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消防ポンプ自動車購入特記仕様書 

 

総則 

（1） この仕様書は、宗像地区事務組合（以下｢組合｣という）が購入する水槽付消防ポンプ自動

車（以下｢車両｣という）の製作に関する一切に適用する。 

（2） 車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等（契約後受注者にて製作すること）によるほ

か「道路運送車両法」、「道路運送車両法の保安基準」、「消防用車両の安全基準」その他の

関係法規に適合し、緊急自動車としての承認が得られること。 

（3） 受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不審な点については、組合に質問し充分に

熟知した上で契約すること。 

（4） 車両の装備品及び積載品等については、特記仕様書別表のとおりとし、機械器具の検定等

に適合した新規製品のものであること。また、装備品及び積載品等の型式に変更が生じる

場合（製造中止を含む）は、本仕様書に定める型式と同等以上の性能、装備を満たす最新

の型式とすることができる。 

（5） 受注者は、契約後仕様書詳細について組合と打ち合わせを行い、製作承認図等を組合に提

出し、承認を得て製作に着手すること。 

（6） 受注者は、契約後製作にあたりこの仕様書に疑問が生じた場合は、組合に連絡の上承認又

は指示を受けること。 

（7） 受注者は、製作にあたりこの仕様書を変更する必要が生じた場合には、組合と打ち合わせ

の上、変更承認図を提出し、承認を得ること。 

（8） 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。 

（9） 受注者は、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合に

は、その責任を負うこと。 

（10） 受注者は、車両納入までのいかなる事故に対しても、その責任を負うこと。 

（11） 受注者は、納入後１ヶ月又は 1,000km 走行時に点検を実施し、当該点検に要する費用及

び点検時の給油脂類（エンジンオイル及びエレメント等）の交換に要する費用は受注者

の負担とすること。 

（12） 受注者は、故障発生の際には、原則として即日現地対応ができる体制とすること。 

（13） 受注者は、艤装中間検査及び完成検査（納入検査）を受けること。 

① 組合に提出した製作工程表に基づき、検査ができる状態で日程を組むこと。 

② 検査依頼は、実施予定日の概ね 20日前までに書類で提出すること。 

③ 検査にあたっては、設計担当者が必ず立ち会うこと。 

④ 中間検査は、装備品及び積載品等を取り付けた状態で実施し、主要部分の組み立て状

況、材料及び各部の寸法等の検査を実施すること。 

⑤ 完成検査は、本仕様書、製作承認図に基づき次の検査を実施すること。なお、完成検

査については、組合が指定する場所にて行うこと（重量実測試験、転覆角度実測試験、
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悪路走行試験は製造工場にて実施）。 

(ア)  艤装全体の検査 

(イ)  積載品数及び機能検査 

(ウ)  各装備品の検査 

⑥ 上記以外に組合、受注者がそれぞれ必要と認めるときは、特別検査を実施できるもの

とすること。ただし、実施にあたっては事前に相互連絡を取り合うこと。 

⑦ その他 

(ア) いずれの検査においても、振動、音響、発熱等の異常を認めた箇所については、

直ちに修復の上、再検査を受けなければならない。 

(イ) 納入にいたるまでの検査及び故障、修理に要した一切の費用は受注者の負担とす

ること。 

（14） 納期は、次のとおりとする。 

① 納  期：本契約日の翌営業日から令和 5年 3月 17日まで 

② 納 入 場 所：新規検査及び新規登録を受け、宗像地区消防本部（宗像市田熊 5-1-3） 

に納入すること。 

（15） 補足 

① 保   証：保証期間は納入後 3年間及び積載品にあってはその保証期間とすること。    

ただし、保証期間後でも設計不良、製作、材質不良による不都合箇所が

発生した場合は、無償で取り替え又は修理を行うこと。 

② 登録諸費用:登録に関する一切の経費については受注者が負担すること。 

ただし、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサイクル料金

は組合負担とする。 

③ 講 習:受注者は、納入時に納車講習（取扱説明書、点検整備書等による各装置 

の構造、使用方法、使用上の注意事項、点検整備方法等の説明）を行うこ

と。なお、各講習についての費用は受注者の負担とし、納入後に別途協

議の上、日程を決定すること。 

 

1. 提出書類 

（1） 受注者は、契約後に次の書類を 2部提出すること。 

① 製作工程表 

② 製作承認図（艤装 5面図、キャブ内艤装図含む） 

③ シャシ諸元明細書 

④ シャシ組立図 

⑤ 車体骨組図 

⑥ 資機材配置図 

⑦ 動力伝達装置図 
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⑧ ポンプ配管系統図（圧縮空気泡消火装置含む） 

