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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1 4

□２.環境 □６.景観 5

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 6 7
開発目標 □2.省力化 ■6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 11
（選択） □3.経済性向上 ■7.作業環境の向上 ■11.品質の向上

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 □1.向上（  ％） ■2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 2
2.工程 ■1.短縮（3％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 株式会社山全 販売会社 株式会社山全 協会名

会社名： 住所：徳島県三好市池田町白地井ノ久保929-2

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：徳島県三好市池田町白地井ノ久保929-2

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

1-1-5.共通工／基礎工

評価（事前・事後）

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学)

SK-110017-A

活用の効果

集水井掘削土留B工法

3%

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 セーフティガイドレール
収受受付年月日 平成25年7月10日

番号：
1

変更受付年月日

登録番号

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

四国地方整備局 平成24年1月24日

集水井の掘削時において作業員の安全確保を図る工法
開発年

問合せ先

株式会社山全

工務部
0883-74-1670

桃平久夫

0883-74-5852

0883-74-1670

登録No. 1463

1

2012

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

①何について何をする技術なのか?
集水井掘削時の土砂や仮設資材等を搬入搬出の際、ライナープレーに取付け、土砂運搬
時はベアリングをガイドレールでサポートしながら、一定の位置でバケットの揚重作業
を行う技術である。
②従来はどのような技術で対応していたのか?
クレーンによりバケットを直接上下昇降させていた。
③公共工事のどこに適用できるのか?
集水井及び深礎工の堀削・排土施工等。

営業部 0883-74-5852

牛尾研太

株式会社山全

k-ushio@our-yamazen.co.jp



セーフティガイドレール 登録No. 1463

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

A-2

①ライナープレートを堀削にしたがって1段ずつ組み立てる。
②ライナープレート10m毎で施工したところで、ブラケットを1m間隔で取り付ける。
③ブラケットに対してガイドレールを取付する。
④バケットにベアリングを取り付ける。
⑤ベアリングをガイドレールにはめ込む。
⑥クレーンにて一定位置で揚重作業を行う

■1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

＊集水井の図面を見てから必要部材をひろいだして、ガイドレールのm単価×集水井の深さで
算出する。
・C型レール、ベアリング車 62φ、シャフト、金物、取付用プレート
＊リース販売、販売価格は都度見積り価格である。（運賃・梱包費別途）

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（                       　）
（　自社カタログ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・ライナープレートにガイドレールを取り付ける手間が必要である。

（長　所）
・揚重作業時のバケットの横揺れやバケット内の土砂等の落下がなくなるので、作業員の安
全性が向上する。
・円滑でスピーディな揚重作業が可能となるので、施工性の向上と工事の短縮が図れる。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（                      　）

平成25年度　国土交通省土木工事標準積算基準

土木安全施工技術指針(H13.6 全日本建設技術協会)



登録No. 1463

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）■2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 2
特許番号 特願2012-059670 

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 セーフティガイドレール
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平成25年度の第15回　一般財団法人　国土技術開発センターの主催する国土技術開発賞において
国土交通大臣表彰　地域貢献技術賞として表彰される。

（適用できる条件）
･集水井及び深礎工。
･特に効果の高い適用範囲は、集水井工事全般である。

･ガイドレールの設置位置とタラップの位置が重ならないようにする。

（適用できない条件）
･クラムシェルを使う工事は不適である。（適用メリットがない）

ボーリングのツールスの揚重にも対応できるようにする

安全かつ揚重作業の効率化を目的に経済性の向上と工程短縮に関する測定実験を実施した。

徳島県工業試験場による強度実験

･堀削面の下げふり方向に対して垂直にレールを施工する必要がある。
･レール内に土砂等の異物がはさまり、ベアリングの円滑な回転を阻害する場合があり、メンテナ
ンスが必要である。
･移動式クレーンの運転免許が必要である。
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登録No. 1463

実績件数 公共機関： 18 民間：

発　注　者 施工時期
四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成22年12月9
日～
平成23年7月29
日

四国地方整備局
徳島河川国道事務所

平成23年2月15
日～
平成24年3月30
日

四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成23年7月6
日～
平成24年3月30
日

四国地方整備局
四国山地砂防事務所

平成24年1月21
日～
平成24年10月
31日

林野庁
徳島森林監督局
徳島森林管理署

平成24年6月2
日～平成25年2
月28日

北海道開発局
帯広開発建設部

平成24年11月
～
平成25年1月

東北地方整備局
三国国道事務所

平成24年11月
～
平成25年3月

奈良県　北部農林振興
事務所

平成24年12月
～
平成25年2月

奈良県　宇陀土木事務
所

平成25年1月～
平成25年3月

高知県　中央農業振興
センター

平成24年12月
～
平成25年3月

穴吹川地区　舟サコ谷（上）災害関連
緊急工事（明許）

美蔓地区　取水導水路屈足区工事

0

CORINS登録No.
平成22－23年度善徳集水井工事

平成22-23年度天王谷改良（その2）
工事

平成23年度善徳集水井（その２）工事

平成23－24年度善徳集水井工事

地すべり第2518-407号　泉３期地区
地すべり防止泉工区1号集水井工事

平成24年度　第125-2-2号　社会資
本整備総合交付金事業（地すべり対
策事業）

平成24年度　西和地区農地陥没対
策事業　陥没対策工工事

夏井高架橋下部工事第1工事

新技術名称 セーフティガイドレール

工　事　名

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）



登録No. 1463

従来技術によるバケット揚重状況

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 セーフティガイドレール

A-5

作業状況（集水井入口付近） 坑内作業状況

新技術におけるバケット揚重状況

ライナープレートへの取り付け 全体写真


