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改 定 履 歴鰺 福’勵 鯲参考
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No. 改定日改定日改定日改定日 対象箇所対象箇所対象箇所対象箇所 改定不容改定不容改定不容改定不容

臤 烋成𦣪舄烝臤𦣪鏤舙日 全体 烋成𦣪舄烝臤𦣪鏤版作成

𦣪 烋成𦣪𦧝烝臽鏤臤臿日 51頁 工事一時中溺癉伴う増加費用等癮積算

癉疢い瘳𤩍瓖橋梁保全工事瓘癮率を追加

臬 痛和𦣪烝臬鏤臤𦣪日 51頁 別表臃臤を全面改定

臽 痛和臬烝臽鏤臤日 69蒦79頁 土木設計業務等変更祘イ穵箐イ篖追加

改 定 履 歴鰺 鯖江市 鯲

No. 改定日改定日改定日改定日 対象箇所対象箇所対象箇所対象箇所 改定不容改定不容改定不容改定不容

臤 烋成𦣪臬烝臬鏤𦧝日 全体 烋成𦣪臬烝臬鏤版作成

鯖江市建設工事 設計変更癮手引疷

𦣪 痛和臬烝舙鏤臤日 全体 工事請負契約等癉疢痏矞祘イ穵箐イ篖

膅総合版䐢鯖江市版癉改定



工事請筮工事請筮工事請筮工事請筮契約等┋契約等┋契約等┋契約等┋ジデ┫╃┻ぉふ┻ンジデ┫╃┻ぉふ┻ンジデ┫╃┻ぉふ┻ンジデ┫╃┻ぉふ┻ン((((総合葉総合葉総合葉総合葉))))┎概要┎概要┎概要┎概要

筑╃┻ぉふ┻ン┏ﾎ設計変更┎対象事項┤必要┊手怦ゾ

┊┉┲明┩ズ┋ベ┫バ┈┋┨┪ﾎ改柏品確法┎基筑理念┋

基┅く必要┊設計変更┲適ε┋行いﾎ公共工事┎品質確保

┲轄┫〞┡策定ブ〞┢┎┇あ┫ﾏ

キキキキ 工事設計工事設計工事設計工事設計変更変更変更変更╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン

ﾓ設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]れÖ嬰能┊╈ろ]ﾎ

手怦ゾ┎流┬等┋┄い┆明記

位位位位 工事一時中拍┋Ｉ┫工事一時中拍┋Ｉ┫工事一時中拍┋Ｉ┫工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン

ﾓ唄発注者ゼ工事一時中拍┋┄い┆ﾎ適柏┊対応┲行う

〞┡┎手怦ゾ等┋┄い┆明記

低低低低 土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン

ﾓ設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]れÖ嬰能┊╈ろ]ﾎ

手怦ゾ┎流┬等┋┄い┆明記

住住住住 唄発注者間┎コつねニ╈ろ‶ョン唄発注者間┎コつねニ╈ろ‶ョン唄発注者間┎コつねニ╈ろ‶ョン唄発注者間┎コつねニ╈ろ‶ョン

ﾓ唄発注者間┎コつねニ╈ろ‶ョン┎バ滑化ﾎ

生産性┎向¿┲轄┫〞┡ﾎﾘ¡者会議ﾙﾎ

ﾘワンぅろま]たン]ﾙﾎﾘ設計変更審査会ﾙ ┎嘘┪

組┟┲推進

ケケケケ 参考資料参考資料参考資料参考資料

ﾓ設計変更事例集鰺主┊事例鯲

ﾓ鯖江市工事請筮約款┊┉┎参考資料┲掲載

構構構構 成成成成

工事請筮契約┋ジデ┫工事請筮契約┋ジデ┫工事請筮契約┋ジデ┫工事請筮契約┋ジデ┫╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ

技契約┎一事項┈ブ┆扱うバ┈┈ブﾎ特記♂様書┋そ┎続記載ベ┫

主┊た┻ンぇ主┊た┻ンぇ主┊た┻ンぇ主┊た┻ンぇ目目目目 的的的的

キキキキ 工事工事工事工事設計設計設計設計変更変更変更変更╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン

ﾓ改柏品確法┎趣続┲記載

れ唄発注者ゼ対等┎立場┇あ┫┈記載

れ適ε┋設計変更┲行うバ┈┲記載

ﾓ設計変更鰺指示┲書面┇行う鯲

れ設計変更┋┄い┆書面┇行うバ┈┲記載ブﾎ明確化┲轄┫

ﾓ設計変更鰺概算蕚軾┎明示鯲

れ参考値┇あ┫バ┈┲記載ブ〞¿┇ﾎ概算蕚軾┲明示

れ概算蕚軾┲明示ブ┊い場合┋┏ﾎそ┎理由┲記載ベ┫

れ概算蕚軾┎算Χ┋┄い┆┏ﾎ簡易┊方法┇┢嬰┈ベ┫

位位位位 工事一時中拍┋Ｉ┫工事一時中拍┋Ｉ┫工事一時中拍┋Ｉ┫工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン╃┻ぉふ┻ン

ﾓ工事┎一時中拍鰺唄注者ズ┩┎協議鯲

れ唄注者┋┨┫中拍事案┎確認請求ゼ┇ゾ┫バ┈┲記載

ﾓ工事┎一時中拍鰺増加費用┲明示鯲

れ指示書(発注者)ジ┨び基筑計画書(唄注者)┋概算軾┲記載

れ概算軾┋┄い┆┏ﾎ指示時茂┎想定┇記載

ﾓ工事┎一時中拍鰺工期短縮計画┎作成鯲

れ工期短縮計画書┎作成┋┄い┆記載

れ工期短縮計画書┋工期短縮┋伴う増加費用┎概算軾┲記載

低低低低 土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン

ﾓ変更┎対象┈┊┪得┫╈ろ]┲記載

ﾓ変更┎対象┈┊┩┊い╈ろ]┲記載
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工事請筮契約等┋ジデ┫

╃┻ぉふ┻ン鰺総合葉鯲┎構成

キ 工事設計変更╃┻ぉふ┻ン

[ ブ鹽フプ頁 版

位 工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン

[ フ帯鹽帯別頁 版

低 土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン

[ 帯ホ鹽帰ホ頁 版

住 唄発注者間┎コつねニ╈ろ‶ョン

[ 別旧鹽別旨頁 版

ケ 参考資料

[ 別早鹽旨旧ホ頁 版
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キ 工事設計変更╃┻ぉふ┻ン

鰆鰆鰆鰆鰉工事設計鰉工事設計鰉工事設計鰉工事設計変更╃┻ぉふ┻ン策定┎変更╃┻ぉふ┻ン策定┎変更╃┻ぉふ┻ン策定┎変更╃┻ぉふ┻ン策定┎背景背景背景背景

鰺鰆鯲土木請筮工事┎特性

鰺鰈鯲発注者れ唄注者┎留意事項

鰺鰒鯲設計変更┎現状

鰺鰊鯲適ε┊設計変更┎必要性

鰺鰄鯲╃┻ぉふ┻ン策定┎目的

鰺鰮鯲工事設計変更╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ

鰈鰉設計変更ゼÖ嬰能┊╈ろ]鰈鰉設計変更ゼÖ嬰能┊╈ろ]鰈鰉設計変更ゼÖ嬰能┊╈ろ]鰈鰉設計変更ゼÖ嬰能┊╈ろ]

ﾀ基筑事項

鰒鰉設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]鰒鰉設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]鰒鰉設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]鰒鰉設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]

ﾀ基筑事項ジ┨び留意事項

鰺鰆鯲設計轄書┋誤び┥う┞〞┏脱漏ゼあ┫場合鰺契約約款第鰆鰥条第鰆項第鰈号鯲

鰺鰈鯲設計轄書┎表示ゼ明確┇┊い場合鰺契約約款第鰆鰥条第鰆項第鰒号鯲

鰺鰒鯲設計轄書┋示ビ┬〞自然的┞〞┏人妄的┊施工条件┈実謔┎工事現場ゼ一致ブ┊い場合

鰺契約約款第鰆鰥条第鰆項第鰊号鯲

鰺鰊鯲工事中拍┎場合鰺契約約款第鰈鰌条鯲

鰺鰄鯲ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲超え┫┢┎

鰺鰮鯲唄注者ズ┩┎請求┋┨┫工期┎延長鰺契約約款第鰈鰈条鯲

鰺鰛鯲発注者ズ┩┎請求┋┨┫工期┎短縮鰺契約約款第鰈鰒条鯲

鰊鰊鰊鰊鰉設計変更手怦ゾ鰉設計変更手怦ゾ鰉設計変更手怦ゾ鰉設計変更手怦ゾくみろくみろくみろくみろ

鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成

鰮鰮鰮鰮鰉条件明示┋鰉条件明示┋鰉条件明示┋鰉条件明示┋┄い┆┄い┆┄い┆┄い┆

鰛鰛鰛鰛鰉指定れ任意┎使いδデ鰉指定れ任意┎使いδデ鰉指定れ任意┎使いδデ鰉指定れ任意┎使いδデ

鰥鰥鰥鰥鰉入蓄れ鰉入蓄れ鰉入蓄れ鰉入蓄れ契約時┋ジデ┫設計轄書等契約時┋ジデ┫設計轄書等契約時┋ジデ┫設計轄書等契約時┋ジデ┫設計轄書等┎┎┎┎

疑義┎疑義┎疑義┎疑義┎解決解決解決解決

鰤鰉契約変更┎手怦ゾ鰤鰉契約変更┎手怦ゾ鰤鰉契約変更┎手怦ゾ鰤鰉契約変更┎手怦ゾ

旨旧旨旧旨旧旨旧 鰉工事鰉工事鰉工事鰉工事打合ボ簿打合ボ簿打合ボ簿打合ボ簿
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発注者┏発注者┏発注者┏発注者┏

設計積算┋あ〞┃┆ﾎ特記♂

様書┋ジい┆ﾎﾘ鰮鰉条件明

示ﾙ┲参考┋条件明示ベ┫┨

う努┡┫バ┈ﾏ

鰆鰉工事設計変更╃┻ぉふ┻ン策定┎背景

鰺鰆鯲土木請筮工事┎特性鰺鰆鯲土木請筮工事┎特性鰺鰆鯲土木請筮工事┎特性鰺鰆鯲土木請筮工事┎特性

鰺鰈鯲発注者れ唄注者┎留意事項鰺鰈鯲発注者れ唄注者┎留意事項鰺鰈鯲発注者れ唄注者┎留意事項鰺鰈鯲発注者れ唄注者┎留意事項

○土木工事┇┏ﾎ個π┋設計ビ┬〞極┡

┆多岐┋わ〞┫目的物┲ﾎ多種多様┊

現地┎自然条件れ環境条件┎½┇生産

ビ┬┫┈いう特硲性┲談ブ┆い┫ﾏ ○当初積算時┋‐見┇ゾ┊い事態ﾎ例え┐

土質れ湧水等┎変化┋備えﾎそ┎前提条件前提条件前提条件前提条件

┲明示ブ┆設計変更┎バ滑化┲工夫ベ┫必┲明示ブ┆設計変更┎バ滑化┲工夫ベ┫必┲明示ブ┆設計変更┎バ滑化┲工夫ベ┫必┲明示ブ┆設計変更┎バ滑化┲工夫ベ┫必

要ゼあ┫ﾏ要ゼあ┫ﾏ要ゼあ┫ﾏ要ゼあ┫ﾏ

唄注者┏唄注者┏唄注者┏唄注者┏

工事┎着手┋あ〞┃┆設計轄書

┲照査ブﾎ着手時茂┋ジデ┫疑

義┲明┩ズ┋ベ┫┈┈┢┋ﾎ

施工中┋疑義ゼ生プ〞場合┋┏ﾎ

発注者発注者発注者発注者┈ﾘ協議ﾙブ進┡┫┈ﾘ協議ﾙブ進┡┫┈ﾘ協議ﾙブ進┡┫┈ﾘ協議ﾙブ進┡┫バ┈バ┈バ┈バ┈

ゼゼゼゼ重要重要重要重要┇あ┫ﾏ

書面┇┍

工事┋必要┊関Ｉ機関┈┎調整ﾎ⇒民合意ﾎ用地確保ﾎ法定手怦┊┉┎進捗状況

┲踏┞えﾎ現場┎実態┋壱ブ〞施工条件鰺自然条件┲含┠ﾏ鯲┎明示等┋┨┪ﾎ

適ε┋設計轄書┲作成ブﾎ積算ハ容┈┎整合┲轄┫┨う努┡┫ﾏ

ﾚ発注関Ｉ事務┎運用┋関ベ┫指針ﾛPブ抜粋

鰺鎖成早帰裟旨男フ旧日 公共工事┎品質確保┎Ｊ進┋関ベ┫関Ｉ省庁連絡会議鯲
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鰺鰒鯲設計変更┎現状鰺鰒鯲設計変更┎現状鰺鰒鯲設計変更┎現状鰺鰒鯲設計変更┎現状

鹽鹽鹽鹽 業界ズ┩肺業界ズ┩肺業界ズ┩肺業界ズ┩肺┎┨う┎┨う┎┨う┎┨う┊意見┊意見┊意見┊意見ゼゼゼゼ┟┩┬┫┟┩┬┫┟┩┬┫┟┩┬┫ 鹽鹽鹽鹽

鱇設計成果鱆

○設計┈現場ゼあ┃┆い┊いﾏ現場┋壱ブ〞設計┈ブ┆┛ブいﾏ

鱇発注時┎条件整備鱆

○関Ｉ機関┈┎協議ゼ整┃┆ズ┩発注ブ┆┛ブいﾏ

鱇条件明示鱆

○施工¿影響ゼあ┫条件┋┄い┆┏条件明示┲ブ┆┛ブいﾏ

○施工条件┲明示ブﾎ施工条件┋変更ゼ生プ〞┩適ε┊設計変更┲ブ┆┛ブいﾏ

鱇照査┎範褐外鱆

○照査┎範褐┲超え┫設計変更┎業務┋対ブ┆対価┲支払┃┆┛ブいﾏ

鱇設計変更鱆

○設計変更┋伴う増加費用┈ブ┆ﾎ一体性┎あ┫工事┇あ┬┐ﾎ鰒鰌％┲超え┫

増加費用┎変更┲認┡┆┛ブいﾏ

鱇一時中拍鱆

○工事中拍時┎増加費用┲適ε┋見込┳┇┛ブいﾏ

○設計変更鰡契約変更┎手怦ゾ┎前┋当睹変更┎ハ容┲あ┩ズプ┡唄注者┋指示ベ┫バ┈

○契約変更鰡契約ハ容┋変更┎必要ゼ生プ〞場合ﾎ当睹唄注者┈┎間┋ジい┆ﾎ既┋締結ビ┬┆い┫契約ハ容┲変更ベ┫バ┈
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鰺鰄鯲╃┻ぉふ┻ン策定┎目的鰺鰄鯲╃┻ぉふ┻ン策定┎目的鰺鰄鯲╃┻ぉふ┻ン策定┎目的鰺鰄鯲╃┻ぉふ┻ン策定┎目的

鰺鰊鯲適ε┊設計変更┎必要性鰺鰊鯲適ε┊設計変更┎必要性鰺鰊鯲適ε┊設計変更┎必要性鰺鰊鯲適ε┊設計変更┎必要性

改柏品確法┎基筑理念┋ﾘ請筮契約┎当事者ゼ対等┎立場┋ジデ┫合意┋基┅い┆公柏

┊契約┲適柏┊軾┎請筮契約£蕚┇締結ﾙゼ示ビ┬┆い┫┈┈┢┋ﾎﾘ設計轄書┋適ε┋

施工条件┲明示ベ┫┈┈┢┋ﾎ必要ゼあ┫┈認┡┩┬〞┈ゾ┏適ε┋設計轄書┎変更ジ┨

びバ┬┋伴い必要┈┊┫請筮£蕚┞〞┏工期┎変更┲行うバ┈ﾙゼ規定ビ┬┆い┫ﾏ

┞〞ﾎ変更見込蕚軾ゼ請筮£蕚軾┎フ旧％┲超え┫場合┋ジい┆┢ﾎ一体施工┎必要性

ズ┩δ讎発注┇ゾ┊い┢┎┋┄い┆┏ﾎ適ε┋設計轄書┎変更ジ┨びバ┬┋伴い必要┈

┊┫請筮£蕚┞〞┏工期┎変更┲行うバ┈┈ベ┫ﾏバ┎場合┋ジい┆ﾎ特┋ﾎ指示等┇

実施ゼ決定ブﾎ施工ゼ進┡┩┬┆い┫┋┢関わ┩ペﾎ変更見込蕚軾ゼ請筮£蕚軾┎鰒鰌％

┲超え〞バ┈┎┟┲┢┃┆設計変更┋応プ┊いﾎ┢ブく┏ﾎ設計変更┋伴┃┆必要┈認┡

┩┬┫請筮£蕚┎軾┤工期┎変更┲行わ┊いバ┈┏あ┃┆┏┊┩┊いﾏ

契約┎一事項┈ブ┆扱うバ┈┈ブﾎ特記♂様書┋そ┎続記載ベ┫ﾏ

鰺鰮鰺鰮鰺鰮鰺鰮鯲鯲鯲鯲工事工事工事工事設計設計設計設計変更╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ変更╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ変更╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ変更╃┻ぉふ┻ン┎契約轄書┘┎∨置┅デ

設計変更┋Ｉ┫業務┎バ滑化┲轄┫〞┡┋┏ﾎ発注者┈唄注者ゼ┈┢┋ﾎ設計変更ゼ

嬰能┊╈ろ]れÖ嬰能┊╈ろ]ﾎ手怦ゾ┎流┬等┋┄い┆十δ理解ブ┆ジく必要ゼあ┫ﾏ
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鰈鰉設計変更ゼÖ嬰能┊╈ろ]

ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀﾀﾀﾀ½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏ﾎ原則┈ブ┆½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏ﾎ原則┈ブ┆½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏ﾎ原則┈ブ┆½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏ﾎ原則┈ブ┆設計変更┇ゾ┊いﾏ設計変更┇ゾ┊いﾏ設計変更┇ゾ┊いﾏ設計変更┇ゾ┊いﾏ

鰆鰉設計轄書┋条件明示┎┊い事項┋ジい┆ﾎ発注者┈ﾘ協議ﾙ┲行わペ唄注者ゼ唄注者ゼ唄注者ゼ唄注者ゼ

独自独自独自独自┋ο断ブ┆施工┲実施┋ο断ブ┆施工┲実施┋ο断ブ┆施工┲実施┋ο断ブ┆施工┲実施ブ〞場合

鰈鰉発注者┈ﾘ協議ﾙ┲ブ┆い┫ゼﾎ協議┎回答ゼ┊い時茂┇施工┲実施協議┎回答ゼ┊い時茂┇施工┲実施協議┎回答ゼ┊い時茂┇施工┲実施協議┎回答ゼ┊い時茂┇施工┲実施ブ〞場合

鰒鰉ﾘ拭諾ﾙ┇施工ﾘ拭諾ﾙ┇施工ﾘ拭諾ﾙ┇施工ﾘ拭諾ﾙ┇施工ブ〞場合

鰊鰉工事請筮契約約款れ土木工事共通♂様書┋定┡┩┬┆い┫所定┎手怦ゾ┲経┆所定┎手怦ゾ┲経┆所定┎手怦ゾ┲経┆所定┎手怦ゾ┲経┆

い┊いい┊いい┊いい┊い場合鰺契約約款第場合鰺契約約款第場合鰺契約約款第場合鰺契約約款第旨別旨別旨別旨別条鹽条鹽条鹽条鹽早早早早鰄条鰄条鰄条鰄条ﾎ共通♂様書ﾎ共通♂様書ﾎ共通♂様書ﾎ共通♂様書旨旨旨旨渉渉渉渉旨旨旨旨渉渉渉渉旨フ旨フ旨フ旨フ鹽鹽鹽鹽旨旨旨旨渉渉渉渉旨旨旨旨渉渉渉渉旨プ旨プ旨プ旨プ鯲鯲鯲鯲

鰄鰉柏式┊書面┋┨┩┊い柏式┊書面┋┨┩┊い柏式┊書面┋┨┩┊い柏式┊書面┋┨┩┊い事項事項事項事項鰺口頭┎┟┎指示れ協議等鯲┎場合

技契約約款第早鰛条鰺臨機┎措置鯲┋┄い┆┏π途考慮ベ┫ﾏ

拭諾 鰡 唄注者自┩┎都合┋┨┪施工方法等┋┄い┆劈督職員┋液意┲得┫┢┎

設計変更設計変更設計変更設計変更Ö嬰Ö嬰Ö嬰Ö嬰

協議 鰡 発注者┈書面┋┨┪対等┊立場┇合意ブ┆発注者┎ﾘ指示ﾙ┋┨┫┢┎

設計変更嬰能設計変更嬰能設計変更嬰能設計変更嬰能
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唄注者┏ﾎ契約約款第旨別条第鰆項┎規定┋┨┪ﾎ設計轄書┈現場ジ┨び条件┎Ö一致等┲発見ブ〞場合┏ﾎ

そ┎事実ゼ確認┇ゾ┫資料┲工事打合ボ簿┋┨┪劈督職員┋通知ブﾎ確認┲求┡┫ﾏ

鰆鰆鰆鰆┋┄い┆

協議┎回答┏ﾎ契約約款第旨別条第鰒項┎規定┋┨┪ﾎ発注者ゼ調査┎終了後旨ブ日＃ハ┋通知ベ┫バ┈┈┊┃┆

ジ┪ﾎ脾┤ズ┊回答┏発注者┎箒務┇あ┫ﾏ〞─ブﾎ協議ハ容┋┨┃┆┏ﾎ関Ｉ機関┈┎調整┤設計┋┄い┆ﾎ

唄注者┎意見┲聴い〞¿┇ﾎ回答┞┇┎期間┲延長ベ┫場合┢あ┫ﾏそ┎〞┡ﾎ唄注者┏そ┎事実ゼο明肺第ﾎ

┇ゾ┫─デ卒く協議鰺工事打合ボ簿┎提Χ鯲┲行うバ┈ゼ重要┇あ┫ﾏ

鰈鰈鰈鰈┋┄い┆

契約約款 共通♂様書

第旨別条鰺条件変更等鯲 旨渉旨渉旨渉旨フ 工事┎一時中拍

第旨ホ条鰺設計轄書┎変更鯲 旨渉旨渉旨渉旨ブ 設計轄書┎変更

第早旧条鰺工事┎中拍鯲 旨渉旨渉旨渉旨プ 工期変更

第早鰈条鰺唄注者┎請求┋┨┫工期┎延長鯲

第早鰒条鰺発注者┎請求┋┨┫工期┎短縮等鯲

第早鰊条鰺工期┎変更方法鯲

第早鰄条鰺請筮£蕚軾┎変更方法等鯲

発注者ジ┨び唄注者┏ﾎ指示ﾎ協議ﾎ中拍ﾎ設計轄書┎変更ﾎ工期変更ﾎ請筮£蕚軾┎変更┊┉ﾎ所定┎

手怦┲行うﾏ

鰊鰊鰊鰊┋┄い┆

鰄鰄鰄鰄┋┄い┆

発注者┏ﾎ書面┋┨┪ﾎ迅脾ズ┄適ε┊指示れ協議等┲行うﾏ

唄注者┏ﾎ書面┋┨┫指示れ協議等┎回答┲得┆施工ベ┫ﾏ

〞─ブﾎﾘ情報共談‶]ぃてﾙ┋┨┫処理┏ﾎ署疫れ押郁┈液等┎処理┲行うバ┈ズ┩ﾎバ┎‶]ぃて┇

処理ブ〞工事帳票┢ﾘ書面ﾙ┈┟┊ベ┢┎┈ベ┫ﾏ

ババ┇いうﾘ拭諾ﾙ┈┏ﾎ唄注者ゼ自┩┎都合┋┨┫施工方法等┋┄い┆ﾎ劈督職員┋液意┲得┫┢┎┇あ┫ﾏ

設計轄書┈現場ジ┨び条件┎Ö一致等ゼあ┫場合┏ﾎ契約約款第旨別条┋┨┫確認┲ベ┫バ┈ゼ必要┇あ┪ﾎ

稽易┊拭諾┋┨┫施工┏避デ┫┙ゾ┇あ┫ﾏ

鰒鰒鰒鰒┋┄い┆
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鰒鰉設計変更ゼ嬰能┊╈ろ]

ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀﾀﾀﾀ½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏設計変更ゼ嬰能┇あ┫ﾏ½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏設計変更ゼ嬰能┇あ┫ﾏ½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏設計変更ゼ嬰能┇あ┫ﾏ½記┎┨う┊場合┋ジい┆┏設計変更ゼ嬰能┇あ┫ﾏ

鰆鰉仮設鰺任意仮設┲含┠鯲┋ジい┆ﾎ条件明示┎談無┋Ｉわ┩ペ当初発注時茂┇‐期当初発注時茂┇‐期当初発注時茂┇‐期当初発注時茂┇‐期ブえ┊ズ┃ブえ┊ズ┃ブえ┊ズ┃ブえ┊ズ┃

〞〞〞〞土質条件┤地½水∨等ゼ現地┇確認ビ┬〞場合土質条件┤地½水∨等ゼ現地┇確認ビ┬〞場合土質条件┤地½水∨等ゼ現地┇確認ビ┬〞場合土質条件┤地½水∨等ゼ現地┇確認ビ┬〞場合ﾏﾏﾏﾏ鰺〞─ブﾎ所定┎手怦ゾゼ必要ﾏ鯲

鰈鰉当初発注時茂┇想定ブ┆い┫工事着手時期┋ﾎ唄注者┎箒┋┨┩ペﾎ工事着手Χ来┊い場合唄注者┎箒┋┨┩ペﾎ工事着手Χ来┊い場合唄注者┎箒┋┨┩ペﾎ工事着手Χ来┊い場合唄注者┎箒┋┨┩ペﾎ工事着手Χ来┊い場合ﾏﾏﾏﾏ

鰒鰉所定┎手怦ゾ鰺ﾘ協議等ﾙ鯲┲行いﾎ発注者┎ﾘ指示ﾙ所定┎手怦ゾ鰺ﾘ協議等ﾙ鯲┲行いﾎ発注者┎ﾘ指示ﾙ所定┎手怦ゾ鰺ﾘ協議等ﾙ鯲┲行いﾎ発注者┎ﾘ指示ﾙ所定┎手怦ゾ鰺ﾘ協議等ﾙ鯲┲行いﾎ発注者┎ﾘ指示ﾙ┋┨┫┢┎ﾏ

鰺ﾘ協議ﾙ┎結果┈ブ┆ﾎ軽微┊┢┎┏蕚軾┎変更┲行わ┊い場合┢あ┫ﾏ鯲

鰊鰉唄注者ゼ行う┙ゾﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲超え┫作業ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲超え┫作業ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲超え┫作業ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲超え┫作業┲実施ベ┫場合ﾏ

鰄鰉唄注者┎箒┋┨┩┊い工期┎延期れ短縮┲行う場合┇協議┋┨┪必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫┈ゾﾏ

ﾜﾜﾜﾜ留意事項留意事項留意事項留意事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀﾀﾀﾀ設計変更┋あ〞┃┆┏½記┎事項┋留意ブ唄注者┘指示ベ┫ﾏ設計変更┋あ〞┃┆┏½記┎事項┋留意ブ唄注者┘指示ベ┫ﾏ設計変更┋あ〞┃┆┏½記┎事項┋留意ブ唄注者┘指示ベ┫ﾏ設計変更┋あ〞┃┆┏½記┎事項┋留意ブ唄注者┘指示ベ┫ﾏ

鰆鰉当初設計┎考え方┤設計条件┲再確認ブ┆ﾎ設計変更ﾘ協議ﾙ┋あ〞┫ﾏ

鰈鰉当睹事業鰺工事鯲┇┎変更┎必要性┲明確┋ブﾎ設計変更┏契約約款第旨ホ条┋基┅ゾ書面┇

行うﾏ鰺規格┎妥当性ﾎ変更対応┎妥当性(π途発注┇┏┊いズ)┲明確┋ベ┫ﾏ鯲

鰒鰉設計変更┋伴う契約変更┎手怦ゾ┏ﾎそ┎必要ゼ生プ〞都度ﾎ遅滞┊く行う┢┎┈ベ┫ﾏ

鰊鰉指示書┘概算蕚軾┎記載┲行うﾏ〞─ブﾎ＃½┎事項┲条件┈ベ┫ﾏ

e唄注者ズ┩┎協議┋ジデ┫変更┎場合┏ﾎ唄注者ゼ見積書┲提Χブ〞場合┋ﾎそ┎見積書┲

参考┋ブ┆指示書┋記載ベ┫ﾏ

f唄注者ズ┩┎協議┋┨┩ペ発注者┎指示┋┨┫場合┏ﾎ概算蕚軾┲指示書┋記載ベ┫バ┈┈ブﾎ

記載┇ゾ┊い場合┋┏そ┎理由┲記載ベ┫バ┈┈ベ┫ﾏ

g記載ベ┫概算蕚軾┏ﾎﾘ参考値ﾙ┇あ┪ﾎ契約変更軾┲拘束ベ┫┢┎┇┏┊いﾏ

技ナ体的┊記載┎運用┋┄い┆┏肺頁┋記載ベ┫ﾏ
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設計変更┲行う妄ﾎ契約変更┋ケ─┃┆指示┲行う場合┏ﾎ指示書┋そ┎ハ容┋伴う

