マナカチャージ券が当
当たるクイズ付き！

Ｎｏ．２９
モグくん

名古屋市道路占用調整協議会ニ
ニュース

「道路ふれあい月間」

夏休み親子見学
学会

参加者募集中！！

中部電力牛島町変電所で『夏休み親子見学会』を開催します。高層ビルの立ち並ぶ
ことのできない地下変電所の工事を見
見に来ませんか。
名古屋駅の近くで、普段見るこ
名古屋駅の北に位置する牛島町変電所は、名古屋駅周辺に電気を送るため昭和３２
年にできました。
今、名古屋駅周辺は高層ビルの建設が盛んにおこなわれています。これらのビルに
電気を送るため、ルーセントタワーの敷地内に地下変電所を増築しています。

名古屋
ルーセントタワー
(地上 40 階,180m)

現在の
牛島町変電所

【見学場所】
地下変電所

開閉器室のイメージ
岐阜方面

JR 東海道線
東海道新幹線
名古屋駅方面

■ 開催日時
■ 集合場所
■ 募集人数
■ 募集対象者
■ 応募方法
■ 記載事項
■ 応募締切
※
※
※
※

平成27年8月20日（木
木） 午前10時～11時30分
名古屋市西区牛島町
町（詳細は参加者宛に別途おしらせします。）
【最寄りの「地下鉄東
東山線 名古屋駅10番出入口」より徒歩約5分
分】
40人
小学生及び中学生を
を対象としますが保護者（大人20歳以上）の同伴
伴を条件とします。
はがき、ＦＡＸ又は電
電子メールで当協議会事務局までお申し込みく
ください。
（応募先は最後のペ
ページの枠内を参照してください。）
参加希望者全員のお
お名前、お子様の学年、郵便番号、住所、電話
話番号
平成27年7月31日（金
金）必着

応募者数が定員を超えた場合は抽
抽選とさせていただきます。
見学者の決定については、8月7日
日頃までに応募者全員に郵送させていただきま
ます。
詳細については、参加者宛てに別
別途郵送にてお知らせします。
取得した個人情報は今回の見学会
会の事務手続きにのみ使用し、その他の目的で
では使用しません。
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中学校にも地下式給水栓を
を整備～地域のみなさまが協力して飲料
料水を確保～
名古屋市上下
下水道局
●地下式給水栓
地下式給水栓は、マンホール収納タイ
イプの給水栓で、災害時に地域のみなさまが
が自ら操作をすること
で飲料水を確保できる施設です。
現在、災害時に避難所となる名古屋市
市内のすべての市立小学校に整備されていま
ますが、平成 26 年
度から平成 27 年度にかけて、災害時に
に救護所となる市立中学校にも地下式給水栓
栓を設置しています。
地下式給水栓は地域のどなたでも使用
用することができ、操作に必要な器具は小学校
校の防災倉庫などに
保管してあります。
中学校に設置された地下式給
水栓のマンホールです

防災倉庫などに保管してある
防
操
操作に必要な器具です。

中には蛇口
口があり、ホースを
つけて使用
用します

道路工事現場への車の侵入
入事故防止対策～作業員と運転手の安
安全確保～
西日本電信電話株
株式会社
NTTグループでは、工事現場の安全
全性向上のため様々な対策を行っています。
今回は、工事現場への車の侵入事故防
防止対策である車両停止装置をご紹介します。
道路の工事現場では、一般
車両が突入してくる危険
があります。作業員を守る
ため、工事現場手前に車両
停止装置を設置します。装
置①部のアーチで突入車
両の前輪を浮かせ、②部の
特殊ゴムの摩擦により車
両を強制的に停止させる
ことで現場作業員と運転
手の安全を確保します。
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②特殊ゴム

