
                                                                                        

（別紙）設計業務標準歩掛について（平成 13年 3月 29日付け 12農振第 1974号農林水産省農村振興局長通知）一部改正新旧対照表 
改   正   後 現       行 

 
別 紙 

 

設計業務標準歩掛 

 

１ 一般事項 [略] 

 

２ 頭 首 工 

 (1) ～ (3)  [略] 

 
［実施設計］ 【2 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 
[略] 

 
1-2 資料の検討 [略] 

2 設計計画 

2-1 河川計画の検討 

 
[略] 

2-2 河川計画の設計 [略] 

2-3 位置の検討 [略] 

2-4 型式の検討 [略] 

 
2-5 平面、縦断計画 [略] 

3 水理計算 

3-1 河川水位の検討 

 
[略] 

3-2 土砂吐の検討 [略] 

3-3 堰体及び護床工 [略] 

3-4 取水工 [略] 

3-5 沈砂池 [略] 
3-6 魚道及び下流放流工 [略] 
4 構造計算 

4-1 固定堰 

 
[略] 

4-2 堰体 [略] 
4-3 堰柱 [略] 

 
 

4-4 取水工 [略] 
 

4-5 護岸工 [略] 
4-6 魚道 [略] 
4-7 沈砂池 [略] 
4-8 下流放流工 [略] 

 
別 紙 

 

設計業務標準歩掛 

 

１ 一般事項 [略] 

 

２ 頭 首 工 

 (1) ～ (3)  [略] 

 

［実施設計］ 【2 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 
[略] 

 
1-2 資料の検討 [略] 

2 設計計画 

2-1 河川計画の検討 

 
[略] 

2-2 河川計画の設計 [略] 

2-3 位置の検討 [略] 

2-4 型式の検討 [略] 

 
2-5 平面、縦断計画 [略] 

3 水理計算 

3-1 河川水位の検討 

 
[略] 

3-2 土砂吐の検討 [略] 

3-3 堰体及び護床工 [略] 

3-4 取水工 [略] 

3-5 沈砂池 [略] 
3-6 魚道及び下流放流工 [略] 
4 構造計算 

4-1 固定堰 

 
[略] 

4-2 堰体 [略] 
4-3 堰柱 [略] 

 
 

4-4 取水工 [略] 
 

4-5 護岸工 [略] 
4-6 魚道 [略] 
4-7 沈砂池 [略] 
4-8 下流放流工 [略] 

（下線の部分は改正部分） 



                                                                                        

4-9 管理橋 [略] 
4-10 巻上機室 [略] 
4-11 管理室 [略] 
5 基礎の検討 [略] 
6 設計図作成 

6-1 河川計画図 

 
[略] 

6-2 一般図 [略] 
6-3 堰体 [略] 

 
 

6-4 堰柱 [略] 

 

 

6-5 取水工 [略] 

6-6 護岸工 [略] 

6-7 魚道 [略] 

6-8 沈砂池 [略] 

6-9 下流放流工 [略] 

6-10 管理橋 [略] 

6-11 巻上機室 [略] 

6-12 管理室 [略] 

6-13 基礎工 [略] 

6-14 土工 [略] 

 
 
 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

 
[略] [略] [略] 

   
[略] 
 

 [略] [略] [略]    
 

[略] [略] 
  

[略] 
  

[略] 

 
 [略] [略]    [略] 

[略] [略] [略] [略] [略]   
 

[略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
[略] [略] [略] [略]    

  
[略] 

  
[略] 

 
[略] 

  
[略] 

 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略]   
 [略] [略] [略]    

4-9 管理橋 [略] 
4-10 巻上機室 [略] 
4-11 管理室 [略] 
5 基礎の検討 [略] 
6 設計図作成 

6-1 河川計画図 

 
[略] 

6-2 一般図 [略] 
6-3 堰体 [略] 

 
 

6-4 堰柱 [略] 

 

 

6-5 取水工 [略] 

6-6 護岸工 [略] 

6-7 魚道 [略] 

6-8 沈砂池 [略] 

6-9 下流放流工 [略] 

6-10 管理橋 [略] 

6-11 巻上機室 [略] 

6-12 管理室 [略] 

6-13 基礎工 [略] 

6-14 土工 [略] 

 
 
 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

 
[略] [略] [略] 

   
[略] 
 

 [略] [略] [略]    
 

[略] [略] 
  

[略] 
  

[略] 

 
 [略] [略]    [略] 

[略] [略] [略] [略] [略]   
 

[略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
[略] [略] [略] [略]    

  
[略] 

  
[略] 

 
[略] 

  
[略] 

 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略]   
 [略] [略] [略]    



                                                                                        

 [略] [略] [略]    
  [略] [略]    
   

[略] 
 

[略] 
   

[略] 
  [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略] [略] 【補正】洪水吐が2門未満の場合は補正を行う。 

補正率 洪水吐なし : 0.50 

洪水吐１門 : 0.70 

【特記】ﾚﾍﾞﾙ 2地震動による検討は含まない。 
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略] [略] 
  [略] [略] [略] [略] 【特記】管理橋を道路橋として一般供用する場合は適用

しない。 
【特記】ﾚﾍﾞﾙ 2地震動による検討は含まない。 

  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略]   
  [略] [略]  [略]  

 
 [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

 
 [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  

[略]  
  [略] [略] [略] [略]  

 
 
 

［実施設計］ 【2 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

7 仮設計画 [略] 

8 数量計算 [略] 

 [略] [略] [略]    
  [略] [略]    
   

[略] 
 

[略] 
   

[略] 
  [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略] [略] 【補正】洪水吐が2門未満の場合は補正を行う。 

補正率 洪水吐なし : 0.50 

洪水吐１門 : 0.70 

［新 設］ 
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略] [略] 
  [略] [略] [略] [略] ［新 設］ 

 
［新 設］ 

  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略]   
  [略] [略]  [略]  

 
 [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 

 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 
 

 
 [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  

[略]  
  [略] [略] [略] [略]  

 
 
 

［実施設計］ 【2 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

7 仮設計画 [略] 

8 数量計算 [略] 



                                                                                        

9 施工計画 [略] 
10 特別仕様書作成 [略] 
11 概算工事費積算 [略] 
12 照査 [略] 
13 点検取りまとめ [略] 

計  
 
 
 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

 [略] [略]  [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略]      
 [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 

 

9 施工計画 [略] 
10 特別仕様書作成 [略] 
11 概算工事費積算 [略] 
12 照査 [略] 
13 点検取りまとめ [略] 

計  
 
 
 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

 [略] [略]  [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略]      
 [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                        

３ ポンプ場 

(1) ～ (2) [略] 

(3) その他留意事項   

  下記の設計は含まれていないので、別途計上とする。 

1) 取付水路、サージタンク、吐出側延長が 40ｍ以上となる送水路 

2) ポンプ設備、機場内給排水管、配線設備、屋内外受電設備、除塵設備、焼却炉等の特殊な設計 

3) 自動運転装置及び機場管理計画 

4) 国土交通省直轄河川に設置する大規模な樋門 

5) 場内整備工 

6) 建築確認申請業務、河川協議資料作成  

7) レベル２地震動による検討 

 
［実施設計］ 【3 ポンプ場】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 

［略］ 

1-2 資料の検討 ［略］ 

2 設計計画 

2-1 比較検討 

 

