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水槽付消防ポンプ自動車（水Ⅰ－A型）仕様書 

 

第１ 総則 

 １ 目的 

   本仕様書は、吾妻広域消防本部（以下「消防本部」という。）が平成 29 年度に購入す

る水槽付消防ポンプ自動車（水Ⅰ－A 型）（以下「ポンプ車」という。）及び艤装につ

いて必要事項を定める。 

２ 概要 

(1)このポンプ車は、低床四輪駆動キャブオーバーダブルシート消防専用シャシに消防ポ

ンプ装置（消防検定Ａ2 級以上）及び消火活動上必要な資器材等を装備し、一般建物

火災等の消火活動を迅速に行うことができるポンプ車とする。 

(2)この仕様の記載事項について変更しようとするときは、理由書及び図面を付して消防

本部の承認を得ること。また、疑義が生じたときは、消防本部の指示を得ること。 

(3)このポンプ車は、新規登録車両であること。 

(4)特許等工業所有権に関する法令、第三者の有する特許法、実用新案法又は意匠法上の

権利及び技術上の知識を侵害することがないよう、必要な処置を講ずること。 

  これらの運用、適用にかかる費用は、受注者が負担すること。 

(5)本仕様書及び別表の記載事項において、同等品と認められる内容のものを納入予定す

る場合は、予め消防本部に申し出てその性能、機械的構造、材質、操作方法において、

本仕様書に記載されている事項を満たしたものについて同等品とみなし、それ以外の

ものはこの限りでない。なお、入札前に比較表を提出して消防本部の承認を得ること

とし、落札後の申請は認めない。 

３ 適合法令 

  本ポンプ車の製作は、仕様書及び承認図書による他、次に掲げる法令等に適合し、か

つ、緊急自動車として承認を得られるものとすること。 

(1)動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和 61 年自治省令第 24 号） 

(2)道路運送車両法（昭和 26 年運輸省令第 185 号） 

(3)道路運送車両法の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号） 

４ 提出書類（各 3 部） 

(1)ポンプ車製作前に、次の書類を提出し消防本部の承認を得ること。 

ア 契約後、速やかに当該ポンプ車の価格内訳書及びポンプ車の主要諸元表 

 イ 製作工程表 

 ウ シャシ 3 面図 

 エ キャブ改造図 

 オ 艤装諸元明細書 

 カ 艤装外観 5 面図 

 キ 車体骨組図 

 ク キャブ内レイアウト図 

 ケ 水槽関係図 
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 コ 資器材ボックス製作図 

 サ 装備品取付図 

 シ ポンプ関係図 

 ス 真空ポンプ関係図 

 セ 動力伝達装置関係図 

 ソ 配管図及び配管系統図 

 タ 電気系統配線図 

 チ はしご昇降装置関係図 

 ツ 仕様資器材明細一覧表 

 テ その他、消防本部が示したもの 

(2)ポンプ車納入時に、次の書類を提出すること。 

 ア 艤装 5 面図 

 イ 艤装配線図 

 ウ ポンプ取扱説明書 

 エ ポンプ車取扱説明書 

 オ パーツリスト（エンジン・シャシ・ポンプ） 

 カ 装備品、附属品の一覧表（保証書付）及び取扱説明書 

 キ ポンプ車及び装置、装備等の保証書、検査書及び成績書 

 ク 検定合格証の写し 

 ケ 作業工程ごとの記録写真（説明書入り） 

 コ ポンプ車写真（5 面キャビネット判） 

 サ 予備ヒューズ及び予備電球一覧表（使用箇所図含む） 

シ 使用油脂の種類及び容量一覧表 

 ス その他、消防本部が指定したもの 

５ 検査 

  仕様書及び承認書類に基づき、下記検査を消防本部が指定した場所で行うこと。 

(1)検査は中間検査、完成検査とする。 

(2)検査を受けようとする場合は、検査日、指定した場所を記載した検査願書を提出し、

消防本部の指示を受けること。 

 ６ 登録手続きの代行 

   ポンプ車完成検査後、緊急自動車の登録及び新規登録検査のための手続きを代行し、

当該登録を受けた後納車すること。 

   登録にかかる費用のうち、自動車損害賠償責任保険、自動車重量税及びリサイクル料

金は、消防本部の負担とすること。 

 ７ 補則 

   納入後艤装関係について、材質の不良及び製作の不備により生じた故障、又は破損等 

について、納入の日から 3 ヵ年受注者の責任において無償で修理するものとすること。 

   ただし、3 ヵ年を経過した後においても、受注者の瑕疵による故障、損傷等について 

受注者と協議のうえ無償で交換、修理を行なわせることができるものとすること。 
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第２ 仕様 

 １ 車体形状 

(1) シャシは最新型式のものを使用すること。 

(2) シャシ キャブオーバー型ダブルシート消防専用シャシ 

(3) 駆動方式  低床 四輪駆動 

(4) 乗車定員  6 名（前部座席 2 名 後部座席 4 名） 

(5) 車体構造は、本仕様によるメーカーの標準自動車を一部改造及び艤装するもので、 

その構造は振動、衝撃等を充分緩衝できる車体とし、あらゆる走行条件に対して安全

かつ、安定性を持つものであること。 

(6) エンジンは平成 28 年排出ガス規制適合エンジンとすること。 

(7) 地域的気候からポンプ車は、寒冷地仕様とすること。 

(8) 車体下部は、凍結防止剤による腐食防止のために、コーキング塗装すること。 

 

 

