １００ポイント／５年

2 （一財）建設業振興基金 建築・設備施工管理CPD制度 １２単位／年 ６０単位／６年 ３０単位／６年 ４８単位／５年 ２４単位／５年

3 （一社）建設コンサルタンツ協会 建設コンサルタンツ協会CPD制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

4 （一社）交通工学研究会 継続研鑽(CPD)制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

5 （公社）地盤工学会 地盤工学会継続教育制度（G-CPD） ５０ポイント／年 ２５０ポイント／６年 １２５ポイント／６年 ２００ポイント／５年 １００ポイント／５年

6 （一社）森林・自然環境技術者教育会 森林分野CPD ２０時間／年 １００時間／６年 ５０時間／６年 ８０時間／５年 ４０時間／５年

7 （一社）全国上下水道コンサルタント協会 水コン協CPD制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

8 （一社）全国測量設計業協会連合会 設計CPD（継続学習制度） ２０ポイント／年 １００ポイント／６年 ５０ポイント／６年 ８０ポイント／５年 ４０ポイント／５年

9 （一社）全国土木施工管理技士会連合会 継続学習制度（ＣＰＤＳ） ２０ユニット／年 １００ユニット／６年 ５０ユニット／６年 ８０ユニット／５年 ４０ユニット／５年

10 （一社）全日本建設技術協会 全建CPD（継続教育）制度 ２５単位／年 １２５単位／６年 ６３単位／６年 １００単位／５年 ５０単位／５年

11
土質・地質技術者生涯学習協議会
（社）全国地質調査業協会連合会

地質・土質関連ＣＰＤ制度 ５０CPD単位／年 ２５０CPD単位／６年 １２５CPD単位／６年 ２００CPD単位／５年 １００CPD単位／５年

12 （公社）土木学会 土木学会継続教育（ＣＰＤ）制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

13 （一社）日本環境アセスメント協会 JEAS-CPD制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

14 （公社）日本技術士会 技術士ＣＰＤ（継続研鑽）制度 ５０CPD時間／年 ２５０CPD単位／６年 １２５CPD単位／６年 ２００CPD単位／５年 １００CPD単位／５年

15 （公社）日本建築士会連合会 建築士会継続能力開発（ＣＰＤ）制度 １２単位／年 ６０単位／６年 ３０単位／６年 ４８単位／５年 ２４単位／５年

16 （公社）日本コンクリート工学会 継続教育（ＣＰＤ） － － － － －

17 （公社）日本造園学会 造園ＣＰＤ（継続教育）制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

18 （公社）日本都市計画学会 都市計画CPD制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

19 （公社）農業農村工学会 農業土木技術者継続教育（ＣＰＤ）制度 ５０単位／年 ２５０単位／６年 １２５単位／６年 ２００単位／５年 １００単位／５年

※推奨単位を単年しか設定していない団体の評価基準は、単年の推奨単位を４倍している。

R3～R4年度 Ｒ５年度

Ｎｏ 運　営　者 継続教育学習制度 推奨単位

評価基準評価基準

加算点：０点加算点：０点



① 当該年度より過去２年間の若手技術者の雇用及び若手（技術者を除く）の雇用について「若手技術者の雇用実績有り」、「若手（若手技術者を除く）の雇用
実績有り」、「雇用実績無し」で評価。
※過去２年間（競争参加企業に雇用されている間に限る）に若手（技術者を除く）が新たに資格（※）を取得した場合に、「技術者の雇用有り」 と同等に評価。

② 「若手技術者の雇用」、「若手（技術者を除く）の雇用」、いずれの場合も入札参加希望者と直接的な雇用関係にあることを条件とする。
（必要に応じて人数等は各事務所で設定）

※資格とは
加点対象とする資格は建設業法に基づく技術検定合格者。
【1級又は2級施工管理技士。分野は問わない。】

○若手技術者とは
・ 建設業法第７条第２号ハに示す資格を有している者。又は
・国土交通省省令で定める学科（高校、高専、大学）の卒 業者。
上記に加え審査基準日（申請書の提出期限日）において満年齢２９歳以下の者。

○若手とは
・若手技術者にあてはまらない者で、地域内の中学校、高校、高専、大学等を卒業した者

で、かつ審査基準日（申請書の提出期限日）において満年齢２９歳以下の者の雇用。

評価項目 配点

■過去２年間に採用した、若手技術者（満年齢２９歳以下の技術者）を
雇用した実績がある場合、又は、
■競争参加企業に雇用されている満年齢２９歳以下の若手が過去２年
間に資格（※）を取得した場合に加点する。

1.0点

■過去２年間に採用した、地域内の中学校、高校、高専、大学等を卒
業した若手（満年齢29歳以下）の雇用（若手技術者を除く）実績がある
場合に加点する。

0.5点

無し 0.0点

【地域精通度・地域貢献度】

若手技術者等の雇用等

【配点事例】

【背景】
◇建設業就業者は３人に１人が55歳以上、29歳以下は8人に1人と高齢化が進行している。
◇建設業の入職率は年々減少傾向にあり、若年層（24歳以下）の入職者数は、6人に1人となっている。
◇この状況を鑑み、平成18年度から若年層の確保に向け、若手技術者の雇用を総合評価で評価する試行に取組んでいる 。
◇平成29年度より、雇用後の若手技術者の育成を推進している企業が評価されるよう、若手が新たに資格（※）を取得した場合

の評価を加えるとともに、若手（技術者を除く）の雇用評価対象者を義務教育修了者に拡大。
◇令和２年４月７日に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急

事態宣言が発令され、求人の減少、派遣契約や採用内定の取消等の動きが現れ始めている状況を踏まえ、

令和２年10月より時限措置として、年齢に係わらず新規の正規雇用がなされた実績を評価するよう拡大を行う。

◇令和５年度より、従来の運用に戻す。

平成18年度から
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評価方法（評価の考え方）

【見直し】
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【発注方式の試行】

施工能力簡易確認型の試行

※施工能力評価型Ⅱ型による実績

【見直し】

○ 入札書と、総合評価項目について競争参加者が自ら採点した「自己採点申請書」の提出を求め、評価値の算定を行った後に、
落札候補者（評価値上位３者）に技術資料の提出を求め、自己採点内容の確認を実施。

○ 施工能力評価型において、公告から落札者決定まで約４４日の日数が必要。その間参加者すべての配置予定技術者が拘束さ
れている状態であった。施工能力簡易確認型では落札候補者（３者）の通知までを約２７日まで短縮を図る。

