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水槽付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、外部塗装前で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、

悪路走行試験は製造工場にて実施）。 
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(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 2020 年 2月 28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、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料、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 救助資機材配置図 

⑦ 動力伝達装置図 

⑧ ウインチ装置図 

⑨ 照明装置図 



     3 

⑩ ポンプ配管系統図（圧縮空気泡消火装置含む） 

⑪ 電気配線図 

⑫ 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 ウインチ装置 

③ 照明装置 

④ 救助資機材 

 

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 5.5ｔ級低床 4輪

駆動方式の消防専用シャシで、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 5.5t級以上の消防専用シャシ 
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（2） 全長        7,500mm程度 

（3） 全幅        2,300mm程度 

（4） 全高        3,100mm程度 

（5） 車両総重量     11t未満 

（6） ホイルベース    3,750mm程度 

（7） 総排気量            5.1L以上 

（8） エンジン出力    177KW 以上 

（9） 駆動方式      4輪駆動方式 

（10） トランスミッション AMT 

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

（12） 乗員人員      6名 

（13） 冷暖房機能     前部室及び後部ダクト延長 

（14） ヘッドライト（LED） 

（15） フォグランプ（LED） 

（16） 路肩灯（左右後輪灯 LEDでボディ埋め込み式） 

（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） マグネット式全自動バッテリー管理器（オイルパンヒーター機能付き） 

（20） ミックスタイヤ（アルミホイール、スペアタイヤ前後輪各 1本含む） 

（21） マッドガード（全輪） 

（22） フロントバンパー スポイラー付 

（23） サンバイザー（運転席・助手席） 

（24） サイドバイザー（各ドア、ステンレス製） 

（25） 全扉パワーウインドウ及びリモコン式集中ドアロック 

（26） ルームミラーモニター付き（バックカメラ連動、ドライブレコーダー内蔵記憶媒体 

32GB以上を含む）とし、液晶画面は 10インチ以上 

（27） 電動リモコンミラー（左側は電動格納式） 

（28） メッキ仕様（フロントグリル、フロントウインド下部グリップ、サイドミラー類） 

（29） ステンレス製ナンバープレート枠 

（30） AM/FMラジオ 

（31） 各フック等の強度表示 

（32） 車輪止め（収納ブラケット付）4個（2組） 

（33） タイヤチェーン 2組 

（34） ゴム製フロアマット（運転席、助手席及び後部座席） 

（35） 標準工具 

（36） 予備球・ヒューズ 1式（全種類各 3個） 
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（37） 非常信号器具（停止表示板、発煙筒、非常信号灯） 

（38） エンジンキー及びボックス等の施錠のカギ（全て 1種 3式） 

（39） 粉末 ABC20型消火器 1本（取付場所について別途協議） 

 

3. キャブ艤装 

（1） キャブ上部には、一体型流線型赤色警光灯（LED）内蔵フレームレスカーボンファイ 

バー製ハイルーフキャブとすること。赤色警光灯のレイアウトはセンター及び両サイ

ドの構成とすること。また、電子サイレン用アクティブ制御スピーカー及びモーター

サイレンを組み込むこと。標識灯はハイルーフ部左右に埋込式にて取り付けること。

さらにハイルーフ部左右に長型 LED灯を各１個取り付けること。 

（2） キャブ上部には、静止荷重 300kg、動荷重 150kgレベルの耐荷重を有するアルミ縞板張 

り落としこみルーフデッキ（D環 4個を取付）を設けること。 

（3） キャブ前面中央に樹脂製の消防章を取り付けること。 

（4） 後部席部の内部床面から天井までの高さ（床及び天井内装材の内法とする）は 180ｃｍ 

以上確保し、起立状態で呼吸器が着装できるようにすること。また、各種測定器及び

医療用資機材の収納スペースとして、後部座席上部前後に物入れ棚（前方:W1,650mm×

D600mm 程度、後方:W1,650mm×D300mm 程度、前後各 3 個のボックス付、ボックスの形

状については別途指示）を設けること。物入れ棚は着座時、立位時の何れにおいても

支障のない構造とすること。なお、棚床面はパンチングとし、棚の手前側には収納物

の飛び出し防止の網ネットを講じること。 

（5） 各装置の電装品スイッチは、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、操作が容易に行えるものとすること。また、センターコンソールボックス後方

には仕切りのある小物入れボックス（脱着可能な 9 分割の仕切付）を設けること。な

お、ボックス付近には、バッテリー式油圧救助器具充電器、携帯無線機充電器、署活

動無線充電器を乗車等に支障がないように設置できるスペースを設けること。 

（6） 後部座席には空気呼吸器固定装置（スマートドック）を 4基設けること。 

（7） 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）。 

（8） 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 

プを設置すること。 

（9） 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。 

（10） 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。 

（11） 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。 

（12） キャブ内で AC100V電源を使用できるように、DC/AC インバーター（1,000Ｗ程度）を 
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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。 

（13） 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 

は黒とオレンジの組み合わせ）とすること。 

（14） フロントドア下部、フェンダー部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。 

（15） その他詳細については別途協議とする。 

 