［略］ 

2-2 ポンプ及び附帯設備機場規模の検討 ［略］ 

3 水理計算 

3-1 揚程、キャビテーションの検討 

 

［略］ 

3-2 ウォ－タハンマの検討 ［略］ 

3-3 サ－ジングの検討 ［略］ 

4 機場工の設計  

4-1 吸水槽 ［略］ 

4-2 吐水槽 ［略］ 

4-3 沈砂池 ［略］ 

4-4 機場本体 

 

［略］ 

4-5 設計図作成・数量計算 ［略］ 

5 樋門、樋管工の設計  

 

5-1 躯体工 ［略］ 

5-2 門柱 ［略］ 

5-3 胸壁、翼壁、水叩き ［略］ 

5-4 操作室、管理橋 ［略］ 

5-5 水門扉 ［略］ 

5-6 設計図作成・数量計算 ［略］ 

6 建屋の設計  

 

6-1 建物 ［略］ 

6-2 設計図作成・数量計算 ［略］ 

３ ポンプ場 

(1) ～ (2) [略] 

(3) その他留意事項   

   下記の設計は含まれていないので、別途計上とする。 

1) 取付水路、サージタンク、吐出側延長が 40ｍ以上となる送水路 

2) ポンプ設備、機場内給排水管、配線設備、屋内外受電設備、除塵機、焼却炉等の特殊な設計 

3) 自動運転装置及び機場管理計画 

4) 国土交通省直轄河川に設置する大規模な樋門 

5) 場内整備工 

6) 建築確認申請業務、河川協議資料作成  

7) レベル２地震動による検討 

 

［実施設計］ 【3 ポンプ場】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 

［略］ 

1-2 資料の検討 ［略］ 

2 設計計画 

2-1 比較検討 

 

［略］ 

2-2 ポンプ及び附帯設備機場規模の検討 ［略］ 

3 水理計算 

3-1 揚程、キャビテーションの検討 

 

［略］ 

3-2 ウォ－タハンマの検討 ［略］ 

3-3 サ－ジングの検討 ［略］ 

4 機場工の設計  

4-1 吸水槽 ［略］ 

4-2 吐水槽 ［略］ 

4-3 沈砂池 ［略］ 

4-4 機場本体 

 

［略］ 

4-5 設計図作成・数量計算 ［略］ 

5 樋門、樋管工の設計  

 

5-1 躯体工 ［略］ 

5-2 門柱 ［略］ 

5-3 胸壁、翼壁、水叩き ［略］ 

5-4 操作室、管理橋 ［略］ 

5-5 門扉 ［略］ 

5-6 設計図作成・数量計算 ［略］ 

6 建屋の設計  

 

6-1 建物 ［略］ 

6-2 設計図作成・数量計算 ［略］ 



                                                                                        

7 護岸工の設計 ［略］ 

8 土工計画 ［略］ 

9 仮締切堤設計 ［略］ 

10 山留工設計 ［略］ 

11 施工計画の検討 ［略］ 

12 特別仕様書 ［略］ 

13 概算工事費積算 ［略］ 

14 照査 ［略］ 

15 点検とりまとめ ［略］ 

計  

 
 

 

歩    掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

[略] 

 

[略] 
 

[略] 
   

［略］ 

 [略] [略] [略]    

  

[略] 

 

[略] 
 

[略] 
 

[略] 

  

［略］ 

[略] [略] [略] [略]  [略]  

 [略] [略] [略]   ［略］ 

 [略] [略] [略]    

  [略] [略]    

       

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

 [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略]  

       

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

  [略] [略]    

 [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略]  

       

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 [略] [略] [略] [略] [略] ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略] ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略]  

7 護岸工の設計 ［略］ 

8 土工計画 ［略］ 

9 仮締切堤設計 ［略］ 

10 山留工設計 ［略］ 

11 施工計画の検討 ［略］ 

12 特別仕様書 ［略］ 

13 概算工事費積算 ［略］ 

14 照査 ［略］ 

15 点検とりまとめ ［略］ 

計  

 

 

 

歩    掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

[略] 

 

[略] 
 

[略] 
   

［略］ 

 [略] [略] [略]    

  

[略] 

 

[略] 
 

[略] 
 

[略] 

  

［略］ 

[略] [略] [略] [略]  [略]  

 [略] [略] [略]   ［略］ 

 [略] [略] [略]    

  [略] [略]    

       

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

 [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略]  

       

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

  [略] [略]    

 [略] [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略]  

  [略] [略] [略]   

 [略] [略] [略] [略] [略]  

       

 [略] [略] [略] [略]  ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 [略] [略] [略] [略] [略] ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略] ［略］ 

 [略] [略] [略] [略] [略]  

 [略] [略] [略] [略] [略]  



                                                                                        

 [略] [略]     

  [略] [略]    

 [略] [略]     

 [略]      

 [略] [略] [略]    

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 [略] [略]     

  [略] [略]    

 [略] [略]     

 [略]      

 [略] [略] [略]    

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  

 

 

 



                                                                                        

  
 ４ 水 路 工 

(1) ～ (3) ［略］ 

 

【用水路（開水路）】 ～ 【落差工・急流工】 ［略］ 

 

【作業項目別補正率一覧表】 

【射流分水工並びにチェックゲート】 
(1箇所当たり歩掛) 

補     正     率 
箇所数補正 
2≦ｎ≦10 作 業 項 目 

1 現地調査※ ［略］ 

2 資料の検討※ ［略］ 

3-1 基本条件の検討 ［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 

4 水理計算 ［略］ 

5-1 構造計算 ［略］ 

5-2 構造図作成 ［略］ 

6 土工図作成 ［略］ 

7 数量計算 ［略］ 

8 施工計画※ ［略］ 

9 概算工事費積算※ ［略］ 

10 総合検討※ ［略］ 

11 点検取りまとめ※ ［略］ 

 

作業項目別補正の内容と留意事項 ［略］ 
 

流 量 区 分 Ｑ＜2ｍ３/s 

［実施設計］ 【4－4－7 射流分水工並びにチェックゲート】 

作 業 項 目 作 業 内 容 
1 現地調査 ［略］ 
2 資料の検討 ［略］ 
3 設計計画 

3-1 基本条件の検討 

 
［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 
4 水理計算 ［略］ 
5 構造検討 

5-1 構造計算 

 
［略］ 

5-2 構造図作成 ［略］ 
6 土工図作成 ［略］ 
7 数量計算 ［略］ 
8 施工計画 ［略］ 
9 概算工事費積算 ［略］ 
10 総合検討 ［略］ 
11 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

 

 

 

 

４ 水 路 工 

(1)  ～ (3) ［略］ 

 
【用水路（開水路）】 ～ 【落差工・急流工】 ［略］ 

 

【作業項目別補正率一覧表】 

【射流分水工並びにチェックゲート】 
(1箇所当たり歩掛) 