○競争参加者は技術資料作成にかかる負担軽減、発注者は技術審査にかかる負担軽減につながる。
○不調不落件数も減少してきているため、運用を再開する。



自己採点申請書
平成 年 月 日

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局

殿●●河川国道事務所長 ●● ●●
住 所
商号又は名称 印
代表者氏名

平成 年 月 日付けで公告のありました 工事における自己採点申請書を提出● ● ● ●●
します。
なお、記載した内容は事実と相違ないことを誓約します。問い合わせ先は下記のと

おりです。
自己 提出評 価 項 目 該当 配点
採点 様式

別記様式２同種工事の施工実績 ○ ２

当該工事種別の２年間の平均成績 ○ ５

認定書の写し企 工事成績評定優秀企業の認定（ｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ） １

表彰状の写し業 優良工事施工団体表彰・安全管理優良請負者表彰 ○ ３

別記様式８他の 下請表彰企業の活用 ○ １

別記様式９能 技能者の従事計画 ○ １

別記様式３１力 ＩＣＴの活用 ○ ２

協定・実績を確認できる資料等 災害対応協定等に基づく活動実績 １

別記様式１１若手技術者等の雇用 ○ １

認定証事業継続計画（ＢＣＰ）の認定 １

別記様式14-1地元一次下請の活用率 ○ １

別記様式14-1,2地元資材の活用率 ○ １

別記様式３技 同種工事の施工実績 ○ ８

術の 同種工事の工事成績 ○ ８

表彰状の写し者能 優秀建設技術者表彰・安全管理優良技術者表彰 ３

証明書等の写し力 継続教育（ＣＰＤ） ○ １

小計 ４０

-10%／-5不正又は不誠実な行為等による減点

%

合計 ４０

提出前に必ず確認して下さい。

※「該当」の欄は、今回の工事に該当する評価項目を入札説明書で確認して下さい。
※「自己採点」の欄は、ガイドライン及び入札説明書の評価基準・配点に基づく自社の想定する点を必ず記入
して下さい。ただし 「－」の項目は入力不要です。、

※入札時には、本紙を入札入札金額見積内訳書とともに電子入札システムにより提出して下さい。
※落札候補者となった場合は、本紙に代表者印を押印し、関係する技術資料等を添付して提出して下さい。
※技術資料等を提出する場合は、該当する評価項目の提出資料を、必ず入札説明書で確認して下さい。
※工事成績による評価点は、別添「工事成績による配点表」を参考に採点して下さい。

［問い合わせ先（申請書 ］）
担当者 ： 中国 太郎
部 署 ： ○○本店 ○○部 ○○課
電話番号： （代表）○○○－○○○－○○○○ （内線 ○○○）

ＦＡＸ ○○○－○○○－○○○○
（ ）Ｅ-mail:○○○＠○○.jp 必要に応じて企業に記載させるように事務所で適宜設定 13

■自己採点申請書のイメージ

通知書

平成 年 月 日

商号又は名称
代表者氏名 殿

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
●●河川国道事務所長 ●● ●● 印

貴社は、現時点で下記工事の落札候補者ではないが、自己採点申請書の確認のため、
技術資料等の提出を求める場合があるので通知する。

工 事 名 ●●工事

［問合せ先］
〒●●●－●●●● ●●県●●市●●
国土交通省中国地方整備局 ●●河川国道事務所 経理課
ＴＥＬ ●●●－●●●－●●●●

※提出は、持参又は郵送（書留に限る。必着のこと ）とする。。

技術資料等提出依頼書

平成 年 月 日

商号又は名称
代表者氏名 殿

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
●●河川国道事務所長 ●● ●● 印

貴社は下記工事の落札候補者となったので通知する。
なお、下記期限までに技術資料等の提出をすること。

工 事 名 ●●工事

提 出 期 限 平成●●年●●月●●日 ●●時●●分

注）技術資料等の提出は、自己採点申請書に押印したものを１頁とした通し番号を付し
提出すること。

注）技術資料等により競争参加資格がないと認められた場合、並びに期限までに提出し
ない場合は入札を無効とする。

注）技術資料等を提出しない場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあ
る。

注）提出された技術資料等と自己採点申請書の評価結果が異なる場合、自己採点申請書
の評価点を上限とし、発注者による技術資料等の評価結果をもって加算点とする。

［提出・問合せ先］
〒●●●－●●●● ●●県●●市●●
国土交通省中国地方整備局 ●●河川国道事務所 経理課
ＴＥＬ ●●●－●●●－●●●●

※提出は、持参又は郵送（書留に限る。必着のこと ）とする。。

★落札候補者用

★非落札候補者用

■落札候補者の決定に係る通知イメージ

【発注方式の試行】

施工能力簡易確認型の試行



◇R1～広島県内事務所の競争参加資格における地域要件を地方生活圏から県内に拡大。

地域要件の緩和の変更

《地域設定の標準的な考え方》
・本支店営業所の所在地（参加資格要件）

一般土木工事Ｃ ランク 及び 維持修繕工事

広島県内事務所

広島地方生活圏

備後地方生活圏

備北地方生活圏

・太田川河川事務所
・広島国道事務所
・土師ダム管理事務所
・温井ダム管理所
・弥栄ダム管理所

・福山河川国道事務所
・八田原ダム管理所

・三次河川国道事務所

広島県内

＜R1～緩和策＞
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＜基本＞

【継 続】
Ｒ１～Ｒ５限定



１．対象工事

工事難易度Ⅲ以下で１億円程度までの
営繕工事(土木営繕工事を含む）

２．評価項目の考え方（例）

工事規模、工事難易度を考慮し、
加算点の合計を低く抑えた。

より地域に密着した評価項目を設定。
改修工事の実績評価の緩和を行う。
配置技術者評価の緩和は行う。

３．配点の考え方（例） （配点例）

 新たに営繕チャレンジ型を追加して、中長期的な技術者の確保・育成に配慮する。
 公共工事実績の無い新規の入札参加者が参加しやすくするため、工事成績評定点を評価の対象としない。
 工事成績評定での加点は行わず、施工実績や地域内工事の実績で加点を行う。

 庁舎、研修施設、倉庫、車庫等の営繕工事において、工事仕様が設計図面及び標準仕様書で規定され、技術的課題が小さい
ため、１億円程度までの工事に営繕チャレンジ型を適用する。