⑨ 電気配線図 

⑩ その他組合が提示する書類 

（2） 受注者は、新規検査（登録）を受ける 20日前までに次の緊急自動車等届出に必要な書

類を編冊（各 3部：A4判）して組合に提出すること。 

① 譲渡証明書（写し） 

② 艤装後の車両 5面図（寸法を記入） 

③ 艤装後の車両前後左右及び上部のカラー写真 

④ 緊急自動車としての必要な取り付け部品のカタログ（写し） 

⑤ その他組合が指示する書類 

（3） 受注者は、納入時に以下の書類を A4ファイル綴りで 3部提出すること。 

① パーツリスト 

② 資機材配置図 

③ 資機材一覧表及びカタログ 

④ 工程写真 

(ア) 製作中各工程（シャシ、組立中、艤装中、塗装中） 

(イ) 試験実施写真（転覆角度実測試験、重量実測試験、悪路走行試験） 

⑤ 各種保証書（1部） 

⑥ 完成写真（完成車の新規登録前の前後及び両側面等） 

⑦ 転覆角度実測証明書、重量実測証明書 

⑧ 改造自動車等届出書(写し) 

⑨ ポンプ性能試験成績表 

⑩ その他組合が指示する書類 

（4） 受注者は、上記に加えて以下の取扱説明書については、別にファイルを作成し、2部提

出すること。 

① 車両 

② 資機材 

 

2. シャシ 

車両に使用するシャシは、4ドア・キャブオーバー・ダブルキャブ型 3ｔ級消防専用シャ

シで、メーカー最新車両とし、経済性及び動力性能に富み、排出ガス規制等環境に配慮し

たものとする。 

シャシの概要は次のとおりとする。 

（1） 最大積載 3t級以上の消防専用シャシ 

（2） 車型        CD-1型 

（3） 全長        5,800mm程度 
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（4） 全幅        1,900mm程度 

（5） 全高        2,900mm程度 

（6） 車両総重量     7.5t未満 

（7） ホイルベース    3.000mm程度 

（8） 総排気量            4.1L以上 

（9） エンジン出力    110KW以上 

（10） 駆動方式      2輪駆動方式 

（11） トランスミッション AT 

（12） キャブ       キャブオーバー・ダブルキャブ（シャシ固有）とする。 

（13） 乗員人員      5人 

（14） 冷暖房機能      

（15） ヘッドライト（LED）  

（16） フォグランプ（LED） 

（17） UVカットフィルム（透明、窓ガラス全面） 

（18） 右左折後退警報器 

（19） ミックスタイヤ（アルミホイール、予備タイヤ１本含む） 

（20） マッドガード（全輪） 

（21） フロントバンパー  

（22） サンバイザー（運転席・助手席） 

（23） サイドバイザー（各ドア、ステンレス製） 

（24） 全扉パワーウインドウ及びリモコン式集中ドアロック 

（25） 電動ミラー（助手席側） 

（26） メッキ仕様（フロントグリル、サイドミラー類） 

（27） ナンバープレート枠（メッキ仕様） 

（28） AM/FMラジオ 

（29） レンタカーフラグ設定（DPR） 

 

3. キャブ艤装 

（1） キャブ天井は全面ハイルーフ（FRP製）とし、後部座席の床面から天井まで 1,550   

 ㎜以上とすること。キャビン屋根左右前方から側面に大阪サイレン製ビルトイン内蔵 

型 LED 赤色警光灯を設け、中央部前方に大阪サイレン製ビルトイン内蔵型 LED 赤色警

光灯とスピーカー、モーターサイレン、左右側面に標識灯及び LED 長型作業灯を埋め

込みにて設けること。また、前席上部に大型オーバーヘッド棚を設け、ネット式、ま

たはそれに代わるものにより落下防止策を講ずること。キャビン背面を 10cm程度後方

に延長し、後部面積の損失をなくし、空気呼吸器を脱着することが可能な配置とする

こと。また、その上部にオーバーヘッド棚を設けネット等で落下防止策を講ずること。 
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（2） キャブ前面中央に樹脂製の消防章を取り付けること。 

