
令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要 改　正　内　容

通達資料の改正 ２ 土地改良事業等請負工事の価格積算要領　（昭和52年2月22日付け開総第195号農地開発部長通知）の一部改正
・改正内容は、新旧対照表による。

３ 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準　（昭和52年2月22日付け開総第195号農地開発部長通知）の一部改正
・改正内容は、新旧対照表による。

４ 鋼橋製作架設工事価格積算要領　（昭和61年3月6日付け設管第46号農地開発部長通知）の一部改正
・改正内容は、新旧対照表による。

７ 土地改良事業等機械経費積算要領　（昭和57年4月1日付け設計第189号農地開発部長通知）の一部改正
・改正内容は、新旧対照表による。



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要 改　正　内　容

標準歩掛の改正 土地改良事業等適用標準歩掛　（平成17年9月29日付け事調第592号農政部長通知）の一部改正

農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。

改正内容は、各工種の改正一覧表による。

Ａ　共通仮設

Ｂ　土工

Ｃ　共通工

Ｄ　コンクリート工

Ｅ　管渠工

Ｆ　水路工

Ｇ　基礎工

Ｈ　法面工

Ｉ　道路工

Ｊ　道路附帯工

Ｋ　橋梁工

Ｌ　地すべり防止工

Ｍ　農地造成改良工

Ｎ　暗渠排水工

Ｏ　ほ場整備・客土工

Ｑ　海岸保全

Ｒ　仮設工

Ｓ　営農飲雑用水施設工

Ｔ　冬期工事

Ｘ　土木工事市場単価・土木工事標準単価

・改正内容は、新旧対照表による。



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要 改　正　内　容

◎全面改正は以下のとおり。

該当なし

◎歩掛の新設は以下のとおり。

Ｏ　ほ場整備・客土工－　Ｏ～1040　畦畔整形工

◎歩掛の廃止は以下のとおり。

該当なし



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要 改　正　内　容

運用の改正 土地改良事業等請負工事積算基準等の運用（平成17年9月29日付け事調第589号農政部長通知）の一部改正

農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。

改正内容は、各工種の改正一覧表による。

Ⅰ　参考歩掛
Ⅱ　土地改良事業等工事積算基準等の運用
Ⅲ　資料

・改正内容は、新旧対照表による。



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表
歩掛コード
(積算基準)

歩掛コード
(参考資料)

名　称 区分 改　正　内　容

〔通達資料〕
2 土地改良事業等請負工事の価格積算要綱 改正 字句の追加、数値の追加

3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 改正
字句の追加、改正（別表１共通仮設費率適用範囲）
字句、数値の追加（別表２共通仮設費率）

4 鋼橋製作架設工事価格積算要領 改正 字句の追加
7 土地改良事業等機械経費積算要領 改正 字句の削除、番号の改正



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表
歩掛コード
(積算基準)

歩掛コード
(参考資料)

名　称 区分 改　正　内　容

〔Ａ共通仮設〕
A～1000 運搬費 改正 ・字句の改正

A～1100 重建設機械分解・組立・輸送 改正
・字句の改正、削除、追加
・表の字句及び数値の追加、削除、改正

〔Ｂ土工〕
B～0800 土量変化率等 改正 ・字句の追加、削除、改正
B～1200 すき取り土法覆基材工 改正 ・字句の追加、削除
B～3080 不整地運搬車（土砂類） 改正 ・字句の追加

〔Ｃ共通工〕
C～1300 コンクリートブロック積（張）工 改正 ・字句の追加、削除、改正
C～2100 場所打擁壁工 改正 ・字句の追加

C～2200
補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁、ジオ
テキスタイル補強土壁）

改正

・字句の追加、削除、改正
・図の追加、改正
・フローの追加、改正
・番号の改正、表の追加

C～2210 補強盛土工 改正 ・字句の追加、改正
C～3000 人力運搬工 改正 ・字句の改正
C～3030 現場発生品及び支給品運搬 改正 ・字句の改正
C～3050 不整地運搬車 改正 ・字句の追加
C～3070 鋼橋桁運搬 改正 ・数値の改正
C～4020 舗装版切断工 改正 ・字句の改正
C～5000 殻運搬 改正 ・字句の追加
C～6000 旧橋撤去工 改正 ・字句の改正