 令和５年４月から企業の「同種工事の実績」、「災害対応協定等に基づく活動実績」の評価を行わず、地域精通度に重点を置く。

※より同種性の高い、同種性の高い、同種性の設定の参考例
例） より同種性の高い・・・・・・○○工事の規模☆☆㎡の実績（対象工事と同等規模）

同種性の高い・・・・・・・・・・○○工事の規模☆☆㎡の半分の実績
同種性・・・・・・・・・・・・・・○○工事又は△△工事又は□□工事の実績（競争参加資格要件）

【多様な発注方式】

営繕チャレンジ型 令和５年４月から

※規模☆☆㎡の設定の参考例
新築の場合は、対象工事と同等規模とし、改修工事の場合は、１／２ まで緩和する。
技術者の緩和は、企業の１／２ まで緩和する。

【見直し】

評   価   項   目
営繕

チャレンジ型
備   考

求めない

求めない

0

施
工
能

力
等

同種工事の実績

当該工事種別の2年間の平均成績

【企業の施工実績 計】

競争参加資格要件としてのみ

求めない

1

2

求めない

2

3

5

2

5

合計

施工体制評価点

賃上げの実施を表明した企業等

施工計画

より同種性の高い2点、同種性の高い1点、同種性0点

1

30

41

5

10

求めない

【施工能力等の計】

【技術者の能力等 計】

配置予定技術者の近隣地域での施工実績

継続教育（CPD）

同種工事の成績

同種工事の経験

企
業
の

能
力
等

【企業の能力等 計】

技術者の能力等

企業の施工実績

地域精通度
地域貢献度

災害対応協定等に基づく活動実績

地域内における本店の有無

企業の近隣地域での施工実績の有無

【地域精通度等 計】

R4.4.1以降に契約する工事

15



受注者が現場担当技術者を複数名配置することにより、現場における品質管理、出来形管理、安全管理等への関与を高め工
事事故や粗雑工事の防止を含めた工事全体の品質確保を図ることを目的に”現場担当技術者評価型”をH24.10より試行。

令和２年度以降は地域の事情をふまえて、適用を見合わせる。

【多様な発注方式】

現場担当技術者評価

１．対象工事

予定価格が３億円以上の工事または、工事難易度がⅢ以上の工事
において試行する。
（工事内容を勘案し、工事難易度がⅡの工事で試行することも可能と
する。）

《選定フロー》

２．評価項目の考え方

 元請けとしての現場担当技術者の配置人数に着目し評価する。
 現場代理人と主任（監理）技術者が兼務する場合は認めない（評価

しない）。
 評価対象となる担当技術者は、配置予定技術者（主任（監理）技術

者）を専任で配置すべき期間と同じ期間の配置が可能であること。

 企業の能力等の中で評価する。

３．配点の考え方

総合評価落札方式対象工事

予定価格が３億円以上
又は、

工事難易度がⅢ以上
の工事である。

現場担当技術者評価型
総合評価落札方式

その他の
総合評価落札方式

YES

NO

評 価 基 準 配 点

現場担当技術者を2名以上の配置
を予定している。

１．０点

現場担当技術者を1名の配置を予
定している。

０．５点

配置予定なし。 ０．０点

企業の
能力等

現場担
当技術
者の活
用

当該現場に
おける現場
担当技術者
の配置予定
人数

評 価 項 目

（配点例）
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【発注方式の試行】

成績評定重視型の試行（案）

○「実績」の配点を「成績」に配分 （赤字：配点を増やす項目 青字：配点を減じる項目）

配点 企業実績
（同等規模の実績）

（有／無）

企業成績
（評定点に
応じ加点）

企業表彰 技術者実績
（同等規模の実績）
（従事役職に応じて

3段階評価）

技術者成績
（評定点に応じ加点）

技術者表彰 左記以外

現行 4.0／0.0 5.0～0.0 4.0～0.0 8.0／4.0／0.0 8.0～0.0 3.0～0.0 8.0～0.0

試行 2.0／0.0 7.0～0.0 4.0～0.0 4.0／2.0／0.0 12.0～0.0 3.0～0.0 8.0～0.0

成績評定重視を行うことにより、成績の高い企業・技術者の受注が可能となる。（場合によっては順位が入れ替わる。）
A工事（道路改良） B工事（道路改良） C工事（橋梁下部）

◆背景
現在の総合評価落札方式の配点においては、「過去の同種工事実績（同等規模の施工実績の有無）」で評価に大きく差が出る

傾向となっており、同等規模の施工実績を持たない企業の参加意欲を躊躇させている。
また、工事成績の評価が拡大することは、工事品質の向上につながるとも考えられる。
そこで、企業（技術者）成績に重みを置く配点割合に変え、成績評定点が企業評価により反映されることを目的とした試行を行う。

試行案

上記試行のシミュレーション（施工体制評価点（30点）を除く）

企業成績 78点 79点 78点 78点 78点
技術者成績 78点 83点 78点 なし 73点

33.4 33.2

27.4 26.7

22.4

31.3
32.2

25.3

22.0 21.3
20
22
24
26
28
30
32
34
36

1位 2位 3位 4位 5位

従来評価

成績評定重視型 30.8 30.4

28.3

26.0

21.3

28.9

31.3

29.1

23.7 24.4

20
22
24
26
28
30
32
34
36

1位 2位 3位 4位 5位

従来評価

成績評定重視型

企業成績 78点 78点 79点 78点 78点
技術者成績 79点 83点 82点 77点 84点

29.2

26.1 26.0
25.2

22.5

27.0

23.6

25.7

20.7

24.2

20

22

24
26

28

30

32

34
36

1位 2位 3位 4位 5位

従来評価

成績評定重視型

企業成績 77点 78点 78点 80点 78点
技術者成績 78点 76点 77点 なし 77点

加
算
点

加
算
点

加
算
点
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和５年度
土木工事積算基準改定概要

（4月1日適用）
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令和５年度 土木工事積算基準等改定概要

３．その他の現場実態を踏まえた改定

１．働き方改革に取り組める環境整備

２．円滑な施工体制の確保

○大規模災害の被災地における復興係数・復興歩掛（継続）

○総価契約単価合意方式（後工事の間接費の調整について）（新規）

○週休２日の「質の向上」に向けた施策パッケージ（継続）

○時間外労働規制の適正に向けた工事積算の適正化（継続検討）

○工事積算における熱中症対策の充実（新規）

○ICT施工における積算基準の当面の運用（新規）

○土木工事標準歩掛

○施工パッケージ形型積算関係

○鋼橋積算基準の改定

○新基準の適用スケジュール

19



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．働き方改革に取り組める環境整備

20



（１）直轄土木工事における週休２日の「質の向上」に向けた施策パッケージ

21

平成28年度から週休２日モデル工事を実施。令和６年度の労働基準法時
間外労働規制適用に向け、取組件数を順次拡大。【休日の量の確保】

① 週休２日を標準とした取組への移行【令和５年度から適用】
共通仕様書、監督・検査等の基準類を、週休２日を標準とした内容に改正

② 工期設定のさらなる適正化【令和５年度から適用】
天候等による作業不能日や猛暑日等を適正に工期に見込めるよう、工期設定指針等を改正

③ 柔軟な休日の設定【令和５年度に一部工事で試行】
出水期前や供用前など閉所型での週休２日が困難となった場合に、工期の一部を
交替制に途中変更できないか検討

④ 経費補正の修正【令和５年度に検討】
月単位での週休２日工事で実際に要した費用を調査し、現行に代わる新たな補正措置を
立案できないか検討（令和５年度は現行の補正係数を継続）

