
１． 業務報酬基準とは

建築士法第２５条において，国土交通大臣は，中

央建築士審査会の同意を得て，建築士事務所の開

設者がその業務に関して請求することのできる報

酬の基準を定め，これを勧告することができるこ

ととされています。

業務報酬基準は，この規定に基づき，建築主と

建築士事務所が設計・工事監理等の業務の契約を

行う際の業務報酬の算定方法等を示したもので

す。

２． 業務報酬基準の見直しの経緯

構造計算書偽装問題を踏まえ，平成１８年８月に

とりまとめられた社会資本整備審議会答申におい

て，業務報酬基準（昭和５４年建設省告示第１２０６

号）の見直しが指摘されました。

その後，社会資本整備審議会建築分科会基本制

度部会に新たに設けられた「業務報酬基準・工事

監理小委員会」において，平成１９年１２月に見直し

の方向がとりまとめられ，これを踏まえ実態調査

を実施し，平成２１年１月７日に新しい業務報酬基

準（平成２１年国土交通省告示第１５号）が定められ

ました。

３． 新しい業務報酬基準の構成

新しい業務報酬基準は従来の業務報酬基準と同

様に，第一～第三の実費加算方式に関する項と第

四の略算方法に関する項で構成されています。

略算方法に関し，別添三の略算表については，

�建築物の類型が４類型から１５類型へ詳細化され

るとともに，�標準業務量について，構造・設備

等の専門分野別の表示の追加，工事費ベースから

床面積ベースの表示への変更，人・日から人・時

間への単位の変更等の見直しが行われています。

新しい業務報酬基準案の構成を図―１に示しま

す。

４． 業務報酬基準を活用する際の留意点

� 業務報酬基準は実費加算方式が基本（第一

～第三関係）

業務報酬基準は，業務経費（直接人件費，特別

経費，直接経費，間接経費）と技術料等経費を加

算する実費加算方式を標準としています。ただ

し，当事者間の契約に基づいて，個別の事情に応

じた業務報酬の算定を行うことを妨げるものでは

業務報酬基準の見直し
について
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第一　業務報酬の算定方法�
○設計，工事監理，建築工事契約に関する事務又は建築工事�
　の指導監督の業務に関する報酬は，第二の業務経費，第三�
　の技術料等経費及び消費税に相当する額を合算する方法に�
　より算定することを標準とする。�

別添四　標準業務に付随する標�
準外の業務�

別添三　略算表（＊）�
＊建築物の類型別に，標準業務�
　に応じた標準業務人・時間数�
　を提示。�

別添二　建築物の類型別の用途�
等一覧�

別添一　標準業務（＊）�
＊設計又は工事監理に必要な情�
　報が提示されている場合に，�
　一般的な設計受託契約又は工�
　事監理受託契約に基づいて，�
　その債務を履行するために行�
　う業務�

第三　技術料等経費�

第二　業務経費�
○業務経費＝直接人件費＋特別経費＋直接経費�
　＋間接経費�

青字部分につ�

黒字部分（基本的な枠組み）については従来どおり�

いては大幅な�

見直しを実施�

図―１�

第四　直接人件費等に関する略算方法による算定�
○直接人件費又は直接経費及び間接経費の額の算定について
の略算方法（下記，イ・ロ）を提示。�
イ）直接人件費（別添一の標準業務に対応）⇒建築物の類型
（別添二）に応じた標準業務人・時間数（別添三）に人件
費単価を乗じて算定。�

