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第 1 章 設計業務等積算基準 

第1節 設計業務等積算基準 

1-1 適用範囲 

この積算基準は，橋梁補修設計業務委託に適用する。 

1-2 業務委託料 

1. 業務委託料の構成 

               直接人件費         
                       
            直接原価            
                       
         業務原価      直接経費   旅費交通費      
                     
      業務価格            電子成果品

作成費 

     
   

 
                  

   業務価格               電子計算機使用料および機械器具損料 
                 
                  特許使用料   
                    
                  その他      
                       

業務委託料                     その他原価 
                    

            間接原価            
                       
                        
                        
            一般管理費等         
                    
                        
                        
         詳細調査業務費            
                    
   消費税相当額                  
                    

2. 業務委託料の構成費目の内容 

(1) 直接原価 

「設計業務等積算基準」による。 

(2) 間接原価 

「設計業務等積算基準」による。 

(3) 一般管理費等 

「設計業務等積算基準」による。 

(4) 詳細調査業務費 

詳細調査業務費は，現地等において各種試験等を実施する費用である。 

1-3 業務委託料の積算 

1. 建設コンサルタントに委託する場合 

(1) 業務委託料の積算方式 

「設計業務等積算基準」による。 

(2) 各構成要素の算定 

1) 直接人件費 

「設計業務等積算基準」による。 

2) 直接経費 

「設計業務等積算基準」による。 

3) その他原価 

「設計業務等積算基準」による。 

4) 一般管理費等 

「設計業務等積算基準」による。 

5) 詳細調査業務費 

詳細調査業務については「地質調査積算基準」による。 

6) 消費税相当額 

「設計業務等積算基準」による。 

2. 個人（建設コンサルタント以外の個人をいう）に委託する場合（諸謝金による場合を除く。） 

「設計業務等積算基準」による。 
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1-4 設計変更の積算 

「設計業務等積算基準」による。 

第2節 電子成果品作成費 

「設計業務等標準積算基準書 広島県‐第 3編 設計業務編‐第 1章 設計業務等積算基準」による。 
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第 2 章 設計業務等標準歩掛 

第1節 橋梁補修設計業務標準歩掛 

1-1 橋梁補修設計業務標準歩掛（橋長 15m以上 100m以下） 

1. 局部的・限定的な損傷 

（1橋当り） 

職種 

 

区分 

直接人件費 

主任 

技術者 

技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 

現地調査・業務計画書作成    1.5 2.0 2.0  

補修工法検討・原因除去対策検討   0.5 1.0 2.5 2.0  

図面・数量計算書・概算工事費作成     1.0 2.0 2.0 

照査    0.5 1.0   

報告書作成    1.0 1.0  1.0 

合計   0.5 4.0 7.5 6.0 3.0 

(注) 1.対象橋梁全体（上部工・下部工）を対象とする。 

2.調査に際して，橋梁点検車等が必要な場合は別途計上する。 

3.径間・橋脚等の補正は行わない。 

4.仮設計画等において，構造計算が必要な特殊な方法を用いる場合は別途考慮する。 

2. 全体的な損傷 

（1橋当り） 

職種 

 

区分 

直接人件費 

主任 

技術者 

技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 

現地調査・業務計画書作成    1.5 2.0 2.0  

補修工法検討・原因除去対策検討   0.5 1.0 2.5 2.0  

損傷図補完 

【上部工】(標準歩掛：1径間) 

    
0.5 1.5  

図面・数量計算書・概算工事費作成

【上部工】(標準歩掛：1径間) 

    
1.0 3.0 3.0 

損傷図補完 

【下部工】(標準歩掛：橋脚なし） 

    
0.5 1.5  

図面・数量計算書・概算工事費作成

【下部工】(標準歩掛：橋脚なし） 

    
1.0 2.0 2.0 

照査    0.5 1.0   

報告書作成    1.0 1.0  1.0 

合計   0.5 4.0 9.5 12.0 6.0 

(注) 1.調査に際して，橋梁点検車等が必要な場合は別途計上する。 

2.損傷図補完，図面・数量計算書・概算工事費作成は損傷のある構造（上部工・下部工）ごとに計

上する。 

3.上部工・下部工いずれかが局部的・限定的な損傷の場合は，図面・数量計算書・概算工事費作成

のみ計上する。 

4. 仮設計画等において，構造計算が必要な特殊な方法を用いる場合は別途考慮する。 

3. 標準歩掛の補正 

(1) 径間数による補正 

径間数が 2径間以上の場合は，損傷図補完【上部工】，図面・数量計算書・概算工事費作成【上部工】歩

掛を 70％増とする。 

(2) 橋脚有無による補正 

橋脚がある場合は，損傷図補完【下部工】，図面・数量計算書・概算工事費作成【下部工】を 50％増と

する。 
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1-2 橋梁補修設計業務標準歩掛（橋長 2m以上 15m未満） 

1. 標準歩掛 

（1橋当り） 

職種 

 

区分 

直接人件費 

主任 

技術者 

技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 

現地調査・業務計画書作成    1.0 1.0 0.5  

補修工法検討・原因除去対策検討    0.5 1.5 1.0  

図面・数量計算書・概算工事費作成 

（標準歩掛：片側 1車線相当まで） 
    1.0 2.5 3.5 

照査    0.5    

報告書作成     0.5 0.5 0.5 

合計    2.0 4.0 4.5 4.0 

(注) 1.対象橋梁全体（上部工・下部工）を対象とする。 

2.調査に際して，橋梁点検車等が必要な場合は別途計上する。 

3.「現地調査・業務計画書作成」，「補修工法検討・原因除去対策検討」については，業務段階に

応じて部分的に使用できる。 

4.架替・部材更新等の詳細設計については対象外とする。 

5. 仮設計画等において，構造計算が必要な特殊な方法を用いる場合は別途考慮する。 

2. 標準歩掛の補正 

(1) 車線数による補正 

車線数が，片側 2車線以上の場合は，図面・数量計算書・概算工事費作成を 25％増とする。 

1-3 詳細調査業務 

損傷原因の推定が現地調査，既存の点検結果等で困難な場合，又は，工法選定上必要な場合は詳細調査として

次の試験のうち，必要な調査を計上する。 

1. 各種試験費 

名称 規格 単位 単価 備考 

反発度法 シュミットハンマー法 箇所 3,800  

圧縮強度試験 JIS A 1107 検体 6,000  

静弾性係数試験 JIS A 1149 検体 11,000  

はつり調査 0.3×0.3×0.05m程度 箇所 20,000 補修費・処分費を含む 

電磁レーダー法  箇所 5,000 1m2程度/箇所 

電磁誘導法  箇所 5,000 1m2程度/箇所 

コア採取 φ100×200mm 本 17,000 補修費・処分費を含む 

残存膨張量試験 JCI-DD2法 検体 60,000  

塩化物イオン含有量試験 JIS A 1154 スライス 13,400  

中性化試験 フェノールフタレイン法 検体 4,300  

1-4 その他 

1. 打合せ 

中間打合せの回数は 1回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を変更する場合は，

1回当たり，中間打合せ 1回の人員を増減する。 
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