
章 頁 章 頁

表紙 表紙
　令和３年度 　令和４年度
目次 目次
　4.9 水管橋標準仕様------------------------------51 　4.9 水管橋標準仕様------------------------------54
　附表・様式・参考資料----------------------------52 　附表・様式・参考資料----------------------------55
表-3.5　水圧試験対象路線 表-3.5　水圧試験対象路線

3 P11 管径(㎜) 備考 3 P11 管径(㎜) 備考

水道配水用ポリエチレン管において 水道配水用ポリエチレン管において
ＥＦ接合を伴う管路 ＥＦ接合を伴う管路

φ100～　 φ100～　
　φ350 　φ350

3.16 配水管明示 3.16 配水管明示
3 P12 3 P12

4.2 標準土工 4.2 標準土工

4 P19 4.2.1 布設工 4 P19 4.2.1 布設工

(2) 水道配水用ポリエチレン管において管上明示テープの明示方
法は、胴巻テープ（１回半巻き）とする。また胴巻テープの間隔
は、管１本（５ｍ）あたり４箇所で、管の両端から１５～２０㎝
並びに中間２箇所の明示とし、切管使用時も２ｍ以上とならない
ようにする。

(2) 水道配水用ポリエチレン管において管上明示テープの明示方
法は、胴巻テープ（１回半巻き）とする。また胴巻テープの間隔
は、管１本（５ｍ）あたり４箇所で、管の両端から１５～２０㎝
並びに中間２箇所の明示とし、切管使用時も２ｍ以上とならない
ようにする。
それ以外の管において、φ350㎜以下なら胴巻テープ（１回半巻
き）とする。φ400㎜以上は、胴巻テープ（１回半巻き）と管上
テープの組み合わせとする。また、胴巻テープの間隔は、管の両
端から30～50㎝並びに中間は胴巻き間隔が1.0m以上とならないよ
うにする。

試験対象基準

φ400以上

φ50

工事仕様書(上水編)【令和４年４月１日一部改正】新旧対照表

旧（令和３年） 新（令和４年）

緊急輸送道路、堤防道路、重要給水路線

全路線

試験対象基準

φ50

緊急輸送道路、堤防道路、重要給水路線

基幹管路 全路線

　表　層　：再生密粒度アスコン

　表　層　：透水性アスコン

　基　層  ：再生粗粒度アスコン

  上層路盤：再生瀝青安定処理

  下層路盤：再生砕石 (RC-40)

  下層路盤：砕石 (C-40)

　プライムコート

　タックコート

凡　例

　表　層　：再生密粒度アスコン

　表　層　：透水性アスコン

　基　層  ：再生粗粒度アスコン

  上層路盤：再生瀝青安定処理

  下層路盤：再生砕石 (RC-40)

  下層路盤：再生砕石 (RC-40)

または砕石 (C-40)

　プライムコート

　タックコート

凡　例
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章 頁 章 頁旧（令和３年） 新（令和４年）

4.8 明示テープ類仕様及び施工要領 4.8 明示テープ類仕様及び施工要領
4 P51 一宮市上下水道部給水装置工事指針に準ずる。 4 P51 (1) 管上明示テープ

～ (2) 中間明示テープ
P54 (3) 管探知ワイヤー

(4) 施工要領
(5) 地下埋設管企業別表示テープの色彩（全国統一）

※詳細内容については仕様書参照

附表 P61 GX形 短管1号 ㈱ｸﾎﾞﾀ 附表 P65 GX形 短管1号 ㈱ｸﾎﾞﾀ
　　 短管2号 ㈱栗本鐵工所：φ350除く 　　 短管2号 ㈱栗本鐵工所：φ350除く

日本鋳鉄管㈱：φ350除く 日本鋳鉄管㈱：φ350除く
幡豆工業㈱：φ300まで ㈱ﾊｽﾞ：φ300まで
㈱岡本：φ300まで ㈱岡本：φ300まで

附表 P62 GX形 伸縮可撓管 φ75×100h φ250×100h ｺｽﾓ工機㈱ 附表 P66 GX形 伸縮可撓管 φ75×100h φ250×100h

　　 (ﾀｲﾛｯﾄﾞ含む) 75×200 250×200 大成機工㈱ 　　 (ﾀｲﾛｯﾄﾞ含む) 75×200 250×200 大成機工㈱
75×300 250×300 ㈱水研 75×300 250×300 ㈱水研：φ350除く
75×400 250×400 75×400 250×400

φ100×100h φ300×100h φ100×100h φ300×100h

100×200 300×200 100×200 300×200
100×300 300×300 100×300 300×300
100×400 300×400 100×400 300×400
φ150×100h φ400×100h φ150×100h φ350×100h

150×200 400×200 150×200 350×200
150×300 400×300 150×300 350×300
150×400 400×400 150×400 350×400
φ200×100h φ200×100h φ400×100h