⑤ 他の公共発注者と連携した一斉閉所の取組を拡大【令和５年度から実施】
※併せて、直轄事務所と労働基準監督署との連絡調整の強化

現在のモデル工事は通期で週休２日を目指す内容となっており、
月単位で週休２日を実現できるよう取組の推進が必要。【休日の質の向上】

施策パッケージ

（これから）

（これまで）



令和５年度の直轄土木工事の発注方針

22

発注者指定 週休２日

受注者希望 週休２日

○ 令和５年度は、全ての工事を発注者指定で週休２日工事（閉所型・交替制のいずれか）を実施
（月単位の週休２日への移行期間）
週休２日モデル工事の補正係数は、移行期間として令和５年度までは継続

○ 令和６年度以降、月単位での週休２日の実現を目指す
柔軟な休日の設定や経費補正の修正を令和５年度に検討

※北海道開発局においては、
本官工事のうち２．５憶円
以上のものを対象

本官工事

分任官工事

※北海道開発局においては、
２．５憶円未満の本官工事
及び分任官工事を対象

週休２日工事の発注方針

発注者指定 完全週休２日（土日祝日閉所）

発注者指定 週休２日

受注者希望

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 以降

70%目標

50%目標

月単位での週休２日
の実現を目指す

月単位での週休２日
の実現を目指す

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討



①週休２日を標準とした取組への移行【令和５年度から適用】

23

仕様書、監督・検査等の基準類を、以下の通り改定

ⅰ)受注者が作成する施工計画書に、法定休日・所定休日を記載するよう、「共通仕様書」を改正。
ⅱ)発注者による監督・検査において、週休２日の実施状況を確認するよう、「共通仕様書」、

「土木工事監督技術基準(案)」、「地方整備局土木工事検査技術基準(案)」を改正。
ⅲ)週休２日を標準とした工事成績評定となるよう、「地方整備局工事成績評定実施要領」を改正。

（加点項目から削除・遵守項目に追加）

施工計画書
施工
(監督)

検査
(成績評定)

＜施工計画書＞

法定休日と所定休日の記載を追加

月 火 水 木 金 土 日

※受注者の法定休日・所定休日
を基に自ら設定

法定
休日

所定
休日

＜施工(監督)＞

週休２日の実施状況を確認

監督職員
（発注者）

＜検査(成績評定)＞

週休２日の実施状況を確認、
週休２日を前提とした成績評定

検査職員
（発注者）

受注者

〈法定休日と所定休日の設定例〉



②工期設定のさらなる適正化【令和５年度から適用】

24

工種 単位 数量 施工計画

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・・・

準備 式 １

道路
土工

㎥ 10,000

排水
構造
物工

m 500

舗装
工

㎡ 5,000

付帯
施設
工

式 1

区画
線工

式 1

後片
付け

式 1

発注者が活用する工期設定指針及び工期設定支援システムを、以下の通り改定

ⅰ)雨休率算出の際に「休日」と「天候等による作業不能日」等が重複しないよう明確化
ⅱ)工期設定で猛暑日（WBGT値31以上の時間から日数を算定）を考慮
ⅲ)準備・片付け期間に、必要に応じて、重機組立・解体や検査データの作成日数を考慮するよう明確化
ⅳ)地域の実情に応じて作業制限や制約を考慮できるよう例示を追加

<工期への反映イメージ> 猛暑日を考慮
「休日」と「天候等による作業不
能日」等が重複しないよう設定

必要に応じて重機解体や

検査データの作成日数を
考慮

猛暑日
頻発

天候等によ
る作業不能

日頻発

地域の祭りに
よる通行規制

地域の実情に応じて
作業制限や制約を考慮

＜試算例（福岡県内の道路改良工事の場合）＞

・旧指針での工期：３６５日 ⇒ 新指針での工期：３８４日＋α （１９日＋α増加※）

※上述 ⅰ)で7日分、ⅱ)で１２日分反映。 ＋αは必要に応じてⅲ)、ⅳ)を考慮。 雨休率：78%→89%



③柔軟な休日の設定【令和５年度に一部工事で試行】

25

閉所と交替制の柔軟な活用について、以下の通り試行（R3～R5に試行）

ⅰ)受注者の希望に応じ、工期を通じての交替制⇔閉所の変更を試行（R3・4年度に試行）
ⅱ)受注者の希望に応じ、工期の一部での閉所から交替制への途中変更を試行（R5年度）

工期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ・・・

週休２日の
実施方法
(当初予定)

閉所 閉所 閉所 閉所 閉所 ・・・

「交替制」に変更し
個人レベルでは
週休２日を確保

災害の発生に
より週休２日の
閉所が困難に

＜工期の一部で閉所から交替制に途中変更するイメージ＞



④経費補正の修正【令和５年度に検討】

26

月単位で週休２日を達成できた工事について、令和５年度の諸経費動向調査や
労務費調査の結果を踏まえ、現行に代わる新たな補正措置を立案できないか検討

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

１月

２月

３月

これまでの経費補正

工期全体で週休２日
を達成することを
前提に経費補正

・
・
・

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

１月

２月

３月

R５の検討

月単位で週休２日
を達成できている工事
に要した費用を分析し
経費補正を検討

・
・
・

黄色塗：閉所日 黄色塗：閉所日

月単位では
週休２日が

達成できて
いない



⑤他の公共発注者と連携した一斉閉所の取組を拡大【令和５年度から実施】
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北海道

