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※ダム管理及び広報誌に対する、ご意見・ご要望は、上記の

連絡先までお願いします。

ダムの歳時記

平成２５年１２月１日現在

国ダム（８ダム）貯水率：６５．９％（前年度同日の貯水率 ９２．９％）

漢那ダムの湖畔公園ではトックリキワタの花が見頃を迎えております。昨

年は天候の影響があったのかほとんど花が咲かなかったのですが、今

年は無事咲き始めました。

例年どおりの満開ではありませんが、季節を感じることが出来ますので、

ウォーキングがてらご覧ください。

【イベント情報】

【今月（１２月）の行事予定】

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

【イ ント情報】

ダムでは、日頃から各種訓練や管理施設の調査点検を行い、非常事態

に備えています。

今回は、漢那ダムで行った訓練の実施状況をまとめてご紹介します。

７月３日（水）に、漢那ダム管理支所車庫前において、映像・音声を衛星通信路で送受信する

「衛星小型画像伝送装置（以下「Ku‐SAT」という。）」設営訓練を実施しました。

訓練は漢那ダム管理支所職員３名を中心に実施し、設営２回目で目標である４５分以内で装

置設営を完了したので概ね満足できる結果となりました。

今後 更に訓練を重ね設営 操作に熟練したいと考えています

●Ku‐Sat設営訓練

○１２月１日（日）・・・・・・第１５回男女なかよしペア－ＰＧ大会（国頭村鏡地パークゴルフ場）

○１２月１日（日）・・・・・・東村村制施行九十周年記念式典・祝賀会（東村営体育館）

○１２月７日（土）・・・・・・宜野座村文化祭（宜野座村文化センターがらまんホール）

○１２月７日（土）・・・・・・２０１３「森に学ぼう」in大宜味村 （大保ダム）

○１２月７日（土）

～８日(日）・・・・名護やんばるツーデーマーチ（名護市21世紀の森屋内運動場スタート）

○１２月１５日（日）・・・・・首里城お水取り行事（国頭村辺戸）

☆湖水友の会メ ル会員募集中！（特典満載）

今後、更に訓練を重ね設営・操作に熟練したいと考えています。
※Ku‐SATは、ビデオカメラ映像をリアルタイムで送受信する事が可能で災害時等の情報収集に役立っています。

（Ku‐SAT： Kensetsu Universal ‐ Small Aperture Terminal ）

●オイルフェンス設置訓練

１１月１９日（火）に、オイルフェンス設置訓練を実施しました。

オイルフェンスとは 何らかの原因で湖面に油が流出したとき 湖面上に設置して油の拡散・流

通信衛星との接続 画像送信 画像の確認

広域水管理課２０（金）

下旬

中旬 地震対応訓練

日（曜日） 担　当 行　事　名　称

漢那支所

中旬

４（水） 羽地支所 羽地ダム定期検査

１２（木） 福地ダム

１０（火）

１２（木）

事務所

内　　　容

ダム下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

３年毎に行うダムの定期検査

防災専門官

安波ダムオイルフェンス設置訓練安波支所

事務所ｋｕ－ｓａｔ設置訓練

福地ダムオイルフェンス設置訓練

安波支所 安波ダム定期検査

漢那ダム定期検査

ダム下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

地震災害を想定した訓練

衛星小型画像伝送装置（ｋｕ－ｓａｔ）の操作習熟を目的とした訓練

リュウキュウアユ復元に向けての拡大会議 関係機関の取り組み状況を情報共有する会議

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務に

対する一般者の理解を深めること及び水源地域の活性化を図ることを目的としています。

会員特典
①広報誌を毎月配信、②ダムツアーにご招待

③カヌー体験にご招待、④イベント会員枠確保

⑤会員専用駐車場確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 １８８名

１１月１９日（火）に、オイルフェンス設置訓練を実施しました。

オイルフェンスとは、何らかの原因で湖面に油が流出したとき、湖面上に設置して油の拡散・流

出を防ぐものです。訓練当日は風が強かったのですが、これも訓練の一つとして考えて、船の

操作も含め設置の手順等について確認を行いました。

非常時には、今回確認した設置手順を基に冷静に迅速に行動できるよう、今後も訓練を行って

いきたと考えています。

ｵｲﾙﾌｪﾝｽの運搬 ｵｲﾙﾌｪﾝｽの固定 設置完了
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福地ダムでリュウキュウアユの放流を行いました
●防災通信訓練

