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1.総則

　

2.工事現場管理

　本要領書は、基礎コンクリート上に組立て設置する二次製品防火水槽等の施工方法を

定めたもので、工事着手から搬入、据付、組立等を手順良く確実に行うことを目的とす

設計図書及び特記仕様書に記載されている事項は、この要領書に優先する。

(1)　工事責任者は、工事現場の安全管理について十分留意しなければならない。

る。ただし、基礎コンクリートは所定の構造、品質において構築するものとする。尚、

　　 死角での作業は、絶対に避けなければならない。

(4)　本体部材縦締め工に使用する油圧ジャッキは事前にチェックし、正常に作動する

　　 かどうかを確認しなければならない。また、縦締め工作業中は、絶対に緊張方向

　　 に人を立ち入らせてはならない。

(2)　防火水槽各部材の搬入及び据付等に使用する諸機械器具は、絶えず点検を行い事

　　 故防止に努めなければならない。

(3)　防火水槽各部材の据付作業は、部材の重量、作業半径を考慮に入れて余裕のある

　　 い、吊り上げ移動は、作業員の頭上を通過させてはならない。又、部材の下及び

　　 クレーン及び器具を使用しなければならない。但し、玉掛作業は、有資格者が行

(7)　工事責任者とは、請負者から選任された管理技術者または主任技術者をさすもの

　　 とする。

(5)　防火水槽の頂版上で作業する時は、付帯工事中の作業者に十分注意して作業しな

　　 ければならない。

(6)　その他関係法規の定めるところにより、絶えず事故防止に留意しなければならな

　　 い。
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3.施工
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図-2　Ａ型40ｍ
3
組立摸式図

図-1　防火水槽工事工程

3.2 組立摸式図

    防火水槽の組立摸式図を図-2に示す。(一連番号は据付順序)

3.1 工程

    防火水槽の工事工程を図-1に示す。(Ａ・Ｂ型40ｍ
3
)

（0.3）
基礎コンクリート打設

（0.1）
型　枠　組　立

(0.1)
防火水槽内部清掃

(総日数：14.2～16.2日)

(1)
防水工

(2～4)
防水チェック及び養生

(0.3)
防火水槽周囲埋戻し工事完成竣工検査
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3.3 準備

    営業担当と工事責任者が、図-3の用紙を用いて綿密な打合せを行う。

3.4 準備物

    防火水槽据付時の各種工事に使用する器具、機材として次のものを準備する。

    打合せは、防火水槽新設工事を安全、スムーズに進めるためのものであるから、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.5ｍｍ―3.0ｍ　　　　2本

    (2) dehaカップラー　　　　　　　　　　　　       　   8tf用　　　　2個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  4tf用　　　　2個

(やせているもの、キンク、形くずれ、その他異常のあるものは使用しない)

　　(6) 中間ボックスB部材位置合わせ治具　　　　                  　　　1式

    (3) シャックル                                        φ44mm　　   2個

    (4) アイボルト　　　　　   底設ピット部材用―M20                   2本

　　　　　　　　         　　　調整用部材用　　―M12　　　　　　　　　 3本

　　(5) バール　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4本

    (2) ワッシャー (SUS304)            　           　   φ55-t4.5mm   4枚

    (3) ラチェットレンチ　　　　　　　　　　　 　M20用　　　           2丁

    (4) メーター付トルクレンチ(2800TMK)　　　　　　　　　　　 　　　   1丁

但し、イ）、ロ）は底設ピット1箇所当りの数量である。

3.4.1 据付工

　　(1) 台付けワイヤー　　　　　　　　　　　　　28.0ｍｍ―3.0ｍ　　　　2本

3.4.2 底設ピットボルト緊結工

    (1) 六角ボルト(SUS304)　　　　　　　　     　M20　　　　　         4本

        A・C型　L＝200mm　，B型　L＝220mm
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　　(2) スコップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4丁