沖縄県

長崎県

熊本県

新潟県

三重県

宮崎県

埼玉県

香川県

北海道

青森県

山形県

福島県

静岡県

石川県

富山県

岡山県
島根県

福岡県
佐賀県

大分県

鹿児島県

高知県

月に２回程度実施

月に１回程度実施

年に数回実施

凡 例

愛知県

岐阜県

宮城県

岩手県
秋田県

愛媛県
徳島県

山口県

鳥取県

広島県

茨城県

月に３回以上実施

各地域の発注者協議会等を通じて、取組を促進。定期的に取組状況を確認・公表。

令和５年１月末時点での
一斉閉所の取組状況

一斉閉所の実施状況 令和５年１月末時点

地方整備局 地 域 実施内容

北海道 北海道 毎月２回統一土曜日

東北 岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

毎月第２・４土曜日

青森県 毎月第２土曜日

関東 茨城県 毎月第１、２、３、４土曜日

埼玉県 年に数回以上

北陸 新潟県
富山県
石川県

毎月第２・４＋1週の土日曜日

中部 静岡県 毎月第２・４土曜日

愛知県
岐阜県
三重県

毎月第２土曜日

近畿 近畿全域 ※令和５年度より毎月第２土
曜日に一斉閉所を実施予定

中国 鳥取県
島根県
岡山県

毎月第２・４土曜日

広島県 土曜日閉所を月１回

山口県 毎月第２土曜日

四国 四国全域 毎月第２土曜日

九州 九州全域 年に数回以上

沖縄 沖縄県 毎月第４土日曜日



（２）時間外労働規制の適用に向けた工事積算等の適正化
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○ 朝礼や準備体操、後片付け等は、一日の就業時間に含まれるものであり標準歩掛に適切に反映されるべきもの。
⇒ 適正なデータで標準的な時間を分析する等により、標準歩掛等に反映。

○ 路上工事などで常設の作業帯が現場に設けられない工事では、資材基地からの移動時間を考慮した積算にする
必要。
⇒ 施工の実態調査の結果を基に、今後、移動時間を考慮した積算にするための方法を多角的に検討。

始業
8:00

準
備
体
操

実作業 実作業

後
片
付
け

昼
休
憩

12:00 13:00
終業
17:00

K
Y

活
動

作
業
指
示

作
業
準
備

■朝礼や準備体操、後片付け等を含めた就業時間（イメージ）

■資材基地からの移動時間を含めた就業時間（イメージ）
始業
8:00

終業
17:00

資
材
積
込

実作業 実作業
昼
休
憩

12:00 13:00

K
Y

活
動

作
業
指
示

現
場
移
動

資
材
取
卸

準
備
体
操

作
業
準
備

現
場
移
動

後
片
付
け

○令和４年度は移動時間の実態を把握するため、大都市圏の路上工事を中心に、施工の実態調査を重点的に実施。

⇒ 令和５年度は、施工の実態調査の結果を基に、移動時間を考慮した積算にするための方法を多角的に検討。

○令和４年度の施工の実態調査において、朝礼や準備体操、後片付け等の実態を把握。

⇒ 適正なデータで分析する等により、標準歩掛等に反映。

⇒ 令和５年度以降も、施工の実態調査の結果を基に、順次、実態を標準歩掛に適切に反映していく予定。



（３）工事積算における熱中症対策の充実

29

○ 国土交通省直轄工事における積算では、従来より、共通仮設費（現場環境改善費）で「避暑（熱中症予防）」として費用を計上
しているほか、現場管理費で工期に占める真夏日の割合に応じた補正 を行ってきたところ。

○ 今般、猛暑日を考慮した工期設定となるよう「工期設定指針」を改定するとともに、官積算で見込んでいる以上に猛暑日が確認された
場合には、適切に工期変更を行うほか、その工期延⾧日数に応じて「工期延⾧に伴う増加費用の積算」で対応するよう、運用を改良。

※１）「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改定により、屋外作業ではマスク着用が不要とされたことから、真夏日を「日最高気温２８℃以上」としてきた暫定的な運用を、
令和５年度より「日最高気温３０℃以上」に戻す予定。

※２）「工期の延⾧に伴う増加費用の積算」は間接工事費（共通仮設費（率分）、現場管理費（率分））で対応するものであり、直接工事費での対応については、必要性や実現可能性を含め、
令和５年度も引き続き検討。

■猛暑日を考慮した工期設定
工程（官積算）で見込んでいる猛暑日日数等を特記仕様書で明示する

とともに、見込んでいる以上に猛暑日等があり、かつ、作業を休止せざるを得
なかった場合には、工期延⾧日数に応じて精算。

工 期 ＝ 実働日数 × （１＋雨休率）
＋ 準備期間 ＋ 後片付け期間 ＋ その他作業不能日

雨休率 ＝ （休日数 ＋ 天候等による作業不能日）／ 実働日数

天候等による作業不能日 ＝ 降雨・降雪日日数 ＋ 猛暑日日数

猛暑日日数 ＝ 年毎のWBGT値31以上の時間 を日数換算し、
平均した値（対象:5か年）

「第○条 工期」
１．工期は、雨天、休日等181日間を見込み、契約の翌日から令和○年○月○日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての土曜
日を含んでいる。
工期には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。

※３:8時～17時の間のデータを対象とする。

⇒ WBGT値31以上の時間は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載
されている最寄りの観測データ（８～17時を対象）を活用

特記仕様書記載イメージ

実働日数:
毎年度設定される歩掛の「作業日当たり標準作業量」から当該工事の

数量を施工するのに必要な日数を算出

新たに、猛暑日日数（年毎のWBGT値31以上の時間を日数換算し、
５か年平均したもの）を雨休率に加味し、工程（官積算）を設定。

■工期延⾧等に伴う増加費用の積算

※１

※２

※３ 天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ）１日の降雨・降雪量が10㎜/日以上の日:46日間
ロ）８時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数:12日間

（少数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）

過去５か年（20xx年～20xx年）の気象庁（○○観測所）及び環境省（○○
地点）のデータより年間の平均発生日数を算出

準備期間 40日間

後片付け期間 20日間

雨休率 ※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数

雨休率＝（休日数 ＋天候等による作業不能日）／実働日数

0.89

その他の作業不能日（○○のため） （Rx.x.x～Rx.x.x） ○日間

２．著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込
んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者
は発注者へ工期の延⾧変更を請求することができる。



