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１．総 則 

この指針は、工事変更を適正にかつ迅速に処理し、事務の円滑な執行を図るために定め

るものである。 

 

１．１ 用 語 

この指針において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 

(1)工事変更  当初契約の内容及び工期等を変更することをいう。 

 

             設計変更 

       工事変更  

             工期変更 

 

(2)契約変更  工事変更に伴い契約金額または契約内容に変更の必要が生じた場合、

当該請負者との間において、既に締結されている契約内容を変更するこ

とをいう。 

(3)工事内容  契約図書で定められた工事の内容をいう。 

(4)契約図書  工事請負契約書、特記仕様書、設計図書をいう。 

(5)設計図書  設計図面（参考図を除く）をいう。 

(6)契約変更見込み額  工事変更に伴う概算数量にて積算された変更金額。 
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１．２ 工事変更事務の流れ 

 工事変更事務の主な流れは、下図に示すとおりである。 

 なお、事務処理については、原則として迅速に処理することとする。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（Ａ）の場合 
 
（Ｂ）の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

契約変更前に 
着手する場合 

契約変更後に 
着手する場合 

⑥調査結果通知書【第 16 条第 2 項】 
(とるべき措置がある場合、当該指示を含む) 

審査会省略案件 

① 監督員による調査の実施 

（Ａ）受注者が 

約款第 16 条に基づく請求書を提出 

（Ｂ）発注者が 

約款第 17 条に基づく変更が必要と判断 

⑨ 契約変更 
契約変更協議書・承諾書の取り交わし【第 17 条第 2 項】 

変更工事に着手 

⑦工事内容の変更(通知)【第 17 条第 1 項】 

変更工事に着手 

④ 工事変更審査会 

② 調査に基づいた事前協議 

⑤ 先行施工承認決裁 

工事の訂正または変更に関する工種・数量等の確定 

承諾書の提出 

⑦工事内容の変更(協議)【第 25 条】 

⑧ 工事変更設計書 

⑥指示書 

③ 事前協議書の取り交わし 



 

- 3 - 
 

［解 説］ 

① 監督員による調査の実施 

担当監督員は変更概要を調査・整理の上、工事主管課長に報告し、事前協議に必要

な資料を作成する。数量等の概要把握は可能な限り行う。 
 

② 調査に基づいた事前協議 

①の調査を行った結果に基づいて、受発注者間で工事変更の該当工種、工法及び概

算数量等を協議し、工事変更（案）をまとめる。 

工事主管課は工事変更（案）に基づき工事変更見込み額を積算し、工事変更審査会

（以下、「審査会」という。）の審査対象であるか判断する。 
 

③ 事前協議書の取り交わし 

必要に応じて、下記の内容の事前協議書を作成し、受発注者間で取り交わす。 
ただし、審査会を開催する場合は審査会前に必ず作成し、取り交わしを行う。 

【事前協議書記載事項】 
(1) 調査・確認事項（変更工種、工法、概算数量及び概算金額） 
(2) 発議者（発注者又は受注者）と発議の年月日 
(3) 変更対象の是非（変更対象該当若しくは該当しない根拠約款等の明記） 
(4) 工事変更（案） 

   
④ 工事変更審査会（「２．５ 工事変更審査会」を参照。） 
 

⑤ 先行施工承認決裁 

審査会後、契約決定権者を決定権者とする先行施工承認決裁を受ける。 
【先行施工承認決裁における記載事項】 
(1) 変更対象となる工種 

(2) 変更理由 

(3) 変更の方針と内容 

(4) 変更数量（概算数量で良いが、把握できる場合は確定数量とする。） 

(5) 変更金額（概算金額） 

(6) 先行施工の承認について（契約変更前に先行施工承認することを明記。） 

(7) 当該変更に係る清算について（数量が確定した後に契約変更する旨を明記。） 

(添付資料) 審査会資料・議事録 

 
⑥ 調査結果通知書・指示書 

従来、契約変更が完了するまで変更工種には着手できなかった。 
しかし、施工の効率性、施工コスト縮減の観点から、②の事前協議から原則１４日

以内に調査結果通知書又は指示書を発行し、契約変更前に先行施工を承認する。 
審査会案件は、⑤で先行施工承認された内容を通知する。 
審査会省略案件は、②の事前協議で確認された内容に先行施工承認も含め通知する。 
なお、調査結果通知書にはとるべき措置がある場合、当該指示を含む。 
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⑦ 工事内容の変更 