（3） 運転席から見やすい位置にバックアイカラーモニター及びドライブレコーダーを取り

付けること。 

（4） 各装置の電装品スイッチ（電子サイレンアンプ、10 連スイッチ等）は、前部座席中央

付近のセンターコンソールボックスに取り付け、無線機等を設置できるスペースを設け

ることとし、操作が容易に行えるものとすること。 

（5） ダッシュボード付近の適当な位置に AVM装置を設置するためのスペースを設けること。 

（6） 助手席から操作しやすい位置にモーターサイレンスイッチ（ボタン式、足踏式各１個）

を取り付けること。 

（7） 後部座席には空気呼吸器固定装置（シートベルト式）を 3基設けること。（4.7L及び 6.8L 

ボンベ対応） 

（8） キャブ内に吊下式の図書類収納ボックス（A‐3サイズ）を 1個設けること（図書類収 

納ボックスの位置については別途協議）。 

（9） 後部座席前部にステンレス製の握り棒（S字フック 5個付）及びパンチングプレート（脱

着可能なフック 5個付）を設けること。 

（10） 助手席フロントピラー付近及び左右のセンターピラー付近にそれぞれ LEDマップラン 

プ（フレキシブル）を設置すること。 

（11） キャブ室内前席及び後席天井に LED室内灯を必要数設けること。スイッチは 3段切替 

式（ON・OFF・ドア連動）とする。 

（12） キャブドア（Bピラー、Cピラー）には乗降用手摺棒（ステンレス製）を取り付ける 

 こと。 

（13） 各昇降ステップ部分に LEDステップランプを取り付けること。 

（14） キャブ内で AC100V電源（2口）を使用できるように、DC/ACインバーター（700W程度）

を設けること（取付位置については別途協議）。また、マグネット式全自動バッテリー

管理器接続時は、常時 AC100V電源が使用できる構造とすること。 

（15） キャブ左側後方にマグネット式の全自動バッテリー管理機の接続口を取り付けること。

また、マグネット式の全自動バッテリー管理機接続時及びオイルパンヒーター作動時

には、その状況が確認できるランプを運転席側から見やすい位置に設けること。 

（16） 全席シートは、防水レザー張り（飛鳥車体製 超防汚シートカバー又は同等以上、色 

は黒と青の組み合わせ）とすること。 

（17） フロントドア下部、フェンダー部の取り付け可能な箇所に傷防止用のアルミ保護板を 

取り付けること。また、各ドアにリボンタイプの LEDフットランプを設けること。 

（18） フロントガラス上部に 2箇所握り棒を設けること。 

（19） その他詳細については別途協議とする。 
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4. 車両の艤装、架装 

車体左右はアルミ合金製分割片側 2 枚シャッター（別途指示）を使用し、内部に各資機

材の収納装置を設け、構造は堅牢で耐久性に富んだものとすること。 

 収納装置は、できるだけ同一用途にまとめ、重量物は下部位置になるように配慮し安全、

確実、容易に諸活動が行える構造とすること。 

  車両は重量軽減及び防食、防水性を考慮し製作すること。 

 

5. ポンプ・水槽・圧縮空気泡消火装置（CAFS装置） 

（1） 主ポンプ 

① ポンプ性能 

A-2級ボリュートポンプ又は2段バランスタービンポンプとすること。 

② 材質 

水ポンプは各装置による重量増を解消するためアルミ製とすること。ただし、イ

ンペラーについては砂利等の混入にも耐えうるよう強度、腐食性を考慮すること。 

③ その他 

グランド部は不凍液等を必要としない完全メンテナンスフリーメカニカルシー

ルとする。 

（2） 主ポンプ動力伝達装置 

   シャシPTOを介してポンプを駆動する構造であること。操作は運転席付近のスイッチ

にて容易に動力の入切ができるものとし、作動中のパイロットランプは、運転席から

容易に見える位置に取り付けること。さらに、PTO及びポンプ操作盤液晶ディスプレイ

の起動は車外からも操作できる構造とすること（詳細については別途協議）。 

また、非常用のスイッチも設けること。 

（3） 真空装置 

① 型式 

    真空形成装置は資機材収納スペースの確保及び軽量化のため、圧縮空気泡消火装

置のコンプレッサーから吐出される空気を利用して真空状態を形成するエジェク

ター方式真空形成装置とする。 

② その他 

エジェクター方式真空形成装置は、非常時には空気ボンベ（29.4MPa 対応）を使

用した揚水が可能な構造であること。なお、空気ボンベを使用する場合、付属品が

必要な場合は、それも付属すること。 

（4） ポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置 

① ポンプ室左右両側板に圧力計・連成計・流量計・積算流量計・ポンプスロットル・ 

真空装置操作スイッチを設けたポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置を設けること。 

② ポンプスロットルは PTOを入れたときのみ反応すること。 
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③ ポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置は、低反射型ワイド液晶画面とし、各表示切 

