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道営工事等の概数等発注事務取扱要領の取扱いについて
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道営工事等の概数等発注事務取扱要領の取扱い

１ 道営工事等の概数等発注事務取扱要領の取扱い

Ⅰ 基本的な運用方針

（１） 建設工事（以下「工事」という。）の発注における設計積算時の調査委託の成果品の状況は、測

量成果を含めた一部である場合と、ほとんど全ての成果品がある場合に大別される。

前者の場合は、この要領における平均断面等を用いた概数による数量で大部分を積算し、概数発

注することとなる。

補助事業のほとんどは後者となるが、この中においても以下の場合については「概数」を活用す

ることができる。

ア 主要部分以外の調査測量が概数の場合、過年度の委託成果品が諸条件の変化に伴い再測が必要

となる場合、工区割発注で土工計画が変更となる場合等で、平均断面等を用いた概数を用いても

工事量を十分把握できる場合。

イ 確定した数量とするためには、詳細調査を必要とし、費用若しくは要する期間からみて適当で

ないと思われる工種（例＝岩盤掘削量、路盤の補足砂利量、旧とりこわし量）

ウ 施工後でなければ数量の確定ができない工種（例：グラウト量、産業廃棄物数量、軟盤地盤に

おける圧密沈下量等）

（２） 設計、測量及び調査設計委託業務（以下「委託業務」という。）の発注において積算時に用いる

既存の資料等では数量を確定できない場合（業務処理後でなければ数量が確定できない委託業務）

は、「概数」を活用することができる。

（例：ボーリングにおける深度や土質等の変更、打合せ回数の変更等）

このように「概数」は工事並びに委託業務（以下「工事等」という。）の設計積算業務の効率合理

化や設計変更の簡素化に大きく寄与するものであり、この運用指針の中核をなすものである。

Ⅱ 概数等で発注することが不適当な場合

工事等においては、コンクリート構造物の本体数量等、安定解析・構造計算により決定されるもの

は適用しない。

Ⅲ 確定額の把握について

概数等による発注は、一括変更及び一部を確定するので、設計変更時に大幅な変更を生じないよう

施工（実施）協議の段階で十分把握するとともに、そのつど工事費（委託費）の増減を的確に把握す

るよう努めること。

また、精算時には支出負担行為が伴い、あらかじめ予算要求が必要となるので、契約担当と十分協

議すること。

なお、現場管理費の諸経費の工種区分は変更できないので、当初設計の作成に当たっては注意する

こと。



Ⅳ 設計変更等について

（１）工事監督員（業務担当員）は、概数等に係る工事等の施工に当たっては、受注者（受託者）等の

作成した施工図（資料）等を速やかに照査・検討し、工事監督員（業務担当員）と現場代理人（業

務処理責任者）間で協議した上、相互に工事施工協議簿等で確認する。

（２）設計変更は工事等の不確定要素（すなわち現場状況の予測等により設計した内容）が、現地にお

いてその詳細数量が判明した時点で概数以外も含め一括設計変更とするが、概数以外の設計変更が

先行する場合は、概数の全部又は一部を同時に設計変更することもできる。ただし、概数の確定見

込みが結果的に工事費（委託費）・工期（期間）に著しい影響を与える場合（例：工事における大土

工の岩盤線の確定等）は、速やかに当該部分を設計変更する。

概数以外の設計変更の取扱いについては、通常の設計変更（軽微な設計変更を含む）の取扱いと

し、概数の設計変更はこの範疇にふくまれないことに留意すること。

数量の変更が明らかに予見される工種（業務）については、極力概数として扱うこととする。

（３）工事における道路、水路等工事起点、終点及び平面線形は、概数の対象とはならないので、変更

等は通常の設計変更の扱いとする。ただし、すり付け区間をその対象とすることは差支えない。

（４）委託業務においては、種々の条件により委託業務の全部又は一部の作業が不可能となった場合の

業務量の減や業務位置の著しい変更等は、概数の対象とならないので通常の設計変更の取り扱いと

する。

（５）概数に係わる工種（業務）の設計変更理由は「概数の確定により変更する」とする。

Ⅴ 工事における設計変更図書の作成費用について

工事の設計変更に伴う設計変更図書の作成に必要な費用の算出は、「設計変更に関わる図書等作成歩

掛について（平成7年4月7日設計第23号設計課長通知）」による。

Ⅵ 工事における仮設工等について

工事における仮設工における概数等の公示の考え方は、標準的な図面等で公示を行い受注者に対し

て入札予定価格の積算の根拠を明示するためである。ここで「標準的」という意味は、受注者に現地

の状況等を踏まえてその内容の検討の責務を課し、双方協議の上、必要があれば変更するということ

である。

なお、過大又は不適切な仮設工の実施内容に対して精算するものではないので十分留意すること。

（工法の承諾に当たって、機能性、安定性、経済性を充足し現場に即した工法かどうかをチェックする。）



２ 道営工事等の概数等発注の手引き

Ⅰ 基本的な運用方針

概数等発注は、工事の発注前の調査設計の精度を高めるためにいかに時間・労力・費用等を費やして

も、工事費算出精度を高める効果が少ないと考えられる数量、同様に委託業務の積算時に既存の資料等

での確定ができない数量、あるいは工事（委託業務）の施工（処理）後でなければ正確な数量が判明し

ない工種等の場合に概数による公示を行い、積算業務の効率・合理化、施工条件の明確化、以降の設計

変更の円滑化を図るための方法である。

概数等発注の適正な運用のための留意点は次のとおりである。

（１）概数の出来高精算は行わない

概数等発注は不確定な設計数量を概数として公示するものであるが、概数の確定とは不確定な設

計数量を確定することであり、出来高数量を確定するものではない。

ただし、施工後でなければ数量の確定ができない工種（グラウト量、産業廃棄物数量、軟弱地盤

における圧密沈下量等）は除くものとする。

（２）施工条件の明示を行う

工事、委託業務ともに起終点、延長、面積等を設計図書に条件として明示する。

なお、設計の根拠となる図面・数量計算・設計書・資料は整合していることは当然であり、概数

とした数量の算出根拠及び施工条件の明示は必要である。

（３）概数として取り扱わないもの

「工 事」

以下に例示するものは概数として取り扱わない。

１）工事量（工事目的物）の変更

条件明示した施工区域、施工区域内の箇所及び施工区間の変更

２）工法の変更

植生工法、標準土工定規図の置換厚・路盤構成・幅員等、仮設道路・仮締切・水替え等の仮設

工法、混層工の細工種

３）主要構造物の構造、規格、品質の変更

安定、構造計算に基づく構造物の変更、暗渠の排水組織の変更

４）新工種

当初設計にない工種（土工量（概数）の変更に伴う新土捨場等の指定）

「委託業務」

以下に例示するものは概数として取り扱わない。

１）委託期間の変更（概数変更に伴う軽微なものを除く）

２）起終点や範囲等の変更

３）歩掛の細部内容の変更

４）概数として扱えるものでも、結果的に著しく委託費・期間に影響を与える場合

５）拡大設計変更にあたるもの（単純な業務量の増は通常変更でも不可）



（４）概数の確定に連動する単価の変更を概数の範疇で扱うことができるもの

「工 事」

設計土量の標準積算の施工機械規格による単価の変更

市場単価の工種の施工規模による単価の変更

「委託業務」

他官庁協議等により、橋長や構造形式が変更となった場合の単価の変更

調査ボーリングの土質の変更に伴う単価の変更等

市場単価の工種の規格区分（補正区分）変更に伴う単価の変更

（５）ゼロ計上をしない

工事目的物及び仮設工のゼロ計上は施工条件明示を行っても概数として扱わない。

Ⅱ 工事における概数等発注と委託成果品・委託設計業務の考え方

委託成果品を使用して概数等発注する場合、変更が予想される数量は、平均断面等によらず、そのま

ま概数としてかまわない。

現在の委託成果品が、ある程度の精度を持っている場合、これを概数とすることについて、委託成果

品の精度は「適正な予定価格算出に必要な精度」であり、より精度の高い成果品を期待するためには、

より一層の調査費・時間を要するものであることから、「変わり得る数量として、概数等発注を行う」も

のであり問題ない。

概数等発注を前提として、経済性の理由により既存の測量成果や図面等から求めた延長、面積等の数

量を概数として発注を行うことは可能である。ただし、用地買収を行う工種には適用できない。

Ⅲ 概数等発注の適用の範囲

概数等発注の適用の範囲は農政部所管工事（委託業務）であり、概数等発注により工事（委託）費、