２ 主要諸元 

  ポンプ車の主要諸元は、次のとおりとする。 

(1) エンジン            水冷 4 サイクル 

インタークーラーターボ付ディーゼルエンジン 

(2) 変速方式            オートマミッション 

(3) 総排気量            5,000cc 以上 

(4) 動力取出し装置         フルパワーP.T.O 又はフライホイール P.T.O 

(5) 最大出力            150kw（200ps）以上 

(6) ポンプ車総重量       11,000kg 未満 

(7) ステアリング          パワーステアリング 

(8) ブレーキ            ＡＢＳ装置付 

(9) オイルパンヒーター     マグネット式 

(10) エアコン        当該ポンプ車に適応する純正品 

（冷暖房装置はダブルキャブに対応するものとし、後部 

            座席用にエアコン吹き出し口を設けること。） 

(11) キャブチルト装置    電動油圧式とし、手動操作も可能とする。 

(12) タイヤ         標準タイヤ 6 本（アルミホイール付） 

                       及びスタッドレスタイヤ 6 本（アルミホイール付） 

(13) リーフスプリング    必要に応じバネ常数の高い強化スプリング 

(14) オルタネーター     24Ｖ－90Ａ以上（ポンプ車消費電流が充分補えること） 

(15) バッテリー       115F51L 以上×2  

                              （点検が容易な引き出し式・バッテリーボックスは耐酸処                          

理を施す） 

(16) 坂道発進補助装置 

(17) 燃料タンク       60ℓ 以上 
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(18) ポンプ車寸法            全長    7.4ｍ以下（極力 7.1ｍ以下に納めること） 

                 全高   3.2ｍ以下   

                全幅   2.32ｍ以下 

                ※ポンプ車寸法にあっては、消防本部と協議すること 

(19) ホイールベース     約 3.80m 以下 

(20) 最小回転半径      約 6.4ｍ以下 

(21) デパーチャアングル   消防本部と協議すること。 

３ 主要装備品 

(1) 消防ポンプ装置     Ａ－2 級以上（消防検定Ａ－2 級以上） 

(2) 水槽          1,500ℓ 以上 

(3) 電子ガバナ 

 

 ４ 取付け品及び取付け装置 

(1) ＬＥＤ照明装置     佐藤工業所 NIGHIT SCAN CHIEF（又は同等品以上） 

（無線リモコン付）   ＬＥＤＮＥＸＴ 160W－2 灯式 

（埋込型コントローラー無線リモコン付きとする） 

(2) 補助照明装置      ウイレン パイオニア SUPER-LED（又は同等品以上） 

(サーチライト）    リモコンライトシステム 

 ※車体とキャビンの間及び車体後部に各１個設置すること 

(3) 無線電話装置      現在使用中の装置を取付け 

(4) エンジン回転計 

(5) エンジン油温計 

(6) 後退警報機       音声 ON・OFF 切替え装置付 

(7) バックランプ      左右各 1 個 

(8) フォグランプ       

(9) サイドマーカーランプ  スモールと連動 

(10) 方向指示器 

(11) ディスチャージヘッドランプ   純正品 

(12) 全扉パワーウィンドウ  4 箇所（純正品） 

(13) 後部側面車幅灯     サイドマーカーランプ左右各 1 個 

(14) 路肩灯         消防本部が指定する必要な箇所 

(15) サンバイザー      運転席・助手席純正品 

(16) サイドバイザー     樹脂製全ドア 

(17) サイドミラー      電動で角度調整できミラーステイは電動格納式とし、ま 

た、ミラーは曇り止めの電熱装置付とする。 

(18) フロントバンパー    スポイラー付きメッキ仕様とする。 

(19) カーナビゲーション   ポータブルナビ  

(20) 後方確認装置      ルームミラー型カラーモニターで、走行中に常時後方の    

確認ができるもの 

(21) ドライブレコーダー    
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(22) キャブオーバーヘッドコンソール 

(23) キャブ天井収納棚 

(24) 大型デジタル時計 

(25) 空気呼吸器固定装置   クイックホルダー 助手席 1 基、後部 3 基 

(26) 集中ドアロック     リモコン 2 個（純正品） 

(27) 各ドア側面開閉確認ランプ(LED タイプ) スレンダーライト取付け。また、サイド 

グリップ、ドアグリップはメッキとする。 

 

５ 付属品 

(1) 自動車工具       1 式  

(2) タイヤチェーン     1 式（はしごチェーン、シングル 1 組・ダブル 1 組） 

(3) フロアマット      1 式 

(4) 車輪止         2 個 

(5) 非常信号用具      1 本 

(6) 三角表示板       1 個 

(7) オイルジャッキ     1 個 

(8) 泥除けゴム       全輪 

(9) 予備ヒューズ      1 式 通常の予備ヒューズの他に取付け品全品１ケずつ 

(10) 予備電球        1 式 取付け品全品 1 ケずつ※ＬＥＤ電球を除く 

第３ 艤装 

１ 艤装及び艤装材は、次のとおりとする。 

(1) 艤装は、努めてアルミ縞板及びステンレス鋼を使用し、相対的な重量軽減を図り、車

体重量バランス、転倒角度を考慮して製作すること。 

(2) 艤装材料は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和 61 年 10 月 15 日自

治省令第 24 号）（以下省令という）の 4 条に揚げるものまたは、これらと同等以上

の強度及び耐久力を有するものを使用すること。 

(3) 艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ、バンパー上部、その他必要

とする部分はアルミ縞板とする。 

ア 車体上部      3.0 ㎜以上（アルミ縞板） 

イ 側板        2.0 ㎜以上 

ウ サイドエプロン   1.2 ㎜以上（アルミ縞板） 

エ フェンダー     1.0 ㎜以上 

(4) 保護枠、計器板、蝶板、手摺その他金属の露出部分及び外部に取付けるボルト、ナッ 

ト類は全てステンレス製のものを使用すること。 

(5) コーキング類は弾力性のある、長年使用しても硬化しないものを使用すること。 

(6) プラスチック類は、全て難燃性のものを使用すること。 

(7) ゴム製品は、全て耐油性の合成ゴムを使用すること。 

(8) 操作レバー、バルブ及び各装置、スイッチ及び消防本部が指定するもの等にネーム 

プレートを取付けること。 

(9) フロントグリル・フロントサイド及びミラーカバーについてはメッキとする。 
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２ キャブ 

