2021年5月

一般社団法人 青森県建設業協会
会員各位

一般財団法人

建設物価調査会

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、令和3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ます。
改定概要の詳細については下記【令和3年度版 改定のポイント】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

【令和3年度版 改定のポイント】
■働き方改革に取り組める環境整備
・週休２日制工事及び交替制モデル工事における間接工事費等の補正
・週休２日制工事における市場単価方式の補正係数の設定

■i-Constructionの更なる拡大
■円滑な施工体制の確保
・コンクリートダム工事における間接工事費の諸経費率の改定
・間接工事費の工種区分（下水道（４）工事）の新設

【土木工事標準歩掛の改定】

2021年5月発行予定
※画像は令和2度版です。

【施工パッケージの改定】

日当たり施工量、労務、資機材等の
改定を行った工種（8工種）
①軟弱地盤処理工（高圧噴射撹拌工）
②鋼管・既製コンクリート杭打工
（パイルハンマ工）
③ニューマチックケーソン工
④ポストテンション桁製作工
⑤ＰＣ橋架設工
⑥ポストテンション場所打ホロースラブ橋工
⑦ポストテンション場所打箱桁橋工
⑧公園植栽工
※ 2020年度は在宅勤務支援の一環として無償公開
しておりました電子書籍版をリニューアルし、書
籍・デジタルブックそれぞれで販売いたします。書
籍にはデジタルブックは付属いたしません。

新規制定（1工種）
①土工（砂防）（ＩＣＴ）
日当たり施工量、労務、資機材等の
改定を行った工種（14工種）
①床掘工
②人力運搬工
③人工張芝工
④場所打擁壁工(１)
⑤排水構造物工
⑥サンドマット工
⑦構造物とりこわし工
⑧吸出し防止材設置工
⑨消波根固めブロック工( ブロック撤去)
⑩砂防ソイルセメント工
⑪車止めポスト設置工
⑫防雪柵現地張出し・収納工
⑬落下物等防止柵設置工
⑭情報ボックス工

宅配便にて、代金引換（領収書付き）でお届けいたします。【送料無料+※代引手数料】

☆

お支払方法： ※代引手数料は、2021年4月1日ご注文分より、ご注文金額に応じて所定の手数料をご負担いただきます。
ご注文金額1万円まで：330円

☆
☆
☆

3万円まで：440円

10万円まで：660円

30万円まで：1,100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。
※記載の価格、送料、代引き手数料は

2021年5月12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。

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。

<発行元>
<申込先>

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 仙台営業所
担当：菊地
【販売業務代行】
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2（NMF仙台青葉通りビル7F）
TEL： 022-399-7661

FAX： 022-399-7662

2021年度 新刊図書のご紹介

※商品画像はイメージです。
※価格は全て税込み表記です。

令和3年度版

令和３年度版

国土交通省土木工事標準積算基準書（各種）

土木工事積算基準マニュアル

令和３年度版「国土交通省土木工事積
算基準」を適切に運用していくための補足
説明事項や、比較的使用頻度の少ない
歩掛等についても追録した｢基準書｣で
す。

2021年7月発行予定
共通編：7,810円
河川・道路編：8,800円
機械編：3,520円
電気通信編：3,630円

＜デジタルブック (電子書籍) 発売＞
建設物価BookStore限定販売

2021年8月
発行予定
12,320円

国土交通省土木工事標準積算基準
書の解説書！
令和３年度版「国土交通省土木工
事標準積算基準書」に基づき、工種
別に具体的な積算事例・解説を豊富
に収録。 「積上げ方式」・「施工パッ
ケージ型積算」について、 積算初心者
からベテランの方までご満足いただける
「実用的な解説書」です。

令和３年度版

令和３年度版

国土交通省機械設備工事積算基準

国土交通省機械設備工事積算基準マニュアル

国土交通省公表の機械設備工事の積
算に必要な事項を定めた基準書。
水門・ポンプ・ダム・トンネル設備などの機
械設備製作据付歩掛等を掲載した、機

国土交通省機械設備工事積算基準
の具体的な解説と積算実例！
機械設備の積算基準や請負契約の
概要など、工事積算に必要な基礎的
知識を積算例や図・写真を用いて具
体的にわかりやすく解説しています。