工期（期間）等に著しい影響を与えない工事（業務）であることが前提である。また、「概数等発注」と

は、概数で積算した数量を基本としている。

対象工種（業務）

対象工種（業務）については、Ⅶ．「工種別運用例」で更に詳細を記載している。ただし、次の事項

を留意すること。

（１）概数確定の設計変更による工事（業務）量［工事（業務）目的物］の変更は基本的にできないが、

確定の結果、予算上の制約から契約書第 29条によりやむを得ず工事（業務）量［工事（業務）目的

物］を減とすることは有り得る。

（２）道路、水路等の線工種における起・終点及び工事における平面線形、委託業務における面工種の

調査位置等は、概数の対象とはならない。変更する場合は、通常の設計変更の扱いとする。ただし、

工事の場合はすり付け区間を概数とすることは差支えない。

（３）工事において、コンクリート構造物の本体数量等、安定解析・構造計算により決定されるものは

適用しない。

（４）種々の条件により、委託業務の全部又は一部の作業が不可能となった場合の業務量の減や業務位

置の著しい変更は、概数の対象とはならない。変更する場合は、通常の設計変更の扱いとする。



（５）委託業務においては、拡大設計変更（延長、面積の増等）は行えない。また、通常の設計変更に

おいても単純な事業量増は行えない。

Ⅳ 設計図書における施工条件の明示

（１）設計図書

概数を使用した項目については、工事数量総括表又は業務数量総括表の「摘要」欄等に「概数」と

明示する。

（２）特記仕様書

概数等発注を行う場合は、次に揚げる事項を特記仕様書に必ず付記するものとする。

「工 事」

１）工事数量総括表の「摘要」欄に「概数」と記して示した数量は、概数であり、工事着手前に相

互確認することとし、必要に応じて設計変更する。なお、過大な出来高に対して変更するもので

ないことに留意すること。

２）この工事では、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成・修正及び工事数量の算出をいう。）

を受注者に行わせることがある。

概数に係る工事の施工に当っては、朱書き図または必要に応じて施工図面等を作成の上、着手

前に工事監督員と十分協議すること。

但し、１）の工事着手前の相互確認は、施工後でなければ数量の確定ができない工種（グラウ

ト等）には、付記しないものとする。

「委託業務」

１）業務数量総括表の「摘要」欄に「概数」と記して示した数量は、概数であり、業務着手前に相

互確認することとし、必要に応じて設計変更する。なお、過大な出来高に対して変更するもの

でないことに留意すること。

概数に係る業務の実施に当っては必要に応じて資料等を作成の上、業務担当員と着手前に十

分協議の上、実施すること。

※ 但し、１）の業務着手前の相互確認は、業務実施後でなければ数量の確定ができない業務（調

査ボーリングやそれに付随する原位置試験など）には、付記しないものとする。

なお、その場合においても、必要支持力（調査ボーリングの場合）等を事前に委託業務協議

簿で確認し、現地でも確認・指示を行うことが必要である。

（３）見積り参考資料

「概数」の表示は、見積り参考資料には行わず、工事（業務）数量総括表にのみ行うものとする。よ

って、見積り参考資料の表紙には、「本資料は、請負金額（業務委託料）見積りの参考に供するものであ

り、仕様書には含まないものとする。」と記載する。



Ⅴ 概数の確定と設計変更

（１）設計変更額の把握

１）概数等による工事（委託業務）は、概数を着手前に確定してから着手し、設計変更は 終の概

数施工（実施）段階で行うこともあると考えられるが、設計変更時に大幅な変更を生じないよう

施工（実施）協議の段階で十分把握するとともに、そのつど工事（委託）費の増減を的確に把握

するよう努めること。

２）概数等発注の確定で予想を超過する増額が発生し、地区事業費に不足を生じる場合には、契約

書第２９条に基づき、契約の目的物の減により処理することとなるが、これに対応できる工事工

程（業務日程）管理が必要である。

３）確定による設計変更金額の増減の範囲は基本的には不確定部分の確定に伴う費用であり限度は

ないが、大幅な増減を想定しているものではない。なお、委託業務については、変更契約の金額

が当初契約の１／３程度とする。

また、確定による設計変更は現契約内容とまさに分離発注困難であり、指名時の工事等級ラン

ク等が変わってもやむを得ない。

（２）書面による確認（概数の確定）

「工 事」

工事監督員は、「概数」部分の施工に当たっては、受注者等の作成した朱書き図または施工図等を速

やかに照査・検討を行い、受注者（現場代理人等）と協議した上で、工事着手前に相互に書面（工事

施工協議簿等）により確認する。また、これらの図面は、協議資料として重要であるので工事施工協

議簿等に添付し保存しておくこと。

なお、概数の変更がなくても工事施工協議簿の作成は必要である。

「委託業務」

業務担当員は、「概数」部分の施工に当たっては、受託者等の調査結果やその他の資料等を速やかに

照査・検討を行い、受託者（管理技術者等）と協議した上で、委託業務協議簿等を作成し、業務着手

前に相互に確認する。

また、調査結果の資料、その他の資料がある場合には、協議資料として重要であるので、保存して

おくこと。

なお、概数の変更がなくても委託業務協議簿の作成は必要である。

「共 通」

工事監督員（業務担当員）の作成した協議簿等は、所属長（課長あるいは出張所長）へ報告し、

承諾を得た後（急を要する場合は口頭により行ってもよいが、報告書の決裁は速やかに行うこと。）に

工事（委託業務）に着手させる。協議簿等は、合意事項のあった日毎に作成するものとし、速やか な

決裁を行うものとする。

この場合の承諾は、本来、支出負担行為担当者等が行うべきものであるが、承諾する内容（概数等

で発注した部分）が当初契約した工事（業務）目的物を大幅に逸脱するものを対象としていないこと

から、現場の長（工事監督員（業務担当員）の所属長）の判断で行うことができることとしたもので

ある。

「協議簿等」により相互確認し、設計変更することとしたものについては変更する義務があり、設

計変更が終了して工事（業務）が完成（完了）となる。



（３）概数以外の設計変更について

１）設計変更は数量が確定した時点で概数以外も含め一括設計変更とするが、概数以外の設計変更

が先行する場合は、概数の全部又は一部を同時に設計変更することもできる。ただし、概数確定

の見込みが、結果的に工事費（委託費）・工期（期間）に著しい影響を与える場合（例：大土工の

岩盤線の確定、他官庁協議による付帯構造物形式の変更等）は、速やかに当該工種を設計変更す

る。

２）概数以外の設計変更の取扱いについては、通常の設計変更（軽微な設計変更を含む。）の取扱い

とし、概数の確定の設計変更はこの範疇に含まれないことに留意すること。

３）委託業務においては、その性質上他官庁協議による場合を除き原則として期間末の概数確定は

ありえないと考えられるが、やむを得ず期間末に概数確定を行う場合には、期間末までに確定さ

れた分も含め設計変更を行う場合は設計変更に要する予算措置とともに、数量の確定を早急に行

い、数量の確定後、設計変更図書作成及び設計変更契約の期間も考慮の上、速やかに設計変更を

行う必要がある。

（４）工事における新工種の取扱い

当初概数表示した工種の中で、概数の確定に伴い新たに必要となる項目については、次のように取

り扱う。

例１ 「道路、水路の付帯工で施工位置について工事監督員と協議して決定するとした工種」のうち、そ

の位置の変更等に伴い新たに必要となる項目は概数確定の対象とすることができる。ただし、構造

・規模・工法の変更は概数確定の対象とできない。

なお、特記仕様書に「付帯工の位置の変更等により、新たに必要となる項目については概数確定

の対象とする。」を付記する。

例２ 土工量の概数確定に伴い新たに必要となる項目（流用土）は概数確定の対象とすることができる。

なお、特記仕様書に「土工量の確定に伴い新たに必要となる項目については概数確定の対象とする。」

と付記する。ただし、土工量の概数確定に伴い新たな土捨場・土取場が必要となった場合は、「新工

種」として扱うこととし、概数確定の対象とできない。この場合は、特記事項の追記を含め通常の

設計変更とする。

（５）変更設計図書の作成

「工 事」

１）工事の設計変更に伴う変更設計図書の作成及び工事数量の算出を必要に応じて、受注者に行わ

せることができるものとする。ただし、高度な応力計算等に関わる資料の作成を含まない。

例：概数確定時の変更図（打ち合わせ用朱書図若しくは施工図）新設計用原図(設計変更図面の作成・

修正)

