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宜野座村観光協会のバックアップのもと、１月４日～７日に東京都・福島県カヌー協会代表
合同で17名、１月７日～２８日に山形県カヌー協会代表８人、１月７日～３１日に日本カヌー
協会代表７人が漢那湖で強化合宿を行いました。
漢那ダムにはカヌー関連の施設や
道具がそろい、また流れが穏やかな
ダム湖がカヌー競技に適していると
のことで、例年この時期に強化合宿
が行われており、代表選手の皆さん
は連日熱のこもったトレーニングに
励んでいました。

【２月の行事予定】
日（曜日）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

担 当

行 事 名 称

内

容

５（火）

金武ダム

第2回億首川マングローブ保全・活用推進協議会

15（金）

羽地ダム

羽地ダム環境ネットワーク協議会

億首川マングローブ生態系を地域の観光や教育に活用するための協議
会
羽地ダム流域の良好な自然環境を維持するため不法投棄防止を目的と
した協議会

19（火）

福地ダム

福地ダム湖面利用協議会

福地ダム湖面を安全で快適かつ公平に利用するための協議会
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TEL ０９８０－５３－６２２１ FAX ０９８０－５２－６２５２
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。

ダム定期検査とは、ダム管理者により、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、また、流水管理が適切に行われているか確認するため、維持管理状況、ダム
施設・貯水池の状態について、ダム管理者以外の視点から定期的に検査を行うものです。
定期検査は土木、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３年に１回行われます。
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
備状況を確認するもので、書面及びヒアリングや現地確認検査が行われます。
平成３０年１１月２２日に福地ダム、平成３０年１２月１３日に金武ダム、平成３１年１月２９
日に辺野喜ダムで実施されました。
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。
◆ダム定期検査実施年度

19（火） 広域水管理課 水文観測検討会

水文観測業務に関する精度向上、高度化、効率化を図るための検討会

25（月） 福地ダム他 ミス沖縄２０１９「ダム研修」

ミス沖縄2019の研修の一環として「ダム研修」を実施

25（月） 福地ダム他 日本ダムアワード2018「低水管理賞」受賞盾授与

沖縄北部５ダムが日本ダムアワード2018「低水管理賞」を受賞。
プレゼンターが福地ダムでその受賞盾を授与

【地域イベント情報】
２月９日（土）・・・・第１３回億首サクラ祭り （金武ダム周辺）
３月１日（金）～・・・東村つつじまつり
（福地ダム周辺）

ダム名

2018
○

年度
2019

福地ダム
新川ダム
安波ダム
○
普久川ダム
辺野喜ダム
○
漢那ダム
○
羽地ダム
○
大保ダム
金武ダム
○
※定期検査は３年に１度実施

2020
○
○

○

受験状況（書面検査）

受験状況（現地確認）

北部5ダム統合運用開始３０周年記念パネル展 ～開催中です！！～
〈期間〉平成30年6月1日～平成31年3月31日
〈場所〉福地ダム資料館、羽地ダム資料館
☆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」を配布します。
☆羽地ダム資料館でもパネル展を行っております。
平成３１年２月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ８８．９％（前年度同日の貯水率 ５８．８％）

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 流域対策課 調査係 TEL:0980-53-2442まで。
現在会員数 ４５６ 名
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

安波ダム管理支所では、北部５ダム統合運用の要である調整水路のうち安波ダム管理支所が
管理する、辺野喜ダム⇒普久川ダム、普久川ダム⇒安波ダムの調整水路（トンネル総延長6.4
ｋｍ）の年次点検を１２月１９日、２０日の２日間で実施しました。
点検ではトンネル断面のひび割れや浮き、はくり、湧水量などを確認し、昨年度の点検結果
と比較して損傷が進行していないか、また新たな損傷箇所が無いか等を入念に調査しました。
今回の調査では、早急に対応すべき損傷箇所は確認されませんでした。今回の点検結果を今
後の補修計画に反映させ適切なダム管理を行っていきます。
トンネル点検状況