１１月８日（金）に、防災通信訓練を実施しました。

本訓練は、災害発生時の通信の確保を図るため、各種機器の操作習熟等を目的に行うもので、年２回

行っています。

当日は、沖縄本島近海を震源とする地震（マグニチュード７．４ 震度６弱）により沖縄本島全域で大規模

な災害が発生し、宜野座村漢那地区の「未来ぎのざ」でも施設が被災したと想定し、防災ネットワークを

使用して関係機関へ災害現場の映像等を伝送する訓練を実施しました。

今回は、特に宜野座村との連携を重視し、役場への画像の伝送やヘリに実際に役場の職員の方に乗っ

てもらい、非常時に有効活用できるよう調整・確認を行いました。

今後も、自治体等と連携した訓練を行い、非常時に備えたいと考えています。

１１月１９日（火）、福地ダムにおいて昨年度に引き続き親水水路へのリュウキュウアユ放流を行いました。

同ダムでは、今年１月１６日に親水水路で試験的に放流したリュウキュウアユが産卵し、下流河川に仔魚が流

下したことを確認したところですが、今年度は、産卵場所を５ヶ所（昨年度は２ヶ所）に増やして実施することとしま

した。

当日は、曇り空の下、福地ダムで陸封されたリュウキュウアユ４０個体を採集した後、地元東村役場職員等の皆

さん約４０名が見守る中、東村立保育所の子供たち１５名の参加により放流体験を行いました。

放流後は、水路内を元気に泳ぐリュウキュウアユを観察することができ、参加した子供たちからは、「かわい

い！！」、「元気な赤ちゃんを産んでね！！」などこれから産卵準備に入るリュウキュウアユにエールを送っている

様子が見られました様子が見られました。

当事務所では、第２回目の放流を１２月にも行う予定であり、合計１００個

体のリュウキュウアユを放流し、産卵や仔魚供給のモニタリングを行ってい

く計画で、順調にいけば、年明けにかけて産卵が行われ、たくさんの仔魚

が福地川を流下することが確認できるものと考えています。

放流後の親水水路では、リュウキュウアユの泳ぐ姿を見ることができます

ので、福地ダムを訪れた際には静かに観察してはいかがでしょうか？

親水水路

「平成25年度 北部ダム統合管理事務所建設工事安全会議」の開催

リュウキュウアユ展

１１月２０日（水）羽地ダム管理支所広報ホールにて、「平成２５年度北部ダム統合管理事務所建

設工事安全会議」を開催しました。

本会議は北部ダム統合管理事務所管内の工事、点検業務を対象として、建設工事等に係る労

働災害防止の意識を高める事を目的として年に１度開催しているもので、当日は職員、請負業者

平成２５年１１月７日～８日に、当事務所広域水管理課の備瀬環境係長が東京で開催された「平成２５年度国

土交通省国土技術研究会」でこの取り組みについて発表し、優秀賞（ポスターセッション部門）を受賞しました。沖

縄で取り組んでいることが高く評価され、関係者一同大変喜んでいるところです。

カヌー体験

手作り鯉のぼり総選挙芝ソリ

【訓練に参加してのコメント】

大震災が起こったときの訓練として今回参加して感じたことは、震災によって道が崩

れる等で現場に行けないときに、情報が得ることが出来るため非常に便利だと感じまし

た。得た情報で準備ができ、道が復旧したら早急に対応できるようになり、被災者の救

助や救護を迅速に行えると思いました。

しかし、今回の訓練ではそういった内容までは行っていない為、次回は情報のやりとり

のみの訓練ではなく、情報を得た後の訓練についても行い、震災に強い村づくりを目指

したいです。

また、普段ヘリコプターに乗る機会もなく、宜野座村を上空から眺めることもないの

で、大変貴重な体験が出来ました。

宜野座村役場総務課

松田 主事

働災害防止の意識を高める事を目的として年に１度開催しているもので、当日は職員、請負業者

合わせて５４名が参加しました。

会議では、まず始めに北部ダム統合管理事務所長から各請負業者へ労働災害防止の徹底につい

て指示がありました。次に、「会議の規約」、「平成２５年度沖縄総合事務局開発建設部における事

故の発生状況」、「北部ダム統管管内での過去５年間の事故発生状況」の報告を行うとともに、請

負業者代表による現場における安全管理の取り組み状況等の「安全報告」を行いました。

また、今回、名護労働基準監督署の佐喜真産業安全専門

官による「建設業の労働災害防止について」の講話をして頂

きました。

講話では改正「労働安全衛生規則」、安全点検のポイント等

の説明がありました。

最後に請負業者代表による安全宣言により無事故・無災害・

労働災害ゼロを決意し会議を閉会しました。

宜野座村役場での画像伝送状況

また、普段 リ プタ に乗る機会もなく、宜野座村を 空から眺める ともないの

で、大変貴重な体験が出来ました。 労働災害ゼロを決意し会議を閉会しました。
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福地ダムでリュウキュウアユの放流を行いました
●防災通信訓練