２）変更設計図書の作成に要する費用については、共通仮設費のうち、技術管理費に「図書作成費」

として計上し、その算出に当たっては、「設計変更に関わる図書等作成歩掛について（平成7年4月

7日設計第23号設計課長通知）」によるものとする。

３）変更図面の作成費用の計上は、より精度を高めるために必要な委託成果品の修正費用を基本と

して考えており、委託成果品との関係で重複とはならない。また、現地測量費用は現請負工事の



現場管理費に含まれていることから計上しない。

「共 通」

１）変更設計図書の作成は、設計変更前後の対比がわかるように２段書きを基本とする。

Ⅵ 工事における仮設工について

構造や条件を明示する仮設工においては、相互に協議の上、工事数量については、概数の確定によ

る設計変更は可能であるが、工法変更は、公示した「標準的」条件の変更であるため、通常の設計変

更によるものとする。

また、構造や条件を指定しない仮設工においては、原則として概数や設計変更の対象としないもの

とする。

なお、概数扱いする際には、現場の過去の実績、近傍のデータ、又は「仮設工事設計に係る取扱い

の制定について（平成 24 年 12 月 25 日付け事調第 922 号事業調整課技術管理担当課長通知）」を参考

にする。

※ 構造を指定する仮設以外は、標準図等を見積参考資料の参考図とする。

※ 仮設工の設計変更については、別添１を参考とする。

Ⅶ 工種別運用例

「工 事」

（１）線工事

概数の確定による工事量（工事目的物）の変更は基本的にできないが、用地買収を行わず、図上で求

める等簡易な方法で延長を算定し発注せざるを得ない工種の場合は、延長を概数とすることができる

ものとする。ただし、条件明示した起終点の変更については、通常の設計変更によるものとする。

１）準備工

① 伐 開、すき取り

・伐開すき取り面積は概数扱いとしてよいが、施工範囲を公示するとともに、着手前に協議に

より確定する。

２）道路工 ☆平面図、標準断面図、起終点、延長等を公示する。

① 土 工

流用土

基本的にすべての数量を概数扱いすることができる。

・現地盤線、岩盤線が不確定である場合、各土量を概数とできる。

・流用，運搬距離も同様に概数扱いとするが、土捨場を新たに設ける等で必要となった単価は

「新工種」として通常の設計変更によるものとする。

確定は、現地確認後、横断図、土積計算書による。

② 法面工

☆道路工に加え、工法を公示する。

法面工数量が不確定である場合、これを概数とできる。

確定は、現場法面展開図等による。

※ 工法の変更は通常の設計変更によらなければならない。



③ 路盤工（下層路盤、凍上抑制層）

・導水盛土路肩等付帯工延長が不確定の場合、路盤数量を概数とできる。

確定は、土工定規図、材料表による。

※ 標準土工定規図の置換厚、路盤構成、幅員の変更は工法変更であり通常の設計変更をしなければ

ならない。

④ 路床排水

・付帯工の位置、箇所数が不確定である場合、概数とできる。

確定は、材料表による。

⑤ 舗装工

補足砂利

☆（道路工に加え）補足砂利量を公示する。

・補足砂利量が不確定の場合、前年度の実績又は近傍のデータ、あるいは調査設計時の数値を

概数とできる。

確定は、現地測量調査等を行った上で、材料表による。

⑥ 付帯工

ｲ）横断暗渠

・公示した起終点の範囲内における位置が不確定の場合、概数扱いとできる。

・位置のみの変更は概数扱いとするが、管径、管種、基礎形式の変更については、それに伴

う水理構造計算が必要となることより通常の設計変更によるものとする。

ﾛ）取付道路

・公示した起終点の範囲内における位置、箇所数が不確定の場合、概数扱いとできる。

確定は、現地調査等を行った上で、位置、箇所数について行う。

ﾊ）側溝工

・公示した起終点の範囲内における止水壁、集水桝等の位置、箇所数及び取付道路の変更に

伴う延長等が不確定の場合、概数とできる。

ﾆ）安全施設

・公示した起終点の範囲内における視線誘導標、ガードケーブル等の数量、延長が不確定の

場合、概数とできる。

確定は、現地調査等を行った上で、数量、延長について行う。

※ 付帯工の位置の変更を概数扱いする場合は、特記仕様書に「○○工の施工位置については、工事

監督員と協議し決定すること。」と付記する。

３）用・排水路工 ☆平面図、標準断面図、起終点、延長等を公示する

① 土 工

・道路工による

② 水路装工

・公示した起終点の範囲内において、曲線部補正をしない数量を使用する場合やブロック、ト

ラフの布設替え等の再使用個数が不確定の場合、延長、面積を概数とすることができる。



確定は、現地調査等を行った上で、平面図、展開図等により行う。ブロック、トラフの取り

外しについては、取り外し後に現地確認調査を行い、数量の確定を行う。

③ 付帯工

・公示した起終点の範囲内において、流入工ドレーン、止水壁、集水桝等作工物の位置、箇所

数が不確定場合、概数とすることができる。

・畑地かんがいにおける給水栓の位置について概数とすることができる。

・確定は、現地確認等を行った上で判断し、位置、箇所数について行う。

※ 落差工、階段工、合流工等で構造計算を伴う主要構造物と考えられるものの位置、箇所数は概

数扱いできない。

※ 位置の変更を概数扱いする場合の特記方法は、２）道路工 ⑥付帯工と同様とする。

４） 防鹿柵工

☆平面図、標準図、起終点、延長等を公示する

図上等から求めた延長等の数量が不確定な場合、これらを概数とすることができる。

※ 起終点の変更は通常の設計変更によるものとする。

５） 仮設工

① 土留工

☆標準図等を公示する

延長が不確定の場合、概数とすることができる。

確定は、現地確認等を行った上で材料表等による。

② 仮設道路 ☆平面図、標準断面図、起終点、延長、用地確保範囲等を公示する。

・延長、土量等が不確定の場合、概数とすることができる。

※ 「構造や仕様、施工方法」「設計条件、施工条件」について明示している場合における工法の変更、

起終点の変更は通常の設計変更による。

③ 仮締切

☆平面図、標準断面図、延長、数量等を公示する。

数量が不確定の場合、概数とすることができる。

④ 支保工

☆平均高さ等を公示する

数量が不確定の場合、概数とすることができる。

確定は、現地確認等を行った上で材料表等にによる。

※ 土留工、支保工が不適切なために、労災事故の原因となる場合もあるので、安全性等を十分検討

して工法の承認をするとともに、現場の確認を行うこと。

⑤ 仮排水路

☆排水量、標準断面図を公示する

数量が不確定の場合、概数とすることができる。

※ 「構造や仕様、施工方法」「設計条件、施工条件」について明示している場合における工法の変更

は通常の設計変更による。



⑥ 水 替

☆排水量を公示する。（河川等の水替、各種構造物の水替等）

ポンプの口径、台数、日数の変更は、概数扱いとすることができない。

※ 排水量（ポンプの口径、台数）は条件の変更なので通常の設計変更を行うことができるが、日数

は乙の責めによるものは設計変更できない。

※ 「構造や仕様、施工方法」「設計条件、施工条件」について明示している場合における工法及び明

示した条件の変更は通常の設計変更による。

⑦ 交通誘導警備員

☆交通誘導を行う場所ごとに配置人員を公示する。（交通誘導警備員Ａ ○人、交通誘導警備員

Ｂ ○人）

※ 受注者より提出された工程管理（ネットワーク等）や配置計画等を工事監督員が確認し、工事着

手前に協議を行い確定する。

※ 所轄警察署や道路管理者等との協議による配置人員の変更は通常の設計変更による。

（２）面工事

概数の確定による工事量（工事目的物）の変更は基本的にできないが、現地盤高、岩盤線等の確定に

よる土量等の変更及び条件明示した当初施工予定区域内における耕地面積および耕地面積を使用し求め

る数量は、概数の確定による設計変更を行うことができる。

面工事の施工箇所の変更は概数の確定によらず、別に定める「道営農業農村整備事業の面工事に係る

事務取扱いについて」（平成 16 年４月 16 日付け設計第６９号）、拡大設計変更及び通常の設計変更によ

るものとする。

１） 暗渠排水 ☆施工区域、配線図、標準断面図、数量等を公示する

① 集・吸水渠、連絡渠、延長、湧水処理、落口工等の延長が不確定で排水組織の基本構成に変

更がない場合、これらの工事数量を概数とすることができる。また、現地盤高が不確定の場

合、深さ（掘削深、疎水材深）について工事数量を概数とすることができる。

確定は、地元打合せ、現地確認等を行った上で配線図、材料表等による。

２） 区画整理（勾配修正） ☆施工区域、耕地面積、表土厚等を公示する

① 基盤切盛量

・現地盤、岩盤線等が不確定の場合、土量等を概数とすることができる。また、公示した施工

区域内における耕地面積も概数とできる。

② 表土扱い

・耕地面積を概数とする場合、これを使用し標準的な厚さより求める表土量を概数とすること

ができる。

確定は、現地確認等を行った上で行う。

③ 法面工

・道路工に同じ。

３） 土層改良 ☆施工区域、面積、運搬土の単位体積重量、変化率を公示する



① 客 土

・運搬土の単位体積重量、変化率が不確定の場合で、工事着手前の調査により、確定できる場

合は、概数とすることができる。

※ 特記仕様書に単位体積重量、変化率を概数として表示すること。

② 混層工

・深耕、反転客土、心土耕等の細工種の変更は通常の設計変更によるものとする。

４） 草地整備

① パドック

・安定、構造計算より決定される構造物の本体数量は通常の設計変更による。ただし、周辺の

すりつけ形状の変更に伴う数量変更は概数扱いできる。

（３）その他

１） ｸﾞﾗｳﾄ工

・グラウト注入量は概数扱いできるが、孔数の変更は通常の設計変更をしなければならない。

ただし、グラウチング仕様で明示された追加孔基準に基づく孔数の変更は概数扱いできる。

また、グラウト注入量は、施工後に数量を確定する。

２） 建設副産物

・建設副産物は概数扱いできるが、数量の確定は、着手前に行うことを原則とする。

ただし、産業廃棄物数量（一般廃棄物は除く）は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）によ

り施工後に数量を確定する。

３） 冬期工事

① 除雪費

☆除雪回数（人力除雪、客土工事に係わる除雪においては除雪量）を公示する。

除雪深ごとの除雪回数を概数扱いできる。ただし、除雪延長・除雪面積、機種の変更は、概

数扱いとすることができない。

② 防寒費

☆防寒費（防寒養生・防寒囲い）の施工に当たり、防寒開始日を公示する。

公示した防寒開始日から日平均気温が４℃を下回る日が前後１０日以上乖離した場合は、実

際の防寒養生、防寒囲いを開始した日に合わせて防寒養生に係る数量を確定し、概数による設

計変更を行えるものとする。

防寒囲い費に係る数量の変更は、概数扱いとすることができない。

※ 防寒費（防寒養生・防寒囲い）は、受注者から提出された工程表等で養生の工程を確認し，妥当

な施工と判断される場合、または異常気象等により当初設計より著しく差違が生じた場合は、条件

変更となるため、通常の設計変更を行うこととする。

※ 受注者の創意工夫または、受注者の責めにより、施工時期が短縮又は超過した部分は設計変更で

きない。



「委託業務」

委託業務における業務数量は、「平面図若しくは標準断面図（定規図）において代表的な幅、長さ、

深度、調査頻度等の数値を示し、これにより算出した業務数量」及び「現場条件に不確定要素が多い

ものの数量や地質･土質調査など履行後でなければ数量の把握ができないものの数量で現地の取り合い

等により、軽微な変更が予想される業務数量」であり、次に掲げるものについて、概数とすることが

できる。

（１） 測量業務

１）一般測量（面関係･海岸含む)