　　(3) 不陸修正用ライナープレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

　　(4) 掃除用ワイヤーブラシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2本

 　 (2) ボルト、ナット、ワッシャー(SS400・溶融亜鉛メッキ)              3組

　　(5) グラウトミキサー(簡易式)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1台

3.4.5 調整用部材及び鉄蓋据付

　　(1) レベル及びスタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1組

3.4.6 その他

　　但し、イ）、ロ）共底設ピット1箇所当りの数量である。

3.4.4 グラウト工

　　(6) 木栓、パテ材　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

    (2) PC鋼より線定着具

　　　　グリップ(ポステン用)　　　　　　　呼び名　15.2mm　　　　　　　12個

　　　　アンカープレート(SS400)125mm×125mm―ｔ16mm　　　　　　　　　　8個

 　 (4) グラウトポンプ(ダイヤフラム型手押式)　　　　　　　　　　　　　 1台

    (1) 吸管投入孔蓋及び受枠(原則として消防署指定品)　　　　　　　　　 1組

3.4.3 縦締め工

    (1) PC鋼より線(SWPR7B)　　　　　　　　　　　φ15.2mm　　　　　　　 4本

　　(3) 定着部保護モルタル(スランプ0cm)

　　(4) 30tf油圧ジャッキ(センターホール型)ポンプ　　　 　　　　　　　　4台

    (5) チェアー　　　　　　　　　　　　　　　　　30ｔ用　　　　　　　 4台　　　　　　　　

    (1) ポルトランドセメント(JIS　R5210)        

 　 (2) 減水剤(遅延型)ポゾリス№8またはポゾリスNo,100R      

 　 (3) 起泡剤　　　　　　　アルミ粉末
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図-3　打合せ確認書

防火水槽 本体据付工事打合せ確認書 

１ 工 事 名  打合せ日：平成   年   月    日 

社  名  御打合者氏名 ｻｲﾝ 
２ 契約社名 

住  所  TEL      （    ） 

発注者名  所 在 地  

責任者名  役職  TEL   （    ） 
３ 

発注主体 
確認書発

行に必要 
設置場所  

４ 型式記号 
□ ＴＴ４０－Ⅰ－Ａ－１.０ Ｔ部材（有・無）      □ ＴＴ４０－Ⅰ－Ｂ－１.０ Ｔ部材（有・無） 
□ ＴＴ４０－Ⅰ－Ａ－１.５ Ｔ部材（有・無）      □ ＴＴ４０－Ⅰ－Ｂ－１.５ Ｔ部材（有・無） 
□ ＴＴ４０－Ⅱ－Ａ－１.０ Ｔ部材（有・無）      □ ＴＴ４０－Ⅱ－Ｂ－１.０ Ｔ部材（有・無） 

５ 仕  様 

□ 底設ピット（  個）   位置：平行・対角・特殊 
□ 吸管投入孔（  ヶ所）  □ ステップ・タラップ（  ヶ所） 
□ 内面コーティング（有・無） 
□ 採水システム［有・無（管理込み・採水管スラブ・頂版開口）］ 
□ 蓋・受枠  指定蓋 有・無（    型） 

調整用部材 
(１基当り) 

口 土被り厚（    m） 

 
□ Ｈ＝１００（   個） 
□ Ｈ＝２００（   個） 
□ Ｈ＝３００（   個） 

４０m３ 
セメント 17 袋  ＋  砂 1.00 m3 

 

セメント 4 袋  ＋  ドライモルタル 1.00 m3 

 

電  気 
□ 支給電源 作業電源 100V（   Ａ）１式 
□ 電源位置 貯水槽中心より    ｍ以内    □ 電源の支給できず 

６ 
無償 
支給品 

水 口 蛇口位置 貯水槽中心より    ｍ以内    □ 水の支給できず 

７ 据付工事 
□ 当初予定  平成   年   月   日    時頃 
□ 確認予定  平成   年   月   日    時頃 

８ クレーン □ クレーン能力（    ｔ）  □ クレーン形式（        ）  □ クレーン準備 先客・事業所・建設 

９ 

お客様の 
責任で実

施管理し

て戴く事

項 

□ 掘削の形状・寸法の確認（幅   ｍ×長   ｍ×高   ｍ）  □ 掘削地盤の地耐力の確認 
□ 据付工事に安全な土留め工  □ 基礎コンクリートの寸法（   ｍ×   ｍ）  □ 養生・強度の確認 
□ 据付工事現場の安全管理   □ 基準高の指示及び確認 
□ 据付工事開始から埋め戻し時迄の水替え作業（最高水位は基礎コン下面まで） 
□ 防水養生期間の厳守 ※７月～９月 ４８時間 ※１２月～３月 ９６時間 ※４月～６月・１０月・１１月 ７２時間 
□ 貯水槽部材に外力及び損傷を与えない適切な埋戻し方法の厳守  □ 埋戻し期間は防水工事完了後 
□ 吸管投入孔等からの浸入水の完全防止（最終検査完了時迄） 