200×200 200×200 400×200
200×300 200×300 400×300
200×400 200×400 400×400

名称 名称

承認業者等承認業者等 形状寸法形状寸法
ｺｽﾓ工機㈱：φ350除く

承認業者等 承認業者等

名称 名称
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章 頁 章 頁旧（令和３年） 新（令和４年）

附表 P69 伸縮可とう継手 附表 P73 伸縮可とう継手
片落ちｿｹｯﾄ 片落ちｿｹｯﾄ

附表 P69 伸縮可とう継手 φV13 附表 P73 伸縮可とう継手 φV13
栓 16 栓 16

V20,20 V20,20
V25,25 V25,25
V30
32
40
50

附表 P69 伸縮可とう継手 一宮市上下水道部承認品 附表 P73 (削除)
鉛管ｲﾝｺｱ

内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

φ13
20
25

㈱川西水道機器

名称 形状寸法
φV13×φL13
16×V13･L13

V20×V13･L13･16･20･L20
20×V13･L13･16･L20

名称 形状寸法

40×V20･20･V25･25･V30･32
50×V25･25･V30･32･40

名称 形状寸法

L25×V20･20
V30×V20･V25･25･L25

32×V20･20･V25･25･V30

承認業者等 承認業者等

名称

名称 形状寸法
φV13×φL13

16×V13
V20×V13･16･20･L20

20×V13･16･L20
V25×V20･25･L25

25×20
L20×V13･L13･16

V25×V13･L13･16･V20･20･L20･25･L25
25×V13･16･V20･20･L25

形状寸法

名称 規格１

規格２

形状寸法

規格１

規格２
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章 頁 章 頁旧（令和３年） 新（令和４年）

附表 P71 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 JWWA  B117 附表 P75 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 JWWA  B117

鋳鉄管用 鋳鉄管用

※配水管として使用する場合は ※配水管として使用する場合は
栗本商事㈱ 栗本商事㈱
㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ ㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ
前澤給装工業㈱ 前澤給装工業㈱
前田ﾊﾞﾙﾌﾞ工業㈱ 前田ﾊﾞﾙﾌﾞ工業㈱

を使用すること。 ㈱ﾀﾌﾞﾁ
を使用すること。

附表 P71 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 JWWA  B117 附表 P75 ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 JWWA  B117

ﾋﾞﾆﾙ管用 ﾋﾞﾆﾙ管用

※配水管として使用する場合は ※配水管として使用する場合は
栗本商事㈱ 栗本商事㈱
㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ ㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ
前澤給装工業㈱ 前澤給装工業㈱
前田バルブ工業㈱ 前田バルブ工業㈱

を使用すること。 ㈱ﾀﾌﾞﾁ
を使用すること。

附表 P73 青銅製仕切弁 内ﾈｼﾞ式（接合部） 附表 P77 青銅製仕切弁 内ﾈｼﾞ式（接合部）
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　左開き 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　左開き

東洋ﾊﾞﾙﾌﾞ㈱ 東洋ﾊﾞﾙﾌﾞ㈱
㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ ㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ
前澤給装工業㈱ 前澤給装工業㈱

㈱ﾀﾌﾞﾁ

規格２

承認業者等

名称

規格２

承認業者等

規格１名称 規格１

規格２

名称

承認業者等

名称

承認業者等

名称 規格２

規格１

規格２

承認業者等

名称 規格１

規格２

承認業者等
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章 頁 章 頁旧（令和３年） 新（令和４年）

附表 P73 青銅製仕切弁 外ﾈｼﾞ式（接合部） 附表 P77 青銅製仕切弁 外ﾈｼﾞ式（接合部）
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　左開き 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　左開き

栗本商事㈱：配水管として使用可 栗本商事㈱：配水管として使用可
㈱ﾀﾌﾞﾁ ㈱ﾀﾌﾞﾁ：配水管として使用可
㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ ㈱日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ
前澤給装工業㈱：配水管として使用可 前澤給装工業㈱：配水管として使用可
前田ﾊﾞﾙﾌﾞ工業㈱ 前田ﾊﾞﾙﾌﾞ工業㈱

附表 P73 K形 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ㈱清水合金製作所：φ300除く 附表 P77 K形 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ㈱清水合金製作所：φ300除く
前澤工業㈱ 前澤工業㈱
㈱栗本鐵工所 ㈱栗本鐵工所
宮部鉄工㈱ 宮部鉄工㈱
清水工業㈱ 清水工業㈱
㈱ｸﾎﾞﾀ ㈱ｸﾎﾞﾀ
幡豆工業㈱ ㈱ﾊｽﾞ
角田鉄工㈱：φ300除く 角田鉄工㈱：φ300除く