  換はパネルスイッチ式操作で左右とも行える構造とする。また、液晶ディスプレ

イは PTOを入れた後速やかに表示できるものとする。 

④ ポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置の表示部は、液晶表示でパネルスイッチによ

り操作ができるものとし詳細は次のとおりとする。 

(ア) 取扱表示 

     異常が発生した場合、表示すること。 

(イ) モニタ表示  

冷却水及び真空装置作動に異常があるときは、表示で知らせるとともに、警 

報音でも知らせるものとする。また、ポンプの運転状況（ボールコックの開閉 

状況、揚水、放水等）が確認できるとともに、流量計の表示が送水操作時の目安 

になるように、流量上昇に応じて表示色（例・緑→赤→黒等）が変化する構造 

とすること。 

また、圧縮空気泡消火装置使用時には、泡流量及び泡放射時の水流量を表示 

できること。さらに、昼間・夜間など現場明るさの状況に応じて液晶ディスプ 

レイの明るさが調整できる機能を備えること。 

(ウ) 安全機能 

A) 圧力があらかじめ設定した圧力以上になると自動的にエンジン回転数を制 

御する機能であること（上限圧力設定）。また、放水中緊急事態が発生した

場合に、エンジン回転をアイドリングまで下げる安全対策用スイッチを設け

ること。 

B) ポンプスロットルは、誤作動を防止するため、左右どちらも右方向に回転す 

ることによってエンジン回転を上げるものとする。 

C) 自動調圧装置 

ポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置内に自動調圧装置を設け、ディスプレイ 

内に設定圧力を表示し、ワンタッチで圧力を設定することで、スロットル操作

なしで設定圧力になる機能を有すること。 

D) ホースバースト警報機能 

放水圧がホース使用圧以上になると、警報を発してエンジン回転を制御する 

機能を設けること。 

E) タンク使用可能時間表示機能 

タンク水使用時、使用中の流量に応じて放水可能時間を左右ポンプ操作盤液

晶ディスプレイ装置内に表示できること。 
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F) 各種警告機能 

      揚水時間に関する警告、吸水圧力異常（キャビテーション警告）、冷却水通

     水警告の機能を設けること。 

⑤ ポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置が故障した場合でも操作できるように、独立 

した電源等を配線した非常用補助回路としての圧力計・連成計・スロットル等を

埋め込み式にて設けること。 

（5） 冷却水 

エンジン用冷却装置を設け、操作バルブはポンプ室右側に設けること。なお、予備

回路を設け、それぞれに清掃が容易なストレーナー付の確認窓を設けること。 

（6） 吸水口 

75mm の吸水口（ボールコック及びストレーナー付）をポンプ室両側に各 1 口取り

付けること。なお、ボールコックレバーは 2口とも同じ方向とする。 

（7） 吸管とその配管 

軽量吸管(75mm×10m 2 本)は、スーパースイングスイベル式エルボを使用し、ポ

ンプ室両側に操作の支障のないように円形状に巻いて収納すること。なお、バイパス

バルブ、エジェクター確認キャップ及びドレンコックを設けること。 

（8） 中継口 

65 ㎜ボールコック（ストレーナー付）式中継口をポンプ室左右側板に各 1 個埋め

込みで設け、町野式メス金具を取り付けること。 

（9） 放水口 

65 ㎜ボールコック付き放水口（マルチコネクター）をポンプ室両側に各 2 個設け

ること。なお、左右前方各 1口については後述の圧縮空気泡消火装置の吐出口と兼用

とする。レバーは左右とも進行方向で開とすること。 

（10） 圧縮空気泡消火装置（CAFS装置） 

① 装置は、水ポンプ装置から送られてきた水を利用して、混合器で作られた混合 

液にコンプレッサーを用いて圧縮空気を送り込み、配管内部で泡状にして発泡で

きる装置で、少量の水で効率の良い泡消火ができるものとする。また、空水比が

5倍～10倍の消火・火炎鎮圧用湿式泡（ウエット泡）と空水比が16倍～20倍の延

焼防止・残火処理用乾式泡（ドライ泡）の2種類の泡について、泡管鎗を用いる

ことなく吐出可能なものとすること。また、公表性能の保障、品質確保を証明す

るために、第三者機関である(財)日本消防設備安全センターによる評定試験に合

格した装置とする。 

② 性能 

(ア) 最大水流量 600 L/min 以上、最大空気吐出量 3,200 L/min 以上とし、最大泡

吐出量 3,800 L/min以上とする。なお、泡の吐出量を確認するための泡流量計
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を左右のポンプ操作盤液晶ディスプレイ内に設け、確認が行えるようにするこ