変更数量等の把握は、この手続きまでに速やかに行う。 
この段階で、訂正又は変更の工種・数量等の通知又は協議・承諾を行う。 
約款第 17 条第 1 項に該当する変更は、通知のみを行う。（協議・承諾不要） 
約款第 25 条に該当する変更は、受発注者間で協議書・承諾書を取り交わす。 

 
⑧ 工事変更設計書 

工事設計書・契約図面の変更等、設計図書の変更である。 
 

⑨ 契約変更（「２．４ 契約変更」を参照。） 

総務部用地経理課への「契約締結変更依頼」以降の処理である。 
事務処理上は、⑧と⑨が同時に行われる。 

 

２．工事変更 

２．１ 工事変更の基本的な考え方 

工事の施工は、設計図書に基づいて施工すべきであるが、真にやむを得ない事情によ

り設計図書と現場等に差異が生じた場合、当該工事との一体性を損ねない範囲において 

工事変更を行うこととし、その結果請負金額や工期に変更が生じた場合は、契約変更を

行う。 

 

２．２ 工事変更の対象となるもの 

表２－１のとおり、契約約款において条件変更等に伴う設計変更の対象事項は契約約

款第 16 条（条件変更等）に、発注者が必要と認めるときの設計図書の変更または契約

約款第 17 条（工事の変更、中止等）に規定している。 
 
表２－１ 工事変更の対象となる事項 

変更の対象事項 契約約款 

１．図面と仕様書が一致しない 

（優先順位が定められている場合を除く。） 

第16条第1項第1号 

２．設計図書に誤びゅう又は脱漏がある 第16条第1項第2号 

３．設計図書の表示が明確でない 第16条第1項第2号 

４．設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が 

相違する 

第16条第1項第3号 

５．予期することのできない特別な状態が生じた 

（設計図書で明示されていない施工条件について） 

第16条第1項第4号 

６．発注者が必要と認めるときの設計図書の変更 第17条 

７．受注者の責によらない事由による工事の中止 第17条 
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２．３ 工事変更の対象としないもの 

（1）「工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）［国土交通省関東地方整備局］」

第２項「設計変更が不可能なケース」によるもの。 

（2）契約変更見込み額が契約額の３０％を超える変更内容のもの。ただし、現に施工中

の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除く。［「設計変更に伴う契約変

更の取扱いについて（昭和 44 年 3 月 31 日 建設省東地発第 31 号の２）」による。］ 

 
２．４ 契約変更 

（1）設計変更に伴う契約変更をその都度行うもの 

①工期変更を伴う場合 

②重要な構造、工法及び位置の変更を伴う場合 

③変更見込み額が請負金額の５％又は 50 万円を超える場合 

（2）軽微な設計変更に伴うもので、工期末の契約変更で足りるもの 

（1）以外の設計変更に伴う契約変更については、工期末（二会計年度以上にわたる

工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに一括して行うことができる。 

 
２．５ 工事変更審査会 

工事変更の妥当性、客観性及び統一性を確保するため、土木部内に審査会を設置する。 

なお、この審査会は、土木部技術検討会設置要領の一環として運営されるものである。 

 

(1)審査対象 

工事変更見込み額が当初契約金額の１割を超える増減（当初契約金額が 2,000 万円

未満については 200 万円を超える増減）となる工事変更について全て審査する。 

ただし、次号(2)に該当するものについては、省略することができる。 

(2)審査を省略できる変更事項 

別表に掲げる変更事項は、審査を省略できる。 
また、変更数量等が確定した場合に当該審査を再度行う必要はない。 

(3)組 織 

審査会は、以下の組織構成をもって開催するものとする。 

①発注者 

会 長 ：土木部長 

委 員 ：技術職にある土木部各課長 

説明者 ：当該工事主管課長、工事担当係長・主査、担当監督員（主・副） 

※ 会長は審査会を代表し事務を総括する。 

ただし、会長が不在の場合は、会長が予め指名する委員が職務を代理する。 

②受注者（現場代理人、監理技術者等） 

当該変更案件の説明者若しくは意見陳述者として出席することができる。 

(4)招 集 

審査会は、工事主管課長の発議により会長が招集する。 

(5)事務局 

審査会事務局は、工事主管課に設置するものとし、審査会の開催、運営に関する事
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務を行う。 