☆起終点や位置及び地域別内訳（耕地（平地）、原野（丘陵地）等）、平均測量幅等などの諸条件

を明示する

・基準点測量、地形測量、応用測量、暗渠排水測量などの点数、延長、面積及びこれら以外の単

位で表されるもの（枚、日など）であっても、概数として扱うことができる。

・上記業務数量の概数の確定により、変更が生じる安全費・技術管理費（精度管理費、成果検定

費）においても、概数の確定による設計変更を行う。

２）打合せ回数

☆打合せ回数を明示する

・測量業務において、他官庁協議等が予想される場合は、これらの回数を概数とできる。

その内容を十分検討の上、委託者が必要と認めた回数を計上し設計変更する。

なお、委託者との打合せ回数、及び配置人員・時間の変更は、通常の設計変更による。

（２） 地質・土質調査

１）調査ボ－リング

☆位置及び１孔ごとの深度や土質などの諸条件を明示する

・１孔ごとの延長や土質区分ごとの延長は概数とできるが、孔数はできない。（但し、他官庁協議

により指示された場合は除く。）

当初の委託目的（層厚、必要支持力等）を委託業務協議簿で相互に確認し、現場でも確認指示

を行うこと。現地調査の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

２）原位置試験等の種類・回数

☆位置及びケ所ごとの試験名、回数を明示する

・公示した位置における試験種類・回数は概数とできる。

当初の委託目的（構造物を設計するために必要とする諸数値等）を委託業務協議簿で相互に確

認すること。

現地調査の内容を検討し、概数の確定による設計変更を行う。

３）打合せ回数

☆打合せ回数を明示する

・地質･土質調査業務において、他官庁協議等が予想される場合は、これらの回数を概数とできる。

その内容を十分検討の上、委託者が必要と認めた回数を計上し設計変更する。

なお、委託者との打合せ回数、及び配置人員・時間の変更は、通常の設計変更による。



（３）設計業務

１）農道等の調査設計延長等及び面工種調査における面積

☆起終点や位置を明示する。

・公示した起終点範囲、位置における延長・面積及びそれに伴う軽微なすりつけは概数とできる。

また、それに伴う諸係数も概数扱いとできる。

現地調査の内容によって、延長や面積等を確定し設計変更する。

２）打合せ回数

☆打合せ回数を明示する

・設計業務において、他官庁協議等が予想される場合は、これらの回数を概数とできる。

その内容を十分検討の上、委託者が必要と認めた回数を計上し設計変更する。

なお、委託者との打合せ回数、配置人員・時間の変更は通常の設計変更による。

３）他官庁協議等による構造物形式等の変更

☆構造物形式を明示する

・他官庁協議中、計画時の資料を用い橋梁設計等の委託業務を行う場合、橋長や構造形式等を概

数扱いとすることができる。

協議等の内容を十分検討して設計変更する。ただし、概数確定見込みが結果的に委託費・期間

に著しい影響を与える場合は、速かに当該部分を設計変更する。

４）仮設構造物の基数や形式

☆同一構造同一形式の仮設物（矢板等）の設計は、計上した基数を明示する。

・土質等により変更する場合、内容を十分検討の上、設計変更する。

５）類似構造物の補正係数

☆類似構造物の補正を行っていることを明示する。

・補正係数が変更となった場合、内容を十分検討の上、設計変更する。

６）その他

・業務数量の概数の確定により、変更が生じる業務成果品費・電算機使用量においても、概数の

確定による設計変更を行う。

（４）用地測量業務

１）用地測量

用地測量の積算は、積算根拠となる既存資料が先に実施される測量調査設計時の平面・横断図

等に基づく想定した用地幅によるものであり、現地等の条件によって数量が不確定となることか

ら、次に掲げるものについては概数とすることができる。

☆ 測量延長、起終点、既存資料に基づく潰地筆数、境界点数等を公示する。

・基準点測量、用地測量などの、点数、延長、面積、筆数、及びこれら以外の単位（枚など）で

あっても、概数として扱うことができる。

現地測量の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。



※1） 復元測量については、管轄登記所において不動産登記法第 14 条地図等が備え付けられておらず、境界点が表

示されていないため、関係権利者が保有する図面若しくは登記所において提出済みの地積測量図等によって、現地

に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合としているが、調査対象地域の境界の確定状況等に鑑み、当初

