
測 量 業 務
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　測量業務における打合せの標準配置人員は次表を標準とする。

（表１－１） （単位：人／１業務）

　職　　種

　打合せ

0.5

0.5

0.5

(1)　本標準配置人員は、現場条件及び作業内容等により必要に応じて適宜増減すること
　　ができる。
(2)　打合せ日数、打合せ回数は、現場条件及び作業内容等により決定する。
(3)　打合せ当日以外の旅行日数は、必要に応じて別途計上する。

測量技師 備　　　考

着　　手　　前

中　　　　　間

最　　　　　終
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1

1

2

3

4
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5

12 13

14 15

1

2
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1

1
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2

1/200 1/1,000
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設 計 業 務
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　打合わせの標準配置人員は次表のとおりとする。

　 （単位：人／１業務）

　職　　種

　打合せ

0.5 0.5

1.0 1.5

0.5 0.5

(1)　その他の工種とは、「ダム」、「頭首工」、「トンネル」、「ポンプ場」を除く

　　工種である。

 (2)　打合せ回数は、着手前、中間（３回）及び最終の５回を標準とする。　　

　　なお、積算参考資料作成は着手前、中間（２回）及び最終の４回を標準とする。

(3)　打合せ標準配置人員及び打合せ回数は、現場条件及び作業内容等により必要に

　応じて適宜増減することができる

(4)　旅行日に係る直接人件費は、別途計上する。

(5)　打合せ前後の準備、整理人員を必要とする場合は、別途計上する。

積算参考資料
　技師Ｂ

その他
技師Ａ

着　　手　　前

中　　　　　間

最　　　　　終
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(1) 適　　用

　　

(2) その他留意事項

   当該歩掛における筆数は、登記上の筆数ではなく、現地状況に基づく筆数を指す。

　　本歩掛は、水田かんがい及び畑地かんがいの給水栓設置箇所のうち、発注者より提供を受
  けた受益地情報（地番、地権者名等）に基づき、現地立会及び机上確認により確認作業を行
  う業務に適用する。

給水栓設置箇所の確認
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【給水栓設置箇所の確認】

（単位：1筆当たり）

0.04 0.07 0.07

0.04 0.07 0.07

技術員 特記事項及び補正技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ

発注者より提供を受けた受益地情報に基づ
き、給水栓設置箇所の確認を現地立会及び机
上確認で行うもの。
個別での現地立会や机上確認、地元説明会等
の方法により、対象地権者に給水栓設置箇所
を確認する。
説明に必要な資料の作成・文書の郵送費用、
現地への標識設置費用を含むものとする。

給水栓設置箇所の確認

作　業　内　容作　業　項　目

計

技師Ｃ主任技術者
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(1) 適　　用

　 

1)

①　露地用散水施設

　①－②　設計面積０．３ｈａ超え　～　０．６ｈａ以下／筆

　①－③　設計面積０．６ｈａ超え　～　１．０ｈａ以下／筆

②　ハウス用散水施設

　②－②　設計面積０．３ｈａ超え　～　０．６ｈａ以下／筆

　②－③　設計面積０．６ｈａ超え　～　１．０ｈａ以下／筆

③　茶園散水施設

　③－②　設計面積０．５ｈａ超え　～　１．０ｈａ以下／筆

　③－③　設計面積１．０ｈａ超え　～　２．０ｈａ以下／筆

(2) その他留意事項

   当該歩掛における筆数は、登記上の筆数ではなく、現地状況に基づく筆数を指す。

末端散水施設設計

　本歩掛は、畑地かんがい施設における露地用散水施設、ハウス用散水施設、茶園配管施設
の設計に適用する。

　本歩掛は、各散水施設（露地、ハウス、茶園）の１筆当たりの設計面積毎に歩掛を区分
している。

　①－①　設計面積０．３ｈａ以下／筆

　②－①　設計面積０．３ｈａ以下／筆

　③－①　設計面積０．５ｈａ以下／筆
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【①末端散水施設設計　露地用散水施設】

