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金武町海外派遣移住者子弟研修生の金武ダム見学を実施！
10 月18日（水）に、ペルー、アルゼンチン、ブラジルから来た日系の研修生３名による金武町海外派遣
移住者子弟研修生の金武ダム施設見学が行われました。
建設関係を主とした現地視察の要望があったため、台形ＣＳＧダムの構造の説明やダム堤体内の監査
廊に設置している圧力計や変位計による計測管理について、実際の施設を見ながら学んで頂きました。
限られた短い時間での施設見学でしたが、研修生達はとても興味津々で、「台形ＣＳＧ構造に使用されて
いる砂や砂利はどこから持ってきているのですか。」など数多くの質問があり、とても楽しそうでした。この
見学が将来を担う技術者育成の一助となれば幸いです。

大保ダムで１７回目の自転車レースを開催！
県高校新人大会自転車競技のロードレースが１０月１４日（日）に１４校２７名（内女子１名）の選手が参加
し、台風後の秋を感じる気候の中、大保ダム～大国林道を周回するコースで開催されました。
当レースは、平成２２年から大保ダムで開催され、今回で１７回目を迎えるものです。レースは、1年生の
玉城君、榎木君、南風原君が集団をけん引し、他を突き放し、最後は玉城君（北中城１年）が独走で栄冠を
勝ち取りました。
女子は、１名参加で孤独なレースながら、着実に力をつけてき
ている江洲さん（那覇２年）が優勝しました。
なお、「今年の東海総体では、４位、５位入賞。福井国
体では、県勢初優勝や準優勝など、大保ダムで育った選手た
ちが活躍した。次年度の沖縄開催の全国総体の活躍が楽しみ
な選手が、大保ダムによって、またあらたに育ってきた。」と主
催者のコメントがありました。
大保ダム管理支所では、当競技が益々発展することを祈念
すると共に引き続き協力していきます。
１１／１０（土）～ １１（日）

ツール・ド・おきなわ （普久川ダム）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。
予定時期
７日（水）

担当

行事名称

内

容

防災専門官

地震対応訓練

震災を想定した訓練（臨時点検、情報伝達等）

１４日（水）

安波支所

辺野喜ダム定期検査

３年毎に行われるダム施設等の定期検査

２２日（木）

福地支所

福地ダム定期検査

３年毎に行われるダム施設等の定期検査

★湖水友の会メール会員募集中★（無料・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目的としています。
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
現在会員数
※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。
４５７名
入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申し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 流域対策課 調査係 TEL:0980-53-2442
申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６
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。

国管理９ダムで貯水率100％、オーバーフローしました！！
６月の渇水より、国管理９ダムの貯水率が、４３．１％を記録しましたが、台風２４、２５
羽地ダムの越流状況
号の影響により約３ヶ月で９ダムすべてが貯水率１００％を超え、越流（オーバーフ
を動画で配信中
ロー）しました。９月２８日から１０月５日にかけて９ダム流域平均雨量が約４００mmを記
録し、９月の総雨量については、３４１mmを記録し平年値より約１．９倍多い降雨量とな
りました。
現在も、安波ダム、 普久川ダム、 辺野喜ダム、新川ダムが越流しています。（１１月１
日時点）
この機会に壮大なダムの越流風景を見学されてみてはいかがでしょうか。
平成３０年１１月１日現在国ダム（９ダム）貯水率９６．４％ （前年同日の貯水率７７．０％）
建物被害調査の様子（局営繕課より出動）
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ダム管理に関する国県意見交換会を開催！

羽地ダムにて社会科見学が行われました

１０月１１日（木）に「ダム管理に関する国県意見交換会」が開催されました。意見交換会は沖縄総合事
務局と沖縄県のダム管理に従事している職員の相互の技術力向上を図り、より適切なダム管理を目指して
毎年開催しているもので、沖縄総合事務局１４人、沖縄県１５人の
合計２９人が参加しました。
今回の意見交換会では、最近の話題として平成３０年７月豪雨関
連の説明があり、その後ダム再生ビジョン、災害時の情報連絡体制
の再確認、沖縄県ダム情報システムの整備、ダム湖内魚類の生息
状況のモニタリング方法について情報提供や意見交換を行いました。

１０月２日（火）、名護市立名護小学校の４年生１２２名が羽地ダムを訪れ、ダム及びダム周辺の環境
について学習する 『社会科見学』 が行われました。
資料館では、ダム職員より「ダムの環境保全対策」、「ダムの役割」、「ダムから家庭までの水の流れ」
などの説明を行ったほか、広報ホールにてＤＶＤ映像の視聴、普段見ることのできないダム堤体内の監
査廊の施設見学も行いました。
説明を聞く子ども達は熱心にメモを取ったり、資料やジオラマ、監査廊内を真剣な表情で観察し、「水道
の水は全部ダムの水？」、「断水って本当にあるの？」、「ダムにはどれぐらいの水が貯まりますか？」、
「他のダムにも行ってみたい♪」など、たくさんの質問・感想がありました。
今回の社会科見学で子ども達へダムの役割や自然環境、森や水の大切さについて伝える事ができた
と思います。
今後も社会科見学等を通して、より多くの小学生にダムのことを知ってもらえるように努めてまいります。