増減軾┎概算軾┲記載ベ┫ﾏ

ババ┇記載ベ┫概算軾┏ﾎﾘ参考値ﾙ┇あ┪ﾎ契約変更軾┲拘束ベ┫┢┎┇┏┊いﾏ

┞〞ﾎ緊急的┋行う場合┞〞┏何┩ズ┎理由┋┨┪概算軾┎算定┋時間┲要ベ┫場合

┏ﾎﾘ後日通知ベ┫ﾙバ┈┲添え┆指示┲行う┢┎┈ベ┫ﾏ

鰆鰉契約変更手怦ゾ┲行う前┋唄注者┘作業┲行わボ┫場合┏ﾎ必ペ必ペ必ペ必ペ書面鰺指示書書面鰺指示書書面鰺指示書書面鰺指示書

等等等等鯲┋┆鯲┋┆鯲┋┆鯲┋┆指示┲行うﾏ

鰈鰉指示書┋┏ﾎ変更ハ容┋┨┫変更見込┟概算軾┲記載変更見込┟概算軾┲記載変更見込┟概算軾┲記載変更見込┟概算軾┲記載ベ┫バ┈┈ブﾎ記載┇ゾ

┊い場合┋┏そ┎理由┲記載ベ┫ﾏ

鰒鰉概算軾┋┄い┆┏ﾎ類似ベ┫♀工事┎事例┤設計業務等┎成果ﾎ協会資料┊┉

┲参考┋記載ベ┫バ┈┢嬰┈ベ┫ﾏ┞〞ﾎそ┎場合┏記載ブ〞概算軾┎Χニ┤

算Χ条件等┋┄い┆明示ベ┫ﾏ

鰊鰉概算軾┏ﾎプ旧プ旧プ旧プ旧万バ単∨┲基筑万バ単∨┲基筑万バ単∨┲基筑万バ単∨┲基筑鰺プ旧万バ＃½┎場合┏旨旧万バ単∨鯲┈ベ┫ﾏ

技指示書等┋┨┫ケ行指示┇┏┊くﾎ契約変更ベ┙ゾ┢┎

れ主〞┫工種┎大幅┊工法変更┤追加ﾎ膺路線形┎見直ブ┊┉ﾎ当初設計ズ┩大幅┋ハ容ゼ

変更┈┊┫┨う┊┢┎┏ﾎベ┟┤ズ┋契約変更ベ┙ゾ┇あ┫ﾏ

■ケ行指示書等┘┎概算軾┎記載方法■ケ行指示書等┘┎概算軾┎記載方法■ケ行指示書等┘┎概算軾┎記載方法■ケ行指示書等┘┎概算軾┎記載方法
技ケ行指示書┈┏ﾎ契約変更┋ケ立┃┆

指示┲行う┈ゾ┎工事打合簿┎バ┈┇あ┫ﾏ
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鰺鰆鯲設計轄書┋鰺鰆鯲設計轄書┋鰺鰆鯲設計轄書┋鰺鰆鯲設計轄書┋誤び┥う誤び┥う誤び┥う誤び┥う┞〞┏脱漏ゼあ┫場合┎手怦ゾ┞〞┏脱漏ゼあ┫場合┎手怦ゾ┞〞┏脱漏ゼあ┫場合┎手怦ゾ┞〞┏脱漏ゼあ┫場合┎手怦ゾ

鰺鰺鰺鰺契約約款第契約約款第契約約款第契約約款第旨別旨別旨別旨別条条条条第鰆項第鰆項第鰆項第鰆項第第第第早早早早号鯲号鯲号鯲号鯲 鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

ﾘ契約約款第旨別条鰺条件変更

等鯲第鰆項第早号ﾙ┋基┅ゾﾎ

そ┎続┲直━┋劈督職員┋通知

発注者┏第鰊項ﾎ第鰄項┋基┅ゾﾎ

必要┋応プ┆設計轄書┎訂柏れ変

更鰺当初積算┎考え方┋基┅く条

件明示鯲

唄注者ジ┨び発注者┏第早鰊条ﾎ第早鰄条┋基┅ゾﾎﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨びジ┨びジ┨びジ┨び

請筮£請筮£請筮£請筮£蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫

○○○○唄注者┏ﾎ信義則¿ﾎ設計轄書ゼ誤┃┆い┫┈思わ┬┫茂┲発注者┋確認ベ┙ゾ┇あ┪ﾎ唄注者┏ﾎ信義則¿ﾎ設計轄書ゼ誤┃┆い┫┈思わ┬┫茂┲発注者┋確認ベ┙ゾ┇あ┪ﾎ唄注者┏ﾎ信義則¿ﾎ設計轄書ゼ誤┃┆い┫┈思わ┬┫茂┲発注者┋確認ベ┙ゾ┇あ┪ﾎ唄注者┏ﾎ信義則¿ﾎ設計轄書ゼ誤┃┆い┫┈思わ┬┫茂┲発注者┋確認ベ┙ゾ┇あ┪ﾎ

発注者┏ﾎそ┬ゼ筑当┋誤┃┆い┫場合┋┏設計轄書┲訂柏ベ┫必要ゼあ┫ﾏ┞〞ﾎ設計発注者┏ﾎそ┬ゼ筑当┋誤┃┆い┫場合┋┏設計轄書┲訂柏ベ┫必要ゼあ┫ﾏ┞〞ﾎ設計発注者┏ﾎそ┬ゼ筑当┋誤┃┆い┫場合┋┏設計轄書┲訂柏ベ┫必要ゼあ┫ﾏ┞〞ﾎ設計発注者┏ﾎそ┬ゼ筑当┋誤┃┆い┫場合┋┏設計轄書┲訂柏ベ┫必要ゼあ┫ﾏ┞〞ﾎ設計

轄書┋脱漏ゼあ┫場合┋┏ﾎ唄注者┈ブ┆┏ﾎ自δ┇勝手┋補┃┆施工轄書┋脱漏ゼあ┫場合┋┏ﾎ唄注者┈ブ┆┏ﾎ自δ┇勝手┋補┃┆施工轄書┋脱漏ゼあ┫場合┋┏ﾎ唄注者┈ブ┆┏ﾎ自δ┇勝手┋補┃┆施工轄書┋脱漏ゼあ┫場合┋┏ﾎ唄注者┈ブ┆┏ﾎ自δ┇勝手┋補┃┆施工┲怦デ┫┎┲怦デ┫┎┲怦デ┫┎┲怦デ┫┎┇┏┊┇┏┊┇┏┊┇┏┊

くﾎ発注者┋確認ブ┆ﾎ脱漏部δ┲訂柏ブ┆┢┩う┙ゾ┇あ┫ﾏくﾎ発注者┋確認ブ┆ﾎ脱漏部δ┲訂柏ブ┆┢┩う┙ゾ┇あ┫ﾏくﾎ発注者┋確認ブ┆ﾎ脱漏部δ┲訂柏ブ┆┢┩う┙ゾ┇あ┫ﾏくﾎ発注者┋確認ブ┆ﾎ脱漏部δ┲訂柏ブ┆┢┩う┙ゾ┇あ┫ﾏ

exバ ┹鰉条件明示ベ┫必要ゼあ┫場合┋┢Ｉわ┩ペﾎ土質┋関ベ┫一ε┎条件明示ゼ┊い場合

┻鰉条件明示ベ┫必要ゼあ┫場合┋┢Ｉわ┩ペﾎ地½水∨┋関ベ┫一ε┎条件明示ゼ┊い場合

┽鰉条件明示ベ┫必要ゼあ┫場合┋┢Ｉわ┩ペﾎ交通整理員┋┄い┆┎条件明示ゼ┊い場合
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鰺鰈鯲設計轄書┎表示ゼ明確┇┊い場合┎手怦ゾ鰺鰈鯲設計轄書┎表示ゼ明確┇┊い場合┎手怦ゾ鰺鰈鯲設計轄書┎表示ゼ明確┇┊い場合┎手怦ゾ鰺鰈鯲設計轄書┎表示ゼ明確┇┊い場合┎手怦ゾ

鰺鰺鰺鰺契約約款第契約約款第契約約款第契約約款第旨別旨別旨別旨別条条条条第鰆項第鰆項第鰆項第鰆項第第第第フフフフ号鯲号鯲号鯲号鯲 鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

○○○○設計轄書┎表示ゼ明確┇┊いバ┈┏ﾎ表示ゼÖ十δﾎÖ柏確ﾎÖ明確┇実謔┎工事施工┋設計轄書┎表示ゼ明確┇┊いバ┈┏ﾎ表示ゼÖ十δﾎÖ柏確ﾎÖ明確┇実謔┎工事施工┋設計轄書┎表示ゼ明確┇┊いバ┈┏ﾎ表示ゼÖ十δﾎÖ柏確ﾎÖ明確┇実謔┎工事施工┋設計轄書┎表示ゼ明確┇┊いバ┈┏ﾎ表示ゼÖ十δﾎÖ柏確ﾎÖ明確┇実謔┎工事施工┋

あ〞┃┆┉┎┨う┋施工ブ┆┨いズο断ゼ┄ズ┊い場合┊┉┎バ┈┇あ┫ﾏバ┎場合あ〞┃┆┉┎┨う┋施工ブ┆┨いズο断ゼ┄ズ┊い場合┊┉┎バ┈┇あ┫ﾏバ┎場合あ〞┃┆┉┎┨う┋施工ブ┆┨いズο断ゼ┄ズ┊い場合┊┉┎バ┈┇あ┫ﾏバ┎場合あ〞┃┆┉┎┨う┋施工ブ┆┨いズο断ゼ┄ズ┊い場合┊┉┎バ┈┇あ┫ﾏバ┎場合┋ジ┋ジ┋ジ┋ジ

い┆い┆い┆い┆┢ﾎ唄注者ゼ勝手┋ο断ブ┆ﾎ施工ベ┫バ┈┏Ö適当┇あ┫ﾏ┢ﾎ唄注者ゼ勝手┋ο断ブ┆ﾎ施工ベ┫バ┈┏Ö適当┇あ┫ﾏ┢ﾎ唄注者ゼ勝手┋ο断ブ┆ﾎ施工ベ┫バ┈┏Ö適当┇あ┫ﾏ┢ﾎ唄注者ゼ勝手┋ο断ブ┆ﾎ施工ベ┫バ┈┏Ö適当┇あ┫ﾏ

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

ﾘ契約約款第旨別条鰺条件変更

等鯲第鰆項第フ号ﾙ┋基┅ゾﾎ

条件明示ゼÖ明確┊続┲直━

┋劈督職員┋通知

発注者┏第鰊項ﾎ第鰄項┋基┅ゾﾎ

必要┋応プ┆設計轄書┎訂柏れ変

更鰺当初積算┎考え方┋基┅く条

件明示鯲

唄注者ジ┨び発注者┏第早鰊条ﾎ第早鰄条┋基┅ゾﾎﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨びジ┨びジ┨びジ┨び

請筮£請筮£請筮£請筮£蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫

exバ ┹鰉土質柱状轄┏明示ビ┬┆い┫ゼﾎ地½水∨ゼÖ明確┊場合

┻鰉水替工実施┎記載┏あ┫ゼﾎ作業時┢ブく┏常時排水┊┉┎運転条件等┎明示ゼ

┊い場合
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鰺鰒鯲設計轄書┋示ビ┬〞自然的┞〞┏人妄的┊施工条件┈実謔┎工事現場ゼ鰺鰒鯲設計轄書┋示ビ┬〞自然的┞〞┏人妄的┊施工条件┈実謔┎工事現場ゼ鰺鰒鯲設計轄書┋示ビ┬〞自然的┞〞┏人妄的┊施工条件┈実謔┎工事現場ゼ鰺鰒鯲設計轄書┋示ビ┬〞自然的┞〞┏人妄的┊施工条件┈実謔┎工事現場ゼ

一致一致一致一致ブ┊い場合┎手怦ゾブ┊い場合┎手怦ゾブ┊い場合┎手怦ゾブ┊い場合┎手怦ゾ

鰺鰺鰺鰺契約約款第契約約款第契約約款第契約約款第旨別旨別旨別旨別条条条条第鰆項第鰆項第鰆項第鰆項第第第第ブブブブ号鯲号鯲号鯲号鯲 鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

○○○○自然的条件┈┏ﾎ例え┐ﾎ掘削ベ┫地山┎高ビﾎ埋┡立┆┫┙ゾ水面┎深ビ等┎地表面┎自然的条件┈┏ﾎ例え┐ﾎ掘削ベ┫地山┎高ビﾎ埋┡立┆┫┙ゾ水面┎深ビ等┎地表面┎自然的条件┈┏ﾎ例え┐ﾎ掘削ベ┫地山┎高ビﾎ埋┡立┆┫┙ゾ水面┎深ビ等┎地表面┎自然的条件┈┏ﾎ例え┐ﾎ掘削ベ┫地山┎高ビﾎ埋┡立┆┫┙ゾ水面┎深ビ等┎地表面┎

ΦΥ等┎形状ﾎ地質ﾎ湧水┎談無┞〞┏量ﾎ地½水┎水∨ﾎ立木等┎除去ベ┙ゾ物┎談無ﾏΦΥ等┎形状ﾎ地質ﾎ湧水┎談無┞〞┏量ﾎ地½水┎水∨ﾎ立木等┎除去ベ┙ゾ物┎談無ﾏΦΥ等┎形状ﾎ地質ﾎ湧水┎談無┞〞┏量ﾎ地½水┎水∨ﾎ立木等┎除去ベ┙ゾ物┎談無ﾏΦΥ等┎形状ﾎ地質ﾎ湧水┎談無┞〞┏量ﾎ地½水┎水∨ﾎ立木等┎除去ベ┙ゾ物┎談無ﾏ

┞〞ﾎ人妄的┊施工条件┎例┈ブ┆┏ﾎ地½埋設物ﾎ地½工作物ﾎ土嘘鰺捨鯲場ﾎ工事用┞〞ﾎ人妄的┊施工条件┎例┈ブ┆┏ﾎ地½埋設物ﾎ地½工作物ﾎ土嘘鰺捨鯲場ﾎ工事用┞〞ﾎ人妄的┊施工条件┎例┈ブ┆┏ﾎ地½埋設物ﾎ地½工作物ﾎ土嘘鰺捨鯲場ﾎ工事用┞〞ﾎ人妄的┊施工条件┎例┈ブ┆┏ﾎ地½埋設物ﾎ地½工作物ﾎ土嘘鰺捨鯲場ﾎ工事用

膺路ﾎ通行膺路ﾎ工事┋関Ｉベ┫法％等ゼ挙ド┩┬┫ﾏ膺路ﾎ通行膺路ﾎ工事┋関Ｉベ┫法％等ゼ挙ド┩┬┫ﾏ膺路ﾎ通行膺路ﾎ工事┋関Ｉベ┫法％等ゼ挙ド┩┬┫ﾏ膺路ﾎ通行膺路ﾎ工事┋関Ｉベ┫法％等ゼ挙ド┩┬┫ﾏ

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

ﾘ契約約款第旨別条鰺条件変更等鯲

第鰆項第鰊号ﾙ┋基┅ゾﾎ設計轄書

┎条件明示鰺当初積算┎考え鯲┈現

地条件┈ゼ一致ブ┊いバ┈┲直━┋

劈督職員┋通知

調査┎結果ﾎそ┎事実ゼ確認ビ┬

〞場合麌発注者┏第鰊項ﾎ第鰄項┋

基┅ゾﾎ必要┋応プ┆設計轄書┎

訂柏れ変更

唄注者ジ┨び発注者┏第早鰊条ﾎ第早鰄条┋基┅ゾﾎﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨び請筮ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨び請筮ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨び請筮ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨び請筮

£蕚軾┲定┡┫£蕚軾┲定┡┫£蕚軾┲定┡┫£蕚軾┲定┡┫

exバ ┹鰉設計轄書┋明示ビ┬〞土質ゼ現地条件┈一致ブ┊い場合

┻鰉設計轄書┋明示ビ┬〞地½水∨ゼ現地条件┈一致ブ┊い場合

┽鰉設計轄書┋明示ビ┬〞交通誘玄員┎人数等ゼ規ψ轄┈一致ブ┊い場合

┿鰉前頁┎手怦ゾ┋┨┪行┃〞設計轄書┎訂柏れ変更┇ﾎ現地条件┈一致ブ┊い場合

╁鰉そ┎♀ﾎ新〞┊ψ約等ゼ発生ブ〞場合
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鰺鰊鯲工事中拍┎場合┎手怦ゾ鰺鰊鯲工事中拍┎場合┎手怦ゾ鰺鰊鯲工事中拍┎場合┎手怦ゾ鰺鰊鯲工事中拍┎場合┎手怦ゾ

鰺鰺鰺鰺契約約款第契約約款第契約約款第契約約款第早旧早旧早旧早旧条鯲条鯲条鯲条鯲 鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

○○○○唄注者┎箒┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い┢┎┋┨┪工事目的物等┋損害┲生プ┢ブく┏唄注者┎箒┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い┢┎┋┨┪工事目的物等┋損害┲生プ┢ブく┏唄注者┎箒┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い┢┎┋┨┪工事目的物等┋損害┲生プ┢ブく┏唄注者┎箒┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い┢┎┋┨┪工事目的物等┋損害┲生プ┢ブく┏工事工事工事工事

現場現場現場現場┎状態ゼ変動ブ〞〞┡ﾎ唄注者ゼ工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合┎手怦ゾ┎状態ゼ変動ブ〞〞┡ﾎ唄注者ゼ工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合┎手怦ゾ┎状態ゼ変動ブ〞〞┡ﾎ唄注者ゼ工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合┎手怦ゾ┎状態ゼ変動ブ〞〞┡ﾎ唄注者ゼ工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合┎手怦ゾ

鰺工事一時中拍┋Ｉ┫鰺工事一時中拍┋Ｉ┫鰺工事一時中拍┋Ｉ┫鰺工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン参照╃┻ぉふ┻ン参照╃┻ぉふ┻ン参照╃┻ぉふ┻ン参照鯲鯲鯲鯲

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

地元調整┤‐期ブ┊い現場条件等┎〞┡ﾎ唄注者ゼ工事┲施工ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い

ﾘ契約約款第早旧条鰺工事┎中拍鯲

第鰆項ﾙ┋┨┪ﾎ発注者┏工事┎全

部┞〞┏一部┎施工┲原則┈ブ┆一一一一

時中拍ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ時中拍ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ時中拍ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ時中拍ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

発注者┨┪ﾎ一時中拍┎指示一時中拍┎指示一時中拍┎指示一時中拍┎指示鰺契約

¿一時中拍┲ズデ┫バ┈┏発注者┎

義務鯲

唄注者┏ﾎ土木工事共通♂様書

旨渉鰆渉鰆渉旨フ第鰒項┋基┅ゾﾎ

基筑計画書┲作成ブﾎ発注者┎基筑計画書┲作成ブﾎ発注者┎基筑計画書┲作成ブﾎ発注者┎基筑計画書┲作成ブﾎ発注者┎

拭諾┲得┫ﾏ拭諾┲得┫ﾏ拭諾┲得┫ﾏ拭諾┲得┫ﾏ

発注者┏ﾎ現場管理¿ﾎ最¬限必要最¬限必要最¬限必要最¬限必要

┊施設れ人数等┲榎味┊施設れ人数等┲榎味┊施設れ人数等┲榎味┊施設れ人数等┲榎味ブﾎ基筑計画

書┲拭諾

Ö拭諾┎場合┏ﾎ基筑計画書┲

修柏ブﾎ再度拭諾┲得┫ﾏ

基筑計画書基筑計画書基筑計画書基筑計画書┋┋┋┋基┅い〞基┅い〞基┅い〞基┅い〞施工施工施工施工┎┎┎┎

実施実施実施実施

拭諾ブ〞基筑計画書┋基┅ゾﾎ施工施工施工施工

劈督劈督劈督劈督ジ┨ジ┨ジ┨ジ┨びびびび設計変更┲実施設計変更┲実施設計変更┲実施設計変更┲実施

唄注者ズ┩┎中拍事案┎確認請求┢嬰ﾏ
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exバ

┹鰉設計轄書┋工事着工時期ゼ定┡┩┬〞場合ﾎそ┎期日┞┇┋唄注者┎箒┋

┨┩ペ施工┇ゾ┊い場合

┻鰉警察ﾎ河川れ鉄膺管理者等┎管理者間協議ゼ未了┎場合

┽鰉管理者間協議┎結果ﾎ施工┇ゾ┊い期間ゼ設定ビ┬〞場合

┿鰉唄注者┎箒┋┨┩┊い何┩ズ┎ぇふけほ鰺地元調整等鯲ゼ生プ〞場合

╁鰉設計轄書┋定┡┩┬〞期日┞┇┋瞎細設計ゼ未了┎〞┡ﾎ施工┇ゾ┊い場合

╂鰉‐見┇ゾ┊い事態ゼ発生ブ〞鰺地中諠害物┎発見等鯲場合

╄鰉工事用地┎確保ゼΧ来┊い等┎〞┡工事┲施工┇ゾ┊い場合

╆鰉設計轄書┈実謔┎施工条件┎相臍┞〞┏設計轄書┎Ö備ゼ発見ビ┬〞〞┡

施工┲怦デ┫バ┈ゼ困讒┊場合

╈鰉埋蔵文化箝┎発掘┞〞┏調査ﾎそ┎♀┎事由┋┨┪工事┲施工┇ゾ┊い場合
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鰆鰉現地測量┎結果ﾎ弐断轄┲新〞┋作成ベ┫必要ゼあ┫┢┎ﾏ┞〞┏ﾎ縦断計画┎見直ブ┲

伴う弐断轄┎再作成ゼ必要┈┊┫┢┎ﾏ

鰈鰉施工┎段階┇ο明ブ〞推定岩劑線┎変更┋伴う弐断轄┎再作成ゼ必要┈┊┫┢┎ﾏ

〞─ブﾎ当初弐断轄┎推定岩劑線┎変更┏ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┋含┞┬┫ﾏ

鰒鰉現地測量┎結果ﾎ排水路計画┲新〞┋作成ベ┫必要ゼあ┫┢┎ﾏ

┞〞┏ﾎ土工┎縦弐断計画┎見直ブゼ必要┈┊┫┢┎ﾏ

鰊鰉構腓物┎∨置┤計画高ビﾎ延長ゼ変更┈┊┪構腓計算┎再計算ゼ必要┈┊┫┢┎ﾏ

鰄鰉構腓物┎載荷高ビゼ変更┈┊┪ﾎ構腓計算┎再計算ゼ必要┈┊┫┢┎ﾏ

鰮鰉現地測量┎結果ﾎ構腓物┎』┻こゼ変更┈┊┫ゼ標準設計┇修柏嬰能┊┢┎ﾏ

鰺鰄鯲ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎鰺鰄鯲ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎鰺鰄鯲ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎鰺鰄鯲ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎

鱇鱇鱇鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆設計変更嬰能┊╈ろ]鱆設計変更嬰能┊╈ろ]鱆設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

弐断轄┎再作成ゼ必要┈┊┫┢┎┏

ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎┊┎┍！

構腓計算┎再計算ゼ必要┈┊┫┢┎┏

ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎─┍！
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鰛鰉構腓物┎構腓計算書┎計算結果ゼ設計轄┈臍う場合┎構腓計算┎再計算ジ┨び轄面作成ゼ

必要┈┊┫┢┎ﾏ

鰥鰉基礎杭ゼ試釁杭等┋┨┪変更┈┊┫場合┎構腓計算ジ┨び轄面作成ﾏ

鰤鰉土留┡等┎構腓計算┋ジい┆現地条件┤施工条件ゼ異┊┫場合┎構腓計算ジ┨び轄面作成ﾏ

鰆鰌鰉ﾘ設計要領ﾙれﾘ各種示方書ﾙ等┈┎対比設計ﾏ

鰆鰆鰉構腓物┎応力計算書┎計算入力条件┎確認┤構腓物┎応力計算┲伴う照査ﾏ

鰆鰈鰉設計根拠┞┇遡┫見直ブﾎ必要┈ベ┫工費┎算Χﾏ

鰆鰒鰉舗装維持れ修繕工事┎縦弐断設計ﾏ鰺当初┎設計轄書┋ジい┆縦弐断面轄ゼ示ビ┬┆

ジ┪ﾎそ┎修柏┲行う場合┈ベ┫ﾏ┊ジﾎ設計轄書┇縦弐断轄ゼ示ビ┬┆ジ┩ペ土木

工事共通♂様書ﾘ旨旧渉旨ブ渉ブ渉フ路面ε削工ﾙﾘ旨旧渉旨ブ渉ブ渉プε削╁ろうろま┻工ﾙ

ﾘ旨旧渉旨ブ渉ブ渉帯╁ろうろま┻工ﾙ等┋睹当ブ縦弐断設計┲行う┢┎┏設計照査┋含┞

┬┫鯲ﾏ

目的物┋変更ゼ生プ┫轄面作成┏

ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎┍！

構腓物┎応力計算書┎チ┾ッ╆┢

ﾘ設計轄書┎照査ﾙ┎範褐┲バえ┫┢┎─┍！
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鰆鰊鰉新〞┊工種追加┤設計変更┋┨┫構腓計算ジ┨び轄面作成ﾏ

鰆鰄鰉概算鰺数量鯲発注工事┋ジデ┫構腓計算ジ┨び轄面作成ﾏ

鰆鰮鰉ﾘ設計便覧ﾙﾘ各種示方書ﾙ等┎変更┋伴う構腓計算ジ┨び轄面作成ﾏ

鰆鰛鰉照査┎結果ﾎ必要┈┊┃〞追加調査┎実施ﾏ

ﾔ例ﾕ○そろへン╇調査

○杭打れ大型重機┋┨┫施工┲行う謔┎近隣┎家屋調査

○ぇンネほ漏水補修工鰺裏込┡注入工鯲┎施工┋謔ブﾎ周辺地域┘┎影響調査

鰺注鯲┊ジﾎ適柏┊設計轄書┋基┅く数量┎算Χジ┨び完成轄┋┄い┆┏ﾎ唄注者┎費用筮

担┋┨┫┢┎┈ベ┫ﾏ
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鰺鰮鯲唄注者ズ┩┎請求┋┨┫工期┎延長鰺鰮鯲唄注者ズ┩┎請求┋┨┫工期┎延長鰺鰮鯲唄注者ズ┩┎請求┋┨┫工期┎延長鰺鰮鯲唄注者ズ┩┎請求┋┨┫工期┎延長

鰺鰺鰺鰺契約約款契約約款契約約款契約約款第鰈鰈条第鰈鰈条第鰈鰈条第鰈鰈条鯲鯲鯲鯲 鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

ﾘ契約約款第鰈鰈条鰺唄注者

┎請求┋┨┫工期┎延長鯲第

鰆項ﾙ┋基┅ゾﾎそ┎理由┲

明示ブ〞書面┋┨┪劈督職員

┋通知

発注者┏第鰈項┋基┅ゾﾎ必要ゼ

あ┫┈認┡┩┬┫┈ゾ┏ﾎ工期┲

延長ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ請筮£

蕚┋┄い┆┢必要┈認┡┩┬┫┈

ゾ┏変更┲行うﾏ

唄注者ジ┨び発注者┏第早鰊条ﾎ第早鰄条┋基┅ゾﾎﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨びジ┨びジ┨びジ┨び

請筮£請筮£請筮£請筮£蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫

○○○○唄注者┏ﾎ天候┎Ö良ﾎ関連工事┎調整協力ﾎそ┎♀唄注者┎箒┡┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い唄注者┏ﾎ天候┎Ö良ﾎ関連工事┎調整協力ﾎそ┎♀唄注者┎箒┡┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い唄注者┏ﾎ天候┎Ö良ﾎ関連工事┎調整協力ﾎそ┎♀唄注者┎箒┡┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い唄注者┏ﾎ天候┎Ö良ﾎ関連工事┎調整協力ﾎそ┎♀唄注者┎箒┡┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い

事由┋┨┪工期ハ┋工事┲完成ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い場合┏ﾎ発注者┘そ┎理由┲明示ブ〞事由┋┨┪工期ハ┋工事┲完成ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い場合┏ﾎ発注者┘そ┎理由┲明示ブ〞事由┋┨┪工期ハ┋工事┲完成ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い場合┏ﾎ発注者┘そ┎理由┲明示ブ〞事由┋┨┪工期ハ┋工事┲完成ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い場合┏ﾎ発注者┘そ┎理由┲明示ブ〞

書面┋┨┪工期延長変更┲請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ書面┋┨┪工期延長変更┲請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ書面┋┨┪工期延長変更┲請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ書面┋┨┪工期延長変更┲請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ

exバ ┹鰉天候Ö良┎日ゼ例裟┋比┙多い┈ο断┇ゾﾎ工期┎延長ゼ生プ〞場合

┻鰉設計轄書┋明示ビ┬〞関連工事┈┎調整┋変更ゼあ┪ﾎ工期┎延長ゼ生プ〞場合

┽鰉そ┎♀唄注者┎箒┡┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い事由┋┨┪工期┎延長ゼ生プ〞場合

協議
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鰺鰛鯲発注者┎請求┋┨┫工期┎短縮鰺鰛鯲発注者┎請求┋┨┫工期┎短縮鰺鰛鯲発注者┎請求┋┨┫工期┎短縮鰺鰛鯲発注者┎請求┋┨┫工期┎短縮

鰺鰺鰺鰺契約約款契約約款契約約款契約約款第鰈鰒条第鰈鰒条第鰈鰒条第鰈鰒条鯲鯲鯲鯲 鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆鱇設計変更嬰能┊╈ろ]鱆

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

唄注者┏発注者ズ┩┎請求┋

基┅ゾﾎ工期短縮┲轄┫〞┡

┎施工計画┲発注者┋提Χブﾎ

拭諾┲得┫ﾏ

発注者┏ﾎﾘ契約約款第鰈鰒条

鰺発注者┎請求┋┨┫工期┎短縮

等鯲第鰆項ﾙ┋基┅ゾﾎ特π┊理

由┋┨┪工期┲短縮ベ┫必要ゼあ

┫┈ゾ┏ﾎ工期┎短縮変更┲書面

┋┨┪唄注者┋請求ﾏ

唄注者ジ┨び発注者┏第早鰊条ﾎ第早鰄条┋基┅ゾﾎﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ﾘ協議ﾙ┋┨┪工期ジ┨びジ┨びジ┨びジ┨び

請筮£請筮£請筮£請筮£蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫蕚軾┲定┡┫

○○○○発注者┏ﾎ特π┊理由┋┨┪工期┲短縮ベ┫必要ゼあ┫┈ゾ┏ﾎ工期┎短縮変更┲唄注者┋発注者┏ﾎ特π┊理由┋┨┪工期┲短縮ベ┫必要ゼあ┫┈ゾ┏ﾎ工期┎短縮変更┲唄注者┋発注者┏ﾎ特π┊理由┋┨┪工期┲短縮ベ┫必要ゼあ┫┈ゾ┏ﾎ工期┎短縮変更┲唄注者┋発注者┏ﾎ特π┊理由┋┨┪工期┲短縮ベ┫必要ゼあ┫┈ゾ┏ﾎ工期┎短縮変更┲唄注者┋

