
平成 31 年 4 月 17 日 
 
 
会  員  各  位 

 
 

一般社団法人 愛知県建設業協会 
専務理事 大 西 克 義 

 
 
 

平成 31 年度「国土交通省土木工事積算基準の改定概要等説明会」 
及び特別講演「公共工事の執行に係わる最近の動向について」の 

開催のご案内 
 
 
標記につきまして、このたび一般財団法人建設物価調査会から別紙のとおり 

 
公共工事に携わる土木技術者の方々を対象に、積算業務等に関する実務講習会 
 
を開催する旨、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。 
 

以 上 
 

 



 

 

2019年度（平成 31年度） 

「国土交通省土木工事積算基準の 

改定概要等説明会」及び 

特別講演「公共工事の執行に係わる 

最近の動向について」 
開催のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPDS（継続学習制度）認定：4 ユニット 

※その他 CPD への換算は各認定団体の定めによります 

特別講演「公共工事の執行に係わる最近の動向について」 

 公共工事を取り巻く状況について 

「2019年度（平成 31年度）積算基準・標準歩掛の改定概要について」 

 土木工事標準歩掛の改定概要・内容について 

※開始時間・説明内容は一部変更になる場合がございます。 

■13:00～15:30 

 

■15:30～16:30 

  

カリキュラム 受付時間 12:15～ 

インターネット先行予約受付中 

お申し込みはコチラ！ 

https://book.kensetu-navi.com/ 

建設物価 BookStore 

オンラインショップ 



■開催日程 

月 日 開催地 会場 

6 月 
26 日（水） 名古屋 ウィルあいち 4階 ウィルホール 名古屋市東区上竪杉町１ 

28 日（金） 静岡 男女共同参画センターあざれあ 6 階 大ホール 静岡市駿河区馬渕 1-17-1 

 

■実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 一般財団法人 建設物価調査会 

後援 国土交通省 
一般社団法人 全国建設業協会 

一般社団法人 全国測量設計業協会連合会 

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会 

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会 

一般社団法人 日本橋梁建設協会 

一般社団法人 日本基礎建設協会 

一般社団法人 日本造園建設業協会 

一般社団法人 日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会 

一般社団法人 日本道路建設業協会 

一般社団法人 日本建設業経営協会 

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

一般社団法人 日本機械土工協会 

一般社団法人 日本建設業連合会 

一般社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会 

一般社団法人 全国中小建設業協会       ＜予定・順不同> 

無料 

国土交通省、各地方整備局担当官ほか 

2019 年度版（平成 31 年度版）『国土交通省土木工事積算基準』 11,000 円（税別） 5月下旬発行予定 

1.Web サイト「建設物価 BookStore」にてご購入いただけます。 

2.会場販売は行っていません。 

1.学習履歴（記録）の申請は各自でお願いします。 

2.受講証明書は説明会終了後に配布します。 

3.CPDS について 

学習履歴を申請された方には 4ユニットが付与・登録されます。 

4.CPD について 

(1) 認定は認定団体の定めによります。 

(2) 所属団体指定の申請書をお持ちの方には、説明会終了後、受講証明印を押印します。 

当会に起因する場合を除き、受講者・受講希望者が当会講習会を受講できなかったことにより発生した一切の損害、損失、不利益等に

ついて、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

一般財団法人 建設物価調査会 事業普及部 

【講習会業務代行】 株式会社 建設物価サービス 

             〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-11（日本橋府川ビル）TEL03-3663-8711 

 

建設物価 BookStore 

参加料 

講師 

参考書籍 

 

 

CPDS・CPD 

 

 

 

 

 

 

注意事項  

 

