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（適用の範囲） 

第２ この基準は、さいたま市建設局の発注する公共建築工事（建築工事・電気設備

工事・機械設備工事・昇降機設備工事等）に適用する。ただし、性能発注による

工事及び修繕業務に関する工事又は工事等を行う事業部署に別に定めがある場 

合を除く。 

なお、公共住宅工事については、公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住

宅建築工事積算基準」、「公共住宅電気設備工事積算基準」及び「公共住宅機械設

備積算基準」を優先するものとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準は、さいたま市建設局の発注する公共建築工事（建築工事・電気設備

工事・機械設備工事・昇降機設備工事等）に適用する。ただし、性能発注による

工事及び修繕業務に関する工事または工事等を行う事業部署に別に定めがある 

場合を除く。 

なお、公共住宅工事については、公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住

宅建築工事積算基準」、「公共住宅電気設備工事積算基準」、「公共住宅機械設備積

算基準」及び「公共住宅屋外整備工事積算基準」を優先するものとする。 

「公共住宅屋外整備工事積

算基準」は平成３１年３月

に廃止されたため、削除 

（工事費の種別及び区分） 

第３ 工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事

等の工事種別ごとに行う。工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に

区分して積算する。直接工事費については、設計図書の表示に従って工事種目ご

とに区分し、共通費については、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区

分する。 

（工事費の種別及び区分） 

第３ 工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事

等の工事種別ごとに行う。工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に

区分して積算する。直接工事費については、設計図書の表示にしたがって工事種

目ごとに区分し、共通費については、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等

に区分する。 
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（直接工事費） 

第６ 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、直接仮設に要

する費用を含み、その算定方法は次のとおりとする。 

（１）材料価格及び機器類価格（「材料価格等」という。）に個別の数量を乗じて算

定する。 

（２）単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価

に数量を乗じて算定する。 

（３）（１）又は（２）によりがたい場合は、施工に必要となる全ての費用を「一

式」として算定する。 

（直接工事費） 

第６ 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、直接仮設に要

する費用を含み、その算定は次に掲げる各項による。 

（１）算定の方法 

算定の方法は、次のイからハによる。

イ．材料価格及び機器類価格（「材料価格等」という。）に個別の数量を乗じて算

定する。 

ロ．単位施工あたりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価

に数量を乗じて算定する。 

ハ．イまたは、ロによりがたい場合は、施工に必要となる全ての費用を「一式」

として算定する。 

（共通仮設費の算定） 

第１０ 共通仮設費の算定方法は次のとおりとする。 

（１）共通仮設費は、別表―１の内容について、費用を積み上げにより算定するか、

過去の実績等に基づく直接工事費に対する比率（以下「共通仮設費率」という。）

により算定する。

ただし、共通仮設費率を算定する場合の直接工事費には、発生材処分費を含

まないものとする。 

（２）共通仮設費率は、別表―５から別表－11 によるものとする。 

なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げ

により算定して加算する。 

（３）共通仮設費率に含まれる内容及び積み上げ内容は別表―１の各項区分によ

る。 

（４）共通仮設費率の算定に用いるＴ（工期）は、開札から契約までを考慮し、原

則として下表の期間を減じて算出するものとする。ただし、契約日が明確な場

合又はやむを得ず現場における準備期間を長期間設け、条件明示等により受 

注者にとって実質的に共通仮設費を要しない期間がある場合は、工期から別に

控除する。 

なお、工事契約形態ごとに減じる日数は以下のとおりとする。 

（共通仮設費の算定） 

第１０ 共通仮設費の算定方法は次のとおりとする。 

（１）共通仮設費は、別表―１の内容について、過去の実績等に基づく直接工事費

に対する比率(以下「共通仮設費率」という。)により算定し、共通仮設費率に

