マナカチャージ券が当た
たるクイズ付き！

Ｎｏ．３２
モグくん

名古屋市道路占用調整協議会ニ
ニュース

７月１日に協議会ウェブ
ブサイトを一新しました

～ス
スマホもＯＫ！～

ウェブサイトでは
は、名古屋市内の主
な道路工事情報をご覧いただけます。
工事個所には、規
規制種別を示すア
イコンが表示され、アイコンをクリック
すると工事の詳細情
情報を見ることもで
きます。
スマートフォンで
でも見ることができま
すのですので、お出
出掛けの際にぜひ
ご活用ください。

◎ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.nagoya
a-dourokouji.jp

名古屋市道路占用調整
整協議会

親子見学会をガスエネルギ
ギー館で開催します

参加者
者募集中!!

みなさんの生活と関わりが深い道路
路とガスの関係について楽しく学んでみませんか。今回は、ガス
エネルギー館で親子見学会を開催し、都市ガスについて理解を深めていただきます。
【応募方法については、４ページをご覧
覧ください。】

道路の下のガス管を取り替える工事
事を

ガスエネルギー館はガスに
について楽しく

行っています。

学べる施設です。
1

簡単にできる大雨対策

～いざという時に備え、「なみ受け君」を
を作ろう～

名古屋市上下水
水道局
近年、下水道の整備レベルを超える大雨が頻発し、甚大な浸水被害が発生してい
います。
皆さんの取り組み（自助）による大雨
雨時の浸水被害を軽減する対策の 1 つとして、「なみ受け君」を
ご紹介いたします。

「なみ受け君」とは？
ご家庭にある段ボールやプランター
ー
などをビニルシートで包んで止水板の
の
代わりとするものです。浸水時の雨水
水の
侵入、特に車が通ってできる波の侵
侵入
を防ぐのに効果的です。

各家庭にあるもので作れ
れます

波の侵入を防ぎます

雨水に浸らないようにしっかりと
ビニルシートで包みましょう

浮かないようにしっかりと
重しを入れて固定しましょう

浮かないように
しっかりと水を入れましょう
注意 1
止水板の代わりとするもの
（ダンボール、プランター、ポリタン
ンク）が
浮いたり、流されたりしないように土
土のう、水の
う、ポリタンクなどでしっかり固定し
しましょう。
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注意 2
「なみ受け君」は、あ
あくまでも
水深の浅い早い段階
階で役に立つ
ものですので、危険を
を感じる前に
早めに避難しましょう
う。

可動式ホーム柵の整備

～お客様の安全・安心を守ります～

名古屋市交通局
地下鉄東山線高畑駅・藤が丘駅間において、高畑駅から順に可動式ホーム柵の設置・供用を進めて
きました。最後に、平成２８年２月２９日に藤が丘駅の可動式ホーム柵を供用し、全２２駅の整備を完了
しました。
列車の扉と連動して開閉する可動式ホーム柵により、お客様を線路内への転落や列車との接触事故
から守り、より安全・安心に地下鉄をご利用いただけます。
東山線では各駅において、駅名標示のほか扉上部（線路側）に帯状の固有色を付けるなど、色を塗り
分けることで車内のお客様がどこの駅に到着したかを色覚的にも判別できるようにしています。
引き続き、名城線・名港線にも平成３２年度の設置に向け整備を進め、安全・安心な地下鉄サービス
をお届けしていきます。

▲設置工事中

▲供用開始後(線路側)

災害に強い街をつくるＮＴＴの新技術

▲供用開始後(ホーム側)

～地下管路の再生～

西日本電信電話株式会社
◆ ＰＩＴ新管路方式 ( Pipe Insertion

Type )

通信サービスには、災害に強い設備の構築が求められています。
ＰＩＴ新管路方式は、既設ケーブルを収容したまま老朽管内に新しい管路を挿入する新技術です。
上部部材と下部部材で既設ケーブルを挟み込むようにして押し込んでいくため、本来補修すべき老
朽化した管路と新しいPIT部材が二重構造になり、耐震性が向上し、管路の長寿命化が図れます。
道路を掘る必要がなく、通信サービスを中断せずに工事ができるので、環境にもやさしい工法です。
（地表面）

（
マンホールの断面図）

PIT 部材(ポリ塩化ビニル製)
上部部材

下部部材

老朽化した管路

既設光ケーブル
PIT 部材(ポリ塩化ビニル製)

老朽化した金属管路(模型)
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親子見学会の応募方法
■ 開 催 日 時

平成28年8月19日（金） 午前9時30分～12時00分

■ 開 催 場 所

ガスエネルギー館（東海市新宝町）※地下鉄市役所駅からバスで送
送迎いたします。

■ 集 合 場 所

名古屋市役所【「地
地下鉄名城線 市役所駅５番出入口」より徒歩約１
１分】

■ 募 集 人 数

40人

■ 募集対象者

小学生及び中学生
生を対象としますが保護者【20歳以上】の同伴を条
条件とします。

■ 応 募 方 法

はがき、ＦＡＸ又は電
電子メールで事務局までお申し込みください。（一
一番下の枠内参照）

■ 記 載 事 項

参加希望者全員の
のお名前（お子様は学年も記載）、代表者の住所、電話番号

■ 応 募 締 切

平成28年7月29日（金）必着

※ 応募者数が定員を超えた場合は抽選
選とさせていただきます。
※ 見学者の決定については、8月8日頃
頃までに応募者全員に郵送させていただきます。
※ 詳細については、見学者宛てに別途
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の
の事務手続きにのみ使用し、その他の目的では使用し
しません。

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！

接触事故を防ぐため
問題 線路内への転落や列車との接
地下鉄東山線のホームに設置
置したものは何でしょう？

編集後
後記
第31号の
のクイズの正解は
②４か所
所でした。
84通のご
ご応募をいただき、

① なみ受け君
② PIT部材
③ 可動式ホーム柵

正解者の
の中から抽選で5名
の方にマ
マナカチャージ券を

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。

お送りし
しました。
皆様から
らのご意見やご質問
をお待ち
ちしております。
次号は平
平成28年11月1日
発行予定
定です。
お楽しみ
みに！！

＜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
名古屋市内の道路工事の時期などを関係者間で
で調整することで、
無駄な掘り返し工事をなくし、道路工
工事の縮減、工事期間の短縮や効率化に努める
る機関です。
また、道路や道路工事に対する理解を
を深めていただくために広報誌「ディガー」を
を定期的に発行して
います。
発 行 日 平成28年7月1日
会 （事務局：名古屋市緑政土木局路政部道路管理課）
編集･発行 名古屋市道路占用調整協議会
〒460-8508 名古屋市中区三
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.n
nagoya-dourokouji.jp

ＴＥＬ（052）972－2851 ＦＡＸ（05
52）972－4167
※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、名古屋市
市緑政土木局 国土交通省 愛知県警察本部 名古屋
屋高速道路公社
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
西
中部電力株式会社 東邦ガ
ガス株式会社
東海旅客鉄道株式会社などで構成していま
ます。
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