設計から概数として計上することができる。

※2） 補助基準点の設置は、基準点の配点計画に左右されるため、積算時に配点計画が不確定な場合は概数とするこ

とができる。

※3） ｢用地境界杭の設置｣については、「用地境界仮杭の設置」と同時に行われる場合のみ、積算時点では数量が不

確定なため概数とすることができる。

※4） 用地境界杭の設置を単独で発注する場合は、既に行われた用地測量成果に基づくものであるから、設計数量は

概数扱いできない。但し、土地登記記録の調査及び登記事項要約書の交付については、隣接地が分筆されている

可能性もあることから概数とすることができる。

※5） 画地調整図の作成における各作業数量は、現地等の条件及び管轄登記所との協議によって、必要がある場

合は概数として扱うことができるものとする。

なお、設計変更により画地調整図の作成を取り込む場合においても同様とする。

２）用地予備調査

☆ 調査延長、起終点を公示する。

・予備調査における筆数、枚数について概数として扱うことができる。

現地調査の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

※1） 用地取得補償意見書作成については、当該業務が事業用地の確定を目的とすべきものではないことから、標準

数量をもって確定数量とする。

３）測量調査設計との同時調査における次に掲げる項目

☆ 測量延長、起終点を公示する。

① 作業計画、現地踏査、公共用地管理者との打合せ以外の全ての項目

現地測量の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

４）確定測量等における次に掲げる項目

☆ 地区面積を公示する。

① 確測基準点測量・確測基準点設置

② 境界調査、一筆地測量、地積測量、確定図等の作成

③ 境界確認・境界測量・地積測量図等作成、土地境界立会確認書作成、境界点間測量（境界測

量）、面積計算

④ 資料調査に係る閲覧及び交付

⑤ 建物図面作成

現地測量の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

※1）境界調査、一筆地測量、地積測量、確定図の作成については、調査区域面積の算定根拠となる既存資料では数

量を確定できないため、概数とすることができる。

※2）建物図面作成については、換地業務に係る従前地調査において、建物登記等と現地を比較した結果、増改築等

により、面積が確定できない等、発注時において積算で用いる既存の資料等では、数量を確定できない場合に、



概数とすることができる。

５）打合せ回数

☆打合せ回数を明示する。

・用地測量業務において、他官庁協議等が予想される場合は、これらの回数を概数とできる。

その内容を十分検討のうえ、委託者が必要と認めた回数を計上し設計変更する。

なお、委託者との打合せ回数、及び配置人員・時間の変更は、通常の設計変更による。

６）その他

・業務数量の概数の確定により、変更が生じる安全費・技術管理費（精度管理費、成果検定費）

においても、概数の確定による設計変更を行う。

（５）用地調査業務

概数の確定による調査対象物件（目的物）の変更は基本的にできないが、次の場合は概数とするこ

とができるものとする。

１）補償物件調査（建物）における次に掲げる項目（調査面積及び数量）

☆ 調査対象建物を公示する

① 機械設備の調査・算定（建物内部）

② 見積徴収

③ 生産設備の調査・算定（建物内部）

④ 居住者等の調査

⑤ 動産の調査・算定（建物内部）

⑥ その他通損の補償額算定

現地調査の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

２）補償物件調査（機械設備及び生産設備）における次に掲げる項目（調査面積及び数量）

☆ 調査対象機械設備・生産設備を公示する

① 見積徴収

現地調査の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

３）補償物件調査（立竹木等）における次に掲げる項目（調査面積及び数量）

☆ 調査対象位置を公示する

① 立竹木の調査・算定

② 立毛の調査

③ 墳墓の調査・算定

④ 墓地管理者の調査

⑤ 物件調書の作成

現地調査の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

４）環境影響調査における次に掲げる項目（調査面積及び数量）



☆ 調査対象位置を公示する

① 事前調査（工作物）

② 事後調査（工作物）

③ 騒音の調査

④ 振動の調査

⑤ 騒音振動の同時調査

現地調査の内容によって、概数の確定による設計変更を行う。

５）打合せ回数

☆打合せ回数を明示する。

・用地調査業務において、他官庁協議等が予想される場合は、これらの回数を概数とできる。

その内容を十分検討のうえ、委託者が必要と認めた回数を計上し設計変更する。

なお、委託者との打合せ回数、及び配置人員・時間の変更は、通常の設計変更による。

６）その他

・業務数量の概数の確定により、変更が生じる材料費においても、概数の確定による設計変更を

行う。



別添１

仮 設 工 の 設 計 変 更 に つ い て

仮 設 工

①仮設そのものの「構造 ②設計条件、施工条件（土 ③発注者が仮設物の構造

や仕様、施工方法」につ 質、地下水等）について 等を設計図書に示さない

いて明示する場合 明示する場合 場合

設計条件、施工条件の変更 設計条件、施工条件の変更

により、仮設構造、仕様、 により、標準的仮設が変更

施工方法を変更する場合 となる場合 設計変更の対象としない

設計変更の対象とする

①発注者は受注者の自由な裁量権を拘束する形で施工手段を指定する。この場合、設計条件、構造仕様

施工方法を明示し指定する。

②発注者が技術上必要性等の合理的な理由により設計条件だけを指定する。

例：地元協議に基づき迂回路の幅員、舗装厚、橋梁の設計条件を指定する。

：仮締切の設計水位を指定する。

：仮排水路を設ける場合、隣接地に損害を与えないよう仮排水路の断面、勾配等を指定する。

※ 災害または予測できない事故、事態等が生じた場合に損害の補償について協議の対象となるよう配

慮しておく。



３ 概数等発注に関わる協議簿について

Ⅰ 協議簿

１）工事施工協議簿～別紙－１

２）委託業務協議簿～別紙一２

Ⅱ 留意事項

１）工事施工（委託業務）協議簿は、工事監督員（業務担当員）と現場代理人（管理技術

者）との間の確認を行い、所属長にすみやかに報告し、必要な処置を講ずること。