１１月８日（金）に、防災通信訓練を実施しました。

本訓練は、災害発生時の通信の確保を図るため、各種機器の操作習熟等を目的に行うもので、年２回

行っています。

当日は、沖縄本島近海を震源とする地震（マグニチュード７．４ 震度６弱）により沖縄本島全域で大規模

な災害が発生し、宜野座村漢那地区の「未来ぎのざ」でも施設が被災したと想定し、防災ネットワークを

使用して関係機関へ災害現場の映像等を伝送する訓練を実施しました。

今回は、特に宜野座村との連携を重視し、役場への画像の伝送やヘリに実際に役場の職員の方に乗っ

てもらい、非常時に有効活用できるよう調整・確認を行いました。

今後も、自治体等と連携した訓練を行い、非常時に備えたいと考えています。

１１月１９日（火）、福地ダムにおいて昨年度に引き続き親水水路へのリュウキュウアユ放流を行いました。

同ダムでは、今年１月１６日に親水水路で試験的に放流したリュウキュウアユが産卵し、下流河川に仔魚が流

下したことを確認したところですが、今年度は、産卵場所を５ヶ所（昨年度は２ヶ所）に増やして実施することとしま

した。

当日は、曇り空の下、福地ダムで陸封されたリュウキュウアユ４０個体を採集した後、地元東村役場職員等の皆

さん約４０名が見守る中、東村立保育所の子供たち１５名の参加により放流体験を行いました。

放流後は、水路内を元気に泳ぐリュウキュウアユを観察することができ、参加した子供たちからは、「かわい

い！！」、「元気な赤ちゃんを産んでね！！」などこれから産卵準備に入るリュウキュウアユにエールを送っている

様子が見られました様子が見られました。

当事務所では、第２回目の放流を１２月にも行う予定であり、合計１００個

体のリュウキュウアユを放流し、産卵や仔魚供給のモニタリングを行ってい

く計画で、順調にいけば、年明けにかけて産卵が行われ、たくさんの仔魚

が福地川を流下することが確認できるものと考えています。

放流後の親水水路では、リュウキュウアユの泳ぐ姿を見ることができます

ので、福地ダムを訪れた際には静かに観察してはいかがでしょうか？

親水水路

「平成25年度 北部ダム統合管理事務所建設工事安全会議」の開催

リュウキュウアユ展

１１月２０日（水）羽地ダム管理支所広報ホールにて、「平成２５年度北部ダム統合管理事務所建

設工事安全会議」を開催しました。

本会議は北部ダム統合管理事務所管内の工事、点検業務を対象として、建設工事等に係る労

働災害防止の意識を高める事を目的として年に１度開催しているもので、当日は職員、請負業者

平成２５年１１月７日～８日に、当事務所広域水管理課の備瀬環境係長が東京で開催された「平成２５年度国

土交通省国土技術研究会」でこの取り組みについて発表し、優秀賞（ポスターセッション部門）を受賞しました。沖

縄で取り組んでいることが高く評価され、関係者一同大変喜んでいるところです。

カヌー体験

手作り鯉のぼり総選挙芝ソリ

【訓練に参加してのコメント】

大震災が起こったときの訓練として今回参加して感じたことは、震災によって道が崩

れる等で現場に行けないときに、情報が得ることが出来るため非常に便利だと感じまし

た。得た情報で準備ができ、道が復旧したら早急に対応できるようになり、被災者の救

助や救護を迅速に行えると思いました。

しかし、今回の訓練ではそういった内容までは行っていない為、次回は情報のやりとり

のみの訓練ではなく、情報を得た後の訓練についても行い、震災に強い村づくりを目指

したいです。

また、普段ヘリコプターに乗る機会もなく、宜野座村を上空から眺めることもないの

で、大変貴重な体験が出来ました。

宜野座村役場総務課

松田 主事

働災害防止の意識を高める事を目的として年に１度開催しているもので、当日は職員、請負業者

合わせて５４名が参加しました。

会議では、まず始めに北部ダム統合管理事務所長から各請負業者へ労働災害防止の徹底につい

て指示がありました。次に、「会議の規約」、「平成２５年度沖縄総合事務局開発建設部における事

故の発生状況」、「北部ダム統管管内での過去５年間の事故発生状況」の報告を行うとともに、請

負業者代表による現場における安全管理の取り組み状況等の「安全報告」を行いました。

また、今回、名護労働基準監督署の佐喜真産業安全専門

官による「建設業の労働災害防止について」の講話をして頂

きました。

講話では改正「労働安全衛生規則」、安全点検のポイント等

の説明がありました。

最後に請負業者代表による安全宣言により無事故・無災害・

労働災害ゼロを決意し会議を閉会しました。

宜野座村役場での画像伝送状況

また、普段 リ プタ に乗る機会もなく、宜野座村を 空から眺める ともないの

で、大変貴重な体験が出来ました。 労働災害ゼロを決意し会議を閉会しました。
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http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/
※ダム管理及び広報誌に対する、ご意見・ご要望は、上記の

