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１．機械運搬工

１－4．レボHGT立坑機の運搬について

C－９号代価表　機械運搬工
1回当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

機械運搬工 式 1 D-12

積込・荷卸し工 式 1 D-13

1回当り　計

備考   ケーシング運搬費は、ケーシング単価に含まれていますので、別途計上の必要はありません。

C－１２号代価表　機械運搬工
1式当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

32t 積トレーラー 台 1 往路

32t 積トレーラー 台 1 復路

25t 積トレーラー 台 1 往路

25t 積トレーラー 台 1 復路

1式当り　計

C－１３号代価表　積込・荷卸し工
1式当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人 0.50

特殊作業員 人 0.50

普通作業員 人 1.00

トラッククレーン賃料 25t吊 日 0.50

1式当り　計
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２．ケーシング撤去工

C－１０号代価表　ケーシング撤去工
1m当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

ケーシング撤去工 箇所 D-14

計 掘削深（m）当り

1m当り　計 計／掘削深（m）

C－１４号代価表　ケーシング撤去工
1箇所当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人

特殊作業員 人

普通作業員 人

クレーン装置付トラック運転費 t 積 ,  t 吊 時間 E-4

ケーシング切断工 ｍ E-8

諸雑費 式 1

1箇所当り　計

備考   ケーシング切断長は 4分割切断を標準とし、次式より算出する。ただし、これにより難い場
合は別途考慮する。

 L=π×（ケーシング呼び径）＋ケーシング撤去長×4

E－８号代価表　ケーシング切断工
1m当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人 0.14

溶接工 人 0.14

普通作業員 人 0.14

諸雑費 人 1 労務費の 9%

計 10ｍ当り

1時間当り　計 計／10ｍ

備考   諸雑費は、溶接機 250A、溶接棒、アセチレンガス、酸素等の費用であり、労務費の合計
額に9％を乗じた金額を上限として計上する。
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３．円形簡易覆工板設置撤去工

３－３．円形簡易覆工板設置撤去工について

Ｇ号代価表　円形簡易覆工板設置撤去工
1式当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

専用覆工板設置工 箇所 G-1

専用覆工板撤去工 箇所 G-2

専用覆工板開閉工 回 G-3

路面すりつけ工 ｍ G-4

専用覆工板賃料 式 1 G-5

1式当り　計

備考   1．専用覆工板開閉工は、機械退避・再設置工の回数を計上します。
 2．路面すりつけ工の数量は、受桁の外周長とします。
  φ1500：2.0×π≒ 6.28
  φ1800：2.3×π≒ 7.23
  φ2000：2.6×π≒ 8.17
  φ2500：3.0×π≒ 9.42

G－１号代価表　専用覆工板設置工
1箇所当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人

特殊作業員 人

普通作業員 人

クレーン装置付トラック運転費 t 積、　t吊 時間 E-4

諸雑費 式

1箇所当り　計
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G－２号代価表　専用覆工板撤去工
1箇所当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人

普通作業員 人

クレーン装置付トラック運転費 t 積、　t吊 時間 E-4

諸雑費 式

1箇所当り　計

G－３号代価表　専用覆工板開閉工
1回当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人

普通作業員 人

クレーン装置付トラック運転費 t 積、　t吊 時間 E-4

諸雑費 式

1回当り　計

G－４号代価表　路面すりつけ工
1m当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

普通作業員 人 0.56

　計 10m当り

1ｍ当り　計 計／10m

G－５号代価表　専用覆工板賃料
1式当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

専用覆工板賃料 φ　　用 ヶ月 専用覆工板賃料表

専用覆工板整備・修理費 φ　　用 枚 専用覆工板賃料表

1式当り　計
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３－４．円形簡易覆工板の運搬について

H号代価表　円形簡易覆工板運搬工
1式当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

専用覆工板運搬工 式 1 H-1

積込・荷卸し工 枚 H-2

1式当り　計

H－１号代価表　専用覆工板運搬工
1式当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

○ t 積トラック 台 往路

○ t 積トラック 台 復路

1式当り　計

備考   専用覆工板の重量を考慮してトラックの台数を決定します。

H－２号代価表　積込・荷卸し工
1枚当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

世話役 人 0.15

特殊作業員 人 0.15

普通作業員 人 0.3

クレーン装置付トラック運転費 t 積、 t 吊 時間 1 E-4

1枚当り　計
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６．ケーシング立坑築造工における残土処分工について