4. 車両の艤装、架装 

 車両は、車両前部からウインチ装置、照明装置等を装備し、車体左右はアルミ合金製分

割片側 3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. 車両前方ウインチ装置 

（1） キャビン前部バンパーに最大引張能力 5ｔ級の電動ウインチ装置を取り付けること。 

（2） 装置左右上面はアルミ縞板とし、ウインチ上部にアルミ縞板のカバーを取り付け、救 

助用作業台として兼用できる強度を有すること。また、バンパーの張り出しは、車両

前輪中央から 1,480mm 以下とし、狭隘道路への進入に支障がないものとすること。 

（3） 振動・ねじれ等に十分耐える強度を有する構造とすること。 

（4） ワイヤー交換等のメンテナンスが簡単に行える構造とすること。 

（5） 安全装置として過負荷防止装置及び逆転防止装置を設けること。 

（6） ウインチローラー部に 2個及び操作部に 1 個、夜間作業用の LED照明を取り付けるこ 

と。 

（7） フロントバンパーにリモコン装置が収納できる漏水防止処置を施した蓋付ボックスを 

設けること。 

（8） ウインチ使用時、ドラムへのワイヤーの巻き取り状況が容易に目視確認できること。 

（9） ウインチドラムクラッチ OFF の状態でワイヤーロープを手動で引き出せる構造とする 

こと。 

（10） 有線リモコン及び無線リモコンでの操作ができること。 

（11） 荷重計を取り付け、ウインチドラム部と有線リモコン部に 0.1ｔ毎に表示すること。

なお、夜間でも見やすいように自照式表示とすること。 

（12） ウインチ先端部のフックはアルミ縞板張りのボックス内に収納し、走行時等の振動に 

より動くことがないよう考慮した固定器具を取り付けること。 
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（13） ウインチ部左右にステンレス製ピントルフック（2個・3ｔ用）及びバンパー前方にス 

  テンレス製バウシャックル（2個・3ｔ用）を取り付けること。 

（14） その他についてはメーカー公表の標準仕様とする。 

（15） 前部ウインチの仕様は次のとおりとする。 

① メーカー              大橋機産製又は同等以上 

② 駆動方法              電動 

③ 引 張 力              5ｔ以上 

④ ワイヤー              10mm×30m程度・先端 5t用フック（安全チャック付） 

⑤ 操作方法              有線リモコン・無線リモコン 

⑥ フ ッ ク              バンパー上面に耐荷重 3ｔのピントルフックを 2個、下部 

に耐荷重 3ｔのバウシャックルを 2個取り付けること。 

⑦ ウインチ用カバー   アルミ縞板製（ナンバープレート部は折畳式） 

 

6. 起立式伸縮ポールタイプ自動昇降照明装置 

 （1） 照明装置 

照明装置は、車両上部に起立式伸縮ポールタイプ自動昇降照明装置を設けること。 

照明装置の主要諸元及び性能は次のとおりとする。 

① 投光器は、伸縮、旋回、上下俯仰できる構造のもので、無線及び有線リモコン操作 

により遠隔操作ができること。 

② 投光器本体は永年の使用に耐えられるようステンレス製又は同等以上とすること。 

③ 型  式        ナイトスキャンチーフ NEXT90W-4灯又は同等以上 

④ 電  源        車両バッテリーDC24V 

⑤ 光  束        44,000ルーメン以上 

 

7. 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。操作は運転席のスイッチに
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より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。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。 

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
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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。 

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)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

右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（左側の吸管収納方法に

ついては別途協議）。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。 
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（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） 自衛噴霧装置 

車体両側に各 3箇所設け、それぞれ車体反対側のバルブにより操作する構造とす 

る。なお、車体上部の配管は強固に取り付けること。 

（11） 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。 

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

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
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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 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。 

(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。 

 



     12 

⑭ その他 

原液補給用ポンプを付属すること。 

（12） 水槽 

① 容量 1,500Ｌ程度（別途協議） 

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 オーバーフロー用パイプ及びタンク停止弁を設けること（タンク停止弁について

は別途協議）。 

⑤ 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。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 

⑧ 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、送水 

 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。 

⑨ 水道水用のプラグを設けること（ジョイント付き）。 

⑩ 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）。 

（13） 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。 

（14） 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。 

 

8. 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（左右下部ボックスを含む）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。 
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（5） キャブ前面に LED 赤色点滅灯（メッキ枠付き）を 2 個、フロントグリル部分に LED赤色 

点滅灯を 4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 5個、LED作業灯（長型）を各 3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、下部に LED

赤色灯を 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） キャブ内運転席と助手席の間にセンターコンソールボックスを設け、電子サイレンアン

プ、10 連スイッチボックス（各スイッチの配置については別途協議）を取り付け、無

線機等を取り付けるスペースを設けること。 

（10） 車内差し込みコンセント（AC100V）を助手席側に 2 口、後部座席から接続しやすい場

所に 2口以上設けること。（設置場所の詳細については別途協議） 

（11） 運転席から見やすい位置にバックアイカラーモニター（ドライブレコーダー機能付き）

を取り付けること。 

（12） 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 

（13） 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。 

（14） LED マップランプ（フレキシブルタイプ）を助手席に 1 個、後部座席左右に各 1個設け

ること。 

（15） 車体上面前方部に照明器具 1 個を設けること。後部照明器具にあっては、本体は直流、

交流兼用で使用でき、地上でも使えるよう三脚を付けること。また、室外にて点・消

灯できること。 

（16） 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。 

（17） キャブ右側後方にマグネット式の全自動バッテリー管理器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器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。 

