
【現行】

施工地域・工事場所区分
共通仮設費率
補正値（％）

現場管理費率
補正値（％）

市街地 2.0 1.5

山間僻地及び離島 1.0 0.5

地方部

一般交通影響有り 1.5 1.0

一般交通影響なし 0.0 0.0

表-1 施工地域・工事区分別補正値

施工地域補正の見直しについて

表-2 施工地域・工事区分別補正係数

施工地域・工事場所区分

補正係数

共通仮設費 現場管理費

① 全地域

一般交通影響有り①
(2車線（片側１車線）以上かつ交通量
5,000台/日以上の車道の規制を伴う場
合)

１．３ １．１

② 全地域
一般交通影響有り②
(「一般交通影響有り①」以外で車道規制
を伴う場合)

１．２ １．１

③ 市街地 一般交通の影響なし １．２ １．１

④ 山間僻地 一般交通の影響なし １．３ １．０

⑤ 上記以外 補正無し

【見直し】

共通仮設費率及び現場管理費率の施工地域補正について、一般交通の影響も考慮した補
正を取り入れます。また、補正方法についても率を乗じる補正に統一されます。

※なお、市街地の５工種（鋼橋架設工事、橋梁保全工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事）の補正係数は継続されます。



01  豪雪割増有り            01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
01  市街地                  01  市街地                  
01  市街地(DID補正)(1)      01  市街地(DID補正)(1)      
06  舗装                    06  舗装                    
08  ％                      08  ％                      
40                          40                          

豪雪割増                豪雪割増                
契約保証方法            契約保証方法            
現場環境改善費          現場環境改善費          
施工地域等区分          施工地域等区分          
工種                    工種                    
消費税率（％）          消費税率（％）          
前払率（％）            前払率（％）            

0000010001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代前　世　代当　世　代当　世　代

--頁頁総 括 情 報 表総 括 情 報 表

長野県　建設部                          長野県　建設部                          

N1000042
テキストボックス
【例１：市街地における５工種（鋼橋架設工事、橋梁保全工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事）の場合】「01　市街地補正（DID補正）(1)」と表示されます。

N1000042
テキストボックス
金抜設計書の表示について

N1000042
四角形



01  豪雪割増有り            01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
01  市街地                  01  市街地                  
02  一般交通影響有り(1)     02  一般交通影響有り(1)     
04  道路改良                04  道路改良                
08  ％                      08  ％                      
40                          40                          

豪雪割増                豪雪割増                
契約保証方法            契約保証方法            
現場環境改善費          現場環境改善費          
施工地域等区分          施工地域等区分          
工種                    工種                    
消費税率（％）          消費税率（％）          
前払率（％）            前払率（％）            

0000010001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代前　世　代当　世　代当　世　代

--頁頁総 括 情 報 表総 括 情 報 表

長野県　建設部                          長野県　建設部                          

N1000042
テキストボックス
【例２：工事箇所が「表-2　施工地域・工事区分別補正係数」における①の場合】「02　一般交通影響有り(1)」と表示されます。

N1000042
四角形



01  豪雪割増有り            01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
01  市街地                  01  市街地                  
03  一般交通影響有り(2)     03  一般交通影響有り(2)     
04  道路改良                04  道路改良                
08  ％                      08  ％                      
40                          40                          

豪雪割増                豪雪割増                
契約保証方法            契約保証方法            
現場環境改善費          現場環境改善費          
施工地域等区分          施工地域等区分          
工種                    工種                    
消費税率（％）          消費税率（％）          
前払率（％）            前払率（％）            

0000010001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代前　世　代当　世　代当　世　代

--頁頁総 括 情 報 表総 括 情 報 表

長野県　建設部                          長野県　建設部                          

N1000042
テキストボックス
【例３：工事箇所が「表-2　施工地域・工事区分別補正係数」における②の場合】「03　一般交通影響有り(2)」と表示されます。

N1000042
四角形



01  豪雪割増有り            01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
01  市街地                  01  市街地                  
04  市街地(DID補正)(2)      04  市街地(DID補正)(2)      
04  道路改良                04  道路改良                
08  ％                      08  ％                      
40                          40                          

豪雪割増                豪雪割増                
契約保証方法            契約保証方法            
現場環境改善費          現場環境改善費          
施工地域等区分          施工地域等区分          
工種                    工種                    
消費税率（％）          消費税率（％）          
前払率（％）            前払率（％）            

0000010001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代前　世　代当　世　代当　世　代

--頁頁総 括 情 報 表総 括 情 報 表

長野県　建設部                          長野県　建設部                          

N1000042
テキストボックス
【例４：工事箇所が「表-2　施工地域・工事区分別補正係数」における③の場合】「04　市街地(DID補正)(2)」と表示されます。

N1000042
四角形



01  豪雪割増有り            01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
01  市街地                  01  市街地                  
05  山間僻地                05  山間僻地                
04  道路改良                04  道路改良                
08  ％                      08  ％                      
40                          40                          

豪雪割増                豪雪割増                
契約保証方法            契約保証方法            
現場環境改善費          現場環境改善費          
施工地域等区分          施工地域等区分          
工種                    工種                    
消費税率（％）          消費税率（％）          
前払率（％）            前払率（％）            

0000010001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代前　世　代当　世　代当　世　代

--頁頁総 括 情 報 表総 括 情 報 表

長野県　建設部                          長野県　建設部                          

N1000042
テキストボックス
【例５：工事箇所が「表-2　施工地域・工事区分別補正係数」における④の場合】「05　山間僻地」と表示されます。

N1000042
四角形



01  豪雪割増有り            01  豪雪割増有り            
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
01  市街地                  01  市街地                  
09  補正無し                09  補正無し                
04  道路改良                04  道路改良                
08  ％                      08  ％                      
40                          40                          

豪雪割増                豪雪割増                
契約保証方法            契約保証方法            
現場環境改善費          現場環境改善費          
施工地域等区分          施工地域等区分          
工種                    工種                    
消費税率（％）          消費税率（％）          
前払率（％）            前払率（％）            

0000010001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代前　世　代当　世　代当　世　代

--頁頁総 括 情 報 表総 括 情 報 表

長野県　建設部                          長野県　建設部                          

N1000042
テキストボックス
【例６：工事箇所が「表-2　施工地域・工事区分別補正係数」における⑤の場合】「09　補正無し」と表示されます。

N1000042
四角形
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