10 搬入道路  

個別認定証 必要   部 社名・工事名（入・抜） 作業員名簿 
11 提出書類 

必 要 不 要 
試験成績表 

不 要 元請名： 必要  部 不 要 

12 宿泊 必要   名 ・ 不 要 

13 連絡先 緊急時雨天等による工事延期等の連絡先 氏名  TEL    （   ） 

14 担当営業 ㈱髙見澤 ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部   営業所 担当者 氏名  TEL    （   ） 

15 特記事項  

16 
満足度 
(工事終了後) 

 優   良   可   不可 
コメント： 

 ㈱ 髙見澤 

注）記入欄は必ず記入すること。 □欄は必ずチェックすること。 
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4.基礎工

　　　　 をする。

　　　　 間隔は正確に施工する。

　　　　 底設ピットの位置・間隔は、図-5の基礎図を参照する。

　　(6)　型枠除去後、基礎コンクリート面に図-6に示す地墨を打ち部材据付の準備

　　(5)　基礎コンクリートは、設計図に示された仕様で施工しなければならない。

　　　 　特に、底設ピット用開口の寸法、及び底設ピットが２箇所ある場合の中心

　　(2)　基礎は防火水槽の重量に耐える構造とする。

　　(1)　掘削は、据付作業が安全に行えるよう、図-4のようにスペースを設ける。

　　(4)　基礎コンクリート上面は、防火水槽の設置高より2～3cm程度低く、水平に

　　　　 仕上げる。

　　(3)　基礎は原則として直接基礎とする。但し、著しく軟弱な地盤及び液状化の

　　　　 恐れのある地盤では、地盤改良、杭基礎等必要な対策を講じなければなら

　　　　 ない。

　　　　　　　　Ａ＝0.3ｍ

　　　　　　　　Ｂ＝1.0ｍ

　図-4
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図-5-1
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図-5-2

図-5-1　Ａ型40ｍ3基礎図
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　　　　　　　　　P通り　　　　底設ピット部材

　　　　　　　　　　　　図-6　防火水槽の墨出し箇所

　　　　　　　　　A,H通り　　　中間ボックス部材及び端面部材
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5.据付

　　5.1 搬入

　　　　防火水槽部材のトラック積載例を図-7に示す。部材間には、各部材が直接ぶつ

　　　  からないように台木を使用する。また、走行中の振動によって緩まないように

　　　　 確認しなければならない。

　　　  確実に台付けワイヤーで固定する。

　　　　 間ボックスＢ部材は、底設ピットとの接合部を十分研掃してから仮置する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図-7　積載例

　　　　 が生じない平らな場所を選定し、部材に欠損が生じないよう台木の上に仮置す

　　　　 る。この時、据付作業が円滑安全に行えるようにしなければならない。尚、中

　　5.2 仮置

　　 (2) 原則として、仮置きは行わず部材搬入と同時に据付工事を行う。

　　　　 工事現場の状況により仮置を行う必要がある場合、工事責任者は沈下及び転倒

     (1) 工事責任者は、仮置・据付前に形状・構造等に欠陥がないかどうか目視により
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　　5.3 本体部材据付工

　　 (1) 工事責任者は、据付工事前に合図者を決めなければならない。

　　　　 合図者は、玉掛技能講習終了者でなければならない。

　　 (2) 一切の玉掛作業は、合図者の合図に従って行わなければならない。尚、合図者

　　　　 は、周囲作業者の安全・吊り治具の状況等に注意を払いながら作業を進め、危

　　　　 険な作業を行ってはならない。

　　 (3) 本体の吊り込みは、専用治具を使用する。

　　 (4) 底設ピットの部材の吊り込みは、アイボルトを使用し対角線の2点吊りとする。

　　　　 アイボルトは図-8のように連結インサートにしっかりとねじ込む。

　　　　　　　　　　　　　図-8　底設ピット部材の吊り込み
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図-9　ライナープレート位置図