①－①　

露地用散水施設（立上りスプリンクラー、散水チューブタイプＡ・タイプＢ）の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．３ｈａ以下の業務に適用。
（単位：1筆当たり）

①－②　

（単位：1筆当たり）

①－③　

（単位：1筆当たり）

5.45 5.50

露地用散水施設（立上りスプリンクラー、散水チューブタイプＡ・タイプＢ）の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下の業務
に適用。

露地用散水施設（立上りスプリンクラー、散水チューブタイプＡ・タイプＢ）の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下の業務
に適用。

計 0.70 2.40 2.40

0.50

点検とりまとめ
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 0.20 0.20 0.20

2.20 2.50

数量計算
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。 0.30 0.40 0.50

1.25 2.50

末端配管計画図作成
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配水支
管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入するとと
もに、異形管種も記入する。

0.50 1.80

水理計算
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。 0.40

現地立会
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位置の
把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費用を含
む。

0.50 1.00 1.50

3.60 3.90

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ

計 0.30 2.50 2.30

技術員

〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕 成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 0.20 1.20 0.80

数量計算
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。 0.20 0.60 1.10 1.10

0.70 1.30

末端配管計画図作成
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配水支
管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入するとと
もに、異形管種も記入する。

0.40 0.90

水理計算
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。 0.20

1.30 1.50

現地立会
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位置の
把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費用を含
む。

0.10 0.50 0.50

4.00 3.00

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ

計 0.50 2.20 1.95

技術員

点検とりまとめ
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 0.25 0.25 0.25

数量計算
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。 0.20 0.20 0.50 0.50

1.00 1.00

末端配管計画図作成
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配水支
管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入するとと
もに、異形管種も記入する。

0.50 1.50

水理計算
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。 0.25

1.50 1.50

現地立会
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位置の
把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費用を含
む。

0.25 1.00 1.00

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
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【②末端散水施設設計　ハウス用散水施設】

②－①　

（単位：1筆当たり）

②－②　

（単位：1筆当たり）

②－③　

（単位：1筆当たり）

7.35 5.60

ハウス用散水施設（吊下げ式スプリンクラー、散水チューブタイプＣ・タイプＤ、タイプＥ）の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．３ｈａ超え～
０．６ｈａ以下の業務に適用。

ハウス用散水施設（吊下げ式スプリンクラー、散水チューブタイプＣ・タイプＤ、タイプＥ）の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．６ｈａ超え～
１．０ｈａ以下の業務に適用。

ハウス用散水施設（吊下げ式スプリンクラー、散水チューブタイプＣ・タイプＤ、タイプＥ）の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．３ｈａ以下の
業務に適用。

計 0.60 3.75 3.05

0.70

点検とりまとめ
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行
う。

0.25 0.25 0.25

2.80 2.80

数量計算
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。 0.35 0.70 0.70

2.10 2.10

末端配管計画図作成
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配
水支管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入
するとともに、異形管種も記入する。

1.05 2.10

水理計算
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。 0.35

現地立会
〔設計面積０．６ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位
置の把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費
用を含む。

0.35 1.75 1.75

4.30 4.80

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ

計 0.40 3.10 2.80

技術員

〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕
成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行
う。

0.20 1.50 1.00

数量計算
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。 0.30 0.70 1.30 1.30

0.80 1.60

末端配管計画図作成
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配
水支管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入
するとともに、異形管種も記入する。

0.50 1.10

水理計算
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。 0.20

1.60 1.90

現地立会
〔設計面積０．３ｈａ超え～０．６ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位
置の把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費
用を含む。

0.20 0.60 0.60

5.25 4.00

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ

計 0.50 2.75 2.25

技術員

点検とりまとめ
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行
う。

0.25 0.25 0.25

数量計算
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。 0.25 0.50 0.50 0.50

1.50 1.50

末端配管計画図作成
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配
水支管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入
するとともに、異形管種も記入する。

0.75 1.50

水理計算
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。 0.25

2.00 2.00

現地立会
〔設計面積０．３ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位
置の把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費
用を含む。