附表 P73 NS形 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ㈱清水合金製作所 附表 P77 NS形 受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ㈱清水合金製作所
㈱栗本鐵工所 ㈱栗本鐵工所
㈱清水鐵工所：φ300のみ ㈱清水鐵工所：φ300のみ
宮部鉄工㈱ 宮部鉄工㈱
幡豆工業㈱ ㈱ﾊｽﾞ
㈱ｸﾎﾞﾀ ㈱ｸﾎﾞﾀ
前澤工業㈱ 前澤工業㈱
角田鉄工㈱ 角田鉄工㈱

附表 P73 NS形 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ㈱ｸﾎﾞﾀ 附表 P77 NS形 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ㈱ｸﾎﾞﾀ
角田鉄工㈱ 角田鉄工㈱
㈱栗本鐵工所 ㈱栗本鐵工所
幡豆工業㈱ ㈱ﾊｽﾞ
前澤工業㈱ 前澤工業㈱

一宮市上下水道部承認品 宮部鉄工㈱ 一宮市上下水道部承認品 宮部鉄工㈱
角田鉄工㈱ 角田鉄工㈱
㈱清水鐵工所 ㈱清水鐵工所
㈱清水合金製作所 ㈱清水合金製作所

規格１ 規格１

承認業者等名称 名称

名称 承認業者等

承認業者等

規格２

承認業者等

承認業者等

名称 規格２ 名称

名称 承認業者等

名称 承認業者等 名称 承認業者等
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章 頁 章 頁旧（令和３年） 新（令和４年）

附表 P73 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ㈱ｸﾎﾞﾀ 附表 P77 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ㈱ｸﾎﾞﾀ
前澤工業㈱ 前澤工業㈱
幡豆工業㈱：φ400、450のみ ㈱ﾊｽﾞ：φ400、450のみ
㈱清水合金製作所 ㈱清水合金製作所
㈱清水鐵工所 ㈱清水鐵工所

附表 P73 地下式消火栓 ㈱清水鐵工所 附表 P77 地下式消火栓 ㈱清水鐵工所
幡豆工業㈱ ㈱ﾊｽﾞ
㈱ｸﾎﾞﾀ ㈱ｸﾎﾞﾀ
㈱清水合金製作所 ㈱清水合金製作所
前澤工業㈱ 前澤工業㈱
宮部鉄工㈱ 宮部鉄工㈱
清水工業㈱ 清水工業㈱
富士鉄工㈱ 富士鉄工㈱
角田鉄工㈱ 角田鉄工㈱
協和工業㈱ 協和工業㈱

附表 P73 空気弁付地下式消火栓 ㈱ｸﾎﾞﾀ 附表 P77 空気弁付地下式消火栓 ㈱ｸﾎﾞﾀ
㈱清水鐵工所 ㈱清水鐵工所
幡豆工業㈱ ㈱ﾊｽﾞ
角田鉄工㈱ 角田鉄工㈱
宮部鉄工㈱ 宮部鉄工㈱
富士鉄工㈱ 富士鉄工㈱
㈱清水合金製作所 ㈱清水合金製作所
協和工業㈱ 協和工業㈱
清水工業㈱ 清水工業㈱
前澤工業㈱ 前澤工業㈱

名称 形状寸法 名称 形状寸法
附表 P75 ﾒｰﾀｰ筐  樹脂製（蓋FRP） φ30 ｱﾛﾝ化成㈱ 附表 P79 ﾒｰﾀｰ筐  樹脂製（蓋FRP） φ30 ｱﾛﾝ化成㈱

40 40
前澤化成工業㈱

附表 P75 仕切弁鉄蓋 一宮市上下水道部承認品 附表 P79 仕切弁鉄蓋 一宮市上下水道部承認品
JWWA  B132

七夕柄 七夕柄

規格２ 規格２

承認業者等

日之出水道機器㈱：φ40のみ 日之出水道機器㈱：φ40のみ

名称 規格１ 名称 規格１

規格２ 承認業者等 規格２

名称 承認業者等 名称 承認業者等

名称 承認業者等 名称 承認業者等

名称 承認業者等 名称 承認業者等
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章 頁 章 頁旧（令和３年） 新（令和４年）

附表 P75 仕切弁用桝上部 一宮市上下水道部承認品 附表 P79 仕切弁用桝上部 一宮市上下水道部承認品
JWWA  K148

附表 P75 仕切弁用桝上下部 一宮市上下水道部承認品 附表 P79 仕切弁用桝上下部 一宮市上下水道部承認品
JWWA  K148

附表 P75 仕切弁用調整ﾘﾝｸﾞ 一宮市上下水道部承認品 附表 P79 仕切弁用調整ﾘﾝｸﾞ 一宮市上下水道部承認品
JWWA  K148

附表 P76 消火栓・空気弁用調整ﾘﾝｸﾞ 附表 P80 消火栓・空気弁用調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

附表 P76 補水栓用調整ﾘﾝｸﾞ 附表 P80 補水栓用調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

名称 規格２ 名称 規格２

名称 規格２ 名称 規格２

名称 規格１ 名称 規格１

名称 規格１ 名称 規格１

名称 規格１ 名称 規格１
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