表-1

　　　　 ルを設置高より2～3㎜程度高く敷き均す。

　　　　 ライナープレートの位置図を図-9、空練りモルタルの標準配合を表-1に示す。

セメント(C)

砂(S)

80㎏

240㎏

　　 (5) 部材据付前に、ライナープレートを設置高に合わせてセットし、空練りモルタ

空練りモルタル標準配合
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　　　　2) 中間ボックスＢ部材のボルト孔に、位

　　 (6) 部材据付時に、継手部やシール材が損傷しないように十分注意する。

　　 (7) 底設ピット部材据付

　　　　1) 底設ピット部材は、設置面から「52㎝下がり」に水平に据え付ける。

図-10

　　　　2) 底設ピット部材の天端マークをP通りの墨出しに合わせて据え付ける。

　　　　3) 据付完了時点で、位置及びレベルのチェックを行う。

　　　　4) 底設ピット部材接合面のごみ、小石等を除去する。

　　　　5) 据付完了時点でシール材の損傷の有無を確認する。

　　 (8) 中間ボックスＢ部材研掃、据付

　　　　　 張り出して部材を設置し、底設ピットとの接合部をワイヤーブラシ等で十分

　　　　　 研掃する。尚、研掃時には吊りワイヤーを張った状態にしておかなければな

　　　　　 らない。

　　　　1) 中間ボックスＢ部材据付(仮置)前に図-10のようにトラックの荷台から1.3m

　　　　　 する。

　　　　　 置合わせ治具を図-11のようにセット

　　　　3) 開口部のマークを目安にしておおまか

　　　　　 位置合わせを行い、治具頭部を動かし

　　　　　 た状態で、部材をゆっくりと吊り降し　　　

　　　　　 据え付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  図-11

　　　　　 ながら先端を緊結用インサートに差し

　　　　　 込む。

　　　　4) 緊結用インサートに治具を垂直に立て
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　　 (9) 底設ピットボルト緊結工