0.25 1.25 1.25

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
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【③末端散水施設設計　茶園散水施設】

③－①　

 茶園散水施設の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．５ｈａ以下の業務に適用。
（単位：1筆当たり）

③－②　 

茶園散水施設の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が０．５ｈａ超え～１．０ｈａ以下の業務に適用。
（単位：1筆当たり）

③－③　 

茶園散水施設の設計業務のうち、１筆当たりの設計面積が１．０ｈａ超え～２．０ｈａ以下の業務に適用する。
（単位：1筆当たり）

6.44

3.15 3.15

0.35 0.84 0.84 0.84

1.05 2.45

0.70 2.45 2.45

0.70 1.75 1.75

5.80 5.20

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

0.80 0.80

0.20 0.30 0.30

0.50 0.50

2.20

0.60 1.60 2.00 2.20

0.50 1.70

技師Ｃ 技術員

0.50 1.00 1.30

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ

0.60 2.60 2.20 5.10 4.60

0.20 0.30 0.30

1.80 2.00

0.40 0.40 0.60 0.60

0.50 1.50

1.20

0.40 1.50 2.00

0.40 1.00

点検とりまとめ
〔設計面積１．０ｈａ超え～２．０ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行
う。

計

0.25 0.25 0.25

0.95 4.10 3.54 8.19

末端配管計画図作成
〔設計面積１．０ｈａ超え～２．０ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配
水支管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入
するとともに、異形管種も記入する。

数量計算
〔設計面積１．０ｈａ超え～２．０ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。

現地立会
〔設計面積１．０ｈａ超え～２．０ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位
置の把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費
用を含む。

水理計算
〔設計面積１．０ｈａ超え～２．０ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。

作業項目 作業内容

0.70 2.90 2.40

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配
水支管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入
するとともに、異形管種も記入する。

数量計算
〔設計面積０．５ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。

点検とりまとめ
〔設計面積０．５ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行
う。

計

現地立会
〔設計面積０．５ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位
置の把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費
用を含む。

水理計算
〔設計面積０．５ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。

作業項目 作業内容

末端配管計画図作成
〔設計面積０．５ｈａ超え～１．０ｈａ以下〕

点検とりまとめ
〔設計面積０．５ｈａ以下〕

成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行
う。

計

現地立会
〔設計面積０．５ｈａ以下〕

地権者等から導入希望内容の聞き取りを行う。
ほ場及びハウスの形状、畝間間隔や給水栓設置位
置の把握等、散水施設の配置検討に必要な調査費
用を含む。

水理計算
〔設計面積０．５ｈａ以下〕

末端散水施設の水理計算を行う。

末端配管計画図作成
〔設計面積０．５ｈａ以下〕

平面図に散水施設を配置し、配管計画を行い、配
水支管も含め管種、口径、延長及び附帯工を記入
するとともに、異形管種も記入する。

数量計算
〔設計面積０．５ｈａ以下〕

詳細数量計算を行う。

作業項目 作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
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旅 費 交 通 費