〔Ｄコンクリート工〕

D～1000 コンクリート工 改正
・字句の追加、削除、改正
・数値の追加、改正

〔Ｅ管渠工〕
E～1000 管水路基礎 改正 ・表内、字句の追加、削除
E～2000 鉄筋コンクリート管設置（φ250～1,000㎜） 改正 ・字句の追加、改正
E～2010 排水構造物工 改正 ・字句の改正、削除
E～2200 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 改正 ・字句の追加
E～2210 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 改正 ・字句の追加、改正
E～2320 農業用ポリエチレン管布設 改正 ・字句の追加、削除
E～2500 強化プラスチック複合管機械布設 改正 ・字句の追加、改正
E～2520 強化プラスチック複合管機械布設（たて込み簡易土 改正 ・字句の追加、改正
E～2700 ダグタイル鋳鉄管機械布設 改正 ・字句の追加、改正
E～2710 ダグタイル鋳鉄管機械布設（たて込み簡易土留） 改正 ・字句の追加、改正
E～3030 制水弁機械据付 改正 ・字句の追加、改正



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表
歩掛コード
(積算基準)

歩掛コード
(参考資料)

名　称 区分 改　正　内　容

〔Ｆ水路工〕
F～1020 巻止工・横帯工据付 改正 ・字句の追加、削除、改正
F～1030 護岸基礎ブロック工 改正 ・字句の改正
F～1200 鉄筋コンクリートＬ形ブロック据付 改正 ・字句の追加、改正
F～1300 柵渠工（ＰＣ、ＲＣ板） 改正 ・字句の追加、改正、削除
F～1400 排水構造物工（ボックスカルバート） 改正 ・字句の追加、削除、改正、番号の改正
F～1410 小函渠工据付 改正 ・字句の追加、改正

〔Ｇ基礎工〕
G～1010 木杭打(大型ブレーカ打込)→木杭打(油圧ブレーカ打 改正 ・字句の追加、削除
G～1200 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工） 改正 ・字句の追加、削除
G～1210 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工法） 改正 ・字句の追加、削除
G～1310 既製コンクリート杭カットオフ工 改正 ・字句の削除
G～1320 頭部切揃工 改正 ・字句の削除
G～2000 場所打杭工（全回転式オールケーシング工） 改正 ・字句の改正
G～2010

場所打杭工（アースオーガ工・硬質地盤用アースオー
ガ工）

改正 ・フロー図の改正、字句の追加
G～2020 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） 改正 ・字句の削除
G～2100 Ｈ形鋼打込（プレボーリング） 改正 ・字句の削除
G～2310 バックホウ装着式油圧バイブロハンマ 改正 ・字句の追加
G～2320 鋼矢板打込（アースオーガ併用圧入） 改正 ・字句の改正
G～2330 鋼矢板圧入・引抜き 改正 ・字句の追加、改正及び数値の改正

〔Ｈ法面工〕
H～3010 二重ふとんかご工 改正 ・字句の追加、削除
H～4120 特殊かご工 改正 ・字句の追加、削除
H～4200 プレキャスト法枠工 改正 ・字句の追加、削除

〔Ｉ道路工〕
I～2010 路盤工 改正 ・字句の追加、改正
I～2210 砂利道路面処理工 改正 ・字句の追加、改正
I～2300 安定処理工 改正 ・字句の追加、削除、改正
I～3000 アスファルト舗装工 改正 ・字句の追加、改正

〔Ｊ道路附帯工〕
J～2100 鋼製大型視線誘導標設置 改正 ・字句の追加、削除、改正
J～2300 ガードケーブル工 改正 ・字句の追加、削除、改正
J～3100 防雪柵設置及び撤去工 改正 ・字句の改正

〔Ｋ橋梁工〕
K～1000 鋼橋製作工 改正 ・字句の追加
K～3100 鋼橋架設工 改正 ・字句の追加、改正
K～4000 ポストテンション桁製作工 改正 ・字句の追加
K～4200 ＰＣ橋架設工 改正 ・字句の追加、削除、改正
K～5010 橋梁付属施設設置工（橋梁用高欄） 改正 ・字句の追加
K～5040 橋梁排水管設置工 改正 ・字句の追加、削除、改正



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表
歩掛コード
(積算基準)

歩掛コード
(参考資料)