（18） キャブ後方左右及び車体後方左右に外部電源用 2 口コンセント（AC100V 15A）を設け

ること。 

（19） ワイヤレスマイクアンプ一式を助手席から操作しやすい位置に取り付けること。なお、

ワイヤレスマイクは 2 本とすること。 

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

位置に取り付けること。 
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（21） 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。また、

収納庫及び後部ステップにも LED足元灯を設けること。 

（22） その他詳細については別途協議とする。 

 

9. 資機材収納部等の構造 

（1） 車体側面に設ける各資機材収納部の開閉方法は、アルミ合金製分割式 3 枚シャッター

（別途指示）とし、シャッター開閉状態を確認できる確認ランプをキャビン内センター

コンソールボックスに設けること。 

（2） 車両側面を前方から、左右ポンプ室、左右フェンダー上部収納庫、左右後部収納庫、

後部収納庫と７区分以上に分けること。 

① 右ポンプ室側に 10m（75mm）の吸管を取り付けること。左ポンプ室側には吸管を取り

付けず、分割して収納できること（先端は収納庫内、その他は車体上部へ収納できる

構造とすること）。また、左ポンプ室側には回転式の展開収納装置（詳細については別

途協議）を設け、救助ロープ、カラビナ等を吊り下げ収納する、取り外し可能なパン

チングパネル収納装置とすること。さらに、脱着可能なねじ止め金具を取り付けるこ

と。 

※資機材の積載量及び収納方法により、左ポンプ室側に回転式の展開収納装置を設け

ず、10m の吸管を取り付けること又はサイドプル方式にし、両側から吸管を取り出せ

る構造とすることも可能であること。 

② 収納庫内の資機材収納位置、収納方法については別途協議とする。 

（3） 車体中部及び後部側面の収納庫は、引出式積載装置又は落下式引出装置など各資機材

に合わせたものとすること。 

（4） 車体側面下部は下蝶板式収納装置とし、扉内側はアルミ縞板を張り、ステップとして

兼用できるものとすること。また、チェーンレス式とし、乗り降りの安全性及び収納庫

内のスペースを最大限に活用するためにアームやダンパー等の張り出しの無いものと

すること。なお、リヤフェンダー部展開ステップと合わせて段差のないフルフラット構

造とし、危険防止のため、解放状態で点滅する LED赤色点滅灯を取り付けること。 

（5） リヤフェンダー内に耐荷重 300kg以上の支点リングを左右各 2 個取り付けること。 

（6） 資機材はアルミケース又はプラスチックコンテナに収納し、脱着が容易にでき、かつ

確実に固定できるものとすること。その際、アルミケース又はプラスチックコンテナに

は、搬送を容易にするためのゴムカバー付きの取手を設けること。また、必要に応じて

引出装置を設けるものとする。引出装置については、装置全体が引き出せる構造とする。

なお、落下式引出装置については、収納する際の負担を軽減するため、バネもしくはダ

ンパー等を用いた助力装置を設けること。 

（7） 資機材の固定は、現物に見合った固定装置を取り付けるかマジックベルト等を使用す

るなど、ワンタッチで容易に脱着できる構造とすること。 
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（8） 資機材の収納ボックスには、ゴム板等を敷き資機材の保護を図るとともに、防水パッ