(1) キャブ上部はアルミ縞板張りとする。周囲は 2 段若しくは 1 段の手摺とする。 

(2) 散光式警光灯はウイレン FV10H-1680（吾妻仕様）を取り付けること。  

(3) 無線機については現在、使用しているデジタル無線を移設する。 

無線用アンテナについては、キャビン左右屋根に専用のＢＯＸを設け送受信の支障のない

位置に取付けること。 

(4) フロントグリル内に LED 式赤色点滅灯を左右に各 2 個取り付けること。（埋め込み） 

(5) フロントグリル中央部に、消防章を強固に取付けること。 

(6) フロントガラス下に、掃除用把手(メッキ)を 2 箇所又は一体式を設置すること。 

また、バンパー(スポイラー付き)にはバウシャックルを取付けする。上部にはアルミ縞

板を張り足踏み場を設けること。 

(7) フロントガラス上部に、掃除用把手を 2 箇所設けること。 

(8) キャブ両側の各ステップ及び握り棒は、乗降が容易で他に支障ない構造とすること。 

また、乗降時、塗装面の損傷が予想される部分に、アルミ製保護板を張ること。 

(9) 車室は、堅牢な天蓋及びドアを設けること。 

(10) 安全に乗車できる座席を設け、乗降時及び走行時における安全確保に必要な握り棒、 

手摺並びに安全帯を設置すること。また、後部座席の握り棒には、S 字管フックを 10 

個以上取付け、中央部に可倒式地図等収納ボックスを設けること。サイズ、位置につ

いては消防本部と協議すること。 

(11) 前部座席中央に、有効なコンソールボックスを設けること。 

(12) キャブ内天井部分で隊員に支障のない位置に携帯拡声器及び誘導棒の取付け器具 

を設けること。ポンプ車中央キャブオーバーヘッドコンソール後部に取付け。 

(13) キャビン内天井、後方および中央部分にパンチング板製収納棚、および S 字フック 

10 個。ネット収納を 4 カ所設けること。 

(14) 隊長席背もたれに埋め込み式の空気呼吸器収納装置を設けること。 

(15) 空気呼吸器固定装置(フック付)は、後部座席に 3 基取付け、背もたれを上下スライ 

 ド式で装着し、下部に収納箱を設け、外傷バック、携帯酸素、水分補給用ペットボ

トル、を容易に取り出せる構造とする。座席下部ボックス内は電装品倉庫とし床に

スノコを設置する。 

(16) 後部座席に 3 段の小物収納棚（可動式）を設け、収容物が落ちない構造とすること。 

(17) キャブ天井は、電装類の点検が容易に行えること。 

(18) 座席は前席の中央席を取外し、集中コンソールボックスを設け前部 2 席、後部４席 

とし、シートビニールカバー付とすること。（外側：黒、内側：紺） 

(19) キャブ天井の収納棚の支障とならない位置に、ドア開閉と連動式の LED 室内灯を 

後部上部に設置し、手動のスイッチを取付けること。 

(20) 次のものは、ステンレス製とし、製品の無いものについては良質クロムメッキ塗装 

を施し長年の使用に耐えられるものとすること。  

ア S 字フック、フロントバンパー、フロントサイド、掃除用把手、ミラー、フロン 

トグリル、ドアノブ、握り棒 

   イ その他消防本部が指示するもの 
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(21) 車体前後部に牽引用はずれ止め付フックを、牽引の際に支障とならない箇所の 

シャシ本体に取付けること。 

(22) キャビン左側センターピラー上部に、演習旗を蝶ネジで固定できるステンレス製の 

旗立て器具を設けること。 

(23) バッテリー（キャビン左側下部収納ボックス） 

   ア 点検が容易な引出し式とし、バッテリーの周囲は保護枠等を設けるとともに扉付 

のボックス収納タイプとし、ステンレス製固定金具を 1 箇所設けること。 

   イ アースはマイナスとし、プラスコードは全長をビニールチューブで保護し端子に 

はカバーをすること。 

   ウ 端子は黄銅製の蝶ネジ式とする。 

   エ コード類は、保守管理に支障がないよう十分に余裕をとること。 

   オ 充電器からバッテリーを容易に充電できるように配線すること。 

(24) キャブ右側下部の横開き収納ボックスに折りたたみパイロンが縦に容易に収納で 

きるよう設置すること。 

 ３ エンジン及び動力装置 

(1) オイルパンヒーターコンセント（キャップ付）はキャブ右側下部に設けること。 

(2) 消火活動時のエンジン冷却用に、冷却装置を設置すること。冷却水は延長して排水 

 できる構造とする。(排出場所の確認) 

(3) 排気管 

   ア 溶接部等の継目は、確実な耐熱防錆処理を施すこと。 

   イ 艤装部分と適切な間隔を保ち、ボックス等に接近する部分に防熱処理を施すこと。 

(4) ポンプの動力取出しは、フルパワーP.T.O 又はフライホイール P.T.O とする。 

(5) P.T.O 切替えスイッチ及び非常用 P.T.O スイッチを設け、取付け位置は消防本部と 

協議すること。 

(6) 動力伝達に用いるユニバーサルジョイント、スプラインシャフトは、使用シャシの 

純正部品を用いること。 

(7) 車体のねじれ、振動等に十分耐え、異音を発生しない構造とすること。 

 