補     正     率 
箇所数補正 
2≦ｎ≦10 作 業 項 目 

1 現地調査※ ［略］ 

2 資料の検討※ ［略］ 

3-1 基本条件の検討 ［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 

4 水理計算 ［略］ 

5-1 構造計算 ［略］ 

5-2 構造図作成 ［略］ 

6 土工図作成 ［略］ 

7 数量計算 ［略］ 

8 施工計画※ ［略］ 

9 概算工事費積算※ ［略］ 

10 総合検討※ ［略］ 

11 点検取りまとめ※ ［略］ 

 

  作業項目別補正の内容と留意事項 ［略］ 
 

流 量 区 分 Ｑ＜2ｍ３/s 

［実施設計］ 【4－4－7 射流分水工並びにチェックゲート】 

作 業 項 目 作 業 内 容 
1 現地調査 ［略］ 
2 資料の検討 ［略］ 
3 設計計画 

3-1 基本条件の検討 

 
［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 
4 水理計算 ［略］ 
5 構造検討 

5-1 構造計算 

 
［略］ 

5-2 構造図作成 ［略］ 
6 土工図作成 ［略］ 
7 数量計算 ［略］ 
8 施工計画 ［略］ 
9 概算工事費積算 ［略］ 
10 総合検討 ［略］ 
11 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 



                                                                                        

1 箇 所 当 た り 歩 掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  ［略］    ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

  

［略］ 

     
 

 ［略］      
  ［略］     
    

［略］ 

   

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
   ［略］  ［略］  
  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 

  ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］     ［略］ 

  ［略］  ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

流 量 区 分 2≦Ｑ＜10ｍ３/s 

［実施設計］ 【4－4－8 射流分水工並びにチェックゲート】 

作 業 項 目 作 業 内 容 
1 現地調査 ［略］ 
2 資料の検討 ［略］ 
3 設計計画 

3-1 基本条件の検討 

 
［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 
4 水理計算 ［略］ 
5 構造検討 

5-1 構造計算 

 
［略］ 

5-2 構造図作成 ［略］ 
6 土工図作成 ［略］ 
7 数量計算 ［略］ 
8 施工計画 ［略］ 
9 概算工事費積算 ［略］ 
10 総合検討 ［略］ 
11 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

1 箇 所 当 た り 歩 掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  ［略］    ［略］ 
  ［略］    ［略］ 
  

［略］ 

     
 

1 箇 所 当 た り 歩 掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  ［略］    ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

  

［略］ 

     
 

 ［略］      
  ［略］     
    

［略］ 

   

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
   ［略］  ［略］  
  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 

  ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］     ［略］ 

  ［略］  ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

流 量 区 分 2≦Ｑ＜10ｍ３/s 

［実施設計］ 【4－4－8 射流分水工並びにチェックゲート】 

作 業 項 目 作 業 内 容 
1 現地調査 ［略］ 
2 資料の検討 ［略］ 
3 設計計画 

3-1 基本条件の検討 

 
［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 
4 水理計算 ［略］ 
5 構造検討 

5-1 構造計算 

 
［略］ 

5-2 構造図作成 ［略］ 
6 土工図作成 ［略］ 
7 数量計算 ［略］ 
8 施工計画 ［略］ 
9 概算工事費積算 ［略］ 
10 総合検討 ［略］ 
11 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

1 箇 所 当 た り 歩 掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  ［略］    ［略］ 
  ［略］    ［略］ 
  

［略］ 

     
 



                                                                                        

 ［略］      
  ［略］ ［略］    
    

［略］ 

   

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
   ［略］  ［略］  
  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 

  ［略］ ［略］ ［略］  ［略］ 

 ［略］     ［略］ 

  ［略］  ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 

流 量 区 分 10≦Ｑ≦15ｍ３/s 

［実施設計］ 【4－4－9 射流分水工並びにチェックゲート】 

作 業 項 目 作 業 内 容 
1 現地調査 ［略］ 
2 資料の検討 ［略］ 
3 設計計画 

3-1 基本条件の検討 

 
［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 
4 水理計算 ［略］ 
5 構造検討 

5-1 構造計算 

 
［略］ 

5-2 構造図作成 構造一般図、構造詳細図、配筋図、鉄筋加工図、側水井戸等の図面を作成する。 
6 土工図作成 施工法区分（単価区分）毎の 土工数量、法面保護工長等を記入した 詳細図を作成す

る。 
7 数量計算 ［略］ 
8 施工計画 側水部、観測井戸など特に重要部分の施工法と工程計画の詳細について作成する。 

 
9 概算工事費積算 ［略］ 
10 総合検討 ［略］ 
11 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

1 箇 所 当 た り 歩 掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  ［略］    ［略］ 

 
  ［略］    ［略］ 

 
  

［略］ 

     
 

 ［略］ ［略］     
  ［略］ ［略］    

 ［略］      
  ［略］ ［略］    
    

［略］ 

   

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
   ［略］  ［略］  
  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 

  ［略］ ［略］ ［略］  ［略］ 

 ［略］     ［略］ 

  ［略］  ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 

流 量 区 分 10≦Ｑ≦15ｍ３/s 

［実施設計］ 【4－4－9 射流分水工並びにチェックゲート】 

作 業 項 目 作 業 内 容 
1 現地調査 ［略］ 
2 資料の検討 ［略］ 
3 設計計画 

3-1 基本条件の検討 

 
［略］ 

3-2 規模構造の検討 ［略］ 
4 水理計算 ［略］ 
5 構造検討 

5-1 構造計算 

 
［略］ 

5-2 構造図作成 構造一般図、構造詳細図、配筋図、鉄筋加工図を作成する。 
6 土工図作成 施工法区分（単価区分）毎の切盛土量、法長、敷地幅等詳細図を作成する。 
7 数量計算 ［略］ 
8 施工計画 工程計画、施工法、順序等についての詳細計画を作成する。 

 
9 概算工事費積算 ［略］ 
10 総合検討 ［略］ 
11 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

1 箇 所 当 た り 歩 掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  ［略］    ［略］ 

 
  ［略］    ［略］ 

 
  

［略］ 

     
 

 ［略］ ［略］     
  ［略］ ［略］    
   

［略］ 

 

［略］ 

   



                                                                                        

   

［略］ 

 

［略］ 

   

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
   ［略］  ［略］  
  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 

 
  ［略］ ［略］ ［略］  ［略］ 

 
 ［略］     ［略］ 

 
  ［略］  ［略］ ［略］ ［略］ 

 
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

【直接分水工】 ～ 【水路横断構造物】 ［略］ 
 
５ ～ ８ ［略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
   ［略］  ［略］  
  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 

 
  ［略］ ［略］ ［略］  ［略］ 

 
 ［略］     ［略］ 

 
  ［略］  ［略］ ［略］ ［略］ 

 
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

【直接分水工】 ～ 【水路横断構造物】 ［略］ 
 
５ ～ ８ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

（別紙）設計業務等の積算参考歩掛について（平成 13年 3月 29日付け 12農振第 1977号農林水産省農村振興局整備部長通知）一部改正新旧対照表 
改   正   後 現       行 

 
別 紙 

設計業務等の積算参考歩掛 
 

第１ 設計業務等の積算参考歩掛の取扱い ［略］ 
 

第２ 設計業務積算参考歩掛 

 

