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は じ め に 

 

排⽔ポンプ⾞は台⾵や集中豪⾬、地震、その他異常な⾃然現象等に際し、国
営⼟地改良事業を実施する国営事業（務）所または⼟地改良施設の管理等を
⾏う地⽅公共団体、⼟地改良区等からの要請に応じ、⼟地改良施設の機能保持
を目的とする、緊急時の初動排⽔のため使用します。 

排⽔ポンプ⾞の出動要請については、九州農政局農村振興部設計課に問合せ
願います。 
 

 
 
 

 
緊急出動した農地冠⽔被害対応中の排⽔ポンプ⾞【福岡県⼤牟⽥市 R3.8.13】 
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１．目的 

台⾵や集中豪⾬、地震、その他異常な⾃然現象等に際し、国営事業
（務）所⼜は⼟地改良施設の管理等を⾏う地⽅公共団体、⼟地改良
区等からの要請に応じ、⼟地改良施設の機能保持を目的とする排⽔作
業を⾏う場合に使用します。 

【出動可否の判断基準】 
（１）緊急を要する排⽔作業であること。 
（２）短期的な使用が⾒込まれること。（原則として⼀週間を限度とする。） 
（３）排⽔ポンプ⾞の出動体制が確保できること。 

※出動の判断については、しおり付属資料のQ＆Aをご覧ください。 
 

2．排水ポンプ車諸元       
項目 基本仕様 備考 

(1)ポンプ諸
元 

型式︓フロート式軽量⽔中ポンプ※直列運転可 
⼝径200㎜（質量約40㎏/台）×6台積載 
吐出量５ｍ３/分/台×全揚程10ｍ 
ケーブル延⻑40ｍ/台 
ホース延⻑50ｍ/台（10ｍ×6本、20ｍ×12本） 
運転時間約9時間 
燃料タンク容量250㍑（燃料︓軽油） 

 

(2)トラック諸
元 

全⻑7.7ｍ×全幅2.3ｍ×全⾼2.7ｍ 
⾞両総重量7,850㎏、⾞両定員2名 

 

   ※軽量設計のため部材が薄くできているため、異物による⽻根⾞の損傷が起こりやすいため、
異物吸込防⽌対策（網場、釜場等の設置）が必要です。 
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２．要請申請のフロー 

要請に当たっては、使用場所に⾄る道路状況並びに機械輸送の⽅法
などを予め検討し、確実に現地に設営が出来ることを確認のうえ要請して
下さい。 

なお、排⽔ポンプ⾞の出動要請先は、九州農政局農村振興部設計課
になります。 

 

※現場まで排⽔ポンプ⾞が進⼊できないこと、⼗分な作業スペースが
ないこと等が、出動可否の判断の時点で明らかな場合は、局設計
課は出動させず、その旨を要請者に回答します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3．出動期間 

排⽔ポンプ⾞は緊急時の初動排⽔が必要な時に要請を受け出動
しますので、豪⾬時など複数の場所で湛⽔被害が発生した場合など、
他の被災箇所の初動排⽔にも対応しなければなりません。 

このため排⽔ポンプ⾞は短期の出動（1週間以下の出動）に限定
しています。 
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１．要請時の事前確認事項 
事項 確認項目 チェック 

運搬 

進⼊路は、砂利等で整地されている幅４m 以上が必要です。  
設営スペースとして幅 10m×⻑さ 20m 程度以上が必要です。  
排⽔ポンプ⾞総重量は約８トンになります。経路に橋梁等があれ
ば、耐荷重の確認をお願いします。  

設置 

設営作業には、作業員６名で 60 分程度の時間が必要です。  
法⾯が緩勾配であれば２名程度で設置できますが、急こう配の場
合は、吊り降しのためトラッククレーン等を申請⼈において準備して
いただきます。 

 

特殊なホースのため、引き摺らない設置場所の検討が必要です。  
ポンプの軽量設計で⽻根⾞等が薄く製作されており異物による損
傷が起こりやすいため、異物吸込防⽌対策が必要です。 
（網場、釜場の設置等） 

 

排⽔ポンプの運転には 1.0m 以上の⽔深が必要です。  

運転管理 
吸込⼝から吐出⼝までの距離は最⼤ 50ｍです。  

排⽔ポンプ⾞搭載発電機は約 9 時間に１回給油が必要です。  

 

 