２）打合せ事項は、変更内容とその理由について簡潔に記載する。

３）必要に応じて図面、資料等を添付する。

４）概数項目について数量の変更がない場合でも、「変更がないこと」の相互確認をする。



別紙－１

役職等
課　　長
出張所長

専門員
次　長

係　長
主　査

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員
主　任
技術者

現　場
代理人

署名等
必要に
応じて

必要に
応じて

役職等
課　　長
出張所長

専門員
次　長

係　長
主　査

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員
会社の
責任者

主　任
技術者

現　場
代理人

署名等

協

議

事

項

合

意

事

項

当該協議月日 　　　　年　　月　　日 前回協議月日 　　　　年　　月　　日

記載者 内　　　　　　　　　容

受　注　者　名

工 事 施 工 協 議 簿

指示　　　承諾

協議　　　報告

　指示（改善）
協議（概数確定）

改善請求及び破壊検査等
指示　　　協議

工　　事　　名
協議簿通し番号



別紙－２

役職等
課　　長
出張所長

専門員
次　長

係　長
主　査

主　任
担当員

担当員
管　理
技術者

担　当
技術者

署名等
必要に
応じて

必要に
応じて

役職等
課　　長
出張所長

専門員
次　長

係　長
主　査

主　任
担当員

担当員
会社の
責任者

管　理
技術者

担　当
技術者

署名等

協

議

事

項

合

意

事

項

当該協議月日 　　　　年　　月　　日 前回協議月日 　　　　年　　月　　日

記載者 内　　　　　　　　　容

受　託　者　名

委 託 業 務 協 議 簿

指示　　　承諾

協議　　　報告

　指示（改善）

協議（概数確定）

指示　　　協議

業　　務　　名
協議簿通し番号



４ 農業土木工事の概数等に関する質疑について

質問・疑問 回答

Ｑｌ 概数等発注とは何か Ａｌ 工事発注等に際して、工事数量の全部
又は一部を概数で積算するとともに施工
条件を明示し、その詳細が判明した時点
で、その工事数量を確定し、必要に応じ
て設計変更処理を行う方法をいいます。

概数として扱える数量は、次のいずれ
かの方法により算出された工事数量とな
ります。

（１）大部分が概数によるもの
ア 標準断面図（定規図）において代表的

な幅、長さ、面積等の数量を示し、これ
により算出した工事数量

イ 現地の取り合い等により、委託成果品
の数量に変更が予想される工事数量

（２）主要部分以外が概数によるもの
ア 工事目的物の主要部分を積算すること

によって、その工事が把握できる場合に
おける工事数量

イ 標準的な工法により設計計上する仮設
工に係る工事数量

Ｑ２ 概数による工事の発注には、どうい Ａ２ 事前に「変更が予想される数量」として
う利点があるか。 契約しているため、現場不符合等の確認

・報告、設計変更上申手続き及び請負人
の承諾等といった事務手続きを行うこと
なく、工事監督員との数量確定協議によ
り工事着手が可能となり、次のような利
点を想定しています。
①積算業務及び入札の効率化
②契約条件の明確化
③事前調査費用のコスト縮減
④工事現場の効率化

Ｑ３ 現在の委託成果品は、ある程度の精 Ａ３ 委託成果品の精度は「適正な予定価格算出
度を持っている。これを概数とするこ に必要な精度」であり、より精度の高い成
とに問題はないか？ 果品を期待するためには、より一層の調査

費・時間を要するものであることから「代
わり得る数量として、概数等発注を行う」
ものであり問題ない。
委託の成果品であっても、現場条件の把握

に一定の制約の中で調査した結果に基づく
数量を積み重ねたものであり、現場条件に
必ずしも一致しない場合がるので、数量を
概数で扱うことができる。



質問・疑問 回答

Ｑ４ 委託成果品を使用して概数等発注す Ａ４ 変更が予想される委託成果品の数量は、平
る場合の数量については、平均断面等 均断面等によらず、そのまま概数としてかま
を用いた概数で算出しなければならな わない。
いのか？

Ｑ５ 設計変更図書の作成を受注者に費用 Ａ５ 変更図面の作成費用は、より精度を高める
を支払いして作成させるのは、委託成 ために必要な委託成果品の修正費用を基本と
果品との関係で重複とならないか？ しており重複とはならない。又、現地測量費

用は現請負工事の現場管理費に含まれている
ことから計上しない。

Ｑ６ 設計変更図書の作成費について、基 Ａ６ 「設計変更に関わる図書等作成歩掛につい
準となる歩掛を示してほしい。 て（平成７年４月７日付設計第２３号設計課

長通知)」による。

Ｑ７ 概数等発注の確定で増額となり地区 Ａ７ 概数等発注においては、概数の確定により
予算に不足を生じた場合にはどの様に 増額となることがあるので、概数とした内容
処理したらよいか？ に応じて的確な予算管理が必要となる。予想

を超過する増額が発生し、地区事業費に不足
を生じる場合には、契約書第２９条に基づき、
契約の目的物の減により処理することとなる
が、これに対応できる工事行程管理が必要で
ある。

Ｑ８ 概数等発注の確定による設計変更金 Ａ８ 基本的には不確定部分の確定に伴う費用で
額の増減の範囲はどの程度まで許され あり限度はない。しかし、契約の内容を大幅
るか？ に変更することを無条件に認めるものではな
また、業者の指名ランクが変わって く、「概数」とするのは工事費・工期 などに

も差し支えないか？ 著しい影響を与えない範囲とすること。
また、概数の確定による設計変更は現契約

内容とまさに分離施工困難であり、指名ラン
クが変わってもやむを得ない。

Ｑ９ 概数等発注を前提として、委託業務 Ａ９ 委託歩掛は概数等発注以外も含めて業務の
内容の一部を簡素化してもよいか？ 内容に対応して作成しているものであり、改
また、委託歩掛を改定するか（取付 定する予定はない。

道路が数箇所ある場合でも、標準箇所 また、委託業務を委託業務内容に応じて簡
のみの設計とする等） 素化することは差支えないが、委託業務の発

注に際してはその仕様書などに業務内容を正
確に公示する必要がある。

Ｑ 10 概数とした数字の算出根拠等は必要 Ａ 10 設計の根拠となる図面・数量計算・設計
か？ 書は整合していることは当然であり、算出

根拠は必要である。



質疑・疑問 回 答

Ｑ 11 概数確定による施工機械規格や市場 Ａ 11 発注者と受注者の協議による概数の確定
単価の施工規模の変更による単価の変 に基づくものであり、問題はない。
更は、概数の範疇で扱うことに問題は
ないか？