ロ）直接経費及び間接経費の合計額⇒直接人件費の額に1.0
を標準とする倍数を乗じて算定。�

ありません。

なお，この基準は建築物の設計，工事監理，建

築工事契約に関する事務または建築工事の指導監

督の業務を対象としており，建築物に関する調査

または鑑定，建築物の建築に関する法令または条

例に基づく手続きの代理などは対象外です。

また，個別の業務内容に対応して経費を算定す

ることができる一般的な業務を前提としており，

いわゆる標準設計による場合，複数の建築物につ

いて同一の設計図書を用いる場合，設計内容が特

に芸術的性格が強い場合，きわめて特殊な構造方

法等を採用する場合などこの算定方法が必ずしも

なじまない場合においては，他の合理的な算定方

法によることが適切です。

� 直接人件費，直接経費・間接経費の算定に

おいては略算方法を用いることが可能（第四

関係）

業務経費のうち，直接人件費，直接経費および

間接経費の算定においては，略算方法を用いるこ

とができます。これは，建築士が行う標準的な業

務を実施した場合に必要となる標準的な業務量

（＝業務人・時間数）を用いて報酬を算定する方

法です（特別経費や技術料等経費は，いずれも個

別事例において定められるべきものであることか

ら，略算方法は示していません）。

標準業務量は，標準業務のみを行った場合の業

務量を示しているので，標準業務に含まれない追

加的な業務を附随して実施する場合には，当該業

務に対応した業務量を付加することとなります。

また，標準業務のうち一部のみを行う場合は行わ

ない業務に対応した業務量を減じることになりま

す。

略算方法を用いる場合には，標準業務内容等を

参考として，各建築士事務所ごとに，直接人件費

の算定については業務内容および業務人・時間数

表を，直接経費および間接経費の算定については

その合計と直接人件費との割合を，あらかじめ定

めておく等の措置をとることが適切です。
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敷地 整形・平坦な敷地