２．要請に必要な書類 

名  称 備  考 

別記様式  排⽔ポンプ⾞出動要請書 要請者が作成します。 

別紙様式 1 排⽔ポンプ⾞出動記録簿 操作責任者、操作従事者が作成します。 

別紙様式 2 排⽔ポンプ⾞操作点検記録表 同上 

別紙様式３ 排⽔ポンプ⾞運転点検記録表 同上 

別紙様式４ 運⾏前点検（⽇常点検）点検表 同上 

別紙様式５ 排⽔ポンプ⾞不具合記録表 同上 

※上記の様式は、ホームページからダウンロードしてご利⽤願います。
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/03/ponpu/oukyu.html 
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別記様式 
文書番号 
年 月 日 
 

九州農政局農村振興部設計課⻑ 殿 
○○○○県災害対策本部⻑ 

○○ ○○ 
 

排水ポンプ車出動要請書 
 

標記について、管内において発生した災害対応のため、下記の通り要請する。 
 

記 
 
１．要請理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○のため 
 
２．要請場所 

○○県○○市○○町○○（別図参照） 
 
３．引渡希望日時 

○○○○年○○月○○日○○時○○分 
 
４．現場連絡者名等 

（部 署 名） 
（氏   名） 
（電話番号） 

 
５．要請排水ポンプ車の規格及び台数 

規格 台数 備考 
30m3/min 級 ○台  

 
６．使用予定期間 

○○○○年○○月○○日 〜 ○○○○年○○月○○日 
 

７．作業要員等の希望 
① 排水ポンプの運転管理    不要・必要 
② 排水ポンプの撤去作業    不要・必要 
③ 排水ポンプ車の運搬（復路）作業   不要・必要 

以上 
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排⽔ポンプ⾞の運⽤イメージ図（並列運転︓通常の設置） 

 

排⽔ポンプ⾞の運⽤イメージ図（直列運転︓特殊な設置） 
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Ｑ１ 排水ポンプ車は、どのように出動決定が行われますか？  

 

Ｑ２ 排水ポンプ車の運送や水中ポンプの据付は、誰が行うのですか？  

 

Ｑ３ ポンプの据付に当たっての注意点はありますか？ 

 

Ｑ４ ポンプ運転用の燃料タンク容量及び連続運転時間はどの位ですか？  

 

Ｑ５ 盗難や破損した場合にはどうすればよいですか？ 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１ 排水ポンプ車は、どのように出動決定が行われますか？ 

 

 

Ａ１ 排水ポンプ車は、緊急時に複数の被災個所における初動排水に対応することを目

的としています。このため、出動判断は、 

①緊急を要する排水作業であること。 

②短期的な使用が見込まれること。 

※長期間の排水作業が必要になるようであれば、災害応急用ポンプと排水ポンプ

車の入替を行い、排水作業の継続を行うことになります。 

③排水ポンプ車の出動体制が確保できること。 

また、出動の前提条件として排水ポンプ車が進入できること（進入路は砂利等で

幅4ｍ以上が必要）、十分な作業スペースがあること（幅10ｍ×長さ20ｍ程度以

上が必要）、安全が確保できること等を判断し出動の可否を要請者に報告すること

となっています。 

 

 

 

Ｑ２ 排水ポンプ車の運搬やポンプの据付は、誰が行うのですか？ 

 

 

Ａ２ 排水ポンプ車が出動する場合は農政局が原則として運搬（往路）及び据付までを

行います。ただし、被害状況が甚大である等の特別な事情がある場合は運搬（往

路）及び据付に加えて、ポンプの運転管理、撤去、運搬（復路）までを行う場合が

あります。 
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Ｑ３ ポンプの据付に当たっての注意点はありますか？  

 

 

Ａ３  ポンプ据付前、据付後には次のことに注意して下さい。 

 

（１）ポンプセットと発電機の組み合わせ及び操作盤とポンプ本体の接続は運転時間管理

のため管理番号どおり接続して下さい。 

（２）ポンプを据付する際は、水深1.０ｍ程度が必要です。 

（３）このポンプは軽量化設計のため、落下や衝突による衝撃により破損しやすいので取

り扱いには留意して下さい。 

（４）ポンプ据付・撤去の際には、配線やホースに余分な力がかからないように留意して

下さい。 

（５）運転中は、水面の様子や操作盤面を注視して下さい。 

   異物が浮遊するような場所での利用はやめて下さい。 

高回転のまま異物を吸い込み回転が止まった場合には、本体交換となるような故障

となります。 

（６）電流値が急激に変動したり、吐き出し量が急激に少なくなった場合には、ポンプ吸

込口が異物で閉塞した可能性があります。長時間吸込口が閉塞された状態で運転す

ると、ポンプが損傷する恐れがありますので、すみやかにポンプを停止し、異物を

取り除いて下さい。 

（７）水深が浅くなり、ポンプが空気を吸い込んでいる場合には、ただちに運転を停止す

るか、回転速度を落として下さい。（水面の渦発生に注意） 

（８）水の無い状態での空運転は厳禁です。ポンプ軸の加熱によりすぐに故障してしまい

ます。 

 