キン、水抜き穴等必要な処置を講ずること。 

（9） 装備及び積載機材で緩衝を必要とするものについては、スノコ板及びゴム板等を敷く

こと。 

（10） 空気ボンベは 4 本分（4.7L 及び 6.8L 対応）の収納枠を設けて積載する方法とし、ワ

ンタッチで解除できるボンベ飛び出し防止装置を設けること。 

（11） バッテリーボックスは、確実にロックできるレール引出式テーブルとし、各液口の点

検が可能な位置まで容易に引き出すことのできる構造で、耐酸処理を施したボックス

とすること。また、バッテリーボックスの反対側面には、小物が収納可能なボックス

を設けること。 

（12） キャブと車体との継ぎ目スペースを利用し、担架等が収納できるスペースを設けるこ

と。 

（13） 車体後部収納庫には回転式の展開収納棚（詳細については別途協議）を設け、油圧救

助器具等の重量物が容易に取り出せる構造とすること。 

（14） 車体後部右側には、地上から容易に車体上部へ昇ることができる折り畳み式の梯子を

設けること。 

（15） 車両左右のシャッタードラム裏側の空間が利用できる場合は、担架等の長尺資機材が

積載可能な収納庫を設け、車体後面又は側面より取り出しできる構造とすること。 

（16） 車体上部左右にはキャビンハイルーフと一体感のある立ち上がり部分（あおり）を設

け支点リング各 4 個、側面 LED 赤色点滅灯各 5個、長型 LED 作業灯各 3個を設けるこ

と。 

（17） 車体上部は各資機材を積載するため、十分な強度を有する構造とすること。 

（18） 車体上部右側に大型アルミ縞板ボックス（仕切りについては別途協議）を設けること。 

（19） 車両上部左側には、チタン製三連梯子を積載し、後部より手動式梯子昇降装置にて容

易に取り出しできる構造とすること。三連梯子は、降下の際地上に限りなく接近可能

な構造とし、隊員一人で地上に下ろせる構造とすること。 

（20） チタン製かぎ付一連梯子は上記三連梯子と 2段に積載し、後部より容易に積み下ろし

のできる構造とすること。 

（21） 車体上部には、バスケット担架を収納できる装置を設けること。 

（22） 車体上部は、使用済みのホースを置いて走行しても落下することのないよう措置を講

じること。 

（23） 仕様書、別表に挙がっていない既存救助資機材収納箇所及び収納装置の詳細について

は別途協議とする。 

（24） 収納庫に関する全てのレイアウトについては、協議の上、最も効率の良い積載方法と

するための変更は可能とする。 
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10. 無線装置 

（1） 消防無線機本体、共用器、デジタル無線のアンテナ、操作部、室内スピーカー、車外

スピーカー、送受話器、車外送受話器セットは、組合が指定する車両から載せ替えるた

め、組合が指定する業者と協議し、取り付け場所を確保すること。なお、ルーフ上にデ

ジタル無線のアンテナ 2本（1.2ｍ以上の離隔）を取り付けるため、同軸ケーブル 5D2V

敷設用配管 2本をキャビン内に取り込めるように設けること（取り付け位置等の詳細に

ついては別途協議）。 

（2） 操作部は、キャビン内のコンソールボックス等の中に、本体及び共用器は後部座席下

等その他の装置に支障がない位置に、操作及び脱着が容易で、無線機の点検等ができる

ように取り付け場所を確保すること。 

（3） 送受話器は、助手席付近に、室内スピーカーはキャビン内の聞き取りやすく操作の妨

げにならない位置に取り付けることができるように場所を確保すること。 

（4） 車外送受話器等を設置するため、左右前部シャッターボックス内に収納庫を 1 箇所ず

つ設けること。なお、収納庫は車外送受話器、スピーカー入切スイッチ、コネクターボ

ックス、AVM 装置の車外端末装置が設置できる大きさとする。 

（5） 車外スピーカーは、車外送受話器付近に 1 箇所ずつ取り付けられるように場所を確保

すること。 

（6） 車外送受話器及び車外スピーカーの電気配線は 6本確保すること。 

（7） 消防無線機の電源として、車両メインスイッチからの電気配線 1 本（起動線）を、ま

た、車両バッテリーからの電源用配線（正極、負極）2本を消防無線機本体まで配線す

ること。 

 

11. 車両動態管理装置（以下「AVM装置」という。） 

（1） AVM装置本体、車外端末装置、GPSアンテナは、組合が指定する車両から載せ替えるた

め、組合が指定する業者と協議し、AVM装置本体の重量、振動及び運転者の視野の妨げ

にならないように取り付け場所を確保すること。なお、本体の取り付け場所については、

組合が指定する業者と協議して必要に応じ、艤装又は取り付け金具を設置するなどの措

置を講じること。 

（2） 車速センサー、バックセンサー、アクセサリーON、ON 電源等の信号取り出し用配線及

び車両バッテリーからの電源用配線（正極、負極）2本を助手席の足元付近まで配線す

ること。（取り付け位置等の詳細については別途協議） 

 

12. 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。 
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（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「タンク 1」の文字を記入すること。なお、標識灯は黄色とし、

文字は白色丸ゴシック、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」、「タンク 1」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２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「タンク 1」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 5.5t級（ハイルーフ） 4輪駆動方式 

2 ウインチ装置 1式 大橋機産製 電動駆動式 

3 照明装置 1式 
ナイトスキャンチーフ
NEXT90W-4灯 

車 両 バ ッ テ リ ー
DC24V 

4 照明器具 
前部 1式 FLASH BOY SP-Q28  

後部 1式 FLASH BOY SPⅡ-Q28 三脚付 

5 赤色警光灯 1式 ハイルーフ一体型 LED式 

6 標識灯 1式 ハイルーフ一体型 黄色（白字） 

7 赤色点滅灯 

キャブ

前面 
2個 ウィレン製 LED式 

グリル 4個 ウィレン製WIONSMCR24 LED式 

側面 10個 
ウィレン製 M6FCR24 

クリアレンズ仕様 左右各5 
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） 

2個 
ウィレン製 M6FCR24 

クリアレンズ仕様 
LED式 

リアフェ

ンダー部 
必要数   

展開ステ

ップ 
必要数   

8 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 

9 マップランプ 3個 助手席×1、後部席×2 LED式 

10 作業灯 

キャブ 

上部 
2個 長型・左右各1 LED式 

側面 6個 長型・左右各3 LED式 

11 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 

必要数 収納庫ステップ LED式 

必要数 後部ステップ LED式 

12 路肩灯 2個 左右各1 LED式（黄色） 

13 後輪照射灯 2個 後輪後左右各1 LED式 

14 車幅灯 2個 最後部側面各1 LED式 

15 補助作業灯 必要数 後輪フェンダー内 LED式 



 