猛暑日を含めた雨休率の算出 【参考】

30

＜猛暑日を含めた雨休率の考え方＞

休日数＋降雨・降雪等日数＋猛暑日日数（上述【定義】により算出した日数）

実働日数
雨休率＝

＜WBGT値を使った猛暑日日数の求め方＞

※２:環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）

• WBGT値31以上の時間数を集計し、日数換算する（日数＝WBGT31以上の時間数／8h）

＜例:埼玉県さいたま＞

• 日数換算値の年平均値を算出する

( 6.75＋19.38 ＋ 13.38 ＋ 13.88 ＋ 9.25 )／5＝12.53日 猛暑日日数

【使用データ】環境省のWBGT値※2 （5か年分:2017年～2021年）

年 月
WBGT値31以上の

時間数（ｈ）
日数換算値（日）

2017 6

7 30.00 3.75

8 24.00 3.00

9

計 54.00 6.75

年 月
WBGT値31以上の

時間数（ｈ）
日数換算値（日）

2018 6 1.00 0.13

7 79.00 9.88

8 71.00 8.88

9 4.00 0.50

計 155.00 19.38

年 月
WBGT値31以上の

時間数（ｈ）
日数換算値（日）

2019 6 1.00 0.13

7 34.00 4.25

8 53.00 6.63

9 19.00 2.38

計 107.00 13.38

年 月
WBGT値31以上の

時間数（ｈ）
日数換算値（日）

2020 6

7 6.00 0.75

8 72.00 9.00

9 33.00 4.13

計 111.00 13.88

年 月
WBGT値31以上の

時間数（ｈ）
日数換算値（日）

2021 6

7 15.00 1.88

8 59.00 7.38

9

計 74.00 9.25

※1:8時～17時の間のデータを対象とする。

【定義】猛暑日日数:年ごとのWBGT値31以上の時間※1を日数換算し、平均した値（対象:5か年）
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２．円滑な施工体制の確保
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（１）大規模災害の被災地における復興係数・復興歩掛

32

岩手・宮城・福島県内 熊本県内 広島県内

復興
係数

間接工事
費を補正

適用時期 H26.2.3 H29.2.1 R1.8.19

対象工事 直轄土木工事 直轄土木工事 直轄土木工事

補正率

共通仮設費:1.5⇒1.3へ変更
現場管理費:1.2⇒1.1へ変更
※ただし、福島県については、次年度の実
態調査結果も踏まえて検討することとし、
それまで適用を猶予する(福島県内では
R5年度は現行の係数を適用）

共通仮設費:1.1
現場管理費:1.1

共通仮設費:1.1
現場管理費:1.1

復興
歩掛

歩掛の日
当たり標
準作業量
を補正

適用時期 H25.10.1 H29.2.1 R1.8.19

対象工種 土工 土工 土工

補正率

土工:標準作業量を10%低減 土工:標準作業量を20%低減
⇒10%低減へ変更

※ただし、不調不落の状況から、次年度
の実態調査結果も踏まえて適用を検討
することとし、それまでは適用を猶予する
(R5年度は20%減を適用）

土工:標準作業量を20%低減
⇒10%低減へ変更

○ 大規模な災害の被災地では、機材の調達が難航すること等による間接工事費の増大や、資材やﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等の
不足から作業効率が低下している実態を踏まえ、復興事業の円滑化を目的に復興係数・復興歩掛を導入。



（２）総価契約単価合意方式（後工事の間接費の調整について）

33

○ 前工事契約後、後工事契約前に間接費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率式が改定された場
合、改定後の率式が後工事の間接費に反映されないという課題があった。

○ こうした課題を解消するため、間接費の率式の改定を反映する「調整率」を新たに導入する。

（参考）後工事の試算例

「前工事＋後工事」（合算
工事）の間接費の率分の
対象額

前工事の間接費の
率分

前工事の間接費（率分）
の合意金額

× × －

積算基準（間接費
の率式）の改定に伴
う調整率

×Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｃ１

前工事で適用した積算基準
の率式による低減割合
（補正係数の変更に伴う変動率含む）

後工事の間接費（前工事から継承する場合）

後工事を対象に契約時点の最新
積算基準を反映するため、調整率
を新たに導入

後工事の間接費

＝

（試算条件）

 前工事:直接工事費 約200億円
・共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の単価合意率:95.0%

 後工事:直接工事費 約100億円

 後工事の前に以下のように間接費の率式が改定されたと仮定
・共通仮設費の率式（20億円超: 5.5% →  7.0％）
・現場管理費の率式（20億円超:22.0％ → 28.0％）

※ 前工事から継承する場合と後工事単独の場合とを計算し、安価となる方を間接費として採用する考え方はこれまでと同様

【調整率導入前】 約139億円

【調整率導入後】 約147億円

（試算結果）

 後工事の工事価格（前工事から継承する場合）

共通仮設費率: 5.2%
現場管理費率:21.0％

共通仮設費率: 6.7%
現場管理費率:26.3％

※税抜き価格で試算
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３．その他の現場実態を踏まえた改定
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（１） ＩＣＴ施工における積算基準の当面の運用

35

発注者

OK

③ICT建設機械による
施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元データによる設計・施工
計画

３次元データ等を通信

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

直接工事費
（賃料）

・ 保守点検費
・ システム初期費

項 目 計上項目 積算方法

① 3次元起工測量 共通仮設費 見積徴収 による積上げ

② 3次元設計データ作成 共通仮設費 見積徴収 による積上げ

③

ICT建機施工 直接工事費 損料または賃料

（保守点検） 共通仮設費 算定式 による積上げ

（システム初期費） 共通仮設費 定額 による積上げ

④ 3次元出来形管理 共通仮設費 補正係数の設定

⑤ 3次元データ納品 共通仮設費 補正係数の設定

その他 外注経費等 現場管理費 補正係数の設定

積算方法

見積徴収 による積上げ

見積徴収 による積上げ

損料または賃料

算定式 による積上げ

定額 による積上げ

当面、補正係数により算出される
金額と、見積りとを比較し、適切
に費用を計上する運用とする。

現 行 当面の運用改善

⑤
3次元
ﾃﾞｰﾀ
納品

ICT施工のフロー

共通仮設費
補正 1.2

現場管理費
補正 1.1

○ ＩＣＴ施工において、３次元座標値による出来形管理や３次元データ納品等に要する経費については、令和２年度より、共通
仮設費率、現場管理費率に補正係数を乗じることで計上している。

○ その後、地域を地盤とする一般土木C、D等級企業での取組が拡大しているほか、３次元座標値による出来形管理等の内製化も
進んでいる。

○ より実態に即した積算となるよう、当面、補正係数により算出される金額と見積りとを比較し、適切に費用を計上する運用とする。



（２） 土木工事標準歩掛

36

土木工事標準歩掛は、土木請負工事費の積算に用いるもので、標準的な施工条件下での労務工
数、材料数量、機械運転時間など、単位施工量当り又は日当りの所要量を工種ごとにとりまとめたもの。

（１）新たに制定した工種 【３工種】
①浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT） 、②砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切