１ ～ ２ ［略］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別 紙 

設計業務等の積算参考歩掛 
 

第１ 設計業務等の積算参考歩掛の取扱い ［略］ 
 

第２ 設計業務積算参考歩掛 

 

１ ～ ２ ［略］ 

 
 
 

  

 

（下線の部分は改正部分） 



                                                                                        

  
 ３ 頭 首 工 

(1) ～ (3)  [略] 

 

［構想設計］ 【3－1 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 
[略] 
 

1-2 資料の検討 [略] 
2 設計計画 

2-1 河川計画の検討 

 
[略] 

2-2 河川計画の設計 [略] 
2-3 位置の検討 [略] 
2-4 型式の検討 [略] 
2－5 平面、縦断計画 [略] 
3 水理計算 

3－1 河川水位の検討 

 
[略] 

3－2 土砂吐の検討 [略] 
3－3 堰体及び護床工 [略] 
3－4 取水工 [略] 
3－5 沈砂池 [略] 
3－6 魚道及び下流放流工 [略] 
4 基礎の検討 [略] 
5 設計図作成 

5－1 河川計画図 

 
[略] 

5－2 一般図 [略] 
5－3 堰体 [略] 
5－4 堰柱 [略] 
5－5 取水工 [略] 
5－6 護岸工 [略] 
5－7 魚道 [略] 
5－8 下流放流工 [略] 
5－9 沈砂池 [略] 
5－10 管理橋 [略] 
6 数量計算 [略] 
7 施工計画 [略] 
8 概算工事費積算 [略] 
9 調査試験計画 [略] 
10 照査 [略] 
11 点検取りまとめ [略] 

計  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

３ 頭 首 工 

(1) ～ (3)  [略] 

 

［構想設計］ 【3－1 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 
[略] 
 

1-2 資料の検討 [略] 
2 設計計画 

2-1 河川計画の検討 

 
[略] 

2-2 河川計画の設計 [略] 
2-3 位置の検討 [略] 
2-4 型式の検討 [略] 
2－5 平面、縦断計画 [略] 
3 水理計算 

3－1 河川水位の検討 

 
[略] 

3－2 土砂吐の検討 [略] 
3－3 堰体及び護床工 [略] 
3－4 取水工 [略] 
3－5 沈砂池 [略] 
3－6 魚道及び下流放流工 [略] 
4 基礎の検討 [略] 
5 設計図作成 

5－1 河川計画図 

 
[略] 

5－2 一般図 [略] 
5－3 堰体 [略] 
5－4 堰柱 [略] 
5－5 取水工 [略] 
5－6 護岸工 [略] 
5－7 魚道 [略] 
5－8 下流放流工 [略] 
5－9 沈砂池 [略] 
5－10 管理橋 [略] 
6 数量計算 [略] 
7 施工計画 [略] 
8 概算工事費積算 [略] 
9 調査試験計画 [略] 
10 照査 [略] 
11 点検取りまとめ [略] 

計  
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  
[略] 

 
[略] 

    
 
 

 [略] [略]     

 
[略] [略] 

 
 

[略] 
 

[略] 

 [略] [略]    [略] 
[略] [略] [略] [略]    

 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
    

[略] 
   

 
  [略] [略]    
  [略] [略]    
  [略]     
  [略]     

 
  [略] [略]    
  [略]     
 
 

 [略] [略]  
 

 
[略] 

 
 

 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略] [略]    [略] 
 [略]      
 [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 
 
 

［基本設計］ 【3－2 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 
[略] 

 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  
[略] 

 
[略] 

    
 
 

 [略] [略]     

 
[略] [略] 

 
 

[略] 
 

[略] 

 [略] [略]    [略] 
[略] [略] [略] [略]    

 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
    

[略] 
   

 
  [略] [略]    
  [略] [略]    
  [略]     
  [略]     

 
  [略] [略]    
  [略]     
 
 

 [略] [略]  
 

 
[略] 

 
 

 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略] [略]    [略] 
 [略]      
 [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 
 
 

［基本設計］ 【3－2 頭首工】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 
[略] 

 



                                                                                        

1-2 資料の検討 [略] 

2 設計計画 

2-1 河川計画の検討 

 
[略] 

2-2 河川計画の設計 [略] 
2-3 位置の検討 [略] 
2-4 型式の検討 [略] 

 
2-5 平面、縦断計画 [略] 

3 水理計算 

3-1 河川水位の検討 

 

[略] 
3-2 土砂吐の検討 [略] 
3-3 堰体及び護床工 洪水吐、土砂吐、固定堰等を決定するための水理計算を行う。 
3-4 取水工 [略] 
3-5 沈砂池 [略] 
3-6 魚道及び下流放流工 [略] 
4 構造計算 

4-1 固定堰 

 
[略] 

4-2 堰体 [略] 
4-3 堰柱 [略] 
4-4 取水工 [略] 

4-5 護岸工 [略] 
4-6 魚道 [略] 
4-7 沈砂池 [略] 
4-8 下流放流工 [略] 
4-9 管理橋 [略] 
4-10 巻上機室 [略] 
4-11 管理室 [略] 
5 基礎の検討 [略] 
6 設計図作成 

6-1 河川計画図 

 
[略] 

6-2 一般図 [略] 
6-3 堰体 [略] 
6-4 堰柱 [略] 
6-5 取水工 [略] 

 
6-6 護岸工 [略] 
6-7 魚道 [略] 
6-8 下流放流工 [略] 
6-9 沈砂池 [略] 
6-10 管理橋 [略] 
6-11 巻上機室 [略] 
6-12 管理室 [略] 
7 仮設計画 [略] 
8 数量計算 [略] 
9 施工計画 [略] 
10 概算工事費積算 [略] 
11 調査試験計画 [略] 

1-2 資料の検討 [略] 
2 設計計画 

2-1 河川計画の検討 

 
[略] 

2-2 河川計画の設計 [略] 
2-3 位置の検討 [略] 
2-4 型式の検討 [略] 

 
2-5 平面、縦断計画 [略] 
3 水理計算 

3-1 河川水位の検討 

 
[略] 

3-2 土砂吐の検討 [略] 
3-3 堰体及び護床工 洪水吐、土砂吐、固定堰 を決定するための水理計算を行う。 
3-4 取水工 [略] 
3-5 沈砂池 [略] 
3-6 魚道及び下流放流工 [略] 
4 構造計算 

4-1 固定堰 

 
[略] 

4-2 堰体 [略] 
4-3 堰柱 [略] 
4-4 取水工 [略] 

4-5 護岸工 [略] 
4-6 魚道 [略] 
4-7 沈砂池 [略] 
4-8 下流放流工 [略] 
4-9 管理橋 [略] 
4-10 巻上機室 [略] 
4-11 管理室 [略] 
5 基礎の検討 [略] 
6 設計図作成 

6-1 河川計画図 

 
[略] 

6-2 一般図 [略] 
6-3 堰体 [略] 
6-4 堰柱 [略] 
6-5 取水工 [略] 