４ 車体 

   車体は外枠、ポンプ室、資器材収納ボックス等で構成するものとすること。 

(1) 骨組等をシャシに取付ける場合、ボルトはダブルナットを使用すること。 

(2) ポンプ車の重要な点検箇所及び主要な部分の点検整備に関して、工具類を使用する 

ためのスペースを確保すると共に、必要な箇所には点検口または点検扉を設けること。 

(3) 車体に取り付けるシャッターの開閉方式はバーロック式とする。 

(4) 車体側板の周囲及びステップは折り曲げ加工を施し、切断部分は丸みをつけ、ビス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ネジ等は埋め込みとする。艤装上埋め込みができない場合は、安全加工を施すこと。 

ボディ形状は箱ボディとし、ポンプ室下部及びリアフェンダー後部に下開き式扉資器

材収納ボックスを設ける。車体後部上部に資器材収納ボックスを設ける。 
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(5) シャッター及び下開き扉の合わせ目は、十分な水密加工を行う。各シャッターにシ 

リンダー型鍵及び開放検出システムを設け、下開き扉の開閉時のロック装置は機能確 

実なステンレス金具とし、オートラッチ錠をとりつけること。かつ、開閉時のロックが 

当たる場所をステンレスで保護し塗装剥がれを防止すること。 

(6) すべての下開き扉ステップの上面角に、塗装剥がれを防止するステンレスエッジカ 

バーを 3 面貼り付けてアルミ縞板張りとし、各扉サイドに LED 照明を設けること。 

(7) すべての下開き扉には、危険防止のためダンパーとステンレス製固定金具を各２箇 

所設け、またガスが減少したときに機器を保護するため、扉アームの接触部及び固定 

部に緩衝材を設けること。 

(8) 車体で塗装剥離の恐れがある場所には、アルミ板等により保護を講ずること。また、 

資器材取付け場所等も含むので、消防本部と協議すること。 

(9) 床、ステップ等は、雨水が溜まらない構造とすること。 

(10) 車体上部のデッキはアルミ縞板とし、凹凸のないフラットデッキとするため、水槽 

マンホールはデッキの下になるように艤装し、その上部にロック式の開閉扉を設ける 

こと。 

(11) デッキ上部の前方は、2 段の手摺を取付けること。また、三連はしご昇降装置に干 

渉しないよう取付けること。 

(12) デッキ上部の空きスペースに荷かけフックを取付け、ネットを設けること。 

(13) デッキ上部前方にナイトスキャンを取付けること。 

(14) ポンプ室 

  ア ポンプ等の点検整備に必要な空間を設けるとともに、内部に入ることのできる進 

入口を上部に設けること。 

  イ 側板は密閉型で、吸・吐水コックの補修に際し、必要な箇所の取り外しが可能で 

あること。 

(15) 昇降はしご 

ア 車体後部右側に、展開式はしごを設け昇降時の保護工作をすること。 

イ 車体上面昇降補助用手摺を設けること。 

(16) 燃料タンク 

   ア 給油口は給油に際し容易な位置として、付近に油種と容量を表示すること。 

   イ 燃料計の計器類等の点検扉を設けること。 

 

５ ポンプ装置 

(1) 主ポンプ    

ア 形式  アルミ製高圧 2 段バランスタービンポンプ（ALR-3 型）、グランド部は 

メカニカルシールとすること。 

   イ 性能  A－2 級以上 

          送水圧力 0.85ＭＰa において放水量 2,000L/min 以上 

          送水圧力 0.14ＭＰa において放水量 1,400L/min 以上 

ウ ポンプグリスを一切補給しない構造とすること。 

エ ポンプ積載位置は、ポンプ車重量配分を十分考慮して取付けること。 
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   オ 振動により緩みの起こらないようにシャシフレームに強固に取付け、特にエンジ 