必要数 前方ウインチ部 LED式 

16 テールランプ 2個 
小糸製作所製 2連タイプ 

シーケンシャルターン（クリア） 
LED式 

17 電子サイレンアンプ 1基 
大阪サイレン製 

TSK-D152又は同等以上 
 

18 ワイヤレスマイクアンプ 1式 

大阪サイレン製 

WM-3000A 、 AA-3800B 、
NDW-301 

マイク2本 

19 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 

20 右左折後退警報器 1式   

21 車外無線送受話器BOX 2個 スピーカー付  

22 手動式梯子昇降装置 1式  3連梯子、かぎ付梯子 

23 
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 

24 
バックアイカメラ及びモニ
ター 

1式 ドライブレコーダー付  

25 車内差込コンセント 
別途 

協議 

助手席側2 

後部2以上 
 

26 外部電源用2口コンセント 4個 
キャブ後方左右各1 

車体後方左右各1 
 

27 消防章 1式 フロントパネル部  

28 車輪止 2組 ゴム製・黄色 2個/1組 

29 消火器 1本 MA-20MV  

30 
ミックスタイヤ 

（予備タイヤ2本含む） 
8本  アルミホイール付 

31 タイヤチェーン（鉄製） 2組  シングル 

32 
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  

33 標準工具 1式   

34 
非常信号用具 

（停止表示板・発煙筒） 
1式   

35 
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  

36 予備球・ヒューズ 1式  全種類各3個 

37 支点リング 16個 

キャブ上部×4個 耐荷重表示 

リヤフェンダー内×左右各2 耐荷重表示 

側面アオリ部×左右各4 耐荷重表示 

38 ピンドルフック 2式 ウインチ部 耐荷重表示 

39 バウシャックル 4式 
前面×2 3t用 耐荷重表示 

後面×2 3t用 耐荷重表示 

 

 