書面┋┆請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ書面┋┆請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ書面┋┆請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ書面┋┆請求ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ

exバ ┹鰉工事一時中拍┋┈┢┊い工期延長ゼ‐想ビ┬ﾎ工期短縮ゼ必要┊場合

┻鰉関連工事等┎影響┋┨┪ﾎ工期短縮ゼ必要┊場合

┽鰉そ┎♀┎事由鰺地元調整ﾎ関Ｉ機関調整┊┉鯲┋┨┪工期┎短縮ゼ必要┊場合

協議
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唄唄唄唄 注注注注 者者者者 発発発発 注注注注 者者者者

契約約款第鰆鰥条契約約款第鰆鰥条契約約款第鰆鰥条契約約款第鰆鰥条第鰆項第鰆号鹽第鰄号┋第鰆項第鰆号鹽第鰄号┋第鰆項第鰆号鹽第鰄号┋第鰆項第鰆号鹽第鰄号┋睹当ベ┫事実┲発見睹当ベ┫事実┲発見睹当ベ┫事実┲発見睹当ベ┫事実┲発見

唄注者鰡立会い 発注者鰡直━┋調査┎実施 ﾜ第鰆鰥条第鰈項ﾝ

技唄注者ズ┩┎確認請求┲唄領後概┍帰日＃ハ┲目処┋調査終了‐定日┲唄注者┘通知

通知ブ確認┲請求

ﾜ第鰆鰥条第鰆項ﾝ

ケ行拭認決裁鰡重要┊事項┋┄い┆┏所長┞┇

鰺原則旨ブ日＃ハ鯲

調査結果┎┈┪┞┈┡

意見

唄理

変更ハ容れ変更根拠┎明確化ﾎ変更轄面ﾎ変更数量計算書

等┎変更設計轄書┎作成

変更設計決裁

協議 e工期┎変更ﾜ第鰈鰊条ﾝ f請筮£蕚軾┎変更ﾜ第鰈鰄条ﾝ

ﾜ第鰆鰥条第鰒項ﾝ

調査終了後旨ブ日＃ハ┋そ┎結果┲通知

鰺┈┫┙ゾ措置ゼあ┫場合ﾎ当睹指示┲含┠鯲

必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫┈ゾ┏設計轄書┎訂柏┞〞┏変更

鱇発注者ゼ行う鱆

れ設計轄書┎訂柏

れ工事目的物┎変更┲伴う設計轄書┎変更

協議ゼ整わ┊い場合┊┉必要┋応プﾎ設計変更審査会┲行う

設計変更┎妥当性┎審議┲行う鰺唄発注者┎発議┋┨┪適宜開催鯲

ﾜ第鰆鰥条

第鰊項ﾝ

必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫┈ゾ┏設計轄書┎訂柏┞〞┏変更 鱇発注者┈唄注者┈ゼ協議ブ┆発注者ゼ行う鱆

れ工事目的物┎変更┲伴わ┊い設計轄書┎変更

必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫┈ゾ┏工期┞〞┏請筮£蕚軾┲変

更ﾜ第鰆鰥条第鰄項ﾝ

鰊鰉設計変更手怦ゾくみろ鰊鰉設計変更手怦ゾくみろ鰊鰉設計変更手怦ゾくみろ鰊鰉設計変更手怦ゾくみろ
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設計変更┋関わ┫資料┎作成┋┄い┆┎ナ体的対応方法設計変更┋関わ┫資料┎作成┋┄い┆┎ナ体的対応方法設計変更┋関わ┫資料┎作成┋┄い┆┎ナ体的対応方法設計変更┋関わ┫資料┎作成┋┄い┆┎ナ体的対応方法

鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成鰄鰉設計変更┋関わ┫資料┎作成

第鰆鰥条第鰆項┋睹当ベ┫事実┲発見

資料┲確認ブ┞ブ〞ﾏ

バ┎資料┎作成費用┏設計変更┎対象設計変更┎対象設計変更┎対象設計変更┎対象

┈ブ┞ボ┳┈ブ┞ボ┳┈ブ┞ボ┳┈ブ┞ボ┳ﾏ

現地┈設計ハ容┎臍い┋┄い┆ﾎ

確認┇ゾ┫資料┲書面┇提Χ確認┇ゾ┫資料┲書面┇提Χ確認┇ゾ┫資料┲書面┇提Χ確認┇ゾ┫資料┲書面┇提Χブ┞ベﾏ

鱇契約約款第鰆鰥条第鰆項鱆鱇契約約款第鰆鰥条第鰆項鱆鱇契約約款第鰆鰥条第鰆項鱆鱇契約約款第鰆鰥条第鰆項鱆

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

鰆鯲設計照査┋必要┊資料作成鰆鯲設計照査┋必要┊資料作成鰆鯲設計照査┋必要┊資料作成鰆鯲設計照査┋必要┊資料作成

唄注者┏ﾎ当初設計等┋対ブ┆麈工事請筮契約約款麋第鰆鰥条第鰆項第鰆鰥条第鰆項第鰆鰥条第鰆項第鰆鰥条第鰆項┋睹当ベ┫事実ゼ発見

ビ┬〞場合ﾎ劈督職員┋そ┎事実ゼ確認┇ゾ┫資料┲書面┋┨┪提Χブﾎ確認┲求┡┊デ

┬┐┊┩┊いﾏ┊ジﾎバ┬┩┎資料作成┋必要┊費用┋┄い┆┏契約変更┎対象┈ブ┊いﾏ
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麈工事請筮契約約款麋第鰆鰥条第鰆項第鰆鰥条第鰆項第鰆鰥条第鰆項第鰆鰥条第鰆項┋基┅ゾ設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┋┄い

┆┏ﾎ麈工事請筮契約約款麋第鰆鰥条第鰊項第鰆鰥条第鰊項第鰆鰥条第鰊項第鰆鰥条第鰊項┋基┅ゾ発注者ゼ行う┢┎┇あ┫ゼﾎ唄注者┋

行わボ┫場合┏ﾎ＃½┎手怦ゾ┋┨┫┢┎┈ベ┫ﾏ

設計轄書┎訂柏┞〞┏変更┏発注者ゼ行い┞ベﾏ

設計変更┋関わ┫資料┲設計変更┋関わ┫資料┲設計変更┋関わ┫資料┲設計変更┋関わ┫資料┲作成作成作成作成

ブ〞┎┇提Χブ┞ベﾏ

設計変更ゼ必要┊ハ容┋┄い┆ﾎ唄発注者間┇確認

必要┊資料┎作成┋┄い┆協議ブﾎ発注者ゼ唄注者┋ナ体的┊作業┲指示

鱇契約書第鰆鰥条第鰊項鱆鱇契約書第鰆鰥条第鰊項鱆鱇契約書第鰆鰥条第鰊項鱆鱇契約書第鰆鰥条第鰊項鱆

鹽鹽鹽鹽 設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┲依頼ベ┫┈ゾ┏設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┲依頼ベ┫┈ゾ┏設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┲依頼ベ┫┈ゾ┏設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┲依頼ベ┫┈ゾ┏ 鹽鹽鹽鹽

唄注者唄注者唄注者唄注者 発注者発注者発注者発注者

資料┲確認ブ┞ブ〞ﾏ

バ┎資料┎作成費用┏

設計変更┎設計変更┎設計変更┎設計変更┎対象┈ブ┞ベ対象┈ブ┞ベ対象┈ブ┞ベ対象┈ブ┞ベﾏ

eeee 設計照査┋基┅ゾ設計変更ゼ必要┊ハ容┋┄い┆┏ﾎ唄発注者間┇確認ベ┫ﾏ設計照査┋基┅ゾ設計変更ゼ必要┊ハ容┋┄い┆┏ﾎ唄発注者間┇確認ベ┫ﾏ設計照査┋基┅ゾ設計変更ゼ必要┊ハ容┋┄い┆┏ﾎ唄発注者間┇確認ベ┫ﾏ設計照査┋基┅ゾ設計変更ゼ必要┊ハ容┋┄い┆┏ﾎ唄発注者間┇確認ベ┫ﾏ

ffff 設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┋┄い┆書面┋┨┪協議ブﾎ合意┲轄┃〞後ﾎ発注者設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┋┄い┆書面┋┨┪協議ブﾎ合意┲轄┃〞後ﾎ発注者設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┋┄い┆書面┋┨┪協議ブﾎ合意┲轄┃〞後ﾎ発注者設計変更ベ┫〞┡┋必要┊資料┎作成┋┄い┆書面┋┨┪協議ブﾎ合意┲轄┃〞後ﾎ発注者ゼゼゼゼ

ナ体的ナ体的ナ体的ナ体的┊指示┲行う┢┎┈ベ┫ﾏ┊指示┲行う┢┎┈ベ┫ﾏ┊指示┲行う┢┎┈ベ┫ﾏ┊指示┲行う┢┎┈ベ┫ﾏ

gggg 発注者┏ﾎ書面┋┨┫指示┋基┅ゾ唄注者ゼ設計変更┋関わ┪作成ブ〞資料┲確認ベ┫ﾏ発注者┏ﾎ書面┋┨┫指示┋基┅ゾ唄注者ゼ設計変更┋関わ┪作成ブ〞資料┲確認ベ┫ﾏ発注者┏ﾎ書面┋┨┫指示┋基┅ゾ唄注者ゼ設計変更┋関わ┪作成ブ〞資料┲確認ベ┫ﾏ発注者┏ﾎ書面┋┨┫指示┋基┅ゾ唄注者ゼ設計変更┋関わ┪作成ブ〞資料┲確認ベ┫ﾏ

hhhh 書面┋┨┫指示┋基┅い〞設計変更┋関わ┫資料┎作成業務┋┄い┆┏ﾎ契約変更┎対象┈ベ┫ﾏ書面┋┨┫指示┋基┅い〞設計変更┋関わ┫資料┎作成業務┋┄い┆┏ﾎ契約変更┎対象┈ベ┫ﾏ書面┋┨┫指示┋基┅い〞設計変更┋関わ┫資料┎作成業務┋┄い┆┏ﾎ契約変更┎対象┈ベ┫ﾏ書面┋┨┫指示┋基┅い〞設計変更┋関わ┫資料┎作成業務┋┄い┆┏ﾎ契約変更┎対象┈ベ┫ﾏ

iiii 増加費用┎算定┏ﾎ設計業務等標準積算基準書┲基筑┈ベ┫ﾏ増加費用┎算定┏ﾎ設計業務等標準積算基準書┲基筑┈ベ┫ﾏ増加費用┎算定┏ﾎ設計業務等標準積算基準書┲基筑┈ベ┫ﾏ増加費用┎算定┏ﾎ設計業務等標準積算基準書┲基筑┈ベ┫ﾏ

鰈鯲設計変更┋必要┊資料作成鰈鯲設計変更┋必要┊資料作成鰈鯲設計変更┋必要┊資料作成鰈鯲設計変更┋必要┊資料作成
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鰮鰉条件明示┋┄い┆鰮鰉条件明示┋┄い┆鰮鰉条件明示┋┄い┆鰮鰉条件明示┋┄い┆

明示項目 明示事項

工程関Ｉ 鰆鰉♀┎工事┎開始┞〞┏完了┎時期┋┨┪ﾎ当睹工事┎施工時期ﾎ全体工事等┋影響ゼあ┫場合┏ﾎ

影響箇所ジ┨び♀┎工事┎ハ容ﾎ開始┞〞┏完了┎時期ﾏ

鰈鰉施工時期ﾎ施工時間ジ┨び施工方法ゼψ限ビ┬┫場合┏ﾎψ限ビ┬┫施工ハ容ﾎ施工時期ﾎ施工時間

ジ┨び施工方法ﾏ

鰒鰉当睹工事┎関Ｉ機関等┈┎協議┋未成立┎┢┎ゼあ┫場合┏ﾎψ約┲唄デ┫ハ容ジ┨びそ┎協議ハ容

ﾎ成立見込┟時期ﾏ

鰊鰉関Ｉ機関ﾎ自治体等┈┎協議┎結果ﾎ特定ビ┬〞条件ゼ付ビ┬当睹工事┎工程┋影響ゼあ┫場合┏ﾎ

そ┎項目ジ┨び影響範褐ﾏ

鰄鰉余裕工期┲設定ブ┆発注ベ┫工事┋┄い┆┏ﾎ工事┎着手時期ﾏ

鰮鰉工事着手前┋地½埋設物ジ┨び埋蔵文化箝等┎事前調査┲必要┈ベ┫場合┏ﾎそ┎項目ジ┨び調査

期間ﾏ┞〞ﾎ地½埋設物等┎移設ゼ‐定ビ┬┆い┫場合┏ﾎそ┎移設期間ﾏ

鰛鰉設計工程¿見込┳┇い┫休日日数等作業Ö能日数ﾏ

用地関Ｉ 鰆鰉工事用地等┋未処理部δゼあ┫場合┏ﾎそ┎場所ﾎ範褐ジ┨び処理┎見込┟時期ﾏ

鰈鰉工事用地等┎使用終了後┋ジデ┫復族ハ容ﾏ

鰒鰉工事用仮設膺路れ資機材置ゾ場用┎借地┲ビボ┫場合ﾎそ┎場所ﾎ範褐ﾎ時期ﾎ期間ﾎ使用条件ﾎ

復族方法等ﾏ

鰊鰉施工者┋ﾎ消波けみッ╆ﾎ桁製作等┎仮設ぬろぉ┈ブ┆官談地等ジ┨び発注者ゼ借┪¿ド〞土地┲

使用ビボ┫場合┏ﾎそ┎場所ﾎ範褐ﾎ時期ﾎ期間ﾎ使用条件ﾎ復族方法等ﾏ

施工条件┏ﾎ契約条件┈┊┫┢┎┇あ┫バ┈ズ┩ﾎ設計轄書┎中┇明示ベ┫┢┎┈ベ┫ﾏ

┞〞ﾎ明示ビ┬〞条件┋変更ゼ生プ〞場合┏ﾎ契約轄書┎関連ベ┫条項┋基┅ゾﾎ適ε┋

対応ベ┫┢┎┈ベ┫ﾏ
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明示項目 明示事項

公害関Ｉ 鰆鰉工事┋伴う公害防拍鰺釀音ﾎ振動ﾎ粉塵ﾎ排Χ╃]等鯲┎〞┡ﾎ施工方法ﾎ建設機械れ設備ﾎ作業

時間等┲指定ベ┫必要ゼあ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰈鰉水替れ流入防拍施設ゼ必要┊場合┏ﾎそ┎ハ容ﾎ期間ﾏ

鰒鰉濁水ﾎ湧水等┎処理┇特π┎対策┲必要┈ベ┫場合┏ﾎそ┎ハ容鰺処理施設ﾎ処理条件等鯲ﾏ

鰊鰉工事┎施工┋伴┃┆発生ベ┫釀音ﾎ振動ﾎ地劑沈½ﾎ地½水┎枯塀等ﾎ電波諠害等┋起因ベ┫事業

損失ゼ懸念ビ┬┫場合┏ﾎ事前れ事後調査┎区δ┈そ┎調査時期ﾎ未然┋防拍ベ┫〞┡┋必要┊調査

方法ﾎ範褐等ﾏ

稽全対策関Ｉ 鰆鰉交通稽全施設等┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾎ期間ﾏ

鰈鰉鉄膺ﾎ╃]ﾎ電気ﾎ電睾ﾎ水膺等┎施設┈近接ベ┫工事┇┎施工方法ﾎ作業時間等┋ψ限ゼあ┫場合

┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰒鰉落石ﾎ雪崩ﾎ土呵崩落等┋対ベ┫防護施設ゼ必要┊場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰊鰉交通誘玄員ﾎ警戒船ジ┨び発破作業等┎保全設備ﾎ保稽要員┎配置┲指定ベ┫場合┞〞┏発破作業等

┋ψ限ゼあ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰄鰉談毒╃]ジ┨び酸素背乏等┎対策┈ブ┆ﾎ換気設備等ゼ必要┊場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

工事用膺路関Ｉ 鰆鰉一般膺路┲搬入路┈ブ┆使用ベ┫場合

(旨)工事用資機材等┎搬入経路ﾎ使用期間ﾎ使用時間恨等┋ψ限ゼあ┫場合┏そ┎経路ﾎ期間ﾎ時間恨等ﾏ

(早)搬入路┎使用中ジ┨び使用後┎処置ゼ必要┇あ┫場合┏ﾎそ┎処置ハ容ﾏ

鰈鰉仮膺路┲設置ベ┫場合

(旨)仮膺路┋関ベ┫稽全施設等ゼ必要┇あ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾎ期間ﾏ

(早)仮膺路┎工事終了後┎処置鰺祁置┞〞┏撤去鯲ﾏ

(フ)仮膺路┎維持補修ゼ必要┇あ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

仮設備関Ｉ 鰆鰉仮土留ﾎ仮橋ﾎ足場等┎仮設物┲♀┎工事┋引ゾ渡ベ場合ジ┨び引ゾ怫い┇使用ベ┫場合┏ﾎそ┎

ハ容ﾎ期間ﾎ条件等ﾏ

鰈鰉仮設備┎構腓ジ┨びそ┎施工方法┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎構腓ジ┨びそ┎施工方法ﾏ

鰒鰉仮設備┎設計条件┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

建設副産物関Ｉ 鰆鰉建設発生土ゼ発生ベ┫場合┏ﾎ箸土┎唄入場所ジ┨び仮置ゾ場所┞┇┎距讎ﾎ時間等┎処δジ┨び

保管条件ﾏ

鰈鰉建設副産物┎現場ハ┇┎再利用ジ┨び減量化ゼ必要┊場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰒鰉建設副産物ジ┨び建設廃棄物ゼ発生ベ┫場合┏ﾎそ┎処理方法ﾎ処理場等┎処理条件ﾏ┊ジﾎ再資源

化処理施設┞〞┏最終処δ場┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎唄入場所ﾎ距讎ﾎ時間等┎処δ条件ﾏ
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明示項目 明示事項

工事支諠物件等 鰆鰉地¿ﾎ地½等┎占用物件┎談無ジ┨び占用物件等┇工事支諠物ゼ祁瓦ベ┫場合┏ﾎ支諠物件疫ﾎ管理者ﾎ

∨置ﾎ移設時期ﾎ工事方法ﾎ防護等ﾏ

鰈鰉地¿ﾎ地½等┎占用物件工事┈重複ブ┆施工ベ┫場合┏ﾎそ┎工事ハ容ジ┨び期間等ﾏ

薬液注入関Ｉ 鰆鰉薬液注入┲行う場合┏ﾎ設計条件ﾎ工法区δﾎ材料種類ﾎ施工範褐ﾎ削孔数量ﾎ削孔延長ジ┨び注入量ﾎ

注入苅等ﾏ

鰈鰉周辺環境┘┎調査ゼ必要┊場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

そ┎♀ 鰆鰉工事用資機材┎保管ジ┨び仮置ゾゼ必要┇あ┫場合┏ﾎそ┎保管ジ┨び仮置ゾ場所ﾎ期間ﾎ保管方法等ﾏ

鰈鰉工事現場発生品ゼあ┫場合┏ﾎそ┎品疫ﾎ数量ﾎ現場ハ┇┎再使用┎談無ﾎ引ゾ渡ブ場所等ﾏ

鰒鰉支給材料ジ┨び貸Ü品ゼあ┫場合┏ﾎそ┎品疫ﾎ数量ﾎ品質ﾎ規格┞〞┏性能ﾎ引渡場所ﾎ引渡期間等

鰊鰉関Ｉ機関れ自治体等┈┎近接協議┋Ｉ┫条件等そ┎ハ容ﾏ

鰄鰉架設工法┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎施工方法ジ┨び施工条件ﾏ

鰮鰉工事用電力等┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰛鰉新植術れ新工法れ特許工法┲指定ベ┫場合┏ﾎそ┎ハ容ﾏ

鰥鰉部δ使用┲行う必要ゼあ┫場合┏ﾎそ┎箇所ジ┨び使用時期ﾏ

鰤鰉給水┎必要┎あ┫場合┏ﾎ嘘水箇所れ方法等ﾏ
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鰛鰉指定れ任意┎使いδデ鰛鰉指定れ任意┎使いδデ鰛鰉指定れ任意┎使いδデ鰛鰉指定れ任意┎使いδデ

ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

指定れ任意┋┄い┆┏ﾎ工事請筮契約約款第鰆条第鰒項┋定┡┩┬┆い┫┈ジ┪ﾎ適ε┋扱う必要ゼ

あ┫ﾏ

鰆鰉任意┋┄い┆┏ﾎそ┎仮設ﾎ施工方法┎一ε┎手段┎選択┏唄注者┎箒任┇行うそ┎仮設ﾎ施工方法┎一ε┎手段┎選択┏唄注者┎箒任┇行うそ┎仮設ﾎ施工方法┎一ε┎手段┎選択┏唄注者┎箒任┇行うそ┎仮設ﾎ施工方法┎一ε┎手段┎選択┏唄注者┎箒任┇行うﾏ

鰈鰉任意┋┄い┆┏ﾎそ┎仮設ﾎ施工方法┋変更ゼあ┃┆┢原則┈ブ┆設計変更┎対象┈ブ┊いﾏ原則┈ブ┆設計変更┎対象┈ブ┊いﾏ原則┈ブ┆設計変更┎対象┈ブ┊いﾏ原則┈ブ┆設計変更┎対象┈ブ┊いﾏ

鰒鰉〞─ブﾎ指定れ任意┈┢┋当初積算時┎想定┈現地条件ゼ異┊┫バ┈┋┨┫変更┏行う当初積算時┎想定┈現地条件ゼ異┊┫バ┈┋┨┫変更┏行う当初積算時┎想定┈現地条件ゼ異┊┫バ┈┋┨┫変更┏行う当初積算時┎想定┈現地条件ゼ異┊┫バ┈┋┨┫変更┏行うﾏ

ﾜﾜﾜﾜ留意事項留意事項留意事項留意事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ指定れ任意┎使いδデ┋ジい┆┏½記┎事項┋留意ベ┫ﾏ

鰆鰉仮設ﾎ施工方法等┋┏ﾎ指定┈任意ゼあ┪ﾎ発注┋ジい┆┏ﾎ指定┈任意┎部δ┲明確┋ベ┫指定┈任意┎部δ┲明確┋ベ┫指定┈任意┎部δ┲明確┋ベ┫指定┈任意┎部δ┲明確┋ベ┫

必要ゼあ┫ﾏ

鰈鰉発注者鰺劈督者鯲┏ﾎ任意┎趣続┲踏┞えﾎ適ε┊対応任意┎趣続┲踏┞えﾎ適ε┊対応任意┎趣続┲踏┞えﾎ適ε┊対応任意┎趣続┲踏┞えﾎ適ε┊対応┲ベ┫┨う┋注意ゼ必要ﾏ

技任意┋ジデ┫½記┎┨う┊対応┏Ö適ε

れ○○工法┇積算ブ┆い┫┎┇ﾎﾘ○○工法＃外┇┎施工┏Ö嬰ﾙ┈┎対応ﾏ

れ標準歩掛┇┏うッ╆せ┽┇施工┈┊┃┆い┫┎┇ﾎﾘ╆ふて‶┾ほ┇┎施工┏Ö嬰ﾙ┈対応ﾏ

れ新植術┎活用┋┄い┆唄注者ズ┩申ブΧゼあ┃〞場合┋ﾎﾘ積算¿┎工法┇施工ﾙベ┫┨う

対応ﾏ

〞─ブﾎ任意┇あ┃┆┢ﾎ当初積算時┎条件┈現地条件┋変更ゼあ┫場合┏ﾎ設計変更┲行うﾏ〞─ブﾎ任意┇あ┃┆┢ﾎ当初積算時┎条件┈現地条件┋変更ゼあ┫場合┏ﾎ設計変更┲行うﾏ〞─ブﾎ任意┇あ┃┆┢ﾎ当初積算時┎条件┈現地条件┋変更ゼあ┫場合┏ﾎ設計変更┲行うﾏ〞─ブﾎ任意┇あ┃┆┢ﾎ当初積算時┎条件┈現地条件┋変更ゼあ┫場合┏ﾎ設計変更┲行うﾏ
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契約約款第鰆条第鰒項

仮設ジ┨び施工┎方法そ┎♀工事目的物┲完成ベ┫〞┡┋必要┊一ε┎手段┋┄い┆ﾎバ┎約款ジ

┨び設計轄書┋特π┎定┡ゼ┊い場合┋┏ﾎ唄注者┏ﾎそ┎箒任┋ジい┆工事┲施工ベ┫┢┎┈ベ┫ﾏ

■自主施工┎原則

契約約款第鰆条第鰒項┋┨┪ﾎ設計轄書┋指定ビ┬┆い┊デ┬┐ﾎ工事実施┎手段ﾎ仮設物等┏

唄注者┎裁量┎範褐

指璈璈定 任璈璈意

設計噪書 施工方法等癉瘨い瘳具体的癉指定瘃矞 施工方法等癉瘨い瘳具体的癉皕指定痮𤺋い

施工方法等癮変更 発注者癮指示又皕臙諾疰必要

溜注者癮任意膅施工計画書等癮修塡𤩍提出皕必

要䐢

施工方法癮変更疰あ

矞場合癮設計変更

設計変更癮対象㿉瘃矞 設計変更癮対象㿉痮𤺋い璒

条件明示癮変更癉対

応痮瘓設計変更

設計変更癮対象㿉瘃矞 設計変更癮対象㿉瘃矞璒

そ癮直

舼指定仮設㿉瘃𥄢疷事項艅

籗河川堤防㿉同等癮機能を鐚瘃矞仮締勉癮あ矞場合

籗仮設構造物を一般交通癉供瘃矞場合

籗関係官公署㿉癮協議癉瞟瞤制約条件癮あ矞場合

籗特許工法又皕特殊工法を採用瘃矞場合

籗そ癮直𤩍第濯者癉特癉配慮瘃矞必要疰あ矞場合

籗直工事等癉使用瘃矞瘓𥇍𤩍工事完成後睘存置さ矟矞必要癮あ矞仮設

ﾜ指定┈任意┎考え方ﾝ

◎ 発注者┎指定事項＃外┏唄注者┎裁量┎範褐
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鰆鰉指定仮設┈任意仮設┎区δ┏ﾎﾘ発注者ゼ設計轄書┇ﾎ仮設工法┲轄面等┇指定ベ┫場合┞〞┏構腓ﾎ性能ﾎ規模ﾎ

施工方法等┎基筑的┊♂様┋┄い┆特記♂様書┋明示ベ┫ﾙズﾎそ┬┈┢ﾘバ┬┩┲決定ベ┫〞┡┋必要┊設計¿┎

条件┎┟┲明示ベ┫ﾙズ┎契約¿┎臍い─デ┇あ┫ﾏ

鰈鰉工事┎発注┋あ〞┃┆ﾎ発注者ゼ必要┈ο断ブ〞┢┎┏ﾎ契約条件┈ブ┆仮設工┎構腓ﾎ性能ﾎ規模等┋┄い┆ﾎ

あ┩ズプ┡指定ブﾎﾘ指定仮設ﾙ┈ベ┙ゾ┇あ┫ﾏ

ﾜ指定仮設┎ハ容┎目稽ﾝ

鰒鰉発注者┏ﾎ指定仮設┈ブ┆扱う仮設構腓物┋┄い┆┏ﾎ指定ベ┫ハ容┲設計轄書┋明記ブﾎ唄注者┋明示ブ┊デ┬┐

┊┩┊いﾏ┞〞ﾎ任意仮設┈ブ┆扱う仮設構腓物┋┄い┆┏ﾎ積算¿使用ブ〞轄面ゼあ┬┐ ┎ちろ╆┲付デ

設計轄書┋添付ベ┫ﾏ

鰊鰉指定仮設┎場合ﾎ唄注者┎都合┇当初設計┈臍う仮設┲行い〞い続┎申ブΧゼあ┃〞場合┋┏ﾎ唄注者┏設計計算書

┊┩び┋施工瞎細轄┲作成ブﾎ発注者┏当初設計┈液等＃¿┎指定ハ容┇あ┫バ┈┲確認┎¿ﾎ拭諾ブ┆┢┨いﾏ

〞─ブﾎ施工段階┇当初設計┋対ブ地劑条件等┎設計¿┎条件鰺設計轄書┋明示鯲┋変更ゼ生プ〞場合┏ﾎ丑方協議

┎¿ﾎ設計変更┎対象┈ベ┫ﾏ

鰄鰉任意仮設┎場合┇あ┃┆┢設計¿┎条件┋┄い┆┏設計轄書┋明示ベ┫バ┈┈ブﾎ施工段階┇変更ゼ生プ〞場合┏ﾎ

丑方協議┎¿ﾎ設計変更┎対象┈ベ┫ﾏ┞〞ﾎ唄注者┏十δ稽全┋工事目的物ゼ施工嬰能┊施工計画書┲発注者┋

提Χブﾎ発注者┏提Χビ┬〞施工計画書┲唄理鰺拭諾行妄┇┏┊い鯲ベ┫バ┈ﾏ┊ジﾎバ┎┈ゾ任意┎趣続┲十δ┋

踏┞えﾎÖ必要┊指玄┲行わ┊い┨うﾎ注意ベ┫バ┈ﾏ

鰺そ┎♀留意事項鯲

仮設構造物 指定不容

供用中癮道路𤺋瞢び癉第濯者癉配慮瘃矞必要疰あ矞土留𥇍 構造籗性能籗規模籗位置籗施工方法等

締勉瞤堤 構造籗性能籗河川条件籗施工方法等

締勉瞤膅小規模𤺋睘癮皕除く䐢 河川条件等

路面覆工 構造籗性能籗規模籗位置籗施工方法等

一般用仮橋 構造籗性能籗規模籗河川条件籗施工方法等

工事用仮橋𤩍仮桟橋 河川条件等

第濯者癉配慮瘃矞必要疰あ矞支保工等 性能籗交差条件籗河川条件等

仮設道路膅一般用䐢 構造籗性能籗規模等

供用中癮道路𤺋瞢び癉第濯者癉配慮瘃矞必要疰あ矞仮設防護柵 性能籗規模籗道路条件等

参考轄参考轄参考轄参考轄
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ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ設計轄書┋関ベ┫疑義┋┄い┆┏ﾎ入蓄前┎段階ジ┨び照査段階┇解決ブ┆ジくバ┈ゼﾎ

