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図　  面  　目  　録

図　　　　　　面　　　　　　名 図 番 図　　　　　　面　　　　　　名 図 番

１.掘削断面図 　　φ600(FCD)  １～Ｙ号ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた
　　　 T-14 除雪型

２.砂基礎工 　　φ600(FCD)  １～Ｙ号ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた
　　　 T-25 除雪型(特環用)

３.管渠工 　　φ600(FCD)  １～Ｙ号ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた
　　直管部寸法 　　　 T-14 除雪型(特環用)

　　ｺﾞﾑ輪受口寸法・接着受口寸法 　　φ430(FCD)  塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ用保護鉄ふた T-25,14,8
　　ｺﾞﾑ輪受口片受け直管寸法･ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管寸法
　　接着受口片受け直管寸法･ｺﾞﾑ輪受口両受直管寸法 　　φ300(FCD)  ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-25
　　ﾏﾝﾎｰﾙ継手 (下流用)
　　ﾏﾝﾎｰﾙ継手 (上流用) 　　φ300(FCD)  ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-14

　　15度曲管・30度曲管 　　φ300(FCD)  ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-25 除雪型

　　45度曲管・60度曲管 　　φ300(FCD)  ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-14 除雪型
　　90度曲管・90度大曲管 　　φ300(FCD)  ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-25 除雪型
　　90度及び60度支管 　　　　　　　　　　　　　　　　　除雪型(特環用)
　　副管用90度支管・本管用ｶﾗｰ・ 　　φ300(FCD)  ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-14 除雪型
　　ｺﾞﾑ輪受口ｶﾗｰ・接着受口ｶﾗｰ 　　　　　　　　　　　　　　　　　除雪型(特環用)
４.土留工詳細図
　　建込工法 　　φ270(FCD)塩ビ公共汚水ます保護鉄ふた(車道用)

　　建込簡易土留工法 　　φ270(FCD)塩ビ公共汚水ます保護鉄ふた(歩道用)
５. マンホール用可とう性継手

　　φ300(FRP)  ｺﾝｸﾘｰﾄ公共汚水ます用ふた
６. マンホール
　　１号マンホール　φ900 　　φ300(FCD)  ｺﾝｸﾘｰﾄ公共汚水ます用鉄ふた１

　　０号マンホール　φ750 　　φ300(FCD)  ｺﾝｸﾘｰﾄ公共汚水ます用鉄ふた２
８.取付管工

　　Ｙ号マンホール　φ600 　　取付管土工標準断面図

　　Ａ１号マンホール　φ600×900 　　取付支管工　(1)

　　塩ビ製マンホール　(1) 　　取付支管工　(2)
９. 公共汚水桝

　　塩ビ製マンホール　(2) 　　コンクリート製

　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ　(1) 　　塩ビ製
10. マンホールポンプ場

　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ　(2) 　　１号組立マンホール

　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ　(3) 　　２号組立マンホール

　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ　(4) 　　３号組立マンホール
11. 圧送管資材 (1)

　　インバート工 　　ｽﾃﾝﾚｽ両ﾌﾗﾝｼﾞ単管・ｽﾃﾝﾚｽ３方ﾌﾗﾝｼﾞＴ字管
　　圧送管資材 (2)

　　外副管工 　　ｽﾃﾝﾚｽ3方ﾌﾗﾝｼﾞＹ字管

　　内副管工　(1) (2) 　　φ 80㎜  ｽﾃﾝﾚｽ3方ﾌﾗﾝｼﾞＹ字管  詳細図
７. マンホール蓋
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用 　　φ100㎜  ｽﾃﾝﾚｽ3方ﾌﾗﾝｼﾞＹ字管  詳細図
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-25 除雪型   (1) 　　φ150㎜  ｽﾃﾝﾚｽ3方ﾌﾗﾝｼﾞＹ字管  詳細図１
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-25 除雪型   (2) 　　φ150㎜  ｽﾃﾝﾚｽ3方ﾌﾗﾝｼﾞＹ字管  詳細図２
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用 　　圧送管資材 (3)
　　　 T-14 除雪型   (1) 　　ﾚｼﾞｭｰｻｰ 80mm-50mm ・ φ150mm 45°曲管
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-14 除雪型   (2) 　　空気弁カバー  詳細図
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-25 除雪型(特環用) (1) 　　圧送管弁ボックス　仕切弁35型
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-25 除雪型(特環用) (2) 　　圧送管弁ボックス　仕切弁35×55型
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-14 除雪型(特環用) (1) 　　圧送管弁ボックス　空気弁50型
　　φ900(FCD)親子鉄ふた ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　 T-14 除雪型(特環用) (2) 　　圧送管弁ボックス　排泥弁室

12.舗装工
　　φ600(FCD)  １～Ｙ号ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた T-25,T-14 　　仮復旧工
　　φ600(FCD)  １～Ｙ号ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄ふた
　　　 T-25 除雪型 　　路面復旧工
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※当該図面は従来型の構造であり、その他にコンパクト型・バッフ　

　ル型等あるので、実際の使用にあたっては協議を必要とする。







※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知山市型下水道

　用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び汚水ますふたの性能規定の

　適合品を使用すること。

T-25　除雪型





※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知山市型下水道

　用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び汚水ますふたの性能規定の　

　適合品を使用すること。

T-14　除雪型





※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知山市型下水道

　用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び汚水ますふたの性能規定の　

　適合品を使用すること。

T-25　除雪型（特環用）





※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知山市型下水道

　用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び汚水ますふたの性能規定の　

　適合品を使用すること。

T-14　除雪型（特環用）















※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福　

　知山市型下水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた　

　及び汚水ますふたの性能規定の適合品を使用すること。

T-25



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福　

　知山市型下水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた　

　及び汚水ますふたの性能規定の適合品を使用すること。

T-14



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福　

　知山市型下水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた　

　及び汚水ますふたの性能規定の適合品を使用すること。

T-25 除雪型



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福　

　知山市型下水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた　

　及び汚水ますふたの性能規定の適合品を使用すること。

T-14 除雪型



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知山市型下　

　水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び汚水ますふたの性　

　能規定の適合品を使用すること。

T-25 除雪型(特環用)



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知山市型下　

　水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び汚水ますふたの性　

　能規定の適合品を使用すること。

T-14 除雪型(特環用)



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知　

　山市型下水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び　

　汚水ますふたの性能規定の適合品を使用すること。

T-14

※蝶番位置は原則として上流側に設置。



※当該図面は参考図であり、実際の使用にあたっては福知　

　山市型下水道用鋳鉄製マンホールふた及び防護ふた及び　

　汚水ますふたの性能規定の適合品を使用すること。

T-8

※蝶番位置は原則として上流側に設置。





T-14



T-2

※既存ＦＲＰ製φ300型公共汚水ます蓋

　の枠部を使用した取り替え用鉄蓋。
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