ンの振動等により支障のない構造とすること。 

(2) 駆動は、シャシに付属するポンプミッションを介して行うこと。 

(3) 主ポンプ動力伝達装置は、P.T.O（シャシメーカー純正品）を装着し電磁クラッ 

チ等により動力の接・断を行う。操作はキャビン内及びポンプ操作室に設けた操作 

スイッチにより行う構造とする。 

(4) 両側ポンプ操作室の至便な位置にポンプ操作盤を取付けること。 

(5) 不凍液注入装置は、不凍液が逆流しない構造とし、容易に注入できる場所に設け、 

複数の系統から注入できる構造とすること。 

(6)  冬期の凍結防止のため、ポンプ室に専用の凍結防止用ヒーターを設けて重要箇所の 

凍結防止を図ること。ポンプ及び水槽配管の適当箇所にヒーターを巻き付けること。 

６ 配管等 

(1) 管系統は、吸水配管、吐水配管、冷却水配管、残水排除用配管、エジェクター配管 

及び計器配管からなるものとし、全ての配管及びバルブは、水・空気等の識別ができ 

るよう配色し振動に十分耐え得るように施行、必要に応じ耐震用のジョイントを介し

て配管する。 

(2) 摩擦損失が少なくエアポケットの生じない構造とし、残水しないよう努めて下り勾 

配とすること。 

(3) エンジン及び動力装置の冷却装置はエンジン用のメインラジエターの他サブラジエ 

ターを設け、ポンプ室側板に一系統にまとめたバルブを取付けること。 

(4) 冷却水の排水配管には、ワンタッチ式のコネクターを取付け、一般ホースを取付け 

られる構造とすること。 

(5) 全ての配管、ドレンコックは防蝕処理を施すこと。 

(6) 適当な位置に緩衝装置（断面は防蝕処理したもの）を設けること。 

(7) 残水排除用配管（ドレン）は、車体下部まで導き、ポンプ車両側に排水できるドレ 

ンコックを取付けること。 

(8) 配管の色分けについては、省令第 10 条に定める基準とする。 

 ７ 真空ポンプ 

(1) 無給油式の VBL20 真空ポンプとし、形式は四翼偏心回転方式とし、自動揚水装置 

付きとする。 

(2) 真空ポンプは、耐久性があり（30 分間の耐久試験合格の証明付）、故障の原因とな 

る水止め装置等を設けないこと。 

(3) 翼材質は特殊樹脂製ピーク材とすること（カーボン繊維不可）。 

(4) 操作は、左右側板に自動水圧装置のスイッチを設ける。 

８ 自動揚水装置 

(1) 真空ポンプ操作は、揚水操作にかかわる真空ポンプの作動、停止及び回転数の制御 

を自動的に行うものとすること。 

(2) ポンプスロットルは、電子制御による精度の高いものとし、誤操作防止のためポン 

プ車左右とも右回転で上昇、左回転で下降とすること。 
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９ 計器類 

(1) ポンプ操作は 1 ヶ所で各装置を制御できるようポンプ室左右側板に圧力計・流量 

計・連成計・ポンプスロットル・真空ポンプ操作装置・電子式水量計を集約した配置 

にすること。 

(2) 圧力計及び連成計（リタード式）は、視認性を良くし夜間でも反射しない透過光照 

明灯付とする。 

(3) 流量計は 2 個（左右に 1 個）を取付ける。 

(4) 夜間操作及び計器類が確認しやすいように計器類ＬＥＤ灯を両側の操作の支障の 

ない場所に設けること。 

１０ ポンプ室 

(1) ポンプ室はアルミ製バータイプシャッターとすること。また、容易に閉められるよ   

 う、各シャッターに引っ張り用テープを設けること（場所については消防本部と協議）。 

(2) 左右ポンプ室にストレーナー籠を縦置き固定でき、容易に取り外しできる構造で取 

り付けること。 

(3) 右側ポンプ室にスタンドパイプを容易に取り外しできる構造で取り付けること。 

(4) 左側ポンプ室にピックアップノズルを容易に取り外しできる構造で取り付けること。 

１１ 吸水口及び吸管 

(1) 吸管は、巻き取り装置をポンプ室付近に設け、全長 10ｍの吸管が左右どちらからで

も隊員 1 名で容易に引き出せるものとし、ストレーナー等が直ぐに脱着できるもの。 

(2) 車体両側にボールコック付 75ｍｍ吸水口（ストレーナー付）を設け鎖付き保護キャッ

プを取り付けること。 

(3) 車体両側吸口部にエジェクター装置を取付け、揚水確認装置を設けること。 

(4) 両吸管共に、ストレーナーとふじ籠が一体式となった器具を町野式で取付けできる 

こと。 

(5) 棒状吸管 3 本を車体上部に備え付けること。 

１２ 放水口（吐水口） 

(1) 計器下方にボールコック付放口を片側 2口ずつ設け、全ての放口にマルチコネクター

を取付けること。 

 １３ 中継口 

(1) 左右ポンプ室に 65ｍｍボールコック付中継口（ストレーナー付）を片側 1 口ずつ 

け、町野式 65ｍｍメス金具の中継吸水口を取付けること。 

１４ 安全装置 

(1) 放水口ボールコックは、操作レバーを 90 度回転させることにより開閉状態が保持 

できる構造とすること。 

(2) 真空ポンプは、破損防止のため自動揚水の場合、エンジン回転が一定回転にできる 

構造とすること。 

(3) ポンプ操作用スロットルは、誤操作等によるポンプ圧力の急激な変化を防止するた 

めスロットルはダイヤル式で任意の位置で固定できる構造とすること。 
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かとうかんつぎて 

 

１５ 水槽 

(1) 水槽は、圧力に対して変形及び水漏れのない構造で、容量 1,500ℓ以上入り角型 1 槽

式ステンレス鋼板製又は、FRP 水槽とする。 

(2) 水槽の取付けは振動、衝撃等により損傷及び緩み等が生じないように固定すること。 

(3) 水槽内部には有効な防波板を設け、取付けボルト及びナットはステンレス製とし、 

内部は清掃に便利な構造とすること。 

(4) 水槽の水量を確認するために、ポンプ室内の支障とならない視認性の良い場所に、

浮き子式水槽水位計を両側に設けること。目盛は 100L 単位とし、残量 300L 部分の

保護管内部は赤色塗装とする。なお、残水警防装置を設けること。 

(5) 水槽両側には口径 65ｍｍの受水用の配管を設けて、外部からの吸水を受入れる構造 

とし、水槽内の配管吐水部には逆止弁を取付け、受水側の端末部には 65ｍｍボール

コック付タンク補給口（呼び 65 ネジオス×差込オス＋落下防止のため鎖で繋いだ呼び

65 オスキャップ）媒介を設けること。かつ、タンク補給口は後部タイヤハウス内に設

置し、泥で汚れないようにステンレス板で囲い、操作の支障とならない位置に取付け

ること。 

(6) 水槽下部には、排水ドレンコック、上部にはオーバーフローパイプを設けること。 

(7) 水槽上面には、開閉が容易にできる密閉構造の持ち手付マンホールを設けること。 

(8) 水槽とポンプの給水側との間に 75ｍｍボールコックを設け、可撓管継手を介して配 

管する。さらに、ポンプの吐水側から水槽へ送水できる構造とし、配管等の継手は原 

則としてフランジ接続とする。また、配管に緩衝装置を設けること。 

 

