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★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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

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

【TV会議を利用した地震対応訓練】を実施（１１/７）

建物被害調査の様子（局営繕課より出動）

現在会員数

４５６ 名

１２/８（土）～ ９（日） 名護市 第３１回名護・やんばるツーデーマーチ

１２/８（土） 国頭村 第６回 国頭トレイルランニング

羽地ダム水質事故対応訓練（オイルフェンス設置）を実施

平成３１年

３月３１日まで！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

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。

北部５ダム統合運用開始30周年記念パネル展 ～開催中

TEL ０９８０－５３－６４１１ FAX ０９８０－５２－６４１２
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。

「インフラツーリズム推進会議ポスターセッション＆ワークショップ」に参加

11月7日(水)、大規模地震発生後におけるダム臨時点検及び情報伝達等の手順を確認するための地

震対応訓練を行いました。

訓練は、9：00に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.8の地震が発生。所管9ダム近傍では震度5

強が観測されたと想定し、防災体制（非常体制）の発令、ダム施設の点検及び点検結果等の情報伝達

を行いました。

今回の訓練では、新たな取組として、10月に各ダム管理支所に導入された「ＴＶ会議システム」を

活用した情報伝達と表計算ソフトで作成した「地震対応掲示表」を用いた進捗管理を試行しました。

ＴＶ会議を活用した情報伝達では、地震発生直後から訓練終了までの間、ＴＶ会議を6地点同時接続

（モニター6分割表示）することで、相手の表情を見ながら事務所⇔各ダム管理支所間の情報伝達を

円滑に行うことができました。また、地震対応掲示表を用いた進捗管理では、事務所及び各ダム管理

支所で入力した情報をリアルタイムで災害対策室の大型モニターに表示させることで、適時適切な情

報共有と進捗管理が行われ、災害時におけるＴＶ会議等の有効性を確認することができました。

今後も、いつ発生するか分からない地震に対して、迅速で的確な対応が図れるよう、訓練を継続し

てまいります。
※地震発生後のダム臨時点検について

当事務所が管理するダムでは、周辺地域において震度４以上の地震が発生（またはダムに設置している地震計で

25gal以上の加速度を計測）した場合、昼夜を問わずダムの安全性を確認するための臨時点検を行うこととなっています。

ＴＶ会議の様子 進捗管理の様子災害対策室の様子

１１月２２日（木） 羽地ダムにおいてオイルフェンス設置訓練を行いました。訓練は、羽地ダム湖面を横断する「また

きな大橋」で発生した一般車両の衝突事故によりオイルがダム湖に流出したことを想定し、ダム堤体、取水設備周辺

へのオイル拡散・流出を最少限に抑えることを目的として、湖面上へのオイルフェンス設置を職員、委託職員、運転

手、維持工事業者で行いました。

訓練は保管庫からのオイルフェンス移動、巡視船による曳航、端部の固定などを確認しながら行いました。今回の

訓練は風が強い状況での訓練となり、訓練のなかでいくつか課題も確認されたので、今後確認された課題の改善を

行い、水質事故発生に備えて迅速な行動がとれるよう訓練を重ねていきます。

巡視船による曳航 端部固定作業(左岸） 端部固定作業（右岸） 設置完了

当会議（議長：吉川弘道東京都市大学名誉教授）は国土交通

省総合政策局が事務局となり、インフラツーリズムの取組事例

を情報共有する場として設置されたもので今回で２回目の開催

となります。

事前に各地整等から取組事例を推薦したところ、当事務所の

「沖縄北部ダムツーリズムの取組」が選定され、全国のインフラ

ツーリズム関係者が集う当会議で発表することになりました。

ポスターセッションでは来場者と自由に意見交換・交流を行っ

た後、ワークショップにおいては「沖縄北部ダムツーリズムの取

組」を発表しました。

今回参加したことで「沖縄北部ダムツーリズム」の魅力を全国

にＰＲでき、また他地域の先進的な取組を情報収集をすることが

できました。先進事例を参考にしながら、今後も「沖縄北部ダム

ツーリズム」の推進に努めていきます。

11月２日(金)、東京都市大学二子玉川夢キャンパスにおいて開催された「インフラツーリズム推進

会議 ポスターセッション＆ワークショップ」に参加しました。

ワークショップでの発表の様子

ポスターセッションの様子

予定時期 担当 行事名称 内　　容

３日（月） 管理課 施設調査（漢那・羽地・金武ダム） ダム管理施設を事務所全体で点検・確認を行う。

５日（水） 管理課 施設調査（安波・普久川・辺野喜ダム） ダム管理施設を事務所全体で点検・確認を行う。

６日（木） 総務課 北部地区「入札談合等関与行為防止法研修会」 入札談合等の違反行為を防止する研修会

１３日（木） 金武ダム 金武ダム定期検査 ３年毎に行われるダム施設等の定期検査
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羽地ダム水源地域ビジョン研究部会を開催