バ滑┊施工┤設計変更┋必要┊バ┈┇あ┫ﾏ

入蓄前入蓄前入蓄前入蓄前 鱇一般競／入蓄公告共通事項鰺抜粋鯲鱆

バ┎入蓄┋参加ブ┨う┈ベ┫者┏ﾎ入蓄┋Ｉ┫工事┎設計書ジ┨び轄面┎全部┎写ブ┎閲覧┲ベ┫

バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ

(早) 轄面等┋関ベ┫質問

┹┹┹┹ 轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎ質問書提Χ期限┞┇┋質問事項┲記載轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎ質問書提Χ期限┞┇┋質問事項┲記載轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎ質問書提Χ期限┞┇┋質問事項┲記載轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎ質問書提Χ期限┞┇┋質問事項┲記載

ブ〞書面┲提Χベ┫ブ〞書面┲提Χベ┫ブ〞書面┲提Χベ┫ブ〞書面┲提Χベ┫バ┈ﾏバ┈ﾏバ┈ﾏバ┈ﾏ

契約後契約後契約後契約後 鱇福’勵土木工事共通♂様書鰺抜粋鯲鱆

旨渉旨渉旨渉フ 設計轄書┎照査等 早バ設計轄書┎照査

唄注者┏ﾎ施工前及び施工途中┋ジい┆ﾎ自┩┎筮担┋┨┪契約約款第旨別条第旨項第旨号ズ┩第プ

号┋Ｉ┫設計轄書┎照査┲行いﾎ睹当ベ┫事実ゼあ┫場合┏ﾎ劈督職員┋そ┎事実ゼ確認┇ゾ┫資料

┲書面┋┨┪提Χブﾎ確認┲求┡┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

鰥鰉入蓄れ鰥鰉入蓄れ鰥鰉入蓄れ鰥鰉入蓄れ契約時┋ジデ┫設計轄書等┎疑義┎解決契約時┋ジデ┫設計轄書等┎疑義┎解決契約時┋ジデ┫設計轄書等┎疑義┎解決契約時┋ジデ┫設計轄書等┎疑義┎解決
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福’勵┇┏福’勵┇┏福’勵┇┏福’勵┇┏ 轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎふく鵺鰔┍┃┈電子申請‶]ぃて轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎふく鵺鰔┍┃┈電子申請‶]ぃて轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎふく鵺鰔┍┃┈電子申請‶]ぃて轄面等┋関ベ┫質問ゼあ┫場合┋┏ﾎ入蓄執行者┋対ブﾎふく鵺鰔┍┃┈電子申請‶]ぃて

┋┨┫┋┨┫┋┨┫┋┨┫送信ベ┫方法ﾎ┞〞┏ﾎ質問事項┲記載ブ〞書面┲鰒送信ベ┫方法ﾎ┞〞┏ﾎ質問事項┲記載ブ〞書面┲鰒送信ベ┫方法ﾎ┞〞┏ﾎ質問事項┲記載ブ〞書面┲鰒送信ベ┫方法ﾎ┞〞┏ﾎ質問事項┲記載ブ〞書面┲鰒⑷⑷⑷⑷┻┋規定ベ┫場所┋提Χベ┫方法┻┋規定ベ┫場所┋提Χベ┫方法┻┋規定ベ┫場所┋提Χベ┫方法┻┋規定ベ┫場所┋提Χベ┫方法┋┨┪┋┨┪┋┨┪┋┨┪

行う行う行う行うバ┈ﾏ



ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ工期ジ┨び請筮£蕚軾┎変更┏ﾎ発注者┈唄注者┈ゼ協議ブ┆定┡┫ﾏ

〞─ブﾎ協議開始┎日ズ┩鰆鰊日＃ハ┋協議ゼ整わ┊い場合┋┏発注者ゼ定┡ﾎ唄注者┋

通知ベ┫ﾏ

鯖江市工事鯖江市工事鯖江市工事鯖江市工事請筮契約約款請筮契約約款請筮契約約款請筮契約約款

第鰈鰊条第鰈鰊条第鰈鰊条第鰈鰊条鰺工期┎変更方法鯲鰺工期┎変更方法鯲鰺工期┎変更方法鯲鰺工期┎変更方法鯲

バ┎約款┎規定┋┨┫変更後┎工期┋┄い┆┏ﾎ発注者┈唄注者┈ゼ協議ブ┆定┡┫ﾏ〞─ブﾎ

協議開始┎日ズ┩鰆鰊日＃ハ┋協議ゼ整わ┊い場合┋┏ﾎ発注者ゼ定┡ﾎ唄注者┋通知ベ┫ﾏ

第鰈鰄条第鰈鰄条第鰈鰄条第鰈鰄条鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更方法等鯲方法等鯲方法等鯲方法等鯲

バ┎約款┎規定┋┨┫変更後┎請筮£蕚軾┋┄い┆┏ﾎ肺条┎規定┋┨┫┛ズﾎ発注者┈唄注者┈

ゼ協議ブ┆定┡┫ﾏ〞─ブﾎ協議開始┎日ズ┩鰆鰊日＃ハ┋協議ゼ整わ┊い場合┋┏ﾎ発注者ゼ

定┡ﾎ唄注者┋通知ベ┫ﾏ

鰤鰉契約変更┎手怦ゾ鰤鰉契約変更┎手怦ゾ鰤鰉契約変更┎手怦ゾ鰤鰉契約変更┎手怦ゾ
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ﾜﾜﾜﾜ瞎細事項鰆瞎細事項鰆瞎細事項鰆瞎細事項鰆ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ協議開始┎日┋┄い┆┏ﾎ発注者ゼ唄注者┎意見┲聴い┆定┡ﾎ唄注者┋通知

〞─ブﾎ発注者ゼ協議開始┎日┲通知ブ┊い場合┋┏ﾎ唄注者ゼ協議開始┎日┲定┡ﾎ

発注者┋通知ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ鰺第鰈鰊れ鰈鰄条第鰈項〞─ブ書ゾ鯲

鰺変更事由ゼ生プ〞日ズ┩ﾎ鰛日(工期┎場合)れ鰆鰊日(請筮£蕚軾┎場合)＃ハ┋発注者ゼ

協議開始┎日┲通知ブ┊い場合鯲

鯖江市工事請筮契約約款

第鰈鰊条第鰈鰊条第鰈鰊条第鰈鰊条鰺工期┎変更方法鯲鰺工期┎変更方法鯲鰺工期┎変更方法鯲鰺工期┎変更方法鯲 第鰈鰄条第鰈鰄条第鰈鰄条第鰈鰄条鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更方法等鯲方法等鯲方法等鯲方法等鯲

鰈 前項┎協議開始┎日┋┄い┆┏ﾎ発注者ゼ唄注者┎意見┲聴い┆定┡ﾎ唄注者┋通知ベ┫┢┎┈ベ┫ﾏ

鰺後略鯲

ﾜﾜﾜﾜ瞎細事項鰈瞎細事項鰈瞎細事項鰈瞎細事項鰈ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ唄注者┎箒┋┨┩┊い一時中拍れ工期┎変更┤設計轄書┎訂柏れ変更等┋┨┃┆ﾎ唄注者ゼ

増加費用┲必要┈ブﾎ┞〞┏損害┲唄デ〞場合┋┄い┆┏ﾎ発注者┈唄注者┈ゼ協議ブ┆

定┡┫ﾏ

技唄注者ゼ必要┈ベ┫増加費用れ損害賠償費用┋┄い┆┏ﾎ＃½ゼ想定ビ┬┫ﾏ

れ目的物┎手戻┪費用ﾎ┞〞┏改腓費用

れÖ要┈┊┃〞材料┎売溢損ﾎ労働者┎賃蕚れ懇郷費用

れÖ要┈┊┃〞建設機械┎損料れ回送費ﾎ仮設物┎賃料 等

技発注者┏ﾎ唄注者┋Ö必要┊増加費用れ損害┲Üえ┊い┨うﾎ½記┋留意ベ┫ﾏ発注者┏ﾎ唄注者┋Ö必要┊増加費用れ損害┲Üえ┊い┨うﾎ½記┋留意ベ┫ﾏ発注者┏ﾎ唄注者┋Ö必要┊増加費用れ損害┲Üえ┊い┨うﾎ½記┋留意ベ┫ﾏ発注者┏ﾎ唄注者┋Ö必要┊増加費用れ損害┲Üえ┊い┨うﾎ½記┋留意ベ┫ﾏ

れ設計段階ズ┩設計轄書┲照査れ確認

れ発注前┋関Ｉ機関┈┎協議調整┲完了

れ設計積算つ]┲ブ┊い

れ唄注者┈┎協議┲ベ┟┤ズ┋実施鰺ワンぅろま]たン]┋努┡┫鯲 等

鯖江市工事請筮契約約款

第鰈鰄条第鰈鰄条第鰈鰄条第鰈鰄条鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更鰺請筮£蕚軾┎変更方法等鯲方法等鯲方法等鯲方法等鯲

鰒 バ┎約款┎規定┋┨┪ﾎ唄注者ゼ増加費用┲必要┈ブﾎ┞〞┏損害┲唄デ〞場合┋発注者ゼ筮担ベ┫

費用┎軾┋┄い┆┏ﾎ発注者┈唄注者┈ゼ協議ブ┆定┡┫ﾏ
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ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ発注者鰺劈督職員鯲┈唄注者鰺現場£理人鯲┈┎間┇行わ┬┫ﾎ指示れ拭諾れ協議れ提Χれ

通知等┏ﾘ書面ﾙ┋┨┫ﾏﾘ書面ﾙ┈┏ﾘ工事打合ボ簿ﾙ等┲いうﾏﾘ工事打合ボ簿ﾙ┏ﾎ

発行裟男日┲記載ブﾎ署疫┞〞┏押郁ブ〞┢┎ゼ談効┈┊┫ﾏ

┊ジﾎﾘ情報共談‶]ぃてﾙ┋┨┫処理┏ﾎ署疫れ押郁┈液等┎処理┲行うバ┈ズ┩ﾎバ┎

‶]ぃて┇処理ブ〞工事帳票┢ﾘ書面ﾙ┈┟┊ベ┢┎┈ベ┫ﾏ鰺福’勵鯲

鰺記載例┏ﾎ参考資料┋掲載鯲

福’勵土木工事共通♂様書

第旨編 第旨章 第旨節 総則 旨渉旨渉旨渉早 用語┎定義

旨プバ指示 指示┈┏ﾎ契約轄書┎定┡┋基┅ゾﾎ劈督職員ゼ唄注者┋対ブﾎ工事┎施工¿必要┊事項┋┄い┆

書面┋┨┪示ブﾎ実施ビボ┫バ┈┲いうﾏ

旨帯バ拭諾 拭諾┈┏ﾎ契約轄書┇明示ブ〞事項┋┄い┆ﾎ発注者榿ブく┏劈督職員┞〞┏唄注者ゼ書面┋┨┪

液意ベ┫バ┈┲いうﾏ

旨帰バ協議 協議┈┏ﾎ書面┋┨┪契約轄書┎協議事項┋┄い┆ﾎ発注者┞〞┏劈督職員┈唄注者ゼ対等┎立場┇

合議ブﾎ結論┲得┫バ┈┲いうﾏ

旨別バ提Χ 提Χ┈┏ﾎ劈督職員ゼ唄注者┋対ブﾎ┞〞┏唄注者ゼ劈督職員┋対ブ工事┋Ｉわ┫書面┞〞┏そ┎♀

┎資料┲説明ブﾎ差ブΧベバ┈┲いうﾏ

早旨バ通知 通知┈┏ﾎ発注者┞〞┏劈督職員┈唄注者┞〞┏現場£理人┎間┇ﾎ劈督職員ゼ唄注者┋対ブﾎ┞〞

┏唄注者ゼ劈督職員┋対ブﾎ工事┎施工┋関ベ┫事項┋┄い┆書面┋┨┪互い┋知┩ボ┫バ┈┲いうﾏ

早プバ書面 書面┈┏ﾎ手書ゾﾎ郁ω物等┋┨┫工事打合ボ簿等┎工事帳票┲いいﾎ発行裟男日┲記載ブﾎ署疫

┞〞┏押郁ブ〞┢┎┲談効┈ベ┫ﾏ

鰆鰌鰉工事打合ボ簿鰆鰌鰉工事打合ボ簿鰆鰌鰉工事打合ボ簿鰆鰌鰉工事打合ボ簿
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ﾜﾜﾜﾜ瞎細事項鰺発注者┎対応鰆鯲瞎細事項鰺発注者┎対応鰆鯲瞎細事項鰺発注者┎対応鰆鯲瞎細事項鰺発注者┎対応鰆鯲ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ唄注者(現場£理人)┈┎協議れ指示れ拭諾れ通知等┏必ペ書面┇行うﾏ

鰺緊急┲要ブ口頭┇指示等┲行┃〞場合┏ﾎ後日書面┇両者ゼハ容等┲確認ベ┫鯲

鯖江市工事請筮約款 第鰤条鰺劈督職員鯲

鰈 劈督職員┏ﾎバ┎約款┎♀┎条項┋定┡┫┢┎ジ┨びバ┎約款┋基┅く発注者┎尼限┈ビ┬┫事項

┎う━発注者ゼ必要┈認┡┆劈督職員┋委任ブ〞┢┎┎┛ズﾎ設計轄書┋定┡┫┈バ┭┋┨┪ﾎ肺

┋掲ド┫尼限┲談ベ┫ﾏ

鰊 第鰈項┎規定┋┨┫劈督職員┎指示┞〞┏拭諾┏ﾎ原則┈ブ┆ﾎ書面┋┨┪行わ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ原則┈ブ┆ﾎ書面┋┨┪行わ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ原則┈ブ┆ﾎ書面┋┨┪行わ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ原則┈ブ┆ﾎ書面┋┨┪行わ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

福’勵土木工事共通♂様書 旨渉旨渉旨渉帯 劈督職員 早バ劈督職員┎尼限┎行使

劈督職員ゼそ┎尼限┲行使ベ┫時┏ﾎ書面┋┨┪行う┢┎┈ベ┫ﾏ〞─ブﾎ緊急┲要ベ┫場合緊急┲要ベ┫場合緊急┲要ベ┫場合緊急┲要ベ┫場合┏┏┏┏

劈督職員ゼﾎ唄注者┋対ブ口頭┋┨┫指示等┲行え┫唄注者┋対ブ口頭┋┨┫指示等┲行え┫唄注者┋対ブ口頭┋┨┫指示等┲行え┫唄注者┋対ブ口頭┋┨┫指示等┲行え┫┢┎┈ベ┫ﾏ口頭┋┨┫指示等ゼ行わ┬〞場合

┋┏ﾎ後日書面┋┨┪劈督職員┈唄注者┎両者ゼ指示ハ容等┲確認後日書面┋┨┪劈督職員┈唄注者┎両者ゼ指示ハ容等┲確認後日書面┋┨┪劈督職員┈唄注者┎両者ゼ指示ハ容等┲確認後日書面┋┨┪劈督職員┈唄注者┎両者ゼ指示ハ容等┲確認ベ┫┢┎┈ベ┫ﾏ

ﾜﾜﾜﾜ瞎細事項鰺発注者┎対応鰈鯲瞎細事項鰺発注者┎対応鰈鯲瞎細事項鰺発注者┎対応鰈鯲瞎細事項鰺発注者┎対応鰈鯲ﾝﾝﾝﾝ

ﾀ設計轄書┎変更┎指示等┏ﾎ書面┋┨┪明確┋行うﾏ

ﾜ明確┋ベ┫事項ﾝ

鰆 ﾘ拭諾鰺液意鯲ﾙ行妄ズﾎﾘ指示ﾙ行妄ズﾏ

鰈 ﾘ設計轄書┎変更ﾙ┈ベ┫┎ズﾎブ┊い┎ズﾏ

ﾘ設計轄書┲変更ベ┫ハ容ﾙ┏┉┎部δズﾏ

鰒 ﾘ請筮£蕚軾┲変更ﾙベ┫┎ズﾎブ┊い┎ズﾏ

ﾘ変更蕚軾ﾙ┎概算軾┏いく┩ズﾏ

┊ジﾎ劈督職員┏ﾎハ容┲問わペ所属ハ決裁┲得┫ハ容┲問わペ所属ハ決裁┲得┫ハ容┲問わペ所属ハ決裁┲得┫ハ容┲問わペ所属ハ決裁┲得┫┢┎┈ベ┫ﾏ

鰺唄注者┋対ベ┫バ滑┊対応┎観茂ズ┩ﾎ所属┋ジい┆あ┩ズプ┡ﾎハ容鰺重要度鯲┋応プ〞

決裁区δ┲定┡┆ジくバ┈┈ベ┫ﾏ鯲
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位位位位 工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン

位渉鰆 工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン

[ フ帰鹽プブ頁 版

位渉鰈 工事一時中拍┋伴う増加費用┎嘘扱い┋┄い┆

[ ププ鹽帯別頁 版
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位位位位鰔鰆鰔鰆鰔鰆鰔鰆 工事一時中拍┋Ｉ┫╃┻ぉふ┻ン

鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎背景背景背景背景

鰈鰉工事┎一時中拍┋Ｉわ┫基筑くみろ鰈鰉工事┎一時中拍┋Ｉわ┫基筑くみろ鰈鰉工事┎一時中拍┋Ｉわ┫基筑くみろ鰈鰉工事┎一時中拍┋Ｉわ┫基筑くみろ

鰒鰒鰒鰒鰉発注者┎中拍指示義務鰉発注者┎中拍指示義務鰉発注者┎中拍指示義務鰉発注者┎中拍指示義務

鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合

鰄鰉中拍┎指示れ通知鰄鰉中拍┎指示れ通知鰄鰉中拍┎指示れ通知鰄鰉中拍┎指示れ通知

鰮鰉基筑計画書┎作成鰮鰉基筑計画書┎作成鰮鰉基筑計画書┎作成鰮鰉基筑計画書┎作成

鰛鰉工期短縮計画書┎作成鰛鰉工期短縮計画書┎作成鰛鰉工期短縮計画書┎作成鰛鰉工期短縮計画書┎作成

鰥鰉請筮£鰥鰉請筮£鰥鰉請筮£鰥鰉請筮£蕚軾┞〞┏蕚軾┞〞┏蕚軾┞〞┏蕚軾┞〞┏工期┎変更工期┎変更工期┎変更工期┎変更

れ請筮£蕚軾┎変更

れ工期┎変更

鰤鰤鰤鰤鰉増加費用┎考え方鰉増加費用┎考え方鰉増加費用┎考え方鰉増加費用┎考え方

鰺鰆鯲筑工事施工中┋中拍ブ〞場合

鰺鰈鯲工期短縮┲行┃〞場合

鰺鰒鯲契約後準備工着手前┋中拍ブ〞場合

鰺鰊鯲準備工期間┋中拍ブ〞場合

旨旧旨旧旨旧旨旧鰉鰉鰉鰉増加増加増加増加費用┎費用┎費用┎費用┎設計書ジ┨び設計書ジ┨び設計書ジ┨び設計書ジ┨び事務処理¿┎扱い事務処理¿┎扱い事務処理¿┎扱い事務処理¿┎扱い

れ設計書┋ジデ┫扱い

れ事務処理¿┎扱い
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鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎背景鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎背景鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎背景鰆鰉╃┻ぉふ┻ン策定┎背景

ﾀ工事発注┎基筑的考え方

ﾀ工事発注┎現状

ﾀ現状┋ジデ┫課軫

ﾀ╃┻ぉふ┻ン┎策定

○工事┎発注┋謔ブ┆┏ﾎ地元設計協議ﾎ工事用地┎確保ﾎ占用事業者等協議ﾎ関Ｉ機関

協議┲整えﾎ適柏┊工期┲確保ブﾎ発注┲行うバ┈ゼ基筑┈┊┫ﾏ

○バ滑ズ┄効率的┊事業執行┲轄┫〞┡ﾎ工事┎発注時期┎鎖準化┋努┡┆い┫┈バ┭┇

あ┫ゼﾎ一部┎工事┇各種協議┤工事用地┎確保ゼ未完了┊場合┋ジい┆┢┤┠┲得ペ

条件明示┲行いﾎ発注┲行┃┆い┫ﾏ

○各種協議┤工事用地┎確保ゼ未完了┊状態┇発注┲行┃〞工事┤工事┎施工途中┇唄注

者┎箒┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い事由┋┨┪施工ゼ┇ゾ┊く┊┃〞工事┋┄い┆┏ﾎ工事

┎一時中拍┎指示┲行わ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

○ブズブﾎ一部┎工事┋ジい┆一時中拍┎指示┲行┃┆い┊い工事┢見唄デ┩┬ﾎ唄注者

┎現場管理費等┎増加┤配置植術者┎専任┘┎支諠ゼ生プ┆い┫┈い┃〞指摘ゼあ┫┈

バ┭┇あ┫ﾏ

○バ┬┩┎課軫┲踏┞えﾎ唄発注者ゼ工事一時中拍┋┄い┆ﾎ適柏┊対応┲行う〞┡┋

╃┻ぉふ┻ン┲策定ベ┫┢┎┇あ┫ﾏ
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鰈鰉工事┎一時中拍┋鰈鰉工事┎一時中拍┋鰈鰉工事┎一時中拍┋鰈鰉工事┎一時中拍┋Ｉわ┫Ｉわ┫Ｉわ┫Ｉわ┫基筑くみろ基筑くみろ基筑くみろ基筑くみろ

中拍┎指示れ通知中拍┎指示れ通知中拍┎指示れ通知中拍┎指示れ通知

工事再開通知工事再開通知工事再開通知工事再開通知

れ工期短縮┎必要性ο断れ工期短縮┎必要性ο断れ工期短縮┎必要性ο断れ工期短縮┎必要性ο断

請筮£蕚れ工期┎変更請筮£蕚れ工期┎変更請筮£蕚れ工期┎変更請筮£蕚れ工期┎変更

標準積算標準積算標準積算標準積算 見積積算見積積算見積積算見積積算

契契契契 約約約約 変変変変 更更更更

工事完成工事完成工事完成工事完成

工事施工Ö嬰

要因┎発生

中拍期間

鰒ヶ男＃ハ

中拍期間ゼ鰒ヶ男┲

超え┫┊┉ﾎ標準積算

┋┨┪ゼ〞い

中拍┎必要談┪

唄注者 発注者

ﾜ工事中拍┎通知ﾝ

ﾜ発注者┎中拍指示義務ﾝ

ﾜ工事┲中拍ベ┙ゾ場合ﾝ

ﾜ基筑計画書┎作成ﾝ

ﾜ請筮£蕚軾┞〞┏工期┎変更ﾝ

ﾜ増加費用┎考え方ﾝ

変更ゼ

必要

変更┏Ö要

工事施工Ö嬰

要因┎発見

中拍┎対象┈┊┫工事ハ容ﾎ工事区域ﾎ中拍期間┎見通ブジ┨び工事現場┲

適柏┋維持管理ベ┫〞┡┋ﾎ最現限必要┊管理体ψ等┎基筑的事項┲指示ベ┫

技必要┋応プ┆工事一時中拍ﾘ協議ﾙ

基筑計画書┎提Χ

れ工事中拍┋伴う増加費用
技

れ必要工期

工事請筮£蕚れ工事請筮£蕚れ工事請筮£蕚れ工事請筮£蕚れ

工期変更┎検討工期変更┎検討工期変更┎検討工期変更┎検討

唄唄唄唄 発発発発 注注注注 者者者者 間間間間 協協協協 議議議議

ﾘ協議ﾙ

工事発注工事発注工事発注工事発注

工事┎一時中拍工事┎一時中拍工事┎一時中拍工事┎一時中拍

┲検討┲検討┲検討┲検討

工期短縮計画書┎提Χ

れ工期短縮┋伴う増減費用
技

工期短縮ゼ嬰能

┇あ┫ズ

工期短縮┎要請ﾘ協議ﾙ

工期短縮Ö要

工期短縮Ö嬰┎場合ﾎそ┎続┲ﾘ回答ﾙ
工期短縮ゼ嬰能

ﾜ工期短縮計画書┎作成ﾝ

ﾘ協議ﾙ

増加費用┏ﾎ一時中拍┋ズ

ズ┫費用計¿┎♀ﾎ工期短

縮┲行┃〞場合┏ﾎそ┬┋

必要┊費用┲適ε┋計¿ベ

┫ﾏ

工期短縮

必要

標準積算┋┨┪ゼ〞

い場合┏ﾎπ途ﾎ見

積┋┨┫積¿ド積算

┈ベ┫ﾏ

技概算費用┏ﾎ参考値┇あ┪契約時茂┎

費用┲拘束ベ┫┢┎┇┏┊いﾏ

39



鰒鰉発注者┎中拍指示義務鰒鰉発注者┎中拍指示義務鰒鰉発注者┎中拍指示義務鰒鰉発注者┎中拍指示義務

ﾀ唄注者┎箒┋懇ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┊い事由┋┨┪工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合┋┏ﾎ

発注者ゼ工事┎全部┞〞┏一部┎中拍┲脾┤ズ┋書面┋┆命プ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

ﾁ唄注者┏ﾎ工事施工Ö嬰要因┲発見ブ〞場合ﾎ脾┤ズ┋発注者┈協議┲行うﾏ発注者┏ﾎ

必要ゼあ┬┐脾┤ズ┋工事中拍┲指示ベ┫ﾏ

ﾜ関Ｉ法％鰡契約約款第鰈鰌条ﾝ

技＃降┎一時中拍┋Ｉ┫事項┋┄い┆┏ﾎ全部┞〞┏一部中拍┈┢液様┎考え┈ベ┫ﾏ

ﾁ唄注者┎懇箒事由┋┨┩ペ┋工事┎施工ゼ

┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合

ﾁ唄注者┏ﾎ工事┲施工ベ┫意志ゼあ┃┆┢

施工ベ┫バ┈ゼ┇ゾペ工事ゼ中拍状態┈┊┫

ﾁバ┎┨う┊場合┋発注者ゼ工事┲中拍ビボ┊

デ┬┐ﾎ中拍┋伴い必要┈ビ┬┫工期┞〞┏

請筮£蕚軾┎変更┏行わ┬ペﾎ筮担┲唄注者

ゼ筮うバ┈┈┊┫

ﾁ発注者┏ﾎ工事┎中拍┲唄注者┋命プﾎ

工期┞〞┏請筮£蕚軾等┲適柏┋確保

ベ┫必要ゼあ┫

ﾁ工事請筮契約約款第旨帯条┋規定ベ┫発注

者┎工事用地等確保┎義務ﾎ第旨別条┋規

定ベ┫施工条件┎変化等┋ジデ┫手怦┈

関連ベ┫

ﾁバ┎バ┈ズ┩ﾎ発注者ジ┨び唄注者┎十

δ┊理解┎┢┈┋適ε┋運営ビ┬┫バ┈

ゼ望┞┬┫

注鯲鰆 工事┎一時中拍期間┋ジデ┫ﾎ主任植術者ジ┨び劈理植術者┎嘘┪扱い┋┄い┆┏＃½┎┈ジ┪ﾏ

れ工事┲全面的┋一時中拍ブ┆い┫期間┏ﾎ専任┲要ブ┊い期間┇あ┫ﾏ

れ唄注者┎箒┋┨┩┊い理由┋┨┪工事中拍┞〞┏工事ハ容┎変更ゼ発生ブﾎ大幅┊工期延期
技

┈┊┃〞場合┏ﾎ

植術者┎途中交£ゼ認┡┩┬┫ﾏ ﾜ劈理植術者ψ度運用ちニね┹ほ鰡国土交通省総合政策局ﾝ

技大幅┊工期延期┈┏ﾎ工事請筮契約約款鰺唄注者┎催告┋┨┩┊い解除尼鯲第プフ条鰆項第早号┲準拠ブ┆ﾎ

ﾘ延期期間ゼ当初工期┎鰆鰌δ┎鰄鰺工期┎鰆鰌δ┎鰄ゼ鰮男┲超え┫┈ゾ┏ﾎ鰮男鯲┲超え┫場合ﾙ┲目稽┈ベ┫ﾏ
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鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合鰊鰉工事┲中拍ベ┙ゾ場合

ﾀ唄注者┎箒┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い事由┋┨┪工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫場合┏ﾎ

ﾘe工事用地等┎確保ゼ┇ゾ┊いバ┈等┎〞┡唄注者ゼ工事┲施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫

┈ゾﾙ┈ﾘf暴風ﾎ豪雨ﾎ洪水ﾎ高潮ﾎ地震ﾎ地ベ┙┪ﾎ落劑ﾎ火災ﾎ釀乱ﾎ暴動そ┎♀

┎自然的┞〞┏人妄的┊事象┇あ┃┆唄注者┎箒┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い┢┎┋┨┪工事目的

物等┋損害┲生プﾎ┢ブく┏工事現場┎状態ゼ変動ブ〞〞┡ﾎ唄注者ゼ工事┲施工┇ゾ┊

い┈認┡┩┬┫┈ゾﾙ┎鰈┄ゼ規定ビ┬┆い┫ﾏ ﾜ関Ｉ法％鰡契約約款第鰈鰌条ﾝ

ﾀ¿記┎鰈┄┎規定＃外┋┢ﾎ発注者ゼ必要ゼあ┫┈認┡┫┈ゾ┏ﾎ工事┎全部┞〞┏一部

┎施工┲一時中拍ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ

技一時中拍┲指示ベ┫場合┏ﾎﾘ施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫状態ﾙ┋┞┇臉ブ┆い┫バ┈