調査・測量・設計業務等旅費交通費積算

１ 適用範囲

この資料は、宮崎県農政水産部が実施する農業農村整備事業に係る地質、土質調査業務、測量業務

及び設計業務の旅費交通費の価格積算を行うに当たって、その基準を示すものある。

なお、この基準は、県の「職員の旅費に関する条例」に準じて算定する。

２ 旅費交通費の構成

旅費交通費の構成は、次のとおりとする。

交 通 費

旅 費 交 通 費

（現地作業・調査及び打合せ等） 宿 泊 費

※注 作業打合せ及び現地作業等の旅行日に係る技術者の基準日額は、直接人件費に計上する。

３ 旅費交通費構成費目の内容

現地作業旅費交通費、打合せ旅費交通費は、現地作業・現地調査及び打合せ等に必要な経費で、交

通費、宿泊費で構成する。

(1) 交通費

交通費は、現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者の移動に要する費用

である。

(2) 宿泊費

宿泊費は、現地作業・現地調査及び打合せ等を実施するために必要な技術者の宿泊に要する費用

である。

４ 旅費交通費対象職種

(1) 地質、土質調査業務

地質、土質調査業務における旅費交通費対象職種は、次のとおりとする。

地質調査技師、主任地質調査員、地質調査員

(2) 測量業務

測量業務における旅費交通費対象職種は、次のとおりとする。

測量主任技師、測量技師、測量技師補、測量助手、測量補助員、操縦士、整備士、撮影士、撮影助手、

測量船操縦士

(3) 設計業務

設計業務における旅費交通費対象職種は、次のとおりとする。

主任技術者、技師長、主任技師、技師Ａ、技師Ｂ、技師Ｃ、技術員

５ 旅費交通費の積算

現地作業及び打合せに要する旅費交通費の積算は、最も経済的な経路により次の積算方法により算

定する。交通手段の選定にあたっては、「５－２ 通勤及び滞在の区分」、交通費の算定にあたっては、

「５－５ 交通費」によるものとし、現地での作業を伴う業務はライトバン、その他の業務について

は公共交通機関を利用することを標準とするが、実情を勘案し算定するものとする。
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５－１ 積算上の基地

旅費交通費の積算上の基地は、最寄りの発注機関を原則とするが、これにより難い場合は、別途

考慮するものとする。

なお、随意契約の場合は契約を締結しようとしている業者の所在地とする。

５－２ 通勤及び滞在の区分

５－２－１ 通勤により業務を行う場合

通勤により業務を行う基準は次を標準とする。

(1) ライトバンの場合

積算上の基地から現地までの片道距離が30km程度（高速道路等を利用する場合は片道60km程

度）若しくは片道所要時間１時間程度とする。

(2) 公共交通機関の場合

積算上の基地から現地まで、公共交通機関を利用する場合は片道所要時間２時間程度とする。

５－２－２ 滞在して業務を行う場合

滞在して業務を行うかどうかの判断は下記を目安とする。

(1) ライトバンの場合

上記、5-2-1の(1)の範囲を超え、現地に滞在して業務を実施する場合。

(2) 公共交通機関の場合

上記、5-2-1の(2)の範囲を超え、現地に滞在して業務を実施する場合。

５－３ 現地作業旅費交通費の積算

５－３－１ 通勤により業務を行う場合

(1) 旅費交通費の算定において、交通費（鉄道賃・船賃又はライトバン経費・高速料金）のみ計

上することとする。

なお、測量作業においては、積算上の基地から現地まで及び現地内の移動に伴う連絡車（ラ

イトバン）運転経費は、測量標準歩掛の機械経費率等に含まれているため、別途計上しない。

５－３－２ 滞在して業務を行う場合

(1) 現地作業

旅費交通費＝交通費×往復＋宿泊費×滞在日数

1) 宿泊費は現地に到着した日から目的地を出発する日の前日までを計上する。

2) 交通費は、積算上の基地から滞在地までの移動に要する費用を計上する。

なお、滞在地から現地までの交通費は、別途計上しないものとする。

５－４ 打合せ旅費交通費の積算

打合せについてはライトバン、公共交通機関を利用することを標準とするが、実情を勘案し算定する

ものとする。

５－４－１ 通勤により打合せを行う場合

(1) 旅費交通費の算定において、交通費（鉄道賃・船賃又はライトバン経費・高速料金）のみ計

上することとする。

５－４－２ 滞在して打合せを行う場合

(1) 宿泊を要する場合

旅費交通費＝交通費×往復＋宿泊費×滞在日数

５－５ 交通費

当該業務に必要な交通費を積上げて算定するものとし、公共交通機関による交通費は、往復割引
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があるものについては割引料金を適用した積算とする。

