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200512は 例年ならば2月 かと思うような
とな り、市内で融雪用の地下水 くみ上げが
したためかT工 場前地下および管理棟地 下
渇あるいは著 しく減少 して しまった。
0こ)cOde w‑01
管理棟前
昨年まで使用 していた湧水は完全 に枯渇.
鴨 搬人 に支障がでるのでなんとか しろ 1」
られず、新たな水源を探す。
月時 に非常用 にあて に して いた事務棟 ドの湧

渇 していたので、新たな水源 をポイラー

撻械系排水と機械室東側の部屋の湧水に求
べ く、配管の変更を行う。
ポイラー等の機械系排水は湧水より水温が高
.腱 雪には有利であつたがポイラーが稼働し
ヽ
る時に しか有効ではな く、また、機械室東
の湧水 と共に水 量は 「分ではなか った。
、管理棟の前 の融雪は間欠運転を余儀な く
しかし、燃料搬入の運転手さんか らは
り役 にた って いたので はな いですか 」 と
薔想 を頂 くことがで きま した 。

ヽ)code w‑02 Tェ
場前
こちらは枯潟 しな いまで も著 しく水量が減少.
義水間隔が非常 に長 くな り融書にはほとん ど
を失 った。
二 下水中ポ ンプは水位 による 自動運転型に変

てあったので、自給式の地上ポンプは凍結
のため連続運転とした。
1月 にな り事故発 生。融雪用 の水は出ていな
に工場前が水浸 し。逆流防止用に取 り付 け
いた逆止弁によってた まっていた水が 1月
で氷結 し、エルボ部分 を破壊。地上タン
水は完全 に氷結. 1台 のポ ンプはモー ター
問短絡を起 こした らしくダウン、 もう 1
ンプは内蔵の逆止弁が動作 しな くなった。
この冬季の運転をあき らめ、消雪ホー ス
を管理棟 前へ移動 し管理棟前の融雪区
廷長.
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な量がある ことを確認。 これ を管理棟前まで送
水す るため配管 を開始。 VP塩 ビ管の定尺は
4mで あるため重 量の関係で内径 は40mmで
配管 を行 うことにした。途中で 「
学生玄関付近
の融雪 もできるよ うに」 といぅ注文が付 き、途
中に20mmの 分岐管 を設け別ボ ンプでさらに
加圧 し地上に送水す る配管 を行 う。
ここで使 った別ボンプとは先 に書いた 内蔵 の
逆止弁が動作 しな くなったポ ンプで、解体修理
を試みたが肝心 の部分が解体で きず老朽化 のた
めかよけいな部分を破損 して しまった。そのた
め層間短絡 を起 こした らしいポ ンプか ら部品 を
流用 して修理 した ものである。
地下に送 り込 まれた40mmの 塩 ビ管は全部
で10本、総延長およそ40mの 送水管 とな った。
送水試験の結果40mの 送水管は湧水 晨をは
るか に上回る送水力t可能である ことを確認.
20mmの 送水管で も現管理棟前への送水量以
上程度の水量を確認。運用試運転は秋 に行 うこ
とに した。
3 4号

館 工事に関連 した融雪
3月 上旬、4号 館工事 に関連 した融雪の相談
を受 ける。プ レパブ小屋建設のために 4月 第 1
週 中に事務棟南側 の書 をなん とかできな いか ?
雨水排水路の一部を収 き止め、水中ボンプで
くみ上 げて融雪 を試みる.間 に合 う可能性はあっ
たが春先の積雪で間に合わないと判断 され、業
者 さんによる排雷 に変更。ただ し、それ までに
すべてのベ ンチや 「
石」の位置を捜素 ・確定す
ることになった。何 とかすべて発見.
F・
l 時にこれ とは別に入学式 までにということ
で資源回収用のプレハ ブ小屋 を移動 させる場所
の融雪を請 け負 う.3月 30日 の降雪等に苦 し
め られたがぎ りぎ り間 に合 う。
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このよ うにあち こちで湧水が枯渇 減少する
5号 館学生玄関付近の地下の湧水は結構
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本 プロジェク トを計画 ・実行す るにあた りま
して、 ご協力頂きま した米竹孝一郎教授、石川
侵教授に心か ら御礼 申し上げます。

Ｅ Ｅ Ｏ斜 諄 超

仙■ 雲

れい

︵
寝菫輌 期 訃堰

ヾ︶

Ｅ Ｅ Ｏ■ ｕ К

細コ岬

ζ ＝雷

ＥＥＯ倒ｕ 超
柳 コ雲
︵
長躍¨ Ｎ︶

→

‑16‑