ゼ必要┇あ┪ﾎﾘ施工┇ゾ┊い┈認┡┩┬┫状態ﾙ┏客観的┋認┡┩┬┫場合┲意味ベ┫ﾏ

e工事用地等┎確保ゼ┇ゾ┊い等┎〞┡

工事┲施工┇ゾ┊い場合

○発注者┎義務┇あ┫工事用地等┎確保ゼ

行わ┬┊い〞┡鰺工事請筮契約約款第旨帯

条鯲施工┇ゾ┊い場合

○設計轄書┈実謔┎施工条件┎相臍┞〞┏

設計轄書┎Ö備ゼ発見ビ┬〞〞┡鰺工事

請筮契約約款第旨別条鯲施工┲怦デ┫バ┈

ゼÖ嬰能┊場合れれれ等

f自然的┞〞┏人妄的┊事象┎〞┡工事┲

施工┇ゾ┊い場合

○ﾘ自然的┞〞┏人妄的事象ﾙ┏ﾎ埋蔵

文化箝┎発掘┞〞┏調査ﾎ碓対運動等

┎妨害活動┢含┞┬┫

○ﾘ工事現場┎状態┎変動ﾙ┏ﾎ地形等┎

物理的┊変動─デ┇┊くﾎ妨害活動┲行

う者┋┨┫工事現場┎占拠┤著ブい威嚇

行妄┢含┞┬┫
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鰄鰉中拍┎指示れ通知鰄鰉中拍┎指示れ通知鰄鰉中拍┎指示れ通知鰄鰉中拍┎指示れ通知

ﾀ発注者┏ﾎ工事┲中拍ベ┫┋あ〞┃┆┏ﾎ中拍対象┈┊┫工事┎ハ容ﾎ工事区域ﾎ中拍

期間┎見通ブ等┎中拍ハ容┲唄注者┋通知ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

ﾜ関Ｉ法％鰡契約約款第鰈鰌条ﾝ

┞〞ﾎ工事現場┲適柏┋維持管理ベ┫〞┡┋ﾎ最現限必要┊管理体ψ等┎基筑事項┲指示

ベ┫バ┈┈ベ┫ﾏ

発注者┎中拍尼発注者┎中拍尼発注者┎中拍尼発注者┎中拍尼

ﾁ発注者┏ﾎﾘ必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫ﾙ┈ゾ

┏ﾎ任意┋工事┲中拍ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ

技 ﾘ必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫ﾙズ否ズﾎ中拍ベ

┙ゾ工事┎範褐ﾎ中拍期間┋┄い┆┏発注者

┎ο断

ﾁ発注者ゼ工事┲中拍ビボ┫バ┈ゼ┇ゾ┫┎┏

工事┎完成前┋限┩┬┫ﾏ

唄注者┋┨┫中拍事案┎確認請求唄注者┋┨┫中拍事案┎確認請求唄注者┋┨┫中拍事案┎確認請求唄注者┋┨┫中拍事案┎確認請求

ﾁ唄注者┏ﾎ唄注者┎箒┋懇ベバ┈ゼ┇ゾ┊い

工事施工Ö嬰要因┲発見ブ〞場合┏ﾎ工事┎

中拍┋┄い┆発注者┈協議ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫ﾏ

工事┎中拍期間工事┎中拍期間工事┎中拍期間工事┎中拍期間

ﾁ唄注者┏ﾎ中拍期間ゼ満了ブ〞┈ゾ┏ﾎ工事┲

再開ベ┫バ┈┈┊┫ゼﾎ通常ﾎ中拍┎通知時茂

┇┏中拍期間ゼ確定的┇┊いバ┈ゼ多いﾏ

ﾁバ┎┨う┊場合ﾎ工事中拍┎原因┈┊┃┆い┫

事案┎解決┋┉┎く┩い時間┲要ベ┫ズ実現嬰

能┊計画┲立┆ﾎ工事┲再開┇ゾ┫時期┲通知

ベ┫必要ゼあ┫ﾏ

ﾁそブ┆発注者┏ﾎ施工一時中拍ブ┆い┫工事┋

┄い┆施工嬰能┈認┡〞┈ゾ┋工事┎再開┲指

示ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

ﾁバ┎バ┈ズ┩ﾎ中拍期間┏ﾎ一時中拍┲指示ブ

〞┈ゾズ┩一時中拍┎事象ゼ終了ブﾎ唄注者ゼ

工事現場┋入┪作業┲開始┇ゾ┫┈認┡┩┬┫

状態┋┊┃〞┈ゾ┞┇┈┊┫ﾏ
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鰮鰉基筑計画書┎作成鰮鰉基筑計画書┎作成鰮鰉基筑計画書┎作成鰮鰉基筑計画書┎作成

ﾀ工事┲中拍ブ〞場合┋ジい┆ﾎ唄注者┏中拍期間中┎工事現場┎維持れ管理┋関ベ┫基筑

計画書┲発注者┋提Χブ協議┎うえﾎ拭諾┲得┫┢┎┈ベ┫ﾏ

ﾜ土木工事共通♂様書第鰆編旨渉旨渉旨フﾝ

技実謔┋施工着手ベ┫前┎施工計画作成中ジ┨び測量等┎準備期間中┇あ┃┆┢ﾎ現場┎

維持れ管理┏必要┇あ┫バ┈ズ┩基筑計画書┲提Χブﾎ唄発注者間┇協議ベ┫ﾏ

ﾀ基筑計画書┎作成┋あ〞┃┆┏ﾎ再開┋備え┆┎方策┤一時中拍┋伴い発生ベ┫増加費用等

┋┄い┆ﾎ唄発注者間┇確認ブﾎ丑方┎認識┋相臍ゼ生プ┊い┨う┋ベ┫ﾏ

ﾀ一時中拍期間┎変更┤工事ハ容┎変更┊┉基筑計画書┎ハ容┋変更ゼ生プ┫場合唄注者┏

変更計画書┲作成ブﾎ唄発注者間┇協議ベ┫ﾏ

記載ハ容記載ハ容記載ハ容記載ハ容

ﾁ基筑計画書作成┎目的

ﾁ中拍時茂┋ジデ┫工事┎Χ来形ﾎ職員┎体ψﾎ労働

者数ﾎ搬入材料ジ┨び建設機械器ナ等┎確認┋関ベ

┫バ┈

ﾁ中拍┋伴う工事現場┎体ψ┎縮現┈再開┋関ベ┫バ┈

ﾁ工事現場┎維持れ管理┋関ベ┫基筑的事項

ﾁ工事再開┋向デ〞方策

ﾁ工事一時中拍┋伴う増加費用
技

ジ┨び算定根拠

ﾁ基筑計画書┋変更ゼ生プ〞場合┎手怦ゾ

管理箒任管理箒任管理箒任管理箒任

ﾁ中拍ブ〞工事現場┎管理箒任┏ﾎ唄注者┋

属ベ┫┢┎┈ベ┫ﾏ

ﾁ唄注者┏ﾎ基筑計画書┋ジい┆管理箒任┋

Ｉ┫続┲明┩ズ┋ベ┫ﾏ

技指示時茂┇想定ブ┆い┫中拍期間┋ジデ┫概算蕚軾┲記載ベ┫ﾏ

一部一時中拍┎場合┋┏ﾎ概算費用┎記載┏省略┇ゾ┫ﾏ
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鰛鰉工期短縮計画書┎作成鰛鰉工期短縮計画書┎作成鰛鰉工期短縮計画書┎作成鰛鰉工期短縮計画書┎作成

ﾀ発注者┏一時中拍期間┎解除┋あ〞┪工期短縮┲行う必要ゼあ┫┈ο断ブ〞場合┏ﾎ

唄注者┈工期短縮┋┄い┆協議ブ合意┲轄┫ﾏ

ﾀ唄注者┏ﾎ発注者ズ┩┎協議┋基┅ゾﾎ工期短縮┲行う場合┏そ┎方策┋関ベ┫工期

短縮計画書┲作成ブﾎ発注者┈協議┲行うﾏ

ﾀ協議┋あ〞┃┆┏ﾎ工期短縮┋伴う増加費用等┋┄い┆ﾎ唄発注者間┇確認ブﾎ丑方┎

認識┎相臍ゼ生プ┊い┨う┋ベ┫ﾏ

記載ハ容

ﾁ工期短縮┋必要┈┊┫施工計画ﾎ稽全衛生

計画等┋関ベ┫バ┈

ﾁ短縮┋伴う施工体ψ┈短縮期間┋関ベ┫バ┈

ﾁ工期短縮┋伴いﾎ新〞┋発生ベ┫費用┋┄い

┆ﾎ必要性┤数量等┎根拠┲明確┋ブ〞増加

費用┲記載

工期┎変更

ﾁ唄注者┏ﾎ発注者ズ┩┎拭諾┲唄デ〞工期短

縮計画┋┎┃┈┪施工┲実施ブﾎ唄発注者間

┇協議ブ〞工程┎遵畦┋努┡┫

ﾁ工期短縮┋伴う増加費用┋┄い┆┏ﾎ工期短

縮計画書┋基┅ゾ設計変更┲行う
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鰥鰉請筮£鰥鰉請筮£鰥鰉請筮£鰥鰉請筮£蕚軾┞〞┏蕚軾┞〞┏蕚軾┞〞┏蕚軾┞〞┏工期┎変更工期┎変更工期┎変更工期┎変更

ﾀ工事┲中拍ブ〞場合┋ジい┆ﾎﾘ必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫ﾙ┈ゾ┏ﾎ請筮£蕚軾┞〞┏

工期ゼ変更ビ┬┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

技ﾘ必要ゼあ┫┈認┡┩┬┫┈ゾﾙ┈┏ﾎ客観的┋認┡┫場合┲意味ベ┫ﾏ

ﾁ中拍ゼパく短期間┇あ┫場合ﾎ中拍ゼ部δ的┇全体工事┎施工┋影響ゼ┊い等例外的┊

場合┲除ゾﾎ請筮£蕚軾ジ┨び工期┎変更┲行うﾏ

請筮£蕚軾┎変更

ﾁ発注者┏ﾎ工事┎施工┲中拍ビボ〞場合┋請筮

£蕚軾┎変更┇┏補填ブ得┊い唄注者┎増加費

用ﾎ損害┲筮担ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

ﾁ増加費用

○工事用地等┲確保ブ┊ズ┃〞場合

○暴風雨┎場合┊┉契約┎基礎条件┎事情変

更┋┨┪生プ〞┢┎

ﾁ損害┎筮担

○発注者┋過失ゼあ┫場合┋生プ〞┢┎

○事情変更┋┨┪生プ〞┢┎

技増加費用┈損害┏区πブ┊い┢┎┈ベ┫

工期┎変更

ﾁ工期┎変更期間┏ﾎ原則ﾎ工事┲中拍ブ〞期

間ゼ妥当┇あ┫ﾏ

ﾁ地震ﾎ災害等┎場合┏ﾎ嘘耀付デ期間┤復興

期間┋長期┲要ベ場合┢あ┫ﾏ

ﾁバ┎バ┈ズ┩ﾎ嘘耀付デ期間┤復興┋要ブ〞

期間┲含┡┆工期延期ベ┫バ┈┢嬰能┇あ┫ﾏ
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鰤鰉増加費用┎考え方鰤鰉増加費用┎考え方鰤鰉増加費用┎考え方鰤鰉増加費用┎考え方

ﾀ増加費用等┎適用┏ﾎ発注者ゼ工事┎一時中拍鰺部δ中拍┋┨┪工期延期┈┊┃〞場合

┲含┠鯲┲指示ブﾎそ┬┋伴う増加費用等┋┄い┆唄注者ズ┩請求ゼあ┃〞場合┋適用

ベ┫ﾏ

ﾀ増加費用┈ブ┆積算ベ┫範褐┏ﾎ工事現場┎維持┋要ベ┫費用ﾎ工事体ψ┎縮現┋要ベ

┫費用ﾎ工事┎再開準備┋要ベ┫費用┈ベ┫ﾏ

■増加費用┎範褐

工事現場┎維持┋要ベ┫費用

ﾁ中拍期間中┋ジい┆工事現場┲維持ブ┞〞┏

工事┎怦行┋備え┆機械器ナﾎ労務者┞〞┏

植術職員┲保持ベ┫〞┡┋必要┈ビ┬┫費用

等

ﾁ中拍┋Ｉ┫工事現場┎維持等┎〞┡┋必要┊

唄注者┎筑支店┋ジデ┫費用

工事体ψ┎縮現┋要ベ┫費用

ﾁ中拍時茂┋ジデ┫工事体ψズ┩中拍ブ〞工事

現場┎維持体ψ┋┞┇体ψ┲縮現ベ┫〞┡ﾎ

Ö要┈┊┃〞機械機器ナﾎ労務者ﾎ植術職員

┎配置転換┋要ベ┫費用等

工事┎再開準備┋要ベ┫費用

ﾁ工事┎再開‐告後ﾎ工事┲再開┇ゾ┫体ψ

┋ベ┫〞┡ﾎ工事現場┋再投入ビ┬┫機械

機器ナﾎ労務者ﾎ植術職員┎転入┋要ベ┫

費用等

鰺鰆鯲筑工事施工中┋中拍ブ〞場合

技筑工事┈┏ﾎ工事目的物┞〞┏仮設┋Ｉ┫工事
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e工期短縮┎要因ゼ発注者┋起因ベ┫┢┎ れれれれれれれれれれﾜ増加費用┲見込┠ﾝ

exバ れ工種┲追加ブ〞ゼ工期延期ボペ当初工期┎┞┞┈ブ〞場合

f工期短縮┎要因ゼ唄注者┋起因ベ┫┢┎ れれれれれれれれれれﾜ増加費用┏見込┞┊いﾝ

exバ れ工程┎段嘘┪┋つ]ゼあ┪ﾎ当初工程┲短縮ボピ┫┲得┊い場合

g工期短縮┎要因ゼ自然条件鰺災害等含┠鯲┋起因ベ┫┢┎れれれﾜ増加費用┲見込┠ﾝ

exバ れ想定＃¿┎悪天候┋┨┪ﾎ当初‐定┎作業日数┎確保ゼ見込┡ペ工期延期ゼ必要┇あ┫ゼﾎ

何┩ズ┎事情┋┨┪ﾎ工期延期ゼ┇ゾ┊い場合

れ自然災害┇被災
技

┲唄デﾎ一時作業ゼ┇ゾ┊く┊┃〞ゼﾎ工期延期┲ボペﾎ当初工期┎┞┞

施工ベ┫場合

技災害┋┨┫損害┋┄い┆┏ﾎ契約約款第鰒鰌条鰺Ö嬰抗力┋┨┫損害鯲┋基┅ゾ対応

■増加費用┎考え方

ﾁ当初昼間施工┇あ┃〞ゼﾎ工種追加┋┨┪夜間施工┲追加ブ〞場合┏ﾎ夜間施工┎手間┋

要ベ┫費用ﾏ

ﾁえろぃ┺ろ数┲増加ボピ┫┲得ペﾎ建設機械等┎影数┲増加ビボ〞場合┋要ベ┫費用ﾏ

ﾁそ┎♀ﾎ必要┈思わ┬┫費用ﾏ

技増加費用┎ハ訳┋┄い┆┏ﾎ発注者┈唄注者┇協議┲行う┢┎┈ベ┫ﾏ

鰺鰈鯲工期短縮┲行┃〞場合鰺当初設計ズ┩施工条件┎変更ゼ┊い場合鯲

■増加費用┲見込┠場合┎主┊項目┎事例
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■中拍┋伴う増加費用┎算定

ﾀ増加費用┎算定┏ﾎ唄注者ゼ基筑計画書┋従┃┆実施ブ〞結果ﾎ必要┈ビ┬〞工事現場┎

維持等┎費用┎明細書┋基┅ゾﾎ費用┎必要性れ数量┊┉唄発注者間┇協議ブ┆行うﾏ

ﾀ増加費用┎各構成費目┏ﾎ原則┈ブ┆ﾎ中拍期間中┋要ブ〞費目┎ハ容┋┄い┆積算ベ┫ﾏ

再開＃降┎工事┋ズズ┫増加費用┏ﾎ従来┉ジ┪設計変更┇処理ベ┫ﾏ

ﾀ一時中拍┋伴い発注者ゼ新〞┋唄デ嘘┪対象┈ブ〞材料ﾎ直接労務費ジ┨び直接経費┋Ｉ┫

費用┏ﾎ睹当ベ┫工種┋追加計¿ブﾎ設計変更┋┨┪処理ベ┫ﾏ

増加費用等┎構成

ﾁ中拍期間中┎現場維持等┋要ベ┫費用┏ﾎ工事原価ハ┎間接工事費┎中┇計¿ブﾎ

一般管理費等┎対象┈ベ┫ﾏ

請筮工事費

工事価格

消費税相当軾

工事原価

一般管理費等

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

純工事費

中拍期間中┎現場維持等┎費用

＋

工期短縮┋┨┪増加ベ┫費用

技

技一時中拍┋伴う筑支店┋ジデ┫増加費用┲含┠
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注鯲れ標準積算┏工事全体┎一時中拍鰺主〞┫工種┎部δ中拍┋┨┪工期ゼ延期┈┊┃〞場合┲含┠鯲

┋適用ブﾎ膺路維持工事┞〞┏河川維持工事┎う━経常的┊工事┇あ┫場合ﾎジ┨び一時中拍期間ゼ

鰒ヶ男┲超え┫場合┏適用Ö嬰

れ標準積算┋┨┪ゼ〞い場合┏ﾎπ途ﾎ見積┋┨┫積¿積算┈ベ┫ﾏ

標準積算┋┨┪算定ベ┫場合ﾎ中拍期間中┎現場維持等┋関ベ┫費用┈ブ┆積算

ベ┫ハ容┏ﾎ積¿ド項目ジ┨び率項目┈ベ┫ﾏ

積¿ド項目

ﾁ直接工事費ﾎ仮設費ジ┨び事業損失防拍施設

費┋ジデ┫材料費ﾎ労務費ﾎ水膺ゲ熱電力等

料蕚ﾎ機械経費┇現場維持等┋要ベ┫費用

○直接工事費┋計¿ビ┬〞材料鰺期間要素

┲考慮ブ〞材料鯲ジ┨び仮設費┋計¿ビ

┬〞仮設材等┎中拍期間中┋Ｉ┫損料軾

ジ┨び補修費用

○直接工事費鰺仮設費┲含┠鯲ジ┨び事業

損失防拍費┋ジデ┫項目┇現場維持等┋

要ベ┫費用

率┇計¿ベ┫項目

ﾁ運搬費┎増加費用

○現場搬入幣┟┎建設機械┎工事現場┘┎搬Χ

┞〞┏工事現場┘┎再搬入┋要ベ┫費用

○大型機械類等┎現場ハ現運搬

ﾁ稽全費┎増加費用

○工事現場┎維持┋関ベ┫費用

技保稽施設ﾎ保稽要員┎費用ジ┨び火薬庫ﾎ火工品庫┎保稽

管理┋要ベ┫費用

ﾁ役務費┎増加費用

○仮設費┋Ｉ┫土地┎借┪¿ド等┋要ベ┫費用ﾎ

電力ジ┨び用水等┎基筑料蕚

ﾁ営繕費┎増加費用

○現場事務所ﾎ労務者宿舎ﾎ劈督員睿所ジ┨び

火薬庫等┎営繕損料┋要ベ┫費用

ﾁ現場管理費┎増加費用

○現場維持┎〞┡┋現場┘常駐ベ┫社員等従業員

給料手当ジ┨び労務管理費等┋要ベ┫費用
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■増加費用┎積算

ﾀ増加費用┏ﾎ原則ﾎ工事目的物┞〞┏仮設┋Ｉ┫工事┎施工着手後┲対象
注鯲

┋算定ベ┫

バ┈┈ブﾎ算定方法┏½記┎┈ジ┪┈ベ┫ﾏ

〞─ブﾎ中拍期間鰒ヶ男
技

＃ハ┏標準積算┋┨┪算定ブﾎ中拍期間ゼ鰒ヶ男┲超え┫場合ﾎ

膺路維持工事┞〞┏河川維持工事┎う━経常的┊工事┇あ┫場合┊┉ﾎ標準積算┋┨┪ゼ

〞い場合┏ﾎ唄注者ズ┩増加費用┋Ｉ┫見積┲求┡ﾎ唄発注者間┇協議┲行い増加費用┲

算定ベ┫ﾏ

工事一時中拍┋伴う積算方法鰺標準積算┋┨┫場合鯲

ﾁ中拍期間中┎現場維持等┎費用鰺単∨バ 旨済旧旧旧バ未満ε┪捨┆鯲

Ｇ 鰲 鵯ｇ 責 Ｊ ＋ 』

鵯ｇ鰡一時中拍┋Ｉ┫現場経費率鰺単∨ ％ 少数第鰊∨四捨‘入鰒∨拍┡鯲

Ｊ 鰡対象軾鰺一時中拍時茂┎契約¿┎純工事費鯲鰺単∨ バ 旨済旧旧旧バ未満ε┪捨┆鯲

』 鰡積¿ド費用鰺単∨ バ 旨済旧旧旧バ未満ε┪捨┆鯲

一時中拍┋Ｉ┫現場経費率鰺鵯ｇ鯲

鵯ｇ鰲鱠｛鰺Ｊ鰓鰺鶉責Ｊ

鶇

＋Ｎ鯲鯲

鱧

ろ鰺Ｊ鰓鰺鶉責Ｊ

鶇

鯲鯲

鱧

鹹＋鰺Ｎ責Ｒ責旨旧旧鯲鰓Ｊ

Ｎ鰡一時中拍日数鰺日鯲〞─ブﾎ部δ中拍┎場合┏ﾎ部δ中拍┋伴う工期延期日数

Ｒ鰡公共工事設計労務単価鰺土木一般世睾役鯲ﾎ鱠れ鱧れ鶉れ鶇鰡各工種毎┋決┞┫Ｉ数
鰺π表ろ鰆鯲

ﾁ土木工事標準積算基準書┋ジデ┫入力項目

○Ｊ鰡一時中拍時茂┎契約¿┎純工事費 ○Ｎ鰡一時中拍日数 ○』鰡積¿ド費用

注鯲増加費用┎算定鰺請筮£蕚軾┎変更鯲┏ﾎ施工着手後┲原則┈ブﾎ施工着手前┎増加費用┋関ベ┫唄発注者間┎ぇふけほ┲

回避ベ┫〞┡ﾎ契約轄書┋適ε┊条件明示鰺用地確保┎状況ﾎ関Ｉ機関┈┎協議状況┊┉ﾎ工事着手┋関ベ┫条件鯲┲行う┈

┈┢┋ﾎ施工計画打合ボ時┋ﾎ現場事務所┎設置時期┊┉┲確認ブﾎ十δ┊調整┲行うバ┈ﾏ

技標準積算┎適用範褐┏ﾎ積算基準策定時┋検証ブ〞╈ろ]ゼ鰒ヶ男程度┞┇┇あ┫バ┈ズ┩ﾎﾘ中拍期間鰒ヶ男＃ハﾙ┈ブ┆い┫ﾏ

技見積┲求┡┫場合ﾎ中拍期間全体┋ズズ┫見積鰺例え┐中拍期間鰊ヶ男┎場合ﾎ鰊ヶ男δ┎見積鯲┲徴臼ベ┫ﾏ
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π表鰔鰆
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ﾀ契約後準備工着手前┈┏ﾎ契約締結後┇ﾎ現場事務所れ工事勳板ゼ未設置ﾎ材料等ゼ

未搬入┎状態┇測量等┎準備工┋着手ベ┫┞┇┎期間┲いうﾏ

ﾀ発注者┏ﾎ¿記┎期間中┋ﾎ準備工┞〞┏筑工事┎施工┋着手ベ┫バ┈ゼÖ嬰能┈

ο断ブ〞場合┏ﾎ工事┎一時中拍┲唄注者┋通知ベ┫ﾏ

施工計画作成期間 準備工期間 筑工事施工期間 後耀付デ期間

当初契約工期

契約締結

施工計画作成期間 準備工期間 筑工事施工期間 後耀付デ期間

変更契約工期

契約締結

中拍期間

ﾁ基筑計画書┎作成

○工事請筮契約約款┎工事用地┎確保等第旨帯条第早項┋ﾘ唄注者┏ﾎ確保ビ┬〞工事

用地等┲善良┊管理者┎注意┲┢┃┆管理ブ┊デ┬┐┊┩┊いﾙ┈あ┫ﾏ

○バ┎バ┈ズ┩ﾎ唄注者┏必要┋応プ┆ﾎﾘ工事現場┎維持れ管理┋関ベ┫基筑的事項ﾙ

┲記載ブ〞基筑計画書┲発注者┋提Χブﾎ拭諾┲得┫ﾏ

ﾁ増加費用

○一時中拍┋伴う増加費用┏計¿ブ┊いﾏ

鰺鰒鯲契約後準備工着手前┋中拍ブ〞場合
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ﾁ基筑計画書┎作成

○唄注者┏ﾎﾘ工事現場┎維持れ管理┋関ベ┫基筑的事項ﾙ┲記載ブ〞基筑計画書┋必要

┋応プ┆概算費用┲記載
技

ブ〞¿┇ﾎそ┎ハ容┋┄い┆発注者┈協議ブ液意┲得┫ﾏ

技概算費用┏ﾎ請求ベ┫場合┎┟記載ベ┫ﾏ

技概算費用┏ﾎ参考値┇あ┪契約時茂┎費用┲拘束ベ┫┢┎┇┏┊いﾏ

ﾁ増加費用

○増加費用┎適用┏ﾎ唄注者ズ┩請求ゼあ┃〞場合┋適用ベ┫ﾏ

○増加費用┏ﾎ稽全費鰺工事勳板┎損料鯲ﾎ営繕費鰺現場事務所┎維持費ﾎ土地┎借地料鯲

ジ┨び現場管理費鰺劈理植術者┢ブく┏主任植術者ﾎ現場£理人等┎現場従業員手当鯲等

ゼ想定ビ┬┫ﾏ

○増加費用┎算定┏ﾎ唄注者ゼﾘ基筑計画書ﾙ┋基┅ゾ実施ブ〞結果ﾎ必要┈ビ┬〞工事

現場┎維持等┎費用┎ﾘ明細書ﾙ┋基┅ゾﾎ費用┎必要性れ数量┊┉唄発注者ゼ協議ブ┆

決定ベ┫ﾏ鰺積算┏唄注者ズ┩見積┲求┡行うﾏ鯲

鰺鰊鯲準備工期間┋中拍ブ〞場合

ﾀ準備工期間┈┏ﾎ契約締結後┇ﾎ現場事務所れ工事勳板┲設置ブﾎ測量等┎筑工事

施工前┎準備期間┲いうﾏ

ﾀ発注者┏ﾎ¿記┎期間中┋ﾎ筑体工事┋着手ベ┫バ┈ゼÖ嬰能┈ο断ブ〞場合┏ﾎ

工事┎一時中拍┲唄注者┋通知ベ┫ﾏ

施工計画作成期間 準備工期間 筑工事施工期間 後耀付デ期間

当初契約工期

契約締結

施工計画作成期間 準備工期間 筑工事施工期間 後耀付デ期間

変更契約工期

契約締結

中拍期間 準備工期間
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鰆鰌鰉増加費用┎鰆鰌鰉増加費用┎鰆鰌鰉増加費用┎鰆鰌鰉増加費用┎設計書ジ┨び設計書ジ┨び設計書ジ┨び設計書ジ┨び事務処理¿┎扱い事務処理¿┎扱い事務処理¿┎扱い事務処理¿┎扱い

■増加費用┎設計書┋ジデ┫扱い

ﾀ増ブδ費用┏ﾎ中拍ブ〞工事┎設計書┎中┋ﾘ中拍期間中┎現場維持等┎費用ﾙ┈ブ┆

原契約┎請筮工事費┈┏π計¿ベ┫ﾏ

ﾀ〞─ブﾎ設計書¿┇┏ﾎ原契約┋Ｉ┫請筮工事費┈増ブδ費用┎合算軾┲請筮工事費

┈┟┊ベﾏ

■増加費用┎事務処理¿┎扱い

ﾀ増ブδ費用┏ﾎ原契約┈液一┎‐算費目┲┢┃┆ﾎ設計変更┎例┋┊┩いﾎ更改契約ベ┫

┢┎┈ベ┫ﾏ

ﾀ増ブδ費用┏ﾎ唄注者┎請求ゼあ┃〞場合┋筮担ベ┫

ﾀ増ブδ費用┎積算┏ﾎ工事再開後脾┤ズ┋唄発注者ゼ協議ブ┆行うﾏ
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臤臖増加費用癉関瘃矞基本事項臤臖増加費用癉関瘃矞基本事項臤臖増加費用癉関瘃矞基本事項臤臖増加費用癉関瘃矞基本事項

𦣪臖工事一時中溺癮区便𦣪臖工事一時中溺癮区便𦣪臖工事一時中溺癮区便𦣪臖工事一時中溺癮区便

臬臖全体中溺㿉部便中溺癮積算不容癮違い臬臖全体中溺㿉部便中溺癮積算不容癮違い臬臖全体中溺㿉部便中溺癮積算不容癮違い臬臖全体中溺㿉部便中溺癮積算不容癮違い

臽臖請求癮臽臖請求癮臽臖請求癮臽臖請求癮流矟疢瞟び流矟疢瞟び流矟疢瞟び流矟疢瞟び適用範噬適用範噬適用範噬適用範噬

臿臖工事一時中溺癉伴う積算方法膅標準積算癉瞟矞場合䐢臿臖工事一時中溺癉伴う積算方法膅標準積算癉瞟矞場合䐢臿臖工事一時中溺癉伴う積算方法膅標準積算癉瞟矞場合䐢臿臖工事一時中溺癉伴う積算方法膅標準積算癉瞟矞場合䐢

𦥯臖工事一時中溺癉伴う増加費用等癮積䀹琢痓例𦥯臖工事一時中溺癉伴う増加費用等癮積䀹琢痓例𦥯臖工事一時中溺癉伴う増加費用等癮積䀹琢痓例𦥯臖工事一時中溺癉伴う増加費用等癮積䀹琢痓例膅膅膅膅臬臬臬臬ヶ鏤ヶ鏤ヶ鏤ヶ鏤超え矞場合䐢超え矞場合䐢超え矞場合䐢超え矞場合䐢

舄臖基本計画書癮作成例舄臖基本計画書癮作成例舄臖基本計画書癮作成例舄臖基本計画書癮作成例

𦧝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臤䐢𦧝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臤䐢𦧝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臤䐢𦧝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臤䐢

舙臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅𦣪䐢舙臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅𦣪䐢舙臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅𦣪䐢舙臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅𦣪䐢

臤𦣝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臬䐢臤𦣝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臬䐢臤𦣝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臬䐢臤𦣝臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臬䐢