Ｑ 12 施工条件を明示する場合は、工事目 Ａ 12 施工条件の変更により設計変更する場合
的物および仮設物を「ゼロ計上」して は、概数確定ではなく通常の設計変更として
もよいか？ 扱うものとする。

Ｑ 13 概数等発注の確定により工事量（契 Ａ 13 概数等発注は契約の目的物の変更を意図
約の目的物）の変更は可能か？ しているものではなく基本的にはできない。

しかし、線工事において簡易な方法で延長
を決定し発注する場合で公示した起終点の変
更がない場合は、概数確定により工事量（契
約の目的物）を設計変更することは差しつか
えない。同様に面工事においても公示した当
初施工予定区域内の耕地面積および耕地面積
を使用し求める数量については、概数確定に
より工事量（契約の目的物）を設計変更する
ことは差しつかえない。

Ｑ 14 概数とした設計内容は必ず、全て設 Ａ 14 想定した数量に変更がなければ、設計変
計変更が伴うのか？ 更を行う必要がない。ただし、数量に変更が

ない場合についても「工事施工協議簿」を作
成し、相互に書面で確認することは必要であ
る。

Ｑ 15 設計変更は工事の不確定部分の一部 Ａ 15 具体的な記載例としては、
又は全部が解消した時点で変更するこ イ．契約書第１７条第１項第１号による「設
ととするが、概数以外の部分の設計変 計図書と工事現場との不一致」を発見した
更を行う必要が生じた時は、これに付 ため。不一致の詳細は以下（または別紙）
帯して概数の全部又は一部を同時に設 のとおり。
計変更することもできるとなっている ロ．概数の確定により変更する。
が、この場合の設計変更上申書の理由 なお、工事内容の拡大設計変更も合わせ
欄はどの様に記載するのか？ て行う場合には、

ハ．事業量の増となった内容を記す。
工事内容の拡大設計変更もあわせて行える

範囲は「工事内容の拡大設計変更について（平
成８年８月２８日付け事調第９１５号）」を
参照のこと。

Ｑ 16 設計変更の図面の表示の方法は？ Ａ 16 概数の確定による設計変更も「設計変更」
であり、「変更設計書の作成要領」による。

Ｑ 17 変更設計書の作成はどのようにする Ａ 17 変更前と変更後の対比が可能となるよう
のか？ に２段書きを基本とする。



質問・疑問 回 答

Ｑ 18 当初概数表示した工種の中で、概数 Ａ 18 概数確定に伴い新たに必要となる項目に
の確定に伴い新たに必要となる項目に ついては、次のとおり取り扱うものとする。
ついては概数確定の対象とできるか？ 例１ 「道路、水路の附帯工で施工位置につ

いて監督員と協議して決定するとした工
種」のうち、その位置の変更等に伴い新
たに必要となる項目は概数確定の対象と
することができる。

ただし、構造・規模・工法の変更は概
数確定の対象とできない。なお、特記仕
様書に「附帯工の位置の変更により新た
に必要となる項目については概数確定の
対象とする」を付記する。

例２ 土工量の概数確定に伴い新たに必要と
なる項目（流用土）は概数確定の対象と
することができる。なお、特記仕様書に
「土工量の概数確定に伴い新たに必要と
なる項目については概数確定の対象とす
る」と付記する。ただし、土工量の概数
確定に伴い新たな土捨場・土取場が必要
となった場合は、「新工種」として扱う
こととし、概数確定の対象とすることは
できない。この場合は、特記事項の追記
を含め通常の設計変更とする。

Ｑ 19 伐開・抜根面積およびコンクリート Ａ 19 面積、取り壊し数量については、概数と
やアスファルトの取り壊し数量は、概 することは可能であり、工事着手前に概数の
数としてよいか？ また、廃棄物処理 確定を行うことを原則とする。また、処理数
数量は概数としマニフェストにより 量についても概数とすることは可能であるが
精算してよいか？ 、概数の確定は、処理着手前に行うことを原

則とする。
ただし、施工後でなければ数量の確定が

できない産業廃棄物数量（一般廃棄物は除
く）については産業廃棄物管理票（マニフ
ェスト）により確定するが、現地において
処理の対象となる産業廃棄物の有無を確認
する必要がある。

なお、産業廃棄物数量には、処理数量の
ほか撤去数量や取り壊し数量、運搬数量も
含まれるものとする。

Ｑ 20 水替ポンプの口径・台数および水替 Ａ 20 水替ポンプについては、排水量を施工条
日数は、不確定要素が多く、迅速な対 件として明示するものとし、施工条件の変更
応が必要な場合が多いので、概数扱い がある場合は、通常の設計変更とする。また、
とできるか。 水替日数は、標準的な作業日数などを設計根

また、ゼロ計上は可能か。 拠としているので、概数とすることはできず、
受注者の責めによる日数増の設計変更もでき
ない。

また、水替についても”Ａ１２”同様、ゼ
ロ計上は概数扱いとせず、通常の設計変更に
よるものとする。



質問・疑問 回 答

Ｑ 21 仮設工法の変更は、概数扱いとし Ａ 21 不確定な数量を概数とすることが原則
てよいか？ であり、工法は概数扱いとはできない。ま

た、構造を指定する必要のない仮設につい
ても施工条件の明示に努め、施工条件の変
更が生じる場合には通常の設計変更を行う
ものとする。

Ｑ 22 客土の運搬土の単位体積重量、変 Ａ 22 工事着手前の調査により確定できる場
化率は概数とできるか？ 合は、概数とすることができる。

なお、特記仕様書に単位体積重量、変化
率を概数として表示する。

Ｑ 23 概数等発注の 終の精算設計変更 Ａ 23 概数等発注とは「概数」表示した内容
は目的物が完成した時点でなければ については、発注者・受注者の相互におい
できない場合が多いと思われるが（出 て変わり得る数量であると認識しお互いに
来高変更）、工事完了後に契約の変 「工事施工協議簿」により確認後施工する
更することに問題はないか？ ものであり、出来高に対して精算設計変更

するものではない。
「工事施工協議簿」により相互確認し、設
計変更することとしたものについては変更
する責務があり、設計変更が終了して工事
が竣工となる。

工期末に概数確定による数量変更が予想
される工事については、設計変更に要する
予算措置とともに、概数の確定を早急に行
う必要がある。

Ｑ 24 建築工事に係る概数等の取扱いに Ａ 24 建築工事に係る概数の取扱いは、建設
ついては、如何に行うのか？ 部制定「営繕工事の概数等発注事務取扱要

領」に準じるものとする。

Ｑ 25 暗渠排水の概数において排水組織 Ａ 25 暗渠排水における排水組織は、吸水渠、
の基本構成に変更がない場合とある 集水渠、水閘（水田・汎用田）、排水口な
がその具体例について示されたい。 どが基本構成となっており、その基本構成