（一般救助用資機材）

番 号 数 量 型式及び規格

1 1 ３．１ｍチタン製かぎ付はしご　ＫＨＦＬ－ＴＯＴ３１　又は同等以上

クレーン救出用金具　ＴＲＣ－０２　又は同等以上

横桟保護カバー　ＴＲＳ－５０Ｌ　又は同等以上

クロスバー　ＴＲＸ－１６７　又は同等以上

3 1
デラックスサバイバースリング　ＡＣ０１－０７０－００　Ｒｅｖ　Ｃ
又は同等以上

2
ペツル　セミスタティック１１ｍｍ　ＮＦＰＡ　Ｔユース適合品　１００
ｍ

2 ＣＭＣ製　ロープバッグ１００ｍ用（黒・赤）各１　又は同等以上

15 テープスリング　６０ｃｍ、１２０ｃｍ、１８０ｃｍ　各５

10 ステン１２Ｌ　ＫＬ１２Ｈ－Ｓ　又は同等以上

30 ステンО型環つき　ＫＡ１０Ｋ－Ｓ　又は同等以上

4 大径カラビナ　ＭＧＯ６０　又は同等以上

15
ペツル　オーケー　トライアクトロック（Ｍ３３Ａ　ＴＬ）　又は同等以
上

6 5 滑車ダブル　ＫＴ－０２Ａ　又は同等以上

（重量物排除用器具）

ルーカス　テレスコピックラムシリンダー　Ｒ４２１Ｅ２

ラムサポート　ＬＲＳーＴ

チルホール　ＴＵ－１６　又は同等以上

張力計　ＴＭＤ－Ｎ３０００　又は同等以上

（切断用器具）

1式 ハスクバーナー　Ｋ９７０Ｒescue

10 エンジンカッター用ブレード（マルチ）ＦＲ－３

１式 スチールチェーンソー　ＭＳ２４１Ｃ－ＭＶＷ

3 ＭＳ２４１用予備チェーン　ラピッドデュロ３

12 2 絶縁ボルトクリッパ　ＺＢＣ－６００　又は同等以上

4

5

8

サバイバースリング又は救助用
縛帯

滑車

ロープ

救助資機材

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（昭和61年10月1日自治省令第22号）

別表第１

7

9

2

品　名

かぎ付はしご

可搬ウインチ

８．７ｍチタン製三連はしご（搬送用キャスター付）
ＫＨＡ－８７（本体）、ＲＦＣ－０７５（キャスター）　又は同等以上

1式

三連はしご

カラビナ

チェーンソー

11

油圧ジャッキ 1式

ワイヤーロープ（φ１２ｍｍ　終端金具油圧ロック　透明被覆有り）
　内訳：２ｍ×２本　３ｍ×２本　５ｍ×５本　１０ｍ×２本

1式

エンジンカッター

ワイヤーロープ

鉄線カッター

11

10



（破壊用器具）

1 レスキューフォース　又は同等以上

2 ライトレスキュー　ハリガンツール＆アクスセット

14 3 防爆グラスファイバー柄ハンマー　Ｈー７２ＦＧ　又は同等以上

15 1 ストライカー　ＰＲＴ２２－０００６２５（標準一式）　又は同等以上

（検知・測定用器具）

16 1 北川式検知器　ＡＰ－２０Ｒ　又は同等以上

（呼吸保護用器具）

4 ドレーゲル空気呼吸器　ＰＳＳ－５０００

4 ドレーゲル空気呼吸器用面体　ＦＰＳ－７０００

18 8
ウルトレッサ（カーボンＦＲＰ　ゲージビルトイン型90°バルブ）
ＡＬＴ６０３Ｊ（ボンベカバー付）　６．８ℓ

（隊員保護用器具）

2 電気用ゴム手袋（高圧用）　ＹＳー１０１ー２０　特大サイズ

2 電気用ゴム手袋（高圧用）　ＹＳー１０１ー２１　大サイズ

5
藤井電工（１４０ｃｍ）　ＴＢ－ＯＲＬ－５２１　又は同等以上
　アルミ合金製カラビナ（ＦＳ－２１Ａ）付属

5 藤井電工　サポーターベルト（黒色）　ＡＢＫー１００　又は同等以上

4 ファルコン（Ｃ０３８ＡＡ０１）

4 トップ（Ｃ８１ＣＡＡ）　デルタ８ｍｍ（反転防止機能付）付

4 アブソービカーⅠ　高強度オーバルカラビナ　オグザン　Ｍ７２Ａ付

1 ピタゴール

21 4 山本光学　ＹＧ－５１００Ｄ　又は同等以上

22 4 ＢＧ１０００型

10 ダイオキシン類対応防塵マスク　３M６５００ＱＬ　又は同等以上

50 交換フィルター（１組２枚入）　２０９１－ＲＬ３　又は同等以上

（水難救助用器具）

24 4
胴付長靴　レスキューウェーダー　ＮＴ－ＰＲＯＸ－ＨＹ
内訳：Ｍ/２６．５ｃｍ×２、Ｌ/２７．０ｃｍ×２

25 4 ＨＩＫＯＳＰＯＲＴ　エクストリームＰＲＯ　Ｌ/ＬＬ×４

26 1 ＮＳ７７０型　又は同等以上

（山岳救助用器具）

1 バスケットストレッチャー　モデル７１（吊り具付）

1 バーティカルストレッチャー（アウタースキット、収納袋含む）

流水救助器具

有毒ガス測定器

携帯用コンクリート破壊器具

万能斧

ハンマー

13

携帯警報器

17 空気呼吸器

空気ボンベ

19 耐電手袋

20 安全帯

防塵メガネ

23 防塵マスク

救命胴衣

救命浮環

27 バスケット担架



（その他の救助用器具）

1 レイギアーズ　ＨＩＤペネトレイター５０（標準一式）

1 専用三脚

1 発電機　ヤマハＥＦ９００ｉｓ

2 ポラリオン　ＰＨ５０Ｄ　又は同等以上

3 防爆型携帯投光器　ペリカン　キングライト４０００

30 2 かるーいホン　ＴＤ－５０３Ｒ　又は同等以上

1 バックボード　ハイテクバックボード　モデル２０１０

1 ヘッドイモビライザー　モデル４４５

1 バックボード用ストラップ（３本セット）　モデル４３６－ＢＫ

1 バックボード用ストラップ（１本）　モデル４３６－ＩＭ

1 パルスオキシメーター　オニックス　Ｖaｎｔaｇe　９５９０

1式 ファーストエイドキットＮ　ＥＳ－４０００－０２９

1 ケッド　モデル１２５

1
ＨｉＫＯＫＩマルチボルトシリーズ（３６Ｖ）
ＡＣ/ＤＣアダプタ　ＥＴ３６Ａ

１式
ＨｉＫＯＫＩ　コードレスマルチツール　ＣＶ１８ＤＢＬ（ＬＹＰＫ）
付属品：予備バッテリー（ＢＳＬ１８６０）、ブレード３７種類各１
※詳細は、別途協議

破壊器具 1 レスキューナイフ

救助鋏 1 ロビンレスキューシザー

掛矢 1 掛矢

両口ハンマー　小 4 両口ハンマー　小

鉈（ナタ）　腰鉈 4 鉈（ナタ）　腰鉈

鋸（ノコ） 4 鋸（ノコ）　ガンマン

鎌（カマ） 4 鎌（カマ）　厚鎌

剣先ショベル 4 剣先ショベル　マルチショベル　特救Ⅱ（ショート）

バール 1 バール　レスキューバール　重量８㎏　耐荷重１ｔ　ＮＴ－ＨＫＲＢーＪ

ハッカー 1 ハッカー１０ｍｍゼブラハッカー

シノ 1 シノ １６ｍｍビニール付

1式

32

そ
の
他
の
携
帯
救
助
工
具

応急処置用セット

携帯拡声器

31

28

29

電動工具セット

ＨｉＫＯＫＩマルチボルトシリーズ（３６Ｖ）
コードレスディスクグラインダ　Ｇ３６１３ＤＢ（ＸＰ）
付属品：切断トイシ用ホイルガード×１、切断トイシ・スーパークロス
ネット（１０枚入）×１、サンディングディスク（１０枚入）×１、ダイ
ヤモンドカッター（Ｓ１カッター）×２、ダイヤモンドカッター（コンク
リート切断・際切り用）×２　※詳細は、別途協議