と。 

(イ) 泡吐出圧力は無段階調整ができるものとし、吐出泡流量はスロットル操作に

応じて任意に調整できるものとすること。 

(ウ) 泡放射時、同時に水放水することが可能で援護注水等ができること。 

③ 操作方法 

本装置の操作は容易かつ集中操作できるようにすること。また、湿式泡と乾式泡、

泡原液濃度の切替操作は、ディスプレイ内のパネルスイッチにてワンタッチで行え

るものとする。なお、切替及び変更操作は放水中でも可能なこととする。一定の問

題が発生した場合は、液晶ディスプレイにエラー情報を表示すること。 

④ 安全機能 

(ア) CAFS運転時において、回転数設定後はスロットルを上げようとしても規定回

転以上には回転が上がらないよう過回転防止装置を設けること。 

(イ) コンプレッサーの油温が過熱すると警報を発すること。 

(ウ) 泡原液の供給ができなくなった場合、スラッグフロー防止のため、自動的に

水のみの放射に切り替わる構造とすること。 

⑤ コンプレッサー 

(ア) オイル循環式のロータリースクリュー型コンプレッサーとし、コンプレッサ

ーの潤滑油は補助冷却器により冷却する構造とする。なお、補助冷却器は圧力

水の一部の水により冷却されるものとすること。 

(イ) コンプレッサーはメンテナンス性を考慮すること。 

(ウ) コンプレッサーの冷却に使用した水は水槽へ還流するものとする。また切り

替えにより、車外にも排出できる構造とすること。 

(エ) コンプレッサーの油温計を液晶パネル内に設けること。 

⑥ 混合装置 

圧縮空気泡における水流量を感知して、コンピュータ演算により自動的に泡原液

量を調整して混合比を設定する電子式比例混合式とする。混合比は液晶ディスプレ

イ内でワンタッチにて変更可能なこと。なお、混合比の変更は放水中でも可能なこ

と。また、泡原液濃度の設定は 0.3～1.0％の 8 段階の設定可能な構造とし、左右

の液晶ディスプレイ内で設定ができること。 

⑦ 対応泡原液（クラス A泡消火薬剤） 

(ア) 環境に優しい環境保全型消火薬剤とすること。 

(イ) 泡原液は品質保証の観点から日本消防検定協会の型式を取得し、型式適合検

定に合格したものとすること。 

(ウ) 泡原液は淡水又は海水を使用した 1％水溶液において、6倍以上の発泡倍率を

有すること。 



     10 

(エ) 泡原液の原料である界面活性剤は、化粧品原料規格 2006適合品であること。 

⑧ ポンプ室内に交換容易なポリタンク（20L）式の容器を設置する。消火作業中 

    の泡原液の補給を容易に行なえるよう、固定型の泡原液槽は設けないこと。また、

訓練用薬剤を外部吸液できるよう切替コックを設けること。 

⑨ 本装置での泡消火作業は、ポンプ室左右の水ポンプ吐水口を使用し、ポンプ操 

 作盤の操作により、容易に泡放射と水放水の切り替えが可能な配管構造とする。

なお、操作性及び誤操作防止のためにも、消火泡吐出口を専用で設けないこと。 

⑩ 圧縮空気泡消火装置（コンプレッサー、混合装置等）は全てポンプ室内に収納 

    するとともに、速消ボックスや後部シャッターボックス等各ボックス内のスペー

スを確保し、ホースや資機材を積載できること。 

⑪ 中継口より受水した場合でも使用可能とすること。 

⑫ 混合液放水 

圧縮空気泡消火装置の混合器で作られた混合液を吐出可能なものとする。操作は、

左右ポンプ操作盤液晶ディスプレイ内のパネルスイッチで可能なこととする。放射

は、左右の水泡兼用吐水口より可能な構造とすること。 

⑬ エアツール 

専用ユニットを付属し、エアツールを使用できるようにすること。 

⑭ その他 

原液補給用ポンプを付属すること。 

（11） 水槽 

① 容量 600L以上 

② 材質については腐食対策、安定傾斜角度対策、重量軽減を考慮すること。 

③ 積水口は左右に設けること。（シャットオフバルブ付） 

④ 水量計を左右に設け、内部には浮子を入れ容易に水量が確認できるようにするこ 

と。なお、ポンプ操作盤液晶ディスプレイ装置内でも水量が確認できるようにす

ること。 

⑤ タンク吸水口については、電動コックを使用すること。非常時は車外よりコック 

     操作が可能なこと。 

⑥ タンク送水口については、主ポンプから水槽へ送水する 40mm以上の配管を設け、 

中間に緩衝用ジョイントを使用してボールコックを取り付け、ポンプ室両側より

開閉操作ができるものとすること。 

⑦ 水槽保護の観点から、タンク吸水コックが開いている状態で、中継コック、吸水 

 コックを開いた場合は、自動的にタンク吸水コックが閉じる構造とする。 

⑧ 水道水用のプラグを設けること（ジョイント付き）。 

⑨ 水槽からポンプを介さずに水を吐出できる吐出口を、左右に１箇所ずつ設けるこ 

   と（10メートルの接続ホース 2本付き）。 
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（12） 残水用配管（ドレン） 