に変更がない場合とは、ほ場の施工面積、
配線間隔、管種（水閘、排水口含む）に変
更がないことをいう。



５ 委託業務の概数等に関する質疑について

質問・疑問 回 答

Ｑｌ 概数等発注の確定による設計 Ａｌ 不確定部分の確定に伴う金額の増減であり 、限度はない。

変更額の増減の範囲は、どの程 しかし、契約の内容を大幅に変更することを無条件に認めるも

度まで許されるか。 のではなく、委託費、期間などに著しく影響を与えない範囲で、

変更契約の金額が当初契約の１／３程度を基本とする。ただし、

ボーリング調査等では、当初設計延長の算出根拠である資料が

妥当なものであれば、現場条件等により結果として、これを超

えることがあってもやむを得ないものとする。

Ｑ２ 概数等発注の確定で増額とな Ａ２ 概数とした内容に応じて、的確な予算管理が必要となる。

り地区予算に不足を生じた場合 予想を超過する増額が発生し、地区事業費に不足を生じることと

には、どのように処理すればよ なった場合は、契約書第２９条（業務委託料の変更に代える設計

いか。 図書の変更）に基づき処理することとなるが、これに対応できる

業務工程管理が必要である。

Ｑ３ 概数とした設計内容は必ず、 Ａ３ 想定した数量に変更がなければ、設計変更を行う必要はない。

全て設計変更が伴うのか。 ただし、協議簿で変更がなかった旨を確認する必要はある。

Ｑ４ 変更設計書の作成は、どのよ Ａ４ 変更前と変更後の対比が可能となるよう、２段書きを基本とす

うに行うのか。 る。

Ｑ５ 概数とした数量等の算出根拠 Ａ５ 設計の根拠となる数量計算書、資料、図面等は整合してなけれ

は必要か。 ばならないため算出根拠は必要である。

また、算出根拠については、 また、算出根拠の資料については、計画資料、図面類、近傍類

どの程度の資料が必要か。 似資料、受益者聞取り資料等の既存の資料とする。

Ｑ６ 概数等発注の見積参考資料 Ａ６ 別に定める「農業土木工事等における設計書作成要領（平成 20

は、金抜き設計書でよいのか。 年 11 月 19 日付け事調第 854 号農政部長通知）」により、全ての

委託業務に係る見積参考資料は、金抜き設計書でよいものとする。

Ｑ７ 概数等発注の 終の設計変更 Ａ７ 業務完了後には行えない。

を業務完了後に行えるか。 概数等発注とは「概数」と表示した内容について、委託者、受

託者の相互で変わり得る数量等であると認識し、「委託業務協議

簿」により確認後実施するもので、出来高に対して設計変更する

ものではない。

「委託業務協議簿」により相互に確認し、設計変更することとし

たものについては変更する責務があり、設計変更が終了して業務

が完了となる。

数量の確定後、設計変更図書作成及び設計変更契約事務の期間

も考慮の上、すみやかに設計変更を行う必要がある。



質問・疑問 回 答

Ｑ８ 業務期間を概数として扱える Ａ８ 概数扱いはできない。

のか。 この場合は、通常の設計変更として処理することができる。

ただし、他官庁協議等の結果、概数部分に増加が生じた場合は、

Ａ７に準じて処理する。

Ｑ９ 打合せ回数や他官庁協議の Ａ９ 概数扱いできる。ただし、その内容を十分検討し、委託者が

回数は、概数として扱える 必要と認めた回数を設計変更の対象とする。

のか。

Ｑ１０ 起終点や位置が、当初と変 Ａ１０ 基準点測量、応用測量、地質調査などの数量で、平面図若し

更がなく地元協議等でルート くは標準断面図（定規図）により代表的な数値（幅、長さ、深

などの変更が予想される場合 度、調査頻度等）で算出した業務数量の場合については概数扱

の延長、面積等は、概数扱い いできる。

できるのか。

Ｑ１１ 当初発注時の起終点や位置 Ａ１１ ○号○線や地番で表示すことを原則とする。

などは、どのように表示する 起終点や範囲等の変更は、概数扱いできない。

のか。 ただし、現地の取り合い等による軽微なすり付けや位置の変

また、起終点や範囲等が当 更、一面工程における同一地番内での面積等の変更は概数扱

初と異なった場合も概数とし いとする。

て扱えるのか。

Ｑ１２ 橋梁工等の設計で、他官庁 Ａ１２ 概数変更できる。

協議等によって、当初と規格 ただし、著しく委託費・期間に影響を与える場合（Ａｌを

・構造等（上・下部工形式や 参考）は、速やかに通常の設計変更を行う。

スパン等）が変更となった場 また、変更概要は、規格・構造等が当初と変更後で異なるこ

合は、通常の設計変更によら とを記載する。

なければならないのか。 （例：単純Ｈ形橋一単純箱桁橋）

また、概数変更が可能な場

合は、変更概要は、どのよう

に記載するのか。



質問・疑問 回 答

Ｑ１３ 農道調査設計において、道 Ａ１３ 概数扱いできる。

路側溝から排水路の設計に変 ただし、運用にあたってはＡ１２と同様とする。

更が予想される場合は概数扱

いできるのか。

Ｑ１４ 土質・地質調査のボーリン Ａ１４ 概数扱いできる。

グ１孔ごとの深度や土質、原 ただし、孔数は概数扱いできない。

位置試験等の種類や回数等は 他官庁協議時に指示された場合の孔数の増減は、概数扱いで

概数扱いできるのか。 きる。

また、孔数についてはどうか。

Ｑ１５ 出来高精算になる可能性も Ａ１５ 概数部分は、事前に委託業務協議簿・資料等で受託者と協議

あるが、その点はどう考えれ し、それ以外は概数確定しない。

ばよいのか。 概数部分の確認は、委託業務協議簿で確認する。

（概数部分の確認は書類上どのよう

に行うべきか。）

Ｑ１６ ボーリング調査の場合は特 Ａ１６ ボーリング調査の場合、必要支持力等を事前に委託業務協議

に、出来高精算になる可能性 簿で相互に確認し、現地でも確認、指示を行い、それ以外は

が高いと思われるが、どう考 概数確定しない。

えればよいのか。

Ｑ１７ 歩掛の細部まで概数として Ａ１７ 歩掛の細部（特記事項及び補正）までは、概数として扱わな

扱うのか。 い。仕様書に事業量、条件等を記載し、その公示内容に対し

（例：農道設計の中の附帯構造物 て変更を行う。

設計図作成の箇所数等） よって、例のような農道設計の中の附帯構造物設計図作成の

箇所数については概数確定は行わない。

Ｑ１８ 延長や面積等の端数は、ど Ａ１８ 当初、設計時点の端数整理と同様に行う。

のように考えるのか。



質問・疑問 回 答

Ｑ１９ 概数等発注の具体的な運用 Ａ１９

例を示されたい。 ①現地細部調査や他官庁協議の結果により、業務項目（橋梁工、

落差工など附帯工設計等）及び附帯構造物形式等の変更を行う

場合。

②農道調査設計等において、現地調査の結果、法面調査やその工

法の検討が必要となる場合。

③他官庁協議により、異なる工法や調査、ルートの検討を指示さ

れた場合。

（例：河川・道々等の横断測量等、ボーリング調査等の箇所数

（ただし、当初契約にその業務が含まれている場合に限る。））

Ｑ２０ 基準点測量における新点数 Ａ２０ 基準点測量における新点の設置は、北海道公共測量作業規程

は概数扱いできるのか。 に基づき、現地の視通等を勘案し配点計画を立てることになっ

ている。

積算時点で、これらの把握が困難な場合は、標準的な数量を

計上し、概数扱いできるものとする。

Ｑ２１ 概数確定による市場単価の Ａ２１ 発注者と受託者の協議による概数の確定に基づくものであ

規格区分（補正区分）の変更 り、問題はない。

による単価の変更は、概数の

範疇で扱うことに問題はな

いか？
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