 
6-6 護岸工 [略] 
6-7 魚道 [略] 
6-8 下流放流工 [略] 
6-9 沈砂池 [略] 
6-10 管理橋 [略] 
6-11 巻上機室 [略] 
6-12 管理室 [略] 
7 仮設計画 [略] 
8 数量計算 [略] 
9 施工計画 [略] 
10 概算工事費積算 [略] 
11 調査試験計画 [略] 



                                                                                        

12 照査 [略] 
13 点検取りまとめ [略] 

計  
 
 
 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

[略] 

 

[略] 
 

[略] 
   

 [略] [略] [略]    
  

[略] 
 

[略] 
  

[略] 
  

[略] 

 
 [略] [略]    [略] 

[略] [略] [略] [略] [略]   
 

[略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
[略] [略] [略] [略]    

  

[略] 
  

[略] 
 

[略] 
  

[略] 

 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略]   
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
  [略] [略]    
  [略] [略]    

 
  [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 [略] [略] [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
   

[略] 
 

[略] 
  

[略] 
 
 

 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  

12 照査 [略] 
13 点検取りまとめ [略] 

計  
 
 
 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

[略] 

 

[略] 
 

[略] 
   

 [略] [略] [略]    
  

[略] 
 

[略] 
  

[略] 
  

[略] 

 
 [略] [略]    [略] 

[略] [略] [略] [略] [略]   
 

[略] [略] [略] [略] [略]  [略] 

 
[略] [略] [略] [略]    

  

[略] 
  

[略] 
 

[略] 
  

[略] 

 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略]   
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
  [略] [略]    
  [略] [略]    

 
  [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略] [略] [略] [略] 

 
 [略] [略] [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
   [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
   

[略] 
 

[略] 
  

[略] 
 
 

 [略] [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  



                                                                                        

  [略] [略]  [略] [略] 

 
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略]   [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略] [略]     
 [略]      
 [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 

 

４ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [略] [略]  [略] [略] 

 
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
  [略] [略]  [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略]   [略]  
  [略] [略] [略] [略]  
 [略] [略] [略]    
 [略] [略] [略]    
 [略] [略]     
 [略]      
 [略] [略] [略] [略]   

[略] [略] [略] [略] [略] [略]  
 

 

４ [略] 

 

 



                                                                                        

  
５ ポンプ場 

(1) ～(2)   ［略］ 

(3) その他留意事項 

下記の設計は含まれていないので、別途計上とする。 

1)  [略] 

2) ポンプ設備、機場内給排水管、配線設備、屋内外受電設備、除塵設備、焼却炉等の特殊な設計 

3) ～6)  [略] 

 

５ ポンプ場 

(1) ～(2)   ［略］ 

(3) その他留意事項 

下記の設計は含まれていないので、別途計上とする。 

1)  [略]  

2) ポンプ設備、機場内給排水管、配線設備、屋内外受電設備、除塵機、焼却炉等の特殊な設計 

3) ～6)  [略] 

 
 

［構想設計］ 【5－1 ポンプ場】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 

［略］ 

1-2 資料の検討 ［略］ 

2 設計計画 

2-1 比較検討 

 

［略］ 

2-2 ポンプ及び附帯設備機場規模の検討 ［略］ 

3 概算工事費積算 ［略］ 

4 照査 ［略］ 

5 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

 
［構想設計］ 【5－1 ポンプ場】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 

［略］ 

1-2 資料の検討 ［略］ 

2 設計計画 

2-1 比較検討 

 

［略］ 

2-2 ポンプ及び附帯設備機場規模の検討 ［略］ 

3 概算工事費積算 ［略］ 

4 照査 ［略］ 

5 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

 

 

歩    掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

［略］ 

  

［略］ 

   
 

  ［略］     
  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

  
 

［略］ ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 
 ［略］ ［略］     
 ［略］      
 ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 

 

［基本設計］ 【5－2 ポンプ場】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 

［略］ 

1-2 資料の検討 ［略］ 

 

 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

［略］ 

  

［略］ 

   
 

  ［略］     
  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

  
 

［略］ ［略］ ［略］   ［略］ ［略］ 
 ［略］ ［略］     
 ［略］      
 ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 

 

［基本設計］ 【5－2 ポンプ場】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 準備作業 

1-1 現地調査 

 

［略］ 
1-2 資料の検討 ［略］ 



                                                                                        

2 設計計画 

2-1 比較検討 

 

［略］ 

2-2 ポンプ及び附帯設備機場規模の検討 ［略］ 
3 水理計算 

3-1 揚程、キャビテーションの検討 

 

［略］ 
3-2 ウォ－タハンマの検討 ［略］ 
3-3 サ－ジングの検討 ［略］ 
4 機場工の設計  

4-1 吸水槽 ［略］ 

4-2 吐水槽 ［略］ 
4-3 沈砂池 ［略］ 
4-4 機場本体 ［略］ 
4-5 設計図作成・数量計算 ［略］ 
5 樋門、樋管工の設計  

5-1 躯体工 ［略］ 

5-2 門柱 ［略］ 
5-3 胸壁、翼壁、水叩き ［略］ 
5-4 操作室、管理橋 ［略］ 
5-5 水門扉 ［略］ 
5-6 設計図作成・数量計算 ［略］ 
6 建屋の設計  

6-1 建物 ［略］ 

7 護岸工の設計 ［略］ 

8 土工計画 ［略］ 
9 仮締切堤設計 ［略］ 
10 山留工設計 ［略］ 
11 概算工事費積算 ［略］ 
12  照査 ［略］ 
13 点検取りまとめ ［略］ 

計  
 

 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

   
 

 ［略］ ［略］     
  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

  
 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］  
 

  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

   
［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］    
  ［略］ ［略］    
       

2 設計計画 

2-1 比較検討 

 

［略］ 

2-2 ポンプ及び附帯設備機場規模の検討 ［略］ 
3 水理計算 

3-1 揚程、キャビテーションの検討 

 

［略］ 
3-2 ウォ－タハンマの検討 ［略］ 
3-3 サ－ジングの検討 ［略］ 
4 機場工の設計  

4-1 吸水槽 ［略］ 

4-2 吐水槽 ［略］ 
4-3 沈砂池 ［略］ 
4-4 機場本体 ［略］ 
4-5 設計図作成・数量計算 ［略］ 
5 樋門、樋管工の設計  

5-1 躯体工 ［略］ 

5-2 門柱 ［略］ 
5-3 胸壁、翼壁、水叩き ［略］ 
5-4 操作室、管理橋 ［略］ 
5-5 門扉 ［略］ 
5-6 設計図作成・数量計算 ［略］ 
6 建屋の設計  
6-1 建物 ［略］ 
7 護岸工の設計 ［略］ 
8 土工計画 ［略］ 
9 仮締切堤設計 ［略］ 
10 山留工設計 ［略］ 
11 概算工事費積算 ［略］ 
12  照査 ［略］ 

13 点検取りまとめ ［略］ 

計  

 

 

歩    掛 
特 記 事 項 及 び 補 正 

技師長 
主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

   

 

 ［略］ ［略］     

  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

  

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］  

 

  

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

   

［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］    

  ［略］ ［略］    

       



                                                                                        

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 
 ［略］ ［略］ ［略］    
 ［略］ ［略］ ［略］    
 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
       
 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 
  ［略］     
 ［略］ ［略］ ［略］    
  ［略］     
  ［略］     
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
       