　　　　　 る。この時、2箇所が同じ作業速度になるようにお互いに確認する。

　　　　2) 全てのボルトを締め付け、中間ボックスＢ部材と底設ピット部材の間隔が

　　　　　 2～3㎜程度になった時点で、メーター付トルクレンチを用いて、締付トル

　　　　　 ク値を確認しながら締付けを行う。締付トルク値は20㎏f･m(200N･m)で

　　　　2) 施工順序に従いＡ通りの墨出しを目安にして、先に据え付けた部材に結合

　　　　　 ため、底設ピットが2箇所の場合は、2個目の中間ボックスＢ部材の据付前

　　　　　 させて順次据え付ける。この時、各部材の小口面に接着されているシール

　　　　3) 中間ボックス部材を置いただけでは、完全に結合されず、施工長が伸びる

　　　　　 及びグラウトパッキン材が、確実に接着されているか確認する。

　　　　1) ボルト緊結はラチェットレンチを使用し、対角線の2箇所を同時に締め付け

　　　　　 15㎏f･m(150N･m)以上、28㎏f･m(280N･m)以下とする。

　　　　1) 最初に、底設ピットをボルト緊結した中間ボックスＢ部材を、Ａ、Ｈ通り

　　　　　 の墨出しに合わせる。

　　(10) 中間ボックス部材据付

　　　　　 に底設ピットを適切な位置に据え付け直す。

　　(11) 端面部材据付

　　　　　 Ａ,Ｈ通りの墨出しを目安にして、中間ボックス部材に嵌合させて据え付け

　　　　　 る。この時、1つの端面部材を据え付けてフールプルーフを施した後に、残

　　　　　 りの部材を据え付ける。
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固定端 可動端

　　 (1) 縦締め工の使用材料(PC鋼より線,グリップ,アンカープレート）は、雨水等に

　　　　 ふれないように保管しなければならない。

　　 (2) 油圧ジャッキが正常に作動するか確認する。

　　 (3) PC鋼材(PC鋼より線7本より15.2㎜)をシース孔に通す。

　　(10) 所定の緊張力を与え、確認後5分以上そのまま保持する。

　　　　 緊張速度は、毎秒80㎏f～120㎏fとする。

　　 (7) プレストレッシングの初期引張力及び予定伸び量について工事責任者から指

　　　　 示を受ける。

　　 (8) 荷重計が所定の示度に達しても、PC鋼材の伸びが計算値に達するまで圧力を

　　　　 上げる。但し、この場合20.3tf/本を超えてはならない。

　　 (9) 所定の緊張力を与えた後、工事責任者は各部材の緊張状態を確認する。

　　 (6) PC鋼材の緊張は、4台の油圧ジャッキで同時に行う。

図-12

　　　　 時、反対側は油圧ジャッキが装置できる長さだけPC鋼より線に余裕がなけれ

　　5.4 本体部材縦締め工

　　(12) 再緊張後、アンカープレートの位置を確認し、オスコンを確実に押し込む。

　　　　 定着状態を確認後、4台のジャッキの荷重を同時に除荷する。

　　(11) 保持時間経過後、示度が低下していれば、所定の緊張力まで再緊張する。

　　 (4) PC鋼材にアンカープレートを通し、定着グリップで片方を仮止めする。この

　　　　 ばならない。又、アンカープレートはグラウト注入孔を上にしてセットする。

　　 (5) 定着具及びジャッキを図-12の通りセットする。
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　　(12) ジャッキを取りはずした後、PC鋼材を所定の長さ(23㎜)を残してガス切断す

　　　　 る。ガス切断は、有資格者が行わなければならない。

　　(13) 万一の事故に備えて、緊張方向に防護工を設けると共に、工事責任者は、縦

    (14) 縦締め工に使用する油圧ジャッキは、月1回キャリブレーションを行い、示度

　　　　 の確認をする。

　　(15) 防火水槽の長さ、現場の状況等により全部材を一度に縦締めできない場合は、

　　　　 締め工の間、緊張方向に人が立ち入らないように注意する。

　　　　 は14tf/本とする。

　　　　 本体部材据付途中に仮締めを行うこととする。尚、仮締めにおける緊張荷重
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流下時間
(秒)

膨張率(%)
水セメン
ト比(%)

減水剤
(C×%)

ｱﾙﾐ粉末
(C×%)

15～30 ≦10 40～45 0.25
0.005～
0.015

　　　　　　　　　　　表-3　保護モルタルの標準配合　　　　　　　　　　　　

　　　　 にゆっくりと撹拌を続ける。

　　 (7) 注入は、グラウトポンプで圧送(2～3㎏f/㎝
2
）し、徐々に行う。この時、空

100

　　　　 気が混入しないように注意する。

　　 (8) シース孔他端から注入したグラウトが吐出したら、注入孔を塞ぐ。

　　 (9) 注入完了後、2～4分間圧力計の示度は1～3㎏f/㎝2を保った状態にしておく。

　　(10) 注入頭を取り外して注入孔を塞ぐ。

　　 (3) PC鋼材とグリップとの間隙をパテ等で完全に閉塞する。

　　 (4) グラウト工の直前にシース孔を水洗いする。

　　 (5) 注入頭をアンカープレートの注入孔に挿入し、ポンプを規則正しく作動させ

　　　　 注入を行う。

　　 (6) グラウトは、水、減水剤、セメント、起泡剤の順序で投入するものとし、均

　　　　 一な性状が得られるまで練混ぜ撹拌する。又、注入作業が完了するまで、常

　　 (4) 充填後、保護モルタル打設面は金ゴテで入念に仕上げる。

　　 (3) 保護モルタルの施工前に接合面は十分吸水させておく。

　　5.6 PC鋼材定着部保護モルタル充填

       　取り除く。

　　 (2) 保護モルタルの標準配合を表-3に示す。充填は入念に行い、接着面の縁切れ

　　　　 がないようにスランプ0㎝とする。

     (1) 定着部に付着したレイタンス、土、油等をワイヤーブラシ等を用いて完全に

Ｃ(㎏)

40

Ｓ(㎏)

分散材
ﾎﾟｿﾞﾘｽ
№8又は
№100R

表-2　　グラウトの標準配合

　　 (1) グラウトの品質及び配合は、コンクリート標準示方書(土木学会)に準拠して

　　5.5 本体グラウト工

　　　　 行わなければならない。

　　 (2) グラウトの標準配合を表-2に示す。
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　　 (3) 部材据付後に、部材の接合状況・ステップの位置を確認する。