含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより加算し、算定する。

なお、共通仮設費率に含まれる内容及び積み上げ内容は同表の各項区分によ

る。 

（２）共通仮設費率は、別表―５から別表－11 によるものとする。 

（３）共通仮設費率を算定する場合の直接工事費には、発生材処分費を含まないも

のとする。 

（４）共通仮設費率の算定に用いるＴ（工期）は、開札から契約までを考慮し、原

則として下表の期間を減じて算出するものとする。ただし、契約日が明確な場

合またはやむを得ず現場における準備期間を長期間設け、条件明示等により受

注者にとって実質的に共通仮設費を要しない期間がある場合は、工期から別に

控除する。 

なお、工事契約形態ごとに減じる日数は以下のとおりとする。 

（第１１現場管理費の算

定）の構成に合わせた。 

共通仮設費 ＝ ＋ 積み上げによる共通仮設費直接工事費  ×  共通仮設費率

共通仮設費 ＝ ＋ 積み上げによる共通仮設費直接工事費  ×  共通仮設費率
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①減じる日数（開札～契約もしくは仮契約）

工 事 の 契 約 形 態 減じる日数 

さいたま市建設工事総合評価方式による入札を執行する工事 １４日 

上記以外の工事 １０日 

※議会案件の場合は上記に加え、②を更に減じること。

②議会案件により減じる日数（仮契約日～議会議決）

工 事 の 契 約 形 態 ①から更に減じる日数 

さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例 

（平成１３年５月１日さいたま市条例第４８号）の適用を受ける工事

2月定例会 

案件ごとに 

算定した日数

６月定例会 

9 月定例会 

１２月定例会

（５）建築工事の発注において、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の主体構造物

に係わる鉄骨工事については、共通仮設費率の補正を行う。 

（６）建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の発注において、通常の建物本体

工事（以下「一般工事」という。）に、一般工事に含まれない別表－2２ に 

示す工事等（以下「その他工事」という。）を含ませて発注する場合は、一般

工事とその他工事の直接工事費の合計額に対応する共通仮設費率により一般

工事の共通仮設費を算定し、その他工事の共通仮設費は別途算定する。 

なお、積み上げによる共通仮設費は一般工事の共通仮設費とし、一般工事の

純工事費とその他工事の純工事費に区分するものとする。 

①減じる日数 

工 事 の 契 約 形 態 減じる日数 

さいたま市建設工事総合評価方式による入札を執行する工事 

別紙通知による

上記以外の工事

②議会案件により減じる日数

工 事 の 契 約 形 態 ①から更に減じる日数

さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（平成１３年５月１日さいたま市条例第４８号）の適用を受ける工事

別紙通知による

（５）建築工事の発注において、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の主体構造物

に係わる鉄骨工事については、共通仮設費率の補正を行う。 

なお、鉄骨工事における積み上げによる共通仮設費（建方機械器具等）があ

る場合は、鉄骨工事以外の一般工事（以下「一般工事」という。）の共通仮設

費に計上する。一般工事の純工事費は「一般工事の純工事費」と「鉄骨工事の

純工事費」にそれぞれ区分するものとする。 

 （６）建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の発注において、通常の建物本体

工事（以下「本体工事」という。）に、本体工事に含まれない別表－2２ に 

示す工事等（以下「その他工事」という。）を含ませて発注する場合は、本体

工事とその他工事の直接工事費の合計額に対応する共通仮設費率により本体

工事の共通仮設費を算定し、その他工事の共通仮設費は別途算定する。 

なお、積み上げによる共通仮設費は本体工事の共通仮設費とし、本体工事の

純工事費とその他工事の純工事費に区分するものとする。 

積算基準別紙通知の内容を

追加 

併せて、別紙通知を廃止し

た 

【資料編】に移動 

本体工事を一般工事に変

更。合わせて【資料編】の

本体工事も一般工事に変更 

（現場管理費の算定） 

第 1１ 現場管理費の算定方法は次のとおりとする。 

（省略） 

（３）現場管理費率に含まれる内容は別表―２による。

（４）現場管理費率の算定に用いるＴ（工期）は、開札から契約までを考慮し、原

則として第1０（４）の期間を減じて算出するものとする。ただし、契約日が

（現場管理費の算定） 

第 1１ 現場管理費の算定方法は次のとおりとする。 

（省略） 

（３）現場管理費率の算定に用いるＴ（工期）は、開札から契約までを考慮し、第

1０（４）の期間を減じて算出するものとする。ただし、契約日が明確な場合
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明確な場合又はやむを得ず現場における準備期間を長期間設け、条件明示等に

