マナカチャージ券が当たるクイズ付き！

Ｎｏ．３０
モグくん

名古屋市道路占用調整協議会ニュース
＜名古屋市道路占用調整協議会とは？＞
名古屋市道路占用調整協議会とは、名古屋市内の道路工事の時期などを関係者間で調整することで、
無駄な掘り返し工事をなくし、道路工事の縮減、工事期間の短縮や効率化に努める機関です。
また、道路や道路工事に対する理解を深めていただくために広報誌「ディガー」を定期的に発行しています。

「道路ふれあい月間」 夏休み親子見学会を開催しました！
ご参加ありがとうございました。
道路ふれあい月間にあわせて、平成 27 年 8 月 20 日（木）に中
部電力株式会社の協力のもと、夏休み親子見学会を牛島町変
電所で開催しました。
「ディガー」号外版・第 29 号、「わくわくキッズナビ」で募集したと
ころ「67 グループ 184 名」もの方々からご応募がありました。
当日は、あいにくの雨模様でしたが、抽選で選ばれた「18 グルー
プ 45 名」にご参加いただきました。
当協議会では、これからも積極的な広報活動に努めていきます。
▲広報部会長のあいさつ

【参加された方々の感想】
○ふだん入ることができない工事中の場所を見学できてとても楽しかった。
○名駅の地下にこんなすごい変電所があることを初めて知りました。
○大規模な工事の様子を見学で知ることができ、ご苦労がよくわかりました。
○電気が家に届く仕組みが分かった。
○開閉器の操作音がすごかった。
○また来年も参加したい。
※この他にも多くのご感想をいただきました。

▲ビデオ上映（電気の旅）

▲変電所内の見学
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「地下鉄の保守メンテナ
ナンスはいつ行うの？」
～線路を守る！縁の下の
の力持ち

軌道モータカー～

名古屋市交
交通局

ハッチー

地下鉄の線路やトンネルのメンテナン
ンスは、最終電車が格納された後から始発まで
での間、皆さんが眠
っている時間帯に行っています。そこで活躍するのが「軌道モータカー」とその仲間た
たち！
各路線の保守基地に配備した「軌道モ
モータカー」をはじめ各種保守車両を使って作
作業を行っています。
写真は名古屋市交通局が保有する「軌
軌道モータカー」で、最もよく使う保守車両です。
。
★軌道モータカー
保守作業員を乗せて、作業現場まで
で資機材を運搬する
のが主な役割です。
動力は大型トラックのディーゼルエ
エンジン。皆さんが
眠る真夜中に、こっそり活躍する「縁
縁の下の力持ち」で
す。営業時間中に本線を走る事はない
いため、電車を待つ
お客さまの目に直接触れる事はありま
ませんが、写真で見
ても、昔の「黄電」を思わせるカラフ
フルな黄色のボディ
とユーモラスな形は、パッと目を引き
きます。

見たことある？高速道路
路上の看板

～いつも近くに 名古屋
屋高速～

名古屋高速道路公社

ナコちゃん

名古屋高速道路では、お客様への安
安全・安心・快適な道路サービスの提供を目指
指して、様々な事故
防止対策を実施しております。ここでは
は、名古屋高速道路のキャラクターである「ナ
ナコちゃん」が注意喚
起看板や横断幕で雨天時の走行注意を
を促している一例をご紹介します。
名古屋高速道路を利用される機会に
に、是非ご覧になってください。
■注意喚起看板

■注意喚起横断幕

傘をさしているナコちゃんが、路面をスリップしている状況を描いています
す。
より注目されるようなデザイン
ンの看板を設置し、注意喚起を促しています。
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ＮＴＴの設備紹介

～地下をめぐる情
情報網～

西日本電信電話株
株式会社
ＮＴＴの設備は、地上にある電柱やケー
ーブルだけではなく、目には見えない地下にも
もたくさんあります。
今回は、みなさんが普段見ることのない
い地下設備をご紹介します。 (西日本、東日本
本別)
◎NTT の地下設備と延長
とう道(西 245km 東 406km)

管路(西 33 万 km

東 29 万 km
m)

通信用地下ケーブルを大容量で収
収容できる

NTT ビルからお客様宅までつ
つながっており、

トンネル形式の電気通信設備であ
あり、NTT

管種は、ビニル管・鋼管・鋳鉄
鉄管があります。

ビル間等の高い信頼性が要求され
れる区間に

管径と管路の呼び名は、使用区
区間により異なり

設置しています。

ます。
マンホール
(西 44 万個 東 39 万個)

NTT ビル

管路

ケーブルの
の引込み、引抜き
接続作業を
を目的として設け
ています。
マンホール
ルの蓋には、いろ

マンホール

いろな種類
類があり、路面の
景観に併せ
せたものを設置し

とう道

ている箇所
所もあります。

地下に埋設されている下水
水管を調査しています
名古屋市上下水
水道局
●テレビカメラ調査の目的
下水道は、毎日の生活に欠かすこと
とのできない施設ですが、
普段の生活では目に見えない存在です
す。上下水道局では古く

自走式カメラを
をマンホール
から入れ、地上
上で操作します

なった下水管の損傷に伴う陥没を未然
然に防ぐために、調査を
行っています。調査の方法は直接目で
で見る他に、管の中に人
が入ることができない場合、テレビカメラで管の状況を見る方
法があります。
●テレビカメラ調査結果の利用
テレビカメラ調査結果は、補修計画等
等の資料となり、下水道
管路施設の継続的な維持管理を行うた
ために重要な役割を担っ
ています。
下水管内部をテレ

自走式カメラ

ビカメラ調査する

で撮った下水

自走式カメラ

管内部の映像
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Q&A

皆様からいただいたご質問から、いくつかをＱ＆Ａ形式によって
皆
紹
紹介させていただくコーナーです。

Ｑ１ 地下式給水栓で使うホース等が入っている防災倉庫はどこにありますか？
Ａ１ 地下式給水栓の近くのフェンスな
などに案内看板が設置してあり、地下式給水栓
栓を操作するために
必要な器具の保管場所が記載されています。
Ｑ２ 中央分離帯や歩道の植物が運転
転者の目を楽しませてくれて癒しにもなってい
います。
どこが管理しているのですか？
Ａ２ 名古屋市管理の道路では、中央分離帯や歩道の植栽を各区の土木事務所が
が管理しています。
Ｑ３ 道路の「止まれ」のマークが消え
えかかっているところをたまに目にします。
このマークはどこがつけているの
のでしょうか？
Ａ３ 路面標示は、種類により設置者が
が異なります。
「止まれ」のマークは、公安委員会
会が設置しています。
担当は、各区の警察署交通課にな
なります。
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29号の
のクイズの正解は②

問題 名古屋高速道路公社のキャラクター名は何でしょう？

でした。
45名のご
ご応募をいただき、抽

① モグくん
② ハッチー
③ ナコちゃん

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28年1月31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28年3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。

発行予定
定です。
お楽しみに
に！！

発 行 日 平成27年11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
nagoya-dourokouji.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.n

52）972－4167
ＴＥＬ（052）972－2851 ＦＡＸ（05
※ディガーのバックナンバーもご
ご覧いただけます

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ a2841@ryokuseidob
boku.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 などで構成しています。
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