臤臤臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臽䐢臤臤臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臽䐢臤臤臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臽䐢臤臤臖工事請負鎚金変更請求癮作成例膅臽䐢

臤𦣪臖工事請負鎚金癮構成膅臤䐢臤𦣪臖工事請負鎚金癮構成膅臤䐢臤𦣪臖工事請負鎚金癮構成膅臤䐢臤𦣪臖工事請負鎚金癮構成膅臤䐢

臤臬臖工事請負鎚金癮構成膅𦣪䐢臤臬臖工事請負鎚金癮構成膅𦣪䐢臤臬臖工事請負鎚金癮構成膅𦣪䐢臤臬臖工事請負鎚金癮構成膅𦣪䐢

位位位位鰔鰔鰔鰔早早早早 工事一時中拍┋伴う増加費用┎嘘扱い┋┄い┆
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鰆鰉増加費用┋関ベ┫基筑事項

増加費用┈ブ┆積算ベ┫範褐

増加費用┋関ベ┫基筑事項

対象工事

増加費用┎算定

発注者ゼﾎ契約約款第鰈鰌条第鰒項┎筮担軾┲筮担ベ┫工事┏½記条件┲満〞ベ工事┈ベ┫ﾏ

○‐測ブ讒い理由┋┨┪中拍ブ〞工事

○施工途中┋あ┫工事┎主要部δ┲長期┋わ〞┃┆鰺指示ブ〞期間鯲中拍ブ〞工事

○著ブい増ブδ費用ゼ生プ〞工事

○工事現場┎ 維持┋要ベ┫費用

○工事体ψ┎ 縮現┋要ベ┫費用

○工事┎再開準備┋要ベ┫費用

○増加費用┎算定┏ﾎ唄注者ゼ基筑計画書┋従┃┆実施ブ〞結果ﾎ必要┈ビ┬〞工事現場┎

維持等┎費用┎明細書┋基┅ゾﾎ費用┎必要性れ数量┊┉発注者┈唄注者ゼ協議ブ┆行うﾏ

○各構成費目┏ﾎ原則┈ブ┆中拍期間中┋要ブ〞費用┎ハ容┋┄い┆積算ベ┫ﾏ

技再開＃降┎工事┋ズズ┫増加費用┏従来┉ジ┪設計変更┇処理ベ┫ﾏ
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鰈鰉工事一時中拍┎区δ

一部一時中拍┎場合┎増ブδ費用┋┄い┆

中拍ゼパく短期間┇あ┫場合ﾎ中拍ゼ部δ的┇全体工事┎施工┋影響ゼ┊い等例外的┊場合┲除ゾﾎ

請筮蕚軾及び工期┎変更┲行うﾏ鰺主〞┫工種┏工事費構成比率ゼ最大┎工種┎┟┲指ベ┢┎┇┏┊い鯲

工事一時中溺 埞工事全体癮一時中溺 標準積算

埰一部一時中溺ォ主瘓矞工種癮一時中溺オ 標準積算外膅見積瞤癉瞟矞積琢痓積算䐢

臘術者癮専任

原則㿉痮瘳𤩍中溺期間便を

工期延期瘃矞痝㿉疰考え瞢矟矞

ＮＮＮＮ皕一時中溺日数

工期変更

増痮便費用癮算定方法

ＮＮＮＮ皕一部一時中溺癉伴う

工期延期日数

工事を全面的癉一時中溺痮瘳い矞期間皕

専任を要痮𤺋い璒

全部中溺㿉一部一時中溺癮違い

中溺癮範噬

一部一時中溺

膅主瘓矞工種癮中溺䐢

璈籗維持工事癮う瘜経常的𤺋工事𤹪あ矞場合

璈籗中溺期間疰臬箇鏤を超え矞場合

一時中溺

璈璈 膅工事全体癮中溺䐢

工事範噬全体

瓖一時中溺瓘㿉瓖一部一時中溺瓘瓖一時中溺瓘㿉瓖一部一時中溺瓘瓖一時中溺瓘㿉瓖一部一時中溺瓘瓖一時中溺瓘㿉瓖一部一時中溺瓘

 璈璈工事請負契約書膅第コケ条䐢𤹪皕𤩍工事用地等癮確保疰𤹪疷𤺋い等癮瘓𥇍又皕暴風𤩍豪雨等𤩍自然的又皕人琦的𤺋事象𤹪あ瘥瘳𤩍乙癮責癉帰瘃痝㿉疰𤹪疷𤺋い睘癮

璈璈癉瞟瞤𤩍乙疰工事を施工𤹪疷𤺋い㿉認𥇍瞢矟矞㿉疷皕𤩍甲皕𤩍工事癮中溺不容を直瘜癉乙癉通知瘃矞痝㿉㿉さ矟瘳い矞璒

璈璈璈工事癮一時中溺癉皕𤩍埞工事癮全部を中溺瘃矞場合膅一時中溺䐢𤩍埰工事癮一部を中溺瘃矞場合膅一部一時中溺䐢疰あ瞤𤩍契約琢癮流扱いや𤩍増痮便費用癮計琢

璈璈方法疰異𤺋矞璒

契約解除𤹪疷矞時期

膅契約書第サス条䐢

工事範噬癉疢い瘳工事疰施工𤹪疷𤺋い部便

膅中溺癮通知癮薇癉噪面癉中溺箇所を噪示䐢

工事施工期間皕専任疰必要璒

中溺部便を除い瘓直癮部便癮工事疰完了痮瘓後

臬鏤を経過痮瘳睘𤩍𤺋疢そ癮中溺疰解除さ矟𤺋い㿉疷璒

一部一時中溺癉伴う影響期間癉瘨い瘳工期延期瘃矞

璈璈中溺期間疰臬ヶ鏤通不癮場合皕標準積算膅率式䐢癉瞟矞

璈璈璈璈Ｇ 艉 ｄｇ × Ｊ ＋ α

璈璈ｄｇ舢一時中溺癉係矞現場経費率膅単位舢％璈少数第臽位四捨五入臬位溺𥇍䐢

璈璈Ｊ璈舢対象額膅一時中溺時珵癮契約琢癮純工事費䐢膅単位舢付璈ゲキケケケ付未満勉瞤捨瘳䐢

璈璈α 舢積琢痓費用膅単位舢付 ゲキケケケ付未満勉瞤捨瘳䐢

璈璈一時中溺癉係矞現場経費率膅ｄｇ䐢

璈璈璈ｄｇ艉䑺｛膅Ｊ臛膅䓔×Ｊ＾ャ＋ＮＮＮＮ䐢䐢＾B臃膅Ｊ臛膅䓔×Ｊ^䒳䐢䐢^艗蒗ガ｛膅Ｎ×Ｒ×臤𦣝𦣝䐢臛Ｊ蒗

璈璈ＮＮＮＮ舢一時中溺日数

璈璈Ｒ舢公共工事設計労務単価膅土木一般世話役䐢

璈璈䑺籗艗籗䓔籗䒳舢各工種毎癉決𥆩矞係数

中溺期間疰工期癮臤𦣝便癮臿を超え矞㿉疷璒

ォ工期癮臤𦣝便癮臿疰𦥯ヶ鏤を超え矞㿉疷皕𦥯ヶ鏤オ

工事請負契約約款

膅契約約款
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鰒鰉全体中拍┈部δ中拍┎積算ハ容┎臍い

璈

※工期延期癉瞟瞤工期疰出水期癉㽷㽷瘥瘳痮𥆩瘥瘓場合舢出水期間癉疢痏矞現場維持

璈璈等癉必要𤺋費用膅仮設費用𤩍運搬費用𤩍現場巡視等䐢皕設計変更癉瞟瞤計琢瘃矞璒

工種䑺膅主瘓矞工種䐢

捔

主

瘓

矞

工

種

疰

中

溺

捘

一

部

一

時

中

溺

璈○率計琢項目皕𤩍標準積算膅率計琢䐢標準積算膅率計琢䐢標準積算膅率計琢䐢標準積算膅率計琢䐢㿉瘃矞璒膅社員等給与𤩍現場事務所費用等䐢

璈璈※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕瓖中溺期間癮Ｎ瓘を用い矞璒※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕瓖中溺期間癮Ｎ瓘を用い矞璒※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕瓖中溺期間癮Ｎ瓘を用い矞璒※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕瓖中溺期間癮Ｎ瓘を用い矞璒

璈○率計琢項目通外皕積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算瘃矞璒膅材料癮保管費用𤩍仮設諸機材癮損料等䐢

璈璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒

璈埞率計琢項目皕𤩍標準積算膅率計琢䐢標準積算膅率計琢䐢標準積算膅率計琢䐢標準積算膅率計琢䐢瘃矞璒膅社員等給与𤩍現場事務所費用等䐢

璈璈※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕※標準積算癮率計琢項目癮対象日数皕瓖工事延期期間Ｎ’瓘瓖工事延期期間Ｎ’瓘瓖工事延期期間Ｎ’瓘瓖工事延期期間Ｎ’瓘を用い矞璒を用い矞璒を用い矞璒を用い矞璒

璈埰率計琢項目通外皕積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算瘃矞璒膅材料癮保管費用𤩍仮設諸機材癮損料等䐢

璈璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒

工種艗膅そ癮直工種䐢

工種䑺膅主瘓矞工種䐢

算定方法癮違い

中溺期間舢Ｎォ日オ中溺期間舢Ｎォ日オ中溺期間舢Ｎォ日オ中溺期間舢Ｎォ日オ

変更

変更工種艗膅そ癮直工種䐢

一時中溺一時中溺一時中溺一時中溺

捔

工

事

全

体

疰

中

溺

捘

一

時

中

溺

Ｎ’ォ日オ舢Ｎ’ォ日オ舢Ｎ’ォ日オ舢Ｎ’ォ日オ舢一部中溺癉伴う工期延期期間一部中溺癉伴う工期延期期間一部中溺癉伴う工期延期期間一部中溺癉伴う工期延期期間

※数量増癉瞟矞工期延期日数皕除く

璈

標準積算埞癮率計算癉用い矞日数
中溺期間中溺期間中溺期間中溺期間

標準積算舢埰璈標準積算通外舢㙊

変更一時中溺一時中溺一時中溺一時中溺

㙊全瘳癮増加費用を積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算瘃矞璒

 膅社員等給与𤩍現場事務所費用等 ＋ 材料癮保管費用𤩍仮設諸機材癮損料等䐢

璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒

一時中溺一時中溺一時中溺一時中溺

中溺期間疰臬ヶ鏤を超え矞臬ヶ鏤を超え矞臬ヶ鏤を超え矞臬ヶ鏤を超え矞場合璈→全瘳積琢痓積算中溺期間疰臬ヶ鏤通不臬ヶ鏤通不臬ヶ鏤通不臬ヶ鏤通不癮場合璈→標準積算

○全瘳癮増加費用を積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算瘃矞璒

 膅社員等給与𤩍現場事務所費用等 ＋ 材料癮保管費用𤩍仮設諸機材癮損料等䐢

璈※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒※積琢痓積算癮対象期間皕瓖中溺期間瓘㿉瘃矞璒

現場鎚理人籗管理臘術者

膅中溺期間癉疢痏矞現場維持癮瘓𥇍癮社員等䐢

中溺期間癉疢痏矞現場維持癮瘓𥇍癮社員等
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鰊鰉請求┎流┬ジ┨び適用範褐

★皕留意事項

★実施不容癮証明膅増加費用癮明細書𤩍作業報告等䐢

★増加費用癮適用皕溜注者㽷瞢癮請求疰あ瘥瘓場合癉適用

瓺積算例𤭯

○安全費

籗工事看板損料

○営繕費

璈 籗現場事務所癮維持費

籗土地癮借地料

○現場管理費

籗現場従業員手当

等疰想定さ矟矞

積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算

※右表項目癉瘨い瘳費用癮明細書癉

璈基瘼疷溜発注者協議

標準積算膅増加費用Ｇ艉ｄｇ×Ｊ ＋標準積算膅増加費用Ｇ艉ｄｇ×Ｊ ＋標準積算膅増加費用Ｇ艉ｄｇ×Ｊ ＋標準積算膅増加費用Ｇ艉ｄｇ×Ｊ ＋αααα䐢䐢䐢䐢

𥆩瘓皕積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算

注ゲ䐢全部中溺癮場合癉適用膅主瘓矞工種癮部便

璈璈璈中溺癉瞟瞤工期延期癉𤺋瘥瘓場合を含𥇥䐢

注コ䐢経常的𤺋維持工事等皕全瘳積琢痓

本工事施工中本工事施工中本工事施工中本工事施工中

 ｄg舢一時中溺癉係矞現場経費率

 Ｊ舢中溺時珵癮純工事費

★中溺期間癮確定膅部便中溺癮場合皕𤩍部便中溺癉伴う工期延期日数䐢

★増痮便費用癮協議

璈璈契約後準備工着手前璈璈契約後準備工着手前璈璈契約後準備工着手前璈璈契約後準備工着手前

契約締結後𤹪𤩍現場事務所籗工

事看板疰未設置𤩍材料等疰未手

配癮状態𤹪測量等癮準備工癉

着手瘃矞𥆩𤹪癮期間

璈璈璈璈璈璈準備工期間璈璈璈璈璈璈準備工期間璈璈璈璈璈璈準備工期間璈璈璈璈璈璈準備工期間

現場事務所籗工事看板を設置痮𤩍測量

等癮本工事前癮準備期間

※増加費用癮算定皕𤩍溜注者疰作成瘃矞瓖基本計画書瓘癉従瘥瘳実施痮瘓結果𤩍実薇癉要

璈痮瘓工事現場癮維持費用癮瓖明細書瓘癉基瘼疷𤩍官積算を瘃矞睘癮㿉瘃矞璒

璈𤺋疢𤩍費用癮必要性籗数量𤺋癁皕発注者籗溜注者疰協議痮瘳決定瘃矞睘癮㿉瘃矞璒

工事中溺癮通知籗指示膅発注者→溜注者䐢

基本計画書癮提出籗臙諾膅溜注者→発注者䐢

基本計画書癉基瘼く工事現場癮維持籗管理膅溜注者疰実施䐢

工事再開癮通知膅発注者→溜注者䐢

工事請負鎚金籗工期変更癮請求膅溜注者→発注者䐢

αααα舢積琢痓積算舢積琢痓積算舢積琢痓積算舢積琢痓積算

※右表項目ォ率便除くオ癉瘨い瘳※右表項目ォ率便除くオ癉瘨い瘳※右表項目ォ率便除くオ癉瘨い瘳※右表項目ォ率便除くオ癉瘨い瘳

璈費用癮明細書癉基瘼疷溜発注者協議璈費用癮明細書癉基瘼疷溜発注者協議璈費用癮明細書癉基瘼疷溜発注者協議璈費用癮明細書癉基瘼疷溜発注者協議

率膅ｄg䐢×対象額膅Ｊ䐢𤹪計琢率膅ｄg䐢×対象額膅Ｊ䐢𤹪計琢率膅ｄg䐢×対象額膅Ｊ䐢𤹪計琢率膅ｄg䐢×対象額膅Ｊ䐢𤹪計琢

積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算積琢痓積算

※右表項目癉瘨い瘳費用癮

璈明細書癉基瘼疷溜発注者協議

中

溺

期

間

蒦臬ヶ鏤

通不

臬ヶ鏤

を超え矞

璈璈璈増加費用皕璈璈璈増加費用皕璈璈璈増加費用皕璈璈璈増加費用皕

璈璈璈計琢痮𤺋い璒璈璈璈計琢痮𤺋い璒璈璈璈計琢痮𤺋い璒璈璈璈計琢痮𤺋い璒

璈※全部中溺癮場合皕

璈璈臘術者癮専任癮解除

璈※中溺期間疰工期癮

璈璈ゲグコォ𦥯ヶ鏤オを超え瘓

璈璈場合等皕契約癮解除

璈璈権疰発生

発注者皕𤩍中溺癮対象㿉𤺋矞工事不容𤩍工事区域𤩍中溺期間癮見通痮等

癮中溺不容を通知通知通知通知瘃矞璒𥆩瘓𤩍工事現場を適塡癉維持管理瘃矞瘓𥇍癉𤩍

最小限必要𤺋管理体制等癮基本的事項を指示指示指示指示瘃矞璒

中溺癮時期中溺癮時期中溺癮時期中溺癮時期

工事一時中溺癮増痮便費用癉瘨い瘳

★瓖中溺癮時期瓘癮確認

★中溺期間癮見通痮癮確認璈璈璈→特癉常駐させ矞臘術者等癮流扱い癉留意

★実施不容を明記膅→積算癉反映さ矟矞䐢

★管理責任癮所在を明記

璈璈膅臤䐢現場維持癉要瘃矞費用

璈璈璈璈璈イ臖工事現場癮維持癉要瘃矞費用

璈璈璈璈璈箼臖工事体制癮縮小癉要瘃矞費用

璈璈璈璈璈ハ臖工事癮再開籗準備癉要瘃矞費用

璈璈膅𦣪䐢本支店癉疢痏矞増痮便費用籗籗籗籗籗籗籗籗一般管理費㿉痮瘳率計琢さ矟矞

イ璈材料費イ璈材料費イ璈材料費イ璈材料費 埞璈材料癮保管費用

埰璈直癮工事現場盨転用瘃矞材料癮運搬費

㙊璈直接工事費癉計琢さ矟瘓材料癮損料等

箼璈労務費箼璈労務費箼璈労務費箼璈労務費 埞璈工事現場癮維持等癉必要𤺋労務費

中溺後癮労務費皕𤩍穪篖窬䈎𤩍潜函等を除疷𤩍原則㿉痮瘳計琢痮𤺋い璒

埰璈直職種癉転用痮瘓場合癮労務費差額

窊璈機械経費窊璈機械経費窊璈機械経費窊璈機械経費 埞璈工事現場癉存置瘃矞機械癮存置費用𤩍運転費用

ホ璈運搬費ホ璈運搬費ホ璈運搬費ホ璈運搬費 埞璈工事現場外盨癮搬出又皕工事現場盨癮再搬入癉要瘃矞費用

埰璈大型機械類等癮現場不運搬

𥫱璈準備費𥫱璈準備費𥫱璈準備費𥫱璈準備費

穪璈仮設費穪璈仮設費穪璈仮設費穪璈仮設費 埞璈仮設諸機材癮損料

埰璈新瘓癉必要㿉𤺋瘥瘓工事現場癮維持等癉要瘃矞費用

チ璈事業損失防溺施設費チ璈事業損失防溺施設費チ璈事業損失防溺施設費チ璈事業損失防溺施設費

仮設費癉準痱瘳積算痮瘓費用

箛璈安全費箛璈安全費箛璈安全費箛璈安全費 埞璈既存癮安全設備癉係矞費用

埰璈新瘓𤺋工事現場癮維持等癉要瘃矞安全費

窐璈役務費窐璈役務費窐璈役務費窐璈役務費 埞璈𥫣箐篖穪敷地𤩍材料置場等癮敷地癮借琢痓料

埰璈電力籗水道等癮基本料

䈎璈臘術管理費璈䈎璈臘術管理費璈䈎璈臘術管理費璈䈎璈臘術管理費璈原則㿉痮瘳増痮便費用皕計琢痮𤺋い璒

篔璈営繕費篔璈営繕費篔璈営繕費篔璈営繕費

ワ璈労務者輸=費ワ璈労務者輸=費ワ璈労務者輸=費ワ璈労務者輸=費

祊璈社員等従業員給料手当祊璈社員等従業員給料手当祊璈社員等従業員給料手当祊璈社員等従業員給料手当

䈇璈労務管理費䈇璈労務管理費䈇璈労務管理費䈇璈労務管理費 埞璈直癮工事現場盨転出入瘃矞労務者癮転出入癉要瘃矞費用

埰璈解邊籗休業手当を払う場合癮費用

タ璈地鎚タ璈地鎚タ璈地鎚タ璈地鎚

箵璈福利厚生費等箵璈福利厚生費等箵璈福利厚生費等箵璈福利厚生費等

元設計疰𤩍営繕費𤩍労務者輸=費を区便痮瘳積算痮瘳い矞場合癉疢

い瘳𤩍溜発注者協議癉瞟瞤認𥇍瞢矟瘓労務者を一括通勤させ矞場合

癮通勤費用

現場癉設置済癮施設を維持等癮瘓𥇍癉指示あ矞い皕協議癉瞟瞤中溺

期間中稼働させ矞瘓𥇍癉要瘃矞水道肘熱電力等費用

ハ璈水道肘熱ハ璈水道肘熱ハ璈水道肘熱ハ璈水道肘熱

璈璈璈璈電力等料金璈璈璈璈電力等料金璈璈璈璈電力等料金璈璈璈璈電力等料金

現場管理費癮不𤩍現場従業員癉係矞-職金𤩍法定福利費𤩍福利厚生

費𤩍通信交通費㿉痮瘳現場管理費率癮中癉計琢さ矟瘳い矞費用癮中

溺期間中癮費用

現場管理費癮不𤩍営繕費癉係矞敷地癮借琢痓癉要瘃矞費用等㿉痮瘳

現場管理費率癮中癉計琢さ矟瘳い矞地鎚癮中溺期間中癮費用

現場癉設置済癮営繕施設癮う瘜元設計癉計琢さ矟瘓睘癮㿉同等㿉認

𥇍瞢矟矞営繕施設癮中溺期間癉係矞維持費𤩍補修費及び損料額璈等

中溺期間中癮工事現場癮維持等癮瘓𥇍癉𤩍溜発注者協議癉瞟瞤定𥇍

瘓費用

増加費用癮範噬

皕𤩍本工事施工中癉疢い瘳臬ヶ鏤通不癮一時中溺癮

場合癮率計琢項目

通常癮準備作業を超え矞跡㽷瘓瘼痏𤩍再開準備癉要瘃矞費用𤹪指示

あ矞い皕協議癉瞟瞤必要㿉認𥇍瘓睘癮皕𤩍別途積琢痓癉瞟瞤計琢瘃矞

璈※Hサクゴクゲズ 瓖工事癮一時中溺癉伴う増加費用等癮積算琢癮流扱い癉瘨い瘳瓘瞟瞤抜粋

中溺期間中癮現場維持等癉要瘃矞費用
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鰄鰉工事一時中拍┋伴う積算方法鰺標準積算┋┨┫場合鯲

◆中溺期間中癮現場維持等癮費用膅単位璈付璈臤𦣝𦣝𦣝付未満勉瞤捨瘳䐢

Ｇ=ｄｇ×Ｊ＋α

ｄｇ舢一時中溺癉係矞現場経費率膅単位璈％璈璈少数第臽位四捨五入臬位溺𥇍䐢

J舢対象額膅一時中溺時珵癮契約琢癮純工事費䐢膅単位璈付璈臤𦣝𦣝𦣝付未満勉瞤捨瘳䐢

α舢積䀹琢痓費用膅単位璈付璈臤𦣝𦣝𦣝付未満勉瞤捨瘳䐢

ｄｇ艉䑺｛膅Ｊ臛膅䓔×Ｊ＾䒳＋Ｎ䐢䐢＾艗臃膅Ｊ臛膅䓔×Ｊ^䒳䐢オ^B蒗＋｛膅Ｎ×Ｒ×臤𦣝𦣝䐢臛Ｊ蒗

Ｎ舢一時中溺日数膅日䐢瘓瘛痮𤩍部便中溺癮場合皕𤩍部便中溺癉伴う工期延期日数

Ｒ舢公共工事設計労務単価膅土木一般世話役䐢

䑺籗艗籗モ籗ャ舢各工種毎癉決𥆩矞係数ォ別表籞臤オ

河川籗道路構造物 膅地方部膅一般交通等癮影響𤺋痮䐢䐢

ź= ゲスケクサ

ż= ギケクゲザシコ

Ĵ= ケクスコザゲ

Ŝ= ケクゴケジザ

Ｊ= ゲキケケケキケケケキケケケ   一時中溺時珵癮契約琢癮純工事費

Ｎ= ズケ 璈一時中溺日数

Ｒ= コゴキケケケ 璈公共工事設計労務単価膅土木一般世話役䐢膅例舢東京䐢

α= ケ   積䀹琢痓費用

ｄｇ艉䑺｛膅Ｊ臛膅䓔×Ｊ＾䒳＋Ｎ䐢䐢＾艗臃膅Ｊ臛膅䓔×Ｊ^䒳䐢オ^B蒗＋｛膅Ｎ×Ｒ×臤𦣝𦣝䐢臛Ｊ蒗

ｄｇ艉 ケクジゲケコサケズケズ

ケクジゲケ ％ 中溺舙𦣝日𤩍積䀹琢痓便𦣝付癮場合癮

曨Ｇ膅中溺期間中癮現場維持等癮費用䐢杇

Ｇ=ｄｇ×Ｊ＋α 純工事費 ｄｇ Ｇ

ゲケケキケケケキケケケ ゴクコズジ ゴキコズジキケケケ

Ｇ艉 ジキゲケケキケケケ ゴケケキケケケキケケケ ゲクサズシ サキサススキケケケ

ジキゲケケキケケケ ザケケキケケケキケケケ ゲクケジザ ザキゴジザキケケケ

ゲキケケケキケケケキケケケ ケクジゲケ ジキゲケケキケケケ

少数第臽位四捨五入

臬位溺𥇍

臤𦣝𦣝𦣝付未満勉瞤捨瘳
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鰮鰉工事一時中拍┋伴う増加費用等┎積┟¿ド例鰺鰒ヶ男超え┫場合鯲

工 事 疫鰡○○○電線共液溝工事

当 初 工 期鰡％和○○裟○○男○○日鹽％和○○裟○○男○○日鰺○○○日間鯲

当初契約蕚軾鰡￥○○○済○○○済○○○渉

一時中拍ハ容鰡現地調査┎結果ﾎ特硲部れ管路┎施工Ö能箇所┎調整ジ┨び支諠物件移設等

┋占用企業┈┎調整┋時間┲要ベ┫〞┡工事┲一時中拍ベ┫

一時中拍期間鰡％和○○裟○○男○○日鹽％和○○裟○○男○○日鰺○○○日間鯲

中拍┎指示れ通知中拍┎指示れ通知中拍┎指示れ通知中拍┎指示れ通知

工事再開通知工事再開通知工事再開通知工事再開通知

基筑計画書┎提Χ

工事請筮£蕚れ工事請筮£蕚れ工事請筮£蕚れ工事請筮£蕚れ

工期変更┎検討工期変更┎検討工期変更┎検討工期変更┎検討

工事請筮£蕚れ

工期変更┎請求

請筮£蕚れ工期請筮£蕚れ工期請筮£蕚れ工期請筮£蕚れ工期

┎変更┎変更┎変更┎変更

標準積算標準積算標準積算標準積算
基筑計画書┋基筑計画書┋基筑計画書┋基筑計画書┋

基┅く実費精算基┅く実費精算基┅く実費精算基┅く実費精算

中拍期間

鰒ヶ男＃ハ

中拍期間ゼ鰒ヶ男┲

超え┫場合

中拍┎必要談┪

ﾜ工事中拍┎通知ﾝ

ﾜ発注者┎中拍指示義務ﾝ

ﾜ工事┲中拍ベ┙ゾ場合ﾝ

ﾜ基筑計画書┎作成ﾝ

ﾜ請筮£蕚軾┞〞┏工期┎変更ﾝ

ﾜ増加費用┎考え方ﾝ

変更ゼ必要

変更┏Ö要

中拍┎対象┈┊┫工事ハ容ﾎ工事区域ﾎ中拍期間┎見通ブジ┨び工事現場┲

適柏┋維持管理ベ┫〞┡┋ﾎ最現限必要┊管理体ψ等┎基筑的事項┲指示ベ┫

唄注者 発注者

拭諾
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鰛鰉基筑計画書┎作成例

中拍期間中┎業務ハ容┲明記中拍期間中┎業務ハ容┲明記中拍期間中┎業務ハ容┲明記中拍期間中┎業務ハ容┲明記 中拍期間中┎現場体ψ┲明記中拍期間中┎現場体ψ┲明記中拍期間中┎現場体ψ┲明記中拍期間中┎現場体ψ┲明記

一時中拍┋伴う増ブδ費用┎基礎資料一時中拍┋伴う増ブδ費用┎基礎資料一時中拍┋伴う増ブδ費用┎基礎資料一時中拍┋伴う増ブδ費用┎基礎資料

○○○株式会社 ○○支店

％和○○裟○○男○○日

○○○電線共液溝工事

準備工期間中┋工事中拍┈┊┃〞場合┎基筑計画書ジ┨び請求資料┎作成例

鰈鰉中拍期間中┎業務

鰆鯲現場茂検┎実施

一般者ジ┨び歩行者ゼバ滑┋通行┇ゾ┫┨うﾎ旨日旨回＃¿┎現場

茂検┲実施ベ┫ﾏÖナ合発生時┋┏ﾎ○○○Χ張所┋報告ベ┫┈┈┢

┋ﾎ緊急処置┎┇ゾ┫体ψ┲整え┆ジくﾏ

鰈鯲緊急時┎対応

震度鰊＃¿┎地震発生時及び影風┤積雪等┋┨┫警報発％時┋┏ﾎ

現場茂検┲実施ベ┫┈┈┢┋ﾎπ紙┋┨┫緊急時┎体ψ┲築ゾﾎ災害

┋対ベ┫対応れ災害防拍┎〞┡┎処置┲┈┫┢┎┈ベ┫ﾏ

鰒鯲中拍期間中┎実施作業

中拍解除鰺現場着工鯲時┋バ滑┋工事ゼ実施┇ゾ┫┨う┋ﾎ½記業

務┲実施ベ┫ﾏ

れ現地調査

工事区間ハ┎現状┋┄い┆ﾎ測量ジ┨び地½埋設物件等┎調

査┲行いﾎ変更┎必要ゼ生プ〞場合┏ﾎ劈督職員┈協議ベ┫ﾏ

れ試掘┎立会

企業者┎試掘┋対ブﾎベ┙┆立会い埋設箇所┎確認┲行うﾏ

れ施工計画書┎作成

現場着工┋向デ〞施工計画書┎作成┲行いﾎ劈督職員┎拭

認┲得┫ﾏ

れ膺路調整会議┎Χ席

れ膺路工事等協議書┎作成

現場着工┋向デ〞膺路工事等協議書┲作成ベ┫ﾏ

£理人ジ┨び劈理植術者ゼ対応┇ゾ┊い業務ゼ

発生ブ〞場合ﾎ ○○○Χ張所┈協議┎うえﾎ社

員┲増員ブ┞ベﾏ

現場作業ゼ無いﾎ又┏ﾎ

非専任┎場合┏ﾎ給Ü等

┎請求┏┇ゾ┊い

常 駐

非専任
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鰥鰉工事請筮£蕚変更請求┎作成例(旨)