平成３０年度 水文関係講習会の開催について

資料館での学習状況①

資料館での学習状況②

ダム堤体での学習状況

１０月１０日（水）、１１日（木）の二日間にわたり『平成３０年度水文関係講習会』を開催しました。
水文観測は、河川環境の整備及び保全その他の河川の管理に必要な水文統計資料の整備を図り、あ
わせて観測成果を公表することを目的とするものです。
講習は、「河川整備・維持管理・水防災における水文データ・河川情報の役割」や「水文観測業務の概
要」、「水文観測とダム管理」、「水文水質データベース段階確認演習」といった盛り沢山の内容で行い、沖
縄県の担当者も出席しました。
今後とも水文観測データ・河川情報がダム運用、維持管理、水防災に重要な役割を果たしていることを
認識し、引き続き日々の観測データの品質確保及び観測成果の公表等に努めていきたいと考えています。

平成３０年度北部ダム統合管理事務所水質検討会を開催！

１０月１６日（火）に『平成３０年度北部ダム統合管理事務所水質検討会』を開催しました。
水質検討会は、各ダムの貯水池特性や経年的な水質挙動を理解し、日々の管理に役立てる最新の水
質データの情報共有と品質確保のための情報交換を行うことを目的として毎年開催しています。
今回も事務所の水質アドバイザーとして盛下勇先生をお招きし、水質調査の重要性や、植物プランクト
ン調査の必要性、また調査結果の評価とその活用等、有益なアドバイスを頂きました。
後半は、各ダム支所長より今年度上半期のダム貯水池水質調査結果を報告し、意見交換も併せて行い
ました。
今後とも各ダムの水質調査結果の特性を把握し課題解決を図るとともに、職員等の技術力向上にも努
めていきたいと考えています。

辺土名小、北国小４年生が施設見学（安波ダム）
１０月２４日（水）国頭村立辺土名小学校４年生２４名、北国小学校３年、４年生２名が社会科の学習単
位「水はどこから？」の授業の一環として両校合同で安波ダムの施設見学に訪れました。
ダムの職員により、ダムの役割やダムの管理、北部５ダムの統合運用の仕組み等に関する説明を受け、
安波ダムの操作室、ダム堤体内の監査廊の施設見学を行いました。
安波ダムは台風２４号、２５号接近やその後の降雨により、ダムから越流しており、その状況も見学でき
ました。
子供たちからは、「ダムの知らないことをたくさん勉強できた」「水を大切に使わないといけないと思った」
等の感想をいただきました。
これからも社会科見学等を通して、より多くの小学生に
ダムのことを知っていただけるように努めて参ります。

辺土名小学校、北国小学校のみなさん

北部５ダム統合運用開始30周年記念パネル展 ～開催中

施設見学状況
平成３１年

福地ダムでは、福地ダム資料館にて北部５ダム統合運用開始３０周年記念パネル展を ３月３１日まで！
開催しております。
パネル展をご覧になりアンケートにご回答いただいた方には「記念カード」を用意してお
ります。
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ちが活躍した。次年度の沖縄開催の全国総体の活躍が楽しみ
な選手が、大保ダムによって、またあらたに育ってきた。」と主
催者のコメントがありました。
大保ダム管理支所では、当競技が益々発展することを祈念
すると共に引き続き協力していきます。
１１／１０（土）～ １１（日）

ツール・ド・おきなわ （普久川ダム）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。
予定時期
７日（水）

担当

行事名称

内

容

防災専門官

地震対応訓練

震災を想定した訓練（臨時点検、情報伝達等）

１４日（水）

安波支所

辺野喜ダム定期検査

３年毎に行われるダム施設等の定期検査

２２日（木）

福地支所

福地ダム定期検査

３年毎に行われるダム施設等の定期検査

★湖水友の会メール会員募集中★（無料・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目的としています。
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
現在会員数
※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。
４５７名
入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申し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 流域対策課 調査係 TEL:0980-53-2442
申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６
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。

国管理９ダムで貯水率100％、オーバーフローしました！！
６月の渇水より、国管理９ダムの貯水率が、４３．１％を記録しましたが、台風２４、２５
羽地ダムの越流状況
号の影響により約３ヶ月で９ダムすべてが貯水率１００％を超え、越流（オーバーフ
を動画で配信中
ロー）しました。９月２８日から１０月５日にかけて９ダム流域平均雨量が約４００mmを記
録し、９月の総雨量については、３４１mmを記録し平年値より約１．９倍多い降雨量とな
りました。
現在も、安波ダム、 普久川ダム、 辺野喜ダム、新川ダムが越流しています。（１１月１
日時点）
この機会に壮大なダムの越流風景を見学されてみてはいかがでしょうか。
平成３０年１１月１日現在国ダム（９ダム）貯水率９６．４％ （前年同日の貯水率７７．０％）
建物被害調査の様子（局営繕課より出動）