械設備工事の積算に必須の資料です。

2021年6月
発行予定
6,820円

＜デジタルブック (電子書籍) 発売＞
建設物価BookStore限定販売

改訂30版
下水道工事積算の実際

2021年度版

2021年10月
発行予定
9,020円

建設物価

推進工事用機械器具等基礎価格表

2021年8月
発行予定
8,800円

2021年8月
発行予定
8,470円

日本推進技術協会の「推進工事用機械器具
初心者にもわかりやすい！
等損料率参考資料」に掲載の各種機械器具
他に類をみない解説書！
等について建設物価調査会が調査した実勢
積算の構成、必要な基準などを詳細に記載、 価格表。最新調査価格を掲載した2021年
解説しています。更に、新設工事の設計から、 度版。管路更生工法の機械器具についても
施工管理、管更生工法の留意事項までの業 掲載。
務内容一連についても具体例をあげて解説。 ※掲載品目については、(公社)日本推進技術協

改訂58版
建設工事標準歩掛

2021年10月
発行予定
17,600円

令和３年度の最新基準に準拠。
土木工事（一般土木・公園緑地・下水道・
上水道・土地改良）、公共建築工事（建築
工事・機械設備工事・電気設備工事）、調
査（測量・地質調査・設計）など、建設工事
に関わる広範な標準施工歩掛を１冊に纏め
会発行「推進工事用機械器具等損料参考資料」 て収録。歩掛積上方式から施工パッケージ型
をベースに作成しております。
積算方式に移行した工種については、移行時
※刃先製作取付費、ケーシングは「Web建設物
の歩掛にて参考掲載。
価」に掲載しています。

◆建設物価BookStore限定商品◆

※商品画像はイメージです。
※価格は全て税込み表記です。

今年度より「デジタルブック（各種）」「楽らくアプロ工事費算出システムシリーズ（各種）」を新
商品として発売することとなりました。オンラインショップ建設物価BookStoreのみで販売の商品と
なっており、割引除外商品ですのでご注意ください。

■デジタルブック■
＜発売予定＞
2021年5月

定価：11,550円

合計7種

＜発売予定＞

＜発売予定＞

2021年6月

2021年7月

定価：7,260円

定価：7,260円

定価：8,250円

定価：15,510円

定価：3,410円

定価：6,270円

「国土交通省土木工事積算基準」「国土交通省土木工事標準積算基準書（各種）」
「国土交通省機械設備工事積算基準」が、デジタルブックとして新登場！
・公開日より10年間閲覧可能
・ユーザー登録３名まで可能
・ワード検索機能で開きたいページがすぐ見つかる
・インターネット環境があればどこでも読めるので、在宅勤務にも便利
・デジタルブックはページごとに印刷やPDFでの保管も可能
（※国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編、河川・道路編）は２冊の書籍の内容を横断検索できるように、共通
編、河川・道路編セットでも提供します。）

■楽らくアプロ工事費算出システムシリーズ■

合計3種

2020年度まで発刊しておりました 『土木工事積算標準単価』 『国土交通省土木工事積算基準による諸経費率早見
表』 『下水道工事積算標準単価』を、今年度より新しく『楽らくアプロ工事費算出システムシリーズ』として発売いたします。
さまざまな条件に対応した標準単価および単価表の
表示や独自単価(地域の資材価格や労務単価に変
更等)が作成できるシステムです。
【リニューアルの主なポイント】
１）「国土交通省土木工事標準積算基準書」をベースに、
対応範囲を大幅拡充
2021年8月 ・積上方式の工種拡充、施工パッケージデータの選択条件
発売予定 の拡充により、施工単価数・施工パッケージパターン数ともに
約２倍に
29,700円 ２）基準書の編章項に準拠した体系ツリー収録で分かりや
すく
３）各工種施工条件別に施工数量から施工日数を算出
する機能（作業日当たり標準作業量を利用）を追加
４）今までは本に記載していた代表機労材を、条件選択
時に太字で表示することでシステム内に明示
５）複合単価作成機能が追加
６）土木工事市場単価・土木工事標準単価（土木工事
市場単価からの移行工種）対応

2021年9月
発売予定

小口径管理施設各工種の代価作成業務効率化を実現し
ます。代価の内訳確認、内訳を変更して独自の代価を作成
することも可能です。
【リニューアルの主なポイント】
１）下水道工事市場単価の工種追加
２）基準書の編章項に準拠した体系ツリー収録で
分かりやすく
３）複合単価作成機能が追加