福地ダム定期検査漢那、羽地ダムで中学生職場体験学習が行われました

羽地ダムで社会科見学（伊江西小・屋部小・東江小）が行われました

安波・金武ダムにて施設見学が行われました

１１月８日（木）名護市の明星保育園から２歳の園児７名が羽地ダムへお仕事

見学に訪れました。

小さなライフジャケットを着て、実際に巡視船に乗船した園児達は普段乗るこ

とのない船に少しこわそうな表情の子、興味津々に湖面を覗き込む子など様々

でしたが、それぞれにダムに親しむ事ができたようでした。

見学後には園児から『勤労感謝』の可愛いプレゼントの贈呈もありました♪

今後も小さな子供たちにもダムへの関心を持って頂けるよう取り組んでいきたい

と考えています。

１１月１日（木）伊江村立西小学校の３、４年生各２４名、１２日（月）屋部小学校４年生１０４名、２６日（月）

東江小学校４年生９０名の生徒の皆さんが羽地ダムへ社会科見学に訪れました。

資料館の見学や、広報ホールでのDVD視聴、堤体・監査廊の案内を行い、ダムの役割やダムの管理、ダ
ムから家庭への水の流れについて職員より説明を受けました。

子ども達からは、「北部から中南部へ水が届けられているなんて知らなかった。」、「ダムカードを集めなが

ら他のダムにも行ってみたい！！」等の感想を頂きました。

これからも社会科見学等を通して、より多くの子ども達にダムについて知ってもらえるよう努めて参ります。

監査廊内（屋部小） ダム堤体（伊江西小）資料館（東江小）

プレゼント

ありがとう♪♪

１１月２８日（水）羽地ダム管理支所において平成30年度第1回羽地ダム水源
地域ビジョン研究部会を開催しました。部会では平成29年度の活動報告、平成
30年度の経過報告、活動計画（案）について協議が行なわれました。名護市か
ら「はねじコスモスフェスティバル2019」の実施要領の説明、羽地ダム湖面での
カヌー日本代表選手の合宿利用についての説明等がありました。部会員から