名　称 区分 改　正　内　容

〔Ｌ地すべり防止工〕
L～1110 集排水ボーリング孔洗浄工 改正 ・字句の追加
L～2000 かご工（地すべり防止工事用） 改正 ・字句の追加、削除
L～2200 山腹水路工（地すべり防止工事用） 改正 ・字句の追加、削除

〔Ｍ農地造成改良工〕
Ｍ～1080 心土破砕 改正 ・字句の削除
Ｍ～2000 改良山成工 改正 ・字句の追加、削除

〔Ｎ暗渠排水工〕
N～1000 トレンチャ掘削 改正 ・字句の追加、削除
N～1010 バックホウ掘削 改正 ・字句の追加、削除
N～2130 疎水材投入 改正 ・字句の追加、削除
N～3000 集中管理孔設置 改正 ・字句の追加、削除、改正

〔Ｏほ場整備・客土工〕
O～1030 畦畔築立工 改正 ・字句の追加、削除
O～1040 畦畔整形工 新設 ・歩掛新設
O～2000 ダンプトラック 改正 ・字句の追加

〔Ｑ海岸保全〕
Q～1000 消波根固めブロック工 改正 ・字句の改正
Q～1100 消波工（一連作業） 改正 ・字句の追加、削除、改正
Q～3000 回航・えい航費 改正 ・字句の追加、改正
Q～3100 供用係数 改正 ・数値の改正

〔Ｒ仮設工〕
R～1000 水替工 改正 ・字句の追加、削除
R～1010 水替工（小口径） 改正 ・字句の追加、改正
R～1200 大型土のう設置工 改正 ・字句の追加、削除、改正

R～1210 鋼製仮橋工 改正
・字句の追加、削除、改正
・数値の改正

R～2000 足場工 改正 ・字句の追加
R～2110 たて込み簡易土留工 改正 ・字句の追加、改正
R～2500 立坑工 改正 ・字句の追加、削除、改正
R～2600 覆工板開閉工 改正 ・字句の追加、改正

〔Ｓ営農飲雑用水施設工〕
S～1000 鋳鉄管吊込み据付（機械力） 改正 ・字句の追加、改正
S～1300 伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 改正 ・字句の追加、削除、改正
S～1900 鋳鉄製仕切弁設置（機械力） 改正 ・字句の追加、改正
S～1910 鋳鉄・鋼板製バタフライ弁設置（機械力） 改正 ・字句の追加、改正

〔Ｔ冬期工事〕
T～0300 除雪工 改正 ・字句の追加
T～1110 防寒囲い工 改正 ・数値の改正

〔Ｘ市場単価〕
X～1100 構造物とりこわし工［標準単価］ 改正 ・字句の追加
X～2020 吹付枠工 改正 ・字句の追加、番号の改正
X～5000 橋梁塗装工［標準単価］ 改正 ・字句の追加、表の追加



令和４年度　土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表
歩掛コード
(積算基準)

歩掛コード
(参考資料)

名　称 区分 改　正　内　容

〔Ⅰ　参考歩掛〕
A～3040 機械洗浄 改正 ・数値の改正
E～2340 高密度ポリエチレン管機械布設 改正 ・字句の追加、改正
F～5000 小水路掘削工（バックホウ専用バケット） 改正 ・字句の追加、削除
F～5100 小水路掘削工（床下げ） 改正 ・字句の追加、削除
M～1990 基盤整地（簡易整地） 改正 ・字句の追加、改正、数値の改正、表の追加

〔Ⅱ 運用〕
2 土地改良事業等請負工事の価格積算要領の運用事項 改正 ・字句の改正
9 土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項 改正 ・字句の改正、追加

〔Ⅲ 資料〕
1 B～0810 作業日当り標準作業量 改正 〔Ｂ 土工〕　字句および数値の追加、改正
1 C～1300 　　〃 改正 〔Ｃ 共通工〕　字句及び数値の削除
1 C～2200 　　〃 改正 〔Ｃ 共通工〕　字句の追加、削除、数値の改正
1 C～2210 　　〃 改正 〔Ｃ 共通工〕　字句及び数値の改正
1 F～1400 　　〃 改正 〔Ｆ 水路工〕　字句及び数値の追加、改正、番号の改正
1 K～5040 　　〃 改正 〔Ｋ 橋梁工〕　字句及び数値の追加、削除、改正
3 移動式クレーンの規格別作業能力表 改正 ・字句の追加
4 職種区分表 改正 〔14　運転手（特殊）〕　字句の追加、改正