審査会資料及び議事録等の作成は事務局が行い、先行施行承認決裁に添付する。 

(6)審査会資料 

・変更概要説明書 

・概略説明図 

・その他現場状況を確認できる資料（写真等） 

 

３．工事中止 

 工事の全部もしくは一部の施工を一時する場合については、契約約款第 17 条による

規定のほか、「工事の一時中止に係る運用マニュアル（案）」（東京都建設局）による

ものとする。 

 

４．補 則 

 この指針により難い特別な事情がある場合は、審査会等において、十分に審議するもの

とする。 

 

別表 

審査を省略できる変更事項 

ア．VE 対象工事（要綱により「VE 技術審査委員会」が設置されているため。） 
イ．数量の拾い間違い等設計時の計算ミスの場合 

ウ．構造計算を要しない構造物の形状変更 

（例１）橋梁工事のパラペットの高さ変更 
（例２）標準構造図にある小型擁壁の採用 
エ．同一、同種工法の数量変更 

（例）道路上工事協議（交通管理者協議）、地域住民からの要望による交通保安要員

の人数変更 
オ．当初設計時の施工目的から外れない範囲内での工種追加による変更 

（例）発生土砂の処分先の変更 
カ．維持管理[補修]工事に係る変更 

（例１）道路舗装など補修工事に関して、想定していた既設舗装厚が薄い、又は無

かった場合など切削オーバーレイ施工から舗装版打換への変更。 
（例２）道路舗装に関する施工範囲拡縮、数量変更に関する変更。 
（例３）現場精査に伴う鋼材の寸法・形状等の変更（橋梁耐震補強及び修繕工事） 
（例４）地先住民の要望により舗装範囲を拡げる 

 

  



 

- 7 - 
 

（関連資料） 

契約約款（抜粋） 

(条件変更等)  

第16条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員

に通知し、その確認を求めなければならない。  

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。  

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含

む。)。  

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に明示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違す

ること。  

(4) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。  

２ 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結

果を乙に通知しなければならない。  

３ 甲は、第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は

設計図書の訂正を行わなければならない。  

４ 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を

準用する。  

５ 甲は、第1項の事実についての確認が、甲乙間で一致しない場合において、乙が工事を施工することができないと認め

られるときは、次条第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。  

(工事の変更、中止等)  

第17条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の

施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項の規定により、工期又は

契約金額を変更しなければならない。  

２ 工期又は契約金額の変更は、甲乙協議して定める。  

３ 甲は、工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、乙が工事の続行に備え、工事現場等を維持するために増

加費用を必要とするときは、その増加費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。  

４ 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場

の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施

工を中止させなければならない。  

(契約金額の変更に代える工事内容の変更)  

第25条 甲は、第14条から第17条まで、第19条から第22条まで、前条又は第29条の規定により契約金額を増額すべき場合(費

用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、契約金額の増額の全部又は一部に代えて、工事内容を

変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、甲乙協議して定める。 

 

江戸川区土木部工事監督基準（抜粋） 

（工事変更） 

第 31 条 監督員は、工事施工中に工事内容の変更等の必要が生じた場合は、速やかに主管課長に報告し、その指示により

江戸川区工事施行規程第 25 条の規定により、変更設計図書を作成するものとする。 
 

江戸川区工事施行規定（抜粋） 

（工事変更） 

第二十五条 工事の起工の内容を変更する必要が生じたため決裁を受けようとするときは、工事変更書によらなければな

らない。 
２ 第十三条、第十六条及び第十七条の規定は、前項の起工の内容を変更しようとする場合の書類の作成その他の手続に

ついて準用する。 
３ 第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる工事以外の変更の決定手続を行なう場合には、工期末（二会計年度以上

にわたる工事にあつては、各会計年度の末及び工期の末）までに一括して行なうことができる。 
一 工期変更を伴う工事変更 
二 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更 
三 変更見込額が請負金額の五パーセントに相当する額、または五十万円を越える工事変更  
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