　　　　 吊り込み用インサートにしっかりとねじ込む。

　　 (3) 防水工は、漏水がないように施工しなければならない。特に、底設ピット周

　　 (1) 防火水槽の埋戻し工は、防水材の養生期間後に行わなければならない。

　　　 　げる。尚、保護モルタルの配合は表-3とする。

　　　　 には十分に注意する。

     (1) 防水工は防火水槽内で施工するため、酸欠状態にならないように、送風換気

     (7) 湧水、湛水のおそれがある場合は対策を講じる。

　 5.11 埋戻し工

　　 (4) 施工後のチェックは、防水工施工業者立会いで工事責任者が行う。特に上記

　　　　 (3)の箇所に注意する。

　　 (2) 埋戻しは、防火水槽に衝撃・損傷を与えないように、丁寧に行う。

　　 (1) 吊り込み金物の半球状の凹部に保護モルタルを充填し、金ゴテで平滑に仕上

　　 (4) 調整部材据付後に、鉄蓋受枠・鉄蓋を据え付け、所定のボルトにより確実に

　　　　 締め付ける。

　　 (5) 部材継手の防水材施工状態を確認する。

　　5.8 吊り込み金物部保護モルタル充填

　　 (2) 防水工は、別添の施工計画書に基づいて防水工事業者が施工する。

　 5.10 清掃・後片付け

     (1) 防水工終了後、内部の清掃及び外周の清掃・後片付けを行う。

　　　　 り及びボルト接合部は入念に施工する。

　　5.7 吸管投入孔調整用部材及び鉄蓋の据付

　　 (5) 防水工は、気象条件の影響を考慮し、必要な対策を講じて施工する。

　　 (6) 防水工の養生は、夏季48ｈ・冬季96ｈ以上とし、養生期間中は、水に濡れる

　　　　 ことがないようにする。

     (2) 部材の吊り込みは、アイボルトを使用し、3点吊りする。尚、アイボルトは、

     (1) 部材据付前に、部材の形状・構造に問題がないか、所定のシール材が確実に

　　5.9 防水工

         貼り付けられているかを確認する。
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工程
着手前

〃
〃

躯体工
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

完成
〃

　　　　3) 工事写真の撮影箇所(例)を表-4に示す。

　　　　4) 工事写真撮影時には、次の項目を記載した黒板等を被写体共に撮影する。

　　　　　　①工事名

　　　　　　②工種名

品質管理記録表 計測状況

　　　　施工完了後、発注者からの要求があった場合には、以下の書類を提出する。　　　

   5.12 施工完了後の提出書類

　　　　1) 写真は原則としてカラー写真とし、大きさはサービスサイズとする。

　　　　2) 工事写真帳は、ポケットアルバムとする。

　　　　　　③設計寸法・規格等

　　　　　　④実測寸法等

　　 (1) 工事写真

〃 防水工完了 〃

〃 各部材ごと
全景又は代表部分 完成後 〃

〃 ライニング材計量混合 計量混合中 〃
〃 ライニング状況 施工中 〃

〃 コーキング状況 施工時 〃
〃 〃 施工後 〃

〃 バックアップ材貼付状況 〃 〃
〃 コーキング材計量混合 計量混合中 〃

調整部材据付 据付状況 据付後 〃
本体部材防水工 下地処理状況 施工中 〃

PC鋼材定着部保護モルタル充填 充填状況 充填中 〃
〃 〃 充填完了 〃

本体部材グラウト工 グラウト注入状況 注入中 〃
〃 グラウト吐出状況 〃 〃

〃固定側状況 全景又は代表部分 〃 〃
〃 示度計の表示 〃 〃

本体部材縦締め工 緊張状況 緊張中 1基に1回
〃緊張側状況 全景又は代表部分 〃 〃

〃 示度計の表示 〃 〃
端面部材据付 据付状況 据付後 各部材ごと

中間ボックス部材据付 〃 〃 各部材ごと
底設ピットボルト緊結 緊結状況 緊結中 1基に1回

個別認定証 代表部分 各部材ごと
底設ピット部材据付 据付状況 据付後 1基に1回

全景又は代表部分 着手前 1基に1回
搬入状況 〃 〃

　　　　　　⑤略図

表-4　撮影箇所(例)

種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度
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項目 設計値 規格値 実測値

長さ
(L)

+50
-20

事責任者：　　　　  　　　　

高さ
(H)

+12
- 3

幅
(B)