トンネル点検状況

トンネル点検状況
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私たちは公務を行ううえで、常に「コンプライアン
ス」の徹底に取り組んでいます。
一般監査は、開発建設部の事務の合理的運営、官紀
の保持及び不正行為の防止に資することを目的として、
年１回本局監査官が部内の各部署をまわり実施してい
るものです。
北部ダム統合管理事務所では、１月１０日（木）～
１１日（金）にかけて事務所及び各ダム管理支所にお
いて一般監査が実施され、各担当者へのヒアリング及
び現地調査などを通してコンプライアンスの取組や行
政情報の管理状況などが確認されました。
今後もコンプライアンス強化に向け、組織全体で取
り組んでいきます。
※主な監査項目は右記のとおり（抜粋）

①特別監察報告書の提示意見のフォローアップ（全国共通）
・研修等コンプライアンス意識の徹底に関する取組
・事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組 他
②コンプライアンス～推進計画の取組みについて
・取組状況に関する事務所長等へのヒアリング
・職員の意識改革に向けた取り組み 他
③行政情報の管理等について
・行政文書の管理・保管
・個人情報の保護 他
④業務の適正かつ効率的な執行について
・工事の安全・評価等
・業務改善の取組状況（超過勤務の縮減等） 他
⑤入札契約の適正な執行等について
・入札契約に係る事務手続き等
・入札関係文書の管理状況 他

１月２３日（水）に『平成３０年水文観測業務監査』が実
施されました。
この監査は水文観測業務規定に基づき、水文観測業務全
般の品質向上を目的とし、観測所の観測環境や観測成果の
整理及び保存に関する事項等について、毎年、監査官（本
局の職員）が監査を実施しています。
降水量や河川の水位・流量の水文観測データはダム管理
にとって必要な基礎的データを得るだけでなく、洪水予測
技術に反映するなど、洪水災害を軽減するうえで重要な要
素です。
監査官からの指摘事項について検証・改善を図り、より
精度の高い観測値の確保のため定期的な点検を行い、水文
観測業務の品質向上に努めます。
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１月９日（水）に「土木学会西部支部沖縄会 技術研究発表会」が琉球大学５０周年記念館
で開催され、北部ダム統合管理事務所から金城技官が「北部ダム群調整水路の長寿命化に向け
た取り組み」について発表を行いました。
調整水路はダムとダムを連結する水路トンネルで、沖縄の
水資源開発を支える重要な施設です。発表では調整水路につ
いて、劣化状況や劣化発生原因特定のために行った調査、劣
化への今後の対応方針を報告しました。
この内容は２月に東京で開催される「全国河川・ダム管理
技術検討会」でも発表する予定です。

迅速な災害対応を図るためには、被災施設・現場の様子（映像）をいち早く共有すること
が重要です。その手段として、北部ダム統合管理事務所では、「Ｋｕ－ＳＡＴ可搬装置（衛
星小型画像伝送装置）「以下、衛星装置」という。」を保有しています。
衛星装置の設置・操作習熟等を目的に、去る１月18日（金）に設営訓練を実施しました。
訓練は２台の衛星装置を使い１台は映像・音声の送信、もう１台は受信専用として実施しま
した。今回の訓練で確認された課題や反省点を踏まえ、マニュアルの更新を行うと共に、今
後の訓練において課題を克服し災害時に迅速な対応ができるよう、同様の訓練を年に数回実
施していく予定です。

漢那ダム現地監査状況

書面監査状況

ダム湖面遊覧
１月２４日（木）に『平成30年度沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会』が開催されました。
本委員会は、ダム管理フォローアップ制度に基づき、管理段階にあるダムについて、洪水調節
実績やダムの利活用状況、環境調査等の調査結果の内容を有識者に審議して頂き、ダム管理の効
率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的としているものです。
本制度は、各ダムについて原則として５年毎に過去の調査結
果の分析評価結果をとりまとめて「定期報告書」として公表す
ることとなっており、今年度の定期報告対象ダムは羽地ダム及
び大保ダムで、羽地ダムは３巡目、大保ダムは２巡目の定期報
告となります。
委員より頂いた指導・助言を踏まえて定期報告書の速やかな
公表と、より一層の適切なダム管理に努めていきます。

ダム施設見

１２月１３日（木）に福地ダムにおいて、サンヌマタ川付近の湖岸の道路から油が流出し、湖面に
拡散するのを最小限に抑えるとの想定で、オイルフェンス設置訓練を実施しました。
今回の訓練では、設置できる箇所の確認と、上流約６ｋｍ地点までオイルフェンスを曳航し設置完
了するまでにどれくらいの時間がかかるかを把握しました。
今回の訓練で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。
湖面への搬入状況