① 残水用配管は、各配管の残水が車両にかかることなく完全に排水できる構造とし、 

必要数のドレンコックを設けること。 

② ポンプ本体の排水は、ポンプ PTOスイッチと連動させること。 

（13） ポンプ室 

ポンプ室は密閉型とし、ポンプ室天井に点検用扉を設けること。 

（14） その他 

 各種コック類で開閉が必要なものについては、「開」、「閉」の表示をそれぞれ設け

ること。 

 

6. 電装品関係 

（1） 照明関係は、可能な限り LEDとすること。 

（2） 電装及び照明等に係るメインスイッチを設け、スイッチ OFFの状態で全て遮断されるよ 

う配線すること。  

（3） スイッチ類には全て銘板を付すこと。 

（4） 資機材収納庫を有効に照射できる保護枠付き LED室内灯（ドアスイッチ方式）及びシャ

ッターレール内蔵灯を必要数設け、キャブ内電装品スイッチパネルにあるボックス主

スイッチにて点灯できること。 

（5） キャブ前面に LED赤色点滅灯を 2個取り付けること。 

（6） 車体左右側面上部のあおり部に LED赤色点滅灯を各 2個、LED長型作業灯を各 1個取り 

付けること。 

（7） 車体後面上部にLED赤色点滅灯と作業灯のコンビネーションランプを2個取り付けるこ

と。 

（8） 車体下部左右に LED路肩灯各 1個、LED後輪照射灯各 1個を取り付け、車体側面後方に 

LED車幅灯を各 1個取り付けること（点灯はスモール連動とする）。 

（9） 次の計器を取り付けること。 

① エンジン油温計 

② エンジンアワーメーター 

③ エンジン回転計 

④ 電圧計 

（10） 側面作業灯、後面作業灯はキャビン内及び室外にて点・消灯ができること。 

（11） 車体上面前後方に照明器具を各 1個設けること。また、室外にて点・消灯できること。 

（12） 室外にある各照明、作業灯の点灯スイッチには、保護枠を取り付けること。 

（13） 車体上面には、足元を有効に照射できる位置に必要数 LED足元灯を設けること。 

（14） その他詳細については別途協議とする。 
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7. 資機材収納部等の構造 

