Ｎｏ．７

名古屋市道路占用調整協議会ニュース

道路ふれあい月間（８月）の各種行事に
ご協力ありがとうございました！
市民の親子参加による工事現場見学会を開催しました！
平成 19 年 8 月 10 日（金）
中川区の伏屋橋の架け替え工事の現場で、
中川区伏屋学区、長須賀学区の親子 20 組、48
名にご参加いただき、工事現場見学会を開催
しました。
架け替え事業を行っている名古屋市の橋梁
課から、伏屋橋の架け替え事業の概要の説明
や、名古屋市内の橋についてのクイズなどを
行い、橋についての理解を深めていただいた
後、現場見学を行いました。

第 21 回

みちフェスティバルを開催しました！

平成 19 年 8 月 4 日（土）
中区栄のオアシス 21 で、第 21 回みちフェ
スティバルを開催しました。
名古屋市ブースでは、オープンカフェにつ
いてのゲームやパネル展示等を行いました。
名古屋市道路占用調整協議会の構成事業者
もパネル展示等を行い、道路に対する理解を
深めていただくための活動を行いました。

名古屋市道路
占用調整協議会

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

１

高速 6 号清須線 （明道町 JCT～清洲 JCT）が開通します
名古屋高速道路公社
平成 19 年 12 月 9 日（日）に、左図の区
間を開通します。この路線の開通により、
高速 16 号一宮線を経由して名神高速道路
まで接続するため、愛知県北西部や岐阜方
面と、名古屋市内とのアクセスが向上しま
す。また、東名阪自動車道とも接続するこ
とで高速道路ネットワークがさらに強化
されます。
利便性が向上した名古屋高速道路をぜ
ひご利用ください。
今後は、現在建設中の高速 4 号東海線の
早期開通に向けて、鋭意努力してまいりま
すので、ご協力をお願いいたします。

地下鉄開業 50 周年！！

名古屋市交通局

名古屋市営地下鉄は、昭和 32 年 11 月 15 日に東
山線名古屋・栄町間（2.4ｋｍ）で開業して以来、
おかげさまで 50 周年を迎えます。
現在、50 周年を記念して、市内各所でさまざま
なイベントを実施しております。来る 11 月 11 日
（日）には午前 10 時から午後 3 時まで、交通局藤
が丘工場で「50 周年記念事業メインイベント」を
開催します。当日は、車両工場ならではの地下鉄
と子供たちの綱引き、特設ステージでの音楽演奏
やクイズ大会など、もりだくさんの催しを用意し
ています。お子様ご家族お揃いで、多くの方の来
場をお待ちしております。
なお、イベント内容の詳細につきましては、地
下鉄駅構内のポスター等の案内をご覧下さい。ま
た、こちらのホームぺ一ジでもお知らせしており
ます。
http://www.kotsu.city.nagoya.jp/fun/aniversary50.html

２

50 年前の開業式典の様子

新潟県中越沖地震に関する復旧応援活動について
平成 19 年 7 月 16 日午前 10 時 13 分頃、新潟県上中越沖を震源としたマグニチュード 6.8、
最大震度 6 強を観測した新潟県中越沖地震が発生しました。新潟県内における被害状況は死者
11 名、重軽傷者 1,960 名、住家全壊 993 棟、大規模半壊 493 棟、半壊 2,805 棟、一部損壊 34,529
棟に及んでいます。
当協議会の構成事業者も、ライフラインの早期復旧のために様々な応援活動を行いました。
ここでは、名古屋市上下水道局と東邦ガス株式会社の復旧応援活動について報告させていた
だきます。