1式

1式

ＨｉＫＯＫＩマルチボルトシリーズ（３６Ｖ）
コードレスセーバソー　ＣＲ３６ＤＡ（ＸＰ）
付属品：セーバソーブレードマトリックスⅡ（ステンレス管材）　【刃厚
1.3mm、全長200mm及び300mm　５枚入】各１、【刃厚0.9mm、全長200mm及び
250mm　５枚入】各１、セーバソーブレードマトリックスⅡ（木工用）【刃
厚1.3mm、全長300mm　５枚入】×２　※詳細は、別途協議

1式

ＨｉＫＯＫＩマルチボルトシリーズ（３６Ｖ）
コードレスインパクトドライバ　ＷＨ３６ＤＡ（２ＸＰＢ）
付属品：両頭プラスビット（コンビセットＭＧ）×２、段付きドリル×
１、ハイスホールソー（設備工事用セットＢ）×１、モルタル用ドリル×
１０、木工錐×１０、ドリルチャックアダプタセット×１、ソケットアダ
プタ×１　※詳細は、別途協議

ＨｉＫＯＫＩマルチボルトシリーズ（３６Ｖ）
コードレスハンマドリル　ＤＨ３６ＤＳＡ（２ＷＰ）
付属品：デルタゴンビット【Ｄ32mm、Ｌ280mm、ℓ160mm】×１、ドリルビッ
ト（一条溝）【Ｄ40mm、Ｌ280mm、ℓ142mm】×１、ドリルビット（二条溝）
【Ｄ38mm、Ｌ505mm、ℓ355mm】×１、ブルポイント【Ｌ280mm、Ｈ17mm】×
１、ブルポイント【Ｌ450mm、Ｈ17mm】×１　※詳細は、別途協議

投光器一式

携帯投光器



別表第２

（重量物排除用器具）

1 1式

パラテック　マキシー・フォースＧ２　エアバッグ（標準一式）
内訳：レギュレター（ＡＬＴ６３９Ｊ３０Ｍｐａ充填空気ボンベ対応）×
１、デゥアルコントローラ×１、ストップバルブ×３、高圧ホース赤５ｍ
×２、高圧ホース黄５ｍ×２、ＫＰＩ－３（マット）×１、ＫＰＩ－５
（マット）×１、ＫＰＩ－３２（マット）×２、専用収納ケース×１

ルーカス　スプレッダー　ＳＰ３３３Ｅ２

ルーカス　チェーンセット　ＫＳＶ１１

ルーカス　ツールステーション　２．５ｍ×２．０ｍ

（切断用器具）

3 1式
ヒルティ　レシプロソー　ＷＳＲ３６Ａ
予備バッテリー×１、充電器×１、替刃×５　日本語ＤＶＤ付

ルーカス　カッター　Ｓ３７７Ｅ２

ルーカス　ミニカッターセット　ＬＳＨ４

（呼吸保護用器具）

5 4 簡易呼吸器　独立マスクタイプ　パラート７５３０

（隊員保護用器具）

6

7

8 4 高圧用　（２７ｃｍ・２８ｃｍ） ＹＳ－１１１－９ 各サイズ２足ずつ

9 4 耐電帽子　黄色　ＹＳ－１２５－１

別表第３

（高度救助用器具）

1式
シークサーマル製　オレンジリヴィールプロ　簡易捜索キット
内訳：オレンジリヴィールプロ簡易熱画像カメラ×３、デジタル暗視カメ
ラ×１、各種付属品、専用収納ケース×１