巡視船による曳航状況

オイルフェンス設置完了
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宜野座村観光協会のバックアップのもと、１月４日～７日に東京都・福島県カヌー協会代表
合同で17名、１月７日～２８日に山形県カヌー協会代表８人、１月７日～３１日に日本カヌー
協会代表７人が漢那湖で強化合宿を行いました。
漢那ダムにはカヌー関連の施設や
道具がそろい、また流れが穏やかな
ダム湖がカヌー競技に適していると
のことで、例年この時期に強化合宿
が行われており、代表選手の皆さん
は連日熱のこもったトレーニングに
励んでいました。

【２月の行事予定】
日（曜日）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

担 当

行 事 名 称

内

容

５（火）

金武ダム

第2回億首川マングローブ保全・活用推進協議会

15（金）

羽地ダム

羽地ダム環境ネットワーク協議会

億首川マングローブ生態系を地域の観光や教育に活用するための協議
会
羽地ダム流域の良好な自然環境を維持するため不法投棄防止を目的と
した協議会

19（火）

福地ダム

福地ダム湖面利用協議会

福地ダム湖面を安全で快適かつ公平に利用するための協議会
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TEL ０９８０－５３－６２２１ FAX ０９８０－５２－６２５２
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。

ダム定期検査とは、ダム管理者により、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、また、流水管理が適切に行われているか確認するため、維持管理状況、ダム
施設・貯水池の状態について、ダム管理者以外の視点から定期的に検査を行うものです。
定期検査は土木、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３年に１回行われます。
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
備状況を確認するもので、書面及びヒアリングや現地確認検査が行われます。
平成３０年１１月２２日に福地ダム、平成３０年１２月１３日に金武ダム、平成３１年１月２９
日に辺野喜ダムで実施されました。
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。
◆ダム定期検査実施年度

19（火） 広域水管理課 水文観測検討会

水文観測業務に関する精度向上、高度化、効率化を図るための検討会

25（月） 福地ダム他 ミス沖縄２０１９「ダム研修」

ミス沖縄2019の研修の一環として「ダム研修」を実施

25（月） 福地ダム他 日本ダムアワード2018「低水管理賞」受賞盾授与

沖縄北部５ダムが日本ダムアワード2018「低水管理賞」を受賞。
プレゼンターが福地ダムでその受賞盾を授与

【地域イベント情報】
２月９日（土）・・・・第１３回億首サクラ祭り （金武ダム周辺）
３月１日（金）～・・・東村つつじまつり
（福地ダム周辺）

ダム名

2018
○

年度
2019

福地ダム
新川ダム
安波ダム
○
普久川ダム
辺野喜ダム
○
漢那ダム
○
羽地ダム
○
大保ダム
金武ダム
○
※定期検査は３年に１度実施

2020
○
○

○

受験状況（書面検査）

受験状況（現地確認）

北部5ダム統合運用開始３０周年記念パネル展 ～開催中です！！～
〈期間〉平成30年6月1日～平成31年3月31日
〈場所〉福地ダム資料館、羽地ダム資料館
☆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」を配布します。
☆羽地ダム資料館でもパネル展を行っております。
平成３１年２月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ８８．９％（前年度同日の貯水率 ５８．８％）

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 流域対策課 調査係 TEL:0980-53-2442まで。
現在会員数 ４５６ 名
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

安波ダム管理支所では、北部５ダム統合運用の要である調整水路のうち安波ダム管理支所が
管理する、辺野喜ダム⇒普久川ダム、普久川ダム⇒安波ダムの調整水路（トンネル総延長6.4
ｋｍ）の年次点検を１２月１９日、２０日の２日間で実施しました。
点検ではトンネル断面のひび割れや浮き、はくり、湧水量などを確認し、昨年度の点検結果
と比較して損傷が進行していないか、また新たな損傷箇所が無いか等を入念に調査しました。
今回の調査では、早急に対応すべき損傷箇所は確認されませんでした。今回の点検結果を今
後の補修計画に反映させ適切なダム管理を行っていきます。
トンネル点検状況

トンネル点検状況

トンネル点検状況

