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給水車仕様書 

 

この仕様書は，福山市上下水道局が給水車（1,700 L 積載）を１台購入するにあたって，

次のとおり特別装備を設けるものである。 

なお，納品場所は福山市上下水道局（福山市古野上町 15番 25号）とする。 

 

【基本車両仕様】 

１ 給水タンク積載トラックはディーゼルエンジン車で，車両総重量を加味したうえで必要

かつ十分な駆動力を有するものとする。 

２ 次に掲げる燃費基準値（JH15モード）を満たす自動車であること。 

区 分 最大積載量 燃費基準値 

車両総重量が 3.5t 超

5.0t未満 

最大積載量が 1.5t超 2.0t以下 10.87km/L以上 

３ ２WD・AT車であること。 

４ 乗車定員は３名であること。 

５ パワステ・パワーウインドウ・エアコン付きとする。 

６ バックモニター・カーナビゲーション（ラジオ付き）を装備する。画面サイズは７イン

チ以上とし，オーディオスペースに格納できるものとする。 

７ ドライブレコーダー（記録は前方向のみで可）を装備する。 

８ 運転席助手席エアバック付きとする。 

９ ボデー色は白系とする。 

10 フォグランプを装着し，ヘッドライトと共に，LEDとする。 

 

【車両特別装備】 

１ フロアマット 一式 

２ サイドバイザ 一式 

３ バックブザー 一式 

４ 非常停止表示板 一式 

５ 車輪止め（軽量タイプ） 一式 

６ PTO駆動吸排水ポンプ設置（揚程 20ｍ以上・吐出量 200L／min ステンレス製）。吸排水

口は，左右両側へ町野式カップリング 65mmオスを装備する。 

７ ポンプ操作部照明灯（LED）20Ｗ左右設置（スイッチ付き）  一式 

８ 後輪照明灯（LED）左右設置（運転席スイッチ付き）     一式 

９ エンジン排気口先端は右サイド側向きに変更とする。     一式 

10 車台フレームは防錆塗装を上塗り追加する。         一式 

11 後部バンパーは反射板付きとする。 

12 ドア両側及びフロントパネル部文字等記入（黒色）     一式 

ア） ドア両側中央部文字記入 漢字文字は左右とも前から 

漢字文字 給水車 ・全書き幅 45㎝（ドア中央部バランス記入） 

 ・文字角 12㎝ 
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 ・文字の太さ 15mm 

イ） ドア両側下部記入 

数字文字 №３３６ ・全書き幅 24㎝ 

 ・文字タテ 6.5㎝ヨコ 4㎝ 

 ・文字の太さ 7mm 

 ・№の oはタテ 4.5㎝ 

ウ） フロントパネル左中央記入（カラー色） 

福山市指定バラマーク ・約 15㎝角 

13 車両標準装備品はその仕様どおりとする。 

14 保証期間及び保証内容は車両保証書どおりとする。 

15 契約締結後，製作承認図を提出すること。 

 