（1） 車体左右側面各 2枚、後面 1枚の手動バー式アルミ合金製シャッターを設けること。サ

イドステップは後部座席付近まで延長すること。（別途協議） 

（2） 車体前方下部左にステップ兼用扉付収納ボックスを設け、原液缶収納又は上下 2仕切り

のどちらにも対応できるもとする。また、左右リアフェンダー部分は展開式のステップ

を設けること。なお、展開時に連動して点滅する赤色 LED灯を全てのステップ前面及び

両側面に 1箇所ずつ設けること。 

（3） フロントバンパー上部にはアルミ縞鋼板を取り付けること。 

（4） 側面シャッターボックス内ポンプ室上部前方には水槽を設け、後方は左右貫通型の資機

材収納スペースを 2段設けること。（別途協議） 

（5） 車体後方左右側面は吸水管収納スペースとする。また、右側の吸水管収納スペースには、

スタンドパイプ、消火栓開閉金具、バール（日の出式）を取り付けること。 

（6） ポンプ室は点検手入れが容易に行える構造とする。 

（7） 吐出口・吸水口・中継口は、車体前方左右の側面シャッター内に設けること。 

（8） 後面シャッター内は、可搬ポンプ及び燃料携行缶を収納すること。また、その上部は 2

段の資機材収納スペースとし、展開式の扉及び樹脂製スノコを設けること。 

（9） 後面シャッター内に、ホース 8本～10本収納可能な電動ホースカー（上部に高さ 10cm

程度の枠を設けること）を積載すること。なお、油圧昇降装置付きとし、ホースカーに

は 65㎜ホースを島田折りで 4～5本収納できるカートリッジを 4個設けること。 

（10） ホースカー側面又は上部にクアドラフォグノズル 2本を取り付けること。また、上部

に町野式 65㎜オン台座 2個（分岐管用、媒介金具用）を取り付けること。（別途協議） 

（11） シャッター式収納ボックス内には、扉の開閉にあわせて自動的に点灯・消灯する保護

枠付 LED照明灯及びシャッターレール内蔵灯を設けること。 

（12） 車体天井部はアルミ縞鋼板張りで、足元灯（LED）を必要数及びアルミ縞鋼板ボックス

を取り付け可能な大きさで 1 個設け、外周にはルーフの高さに合わせたあおりを設け

ること。 

（13） 車体上部に二連はしごを取り付けること。取り出し及び収納に際しては、地上より一

人で容易に取り出せるように引き出し展開式とする。 

（14） 車体上部にとび口 2本を取り付けられる構造とすること。 

（15） 車体上部の適当な位置に 65㎜×6ｍの吸管（分割タイプ）を収納すること。 

（16） 積載及び取り付け品等で車体と接触する部分には、アルミ保護板を設けること。 

（17） スイッチ類には全て銘板を取り付けること。 

（18） 車体後部に展開式の昇降梯子を設けること。 

（19） 車体後部資器材収納庫の中に ABC粉末消火器 20型を収納すること。 

（20） ナンバープレートは保護枠付きとすること。 

（21） 燃料給油口を車体左側に設けること。 
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8. 車載無線機及び車載端末装置（Ⅲ型）載替 

（1）組合が指定する車両の車載無線機及び車載端末装置（Ⅲ型）を所定の位置に載せ替える 

こと。その際、車載無線機及び車載端末装置その他の機器相互の機能及び操作を妨げな

いように設置すること。 

（2）車載無線機及び車載端末装置一式の載せ替え、取り付けに関すること、並びにアンテナ、

各機器等の配線等に関しては、組合及び組合が指定する業者と十分協議したうえで実施

すること。 

 

9.塗装及び記入文字 

（1） 車両は朱色とし、塗料は VOC（揮発性有機溶剤）削減、環境負荷物質（鉛など）を一切

含んでいない等の環境を考慮したハイソリッドウレタン塗料を使用すること。 

（2） 資機材収納部内面はシルバー塗装とすること。 

（3） アルミ縞板使用部は、無塗装とすること。 

（4） 車両下回りは、黒色塗装とすること。 

（5） シャッターデザイン等の詳細は、別途指示する。 

（6） 車両左右の標識灯には「ポンプ 2」の文字を記入すること。なお、標識灯は黄色とし、

文字は黒色丸ゴシック、数字はゴシックとすること。 

（7） 車両左右に「宗像地区消防本部」、「P2」と記入すること。文字は、白色蛍光シールの丸

ゴシックで、数字はゴシックとすること。詳細は別途指示する。また、当該車両の配置

により、車両名称が変更となる車両１台分の文字についても組合の指示のとおり、変更

すること。 

（8） キャブ上面に上空からできる限り大きくかつ見やすく「宗像」と対空表示すること。 

（9） 車両の積載品等に「ポンプ 2」と表示するシールを用意すること。形状及び字体等につ

いては別途指示する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 記 仕 様 書 別 表 

 

 

 

 

 

 

 



 