ケーシング立坑築造工では掘削作業の独立進行が不可能なため、ダンプトラックの持ち時間が通
常の土工よりも長くなると共に、1日の運搬土量が掘削土量であるため比較的量が少ない。  
そのため、立坑掘削速度に見合った車種の借り上げ方式を標準とする。
　以下に参考歩掛を掲載する。

D－１１号代価表　残土運搬工（ダンプトラック運搬工）
1m3 当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

ダンプトラック運搬費 t、　km 台 E-9

計 1日当り

1㎥当り　計 計/1日当り掘削土量

備考   1．1日のテレスコピック式クラムシェルの標準土量は、表 -3を参照。
 2． ダンプトラック借り上げ台数は、運搬土量、処分地までの運搬経路や交通事情等を考

慮して、車種及び往復回数を決定する。車種及び往復回数が決定したならば、表 -4よ
り1台当りの積載土量を用いて、次式により借り上げ台数を計算する。

   借り上げ台数＝　　 1日の運搬土量（＝掘削土量）
  　　 　　　　　　　　　車種に応じた積載土量×往復回数

E－９号代価表　ダンプトラック運転費
1台当り

種　　　目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 摘　　要

軽油 ℓ

一般運転手 人

ダンプトラック損料 供用日

タイヤ損耗費 供用日

諸雑費 式 1

1台当り　計

備考   数量については、（財）下水道新技術推進機構発行の下水道工事積算基準の機械運転単価
表の指定事項による。
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表－５．テレスコピック式クラムシェルの標準掘削土量

バケット平積容量（m3） 0.2 0.3 0.4 0.6

標準掘削土量（m3/日） 15.0 22.5 30.0 45.0

表－６．ダンプトラックの車種と積載量

車種
土質

4t 車 2t 車

普通土 2.2 1.1

礫質土、硬質土 2.0 1.0
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レボHGT工法

小型立坑鋼製ケーシング式

立坑機
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レボHGT工法　材料価格

レボHGT工法用ケーシング単価表

外径 φ1524 φ1829 φ2032 φ2032
厚さ（mm) 12 12 12 16
1m当り単価（円）
1m当り重量（kg） 447 537 597 796
先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費（直刃）（円）
直刃1個当り重量（kg） 45 54 60 80
先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費（外刃）（円）
外刃1個当り重量（kg） 90 108 120 160
超硬ビット（砂石層用）単価（円）
超硬ビット（砂石層用）数量（個） 20 20 20 20
超硬ビット（硬質層用）単価（円）
超硬ビット（硬質層用）数量（個） 25 30 35 35

外径 φ1590 φ1890 φ2090 φ2090 φ2590

厚さ（mm） 12 12 12 16 19

1m当り単価（円）

1m当り重量（kg） 466 555 615 818 1206

先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費（直刃）（円）

直刃1個当り重量（kg） 47 56 62 82 121

先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費（外刃）（円）

外刃1個当り重量（kg） 94 112 124 164 242

超硬ビット（砂石層用）単価（円）

超硬ビット（砂石層用）数量（個） 20 20 20 20 20

超硬ビット（硬質層用）単価（円）

超硬ビット（硬質層用）数量（個） 25 30 35 35 40

備考   1． ケーシング単価は現場着価格のため、運搬費は別途計上の必要はありません。
 2． ケーシングの刃先は、直刃を標準とします。
  但し、立坑深度、土質条件により外刃、超硬ビットを用いることもあります。
  その場合の刃先の使い分けは技術編の「レボHGTケーシング刃先について」を参照下
  さい。
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円形簡易覆工板賃料表