 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
    ［略］  ［略］ 
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   
 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   
 ［略］ ［略］     
 ［略］      
 ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  
 

 

６ ～ ９ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 
 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

       

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

  ［略］     

 ［略］ ［略］ ［略］    

  ［略］     

  ［略］     

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

       

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

    ［略］  ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

 ［略］ ［略］     

 ［略］      

 ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

 

６ ～ ９ [略] 

 

 



                                                                                        

 

10 農 道 

  《共通事項》 ［略］ 

 

  《工種別適用 1》【基本設計】10-1 現況調査計画 

(1) 適  用 ［略］ 

(2) 全体補正 

1)  前段設計補正 [略 ] 

2) 難易度補正 

施設規模や設計の難易度に応じて、次表のとおり補正を行う。 

基本設計 
設計内容 補正率 

普通の技術力を要するもの [略] 

高度な技術力を要するもの 
 ・施工場所が市街地の場合 
 ・施工場所が急峻な山間地の場合 
［削 る］ 

[略] 

(3) その他留意事項 [略] 

 

 

 

【基本設計】 【10-1 現況調査計画】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 現況調査 

1-1  地域の概況 
［略］ 

1-2  地域及び土質、地質 ［略］ 

1-3  路床、材料調査 ［略］ 

1-4 土地利用営農状況調査 ［略］ 

1-5  道路、鉄道概況及び交通量調査  ［略］ 

1-6 農地転用及び農業の動向 ［略］ 

1-7  気象、水文、経済効果等資料収集 ［略］ 

1-8  各種振興計画資料収集 ［略］ 

2  計画 

2-1  区域の設定 
［略］ 

2-2  土地利用計画 ［略］ 

2-3  営農組織計画、管理体制整備計画 ［略］ 

2-4  近代化施設整備計画 ［略］ 

2-5  道路網整備計画 ［略］ 

2-6  基幹農道計画 ［略］ 

2-7  関連事業の整理 ［略］ 

2-8  計画交通量 ［略］ 

 2-9  経済効果 ［略］ 

2-10  路線配置計画 ［略］ 

2-11  計画図 ［略］ 

計  

 

10 農 道 

  《共通事項》 ［略］ 

 

  《工種別適用 1》【基本設計】10-1 現況調査計画 

(1) 適  用 ［略］ 

(2) 全体補正 

1)  前段設計補正 [略] 

2) 難易度補正 

施設規模や設計の難易度に応じて、次表のとおり補正を行う。 

基本設計 
設計内容 補正率 

普通の技術力を要するもの [略] 

高度な技術力を要するもの 
 ・施工場所が市街地の場合 
 ・施工場所が急峻な山間地の場合 
・橋梁設計 

[略] 

(3) その他留意事項 [略] 

 

 

 

【基本設計】 【10-1 現況調査計画】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 現況調査 

1-1  地域の概況 
［略］ 

1-2  地域及び土質、地質 ［略］ 

1-3  路床、材料調査 ［略］ 

1-4 土地利用営農状況調査 ［略］ 

1-5  道路、鉄道概況及び交通量調査  ［略］ 

1-6 農地転用及び農業の動向 ［略］ 

1-7  気象、水文、経済効果等資料収集 ［略］ 

1-8  各種振興計画資料収集 ［略］ 

2  計画 

2-1  区域の設定 
［略］ 

2-2  土地利用計画 ［略］ 

2-3  営農組織計画、管理体制整備計画 ［略］ 

2-4  近代化施設整備計画 ［略］ 

2-5  道路網整備計画 ［略］ 

2-6  基幹農道計画 ［略］ 

2-7  関連事業の整理 ［略］ 

2-8  計画交通量 ［略］ 

 2-9  経済効果 ［略］ 

2-10  路線配置計画 ［略］ 

2-11  計画図 ［略］ 

計  



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

歩    掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

    

［略］ 

  

［略］ 

  

 

    ［略］ ［略］   

    ［略］ ［略］   

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

   ［略］ ［略］ ［略］  ［略］ 

    ［略］ ［略］   

   ［略］ ［略］ ［略］   

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

   

［略］ 

 

［略］ 

    

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

    ［略］ ［略］   

   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

  ［略］ ［略］     

     ［略］   

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

［略］ ［略］  

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

    ［略］  ［略］  

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

歩    掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

    

［略］ 

  

［略］ 

  

 

    ［略］ ［略］   

    ［略］ ［略］   

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

   ［略］ ［略］ ［略］  ［略］ 

    ［略］ ［略］   

   ［略］ ［略］ ［略］   

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

   

［略］ 

 

［略］ 

    

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

    ［略］ ［略］   

   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

  ［略］ ［略］     

     ［略］   

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

［略］ ［略］  

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

    ［略］  ［略］  

  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  



                                                                                        

《工種別適用 2》【構想設計】10-2 道路計画 

        【基本設計】10-3   〃 

(1) 適  用 ［略］ 

(2) 全体補正 

1) 前段設計補正 [略] 

2) 難易度補正 

施設規模や設計の難易度に応じて、次表のとおり補正を行う。 

構想設計及び基本設計 
設計内容 補正率 

普通の技術力を要するもの [略] 

高度な技術力を要するもの 
 ・施工場所が市街地の場合 
 ・施工場所が急峻な山間地の場合 
［削 る］ 

[略] 

       3) ～ 4) [略] 

(3) ～ (4) [略] 

 

構想設計・基本設計 

【作業項目別補正率一覧表】 

【道路計画】 補  正  率 

(1,000ｍ当たり歩掛) 
距 離 補 正 

作 業 項 目 

1 現地調査 ［略］ 

2-1 線形計画・設計基本方針 ［略］ 

2-2 平面計画 ［略］ 

2-3 縦横断計画 ［略］ 

2-4 構造物計画 ［略］ 

2-5 交差点計画 ［略］ 

3-1 縦平面図作成 ［略］ 

3-2 横断面設計図作成 ［略］ 

3-3 土積図作成 ［略］ 

3-4 土量配分計画 ［略］ 

4 舗装計画・設計図作成 ［略］ 

5 附帯構造物設計図作成 ［略］ 

6 大型構造物の計画設計・図面作成 － 

7 排水計画、設計 ［略］ 

8-1 土工、法面工等 ［略］ 

8-2 附帯小構造物一式 ［略］ 

9 概算工事費積算 ［略］ 

10 施工計画 ［略］ 

11  照査 － 

12 点検取りまとめ ［略］ 

 

留意事項 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

《工種別適用 2》【構想設計】10-2 道路計画 

        【基本設計】10-3   〃 

(1) 適  用 ［略］ 

(2) 全体補正 

1) 前段設計補正 [略] 

2) 難易度補正 

施設規模や設計の難易度に応じて、次表のとおり補正を行う。 

構想設計及び基本設計 
設計内容 補正率 

普通の技術力を要するもの [略] 

高度な技術力を要するもの 
 ・施工場所が市街地の場合 
 ・施工場所が急峻な山間地の場合 
・橋梁設計 

[略] 

       3) ～ 4) [略] 

(3) ～ (4) [略] 

 