は今回報告した内容について水源地域ビジョンメニューとの関連性の整理が

必要などの意見がありました。今後も引き続き湖面利用、施設見学などダムを

活かした活動について地域と連携して推進していきます。

浸透流量観測（羽地）

１１月２１日（水）県立辺土名高等学校環境科２年生２３名が課外授業で安波ダム、

１１月２８日（水）町立金武中学校１年生１７名が総合学習で金武ダムの施設見学

が行なわれました。

各ダムの職員からは、沖縄の水資源、ダムの役割や管理について説明を受け、

操作室、監査廊、ダム堤体等の施設見学を行われました。また、金武ダムでは町

教育委員会担当者から金武ダム周辺で発見された宿道等の文化財について説明

を受け、復元した宿道を見学しました。

生徒からは、「ダムの工事期間は？」、「ダムでどのくらいの家庭の水を賄えます

か？」、「今まで使っていた水の大部分がダムの水とは知らなかった。これからは水

を大切に使います。」、「北部の５ダムがダムがトンネルでつながっているとは知ら

なかった。」等の質問や感想をいただきました。

これからもこのような機会を通して、より多くの皆さん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。

安波ダム（辺土名高校）

金武ダム（金武中学校）

研究部会の状況

漢那ダムで１１月２６日（月）～１１月２８日（水）宜野座中学校２年生３名、羽地ダム

では１１月１９日（月）～１１月２２日（木）羽地中学校２年生２名が、職場体験としてダ

ム管理を体験しました。

体験学習では、北部ダム統合管理事務所と各ダム管理支所の仕事内容、ダムの

役割や維持管理等の概要説明を受けた後、日常の土木・電気・機械の点検の他、ダ

ム湖面の巡視、ダム堤体内での漏水・浸透流量観測などを体験してもらいました。ま

た、最終日は宜野座中学校は金武ダムに移動して湖面巡視、羽地中学校は大保ダ

ムの見学、湖面へのオイル流出時に設置するオイルフェンス設置訓練にも実際に参

加してもらいました。

生徒たちからは、職場体験を通して、「湖面巡視は楽しかった。」、「ダムには設備

が多くあり驚きました。」、「点検ではいろいろな箇所をまわり大変でした。」 などの

感想がありました。

今回の職場体験が生徒の皆さんの学習に活かされるとともに、ダムへの関心を持

つきっかけになることを願っています。

湖面巡視（漢那）

ダムの定期検査は、ダム施設及び貯水池が適切に維持

管理され、良好な状態に保持されているか確認するため、

ダム管理者以外の視点から定期的に検査を行うもので、土

木、機械、電気の各専門家(沖縄総合事務局本局の職員）

で構成された検査チームにより行われます。

福地ダムの定期検査は、平成３０年１１月２２日に行わ

れ、検査では①管理体制及び管理状況、②巡視点検資料

及び記録の整備保管状況、③ダム施設・設備状況を確認

する書面及びヒアリングや現地確認検査が行われました。

検査の中で検査官から指摘された事項については確実に

対応し、ダムの機能が十分発揮できるよう、今後も適正なダ

ム管理に努めてまいります。

書面検査

現地確認検査

北部地区３事務所合同「飲酒運転防止セミナー」に参加

セミナー受講状況

１１月３０日（金）に北部地区３事務所（北部ダム統合管理事務所、北部国道事

務所、国営沖縄記念公園事務所）合同の取り組みとして、職員及び期間業務職

員を対象とした「飲酒運転防止セミナー」が北部国道事務所において開催され、

当事務所から職員１０名及び期間業務職員７名が参加しました。

本セミナーは、これから年末･年始にかけて忘年会や新年会など、飲酒の機会

が増えるシーズンとなることもあり、「飲酒運転根絶」意識、「安全運転」の正しい

知識等を再確認する機会として、毎年この時期に開催しているものです。

セミナーでは、ドライブレコーダーによる実際の映像等を使った事故発生のメカ

ニズムや事故状況等が視覚的にわかりやすく解説・説明され、飲酒運転防止及

び安全運転の意識啓発に大いに役立ったとの声が多く聞かれました。
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漢那ダムで１１月２６日（月）～１１月２８日（水）宜野座中学校２年生３名、羽地ダム

では１１月１９日（月）～１１月２２日（木）羽地中学校２年生２名が、職場体験としてダ

ム管理を体験しました。

体験学習では、北部ダム統合管理事務所と各ダム管理支所の仕事内容、ダムの

役割や維持管理等の概要説明を受けた後、日常の土木・電気・機械の点検の他、ダ

ム湖面の巡視、ダム堤体内での漏水・浸透流量観測などを体験してもらいました。ま

た、最終日は宜野座中学校は金武ダムに移動して湖面巡視、羽地中学校は大保ダ

ムの見学、湖面へのオイル流出時に設置するオイルフェンス設置訓練にも実際に参

加してもらいました。

生徒たちからは、職場体験を通して、「湖面巡視は楽しかった。」、「ダムには設備

が多くあり驚きました。」、「点検ではいろいろな箇所をまわり大変でした。」 などの

感想がありました。

今回の職場体験が生徒の皆さんの学習に活かされるとともに、ダムへの関心を持

つきっかけになることを願っています。

湖面巡視（漢那）

ダムの定期検査は、ダム施設及び貯水池が適切に維持

管理され、良好な状態に保持されているか確認するため、

ダム管理者以外の視点から定期的に検査を行うもので、土

木、機械、電気の各専門家(沖縄総合事務局本局の職員）

で構成された検査チームにより行われます。

福地ダムの定期検査は、平成３０年１１月２２日に行わ

れ、検査では①管理体制及び管理状況、②巡視点検資料

及び記録の整備保管状況、③ダム施設・設備状況を確認

する書面及びヒアリングや現地確認検査が行われました。

検査の中で検査官から指摘された事項については確実に

対応し、ダムの機能が十分発揮できるよう、今後も適正なダ

ム管理に努めてまいります。

書面検査

現地確認検査

北部地区３事務所合同「飲酒運転防止セミナー」に参加

セミナー受講状況

１１月３０日（金）に北部地区３事務所（北部ダム統合管理事務所、北部国道事

務所、国営沖縄記念公園事務所）合同の取り組みとして、職員及び期間業務職

員を対象とした「飲酒運転防止セミナー」が北部国道事務所において開催され、

当事務所から職員１０名及び期間業務職員７名が参加しました。

本セミナーは、これから年末･年始にかけて忘年会や新年会など、飲酒の機会

が増えるシーズンとなることもあり、「飲酒運転根絶」意識、「安全運転」の正しい

知識等を再確認する機会として、毎年この時期に開催しているものです。

セミナーでは、ドライブレコーダーによる実際の映像等を使った事故発生のメカ

ニズムや事故状況等が視覚的にわかりやすく解説・説明され、飲酒運転防止及

び安全運転の意識啓発に大いに役立ったとの声が多く聞かれました。
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★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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