より受注者にとって実質的に現場管理費を要しない期間がある場合は、工期か

ら別に控除する。 

（５）建築工事の発注において、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の主体構造物

に係わる鉄骨工事については、現場管理費率の補正を行う。 

（６）建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の発注において、一般工事にその

他工事を含ませて発注する場合は、一般工事とその他工事の純工事費の合計額

に対応する現場管理費率により一般工事の現場管理費を算定し、その他工事の

現場管理費は別途算定する。 

（７）その他工事を単独で発注する場合並びに電気設備工事及び機械設備工事の発

注において、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途現場管

理費を算定する。 

（８）設計変更における現場管理費の算定については、当初設計で積み上げにより

算定した場合は、積み上げにより算定し、比率により算定した場合は、比率に

より算定するものとする。 

なお、現場管理費増減変更額の算定方法は、原則として設計変更の内容を当

初発注工事内に含めた場合の現場管理費を求め、当初発注工事の現場管理費を

控除した額とする。 

またはやむを得ず現場における準備期間を長期間設け、条件明示等により受注

者にとって実質的に現場管理費を要しない期間がある場合は、工期から別に控

除する。 

（４）工事費（消費税を含む）が500 万円以上、2,500 万円未満の昇降機設備

工事は、工事実績情報（コリンズ）の登録に要する費用を積み上げにより算定

して加算するものとする。 

なお、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び工事費が2,500 万円以

上の昇降機設備工事には、現場管理費率に費用が含まれているため、加算は行

わない。

（５）保全計画資料を、さいたま市公共施設マネジメントシステムにより作成を要

する場合は、積み上げにより算定して加算する。 

なお、その他の資料作成に係る費用については、現場管理費率に含む。 

（６）建築工事の発注において、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の主体構造物

に係わる鉄骨工事については、現場管理費率の補正を行う。 

（７）建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の発注において、本体工事にその

他工事を含ませて発注する場合は、本体工事の純工事費とその他工事の純工事

費の合計額に対応する現場管理費率により本体工事の現場管理費を算定し、そ

の他工事の現場管理費は別途算定する。 

（８）その他工事を単独で発注する場合並びに電気設備工事及び機械設備工事の発

注において、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途現場管

理費を算定する。 

（９）設計変更における現場管理費の算定については、当初設計で積み上げにより

算定した場合は、積み上げにより算定し、比率により算定した場合は、比率に

より算定するものとする。 

なお、現場管理費増減変更額の算定方法は、原則として設計変更の内容を当

初発注工事内に含めた場合の現場管理費を求め、当初発注工事の現場管理費を

控除した額とする。 

コリンズの登録・保全計画

資料作成に係る費用につい

ては、【資料編】に移動 

（一般管理費等の算定） 

第１２ 一般管理費等の算定方法は次のとおりとする。 

（省略） 

（３）その他工事を単独で発注する場合並びに電気設備工事及び機械設備工事の発

注において、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途一般管理費

等を算定する。 

（一般管理費等の算定） 

第１２ 一般管理費等の算定方法は次のとおりとする。 

（省略） 

（３）その他工事を単独で発注する場合及び電気設備工事及び機械設備工事の発注に

おいて、労務費の比率が著しく少ない工事を発注する場合は、別途一般管理費等を算

定する。 
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附 則 

（省略） 

附 則 

（施行期日） 

第１ この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用） 

第２ この基準による改正後のさいたま市公共建築工事積算基準は令和３年４月 

１日から適用する。 

（従前の基準類の取り扱い） 

第３ 施行日において、既に契約済みの工事における設計変更等の取り扱いについて

は、従前の例による。

（別紙通知の取り扱い） 

第４ この基準の改正に伴い「さいたま市公共建築工事積算基準に基づく別紙通知 

（建技管第3911号令和2年3月 30日）」は廃止する。 

附 則 

（省略） 

別表－4 付加利益等

法人税、都道府県民税、市町村民税等（別表―３の租税公課に含むものを除く）

 株主配当金 

 役員賞与（損金算入分を除く） 

 内部留保金 

 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用

別表－4 付加利益等

法人税、都道府県民税、市町村民税等（別表―６の租税公課に含むものを除く）

 株主配当金 

 役員賞与（損金算入分を除く） 

 内部留保金 

 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用