構想設計・基本設計 

【作業項目別補正率一覧表】 

【道路計画】 補  正  率 

(1,000ｍ当たり歩掛) 
距 離 補 正 

作 業 項 目 

1 現地調査 ［略］ 

2-1 線形計画・設計基本方針 ［略］ 

2-2 平面計画 ［略］ 

2-3 縦横断計画 ［略］ 

2-4 構造物計画 ［略］ 

2-5 交差点計画 ［略］ 

3-1 縦平面図作成 ［略］ 

3-2 横断面設計図作成 ［略］ 

3-3 土積図作成 ［略］ 

3-4 土量配分計画 ［略］ 

4 舗装計画・設計図作成 ［略］ 

5 附帯構造物設計図作成 ［略］ 

6 大型構造物の計画設計・図面作成 － 

7 排水計画、設計 ［略］ 

8-1 土工、法面工等 ［略］ 

8-2 附帯小構造物一式 ［略］ 

9 概算工事費積算 ［略］ 

10 施工計画 ［略］ 

11  照査 － 

12 点検取りまとめ ［略］ 

 

留意事項 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

【構想設計】 【10-2 道路計画】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 現地調査 ［略］ 

2 線形計画・設計 

2-1  線形計画・設計基本方針 
［略］ 

2-2 平面計画 ［略］ 

2-3 縦横断計画 ［略］ 

2-4  構造物計画  ［略］ 

2-5 交差点計画 ［略］ 

3  土工計画設計 

3-1  縦平面図作成 
［略］ 

3-2  横断面設計図作成 ［略］ 

3-3  土積図作成 ［略］ 

3-4  土量配分計画 ［略］ 

4  舗装計画・設計図作成 ［略］ 

5  附帯構造物設計図作成 ［略］ 

6  大型構造物の計画設計・図面

作成設計 

6-1  道路トンネル 

6-2  橋梁 

6-3  門型ラーメン箱型函渠 

6-4  擁壁 

［略］ 

7  排水計画・設計 ［略］ 

8  工事数量計算 

8-1  土工、法面工等 
［略］ 

8-2  附帯小構造物一式 ［略］ 

9  概算工事費積算 ［略］ 

10  施工計画 ［略］ 

11 照査 ［略］ 

12  点検取りまとめ ［略］ 

計  

 

【構想設計】 【10-2 道路計画】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 現地調査 ［略］ 

2 線形計画・設計 

2-1  線形計画・設計基本方針 
［略］ 

2-2 平面計画 ［略］ 

2-3 縦横断計画 ［略］ 

2-4  構造物計画  ［略］ 

2-5 交差点計画 ［略］ 

3  土工計画設計 

3-1  縦平面図作成 
［略］ 

3-2  横断面設計図作成 ［略］ 

3-3  土積図作成 ［略］ 

3-4  土量配分計画 ［略］ 

4  舗装計画・設計図作成 ［略］ 

5  附帯構造物設計図作成 ［略］ 

6  大型構造物の計画設計・図面

作成設計 

6-1  道路トンネル 

6-2  橋梁 

6-3  門型ラーメン箱型函渠 

6-4  擁壁 

［略］ 

7  排水計画・設計 ［略］ 

8  工事数量計算 

8-1  土工、法面工等 
［略］ 

8-2  附帯小構造物一式 ［略］ 

9  概算工事費積算 ［略］ 

10  施工計画 ［略］ 

11 照査 ［略］ 

12  点検取りまとめ ［略］ 

計  



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 km 当 た り 歩 掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

   ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ ［略］ ［略］    

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］      

 ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 km 当 た り 歩 掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

   ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ ［略］ ［略］    

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］      

 ［略］ ［略］ ［略］    

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  



                                                                                        

 

【基本設計】 【10-3 道路計画】 

作 業 項 目 作 業 内 容 

1 現地調査 ［略］ 

2 線形計画・設計 

2-1  線形計画・設計基本方針 
［略］ 

2-2 平面計画 ［略］ 

2-3 縦横断計画 ［略］ 

2-4  構造物計画  ［略］ 

2-5 交差点計画 ［略］ 

3  土工計画設計 

3-1  縦平面図作成 
［略］ 

3-2  横断面設計図作成 ［略］ 

3-3  土積図作成 ［略］ 

3-4  土量配分計画 ［略］ 

4  舗装計画・設計図作成 ［略］ 

5  附帯構造物設計図作成 ［略］ 

6  大型構造物の計画設計・図面

作成設計 

6-1  道路トンネル 

6-2  橋梁 

6-3  門型ラーメン箱型函渠 

6-4  擁壁 

［略］ 

7  排水計画・設計 ［略］ 

8  工事数量計算 

8-1  土工、法面工等 
［略］ 

8-2  附帯小構造物一式 ［略］ 

9  概算工事費積算 ［略］ 

10  施工計画 ［略］ 

11 照査 ［略］ 

12  点検取りまとめ ［略］ 

計  

 

【基本設計】 【10-3 道路計画】 

作 業 項 目 作 業 内 容  

1 現地調査 ［略］ 

2 線形計画・設計 

2-1  線形計画・設計基本方針 
［略］ 

2-2 平面計画 ［略］ 

2-3 縦横断計画 ［略］ 

2-4  構造物計画  ［略］ 

2-5 交差点計画 ［略］ 

3  土工計画設計 

3-1  縦平面図作成 
［略］ 

3-2  横断面設計図作成 ［略］ 

3-3  土積図作成 ［略］ 

3-4  土量配分計画 ［略］ 

4  舗装計画・設計図作成 ［略］ 

5  附帯構造物設計図作成 ［略］ 

6  大型構造物の計画設計・図面

作成設計 

6-1  道路トンネル 

6-2  橋梁 

6-3  門型ラーメン箱型函渠 

6-4  擁壁 

［略］ 

7  排水計画・設計 ［略］ 

8  工事数量計算 

8-1  土工、法面工等 
［略］ 

8-2  附帯小構造物一式 ［略］ 

9  概算工事費積算 ［略］ 

10  施工計画 ［略］ 

11 照査 ［略］ 

12  点検取りまとめ ［略］ 

計  



                                                                                        

 

 

《工種別適用 3》【基本設計】10-4 道路トンネル ～ 《工種別適用 13》【基本設計】10-11 擁壁・補強土壁 ［略］ 

 

《工種別適用 14》【実施設計】10-12 擁壁・補強土壁 

(1) ～ (5) ［略］ 

(6) 設計歩掛 

1 km 当 た り 歩 掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 
  

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

   ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］      

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 

 

《工種別適用 3》【基本設計】10-4 道路トンネル ～ 《工種別適用 13》【基本設計】10-11 擁壁・補強土壁 ［略］ 

 

《工種別適用 14》【実施設計】10-12 擁壁・補強土壁 

(1) ～ (5) ［略］ 

(6) 設計歩掛 

1 km 当 た り 歩 掛 

特 記 事 項 及 び 補 正 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 
  

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］    

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

   ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］    

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   

 
 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

 ［略］      

 ［略］ ［略］ ［略］   ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  



                                                                                        

注1） ～ 2） [略] 