【給水タンク等仕様】 

１ タンク内積載容量は 1,700Lとする。 

２ タンク材質はステンレス＃304製で厚さ 3mmとする。 

３ タンク形状は楕円筒型とする。 

４ タンク表面はバブ研磨仕上げとし，内面は酸洗い仕上げとする。 

５ タンク後部縦中央より右に透明ポリ管による水量液面計を設ける。 

６ タンク内部に前後の揺れ止め隔壁を設ける。 

７ 以下タンク付随設備 8～11はステンレス製＃304で厚さ 4mmとする。 

８ タンク上面後部（タンク後部面より 100mm）に施錠付きのマンホール（径 450mm）を設け

る。 

９ タンク上部マンホールに至る梯子（幅 400mm一部異形）を設ける。 

10 タンク後部中央下にボール弁 65mm 設置，それに横接続の（管径 50mm・全幅 1,500mm で

レバーコック式カラン 20mm４個付き）の給水管（カムロックアダプター付き）を設ける。

管の両端部に町野式カップリング 65mmを左側は配管と同方の左向き，右側は後方向きに計

２か所設ける。 

11 タンク横両サイドにタンク丈と同長のホース格納箱を設ける。 

12 給水車使用後に給水タンク内の水を完全に抜きとることができる構造とすること。 

13 タンク前面と運転席キャビンとの間にステンレス製ボックスを設置する。高さ 900mm×

横幅 1,500mm×縦幅 300mm 程度で，内部の上下中間に棚を設け，開閉扉は左側の一枚で施

錠付きとする。 

14 スペアタイヤは後部に吊り格納し，シャシフレーム上には美観上スペアタイヤが隠れる

ようアルミ製の板（左右両端はＬ型に内側に折り曲げる）を設ける。 

15 タンク後部上に可動型照明灯（LED）２基（20Ｗ･スイッチ付き）を設ける。 

16 タンク両側及び後部中央文字記入（黒色） 漢字文字左右とも前から記入すること。 

ア） タンク両側面 文字 福山市上下水道局 

・ 全書き幅 130㎝（梯子の前端よりタンク前面間に中央

バランス，タンクの上下中央ラインに文字列下部が揃

うよう記入する。） 

・ 文字角 15㎝ 
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・ 文字の太さ 18mm 

イ） タンク後部 文字 福山市上下水道局 

・ 全書き幅 100㎝ 

・ 文字角 13㎝ 

・ 文字の太さ 16mm 

・ 文字列はタンク上下の中央に，幅はタンク幅中央にバ

ランス記入する。 

  文字 飲料水給水車 

・ 片側 3文字書き幅 45㎝ 

・ 文字角 12㎝ 

・ 文字の太さ 15mm 

文字列は福山市上下水道局文字の上 5 ㎝を空け福山市市

章の両側にバランス記入する。 

福山市指定市章 

・ 文字角 12㎝ 

福山市上下水道局文字列の上面とタンク上面との間に中

央バランス記入する。 

 

【緊急車両用赤色回転灯仕様】 

１ 車両には緊急車両用赤色回転灯を取り付け，その申請及び検査に伴う手続を行ったうえ

で納車することとする。 

２ 取付は運転席キャビンルーフで，キャリアーを取り付け，その上部に本体を取り付ける。 

３ 赤色回転灯（散光式警光灯） 

  ＡＺＳ－Ｍ１ＬＮＦＷ－ＲＲ－５３Ｎ（スピーカ内蔵式）        一式  

４ 電子サイレンアンプ ＳＡＰ－５２０ＰＣ－Ｚ              一式 

５ マイク  ＳＤＭ－１０Ａ                      一式 

６ ステンレスパイプ製（磨き）またはルーフキャリア           一式 

７ その他取り付けに伴う部品                      一式 

  ※３から６については，同等品での取付けを可とする。 

 

【給水補助備品仕様】 

１ 次の部材を目安に給水補助備品を製作又は調達し，これらは全て【給水タンク等仕様】

の 13に示すボックスに格納できるものとする。製作に当たり，必要な機能を満たすもので

あれば，異なる部材を使用することは差し支えない。 

２ 給水用ホース ４本 

【給水タンク等仕様】の 10に記載する給水管のカムロックアダプターに接続するための給

水用ホースを製作すること。ホース径は２０mm程度で，手で開閉可能な止水栓を取り付け

ること。また，標準的なペットボトルにも容易に給水できるよう，ホース先端を１３mm程

度に変換できるようにすること（ソケット等を脱着することで可）。 

３ 給水容器を置くための板 ４枚 

５００mm×４００mm程度の大きさの板で，２０kg程度の容器を繰り返し置くことにも耐
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えうる材質，構造であること。ボックスにスムーズに入れることが難しい場合には２つ折

りにできるようにすること。 

４ 消防ホース 合計６本 メーカ不問 

６５ｍｍ×１０ｍ 口金具 町野６５Ａ オス／メス ３本 

６５ｍｍ×１０ｍ 口金具 町野６５Ａ メス／メス １本 

６５ｍｍ× ５ｍ 口金具 町野６５Ａ オス／メス １本 

６５ｍｍ× ５ｍ 口金具 町野６５Ａ メス／メス １本 

５ 消火栓用スタンド １基 

地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引き上げ取り外し式 吸水側・吐出側６５Ａ 

６ 上記の給水ホース，消防ホース，消火栓用スタンドには，金属部分に「３３６号」のシ

ールを貼ること。 

 

【その他】 

１ 納期は，２０２３年（令和５年）７月３１日（月）とする。ただし，社会経済情勢によ

り期日に間に合わない見込みとなった場合には，別途協議することとする。 

２ 同等品で応札する場合，２０２２年（令和４年）６月１３日（月）までに，同等承認申

請書（様式 2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を上記の担当者へ持参し，

承認を得ること。承認を得ていない場合，入札に参加できません。 

３ 一般的な使用形態にもかかわらず，納入した日から１年以内に車両に不具合が発生した

場合には，受注者の負担において修理又は部品の交換等を実施すること。ただし，当該不

具合についての保証期間が別に定めてあり，その保証期間が納入した日から１年以上にわ

たる場合には，それを適用する。 

  また，保証期間経過後であっても，設計・製作・材質等の不良に起因するものについて

は，受注者の負担において無償交換又は修理等を行うこと。この場合において交換又は修

理等を要したものについては，交換又は修理等の完了の翌日からさらに１年間保証期間を

延長するものとする。 

４ 納車後に，職員向けに車両の使用方法についての説明会を実施することとし，日程は係

員と協議することとする。 

以上 

 