 

 

Ｑ４ ポンプ運転用の燃料タンクの容量及び連続運転時間はどの位ですか？  

 

 

Ａ４  使用状況で変わりますが、燃料満タンでおおむね以下のとおりです。 

 余裕をもって補給をお願いします。 

燃料タンクの容量は２５０ℓでポンプ6台全てを運転した場合の連続運転時間は 

約９時間です。 

    燃料の減り具合に注意して、余裕を持って燃料補給をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

-7-



 

                

  

Ｑ５  盗難や破損した場合にはどうすればよいですか？ 

 

 

Ａ５  事実が判明した時点で早急に 地元警察署と土地改良技術事務所担当まで連絡を

お願いします。 

    盗難の場合には、不正輸出等を速やかに阻止するための手続が必要となります。 

     破損の場合には、据付状況、管理状況、破損原因の解明が必要なことから、関

係する資料を整理の上土地改良技事務所担当の現地確認を受けて下さい。 

要請者の責によらない損傷と判断された場合には土地改良機械器具（亡失・損

傷）届出書（別添様式第７号）の届出のみで処理し要請者の負担は伴いません

が、管理状態や利用方法に明らかな過失が認められた場合には、弁償していただ

くこととなります。 

据付状況や日常管理の状況、撤去作業等の写真管理を徹底して下さい。 

なお、盗難防止対策については次のとおりです。 

 

（１）発電機及びパッケージポンプユニットの利用者にあたっては施錠を徹底する。 

（２）ポンプ及び発電機、パッケージポンプユニット据付場所については、第三者等の立

ち入りが容易にできないよう囲い等を設置する。 

（３）夜間や休日等管理が手薄になる場合には発電機等の周辺にクレーン付き車両等が容

易に進入できないような処置を施す。 

（４）巡回監視の徹底を図る。 

（５）その他盗難防止に有効と思われる対応を図る。 

 

【盗難にあった場合の具体的な対応について】 

（１）盗難にあった場合には、すぐに最寄りの警察署に盗難届（メーカー名、機

種名、型式、シリアルＮｏ、機器の特徴等を記載）を提出して下さい。 

（２）その時に不正輸出防止のため税関への連絡もお願いして下さい。 

（３）その後、土地改良機械器具（亡失・損傷）届出書（別添様式第７号）にて

速やかに届出をお願いします。 

盗難防止処置がされていてやむを得ないと判断されれば損害の弁償が免除され

る場合もありますが不十分と判断された場合には弁償していただくこととなりま

すので設置状況の写真や管理の記録は確実に残しておくようにして下さい。 

 

【盗難保険について】 

盗難防止処置が困難な場所での利用に当たっては、盗難保険の加入についてもご検討下

さい。  
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備品の荷下ろし            法面をシートで養生          係留ﾛｰﾌﾟ用杭を打ち込む   接地用電極(ｱｰｽ)を打ち込む 

 

排水ポンプ車（パッケージポンプを含む） 

据付作業 

(1) 備品荷下ろし養生 

現場に到達したら、予め定めておいた据付場所に運搬車（トラック）を停車させま

す。 

a) 据付場所に停車させます。 

b) サイドブレーキを充分に引きます。 

c) 前輪のタイヤに歯止めをします。 

d) 杭、係留ロープ等の備品を荷下ろしします。 

e) 放流側川表法面をシートで養生します。 

f) 水中ポンプ投入付近の地中に係留ロープ用杭を打ち込みます。 

g) 接地用電極（アース）を車体後部の地中に打ち込みます。 

h) 接地線を車両後部又は制御盤のアースコネクタに接続します。（必ず接続して

下さい。） 

  

 

 (2) ポンプ，フロート，ホース等の荷下ろし(ポンプ単体重量：32kg(ｹｰﾌﾞﾙ除き重

量)) 

ポンプ等荷下ろしは全て人力にて行う事が可能です。重いと思ったら無理をせず、

2 人掛りとし、安全に留意します。 

ポンプは投入地点に、ホースは布設ルート上に置いて下さい。 
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(3) ケーブルの設置について 

ポンプ据え付け時、ポンプ付属の水中ケーブルは巻いたまま 

にせず、必ず伸ばして下さい。 

右の写真のように、ケーブルを巻いたまま運転すると、 

ケーブルが発熱し損傷します。 

(4) ポンプへのホース接続 

1) 溝フェルール継手 (口巻き/イエロー) に 

Ｏリングが装着されていることを確認します。 

2) 接続マークを確認し、クランプで接続して 

いきます。 

締め付けが緩かったり、入らない時は調節 

ナットで調節します。 

（継手はオス・メスがあるので、黄色と緑色を合わせてクランプ継手で接続して

下さい。） 

 