③橋梁検査路架設工

（２）日当り施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種 【７工種】
①原動機燃料消費量、 ②深礎工、 ③足場工、 ④浚渫工（バックホウ浚渫船）、

⑤ポストテンション桁製作工、 ⑥プレキャストセグメント主桁組立工、 ⑦PC橋片持架設工

工種名 :浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT) 工種名 :橋梁検査路架設工工種名 :砂防土砂仮締切
・砂防大型土のう仮締切

「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規及び既存制定工種を改定。



（３） 施工パッケージ型積算関係
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施工パッケージは、土木請負工事費の積算に用いるもので、標準的な施工条件下での単位施
工量当り「単価」（機械経費、労務費、材料費を含む）を施工パッケージ毎に設定したものである。

毎年度、 「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、施工パッケージ単価を制定・改定
してきている。

また、施工パッケージ標準単価は、施工実態の変動を反映させるとともに、機械、労務、材料単
価の物価変動による乖離が生じないように、毎年度単価の更新を行ってきている。

２）日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種【２工種】
①コンクリートブロック積（張）工、 ②目地・止水板設置工

施工パッケージ関係 【５工種】

「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資料）」の公表

施工パッケージ型積算方式の理解向上に資するため、施工パッケージ標準単価の代表機労材規格の
うち、代表機械規格及び代表労務規格の参考数量を「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資
料）」として、国土技術政策総合研究所ＨＰに掲載（令和５年３月末公表予定）。

（http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm）

１）新規制定【３工種】
①現場発生品及び支給品費、 ②モルタル練工、 ③排水構造物工（ヒューム管）



（４） 標準歩掛工種の廃止
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積算での使用頻度が少なく、現行における歩掛も乖離して居る可能性がある１８工種の歩掛に
ついて、令和４年度に廃止。



（５）鋼橋製作工関係
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●材料費

【鋼橋製作工】

○鋼橋製作工の歩掛、副資材費について、製作現場の実態を踏まえ改定。
○桁輸送費について、燃料費などの輸送費用の実態を踏まえ改定。

種 別 現行 改定

箱桁（鋼床版箱桁のみ） Ｙ＝26.38X＋13,472 Ｙ＝23.93X＋16,437

橋脚 Ｙ＝26.12X＋ 8,518 Ｙ＝23.44X＋15,721

Y：輸送単価（円/ｔ）

●桁輸送費

X：輸送距離（km）

副資材費（溶接などの消耗材料）

現行 改定

16,400円／ｔ 17,300円／ｔ

●製作費

鋼橋製作費（標準工数（人／個））

種別 現行 改定

単純鈑桁
大型材片 1.15 1.48

小型材片 0.25 0.32

横断歩道橋製作費（標準工数（人／ｔ ））

種別 現行 改定

階段部 Ｉ 桁 9.9 13.8

高欄部 高 欄 11.6 14.5



（６）電気通信工事に関する歩掛の改定
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実態調査の結果を踏まえ、電気通信工事に関する標準歩掛を改定する。

電気通信編の改定

１）歩掛改定
①直流電源設置工（※）

※停電時においても多重無線設備等に直流の電源を
供給する装置の設置・調整に係る歩掛。

【直流電源装置据付】
・２４V系の機器を対象とする作業種別を削除

【直流電源装置調整】

・２４V系の機器を対象とする作業種別を削除
・４８V系の作業種別については実態調査の結果から

細別規格を無くし１つに統合

直流電源設備の例



（７）新基準の適用スケジュール
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○ 入札書提出締切日が4/1以降の案件から適用
※ただし、入札書提出締切日が3/1～3/31の間の案件は、旧基準のまま予定価格を算定し、契約後に変更可。

パターン 令和４年度 令和５年度 適 用

従来

公告 入札 契約

今

回

ケース１

公告 入札 契約

•新基準を適用する

ケース２ 公告 入札 契約 契約変更
•旧基準に基づき予定
価格を作成。
•契約後に改定内容に
基づき変更可。

ケース３

公告 入札 契約

•新基準を適用しない

4月1日
▼

（入札公告等へ記載）
○入札日:令和４年3月○日（予定）
○本工事（業務等）で、受発注者は、次の方式により算出された請負代金額に
契約を変更する協議を請求することができる。

・変更後の請負代金額 ＝ 新基準に基づく予定価格 × 当初契約時の落札率

旧基準に基づき
予定価格を作成

受発注者からの請求に基づき新
基準に基づき予定価格を作成し、
契約変更可

新基準の適用パターン

3月1日
▼

※ 「「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の改定について」及び「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」に該当する内容について適用する。

（電気通信関連工事・業務も同様に適用）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【参考】
公共工事設計労務単価
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(１) 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

(２) 必要な法定福利費相当額や義務化分の有給休暇取得に要する費用のほか、時間外労働時間

を短縮するために必要な費用を反映

(３) 元請企業から技能者に対して直接支給している手当を反映（下請企業を経由する手当は従前より反映）

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出

単価設定のポイント

職種 全国平均値 令和４年度比 職種 全国平均値 令和４年度比

特殊作業員 24,074円 ＋４．０％ 運転手（一般） 21,859円 ＋５．８％

普通作業員 20,662円 ＋５．７％ 型枠工 27,162円 ＋３．８％

軽作業員 15,874円 ＋６．３％ 大工 26,657円 ＋４．９％

とび工 26,764円 ＋４．８％ 左官 25,958円 ＋４．０％

鉄筋工 26,730円 ＋３．６％ 交通誘導警備員Ａ 15,967円 ＋７．１％

運転手（特殊） 25,249円 ＋５．７％ 交通誘導警備員Ｂ 13,814円 ＋６．３％

全 国

全 職 種 （22,227円）令和４年３月比；＋５．２％（平成24年度比；＋６５．５％）

主要12職種※（20,822円）令和４年３月比；＋５．０％（平成24年度比；＋６５．５％）
※「主要12職種」とは通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

（主要１２職種）
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公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和２年以降は令和２年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について

○全国全職種の伸び率は９年ぶりに５％以上となり、単価の平均値は１１年連続の上昇

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 H24比

全職種 +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% → +5.2% +65.5%

主要12職種 +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% → +5.0% +65.5%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１１年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施
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「公共工事設計労務単価」と「雇用に伴う必要経費」の関係
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令和５年度
土木工事共通仕様書の改定