名古屋市上下水道局

病院での応急給水風景
病院での応急給水風景
風景
病院での応急給水

マンホール浮上状況
人孔浮上状況

東邦ガス株式会社

損傷したガス管の入替作業

上水道部門は、7 月 16 日の地震発生後、職員が
直ちに被害の大きかった柏崎市内に向かい、発生
当日の 16 日から被害状況調査に入りました。
柏崎市内では給水区域の全戸約 4 万戸が断水し、
市民生活や自動車産業へ大きな支障をきたしてい
ました。病院や福祉施設への応急給水、漏水調査、
応急復旧を行い、延べ 310 名の職員と車両等を派
遣しました。大きな導水管から各戸への給水管ま
で大きな被害を受けた中、わずか 2 週間の短期間
で応急復旧を行い、市民や産業が水道を使用でき
るよう復活させたため、高く評価されました。
下水道部門は、7 月 20 日から、上水道部門と同
じ柏崎市内の下水道管路の被害状況調査に入りま
した。まず地上からマンホールの蓋を開けて内部
を目視する調査と路面状況の調査を約 462 キロメ
ートル行いました。その調査結果をもとに、被害
の大きい下水道管路内をテレビカメラや人が、マ
ンホールの中に入って直接調査する詳細調査を行
いました。また、損傷した下水道管路を本格的に
復旧させるための設計資料作成の支援を行い、延
べ 959 名の職員と車両等を派遣し、応援活動を行
いました。
「新潟県中越沖地震」により、新潟県柏崎市、刈
羽村を中心に約 3 万 1000 戸のガス供給が停止しま
した。これを受け東邦ガス株式会社は、7 月 20 日
よりガス供給の早期復旧に向けて応援部隊を派遣
し、復旧活動に従事しました。ガス管内に混入した
地下水等の水抜き作業や、酷暑の中、慣れない被災
地での作業は困難を極めましたが、復旧活動に従事
した全員が「1 日も早くお客さまにガスを供給す
る」という意識の下、一致団結し、8 月 10 日まで
の約 20 日間、担当エリアのガス復旧に努めました。
復旧活動に従事した期間、東邦ガス株式会社は延べ
2,872 人（協力工事会社従業員を含む）を現地に派
遣しました。

３

ご利用いただいてますか？
「名古屋市道路占用調整協議会のホームページ」
名古屋市道路占用調整協議会のホームページをご覧になったことはあるでしょうか？このディ
ガーと共に、私たちの広報活動を担う車の両輪として運営しています。
内容は、道路工事情報や道路工事に関するＱ＆Ａ、そして私たち名古屋市道路占用調整協議会に
関する紹介などです。
道路工事情報は、市内の幹線道路（一部の国道を除く）で行われる車線規制の情報を、毎月更新
しております。是非、多くの皆様にご利用いただき、迂回など渋滞の防止にご協力いただきたいと
思います。
また、ディガー読者の方からのご質問で、
「ディガーのバックナンバーは手に入りませんか。
」と
いうご質問もいただいております。当協議会では、今後ホームページのリニューアルを行い、ディ
ガーのバックナンバーの掲載など、内容を充実させていく予定にしておりますのでご期待下さい。
名古屋市道路占用調整協議会のホームページのアドレス

モグくんのクイズコーナー

http://www.nagoya-dourokouji.jp

編集後記
第６号のクイズの正解は③でした。１

問題 今号をよく読んで、次の３つの文章のうち正し
いものを選んで下さい。

４名のご応募をいただき、抽選の結果１

①名古屋高速道路の６号清須線が１２

０名の方にユリカをお送りしました。▼

月に開通し、名神高速道路の一宮ＩＣ

今回も貴重なご意見やご質問等が寄せら

までつながることになる。

れました。今後の紙面に反映していきた

②名古屋市営地下鉄は今年で開業
100 周年を迎える。

いと思います。▼次号からも、皆様から
寄せられた質問にどんどん答えていきた

③占用調整協議会は本誌ディガーでの

いと思いますので、クイズの回答共々た

み広報を行っており、ホームページは

くさんお寄せ下さい。▼今号でお知らせ

存在しない。

しましたホームページについても、ご意

答えを、今号の感想や質問と一緒に下記の事務局ま

見ご要望などをお寄せ下さい。

で、はがき・ＦＡＸ・Ｅメールでお送り下さい。正解者の中
から、抽選で１０名の方にユリカ５００円分をプレゼント
します。（１２月２８日必着）
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名古屋市道路占用調整協議会は、道路工事の計画、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、中部電力株式会社、東邦ガス株式会社などで構成されています。
４