問い合わせ先 

インターネット 

先行予約受付中 

お申し込みはコチラ！ 

■申込方法 

 Web サイト「建設物価 BookStore」からお申し込みください。 

 ※受付後、返信メールで受講票を発行します。必ずプリントアウトして、当日持参してください。 

    参加者の変更は差し支えありません。 



（一社）愛知県建設業協会
会　員　各　位 一般財団法人　建設物価調査会

　■土木工事標準歩掛の改定■ 　　■施工パッケージの改定■

☆ お支払いは、宅配便にて、代金引換（領収書付き）でお届けいたします。【送料420円・代引手数料270円】

☆ 図書により発行時期が異なりますので、お申込いただいた図書は発行次第順次発送となります。

☆ お申込み後に料金改定が生じた場合は、確認、了承後に発送いたします。

☆ お申込みは、専用申込書にご記入のうえ、FAXにてお申込みください。

一般財団法人　建設物価調査会

株式会社 建設物価サービス 名古屋営業所 担当：山本

【販売業務代行】

〒460-0004　愛知県名古屋市中区新栄町2丁目13番地（栄第一生命ビルディング）

TEL： FAX：

<発行元>　

<申込先>　

2019年4月

謹啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、この度、2019年度版（平成31年度版）「国土交通省土木工事積算基準」（国土交通省大臣官房技
術調査課　監修）を発行することとなりました。国土交通省公表の土木工事標準歩掛を網羅した積算基準
書となっており、最新の施工パッケージ型積算方式も収録しています。
　改定概要の詳細については下記＜2019年度版（平成31年度版）改定概要＞をご参照ください。
　つきましては、今般の改正・制定に関連した図書を、別紙のとおりご案内させていただきますので、
よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

052-961-3404 052-961-3405

＜2019年度版（平成31年度版）改定概要＞ 
 
□改定のポイント 
◆i-Constructionの貫徹 
 ・現場管理費の改定 
 ・ICT積算基準の新設 
 
◆働き方改革に取り組める環境整備 
 ・週休2日に取り組む際の必要経費の計上 
 
◆品確法を踏まえた積算基準の改定 
 ・間接工事費の施工地域補正の適用工種拡大 
 ・熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等 
 ・被災地域における間接工事費の補正係数（継続） 