注3）｢3 構造計算」は、スベリ安定計算を行う場合を標準としているため、スベリ安定計算を行わない場合の歩掛は、それぞれ次のとおり 

計上する（逆Ｔ式擁壁及び重力式擁壁を除く）。 

(1) モタレ式擁壁・井桁積擁壁・大型ブロック積擁壁：技師Ｂ1.0人＋技師Ｃ1.5人 

(2) 補強土壁（テールアルメ・多数アンカー式擁壁等）：技師Ｂ1.0人＋技師Ｃ2.5人 

注4） [略] 

 

 

《工種別適用 15》【基本設計】10-13 法面工 ［略］ 

 

《工種別適用 16》【実施設計】10-14 法面工 

(1) ～ (6) ［略］ 

［実施設計］ 1 箇 所 当 た り 歩 掛 

【10-12 擁壁・補強土壁】 主任 

技術者 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

設計工種 作業項目 

逆T式擁壁 

 

1 設計計画   ［略］     

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

重力式擁壁 

 

1 設計計画   ［略］     

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

モタレ式擁壁 

井桁積擁壁 

大型ブロック積擁壁 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

補強土壁（テールアルメ、多数

アンカー式擁壁等） 

 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

注1） ～ 2） [略] 

注3）｢3 構造計算」は、スベリ安定計算を行う場合を標準としているため、スベリ安定計算を行わない場合の歩掛は、それぞれ次のとおり 

計上する（逆Ｔ式擁壁及び重力式擁壁を除く）。 

(1) モタレ式擁壁・井桁積擁壁・大型ブロック積擁壁：技師Ｂ1.0人＋技師Ｃ1.0人 

(2) 補強土壁（テールアルメ・多数アンカー式擁壁等）：技師Ｂ1.0人＋技師Ｃ2.0人 

注4） [略] 

 

 

《工種別適用 15》【基本設計】10-13 法面工 ［略］ 

 

《工種別適用 16》【実施設計】10-14 法面工 

(1) ～ (6) ［略］ 

［実施設計］ 1 箇 所 当 た り 歩 掛 

【10-12 擁壁・補強土壁】 主任 

技術者 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

設計工種 作業項目 

逆T式擁壁 

 

1 設計計画   ［略］     

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

重力式擁壁 

 

1 設計計画   ［略］     

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

モタレ式擁壁 

井桁積擁壁 

大型ブロック積擁壁 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

補強土壁（テールアルメ、多数

アンカー式擁壁等） 

 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算     ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算      ［略］ ［略］ 

6 照査    ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 



                                                                                        

(7) 設計歩掛 

注1） ～ 4） [略] 

注5）「3 構造計算」は、スベリ安定計算を行う場合を標準としているため、スベリ安定計算を行わない場合の歩掛は、次のとおり計上する。 

技師Ａ1.0人＋技師Ｂ2.0人＋技師Ｃ2.0人 

［実施設計］ 1 箇 所 当 た り 歩 掛 

【10-14 法面工】 主任 

技術者 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

設計工種 作業項目 

場所打ち法枠 

 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算    ［略］ ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算     ［略］ ［略］ ［略］ 

6 照査   ［略］ ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

アンカー付き 

場所打ち法枠 

 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算    ［略］ ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算     ［略］ ［略］ ［略］ 

6 照査   ［略］ ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

(7) 設計歩掛 

注1） ～ 4） [略] 

注5）「3 構造計算」は、スベリ安定計算を行う場合を標準としているため、スベリ安定計算を行わない場合の歩掛は、次のとおり計上する。 

技師Ａ0.5人＋技師Ｂ2.0人＋技師Ｃ2.0人 

［実施設計］ 1 箇 所 当 た り 歩 掛 

【10-14 法面工】 主任 

技術者 
技師長 

主任 

技師 
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

設計工種 作業項目 

場所打ち法枠 

 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算    ［略］ ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算     ［略］ ［略］ ［略］ 

6 照査   ［略］ ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

アンカー付き 

場所打ち法枠 

 

1 設計計画   ［略］ ［略］    

2 設計条件確認    ［略］    

3 構造計算    ［略］ ［略］ ［略］  

4 設計図     ［略］ ［略］ ［略］ 

5 数量計算     ［略］ ［略］ ［略］ 

6 照査   ［略］ ［略］    

7  点検取りまとめ     ［略］ ［略］ ［略］ 

計   ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

  

 



                                                                                        

  
11 ため池改修 

 
(1) 適  用 ［略］ 

 (2) 全体補正 

1) 難易度補正 

施設規模や設計の難易度に応じて、次表のとおり補正を行う。 

 

実施設計 

設計内容 補正率 

普通の技術力を要するもの 1.00 

高度な技術力を要するもの 

［削 る］ 

・取水塔、取水トンネル形式 

・軟弱地盤(Ｎ値≦4程度)以下のもの 

1.08 

 

  2) ～ 8) ［略］ 

 

(3) その他留意事項 

1) 本歩掛には、次の作業項目は含まれていないため、必要な場合には別途計上する。 

① ～ ⑪ ［略］ 

⑫ レベル２地震動による検討 

  2) 補正の適用例 ［略］ 

 

 ［実施設計］ 【11 ため池改修】 ［略］ 

 

 【作業項目別補正適用表】 ［略］ 

11 ため池改修 

 
(1) 適  用 ［略］ 

 (2) 全体補正 

  1) 難易度補正 

施設規模や設計の難易度に応じて、次表のとおり補正を行う。 

 

実施設計 

設計内容 補正率 

普通の技術力を要するもの 1.00 

高度な技術力を要するもの 

・設計洪水量 20m3/s以上のもの 

・取水塔、取水トンネル形式 

・軟弱地盤(Ｎ値≦4程度)以下のもの 

1.08 

 

  2) ～ 8) ［略］ 

 

(3) その他留意事項 

1) 本歩掛には、次の作業項目は含まれていないため、必要な場合には別途計上する。 

① ～ ⑪ ［略］ 

［新 設］ 

  2) 補正の適用例 ［略］ 

 

 ［実施設計］ 【11 ため池改修】 ［略］ 

 

【作業項目別補正適用表】 ［略］ 

 

12 小水力発電所 

(1) ～ (3) ［略］ 

 (4) 留意事項 

1) ～ 4) ［略］  

5) 河川協議等の他機関との協議資料を作成する場合は別途計上する。 

  
12－1 小水力発電予備調査歩掛（単独地点調査） ［略］ 

 

12－2 小水力発電基本計画歩掛 ［略］ 

 

12－3 小水力発電実施設計歩掛（土木関係） ［略］ 

 

12－3 小水力発電実施設計歩掛（土木関係） ［略］ 

 

12－3 小水力発電実施設計歩掛（機械・電気関係） ［略］ 

 

 

12 小水力発電所 

(1)～(3) ［略］ 

 (4) 留意事項 

1)～4) ［略］  

［新 設］ 

 
12－1 小水力発電予備調査歩掛（単独地点調査） ［略］ 

 

12－2 小水力発電基本計画歩掛 ［略］ 

 

12－3 小水力発電実施設計歩掛（土木関係） ［略］ 

 

12－3 小水力発電実施設計歩掛（土木関係） ［略］ 

 

12－3 小水力発電実施設計歩掛（機械・電気関係） ［略］ 
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