+12
- 3

基準高 ±50

表-5　品質管理記録表　

　　 (2) 品質管理記録

　　　　 工事完了後、表-5について計測し、実測値を記入する。尚、計測は各項目2箇所行う。

　　 (3) その他必要な書類

施工年月日：　　　　　　 施 工 場 所：  　　　 　　　

測　定　箇　所

（単位：㎜）

形式記号　：　　　　　　
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6.製品の諸元及び歩掛

A部材 B部材 A部材 B部材 C部材

5170 5028 8170×2 9045 9270 1035 143×3 46317

5170 5028 8325×2 9240 9450 1035 143×3 47002

6650 6440 9830×2 9620 - 1035 143×3 43838

6650 6440 10020×2 9830 - 1035 143×3 44424

5170 5028 8170×2 9045×2 - 1035 143×3 47127

5170 5028 8325×2 9240×2 - 1035 143×3 47827

6650 6440 9830 9620×2 - 1035 143×3 44659

6650 6440 10020 9830×2 - 1035 143×3 45269

吸
管
投
入
孔
2

TT40－Ⅰ－A－1.0

TT40－Ⅱ－A－1.0

TT40－Ⅰ－B－1.0

TT40－Ⅱ－B－1.0

吸
管
投
入
孔
１

ピット 調整部材
端面 中間ボックス

TT40－Ⅰ－A－1.0

TT40－Ⅱ－A－1.0

TT40－Ⅰ－B－1.0

TT40－Ⅱ－B－1.0

1基当型式記号

よこ組 40.31m
3

表-7　各ピースの重量

0.0～1.0m

　　以外の場所の地下に設けるものをいう。

※　Ⅰ型は公園、宅地など自動車が進入するおそれのない場所の地下に設けるものをいい、Ⅱ型はこれ

40.16m
3

TT40－Ⅰ－B－1.0 空地用 0.0～1.0m よこ組 40.31m
3

TT40－Ⅱ－A－1.0 車道用 0.0～1.0m よこ組

40.16m
3

TT40－Ⅰ－A－1.5 空地用 0.0～1.5m よこ組 40.16m
3

TT40－Ⅰ－A－1.0 空地用 0.0～1.0m よこ組

6.1 種類及び重量

型式記号 設置場所 土被り厚さ 設置方法 容量

表-6　防火水槽の種類

40.31m
3

TT40－Ⅱ－B－1.0 車道用

0.0～1.5mTT40－Ⅰ－B－1.5 空地用 よこ組
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空地 空地 車道 空地 空地 車道

1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0

672 889 840 568 750 773

467 479 474 443 454 449

63 72 70 68 77 78

　(2) 構造は、有蓋・有底の一槽式である。

　(3) 底設ピットは、直径0.6ｍ、深さ0.5m(A)/0.52m(B)であり、底設ピット部材を使

　　鉄筋　SD295又はSD345　　　　　　　　　　　　　常時　　σsa  ＝120.00N/㎜2

　(4) 吸管投入孔内径が0.6ｍであり地表部と水槽本体を結ぶ連結立管として調整用部

　　　材を使用する。

　(5) 容量の算定は、底設ピット及び吸管投入孔(連結立管を含む)の容量を含めない

　　  防火水槽は、(財)日本消防設備安全センター制定の「二次製品防火水槽認定基準」

　  　に準拠して設計している。防火水槽の基本事項は次のとおりである。

　(1) 形状は、横置きボックスカルバート型である。

6.2 防火水槽の設計

　　　　　　　　　　            プレストレッシング直後　 σPa1 ＝1317.00N/㎜2

　　　　　　　　　            　使用状態　 　　　　　　　σPa1 ＝1129.00N/㎜2

　　鋼材　SUS304　　　　　　　　引張応力度　　　　常時　　σsua ＝120.00N/㎜2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地震時　σsua ＝180.00N/㎜2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地震時　σSa' ＝270.00N/㎜2