用途 本社ビル

延べ面積 １０，０００m２

構造種別 RC造

階数 地上７階 地下１階

構造 平面および立面が不整形

設備 一般的な水準

なお，略算方法においては，実態調査に基づい

て標準業務量を設定しているため，建築物の規模

が著しく大きいまたは小さい場合（床面積の合計

が別添三の最小値未満または最高値超である場

合）は，略算方法によることはできません。

また，略算方法は，単一用途の建築物を新築す

る場合の業務量を示したものであるため，建築物

の増改築，修繕・模様替えまたは設計変更の場

合，複合建築物（複数の類型が混在する建築物）

の場合は，別途適切な方法により算定する必要が

あります。

� 標準業務は調査，企画等の業務が別途実施

されていることが前提（別添一関係）

標準業務は，設計または工事監理に必要な情報

が提示されている場合に，一般的な設計受託契約

または工事監理受託契約に基づいて，その債務を

履行するために行う業務です。

従って，標準業務は，建築物の敷地の選定に係

る企画業務，資金計画等の事業計画の策定に係る

企画業務，土質や埋蔵文化財に係る調査業務など

設計に必要な情報を得るための調査，企画等に係

る業務が，別途実施されていることを前提として

います。

� 構造・設備の難易度が高い場合は標準業務

量に倍数を乗じて調整（別添三関係）

略算方法による場合，構造・設備の難易度によ

る補正に留意が必要となります。

総合（統括と意匠）の難易度については，原則

として，建築物の１５類型ごとに，第一類（標準的

なもの）と第二類（複雑な設計等を必要とするも

の）に分けられ，標準業務量に差が設けられてい

ます。

一方，構造と設備については，第一類と第二類

の標準業務量に差がありません。これは，構造の

業務量については建築物の形状や敷地特性に，設

備の業務量については導入する設備の機能水準に

応じて補正をすることが適切と判断されたことに

よります。

具体的には，構造については１．２～１．４，設備に

ついては１．４を標準とする倍数を標準業務量に乗

じる（難易度補正する）こととされており，個々

の業務内容に応じて，倍数を乗じることとしてい

ます。

� 告示に示されている標準外の業務は限定的

（別添四関係）

告示（別添四）に示されている標準外の業務

は，標準業務に附随するものを例示したもので

す。このほかに，成果図書以外の資料（別添一お

よび別添四に掲げるものを除く法令手続きのため

の資料，竣工図等）の作成，風洞実験等の実施，

第三者への説明など，建築主から特に依頼された

業務を標準業務に附随して行う場合も標準外の業

務に含まれます。

これら業務については，個別の事例において，

契約前に当事者間の協議を行い，適切な合意を得

た上で，その業務内容や報酬額について，契約等

として明らかにしておくことが適切です。また，

契約後に当初想定されなかった業務を建築主から

依頼された場合にあっても，速やかに当事者間の

協議を行い，あらかじめ適切な合意を得た上で，

その業務内容や報酬額について明らかにしておく

ことが適切です。

５． 略算表を活用した業務報酬の
算定イメージ

例えば，以下のような建築物に係る業務報酬の

算定イメージは次のとおりです。

◇建築物の概要

◇業務報酬の算定の流れ

■標準業務量の算定

・本社ビルは業務施設第２類に相当するので，別表
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設計 工事監理等
総合 ７，４００ ２，１００
構造 ２，０００×１．３＝２，６００ ３７０×１．３＝４８１
設備 ２，４００ ８３０
小計 １２，４００ ３，４１１
合計 １５，８１１

〈略算表（別表第４の２（業務施設（第２類））〉 （単位 人・時間）
床面積の合計 ５００m２ ７５０m２ １，０００m２ １，５００m２ ２，０００m２ ３，０００m２ ５，０００m２ ７，５００m２ １０，０００m２ １５，０００m２ ２０，０００m２

（一）設計
総合 ２，０００ ２，４００ ２，７００ ３，３００ ３，７００ ４，４００ ５，５００ ６，５００ ７，４００ ８，８００ １０，０００
構造 ４６０ ５６０ ６４０ ７９０ ９１０ １，１００ １，４００ １，７００ ２，０００ ２，５００ ２，８００
設備 ３４０ ４５０ ５４０ ７００ ８５０ １，１００ １，５００ ２，０００ ２，４００ ３，１００ ３，８００

（二）工事
監理等

総合 ８９０ １，０００ １，１００ １，２００ １，３００ １，５００ １，７００ ２，０００ ２，１００ ２，４００ ２，６００
構造 １６０ １８０ １９０ ２２０ ２４０ ２６０ ３１０ ３４０ ３７０ ４２０ ４６０
設備 ８３ １１０ １４０ １９０ ２４０ ３３０ ４９０ ６６０ ８３０ １，１００ １，４００
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×
×人件費単価

B円／人・時間

標準業務量

１５，８１１人・時間

標準外業務量

（実施する場合）

A人・時間

� 直接経費

� 間接経費

業務報酬＝

＊右記に消費税額を加える必要がある。な

お，業務報酬基準の対象外となる「設計に

必要な情報を得るための調査，企画等に係

る業務」等を実施する場合は，別途，合理

的な方法により報酬を算定し，加算する必

要がある。

�直接人件費＋直接経費＋間接経費

＝（１５，８１１人・時間＋A人・時間）×単価B円／人・時間×２．０

＋

�特別経費

�技術料等経費

� 直接人件費

第４の２を用いる。

・また，この事例では平面および立面が不整形であ

る（建築物の形状が特殊である）ため，構造の難

易度による業務量の補正を行い標準業務量を算定

する（具体的には，別表第４の２の業務人・時間

数に１．３を乗じ，構造に係る標準業務量を算定す

る）。

■総業務量の算定（標準外業務の業務量の付加）

・標準業務に附随して標準外の業務を実施する場合

は，標準業務量に標準外の業務に対応する業務量

を付加し，総業務量を算定する。

■直接人件費の算定

・総業務量に人件費の単価を乗じ，直接人件費を算

定する。

■直接人件費，直接経費および間接経費の合計の算

定

・直接人件費に１．０を乗じ，直接人件費，直接経費お

よび間接経費の合計を算定する。

■業務報酬の算定

・直接人件費，直接経費および間接経費の合計に特

別経費および技術料等経費を加え，業務報酬を算

定する。

◇標準業務量の算定

◇業務報酬の算定

６． 新しい業務報酬基準の周知について

新しい業務報酬基準は本年１月７日に告示され

ています。「新・建築士制度普及協会」を中心と

して，これまで全国７都市で講習会が実施されて

います。なお，講習会の様子は以下のホームペー

ジでご覧いただくことも可能です（http : //

www . icba . or . jp / kenchikushiho / gkousyu /

gkousyu_webinar.html）。

また，パンフレットや解説書も作成しており，

今後，建築士のみならず，広く国民に周知徹底を

図ることとしています。
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