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

【TV会議を利用した地震対応訓練】を実施（１１/７）

建物被害調査の様子（局営繕課より出動）

現在会員数

４５６ 名

１２/８（土）～ ９（日） 名護市 第３１回名護・やんばるツーデーマーチ

１２/８（土） 国頭村 第６回 国頭トレイルランニング

羽地ダム水質事故対応訓練（オイルフェンス設置）を実施

平成３１年

３月３１日まで！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

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。

北部５ダム統合運用開始30周年記念パネル展 ～開催中

TEL ０９８０－５３－６４１１ FAX ０９８０－５２－６４１２
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。

「インフラツーリズム推進会議ポスターセッション＆ワークショップ」に参加

11月7日(水)、大規模地震発生後におけるダム臨時点検及び情報伝達等の手順を確認するための地

震対応訓練を行いました。

訓練は、9：00に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.8の地震が発生。所管9ダム近傍では震度5

強が観測されたと想定し、防災体制（非常体制）の発令、ダム施設の点検及び点検結果等の情報伝達

を行いました。

今回の訓練では、新たな取組として、10月に各ダム管理支所に導入された「ＴＶ会議システム」を

活用した情報伝達と表計算ソフトで作成した「地震対応掲示表」を用いた進捗管理を試行しました。

ＴＶ会議を活用した情報伝達では、地震発生直後から訓練終了までの間、ＴＶ会議を6地点同時接続

（モニター6分割表示）することで、相手の表情を見ながら事務所⇔各ダム管理支所間の情報伝達を

円滑に行うことができました。また、地震対応掲示表を用いた進捗管理では、事務所及び各ダム管理

支所で入力した情報をリアルタイムで災害対策室の大型モニターに表示させることで、適時適切な情

報共有と進捗管理が行われ、災害時におけるＴＶ会議等の有効性を確認することができました。

今後も、いつ発生するか分からない地震に対して、迅速で的確な対応が図れるよう、訓練を継続し

てまいります。
※地震発生後のダム臨時点検について

当事務所が管理するダムでは、周辺地域において震度４以上の地震が発生（またはダムに設置している地震計で

25gal以上の加速度を計測）した場合、昼夜を問わずダムの安全性を確認するための臨時点検を行うこととなっています。

ＴＶ会議の様子 進捗管理の様子災害対策室の様子

１１月２２日（木） 羽地ダムにおいてオイルフェンス設置訓練を行いました。訓練は、羽地ダム湖面を横断する「また

きな大橋」で発生した一般車両の衝突事故によりオイルがダム湖に流出したことを想定し、ダム堤体、取水設備周辺

へのオイル拡散・流出を最少限に抑えることを目的として、湖面上へのオイルフェンス設置を職員、委託職員、運転

手、維持工事業者で行いました。

訓練は保管庫からのオイルフェンス移動、巡視船による曳航、端部の固定などを確認しながら行いました。今回の

訓練は風が強い状況での訓練となり、訓練のなかでいくつか課題も確認されたので、今後確認された課題の改善を

行い、水質事故発生に備えて迅速な行動がとれるよう訓練を重ねていきます。

巡視船による曳航 端部固定作業(左岸） 端部固定作業（右岸） 設置完了

当会議（議長：吉川弘道東京都市大学名誉教授）は国土交通

省総合政策局が事務局となり、インフラツーリズムの取組事例

を情報共有する場として設置されたもので今回で２回目の開催

となります。

事前に各地整等から取組事例を推薦したところ、当事務所の

「沖縄北部ダムツーリズムの取組」が選定され、全国のインフラ

ツーリズム関係者が集う当会議で発表することになりました。

ポスターセッションでは来場者と自由に意見交換・交流を行っ

た後、ワークショップにおいては「沖縄北部ダムツーリズムの取

組」を発表しました。

今回参加したことで「沖縄北部ダムツーリズム」の魅力を全国

にＰＲでき、また他地域の先進的な取組を情報収集をすることが

できました。先進事例を参考にしながら、今後も「沖縄北部ダム

ツーリズム」の推進に努めていきます。

11月２日(金)、東京都市大学二子玉川夢キャンパスにおいて開催された「インフラツーリズム推進

会議 ポスターセッション＆ワークショップ」に参加しました。

ワークショップでの発表の様子

ポスターセッションの様子

予定時期 担当 行事名称 内　　容

３日（月） 管理課 施設調査（漢那・羽地・金武ダム） ダム管理施設を事務所全体で点検・確認を行う。

５日（水） 管理課 施設調査（安波・普久川・辺野喜ダム） ダム管理施設を事務所全体で点検・確認を行う。

６日（木） 総務課 北部地区「入札談合等関与行為防止法研修会」 入札談合等の違反行為を防止する研修会

１３日（木） 金武ダム 金武ダム定期検査 ３年毎に行われるダム施設等の定期検査