　　　　　　　　　　　　　　　　せん断応力度　　　常時　　τa1  ＝ 0.550N/㎜2

　　　防火水槽を設置しようとする地盤において、その地盤の許容し磁力が表-8に示す

　　　ものとする。

6.2.2 防火水槽の材料とその許容応力度

6.2.3 地盤の許容支持力

　　コンクリート　　　　　　　　設計基準強度　　　　　　　σck＝40N/㎜2

　　　　　　　　　　　　　　　　圧縮応力度　　　　常時　　σck＝14N/㎜2

　　　　　　　　　　　　　　　　せん断応力度　　　地震時　τa1' ＝ 0.825N/㎜2

　　PC鋼材　SWPR7B(φ15.2mm)　  プレストレッシング中　　 σPa1 ＝1441.00N/㎜2

　　　　　　　　　　　　　　　　圧縮応力度　　　　地震時　σck＝21N/㎜2

　　　地盤支持力を満足しない場合は、杭基礎工法等で地盤を改良施工する。

形式記号 T40-Ⅰ
-A-1.0

T40-Ⅰ
-A-1.5

T40-Ⅱ
-A-1.0

T40-Ⅰ
-B-1.0

T40-Ⅰ
-B-1.5

T40-Ⅱ
-A-1.0項目

394 395

設置場所

最大土被り厚(m)

設置面積Ａ(m2） 24.48

地盤支持力

(KN/㎜2)
(B+C+D)/A

6.2.1 基本事項

表-8

　    使用する。

20.67

上載荷重Ｂ(kN)

本体重量Ｃ(kN)

貯 水 量Ｄ(kN)
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容　量

中間Ａ部材（L=1.5m) (個) 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
中間B部材（L=1.7m) (個) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
中間C部材（L=1.7m) (個) 0.0 0.0 1.0 3.0 5.0 7.0
中間Ｔ部材（L=1.7m) (個) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
端面Ａ部材（L=0.4m)        (個) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
端面Ｂ部材（L=0.4m)        (個) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
底設、集水ピット部材       (個) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
調整用部材(RH900) (個) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
調整用部材(RH300) (個) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
調整用部材(RH200) (個) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
調整用部材(RH100) (個) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
吸管投入孔蓋 (個) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
クレーン賃料 (日) 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
土木一般世話役 (人) 0.5 0.5 0.5 1.4 2.0 2.0
とび工 (人) 2.0 2.0 2.0 4.2 6.0 6.0
普通作業員 (人) 4.0 4.0 4.0 7.3 9.8 9.8
その他消耗材 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
PC鋼より線 (ｍ) 12.4 18.4 31.2
PC鋼より線 (ｍ) 44.8 58.4 72.0
PC鋼より線定着具 (組) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
特殊作業員 (人) 1.0 1.0 1.0 1.8 2.9 2.9
普通作業員 (人) 2.0 2.0 2.0 3.2 4.0 4.0
器具損料他 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
グラウト材 (㍑) 9.6 15.4 27.7 40.8 53.9 67.0
端部処理材 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
特殊作業員 (人) 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 1.4
普通作業員 (人) 1.2 1.2 1.2 1.7 2.2 2.8
器具損料他 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
緊結材 (ケ） 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
特殊作業員 (人) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
その他消耗品 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
コーティング材 (㎡) 25.8 35.5 56.3 78.4 100.6 122.8

コーキング材 (ｍ) 20.9 30.5 49.5 68.6 87.7 106.7

ライニング (ｍ) 16 23 37 50 64 78.1
バックアップ材 (ｍ) 20.9 30.5 49.5 68.6 87.7 106.7

ボルト孔コーキング (ケ） 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0
シール材 (ｍ) 0.0 0.7 1.0 1.0 0.0 0.0
土木一般世話役 (人) 0.30 0.30 0.30 0.70 1.00 1.00
防水工 (人) 2.42 2.52 2.82 3.95 5.08 6.21
普通作業員 (人) 1.81 2.01 2.21 3.10 3.98 4.87
損料材料 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
小機材費 (式) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

90ｍ
3

100ｍ
3
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A型標準歩掛表　（直接工事費）

2 1 2

80ｍ
3

1 2 1 2 1



付録-１

施工チャート　（Btype）

施工手順-1　基礎材布設 施工手順-5　中間ボックスA部材設置

施工手順-4　中間ボックスB部材設置

組立完了！

施工手順-6
端面版設置・PC緊張

吸管投入口・調整部材設置

施工手順-2　基礎構築

施工手順-3　底設ピット設置・連結

バリエーション　Aｔｙｐe



付録-2

施工手順-6　設置完了後防水工事　(ライニング)

施工手順-7　水張り試験　
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