１６ はしご昇降装置 

(1) 三連はしご、かぎ付はしご及びとび口 2 本が積載でき、車体上部左側で車体上部 

の作業スペースを有効に確保できる場所に容易に操作ができるダンパー式昇降装置を

付けること。 

 

１７ 資器材収納及び資機材収納ボックス 

(1) フェンダー上部の各資器材ボックスはアルミ製バータイプシャッターとし、下部 

はロック付き下開き扉で、ボックス内が腐食しないように排水溝を設け、車体下部へ

排水するためのパイプ又はホースを取付け収納ボックスは可能な限り設けること。 

(2) 樹脂製で取外し可能なスノコ板を消防本部が指定する収納ボックス内に敷くこと。 

(3) 各ボックスには、収納資器材にあった固定及び脱着が容易な固定装置（固定金具又 

は面ファスナー付ベルト）を設けること。 

(4) 各ボックスは防水構造とし、夜間各資器材が確認できるように LED ライトを庫内 

に設けること。 

(5) ポンプ室左右側面の下部に下開きボックスを設け、ガンタイプノズル・島田折り 

ホース 50mm×3 本以上を収納するスペースを設けて落下防止対策を行うこと。 

(6) 車体とキャビンの間に剣先スコップ、角スコップを取付けること。 

(7) ポンプ車右側資器材収納ボックス 
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   ア タイヤハウス上部の収納ボックスは 2～3段にし、二重巻ホース 8本（50mm5本、

65mm3 本）収納棚と島田折りホース（ガンタイプノズル）又は小物資機材収納棚

とすること。 

   イ 後部上段ボックス内に、展開式収納棚を設ける。パネル及びパネル奥はパンチン

グ形状とし収納位置が柔軟に変更できる構造とすること。また、L 字フックをそれ

ぞれのパネルへ 10 個以上設けること。 

     a.展開パネル正面(地上式消火栓開閉器地上式、地下式、日の出式、バール、金て

こ、マンホール金具（J 型）) 

          b.展開パネル裏(二又分岐管（マルチ）、放口媒介金具「媒介立を使用」、吸管枕

木、ボルトクリッパー、ハンマー、万能斧、ディスクストレーナー) 

          c.展開パネル奥(掛け矢、自動車用粉末式消火器 10 ㎏、炭酸ガス仕様消火器モリタ 

MCF7、照明器具三脚) 

   ウ 後部下段ボックス内に発電機、コードリール、投光器一式等を引出式に収納する

こと。なお、吊り棚を設け、折りたたみ式パイロンを収納すること。 

(8) ポンプ車左側資機材収納ボックス 

 ア ロープ、スリング等の引出装置(間仕切り板を用いて両面にパンチングを使用し任 

意の場所にフックを設定できる構造とする)を設けること。 

 イ タイヤハウス上部の収納ボックス展開式収納棚を設ける。 

 a.展開パネル正面(カッター、スプレッダー、e ドローリック標準付属品の収納場

所) 

b.展開パネル裏(ラムシリンダー、ラムサポート、リフトバック関連品) 

  c.展開パネル奥(リフトバック 3 枚) 

 ウ 後部下段ボックス内にチルホール、ワイヤーを引出式に収納する。 

エ 副木、ガソリン缶の積載場所の検討。 

(9) ポンプ車後部 

 ア ポンプ車後部全面バーロック式シャッターとする。 

 イ 上部に収納棚を設け、予備空気ボンベ 5～8 本とジェットシューター5 機を収納で

きる枠を設ける。収納本数については消防本部と協議すること。 

   ウ バスケット担架を 2 分割し収納すること。その他、収納スペースは積載ボックス

とし積載ボックスの構造は、アルミ製ボックス収納構造とし分割し区画する。この

区画は収納資機材の現物に合わせ、棚に細分し銘板を設けること。アルミ製ボック

スには、ダイガーエアソー１式・プロティクションカバーセット・救助用ブロック

LSS セット 2・ステップチョック・ホースブリッジ・タイヤチェーンを個別に収納

すること。最下段アルミボックスは大型 2 個とし、島田折り 50 ㎜×20m ホースを 2

段に重ね 6 本以上もしくは、島田折り 65 ㎜×20m ホース 2 段に重ね 4 本以上収納

すること（別途協議）。 

   エ 最上部収納に「たて型長物収納庫」を設け、バックボード 1 式を収納すること。 

   オ 排煙機１式・工具セット（50 ピース）を収納すること。 
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１８ ポンプ車上面 

(1) ナイトスキャン、はしご収納装置、収納ボックス、棒状吸管 3 本を設置すること。 

(2) 収納ボックスはアルミ縞板製とし、2 個設ける。 

ア エンジンカッター、チェーンソー用収納庫を設けること（替え刃収納）。 

イ 油処理関係資機材、泡消火薬剤 3 缶、サルベージシート、竹ほうき 3 本等用収納

庫を設けること。 

 

１９ 牽引フック 

(1) フロントバンパーに牽引フック（バウシャックル付き）２箇所を取付けること。 

(2) ポンプ車両側のリアフェンダー内に、環フックを各２箇所取り付けること。 

(3) ポンプ車両側の上部（嵩上げ部分）に、環フックを各４箇所以上取り付けること。 

(4) ポンプ車両側の後方部に適宜環フックを取り付けること。 

(5) 各フック付近に耐荷重を明記する銘板を取り付けること。 

 