(5) フロート及び係留ロープ取付 

1） フロートに係留ロープを取付けます。 

（結び目がポンプ吸い込み口に吸い込まれないよう、 

注意すること。） 

2） 水中ポンプとフロートをチェーン４本で接続します。 

 

(6) ホース布設 

1）ホースが捩れたり、折れ曲がらないように布設します。 

2）ホースを布設します。 

（ポンプ側になるホース継手は黄色とし、ホースのラインを 

見ながらねじれないように布設して下さい。） 
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(7) ポンプケーブルの接続 

ポンプケーブルを車両左右後部又は制御盤の 

ポンプコネクタに接続します。 

ポンプの号機番号とコネクタ番号を合わせて 

下さい。 

アースコネクタが接続されていることを確認して 

下さい。 

 

(8) ポンプの投入 ＜ポンプ投入は2 人で行います。＞ 

1） ホース接続間違いのないことを確認します。 

2） 投入後係留ロープはそのまま地中に打ち付けた 

杭に掛けるなどして固定します。 

 

(9) ポンプ設置，係留 

ポンプはホースにより固定され、ホースの位置を決めることでポンプの 

位置が決まります。 

ポンプは河床にあたらない程度の水深のところに設置します。 

 

(10) ポンプケーブルの接続 

ポンプケーブルを車両左右後部又は制御盤のポンプコネクタに接続します。ポンプ

の号機番号とコネクタ番号を合わせて下さい。 

 

撤 去 

ポンプの運転が終了したら、ポンプを撤去します。 

各機器等の撤去は、据付時の反対の手順で行って下さい。 

(1) ポンプ及びホースの撤去 

1) 各ホースの接続を切り離し、ホース内の水を抜いて 
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下さい。 

2) ポンプに接続されているホースは、できる限り 

水を抜いた後、ポンプと一緒に引き上げます。 

ポンプ撤去時、ホース内に水が入っている状態での 

クレーン吊り上げ作業は禁止です。 

吊り上げる場合は、水を完全に抜いた状態で、ナイ 

ロンスリング等をポンプの胴体２箇所に巻きつけて 

行って下さい。 

 

 

 

(2) ポンプ、ホースの点検と清掃 

・ ポンプ及びポンプケーブル、ホースに付着したゴミ及び汚れを取り除き、清

掃・点検後トラックに収納して下さい。（汚れがひどい時は水洗いして下さ

い。） 

・ コネクタは、取外した直後に表面等の水滴をふきとった後、キャップで蓋をし

て下さい。 

・ 荷台への収納物（ポンプ、ホース等）は輸送中に振動でズレないようしっかり

固定して下さい。 

 

 

運転操作 

(1) 運 転 

ポンプ，ホースの設置及び機器配線作業が完了したことを確認して、 

次の手順で排水作業を行います。 

1） バッテリースイッチ（車両右側下部）を「ＯＮ」にします。 

2） 操作制御盤の「発電機始動」スイッチにて発電機を始動させて下さい。 
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※発電機の電源電圧、周波数が定格の４４０V  

６０Hzよりずれている場合は別紙の取扱説明書に 

添って調整をお願いします。 

ずれた状態のまま使用しますと機器の焼損等が 

発生する危険があります。 

3） 操作盤内の電源ブレーカを「ＯＮ」にして下さい。 

4） 各ポンプの「回転数調整」ツマミが「０」であることを確認します。 

5） 「直列」－「並列」スイッチにより運転方法を選択して下さい。 

6） 操作盤面の「運転ボタン」により、各排水ポンプが起動します。 

7) ホースへの充水状況を確認しながら、「回転数調整ツマミ」をゆっくりひねり

回転数を上げて下さい。（つまみを最大まで上げても回転数は定格回転までし

か上がりません） 

 

 

 

(2) 停 止 

1） 操作盤面スイッチ操作により、排水ポンプを「停止」させます。 

2） 発動発電機を停止させます。 

3） 発電機バッテリースイッチ（車両側面）を「ＯＦＦ」にして下さい。 

4） 操作盤内ブレーカを「ＯＦＦ」にして下さい。 

（雨天の場合、雨のかからない場所で盤扉を開くよう注意して下さい） 

 

※ 操作盤内ブレーカ操作時には、雨水等がかからないように注意して下さい。 
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直列運転据付方法 