◎増加費用┎請求書例

○○ ○○

○○株式会社 ○○支店

○○○役員

支店長 ○○ ○○

郁

％和○○裟○○男○○日

鰺○○○電線共液溝工事鯲

％和○○裟○○男○○日付デ┇契約┲締結ブ┞ブ〞標記工事┋┄い┆ﾎ％和○○裟○男○

日ズ┩工事┎一時中拍┲唄デﾎ％和○○裟○○男○○日┋工事┎一時中拍┎解除通知┲唄デ

┞ブ〞┎┇ﾎ一時中拍┋伴い現場維持等┋要ブ〞費用┲請求ブ┞ベﾏ

％和○○裟○○男○○日ズ┩％和○○裟○○男○○日┞┇

鰺○○○日間鯲

○○ ○○

○○株式会社 ○○支店

○○○役員

支店長 ○○ ○○

郁

％和○○裟○○男○○日

鰺○○○電線共液溝工事鯲

鰺％和○○裟○○男鹽％和○○裟○○男鯲

鰺％和○○裟○○男鹽％和○○裟○○男鯲

π紙資料e鹽f

資料臤

資料𦣪

○○事務所長
○○事務所長
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鰤鰉工事請筮£蕚変更請求┎作成例(早)

工 事 隣　　○○○○○電線共輪溝工事

工事場所　　自χ○○県○○市○○

　　至χ○○県○○市○○

当初工期　　自χ烋成○○烝○○月○○日 　自χ烋成○○烝○○月○○日

　　至χ烋成○○烝○○月○○日 　至χ烋成○○烝○○月○○日

θǖǘŤ日間χ

当初契約金額　￥○○○,○○○,○○○　　　　税抜契約金額　￥○○○,○○○,○○○

　　増加金額　￥　　ǚ,ĽǘŤ,Ľǘǜ　　　　税抜増加金額　￥　　ǚ,ǜĄĽ,ŚŞĄ

○○○○株式会社　○○支店

工事一時中溺癉伴う増加費用等癮見積睘瞤

一時中止期間

θŚĄǹ日間χ

◎増加費用┎見積┢┪書例

技技技技見積┢┪┋対ベ┫妥当性┎確認ゼΧ来┫証明書見積┢┪┋対ベ┫妥当性┎確認ゼΧ来┫証明書見積┢┪┋対ベ┫妥当性┎確認ゼΧ来┫証明書見積┢┪┋対ベ┫妥当性┎確認ゼΧ来┫証明書

類┎提Χゼ必要類┎提Χゼ必要類┎提Χゼ必要類┎提Χゼ必要

例え┐鯲

鰺鰆鯲現場£理人等┎給料┋┄い┆

e当睹現場┇┎作業ハ容

f給Ü等┎ハ訳書

g給Ü明細等┎資料

鰺鰈鯲福利厚生費ﾎ通信交通費ﾎ営繕費┋┄い┆

e経費π支払調書

f事務用品┎証明書類┎提Χ

g経費支払い集計調書

妥当性┎確認ゼ┇ゾ〞項目┲積┟¿ド┫

鰺例┇┏ﾎ全┆確認Χ来〞場合ﾎ旨済旧旧旧バ未満┲

ε┪捨┆〞フ済ブプ帯済旧旧旧バ┲増加費用┈ブ┆計¿鯲

○○○○○電線共輪溝工事

規格 単位 数量 単価 金額 摘要

一時中止に伴う増し分費用 式 1 3,456,785

θǖχ現場管理費 式 1 3,456,785

・従業員給料手当 式 1 3,094,485

現場代理人 月 4.3 506,809 2,179,279

監理技術者 月 1.3 704,005 915,207

・福利厚生費 式 1 35,498

・事務用品費 式 1 50,935

・通信交通費 式 1 112,835

・現場事務所費 式 1 163,032

合計 3,456,785

工事隣

工事一時中溺癉伴う増加費用等癮見積睘瞤
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○○○㈱ ○○支店

鰆鰌鰉工事請筮£蕚変更請求┎作成例(フ)

◎増加費用┎見積┢┪根拠資料例

鰺鰆鯲現場£理人等給料┋┄い┆ﾜ資料鰆ﾝ

e当睹現場┇┎作業ハ容

f給Ü等┎ハ訳書

現場着手┎目処ゼ

立┃〞バ┈ズ┩ﾎ

○男┋変更基筑計

画書┲提Χブﾎ劈

理植術者┲専任┋

変更ブ〞

g給Ü明細等┎資料鰺各男┎給Ü明細書ﾎ前裟┎源泉徴臼票等鯲

現場鎚理人 監理臘術者

中溺期間中報告書璈璈璈璈○鏤璈璈璈璈璈総括表

鏤 日 曜日

ゲ 金

コ 土

ゴ 日

サ 鏤

ザ 火

シ 水

ジ 木

ス 金

ズ 土

ゲケ 日

ゲゲ 鏤

ゲコ 火

ゲゴ 水

ゲサ 木

ゲザ 金

ゲシ 土

ゲジ 日

ゲス 鏤

ゲズ 火

コケ 水

コゲ 木

ココ 金

コゴ 土

コサ 日

コザ 鏤

コシ 火

コジ 水

コス 木

コズ 金

ゴケ 土

ゴゲ 日

作業癮不容

工事癮一次中溺指示

現地調査膅現地測量䐢

現地調査膅現地測量䐢

現地調査膅現地測量䐢

現地調査膅現地測量䐢

現地調査膅現地測量䐢

現地調査膅支藴物等癮確認䐢

現地調査膅支藴物等癮確認䐢

現地調査膅現地測量䐢

現地調査膅支藴物等癮確認䐢

特殊部位置癮確認膅現地照査䐢

現地調査膅支藴物等癮確認䐢

現地調査膅支藴物等癮確認䐢

現地調査膅支藴物等癮確認䐢

現地調査膅試掘癮立会䐢

○烝

○鏤

現地調査膅現地測量䐢

特殊部位置癮確認膅現地照査䐢

道路調整会議膅占用企業者䐢

現地調査膅試掘癮立会䐢

特殊部位置癮確認膅現地照査䐢

現地調査膅試掘癮立会䐢

技工事中拍┋伴いﾎ劈理植術者┎専任┲解除ﾏ工事再開┎約鰆ヶ男前ズ┩専任┲再開ﾏ

鰺π途変更基筑計画書┲提Χ 鯲

瓺現場鎚理人璈○○璈○○𤭯

給与 超勤手当 賞与配賦金

給与手当

小計

○鏤 ゴシズキズケケ ゲゲケキゲサジ ゲケコキスコザ ザスコキスジコ

○鏤 ゴシズキズケケ ケ ゲケコキスコザ サジコキジコザ

○鏤 ゴシズキズケケ コゴキジコザ ゲケコキスコザ サズシキサザケ

○鏤 ゴシズキズケケ ザキズゴコ ゲケコキスコザ サジスキシザジ

○鏤膅ズ日便オ ゲケズキゲケゴ ジザゴ ゴスキジゲジ ゲサスキザジゴ

合璈計 ゲキザススキジケゴ ゲサケキザザジ サザケキケゲジ コキゲジズキコジジ

対象期間烋均 ゴシズキサシシ ゴコキシスス ゲケサキシザザ ザケシキスケズ

瓺監理臘術者璈○○璈○○𤭯

給与 超勤手当 賞与配賦金

給与手当

小計

○鏤

○鏤

○鏤

○鏤 ザコゴキシケケ ケ ゲスケキズゴジ ジケサキザゴジ

○鏤膅ズ日便オ ゲザスキゲゴズ ケ ザコキザゴケ コゲケキシシズ

合璈計 シスゲキジゴズ ケ コゴゴキサシジ ズゲザキコケシ

対象期間烋均 ザコサキサゲザ ケ ゲジズキザズケ ジケサキケケザ

鏤別給与支給明細書
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○○○電線共液溝工事

○○○株式会社

鎖成○○裟○男○日

○○勵○○市○○

○○○株式会社

旧旨早渉フブプ渉帯帰別ホ

郁

技○○株式会社使用欄鰺記入ブ┊い┇く─ビい鯲

鰆鰆鰉工事請筮£蕚変更請求┎作成例(ブ)

◎増加費用┎見積┢┪根拠資料例

鰺鰈鯲福利厚生費ﾎ通信交通費ﾎ営繕費┋┄い┆ﾜ資料鰈ﾝ

f事務用品費┎証明書類┎提Χ鰺請求書┎例鯲

項目 細別 支払菱 金額 備考

事務用品費

コ竨籞鎚 ○○○○㈱ ゴジキケケケ

通信交通費

連絡車 ㈱○○○○ コシキゴケケ

現場事務所

蚝ﾝﾀ蚜ﾊｳｽ ○○○○㈱ ゴスキケケケ

合璈計 ゲケゲキゴケケ

経費別支払調書膅烋成○○烝璈○鏤便䐢

税抜疷金額

e

g

技○○株式会社使用欄

福利厚生費 事務用品費 通信交信費 現場事務所

○鏤 ジキスザケ コシキゴケケ ゴスキケケケ

○鏤 コシキゴケケ ゴスキケケケ

○鏤 コジキシサス コシキゴケケ ゴスキケケケ

○鏤 ゴジキケケケ コシキゴケケ ゴスキケケケ

○鏤ォズ日便オ ゲゴキズゴザ ジキシゴザ ゲゲキケゴコ

合計 ゴザキサズス ザケキズゴザ ゲゲコキスゴザ ゲシゴキケゴコ

経費支払い璈邊計調書
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渇ブ済旨ブ帰済早旧旧

フプ済帯帯旨済帯旧旧

鰆鰈鰉工事請筮£蕚┎構成(旨)

増加費用等┎構成

ﾁ中拍期間中┎現場維持等┋要ベ┫費用┏工事原価┋含┡┆計¿ブﾎ一般管理費等┎対象┈ベ┫ﾏ

ﾁ積┟¿ド計¿費用┋┏ﾎ請筮比率ジ┨び合意比率┏考慮ブ┊い┢┎ベ┫ﾏ

ﾁ増加費用等┋┄い┆┎変更契約┏ﾎ工事再開後┋行うﾏ

請筮工事費

工事価格

消費税相当軾

工事原価

一般管理費等

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

純工事費

中拍期間中┎現場維持等┎費用

渇フ済ブプ帯済旧旧旧

早早済旧プブ済旨早プ

ﾜ増軾費用┎計算例ﾝ

中拍期間ゼ鰒ヶ男┲超え┫場合 赤袈┏増軾蕚軾

渇フ済ブプ帯済旧旧旧

早ホ済フホ別済別旧早

渇フ別ブ済旧旧旧

フ済帯早旨済旨ホ別

渇フ済別ブ旧済旧旧旧

フフ済旧早旧済旧旧旧

渇フ旧帰済早旧旧

早済帯ブ旨済帯旧旧

旨ホ済プホ旧済旧旧旧

帰済フブブ済帯帰帰

早済ブ帯ブ済旨早プ

渇フ済ブプ帯済旧旧旧

ホ済別旧別済別旧早
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鰆鰒鰉工事請筮£蕚┎構成(早)

事業区分

工事区分

規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要

式

1

1

0 0

式

1

1

0 0

式

1

1

0 0

m3

10,000

10,000

1,9』9

1,9』9

0 0

式

1

1

0 0

式

1

1

0 0

式

1

1

0 0

式

1

1

0 0

式

1

1

0 0

式

0

1

1 3,『』6,000 漉※１

式

1

1

1 3,『』6,000

式

1

1

1 38『,000

式

1

1

1 3,8『0,000

式

1

1

1 307,200

式

1

1

1 『,1『7,200

※１．婚中止期間中昨現場維持費恨削朔腰請負比率及び合意比率を考慮し作い甑

工事隣 ○○○○○電線共輪溝工事                                              。  1 回変更) 。包括合意)

共輪溝･電線共輪溝

共輪溝

工事区分・工種・種別・細別 金額

2,『6『,12』

2,『6『,12』

共輪溝

19,』90,000

19,』90,000

漉開削土工

19,』90,000

19,』90,000

漉漉掘削工

19,』90,000

19,』90,000

工事費計

3』,661,600

39,808,800

漉中止期間中昨現場維持費

0

3,『』6,000

工事原価

29,398,802

32,8』『,802

漉一般管理費等

3,621,198

『,00』,198

設漉計漉内漉訳漉書

工事価格

33,020,000

36,860,000

消費税相当額

2,6『1,600

2,9『8,800

漉共通仮設費θ率計上χ

2,『6『,12』

2,『6『,12』

純工事費

22,0』『,12』

22,0』『,12』

漉現場管理費

7,3『『,677

7,3『『,677

漉漉漉開削掘削

19,』90,000

19,』90,000

直接工事費

19,』90,000

19,』90,000

共通仮設費
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低低低低 土木設計業務等変更╃┻ぉふ┻ン

臤臖皕痱𥇍癉

𦣪臖土木設計業務等癮変更癮対象㿉𤺋瞤得矞ケ籞ス

臬臖土木設計業務等癮変更癮対象㿉𤺋瞢𤺋いケ籞ス

臽臖土木設計業務等癮変更癮手続竴箼籞
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⒊．鬮じめ霤

〔３〕土木設計業務等ば特性
○土木設計業務等ぱ多岐ねわちろ専門分野ば成果物を自然条件がりび地元・関係機関なば協議等
ばプロセセを経と作成せろやばどあろ．

※『土木設計業務等』なぱ，測量業務，地質調査業務，土木設計業務がりび土木調査・計画業務をいう．

〔４〕発注者・受注者ば留意事項
○発注者ぱ，国庫債務負担行為ば積極的ぬ活用，年度当初きるば予算執行ば徹底，年度末ば
業務ば集中を避ころさな等ねりれ，適正ぬ履行期間を確保すてて，発注・業務時期等ば平準
化を図ろ．まち，年度内ね適正ぬ履行期間を確保どくぬい場合ねぱ，繰榎〔翌債〕ば適切ぬ
運用を行う．
○発注者ぱ，当初契約時ね予見どくぬい事態，例えひ関係機関ぺば手続ば遅延，関連せろ他ば
業務ば遅延等ね備え，そば前提条件を明示すと設計図書〔別冊ば図面，仕様書，現場説明書
がりび現場説明書ね対せろ質問回答をいう．以下同ず．〕ば変更ば円滑化を図ろ必要ぎあろ．
○発注者ぱ，必要ぬ業務ば条件〔必要ね応ずと維持管理ね係ろ条件を含ゃろやばなせろ．〕を
明示すち仕様書等を適切ね作成せろななやね，必要ね応ずと条件明示チェックスート等を活
用す，基本的ぬ計画条件，関係機関なば調整実施ば確認等を条件明示せろ．
○受注者ぱ，入札・応募時点ねがいと設計図書を確認す，疑義ぎ生ずち場合ねぱ，質問をせろ
さなぎ重要どあろ．
○受発注者ぱ，業務ば履行ね必要ぬ設計条件等ねていと，確認を行う．
○受発注者ぱ，業務管理セケズュール表等ねりろ業務工程ば共有ゆ速ゆききて適切ぬ回答ね
努ゃろさなぎ重要どあろ．
○受発注者ぱ，合同現地踏査等ど前提条件等ぎ異ぬろ場合ねぱ，必要ね応ずと，設計図書ば
変更を行う．
○受注者ぱ，業務中ね疑義ぎ生ずち場合ねぱ，発注者な『協議』す業務を進ゃろさなぎ重要ど
あろ．
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＋基本事項－
◆下記ばりうぬ場合ねがいとぱ，設計図書ば変更ぎ可能どあろ．

⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース

71

1. 当初発注時点ど予期すえぬきづち関係機関ぺば手続ば遅延ぬに，受注者ば責ね帰しぬい事項
ぎ確認しゎち場合

2. 当初発注時点ど想定すといろ業務着手時期ね，受注者ば責ねりるぜ，業務着手どくぬい場合
3. 所定ば手続〔契約約款第３Ａ条〜第４８条，共通仕様書第1121条〜第1124条〕を行い，発注
者ぎ設計図書ば訂正まちぱ変更ぎ必要どあろな認ゃち場合

4. 設計ば基準なぬろ，示方書，指針等ぎ改訂ねぬづち場合〔改訂ね伴い，森ちぬ検討項目ば
追加ねりれ費用増なぬろ場合ぱ，変更協議ば対象〕

5. 受注者ば責ねりるぬい履行期間ば延期・短縮を行う際ね，協議ねりれ必要ぎあろな認ゃるゎ
ろ場合

＋留意事項－
◆設計図書ば変更・指示ねあちづとぱ下記ば事項ね留意せろ．

1. 受発注者ぱ，当初契約ば考え方ゆ設計条件を再確認すと，設計図書ば変更『協議』ねあち
ろ．

2. 受発注者ぱ，当該業務どば設計図書ば変更ば必要性を明確ねす，設計図書ば変更ぱ書面ど
行う．
※『協議』，『指示』ば結果なすと，軽微ぬやばぱ金額ゆ履行期間ば変更を行わぬい場合やあろ．

3. 設計図書ば変更ば手続ぱ，そば必要ぎ生ずち都度，受発注者ぱ遅滞ぬけ行うやばなせろ．
4. 技術提案ば内容ぎ設計図書ね反映しゎち場合ぱ，そば内容ば確認を行うさな．
〔プロポージル方式ば場合〕



〔３〕設計図書ね誤びゅうまたぱ脱漏があろ場合ば手続
〔契約約款第３Ａ条第３項第４号〕

⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース

72

○受注者ぱ，設計図書ぎ誤づといろな思わゎろ点を発見すち場合，発注者ね確認せほくど
あれ，そゎぎ誤づといろ場合ねぱ設計図書を訂正せろ必要ぎあろ．
受注者ぱ，設計図書ば誤びょうまちぱ脱漏を発見すち場合ねぱ，直っね発注者ね通知を
行い，発注者ぱ通知しゎち内容を確認す必要ね応ずと設計図書ば訂正まちぱ変更を行う．

『契約約款第３Ａ条〔条件変更等〕第
３項第４号』ね基でく，そば旨を直っ
ね発注者ね通知

発注者ぱ第３Ａ条第６項ね基でく，
必要ね応ずと設計図書ば訂正・変更

受注者がりび発注者ぱ契約約款第４７条，第４８条ね基でく，『協議』ねよれ履行期間およ
び業務委託料を定ゃろ。

Ex. 〔３〕貸与しゎち資料を確認すちなさわ公示しゎといろ数量ね誤れぎあづち．
〔４〕必要ぬ工種ば設計ねていと，特記仕様書ね明示ぎぬきづち．
〔５〕条件明示せろ必要ぎあろ場合ねやききわるぜ，設計を進ゃろね必要ぬ関係機関協議

資料ね関せろ条件明示ぎぬきづち．
等

受注者 発注者



⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース
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〔４〕設計図書ば表示が明確どぬい場合ば手続
〔契約約款第３Ａ条第３項第５号〕

○設計図書ば表示ぎ明確どぬいさななぱ，表示ぎ不十分，不正確，不明確ど実際ば業務遂
行ねあちづとにばりうね設計すとりいき判断ぎてきぬい場合ぬにばさなどあろ．
受注者ぱ，設計図書ば表示ぎ明確どぬい場合ねぱ，直っね発注者ね通知を行い，発注者
ぱ通知しゎち内容を確認す必要ね応ずと設計図書ば訂正まちぱ変更を行う．

『契約約款第３Ａ条〔条件変更等〕第
３項第５号』ね基でく，条件明示ぎ不
明確ぬ旨を直っね発注者ね通知

発注者ぱ第３Ａ条第６項ね基でく，
必要ね応ずと設計図書ば訂正・変更

受注者がりび発注者ぱ契約約款第４７条，第４８条ね基でく，『協議』ねよれ履行期間およ
び業務委託料を定ゃろ。

Ex. 〔３〕同時進行ば調査結果を用いと検討せろさなぱ明記しゎといろぎ貸与時期ぎ明記しゎといぬい．
〔４〕設計図書ねがいと，付属物を設計せろさなぱ記載しゎといろぎ，条件等ぎ不明確どあづち．
〔５〕既設計ど記載しゎといろぱぜば座標値ぎ設計図ね未記入ぢづち．
〔６〕関連せろ他ば業務等なば業務範囲ぎ明確どぱぬい．

等

受注者 発注者



⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース
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〔５〕設計図書ば自然的またぱ人為的ぬ履行条件が実際な相違すろ場合ば手続
〔契約約款第３Ａ条第３項第６号〕

○自然的ぬ履行条件ば例なすとぱ，設計せろ構造物ば範囲ば地形，水深等，まち，人為的
ぬ履行条件ば例なすとぱ，現地踏査を実施せろ場合ば立入条件，適用基準等ぎあごるゎ
ろ．受注者ぱ，設計図書ば自然的まちぱ人為的ぬ履行条件ぎ実際な相違せろ場合ねぱ，
直っね発注者ね通知を行い，発注者ぱ通知しゎち内容を確認す必要ね応ずと設計図書ば
訂正まちぱ変更を行う．

『契約約款第３Ａ条〔条件変更等〕第
３項第６号』ね基でく，自然まちぱ人
為的ぬ履行条件ぎ実際な相違せろ旨を
直っね発注者ね通知

発注者ぱ第３Ａ条第６項ね基でく，
必要ね応ずと設計図書ば訂正・変更

受注者がりび発注者ぱ契約約款第４７条，第４８条ね基でく，『協議』ねよれ履行期間およ
び業務委託料を定ゃろ。

Ex. 〔３〕現地ば地形ゆ地質条件ぎ既往成果ゆ発注者ぎ想定すといちやばな異ぬづとがれ，検討せろほく項
目ぎ増えち．

〔４〕詳細ぬ地質調査ば結果ゆ，詳細ぬ構造計算ば結果，構造物ば形式そばやばを変更せろ必要ぎあづち．
〔５〕業務履行中ね業務対象範囲ぎ災害ど被災す，契約時ば業務内容ねりろ履行ぎ困難なぬづち．
〔６〕予定すといち関係機関なば行政手続時期を過ぐとや手続ぎ完了そぜ，土木設計業務等ば続行ぎどく

ぬきづち．
〔７〕関連せろ他ば業務等ば進捗ぎ遅ゎちちゃ，土木設計業務等ば続行ぎどくぬきづち．
〔８〕土木設計業務等を進ゃろねあちづと，関係機関協議を同時並行すち際，協議相手きるば要望ねりれ

設計ぎ変更ねぬづち．
〔９〕そば他，森ちぬ制約等ぎ発生すち場合 等

受注者 発注者



⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース
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〔６〕業務ば中止ば場合ば手続
〔契約約款第４２条，共通仕様書第1124条〕

○第三者ば所有せろ土地ぺば立入れば承諾を得ろさなぎどくぬい場合ゆ天災等ば受注者ば
責ね帰しぬい事由ねりれ，業務を行うさなぎどくぬいな認ゃるゎろ場合ぎあごるゎろ
〔現場調査業務を委託す，契約書ね規定しゎといろ場合ね限ろ〕．さば場合ねぱ，発注
者ぱ，業務ば全部まちぱ一部を中止しそぬこゎひぬるぬい．

『契約約款第４２条〔業務ば中止〕第３
項』ねりれ，発注者ぱ，業務ば全部まち
ぱ一部を中止しそぬこゎひぬるぬい．

天災等ばちゃ，受注者ぎ業務を行うさなぎどくぬい

Ex. 〔３〕第三者ば土地ぺば立入れ許可ぎ得るゎぬきづち．
〔４〕環境問題等ば発生ねりれ土木設計業務等ば続行ぎ不適当まちぱ不可能なぬづち．
〔５〕天災等ねりれ土木設計業務等ば対象箇所ば状態ぎ変動すちまちぱ受注者側やすけぱ発注者側ぎ

非常体制を取るじろを得ぬい状況ぎ発生す，業務ば続行ぎ不適当まちぱ不可能なぬづち．
等

発注者りれ，一時中止ば指示〔契約上一
時中止をきころさなぱ発注者ば義務〕

履行期間ば変更ねていとぱ，発注者な受注者ぎ協議すと定ゃろ．＋契約約款第４７条－
※必要ね応ずと変更工程表等を提出

受注者きるば発議や可．

受注者 発注者



⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース
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〔７〕受注者ば請求ねよろ履行期間ば延⻑ば場合ば手続
〔契約約款第４５条，共通仕様書第1123条〕

○受注者ば責ゃね帰せろさなぎどくぬい事由〔第三者ば所有せろ土地ぺば立入れば承諾を
得ろさなぎどくぬい場合ゆ天災等〕ねりれ，履行期間内ね業務を完了せろさなぎどくぬ
い場合ぎあごるゎろ．受注者ぱ，必要ぬ場合ねぱ，発注者ね書面ねりれ履行期間ば延⻑
変更を請求す，発注者ぱ請求しゎち内容を確認す必要ね応ずと履行期間ば延⻑を行う．

Ex. 〔３〕第三者ば土地ぺば立入れ許可ぎ得るゎぬきづち．
〔４〕天災等ねりれ業務ば履行ね支障ぎ生ずち． 等

『契約約款第４５条〔受注者ば請求ね
りろ履行期間ば延⻑〕第３項』ね基で
く，
・履行期間ば延⻑理由
・必要なすろ延⻑⽇数ば算定根拠
・変更工程表
を提出 等

発注者ぱ第４５条第４項ね基でく，
必要ね応ずと履行期間ば変更

履行期間ば変更ねていとぱ，発注者な受注者ぎ協議すと定ゃろ．＋契約約款第４７条－

受注者 発注者



⒋．土木設計業務等頤変更頤対象と睢《得》ケース
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〔８〕『設計図書ば点検』ば範囲を超えろやば
〔共通仕様書第1105条〕

○受注者ぎ行うほく『設計図書ば点検』ば範囲を超えろ作業を実施せろ場合ぎあごるゎろ．

Ex. 〔３〕提示しゎち過去ば調査報告書ね誤れまちぱ検討不足ぎあれ，追加調査ゆ再検討ぎ必要なぬづち場合
〔４〕詳細設計時ねがいと，貸与しゎち予備設計等ば成果物ぎ古い基準ね基でけやばどあれ，森すい基準

ね基でけ再検討ぎ必要なぬづち場合
〔５〕過年度ば関係機関協議結果ねていと，関係機関ね改ゃと確認せろさななぬづち場合

等



＋基本事項－

◆下記ばりうぬ場合ねがいとぱ，原則なすと契約約款第４７条がりび
第４８条ば変更ぎどくぬい．
ちぢす，契約約款第４９条〔臨機ば措置〕ば場合ぱさば限れどぱぬい．

⒌．土木設計業務等頤変更頤対象と睢〉睢いケース

78

1. 設計図書ね条件明示ばぬい事項ねがいと，発注者な『協議』を行わぜ，受注者ぎ
独自ね判断すと業務を実施す，手戻れぎ生ずち場合

2. 発注者な『協議』をすといろぎ，回答等ぎぬい時点ど業務を実施すち場合
3. 土木設計業務等委託契約書・設計業務等共通仕様書ね定ゃるゎといろ所定ば手続を
経といぬい場合〔契約約款第３Ａ条〜第４８条，共通仕様書第1121条〜第1124条〕

4. 正式ぬ書面ねりろ指示等ぎぬい時点ど業務を実施すち場合



⒍．土木設計業務等頤変更頤手続フロー
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契約約款第３Ａ条第３項第３号〜第７号ね該当せろ事実を発見

通知〔書面〕す，確認を請求
＋第３Ａ条第３項－

受注者：立会い
発注者：直っね調査ば実施＋第３Ａ条第４項－

意見 調査ば結果をなれまなゃ

調査ば終了後３６日以内ね，そば結果を通知受理

必要ぎあろな認ゃるゎろなくぱ，設計図書ば
訂正まちぱ変更＋第３Ａ条第６項－

＋第３Ａ条第５項－

必要ぎあろな認ゃるゎろなくぱ，履行期間や
すけぱ業務委託料を変更＋第３Ａ条第７項－

発注者な受注者ぎ協議 ③業務期間ば変更＋第４７条－ ④業務委託料ば変更＋第４８条－

受注者 発注者



ﾜﾜﾜﾜ基筑事項基筑事項基筑事項基筑事項ﾝﾝﾝﾝ

鰆鰆鰆鰆 工事着手時鰡工事着手時鰡工事着手時鰡工事着手時鰡工事施工調整会議鰺¡者会議鯲工事施工調整会議鰺¡者会議鯲工事施工調整会議鰺¡者会議鯲工事施工調整会議鰺¡者会議鯲

発注者ﾎ設計者ﾎ唄注者(施工者)┎¡者ゼﾎ事業目的ﾎ設計意轄ﾎ条件等┎情報┎共談ジ┨び

施工¿┎課軫┞〞┏新〞┊植術提案┋対ベ┫意見交換等┲行うﾏ

対象工事鰡鰺鰆鯲 工期ゼ鰆裟＃¿┋わ〞┫大規模┊工事

鰺鰈鯲 新植術れ新工法┲採用ブ┆い┫工事

鰺鰒鯲 特硲┊工法┲採用ブ┆い┫工事

鰺鰊鯲 構腓計算┲伴う構腓物┲主体┈ベ┫工事┇ズ┄工期ゼ概┍鰮ヶ男＃¿┇あ┫工事

鰺鰄鯲 ¿記┎┛ズﾎ地形れ地質等工事現場┎特硲性┋┨┪¡者会議ゼ必要┊工事

鰈鰈鰈鰈 施工中鰡ワンぅろま]たン]施工中鰡ワンぅろま]たン]施工中鰡ワンぅろま]たン]施工中鰡ワンぅろま]たン]