第４ 取付け装置・電装品及び装備積載品 

１ 次のとおりとし、別表にないものは別途協議すること。 

(1) 散光式警光灯（ウイレン FV10H-1680） 

ア FV10H-1680 の専用台を設け取付けること。 

    イ 標識灯スイッチを、単独で十連スイッチに設けること。 

    ウ 防雪カバーを付属すること。 

(2) 点滅灯 

ア 車体両側の上部に LED 赤色点滅灯 2 基をそれぞれ取付けること。 

イ 車両後部の上方左右の位置に LED 赤色点滅灯各 1 基取付けること。 

（リレー付：保護枠取付け） 

ウ 点滅はリレーを介して散光式警光灯と連動し、減光スイッチを十連スイッチに

設けること。 

(3) 作業灯 

ア キャビン屋根に作業灯を取り付けること。 

イ 車体両側の上部に LED 作業灯 3 基を取付けること。 

ウ ON・OFF は十連スイッチ及び作業灯付近（消防本部が指定する場所）に設け 

ること。 

(4) 電子式サイレンアンプ 

ア 無線電話装置本体、各装備品のスイッチ等は運転席と助手席の間にボックスを設 

け機能的に取付けること。 

   イ 電子サイレン及び警鐘の擬似音を鳴らすことができ、かつ、拡声装置としての使 

用ができ、音声合成で注意が呼びかけられること。 

   ウ 後方広報用トランペット式スピーカーを取り付けること。 

(5) 照明装置 （佐藤工業所 NIGHT SCAN CHIEF LED ランプ 160W2 灯式）取付け 

はデッキ上部前方とし、埋込型コントローラー無線リモコン付きとする。 

(6) 後退灯は、ポンプ車後部左右の支障にならない位置に取付けること。 
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(7) ポンプ車後部に車幅の確認できる LED 式車幅灯を設けること。また、後輪タイヤハ

ウス付近に路肩を確認できる LED 式路肩灯をスモールライトと連動して点灯する

よう設けること。 

(8) 標識灯 

ア 標識灯スイッチはスモールライトと連動させること。なお、十連スイッチに OFF

スイッチを設けること。 

(9) 電動モーターサイレン 

電動モーターサイレンは消防活動に支障がない車体上部に取付けリレーは点検可能

な位置とすること（5SA 24V4A）。 

スイッチは、オルタネートスイッチとし、十連スイッチ内に設けること。 

(10) 後退警報装置は、後退灯と連動し ON・OFF切替えスイッチ式とする。 

(11) フレキシブルマップランプを助手席フロントピラー上部及び後部座席ピラーに設 

けること。 

(12) 後部座席からも拡声装置が使用できるように、後部拡声マイクを消防本部と協議し 

 て取付けること。 

(13) 後方確認装置 

ア 走行時及び後退時も常時後方確認できること。 

イ モニターは、ルームミラー型カラーモニターとすること。 

ウ バックアイカメラは、ポンプ車後部の支障とならない位置に取付けること。 

(14) カーナビゲーション 

ア ポータブルタイプとし、運転の支障がない位置に取り付けること。 

(15)  ドライブレコーダー  

ア 常時録画可能タイプで長時間録画が可能なものとする。 

 

２ 電装品 

(1) 各電装品の電気配線及び無線電話装置関係の配線は、キャブ内張り内を通すことと 

し、キャブ本体の貫通部は、雨水等の漏れを防止するとともに電装品及び各配線の取 

付けが容易に点検できる構造とすること。 

(2) 配線及びコネクター等は、防水及び防錆性能を有するものを使用し、コネクター等 

に雨水が直接かからない処置を講ずること。 

(3) 電装品のスイッチは、十連スイッチとする。 

(4) 各装置のヒューズは、ダッシュボックスの付近に専用のボックスを設けて取付ける 

とともに、ヒューズごとの銘板を取付けること。 

(5) 資器材収納ボックス等の照明 

   ア 各資器材収納ボックス内を有効に照明できる LED 灯を必要数設け、点灯及び消灯

を扉の開閉と連動する構造とするとともに、メインスイッチを十連スイッチに設け

ること。 

    ① 両側のポンプ室下速消ボックス及びキャビン右側下部収納ボックスに 1 ヶ所ず 

つ設けること。 
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   イ ポンプ操作部の操作に支障とならない場所に、操作盤を有効に照明できる LED 灯