▲車両停止装置

①アーチ

▲前輪を浮
浮かせ停止させる

見たことある？高速道路
路上の設備その３～いつも近くに

名古
古屋高速～

名古屋高速道路公社
高速道路でみなさまの安心で快適な
なご利用をサポートする設備について、第
第２６号に引き続き
紹介いたします。今回は、事故や災害
害などの緊急時に活用する設備についてで
です。
■非常口（非常階段）
名古屋高速道路上には、非常口が84箇所に設置されています。
壁の上に非常口の誘導案内表示板が100ｍ間隔
隔で設置されてい
進行方向左側のコンクリート壁
ますので、有事の際には矢印の進
進行方向に進んでください。
なお非常口は、出口・入口を合
合わせると、概ね1km以内（トンネルは500m
m以内）の間隔で
設置されています。

非常階段

非常口（高架橋）

地下鉄駅出入口止水板

誘導案内表示板

ンネル）
非常口（トン

～地下鉄駅への浸水防止～

名古屋市交
交通局
地下鉄駅の出入口には、駅構内への
の浸水を防止するためにいろいろなタイプの止
止水板を設置してい
ます。どのタイプの止水板も、駅員が手動で操作します。
以前の止水板は、出入口の腰壁に取
取付けたレールに木の板をはめ込み、隙間に
に土のうを入れて浸
水を防ぐタイプ「角落とし式止水板」がほ
ほとんどでしたが、ゲリラ豪雨等に迅速に対応
応するため、「扉式止
水板」や「立上式止水板」等の止水板へ
へ順次取替えを進めています。

▲角落とし式止水板（設置時）

▲扉式止水板（閉鎖時）

▲立上式止水
水板（立ち上げ時）
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道路知ったかぶり
「四間道（しけみち）」って
てご存じですか？
名古屋城の南西に位置する四間道
道地区は、堀川の
舟運を利用する商人とともに発展した
た町で、名古屋市
の町並み保存地区に指定
されています。なかでも堀
川から西へ２本目の道は、
元禄 13 年（1700 年）の大
火の後、道幅を４間（約７メ
ートル）に拡げたことから、
四間道と呼ばれるようにな
りました。土蔵や伝統的な
建造物が現在でも立ち並んでおり、当時
時の面影を残しています。
一度、古い町並みを楽しんで見てはい
いかがですか。

モグくんのクイズコーナー

今号をよ
よく読んで答えてネ！

編集後
後記
第28号の
のクイズの正解は③

故防止対策の1つとして使われて
問題 道路工事現場で車の侵入事故
いるのはどれでしょうか？
① 扉式止水板
② 車両停止装置
③ 誘導案内表示板

でした。
76名のご
ご応募をいただき、抽
選で5名の
の方にマナカチャー
ジ券をお送
送りしました。
今回も貴
貴重なご意見やご質

答えを、今号の感想や
や質問と一緒に下記の事務局まで（は
がき・ＦＡＸ・Ｅメール
ルであなたの住所、氏名、電話番号を
記載して）お送り下さい
い。（平成27年9月30日必着）
正解者の中から、抽
抽選で５名の方にマナカチャージ券
1000円分をプレゼント
トします。（当選者の発表は発送に替
えさせていただきます。）
※応募はお一人様一通に
に限らせていただきます。
※取得した個人情報は問
問合せの回答、内容の確認及び発送事
務のみ使用しその他の
の目的では使用しません。

問等が寄
寄せられました。今後
の紙面に
に反映していきたいと
思います。
クイズの回
回答とあわせて皆様
からのたくさんのご意見やご
質問をお待ちしております。
次号は平
平成27年11月１日

「ディガー(digger)」って、何…？
digは英語で地面を「掘り起こす
す」意味です。
そして、diggerは「掘る人（機械
械）
」を意味しています。
発 行 日

発行予定
定です。
お楽しみに
に！！

平成27年7月１日

編集･発行 名古屋市道路占用調整協議会（事務局 名古屋市緑政土木局路政部道路管理課）
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.nagoya-dourokouji.jp

52）972－4167
ＴＥＬ（052）972－2851 ＦＡＸ（05
E－mail a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

名古屋市道路占用調整協議会は、道路工事
事の計画、工事の手順、方法などを調整する機関です。
名古屋市 国土交通省 愛知県警察本部 名古屋高速道路公社
名
名古屋市上下水道局 名古屋市交通局
西日本電信電話株式会社 中部電力株式会
会社 東邦ガス株式会社 などで構成されています。
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