呼び径 種別
重量 基礎価格 1ヶ月当り賃料 整備・修理費

kg/ 枚 円 円 /ヶ月 円 / 枚

φ1500 路面設置型

φ1800 路面設置型

φ2000 路面設置型

φ2500 路面設置型
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レボHGT工法　機械損料一覧表

名　称

項　目
レボHGT

　　　　仮設ケーシング（2.5m分）　　　　　　　（3.0m分）

φ1500 φ1800 φ2000 φ2500

重　　量　（kg） 12,500

基準価格　（千円）

耐用年数　（年） 8 転用15回 転用15回 転用15回 転用15回

年間標準
（時間）

運転時間
600

年間標準
（日）

運転日数
100

年間標準
（日）

供用日数
145

維　　持
（%）

修理費率
45

年　　間
（%）

管理費率
9

1時間当り
（×10－ 6）

損 料 率
438

回当り
60,000

回当り
60,000

回当り
60,000

回当り
60,000

1時間当り
（円）

損　　料

回当り 回当り 回当り 回当り



181

1049561_レボ協会PDF_1校_倉知 <P181>

鋼製ケーシング標準仕様書

１．提出書類

鋼製ケーシングの納入にあたり次の書類を提出するものとします。
⑴素材の鋼材検査証明書（ミルシート）（原則として原本）
⑵材料承認願

備考   　 鋼材検査証明書（ミルシート）の製品寸法は、以下の表を基準とします。
  　但し、幅と長さは以下の表の寸法以上であることを条件とします。

ケーシング寸法　　　鋼材寸法

呼び径 肉厚（mm） 長さ（mm） 外径（mm）内径（mm）板厚（mm） 幅（mm） 長さ（mm）

φ1500 12 1,000 ～ 2,450
1,524 1,500

12 1,000 ～ 2,450
4,750 以上

1,590 1,566 4,957以上

φ1800 12 1,000 ～ 2,450
1,829 1,805

12 1,000 ～ 2,450
5,707以上

1,890 1,866 5,900 以上

φ2000 12 1,000 ～ 2,450
2,032 2,008

12 1,000 ～ 2,450
6,346 以上

2,090 2,066 6,528 以上

φ2000 16 1,000 ～ 2,450
2,032 2,000

16 1,000 ～ 2,450
6,333 以上

2,090 2,058 6,516 以上

φ2500 19 1,000 ～ 2,450 2,590 2,552 19 1,000 ～ 2,450 8,077以上

※1　鋼材の板厚はケーシングの肉厚となります。
※ 2　 鋼材の幅はケーシングの長さになります。但し、先端ケーシング（直刃の時）は、刃先分（100mm)

長くなります。
※3　鋼材の長さはケーシングの（内径＋肉厚）×πになります。
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２．適用規格および使用材料 

　鋼製ケーシングの材質は、JIS G 3101に規定されたSS400（一般構造用圧延鋼材）に適合する
ものとします。（以下に化学成分と機械的性質を一例として示します。）

３．化学成分

　鋼製ケーシングの化学成分は以下の表によるものとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：%）
種類の記号 C Mn P S

SS400 － － 0.050以下 0.050 以下

備考    必要に応じて、表記以外の合金元素を添加することができるものとします。

４．機械的性質

　素材の機械的性質は、以下の表によるものとします。

種類の記号
降伏点
または耐力
N/mm2

引張強さ
N/mm2

引張試験片
伸び
%

SS400 245 以上 400 ～ 510 1Ａ号 17以上

備考    素材の鋼材検査証明書（ミルシート）を持って代替とします。

５．形状および寸法の許容差

　製品の形状および寸法の許容差は、以下の表によるものとします。

区分 許容差 適用 記録

外径（管端部）
（D)

± 0.5%以下 外径（D）＝外周長÷π 実測値

厚さ（t）
＋規定せず
－ 0.8mm

実測値

長さ（L）
＋規定せず

0
実測値
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レボHGT立坑機　仕様図



1049561_レボ協会PDF_1校_倉知 <P184>1039746_レボ協会PDF_4校_倉知 By Indesign5<P193>

























































1065027_レボ協会 PDF 2014_1校_原田 <P212>


