1式 ＦＬＩＲ　Ｋ５５

2 1式 崩落監視システム（遠隔監視）　ＹＯＮＥ　ＭＩＨＡＲＩ－Ｂ１

2

4 大型油圧切断機

1

簡易呼吸器

特殊ヘルメット

熱画像直視装置

熱画像直視装置

空気鋸

大型油圧スプレッダー

耐電ズボン

耐電長靴

4

耐電衣

地震警報器

1式

マット型空気ジャッキ

1式

高圧用７，０００Ｖ以下　黄色　保護衣付　ＮＴ－ＹＴＧ－ＫＦＤ



別表外資器材

1 ウェーバー製　サポートスタブパック　スタブパック４セット

1 ウェーバー製　スタブロックセット

1 ウェーバー製　クリビング１００セット

2 ウェーバー製　スライドステップチョーク（黒）

1 プロテクティブパッドアップグレード

2 1 ＫＴＣ５６点工具セット（取っ手付き工具箱含む）

3 1 ＹＳＬ３－５０（巻尺５０ｍ）　又は同等以上

4 1 ＧＥ-３０Ｋ（防雨型３０ｍ）　又は同等以上

5 6 バウ型　３ｔ、５ｔ、８ｔ　各２個ずつ

1 ガソリン携行缶　２０ℓ　ＫＴ－２０　又は同等以上

5 ガソリン携行缶　５ℓ　ＫＴ－５　又は同等以上

1 ２台／式　耐荷重８．９ｋＮ　ＡＣ－１４

1 ２台／式　耐荷重１２．４ｋＮ　ＡＣ－１７

8 2 レスキューバッグハイストレングスＲＳＱ２０　又は同等以上

9 2 レスキューバッグハイストレングスＲＳＱ２５　又は同等以上

10 2 ＫＳ－５０Ａ　又は同等以上

2組 トラック用（ゴム製）　２個組

1組 鉄製　２個組

12 1 ＨＥＶ－７５０Ｄ　又は同等以上

13 2 折り畳みタイプ　ＪＬＥ－１０　又は同等以上

14 1 大・中・小（各１枚入）　ドンゲスＡＳＳ－ＳＥＴ２

15 4
伸縮カラーコーン（大）ＳＤ-６１２　又は同等以上
（点滅灯付き　高さ６１ｃｍ）

16 2 赤色合図灯 赤ＬＥＤ　６０cm

17 2 ＦＳジャパン　プライバシーシートＢＩＧ

18 1 リコーＧ８００（予備バッテリー×１、外部フラッシュ含む）　又は同等以上

19 1式 ＦＬＩＲ　Ａｅｒｉａｌ　ＦＦ　Ｍ２００ＸＴ　３３＆Ｋ２　又は同等以上

20 1 放射温度計　ＨＩＯＫＩ　ＦＴ３７０１

21 2式 エコーテック　ＺＯ４１セット　ＺＯ－４１ＦＳ　又は同等以上

22 4 グレゴリー　デナリ１００（１００ℓ）　又は同等以上

23 1式 「緊急消防援助隊　福岡県隊」×３枚（白色）　サイズ別途指示

スローバック　１２ｍｍ×２０
ｍ

1

シャックル

無人航空機

11

6

7

スローバック　１２ｍｍ×２５
ｍ

メジャー

コードリール

緊急消防援助隊車両用マグネッ
トシート

緊急消防援助隊用リュック

目隠しシート

火災調査用超音波カッター

デジタルカメラ

オートクリブ

携行缶

工具箱

車両安定器具等関連器具

車輪止め（車両用とは別）

電気自動車用検電器

ＬＥＤ矢印板

エアバックセフティー

カラーコーン

非接触温度計

赤色合図灯

現場見取図板（原調用画板）



消火活動用資機材

2 2

3 2 岩崎製作所　１６ＳＫＧＦ３Ｐ　又は同等以上

4 2 ゴム製（７５ｍｍ）

5 2 岩崎製作所　１６ＲＰＦ０１５ＸＸ（１０ｍｍ×１５ｍ）　又は同等以上

6 2 ＹＯＮＥ　スーパースイング　ＡＳ－７５ＳＳＷ　又は同等以上

7 2

8 2 岩崎製作所　１６ＲＳ０１ＸＸ　又は同等以上

9 2 ７５ネジメス×６５差込メス

10 1 ＹＯＮＥ　ＦＨバール　又は同等以上

11 1 日之出式

12 1 ＹＯＮＥ　不動　ＦＵＤＯＵ

4 ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨ－４０ＱＦ

2 ＹＯＮＥ　ボアテックスノズル　ＮＶ－４０ＶＸ

14 4 ＹＯＮＥ　ＭＣ吐水口媒介　ＡＮ－６５ＭＣ

15 4 ＹＯＮＥ　異径媒介　５０差込メス×４０差込オス

16 2 ＹＯＮＥ　同径媒介　６５差込メス×１、６５差込オス×１

17 2 ＹＯＮＥ　シャットオフボールバルブ　ＢＯ－４０

18 2 ＹＯＮＥ　ＭＣ分岐ボールバルブ　ＷＢ－５０ＭＣ（４０＊５０対応モデル）

19 2

20 20 帝国繊維　４０ＳＰダブル（イエロー）2.0MPa　又は同等以上 ※別途協議

21 20 帝国繊維　プロファイターＡ（イエロー）1.6MPa　又は同等以上

22 2 リバーシブルホースブリッジ（幅４６ｃｍ　２個セット）　又は同等以上

23 3 車輪付ホース背負器

24 2 ３本収納可能　※別途協議

25 5 キンパイ　ホースバンテージ　ＨＢ－１００　又は同等以上

26 20 ミラクルフォームα（２０ℓポリタンク）

27 5 ２０ℓポリタンク

28 5 ２０ℓポリタンク

ディスクストレーナー

吸管ストレーナー及びちりよけ
籠

吸口ストレーナー

消火栓開閉金具

ノズル

吸管ロープ

オーサカゴム　ＬＦ－ＲＳ　７５ｍｍ×１０ｍ　１本
７５ｍｍ両端ＴＳ×３．３ｍ　３本
スクリューロック媒介　１個
異径媒介　７５ＴＳ×６５町野メス　２個
媒介金具　７５ＴＳ×７５ネジメス　１個
※詳細については、別途協議とする。

とび口

1 吸管

消火栓金具

吸管スパナ

１式

吸管枕木

ホースバンド

ノズル

放水媒介金具

放水媒介金具

吸口エルボ

ホース（６５ｍｍ）

分岐管

13

放水媒介金具

ホース（４０ｍｍ）

放水媒介金具

消泡剤

トレーニングフォーム

泡原液

ホース背負い器

ホースバッグ

ホースブリッジ

スタンドパイプ

バール