連絡先までお願いします。

ダムの歳時記

平成２５年１２月１日現在

国ダム（８ダム）貯水率：６５．９％（前年度同日の貯水率 ９２．９％）

漢那ダムの湖畔公園ではトックリキワタの花が見頃を迎えております。昨

年は天候の影響があったのかほとんど花が咲かなかったのですが、今

年は無事咲き始めました。

例年どおりの満開ではありませんが、季節を感じることが出来ますので、

ウォーキングがてらご覧ください。

【イベント情報】

【今月（１２月）の行事予定】

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

【イ ント情報】

ダムでは、日頃から各種訓練や管理施設の調査点検を行い、非常事態

に備えています。

今回は、漢那ダムで行った訓練の実施状況をまとめてご紹介します。

７月３日（水）に、漢那ダム管理支所車庫前において、映像・音声を衛星通信路で送受信する

「衛星小型画像伝送装置（以下「Ku‐SAT」という。）」設営訓練を実施しました。

訓練は漢那ダム管理支所職員３名を中心に実施し、設営２回目で目標である４５分以内で装

置設営を完了したので概ね満足できる結果となりました。

今後 更に訓練を重ね設営 操作に熟練したいと考えています

●Ku‐Sat設営訓練

○１２月１日（日）・・・・・・第１５回男女なかよしペア－ＰＧ大会（国頭村鏡地パークゴルフ場）

○１２月１日（日）・・・・・・東村村制施行九十周年記念式典・祝賀会（東村営体育館）

○１２月７日（土）・・・・・・宜野座村文化祭（宜野座村文化センターがらまんホール）

○１２月７日（土）・・・・・・２０１３「森に学ぼう」in大宜味村 （大保ダム）

○１２月７日（土）

～８日(日）・・・・名護やんばるツーデーマーチ（名護市21世紀の森屋内運動場スタート）

○１２月１５日（日）・・・・・首里城お水取り行事（国頭村辺戸）

☆湖水友の会メ ル会員募集中！（特典満載）

今後、更に訓練を重ね設営・操作に熟練したいと考えています。
※Ku‐SATは、ビデオカメラ映像をリアルタイムで送受信する事が可能で災害時等の情報収集に役立っています。

（Ku‐SAT： Kensetsu Universal ‐ Small Aperture Terminal ）

●オイルフェンス設置訓練

１１月１９日（火）に、オイルフェンス設置訓練を実施しました。

オイルフェンスとは 何らかの原因で湖面に油が流出したとき 湖面上に設置して油の拡散・流

通信衛星との接続 画像送信 画像の確認

広域水管理課２０（金）

下旬

中旬 地震対応訓練

日（曜日） 担　当 行　事　名　称

漢那支所

中旬

４（水） 羽地支所 羽地ダム定期検査

１２（木） 福地ダム

１０（火）

１２（木）

事務所

内　　　容

ダム下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

３年毎に行うダムの定期検査

防災専門官

安波ダムオイルフェンス設置訓練安波支所

事務所ｋｕ－ｓａｔ設置訓練

福地ダムオイルフェンス設置訓練

安波支所 安波ダム定期検査

漢那ダム定期検査

ダム下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

地震災害を想定した訓練

衛星小型画像伝送装置（ｋｕ－ｓａｔ）の操作習熟を目的とした訓練

リュウキュウアユ復元に向けての拡大会議 関係機関の取り組み状況を情報共有する会議

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務に

対する一般者の理解を深めること及び水源地域の活性化を図ることを目的としています。

会員特典
①広報誌を毎月配信、②ダムツアーにご招待

③カヌー体験にご招待、④イベント会員枠確保

⑤会員専用駐車場確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 １８８名

１１月１９日（火）に、オイルフェンス設置訓練を実施しました。

オイルフェンスとは、何らかの原因で湖面に油が流出したとき、湖面上に設置して油の拡散・流

出を防ぐものです。訓練当日は風が強かったのですが、これも訓練の一つとして考えて、船の

操作も含め設置の手順等について確認を行いました。

非常時には、今回確認した設置手順を基に冷静に迅速に行動できるよう、今後も訓練を行って

いきたと考えています。

ｵｲﾙﾌｪﾝｽの運搬 ｵｲﾙﾌｪﾝｽの固定 設置完了
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