また、ライトバンによる交通費のうち高速料金については、各種割引が明確な場合は、割引料金

を適用した積算とする。

なお、交通費の算定は、現地作業及び打合せに係る技術者の所要人員に運賃等を乗じて求めるも

のとする。

消費税相当分を含んだ金額の場合の積算は、消費税率で割り戻した金額とする。（１円未満切り

捨て）

(1) 鉄道運賃

旅客運賃、特別急行料金の計上の区分は、下表のとおりとする。

片道（乗換毎）の距離（乗車可能区間） 旅客運賃 特別急行料金

Ｌ＜50km ○

50km≦Ｌ ○ ○

注 1) 特別急行列車、全車指定列車だけしか運行されていない路線については距離に関係なく

それぞれの料金を計上する。

2) 複数の路線がある場合は、最も経済的な経路により計上する。

(2) 船賃

船賃は、旅客運賃を計上する。なお、座席指定だけの路線については、座席指定料金も計上

する。

(3) 航空賃

当該業務の内容及び日程並びに当該業務に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用すること

が最も経済的な経路の場合に計上する。

(4) 車賃

バス路線は、普通運賃を計上する。

(5) ライトバン損料等

ライトバン損料等は、下表のとおり計上する。

名 称 単位 数 量 単価 摘 要

ライトバン運転1時間当たり時間損料 時間 1.5L 土地改良事業等請負工事

ライトバン供用1日当たり損料 供用日 機械経費算定基準による

ガソリン ㍑ 0.047×56kw×ｈ スタンド渡し

注 1) ライトバンの運転時間は、一般道路30km/h、高速道路等80km/hで計算し時間当たりに

四捨五入する。

2) 高速道路等の料金は、別途計上する。（消費税抜きの金額）

3) 運転労務は計上しない。

５－６ 宿泊費

当該業務に必要な宿泊費を積上げて算定する。

なお、宿泊費の算定は、現地作業、打合せ及び旅行日に係る技術者の所要人員を県の「職員の旅

費に関する条例」に準じて算定する。
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５－７ 移動日の算定

移動日は、下記のとおり計上する。ただし、実情を考慮して計上するものとする。

片道1.0日計上 片道0.5日計上 備 考

鉄 道 Ｌ≧400km 400km＞Ｌ

水 路 Ｌ≧200km 200km＞Ｌ

バス路線 Ｌ≧ 50km 50km＞Ｌ

注 1) ライトバンの場合は、通勤が不可能で往復の移動時間が６時間未満の場合は片道

0.25日(往復0.5日)、６時間以上の場合は片道0.5日(往復1.0日)の移動日を計上する。

2) 移動日には、旅費交通費の他に基準日額を直接人件費として0.5日単位で計上する。

3) 鉄道、水路及びバス路線が継続する場合は、バス路線を１として他の路線を換算し

て計算する。

4) 外業の場合は、ライトバンにより計算する。
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【ライトバン損料】 
 
（１）ライトバン（１．５Ｌ）の各種値（単価は令和３年度単価） 
  

ライトバン（１．５Ｌ）の各種値 
機関出力 － ５６ｋｗ 
年間標準運転時間 （３） ７６０ 
年間標準運転日数 （４） ２１０ 
年間標準供用日数 （５） ２５０ 
運転１時間当たり損料 （９） １８５ 
供用１日当たり損料 （１１） ９６１ 
運転１時間当たり換算値損料 （１３） ５０１ 
供用１日当たり換算値損料 （１５） １５２０ 

 
（２）使用する基礎単価式 
   １）ｔ１／ｔが０．８～１．２範囲内の場合 
     （１５） × ＹＣ 
   ２）ｔ１／ｔが０．８～１．２範囲外の場合 
     （（９）×ｔ１ ＋ （１１）） × ＹＣ 
 
     ＹＣ ＝ （５）／（４） 
     ｔ  ＝ （３）／（５） 
     ｔ１ ＝ 運転時間／ＹＣ 
 
（参考） 
  １日当たりライトバン（１．５Ｌ）換算値損料 

 ライトバン 1 日当たり運転時間 ライトバン損料（1 日当たり） 
１時間 １，３２０ 
２時間 １，５２０ 
３時間 １，８１０ 
４時間 １，８１０ 
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