令和５年度土木工事共通仕様書の改定について

○土木工事共通仕様書とは、契約書と設計図書の内容について、

・統一的な解釈と運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保

を図ることを目的としたもの。

○発出された通達、改定された技術基準等に対応するため、近年は毎年改定を実施。

○施工管理技術（出来形管理技術、品質管理技術、写真管理技術）も併せて改定。

【土木工事共通仕様書】

（１）地方整備局等からの意見、現実実態などを踏まえた改定。
（２）施策を推進する上で必要な諸基準類の改定（「週休２日」、「ICT技術活用」の推進等）

（３）共通仕様書に引用されている技術基準等・JISとの整合

【共通仕様書等 改定内容】

○R4.4以降に発出された運用等を踏まえた改定を実施
○各部からの意見を踏まえ、特記仕様書へ記載していた項目について転記
○引用されている技術基準等の整合

【中国地方整備局版共通仕様書等 改定内容】

47
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土木工事共通仕様書（中国地方整備局版）の改定について

追加条文

【改定理由】特殊車両通行許可等における適正化運用の通知があったことから、条文を追記する。

項以下 見出し 訂正・追加 訂正又は追加仕様事項

１４ 通行許可 追加 １． 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、道路法第４７条第１項、車
両制限令第３条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場
合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載
重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法
と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。

２． 施工計画書に記載する運搬計画は、運送会社等が道路法第４７条の２に
基づく通行許可を得ている運搬経路と同じでなければならない。

【改定内容 ６】直轄工事における特殊車両通行許可等にかかる条文追記

1-1-1-33 交通安全管理
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土木工事共通仕様書（中国地方整備局版）の改定について

【改定理由】「工事版ウィークリースタンス」の取組みの一部改定に伴う通知に合致するよう条文を変更する。

【改定内容 ７】「工事版ウィークリースタンス」の取組みの一部改定に伴う変更

条文変更前

1-1-追加 中国工事版ウィークリースタンスの推進

受発注者が協力・協働し、建設業界の働き方改革に取り
組むことを目的とし、下記に列記するウィークリースタ
ンス実施項目に取り組むものとする。なお、不明な点等
がある場合には、ウィークリースタンス相談窓口WEBサ
イト（
http://www.cgr.mlit.go.jp/icon/consult/index.htm）
を活用すること。

■時間外に「仕事が発生することのない・仕事が前提と
ならない」よう留意する。
① 勤務時間外の打合せの設定は行わない。
② 正規の勤務時間外になるおそれがある立会にあたっ
て、発注者は調整を十分行う。
③ 打合せ・立会等を正規の勤務時間外には行わない。

条文変更後

1-1-追加 中国工事版ウィークリースタンスの推進

受発注者が協力・協働し、建設業界の働き方改革に取り
組むことを目的とし、下記に列記するウィークリースタ
ンス実施項目に取り組むものとする。なお、不明な点等
がある場合には、ウィークリースタンス相談窓口WEBサ
イト（
https://www.cgr.mlit.go.jp/consult/index.html）を
開設しており、活用すること。
受注者は、本取組の実施状況について、完成検査時に検
査職員に対し、ウィークリースタンス実施報告アンケー
ト（完了検査前）に入力したうえで報告すること。
また、検査完了後に、完成検査時におけるウィークリー
スタンスの実施状況についても実施報告アンケート（完
了検査後）に入力すること。ウィークリースタンス実施
報告アンケートは、上記WEBサイトにて対応すること。
■時間外に「仕事が発生することのない・仕事が前提

とならない」よう留意する。
① 勤務時間外の打合せの設定は行わない。
② 施工時間外の立会の設定は行わない。
③ 資料作成依頼を正規の勤務時間外に行わない。
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土木工事共通仕様書（中国地方整備局版）の改定について

条文変更前

■土日に「仕事が発生することのない・仕事が前提と
ならない」よう留意する。
④ 金曜日に依頼を行う場合は、翌週月曜日を期限日
としない。
■受発注者間のパートナーシップの的確な運用による
円滑な施工に繋げるよう留意する。
⑤ ワンデーレスポンスを徹底する。
⑥ 三者会議の積極的な開催を働きかける。
⑦ 工事の施工管理に不必要な資料は求めない、提出
しない。
⑧ 現地状況が異なる場合等にあたっては、受注者と
遅滞なく調整し、設計変更審査会を迅速に開催する。
開催にあたっては現地、WEB会議開催を踏まえ効率化を
図る。
⑨ 「工事一時中止に係わる運用ガイドライン」に則
り、適切に中止指示を行う。
⑩ 「設計変更ガイドライン」を遵守し、円滑且つ適
切な手続きを行う。

条文変更後

■土日等の休日に「仕事が発生することのない・仕事が
前提とならない」よう留意する。
④ 金曜日（休日前）に資料作成依頼を行う場合は、翌

週月曜日（休日明け）を期限日としない。
■受発注者間のパートナーシップの適確な運用による

円滑な施工に繋げるよう留意する。
⑤ ワンデーレスポンス（受発注者からの発議を受領し

た時点から 24 時間以内に回答。期間内での回答が難し
い場合は回答期限を回答。ただし、土日等の休日は期間
から除外する。）を徹底する。
⑥ 三者会議の積極的な開催を働きかける。
⑦ 「土木工事書類作成マニュアル」に則り、不必要な

資料は求めない、提出しない。
⑧ 現地状況が異なる場合等にあたっては、遅滞なく協

議・調整し、設計変更審査会を迅速に開催する。開催に
あたっては現地、WEB会議開催等により効率化を図る。
⑨ 「工事一時中止に係わる運用ガイドライン（案）」

に則り、適切な措置を執る。
⑩ 「工事請負契約に係る設計・変更ガイドライン（案

）」を遵守し、円滑且つ適切な手続きを行う。
⑪検査書類限定型工事で定める検査書類以外の項目は

求めない、提出しない。



51

土木工事共通仕様書（中国地方整備局版）の改定について

追加条文

【改定理由】コンクリート型枠の取外しにおける型枠穴の補修に関する通知があったことから、条文を追記する。

項以下 見出し 訂正・追加 訂正又は追加仕様事項

３ 型枠穴の補
修

追加 型枠セパレータで除去タイプのコーンを用いる場合は、セパレータ端部が鉄
筋かぶり内に残らないようにすること。

また、モルタル等による型枠穴の補修を行う場合は、専用コテ等で入念に仕
上げること。

型枠穴の補修材の落下による第三者被害が想定される箇所については、落
下の懸念が少ない方法によることとし、その方法を施工計画書に記載しなけれ
ばならない。

1-3-8-4 取外し

【改定内容 ８】コンクリート型枠の取外しにおける型枠穴の補修に関する条文追記



ご静聴ありがとうございました。