シャシ関係・取付品・付属品 

No 品  名 数量 型式及び規格等 備 考 

1 シャシ 1台 3t級（ハイルーフ）  

2 照明器具 2式 FLASH BOY SP-Q28 伸縮ポール付 

3 赤色警光灯 1式 ハイルーフ一体型 LED式 

4 標識灯 1式 ハイルーフ一体型 黄色（白字） 

5 赤色点滅灯 

キャブ

前面 
2個 大阪サイレン製 LED式 

側面 4個 
大阪サイレン製  

クリアレンズ仕様 左右各2 
LED式 

後面 2個 
コンビネーションランプ 

大阪サイレン LFIA-300 
LED式（作業灯一体型） 

リアフェ

ンダー部 
必要数   

展開ステ

ップ 
必要数   

6 室内灯 

必要数 キャブ内前後部天井 LED式・大型 

必要数 資機材収納庫内 LED式（保護枠付） 

必要数 シャッターレール LED式 

7 マップランプ 3個 助手席×1、後部席×2 LED式 

8 作業灯 

キャブ 

上部 
2個 長型・左右各1 LED式 

側面 2個 長型・左右各1 LED式 

9 足元灯 
必要数 キャブ昇降ステップ LED式 

必要数 車体上面 LED式 

10 路肩灯 2個 
MYSR-L9-W又は同等品 

左右各1 
LED式（黄色） 

11 後輪照射灯 2個 
PY-9268RR又は同等品 

後輪後左右各1 
LED式 

12 車幅灯 2個 
MYSM-L8-RY 

最後部側面各1 
LED式 

13 テールランプ 2個  LED式 

14 電子サイレンアンプ 1基 
大阪サイレン製 

TSK-D152又は同等品 
 

15 モーターサイレン 1式 6SA型・自動吹鳴装置付 手動式・足踏式 

16 車外無線送受話器BOX 2個 スピーカー付  

17 手動式梯子昇降装置 1式  二連はしご 

18 
マグネット式全自動バッテ
リー管理器 

1式 
七宝電子工業製ずぼら
充電器 

オイルパンヒーター兼用

（パイロットランプ付） 



 

19 
バックアイカメラ及びモニ
ター 

1式  液晶画面は7インチ以上 

20 ドライブレコーダー 1式   

21 車内差込コンセント 
別途 

協議 
助手席側2口  

22 消防章 1個 フロントパネル部  

23 車輪止 2組 
ゴム製（収納ブラケット

付き） 
2個/1組 

24 消火器 1本 AFC20C  

25 タイヤチェーン（鉄製） 1式  後輪用シングル 

26 
ゴム製フロアマット 

（運転席、助手席、後部座席） 
1式 シャシ純正  

27 標準工具 1式   

28 非常信号用具 1式 
停止表示板・発煙筒・非常

信号灯 
 

29 
エンジンキー及びボックス
等の施錠のカギ 

3式 シャシ純正  

30 予備球・ヒューズ 1式  全種類各3個 

31 二連はしご 1式 
関東梯子KHFL-SIW60 

又は同等品 
 

32 鉄線カッター 1本 ZBC-600又は同等品  

33 ハンマー 1本 H-72FG又は同等品  

34 空気呼吸器 4基 ライフゼム A1-12 CX面体4個付 

35 空気ボンベ 8本 

ブルネッカー730ＣⅢＺ又は

同等品 ゲージビルトイン

型150度 

ボンベカバー付き 

6.8L 

36 携帯警報器 4個 BG1000型  

37 携帯投光器 2個 レッドレンザー P18R work  

38 携帯拡声器 2個 
かるーいホン TD503R 

又は同等品 
 

39 とび口 2本   

40 金てこ 1本   

41 剣先スコップ 1本   

42 カラーコーン 2個 
伸縮AA-001-28L 

又は同等品 
 

43 赤色合図灯 2本 LED 60㎝  

44 吸管 2式 軽量75㎜×10ｍ  

45 吸口ストレーナー 2個   

46 吸管ストレーナー 2式 
岩崎製作所 16SKGF3P 

又は同等品 
フック付きロープ 



 

47 吸管枕木 2個 ゴム製（75㎜）  

48 吸口エルボ 2個 YONE AS-75SSW又は同等品  

49 吸管スパナ 2本   

50 ディスクストレーナー 2個 
岩崎製作所16RS01XX 

又は同等品 
 

51 消火栓開閉金具 1本 YONE FHバール又は同等品  

52 バール 1本 日の出式28型  

53 スタンドパイプ 1本 YONE 不動 FUDOU 800mm  

54 ノズル 4個 
YONE クアドラフォグノズル 

NH400QF 
 

55 放水媒介金具 4個 YONE AN65MC  

56 放水媒介金具 2個 
YONE 異径媒介 

50差込メス×40差込オス 
 

57 放水媒介金具 2個 
YONE 同径媒介 65差込

メス×1、65差込オス×1 
 

58 中継用媒介金具 2個   

59 分岐管 2個 
YONE MC分岐ボールバルブ 

WB-50MC（40*50対応） 
 

60 消火栓金具 2個 75メスネジ×65差込メス  

61 ホース（65㎜） 15本 
帝国繊維 newプロファイター

Ａ 1.6MPa又は同等品 
 

62 ホースブリッジ 2個 
岩崎製作所 02RV500R（幅46cm 

2個セット）又は同等品 
 

63 ホースバッグ 2個 
渋消式65㎜ 250-902 

又は同等品 
 

64 ホースバッグ 2個 BE010  

65 ホースバンド 5個 HB-100又は同等品  

66 手かぎ 2個   

67 可搬ポンプ 1式 

シバウラFT300 ダイレクトバ

ルブ シバウラSRV2000-65B 

又は同等品 

吸管（65㎜×6m分割タイ

プ）及びダイレクトバルブ

付 

68 電動ホースカー 1式   

69 燃料携行缶 1個   

 