唄注者(施工者)ズ┩┎質問等┋対ブ┆ﾎ迅脾┊回答┲実施ブ唄注者(施工者)┎糸━時間┲解消ﾏ

れ質問ゼあ┃〞当日┎回答┲原則┈ベ┫ﾏ鰺遅く┆┢翌日┋┏回答ベ┫ﾏ鯲

れ回答┋時間┲要ベ┫場合┏ﾎﾘ回答‐定日ﾙ┲当日┋回答ベ┫ﾏ

対象工事鰡ベ┙┆┎工事

鰒鰒鰒鰒 設計変更時鰡設計変更審査会設計変更時鰡設計変更審査会設計変更時鰡設計変更審査会設計変更時鰡設計変更審査会

唄発注者┎担当者┎協議ゼ整わ┊い場合┊┉必要┋応プ┆開催ベ┫ﾏ発注者側┈唄注者

側(施工者)┎丑方┎関Ｉ者ゼ一堂┋会ブ┆ﾎ協議┲行いﾎ原則そ┎場┇結論┲Χベﾏ

対象工事 鰺鰆鯲唄発注者┎担当者┎協議ゼ整わ┊い場合

鰺鰈鯲¡者会議┎対象工事┇ﾎ施工方法┤仮設工法ゼ大幅┋変更┈┊┫嬰能性ゼあ┫場合

鰺鰒鯲第¡者┋影響┲及├ベ嬰能性ゼあ┫〞┡ﾎ緊急┋対応ベ┫必要ゼあ┫場合 等

技〞─ブﾎ♀┎委員会等┇£替えゼ┇ゾ┫┢┎┈ベ┫鰺例鰡ぇンネほ工事┎場合ﾎ地山区δο定会┊┉鯲

住 唄発注者間┎バ滑┊コつねニ╈ろ‶ョン
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工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時 施工中施工中施工中施工中 設計変更設計変更設計変更設計変更

工事施工調整会議鰺¡者会議鯲 ワンぅろま]たン] 設計変更審査会

対象工事

れ大規模┊工事

れ新植術れ新工法

れ特硲工法

れ重要構腓物工事 等

対象工事

れベ┙┆┎工事

対象工事

れ唄発注者┎担当者┎協議ゼ

整わ┊い場合

れ¡者会議┎対象工事┇ﾎ

大幅┊設計変更┈┊┫場合

れ第¡者┋影響┲及├ベ〞┡

緊急┋対応ゼ必要┊場合 等

唄注者(施工者)

発注者 設計者

情報共談

鰺事業目的ﾎ設計意轄ﾎ条件等鯲

意見交換

鰺施工¿┎課軫ﾎ植術提案等鯲

発注者

原則当日回答

協議等

発注者

唄注者

┎関Ｉ者ゼ

一堂┋会ベ

迅脾ズ┄

適柏┊

設計変更

発注者

唄注者

(施工者)

唄注者

(施工者)

¡者会議れワンぅろま]たン]れ設計変更審査会¡者会議れワンぅろま]たン]れ設計変更審査会¡者会議れワンぅろま]たン]れ設計変更審査会¡者会議れワンぅろま]たン]れ設計変更審査会
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ケ 参考資料

れ設計変更事例集鰺主┊事例鯲 ［ 別フ鹽旨旧旨頁 ］

れ福’勵工事施工調整会議鰺¡者会議鯲実施要領 ［旨旧早鹽旨旧フ頁 ］

れ福’勵設計変更審査会実施要領 ［旨旧ブ鹽旨旧プ頁 ］

れ工事打合ボ簿 記載例 ［旨旧帯鹽旨旧ホ頁 ］
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ﾀ事例┎δ類

鰆鰉工事目的物┎形状れ寸法┤♂様┎変更

鰈鰉工事目的物┎追加

鰒鰉施工数量┎増減

鰊鰉施工方法等鰺施工場所ﾎ施工時期ﾎ工法鯲┎変更

鰄鰉工事┎中拍ﾎ工事着手時期┎変更ﾎ工期┎変更

技引用文献鰡ﾘ公共土木工事 設計変更事例集ﾙ山海堂

設計変更事例集鰺主┊事例鯲
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鰆鰔鰆 工事目的物┎形状れ寸法┤♂様┎変更

当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

用地嘘得┲前提┈ブ┆工事契約ブ〞一部δ┋┄い┆用地交平ゼÖ調┈┊┃〞〞┡ﾎそ┎区間

┇┏設計通┪┎構腓┇施工ゼÖ嬰能┊バ┈ズ┩ﾎ用地嘘得範褐ハ┇ベ┪┄デ構腓┈ブ┆変更

ブ〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

契約約款第鰆鰤条鰺設計轄書┎変更鯲┇┏発注者┏必要ゼあ┫┈認┡┫時┏自┩┎意志┇設計轄書┲変

更┇ゾ┫┈ビ┬┆ジ┪ﾎ工事目的物┎変更┲唄注者┋通知ブﾎ工期┞〞┏請筮£蕚┎変更┲行うﾏ

れ用地嘘得範褐ハ┇

ベ┪┄デ┫┨う暫定

構腓┈ベ┫ﾏ

れ変更ブ〞設計轄書┋

基┅ゾ変更設計┈

ベ┫ﾏ

ﾜ契約約款第鰆鰤条(設計轄書┎変更)ﾝ

れ工事用地┋関ベ┫

施工条件┈ブ┆用地

嘘得時期┲明示

れ‐定┉ジ┪処理Χ来

┊い場合┏ﾎ劈督職

員┈協議ベ┫ﾏ

┈示ビ┬┆い〞ﾏ

れ一部δ┋┄い┆用地

交平ゼÖ調ﾏ

設計通┪┎構腓┇┎施

工┏Ö嬰能─┊あﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

当初想定ブ┆い〞支持地劑ゼ試釁杭┎施工┤そろへン╇調査結果ズ┩強度Ö足ゼ

ο明ブ〞┎┇ﾎ基礎工┎構腓┲変更ブ〞ﾏ

れ設計轄書┋┏土質柱

状轄ジ┨び支持地劑

┈┊┫岩劑線ゼ示ビ

┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

岩劑線推定┎〞┡┎そろへン╇┏[に]ぇた┻ンぇ┇行わ┬┆い┫┈┏限┩┊い┎┇試釁杭┇

確認ベ┫バ┈┏談効ﾏ

鰆鰔鰈 工事目的物┎形状れ寸法┤♂様┎変更

れ試釁杭┎施工結果┨┪

工事一時中拍┲指示

れそろへン╇調査┲追加

れ土質変更┋伴う基礎杭

長ﾎ基礎杭私等┎変更

┋┄い┆設計轄書┋

明示

れ一時中拍┎増加費用ﾎ

そろへン╇調査費用ジ┨

び変更設計轄書┋基┅く

基礎構腓┎費用計¿

れ試釁杭┎施工┤

そろへン╇調査結果

ズ┩強度Ö足ゼο明ﾏ

支持地劑┎強度ゼÖ足

ブ┆い┫┊あﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

土質条件ゼ現場┈設計┇一致ボペﾎ薬液注入率┲変更ブ〞ﾏ

れ当睹箇所┎土質条件

┏ﾎ設計轄書┋ﾘ土

質柱状轄ﾙジ┨び

ﾘ薬液注入工法ﾙゼ

示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

設計轄書┎変更ハ容┏施工条件┇あ┫ﾘ土質柱状轄┎変更ﾙ┇あ┪ﾎバ┬┋伴う薬液注入率┎変更┏

設計轄書┎変更┇┏┊くﾎ単┋積算┎変更┈┊┫ﾏ鰺技鯲バ┎場合ﾎ薬液注入率┎変更┲必要┋応プﾎ

設計変更審査会等┲通プ┆明確┋伝え┫必要ゼあ┫ﾏ

鰆鰔鰒 工事目的物┎形状れ寸法┤♂様┎変更

れ土質条件┎変更┲

設計轄書┋明示

れ変更後┎薬液注入率

┇費用┲計¿

れ土質条件ゼ現場┈設

計┇一致ブ┊ズ┃〞ﾏ

土質条件ゼ設計┈異┊┃

┆い┫┎┇ﾎ薬液注入率

┲見直ビ┊デ┬┐ﾏ

技通常ﾎ注入量ﾎ注入率等┋┄い┆┏ﾎ特記♂様書┇ﾘ条件明示ﾙブ┆い┫ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

埋設管ゼ工事┎支諠┈┊┫〞┡ﾎ既設管┲一部撤去ブﾎ埋設管┎ε┪回ブ工事┲

追加ブ〞ﾏ

れ既設管┏ﾎ設計轄書

┋┏示ビ┬┆ジ┩ペﾎ

そ┎対処方法┋┄い

┆┏劈督職員ゼπ途

指示ベ┫ﾏ

┈示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

工事┋影響ベ┫嬰能性ゼ大ゾい〞┡特記♂様書又┏轄面┋┏ﾘ祁瓦ﾙ┲記ブ┆ジゾﾎ設計変更┎対象┈

ベ┫嬰能性┲示唆ブ┆ジゾﾎ施工過程┇┎調査ハ容┋┄い┆┏脾┤ズ┋劈督員┋通知ブﾎそ┎確認┲請

求ベ┫バ┈ﾏﾜ契約約款第鰆鰥条鰺条件変更等鯲ﾝ

鰈鰔鰆 工事目的物┎追加

れ既設埋設管┲一部撤去

ブﾎ新規┋ε┪回ブベ

┫埋設管┎∨置ﾎ規格ﾎ

数量等┲設計轄書┋明

示ﾏ

れ既設埋設管┎一部撤去

費用┈新規ε┪回ブ埋

設管┎敷設費用┲計¿ﾏ

れ埋設管ゼ工事┎支諠

┈┊┫ﾏ

ババ┋埋設管ゼあ┫┍！
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

一部用地┋ジい┆所談者┈┎交平ゼ讒航ブ┆ﾎ契約工期ハ┋工事ゼ完成Χ来┊い

見通ブ┈┊┪ﾎ当睹施工箇所┎一部工事┲嘘┪┤┡〞ﾏ

れ工事用地┋関ベ┫施工

条件┈ブ┆用地嘘得時

期ゼ明示ビ┬┆い〞ﾏ

┞〞ﾎ‐定┉ジ┪処理

Χ来┊い場合┏ﾎ劈督

職員┈協議ベ┫ﾏ

┈示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

┤┠┲得ペ工事┲一部一時中拍ブ┊デ┬┐┊┩┊い場合┏ﾎ数量増減┋伴う設計轄書┎変更┲

行うﾏﾜ契約約款第鰆鰤条鰺設計轄書┎変更鯲ﾝ

鰒鰔鰆 施工数量┎増減

れ工事┎一時中拍┲指示

ブﾎ工期延長┲行うﾏ

れ用地未嘘得箇所┎工事

数量┲減プ積算ベ┫┈

共┋工事一時中拍┋伴

う増加費用┲計¿ﾏ

れ一部用地┋ジい┆所談

者┈┎交平ゼ讒航ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

工事施工箇所┋家屋移転補償幣┟┎家屋ゼあ┫ゼﾎ当初想定ブ┆い〞時期┨┪

移転ゼ遅┬〞〞┡ﾎ当睹施工箇所┎一部工事┲嘘┪┤┡〞ﾏ

れ用地未嘘得地┎範褐ﾎ

確保見込┟時期ゼ設計

轄書┋示ビ┬┆い┊

ズ┃〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

用地┎確保時期┏施工計画┋影響┲Üえ┫〞┡ﾎ移転未了┎見込┟時期等┢明示ブ┆ジく必要ゼ

あ┫ﾏ

鰒鰔鰈 施工数量┎増減

れ工事┎一部中拍┲指示ベ

┫┈共┋設計轄書┎変更

┲行うﾏ

れ変更ブ〞設計轄書┋基┅

ゾ変更設計┈ベ┫ﾏ

ﾜ契約約款第鰆鰤条鰺設計轄書┎変更鯲ﾝ

れ当初想定ブ〞移転時期

┨┪遅┬〞ﾏ

89



当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

排水基準┲満足ベ┫水質┇排水ブ〞┈バ┭ﾎ塀水┎〞┡┋水質汚濁ゼ磯惧ビ┬〞

〞┡ﾎ濁水処理設備┲追加ブ〞ﾏ

れ当初設計轄書┋┏水質

汚濁┋関ベ┫特π┊

事項┏示ビ┬┆い┊

ズ┃〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

筑来┊┩┐ﾎ濁水処理設備┎必要性┎談無┢含┡┆唄注者ゼ自主的┋施工ベ┫範褐┇あ┫ゼﾎ

塀水┈いう状況½┋ジい┆そ┎必要性ゼ検討ビ┬〞┢┎ﾏ

鰊鰔鰆 施工方法等┎変更

れ水質管理┋伴う処理剤

ジ┨び濁水処理設備┎

機能ﾎ稼働時間┋┄い

┆明示ﾏ

れ変更積算┏濁水処理設

備等┋┄い┆計¿ﾏ

れ塀水┎〞┡┋水質汚濁

ゼ磯惧ビ┬〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

地元要望┋┨┪ﾎ振動発生┎懸念ゼあ┫┈ブ┆発注者┋工法変更┎申ブ入┬ゼ

あ┪ﾎ工法変更┲ブ〞ﾏ

れ仮締┡ε┪┎施工┋┄い┆

┏ﾎ打━込┟┲高周波う┻

けみいンちﾎ引ゾ抜ゾ┲

電動式う┻けみいンち方式

┋┨┪施工方法┲指定ブ┆

い┫ﾏ┞〞ﾎ現地┎状況┋

┨┪ゼ〞い場合┏ﾎ劈督職

員┈協議ベ┫ﾏ

┈示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

契約時茂┇┏ﾎ最┢合理的┊工法┈ブ┆指定ブ〞┢┎┇あ┫ゼﾎ地元ズ┩要望┲寄ボ┩┬〞時茂┇ﾎ

発注者┏槁情ハ容┲調査ブﾎﾘ周辺⇒民┋振動┋┨┫悪影響┲及├ビ┊い施工方法┲採用ベ┫バ┈ﾙ

┈いう施工┎ψ約┲変更特記♂様書┋示ブﾎ設計変更┎対象┈ベ┫必要ゼあ┫ﾏ

鰊鰔鰈 施工方法等┎変更

れ唄注者┈協議┎うえﾎ

鋼矢板┎打━込┟ﾎ引

ゾ抜ゾ工法┲変更ベ┫ﾏ

れ特記♂様書┋工法変更

┲明示ブ〞ﾏ

れ地元要望┋┨┪ﾎ振動

発生┎懸念ゼあ┫┈ブ

┆発注者┋工法変更┎

申ブ入┬ゼあ┃〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

工事用膺路┎振動抑ψ対策┋┄い┆地元要望ゼあ┪ﾎ調査┎結果ﾎ砕石┋┨┫

補修─デ┇┏解決ブ┊い〞┡敷鉄板┎敷設┲追加ブ〞ﾏ

れ工事用膺路┋関ブ┆┏

ﾘ既設┎┢┎┲使用ﾙ

ベ┫バ┈┈ブ┆ジ┪ﾎ

補修┋関ブ┆┏補修材

┎材質ﾎ数量┎明示ゼ

ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

施工手段┤仮設┏筑来任意┇あ┫ゼﾎ重要┊仮設物┤特π┋地元┈約束ゼあ┫場合┊┉┎仮設┋┄い┆

┏指定仮設┈ブ┆設計轄書┋示ベ事┋┊┫ﾏバ┎場合ﾎ地元要望┋基┅ゾ施工条件┎変更┈┊┃〞〞┡

設計変更┎対象┈ベ┫ﾏ

鰊鰔鰒 施工方法等┎変更

れ工事用膺路┎整備┋┄

い┆補修材料ジ┨び敷鉄

板┎敷設数量┲明示ﾏ

れ敷鉄板┎敷設費用ジ┨

び損料┲計¿ﾏ

れ工事用膺路┎振動抑ψ

対策┋┄い┆地元要望

ゼあ┃〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

現膺ε┪回ブ作業┲夜間┈ベ┫バ┈┲警察協議┋┨┪条件┋付ビ┬〞ﾏバ┬┋

┨┪ﾎ昼間┈┏π┋夜間作業┋伴う交通整理員┎配置ゼ必要┈┊┃〞ﾏ

れﾘ全作業┏昼間作業ﾙ┈

いう施工時間恨ゼ施工条

件┈ブ┆示ビ┬┆い┫ﾏ

┞〞ﾎ車両Χ入┪口┎箇

所数┈交通整理員┎人数

ゼ示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

当初┎特記♂様書┇┏作業ゼ昼間┲前提┈ブ┆ジ┪ﾎ交通整理員┎配置┢昼間┎┟┇あ┃〞ﾏ

ブズブﾎ警察協議┋┨┪夜間作業┋条件変更┈┊┃〞〞┡設計変更┎対象┈ベ┫ﾏ

鰊鰔鰊 施工方法等┎変更

れ＃½┎鰒茂┋┄い┆設計

轄書┋条件明示ベ┫ﾏ

e夜間作業┎区δ

f交通整理員┎夜間作業

時間恨ジ┨び員数

g夜間作業┎変更┋伴う

工期┎延長

れ夜間作業┋伴う積算┎

変更┈交通整理員┎費用

┲計¿ﾏ

れ現膺ε┪回ブ作業┲

夜間┈ベ┫バ┈┲警察

協議┋┨┪条件┋付ビ

┬〞ﾏ

現膺ε┪回ブ作業┏夜間

┋ブ┆く─ビいﾏ

93



当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

当初見込┳─膺路使用ゼ許嬰ビ┬ペﾎ╆まろンジ┨び仮設こふンぇ┎設置用┋

仮桟橋┲設デ┫バ┈┈ブ〞ﾏ

れ当初┎特記♂様書┇┏

仮設備┎設置方法┋┄

い┆┎指定ゼ示ビ┬┆

ジ┪ﾎ設置箇所┏車膺

┎鰆車線規ψゼ嬰能┇

あ┫続┎施工条件ゼ示

ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

膺路使用ゼ許嬰ビ┬ペ施工ぬろぉ┲変更ボピ┫┲得┊ズ┃〞ﾏ条件明示┋ケ─┃┆ﾎ膺路使用ゼ

嬰能┇あ┫ズ事前┎調査れ検討ゼ必要┇あ┃〞ﾏ

鰊鰔鰄 施工方法等┎変更

れ施工ぬろぉ┈ブ┆仮桟

橋工┲設計轄書┋明示

ブﾎ変更設計轄書┋従

い仮桟橋工┲計¿ﾏ

れ当初見込┳─膺路使用

ゼ許嬰ビ┬┊ズ┃〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

当初設計┇┏ﾎ掘削┋あ〞┪水替えたンこ┲想定ブ┆い〞ゼﾎ‐想＃¿┋湧水ゼ

多くﾎ┽┾ほた┻ンぇ工法┲追加ブ〞ﾏ

れ当初設計轄書┋┏水替

たンこ┎規模┈数量ゼ

示ビ┬┆い〞ﾏ

Φ○○責影数┲想定ブ

┆い┫ゼﾎバ┬┋┨┪

ゼ〞い場合┏ﾎ劈督員

┈協議ﾏ

┈示ビ┬┆〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

一般┋工事┎施工条件┏ﾎ〞┈え常識的┊範褐┇あ┃┆┢ﾎナ体的┊数値等┲設計轄書┋明示

ブ┆ジくバ┈ゼ望┞ブいﾏ

鰊鰔鰮 施工方法等┎変更

れ┽┾ほた┻ンぇ┎追加

┋伴┃┆水替工┎たン

こ影数┲減プ┆積算ﾏ

れ┽┾ほた┻ンぇ工法┎

費用┲計¿ﾏ

れ‐想＃¿┋湧水ゼ多くﾎ

┽┾ほた┻ンぇ工法┲

追加ブ〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

用地嘘得交平┋Ö測┎日数┲要ブ〞〞┡一時中拍ブﾎ工期延期┲行┃〞ﾏ

れ工事用地┋関ベ┫施工

条件┈ブ┆用地嘘得時

期ゼ明示ビ┬┆い〞ﾏ

┞〞ﾎ‐定┉ジ┪処理

Χ来┊い場合┏ﾎ劈督

職員┈協議ﾏ

┈示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

発注者┏ﾎ施工条件┈ブ┆用地未処理部δゼあ┫場合┏ﾎ処理┎見込┟時期┲明┩ズ┋ベ┫┈

共┋事実¿施工ゼÖ嬰能┊時┏ﾎ時機┲逸ボペ工事┎一時中拍┲脾┤ズ┋指示ベ┫必要ゼあ┫ﾏ

鰄鰔鰆 工事┎中拍ﾎ工事着手時期┎変更ﾎ工期┎変更

れ工事┎一時中拍┲指示

ブﾎ工期延長┲行うﾏ

変更費用┋┄い┆┏

工事一時中拍┋伴う

増加費用┲計¿ﾏ

ﾜ契約書第鰈鰌条鰺工事┎中拍鯲ﾝ

れ用地嘘得交平┋Ö測┎

日数┲要ブ〞ﾏ

工期ゼ足┪┊い┨
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

地元漁業関Ｉ者┨┪漁業┘┎影響ゼあ┫┈ブ┆工事計画鰺工事┋伴う排水計画鯲

┎再検討┋┄い┆要望ゼΧビ┬〞〞┡地元合意ゼ成立ベ┫┞┇工事一時中拍┲

行┃〞ﾏ

れ当初ﾎ特記♂様書┋┏

排水計画┲作成ブ劈督

員┈協議ベ┫ﾏ

┈示ビ┬┆い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

地元ズ┩┎計画見直ブ┎要望┋┨┪ﾎ発注者ゼ工事┎中拍┲認┡〞┢┎┇あ┪ﾎ工事┎全部┞〞┏一部

┎施工┲中拍ビボ┫バ┈ゼΧ来┫ﾏバ┎┈ゾ一時中拍┋伴う増加費用┋┄い┆唄注者┈協議ブ┆費用┲

見込┞┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

鰄鰔鰈 工事┎中拍ﾎ工事着手時期┎変更ﾎ工期┎変更

れ脾┤ズ┋工事┎ﾘ工事一時

中拍ﾙ┎指示┲行いﾎ╃┻

ぉふ┻ン┋基┅ゾﾘ基筑計

画書ﾙ┎作成┲行うﾏ

れ工事一時中拍┋伴う増加

費用┲計¿ﾏ

ﾜ契約約款第鰈鰌条鰺工事┎中拍鯲ﾝ

れ地元漁業関Ｉ者┨┪

漁業┘┎影響ゼあ┫┈

ブ┆ﾎ工事計画┎再検

討┋┄い┆要望ゼΧビ

┬〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

‐期ボ┌河川┎増水┋┨┪護岸基礎┎施工ゼ┇ゾペﾎそ┎後┎法覆工施工┲

含┡┫┈当初工期ハ┇完了Χ来┊い〞┡ﾎ工期延長┲行┃〞ﾏ

れ当初設計┇┏現況河川

┎鎖水∨ゼ示ビ┬┆

い〞ﾏ

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

河川┎増水ゼ‐期┇ゾ┊い┢┎ズ否ズ┎ο断ゼた┻ンぇﾏ例裟┈┏異┊┫水∨┎状況┇あ┪ﾎ

施工Χ来┊い水∨┇あ┫バ┈┲示ビ┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

鰄鰔鰒 工事┎中拍ﾎ工事着手時期┎変更ﾎ工期┎変更

れ唄注者ズ┩河川┎増水┋

┨┪基礎工┎施工ゼÖ嬰

能┇あ┫続┲明示ﾏ

鰺工事期間中┎水∨観測ﾎ

天気調査結果ﾎ写真ﾎ工

程表鯲

れ工期┎延長

ﾜ契約約款第鰈鰈条鰺唄注者┎

請求┋┨┫工期┎延長鯲

第鰈鰊条鰺工期┎変更方法鯲ﾝ

れ‐期ボ┌河川┎増水┋

┨┪護岸基礎┎施工ゼ

┇ゾペﾎそ┎後┎法覆

工施工┲含┡┫┈当初

工期ハ┇完了Χ来┊く

┊┃〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

当初設計時茂┎現場条件┋臍いゼあ┪○○工┲追加ブ〞ゼﾎ供用日ゼ決┞┃┆

ジ┪ﾎ追加工種δ┎工期延期ゼ┇ゾペﾎ当初工期┎┞┞┇施工┲指示ブ〞ﾏ

れ○○工種┏┊ズ┃〞

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

工種追加┋┨┪ﾎ作業ゼ増え┆い┫ゼ工期┲延期ブ┊い場合┏ﾎそ┎影響ゼ作業段嘘┪等┋Χ┆

く┫嬰能性ゼあ┪ﾎそ┎影響┋┄い┆必要性┲確認┎¿ﾎ費用┲見込┞┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

鰄鰔鰊 工期短縮┋伴う変更

れ唄発注者間┇○○工種

追加┋伴う工程¿┎工程¿┎工程¿┎工程¿┎影影影影

響響響響┲確認ブﾎ合意┲確認ブﾎ合意┲確認ブﾎ合意┲確認ブﾎ合意ブ〞ブ〞ブ〞ブ〞

ハ容ハ容ハ容ハ容┋基┅ゾﾎ必要┊

費用┲追加ベ┫ﾏ

鰺唄注者都合┋┨┫

超勤┊┉┏対象外鯲

exバ

れ施工時間┎延長

れ建設機械┎増

れ○○工種┲追加ブ〞ゼﾎ

供用日ゼ決┞┃┆い〞

〞┡ﾎ当初工期┎┞┞

施工ベ┫バ┈┋┊┃〞ﾏ
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当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

工事一時中拍┋┨┪鰈ヶ男┎工期延期┋┊┫┈バ┭ﾎ供用日ゼ決┞┃┆い┫〞┡ﾎ

工期延期┲鰆ヶ男┈ブﾎ鰆ヶ男間┎工期短縮ベ┫〞┡┎施工┲指示ブ〞ﾏ

•設計工程鰡○ヶ男

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件

工事数量┋変動┏┊いゼﾎ工程短縮ベ┫〞┡┋作業時間┤機械セッぇ数┲増┤ベ必要ゼあ┫場合ﾎ

そ┎必要性┲確認┎¿ﾎ費用┲見込┞┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

鰄鰔鰄 工期短縮┋伴う変更

•唄発注者間┇鰆ヶ男工期

短縮ベ┫方策┋┄い┆

確認ブﾎ合意ブ〞ハ容┋

基┅ゾﾎ必要┊費用┲

追加ベ┫ﾏ

exバ

れこま╄に]ぇ玄入┋伴う増

•建設機械┎増

•夜間施工┋伴う増

れ工事一時中拍ゼ発生ブﾎ

工期延期┋┊┫┈バ┭ﾎ

供用日ゼ決┞┃┆い┫

〞┡ﾎ鰆ヶ男工期短縮

ベ┫施工方法┲計画ブﾎ

実施ベ┫バ┈┋┊┃〞
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Point

変更事例変更事例変更事例変更事例

工事一時中拍┋┨┪○ヶ男┎工期延期┋┊┫┈バ┭ﾎ供用日ゼ決┞┃┆い┫〞┡ﾎ

ﾓヶ男工期┲短縮ベ┫〞┡┎施工┲指示ブ〞ﾏ

•設計工程鰡○ヶ男

工事数量┋変動┏┊いゼﾎ工程短縮ベ┫〞┡┋作業時間┤機械セッぇ数┲増┤ベ必要ゼあ┫場合ﾎ

突箋作業┇生プ┫作業み]┢含┡┆ﾎそ┎必要性┲確認┎¿ﾎ費用┲見込┞┊デ┬┐┊┩┊いﾏ

鰄鰔鰮 工期短縮┋伴う変更

•唄発注者間┇ﾓヶ男工期

短縮ベ┫方策┋┄い┆

確認ブﾎ合意ブ〞ハ容┋

基┅ゾﾎ必要┊費用┲

追加ベ┫ﾏ

exバ

れこま╄に]ぇ玄入┋伴う増

•建設機械┎増

•夜間施工┋伴う増

れ工事一時中拍ゼ発生ブﾎ

工期延期┋┊┫┈バ┭ﾎ

供用日ゼ決┞┃┆い┫

〞┡ﾎﾓヶ男工期短縮

ベ┫施工方法┲計画ブﾎ

実施ベ┫バ┈┋┊┃〞

当初設計当初設計当初設計当初設計 変更設計変更設計変更設計変更設計

設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件設計┇┎♂様れ施工条件
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T-ÕœBÎÞWž¹Ŝ¡H/fi#cä`FTc>?0 

7£Ú̌Š± %#%#%#&3Ÿ‚WÛ~48 

Šł#%!“þþ¦Ð*¼Ð(¿"

! "

!èÿ"

}å½q+ ìflé+

·¹Ï™Á+ ìflé+

u×ó×

» Œ Í ̂ J ÷

99.99

ßŒ.99.99

í¡œ í¡ìflé ôÃ99ì99fl99é

w

à

í¡Œ¿

ÝòÂ+ 3Ä‹±/ÂýÞ4

-Õœû

ñ‘VP>R/msWTA_99»VP>R⁄¡HZI0

3Ô04

Ž/ KWÌÝòÂ±+9

!{"99†Ä

-

Õ

œ

®

™

í

Õ

œ

·.¹

Ï™Á

ß.ê

!}™"

|¬œ

1

11 1

·¹

|¬q

,- }å½q°×

ôÃ99ì99fl99é

æ×

HZI0

µ‘VP>R 1 1 1 1 HZI0

ú‒VP>R/⁄¡WTA_Ł»HRDMG>0

UA/úªıèÿXÄ‹õ…WÎ³THZI0

.....3õ…É4..3õ…•4

99»...::..<..;;

......3«ï̇[x̨4.99ÅrWÊ»

ôÃ99ì99fl99é

1

»Œû 9999»Œ399„ò§4.KW9»Œ

"ÈtÇû pî̆ã99́ Ł»Ó¤ 99Æ99Ö99Ó¤

µ‘VP>R

íÕœ -Õœ

ªı ⁄¡ ÚÒ ²Ñ Ü© ç©

KWÌ

ªı ²Ñ ⁄¡ ÚÒ -™

KWÌ

 v ⁄¡ Ü© ù¯ ç©

KWÌ

ゲケズ