•土工

•土工（ICT）

•吹付のり面とりこわし工

•排水構造物工

•コンクリート削孔工

•殻運搬

•土工（砂防）

•路盤工

•路盤工（ICT）

•アスファルト舗装工

•排水性アスファルト舗装工

•立入り防止柵工

•路側工（据付け）

•道路付属物設置工

•舗装版破砕工

•側溝清掃工（人力清掃工）

•沓座拡幅工

日当たり施工量、労務、資機材等の改定

◆17工種

◆1工種 •法面工（仮設用モルタル吹付工）

•構造物補修工（ひび割れ補修工）［充てん工法］

•構造物補修工（ひび割れ補修工）［低圧注入工法］

•構造物補修工（断面修復工）［左官工法］

•軟弱地盤処理工（スラリー撹拌工）

•函渠工（大型プレキャストボックスカルバート工）

•場所打杭工（全回転式オールケーシング工）

•場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）

•敷鉄板設置・撤去工

•路面切削工（切削オーバーレイ工）

•トンネル工（NATM）［発破工法］

•トンネル工（NATM）［機械掘削工法］

•小断面トンネル工（NATM）

新規制定

維持修繕に関する歩掛の改定（適用範囲の拡大）

◆3工種

日当たり施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種

◆9工種

※画像は平成30年度版です。 



行き

■積算技術図書

■定期購読　※すでにご利用の方は、改めてご注文の必要はありません。

5310 改訂９版 土木工事の実行予算と施工計画 2017年12月 5,184円　 冊

1155 改訂５５版 建設工事標準歩掛 2018年10月 16,848円　 冊

（一社）愛知県建設業協会　会員様専用FAX申込書

　　　　　　　　　■お問合せ先

CODE 雑　誌　名 発行時期 定価(税込) 購入数

＜発行元＞一般財団法人　建設物価調査会

＜販売代行＞株式会社　建設物価サービス

※記載の価格、送料、代引き手数料は

図書発送方法： 発刊次第、順次発送となります。

お申込みFAX 052-961-3405

お支払方法： 宅配便にて、代金引換（領収書付き）でお届けいたします。※送料420円、代引手数料270 円をご負担いただきます。

1231 2019年度版
（平成31年度版） 国土交通省土木工事積算基準 2019年5月末予定 11,880円　 冊

冊

1923 改訂20版 国土交通省土木工事積算基準による諸経費率早見表 2019年6月予定 7,560円　 冊

1331 2019年度版
（平成31年度版）

4620 2019年度版
（平成31年度版） 国土交通省機械設備工事積算基準 2019年6月予定 6,696円　 冊

7019 2019年度版 建設物価　推進工事用機械器具等基礎価格表 2019年6月予定 8,316円　 冊

3807 改訂６版 土木施工の実際と解説　上巻 2017年11月 12,960円　 冊

3808 改訂６版 土木施工の実際と解説　下巻 2017年11月 12,960円　 冊

　月刊「建設物価」   年　　　　　月号　　 3,920円　 冊

　季刊「土木コスト情報」＜年4回：4・7・10・1月発行＞
　　　※2019年4月（春）号から価格が変更になりました。

  　　年　　　　　月号　　 3,596円　 冊

　季刊「建築コスト情報」＜年4回：4・7・10・1月発行＞   年　　　　　月号　　 4,740円　 冊

購入総金額：　　　　　　　　　　　　　　　　　円　＋690円　（送料・代引手数料）　　/　　購入総冊数：　　　　　　　冊

年４回

雑　誌　名 送本数 年間購読料(税込) 開始月 申込部数

　　　　38,280円/年 月号から 部

隔月 　　　　21,330円/年 月号から 部

　　　　15,240円/年 月号から 部

季刊「土木コスト情報」 年４回刊
(4月・7月・10月・1月)

　　　　12,960円/年 月号から 部

月刊「建設物価」

毎月

お客様CODE
※ご存知でしたら
ご記入ください

〒　　　　　-

冊
（他に必要な図書がありましたら、署名・冊数をご記入ください）

■オンラインショップ『建設物価BookStore』記載の「ご利用規約」「プライバシーポリシー」が適用されます。同意の上ご注文ください。

季刊「建築コスト情報」 年４回刊
(4月・7月・10月・1月)

部　　　　16,260円/年 月号から

部署名

フリガナ

担当者名

フリガナ

※＜定期刊行物ご返品について＞　お客様のご都合により、購読期間中に中途解約される場合は、「送本済冊数×定価」にてご精算させていただきます。

□一般建設会社(建築・土木一式が主)　　□一般建設会社(建築一式が主)　　□一般建設会社(土木一式が主)　　□一般建設会社(その他工種)

□特定建設会社(建築・土木一式が主)　　□特定建設会社(建築一式が主)　　□特定建設会社(土木一式が主)　　□特定建設会社(その他工種)

会社名・団体名

フリガナ

備考欄

ご住所

TEL

ご記入内容は、発送、請求等の手続きに利用するほか、（一財）建設物価調査会の講習会、刊行物等のご案内を郵便、ＦＡＸ、メール等にてお送りするために
利用させて頂きます。これらの案内等が不要の場合は、次に○をお付けください。　　　【　不要　FAX：　　　　　　-　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　】

T5019025AコレA申込書有効期限：2019年6月30日

※商品の性質上、返品についてはご容赦ください。（乱丁・落丁はお取替えいたします。）

※送本等の一部の業務については、個人情報の保護に関する法令等の守秘義務を締結した協力会社に委託することがあります。

■恐れ入りますが、貴社業種分類を下記にチェック願います。

□マンション管理関連　　□建設関連ソフト開発　　□ＪＲ　　□ＮＴＴ　　□高速道路　　□その他

□協会・団体　　□電力・ガス等公益　　□建設等コンサル等　　□補償コンサル等　　□不動産鑑定　　□調査・測量　　□建築・設備設計・積算会社

FAX

TEL: 052-961-3404

名古屋 山本

2019年4月16日 現在のものです。変更の場合、ご連絡の上ご了承後発送いたします

土木工事積算基準マニュアル 2019年8月予定 12,096円　