9,900円

2021年6月
発売予定
9,900円

直接工事費、その他条件を設定するだけで、ワンクリックで共
通仮設費、現場管理費、一般管理費を含む総工事費を算
出できる、諸経費計算システムです。
【リニューアルの主なポイント】
１）施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費の
補正が入力可能に
・積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合
・熱中症対策に資する現場管理費の補正
・緊急工事の場合
２）施工箇所が点在する工事の積算への対応
（土木のみ）

＜発行元＞一般財団法人 建設物価調査会
＜販売業務代行＞株式会社 建設物価サービス
■お問合せ先

一般社団法人 青森県建設業協会 会員様専用FAX申込書

仙台営業所 菊地 行き

お申込みFAX

TEL: 022-399-7661

022-399-7662

■積算技術図書
図書発送方法： 発刊次第、順次発送となります。

宅配便にて、代金引換（領収書付き）でお届けいたします。【送料無料+※代引手数料】
お支払方法： ※代引手数料は、2021年4月1日ご注文分より、ご注文金額に応じて所定の手数料をご負担いただきます。

ご注文金額1万円まで：330円 3万円まで：440円 10万円まで：660円 30万円まで：1,100円。
※記載の価格、送料、代引き手数料は

CODE

2021年5月12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

雑 誌 名

1233

令和3年度版

発行時期

国土交通省土木工事積算基準

定価(税込)

2021年5月予定

斡旋価格

12,100円

10,900円

購入数
冊

091214

令和3年度版 国土交通省 土木工事標準積算基準書＜共通編＞ 2021年7月予定

7,810円

定価販売

冊

091314

令和3年度版 国土交通省 土木工事標準積算基準書＜河川・道路編＞

2021年7月予定

8,800円

定価販売

冊

091733

令和3年度版 国土交通省 土木工事標準積算基準書＜機械編＞ 2021年7月予定

3,520円

定価販売

冊

091833

令和3年度版 国土交通省 土木工事標準積算基準書＜電気通信編＞ 2021年7月予定

3,630円

定価販売

冊

1333

令和3年度版

土木工事積算基準マニュアル

2021年8月予定

12,320円

11,100円

冊

4622

令和3年度版

国土交通省機械設備工事積算基準

2021年6月予定

6,820円

6,140円

冊

7320

令和3年度版

国土交通省機械設備工事積算基準マニュアル

2021年10月予定

9,020円

8,120円

冊

7021

2021年度版

建設物価 推進工事用機械器具等基礎価格表

2021年8月予定

8,470円

7,620円

冊

5431

改訂30版

下水道工事積算の実際

2021年8月予定

8,800円

7,920円

冊

1158

改訂58版

建設工事標準歩掛

2021年10月予定

17,600円

15,800円

冊

9003

改訂2版

橋梁補修の解説と積算

2019年10月

10,340円

9,310円

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）
円

購入総金額：
■定期購読

円 ＋（送料無料 + ※代引手数料）

/

円

購入総冊数：

冊

冊

※すでにご利用の方は、改めてご注文の必要はありません。
雑 誌 名

送本数

年間購読料(税込)

開始月

申込部数

毎月

39,000円/年

月号から

部

隔月

21,750円/年

月号から

部

年４回
年４回

15,540円/年

月号から

部

12,960円/年

月号から

部

月号から
16,580円/年
季刊「建築コスト情報」
(4月・7月・10月・1月)
（注1）＜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。

部

月刊「建設物価」
季刊「土木コスト情報」

(4月・7月・10月・1月)

年４回

（注2）商品の性質上、返品についてはご容赦ください。（落丁・乱丁はお取り換えいたします。）
（注3）ご記入頂いたメールアドレスに、ご案内のメールをお送りいたします。
（注4）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遵守した協力会社に委託いたします。
（注5）オンラインショップ「建設物価BookStore」記載の「定期刊行物の年間購読利用規約」「定期刊行物(年間購読除く)及び書籍の利用規約」「プライバシーポリシー」に同意し「担当者」欄にご記入の上お申し込みください。

※ご存知でしたら
ご記入ください

お客様CODE
〒

申込書有効期限：2021年7月31日

T3021001

-

ご住所
フリガナ
会社名・団体名
フリガナ
部署名

TEL

担当者

フリガナ

※上記規約・プライバシー
ポリシーに同意し申し込みます

FAX

e-mail（注3）

支払区分

代金引換

■上記と請求・送本先が異なる場合は、こちらにご記入いただくか、別途ご指示願います。

備考欄

ご案内（ダイレクトメール）が不要の方はチェックをつけてください。 □ 案内不要