を設け、スイッチを直近に設けるとともに、メインスイッチを計器と連動で十連ス

イッチに設けること。 

   ウ ポンプ室に、内部を有効に照明できる照明灯（LED）を設け、スイッチを十連ス

イッチに設けること。 

(6) 充電器からポンプ車バッテリーを充電できるよう配線し、バッテリー充電器を車内 

 の乗降等に支障のない位置に搭載し、蓋付防水のマグネット取付式コンセントを設け

ること。外部入力用コードの長さは 15ｍ以上とする。 

なお、外部電力電源稼働時にエンジンスタートした場合の警告（注意喚起）装置ま

たは、エンジンカット機能を設けること（設置場所については別途協議すること）。 

(7) キャブ内に AC100V(150W)2 口コンセントを設けること。 インバーターは 500w 

程度とし、スイッチを十連スイッチ内に設けること。 

(8) 隊長席前付近に照明付の方位計（コンパス）を設けること。なお、他の電装品の影

響を受けない場所に設置すること。 

第５ 消防無線電話装置 

 １ 無線機は、現在使用しているものを使用すること。 

(1) AVM 装置を取付けるスペースを確保すること。 

(2) 無線機の取付け業者は、消防本部の指定する業者とする。 

(3) 無線アンテナ（ホイップ式）取付けベースを、キャビン左右屋根に専用のＢＯＸを 

設け送受信の支障のない位置に取付けること。 

(2) 無線機本体の取付け位置は、消防本部と協議のうえ決定すること。また、台座は強 

 固なものを使用し取付けること。 

(3) 無線機本体の電源は、ポンプ車のメインスイッチと連動すること。 

(4) 無線機類の位置により、他の装置もしくはポンプ車の保守管理に支障が生じないこ 

と。 

(5) アースボンディング工事（無線雑音、障害防止）を施工し、ノイズの混入による無 

線機の雑音を防止すること。 

(6) ポンプ室両側に防水型収納ボックスを設け、埋め込みスピーカー及び AVM 装置・送

受話器を取付けること。 

 ２ 無線機付け替え車両 

(1) 納入車両に吾妻西部ポンプ 1 の無線機・AVM 装置を取付け、吾妻東部ポンプ 2 の無

線機・AVM 装置を吾妻西部ポンプ 1 へ取付けること。また、吾妻西部救助 1 の無線

機・AVM 装置については取りはずし消防本部へ納入すること。 

(2) 納入車両のアンテナから無線機までの配線及び送受話器は新品のものを取り付ける。 

(3) 納入車両への移設は、無線機・AVM 装置とする。 

(4) 納入車両以外の車両も含め、他車両から移設した無線機・AVM 装置については使用

出来る状態で引き渡すこと。 
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第６ 車体塗装及び記入文字 

 １ 車体塗装は消防車用朱色（ハイソリッドポリウレタン塗料 H‐ECO レッド）塗料（道

路運送車両法の保安基準、昭和 26 年運輸省令 67 号）とし、塗装要領は次のとおりと

すること。 

(1) 錆止め塗装は、錆落としを実施した後に行うこと。 

(2) 外板部等の赤色塗装は、錆落としを完全に行い、素地面を滑らかに研ぎ、油分を拭 

き取ったのち、次によること。 

ア プライマー塗り後、凸凹等のある部分はパテ付けを行い、研磨を行うこと。 

イ サーフェーサー塗り後、研磨を行うこと。 

ウ 上塗りを行った後、磨きを行うこと。 

(3) 外板部内側及びポンプ配管系の塗装は、素地調整を実施後、錆止め及び上塗りを実 

施すること。 

(4) アルミ縞板、ステンレス板、メッキ加工以外の部分はすべて塗装を施し、金属の露 

出部分がないようにすること。 

(5) デッキボックス上面及び左右アオリ部分はアルミ縞板製とする。 

(6) ポンプ車下回り、フェンダー内はコーキング塗装する。 

 (7) シャッターは全て赤色塗装、ボックス内及びポンプ操作室内は全てシルバー系の色

とする。 

 

２ 文字記入 

(1)  キャブ両ドアに、次の方法により記入する。 

ア 後部ドアに「吾妻広域消防本部」と記入する。（１文字 100mm 程度） 

イ 車両識別番号を前部ドア上部に記入する。（別途指示） 

ウ 前部ドア下方に「西部署」と記入する。  

エ 横文字左書きで記入する。  

オ 字体は、丸ゴシックで白色文字、反射素材とする。 

(2) 車体両側に、次の方法により記入する。 

ア 資機材収納部のアルミシャッター等に消防本部が指示する文字等を記入すること。

イ アルミシャッター等のデザインは、消防本部と打ち合わせすること。 

ウ 横書きで記入する。 

エ 文字、デザイン等は、反射素材とする。 

(3)  ルーフステージ上面に「西 P」と明瞭色で記入する。 

(4)  車体前部左側に「吾妻西部ポンプ１」・上部に「ＡＧＡＴＳＵＭＡ ＦＤ」を記入 

する。（別途指示） 

(5)  車両標識灯に「吾妻消防」と黒文字・丸ゴシック体で記入する。 

(6)  車体後部に、消防本部の指示する文字を記入する。 

(7)  特に指示する他は、消防本部と協議する。  

(8)  車両寸法表示板を下図のとおり作成し、ダッシュボードに張り付けること。 
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 車両名称  吾妻西部ポンプ１ 

 登録番号  ・・・・・・   縦７０㎜×横１００㎜程度  

全高     ０００ ｍ   プラスティック板に掘り込み文字 

全幅     ０００ ｍ   （検査受検後に作成すること。） 

全長     ０００ ｍ 

定員     ０００ 名 

車重     ０００ ｋｇ 

 対空標示   西 P       

 

第７ その他 

(1) 指令システム出動編成に変更が生じるため、消防本部が指示する日時に編成を変更

すること（費用が発生する場合は受注者が負担すること）。 

(2) 本仕様書に記載されていない事項でも、製作工程上必要な事項は実施し、納入時は

運用できる状態とすること。 

(3) 本仕様書の記載事項及び記載されていない事項に疑義が生じた場合、又は製作工程

中に発生した疑義や仕様変更が生じた場合は、消防本部と受注者とが協議のうえ決

定すること。 

(4) 現在消防本部の所有するポンプ車は、新規ポンプ車納入後その処分（一時抹消登録

等）については消防本部と受注者とが協議すること。なお、その費用は受注者の負

担とすること（吾妻東部ポンプ 2 及び吾妻西部救助 1 の 2 台が該当となる）。 

(5) 積載品の規格、形式については別表のとおりとし積載すること。 

(6) エンジンキー及びボックス等の施錠の鍵は、すべて一種 3 組とする。 

(7) 納入期限 契約の日から 平成３０年３月２３日（金）まで 

(8) 納入場所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町３５番地 

      吾妻広域消防本部 

(9) 所有者の氏名又は名称 吾妻広域町村圏振興整備組合 

所有者の住所     群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条１３５ 