直列運転時（据付例 ： 陸上ポンプを小段へ据付） 

注意事項 

1) 陸上据付ポンプの運転は，必ず横軸で運転して下さい。

縦置き設置、傾斜面へ据付て運転するとポンプが損傷します。 

【メカニカルシールに潤滑油が廻らずに、損傷するおそれがあります。】 

2) 水中設置ポンプの吸込み口に塵などの異物が閉塞すると排水ができなく 

なります。 

運転状況を常時確認していただき、異物等が閉塞したらポンプを停止し、 

異物を取り除いて下さい。 

3) 排水ホースの使用は、区間①では「パルジェットⅢ(赤線入りホース(薄))」、 

区間②では「パルジェットエース(青線入りホース(厚))」を必ず使用して下さい。 

4) 陸上据付ポンプは水面から１０ｍ以上高い位置（陸上据付ポンプまで水が来な

いため）への据付はできません。 

5) 陸上据付ポンプの回転数は、水中据付ポンプと陸上据付ポンプ間に接続してい

るホースの張り状況を確認しながら調整（増速）して下さい。 

 

ここで述べる「水中据付ポンプ」とは奇数号機（１，３，５）を示し、 

「陸上据付ポンプ」とは偶数号機（２，４，６）を示します。 
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保護機能  陸上据付ポンプの空運転防止 

＊陸上据付ポンプを先に運転すると「直列起動順序異常」が点灯し、陸上据付 

ポンプは運転できません。 

（水中ポンプの運転スイッチをONにすると「直列起動順序異常」が消灯しま 

す。） 

＊水中据付ポンプ運転後１０秒以内に、陸上据付ポンプ起動ボタンを押すと「直列

起動時間異常」が点灯し、陸上据付ポンプは運転できません。（「直列起動時間

異常」は10秒後に自然消灯します。） 

＊直列運転中に、水中据付ポンプを停止すると、同時に陸上据付ポンプも停止しま

す。 

 

 

 

 

ポンプを撤去する場合は、下記の作業を実施して下さい。 

   

（１）ポンプ稼働点検 

ポンプ設備（発電機を含む）を撤去する前に試運転を行い、正常稼働できるか、

異音・振動が発生していないか、計器類のあるものについては値が正常か、オイル

漏れはないか、外観やケーブルに損傷はないか等、現場搬入時の状態と著しい変化

が無いかを確認して下さい。 

異常を発見した場合は、運転を停止し、現状を維持（保存）し、技術事務所担当

者へ連絡の上指示に従って下さい。 

要請者が修理等を行う場合であっても事前に貸出者に連絡の上指示に従って下さ

い。 

なお、ポンプを引き上げないと確認できない場合には、引き上げ後陸上にて同様

に確認を行って下さい。 

この際、ポンプの長時間空運転は行わないように留意願います。 

 

（２）ポンプ清掃 

ポンプやエンジン及び吸水管、送水管等を高圧洗浄（電気系統は保護の上）等によ

り清掃して下さい。 

 

（３）員数確認 

借り受けたポンプ番号と付属品（ホース他含む）の数量を確認し管理番号どおり収

納して返納して下さい。貸付承認書に添付の別紙「貸受希望機械器具の品名、規模及

び数量」「災害応急用ポンプ付属品一覧表」に記載の品名・規格・数量と員数確認を

行って下さい。 
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（４）損傷確認 

ホースに亀裂や接続金具に損傷がないか付属品の欠品や損傷はないかを確認して下

さい。 

ポンプ返納時に故障や付属品の欠品・損傷が確認された場合には別途修理や購入を

お願いする場合があります。（消耗品は除きます） 

 

※使用中にポンプやエンジン、発電機に故障（不具合）が発生した場合には、すみ

やかに連絡して下さい。 

 

※次回出動時迄に補修をするため、ホースの損傷（穴）等がありましたら大きい印

（マーキング）を付けて下さい。 

 

（５）燃料、潤滑オイル 

燃料は、満タン返還でお願いします。潤滑油は、運転時間１００時間を超えたら

交換を行って下さい。 
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お問合せ先 
【排水ポンプ車】 

九州農政局 農村振興部 設計課 (工事検査官) 

直通電話：096-300-6390 又は 直通電話：096-300-6446 

 

【災害応急用ポンプ】 

土地改良技術事務所  施設・管理課(災害応急用ポンプ担当) 

代表電話：096-367-0411  FAX：096-331-1131 

※勤務時間は、土、日、祝祭日、年末年始を除く 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分までとなっております。 

勤務時間外：携帯 080－2703－5337 

災害不通時用電話（096-369-7462） 
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