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10/17(木) 防災専門官 地震対応訓練 地震災害を想定した訓練

10/17(木)

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容

大保ダム 大宜味村との地域懇談会 ダム所在市町村との懇談会

☆地域イベント情報☆
○１０月１２日（土）～１３日（日） 第35回やんばるの産業まつり
○１０月１２日（土）～１３日 （日） 第40回金武町まつり
○１０月１３日（日） 令和元年度沖縄県高等学校新人体育大会 ［自転車競技］（大保ダム）

○１０月２６日（土）～２７日（日） 第27回宜野座村まつり

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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。

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

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。
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 ４８８名

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。

ダムまつりの総括

ヤンバルテナガコガネ等密猟防止協議会合同パトロールを実施

９月２６日（木）、ヤンバルテナガコガネ等密猟防止協議会による合
同パトロールが開催され、北部ダム統合管理事務所からは安波ダム
管理支所長が参加しました。
協議会では合同パトロールを毎年希少昆虫類の発生時期に実施し
ており、特に今年は希少動植物の密猟が横行していることを受け、沖
縄県が国頭村内林道を夜間通行止めにする実証実験を実施するなど、
密猟防止に向けた取り組みを行っている中でのパトロールとなりまし
た。当日は、18：30～21：00迄８機関から１２名の参加者により国頭村
内の林道等を中心にパトロールを実施しました。
北部ダム統合管理事務所としても、当協議会や「やんばるロードキ
ル発生防止に関する連絡会議」に参加し、自然豊かな「やんばるの
森」を守っていく活動に協力してまいります。

令和元年度北部ダム統合管理事務所建設工事安全会議

９月１１日（水）、北部ダム統合管理事務所にて「令和元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。会議は事務所管内の工事受注業者及び職員を対象として、労働災害防止の意識を高めることを目的とし

て開催しているもので、当日は工事受注業者、職員合わせて約５０名が参加し、各工事における安全対策の報告が

行われました。

報告では、「定期安全活動として安全教育を実施した事例」や「熱中症対策」、「第三者・交通災害に対する安全対

策」などで工夫した点についての報告があり、今後の工事事故防止の参考になるとともに、安全に対する意識向上

につながりました。

また、名護労働基準監督署の大城労働基準監督官による「建設業における労働災害防止対策について」の講話

では、平成２０年から平成２９年までの過去

１０年の沖縄県内の労働災害の発生状況

の報告及び近年の災害事例の紹介があり、

労働災害防止について事業者に課された

責任を改めて認識する機会となりました。

ダム管理に関わる工事について、今後も

安全に十分配慮して、無事故・無災害に努

めてまいります。

大城労働基準監督官による講話 会議開催状況

○● スタンプラリーのお知らせ●○
令和元年安波ダム・クイナまつり中止に伴い、ダムまつりスタンプラリー台紙に４ダム押印をされた方につきま
しては、令和２年度開催予定の福地ダムまつり(※）にて、5つめのスタンプ押印後、令和元年度スタンプラリーのコ

ンプリートと認定し認定証を授与致します。 ※安波ダム・クイナまつりは隔年開催のため。

羽地・大保・金武・漢那ダムでダムまつり開催

うなぎ取り大会湖面遊覧

ソリ体験 鯉のぼり掲揚

◇第２６回 羽地ダム鯉のぼり祭り◇

令和元年５月４日（土）・５日（日）開催

来場者数 ： １８，４５６人

イベント内容 ： 湖面遊覧、うなぎつかみ取り大会 他

風車・箸テッポー工作１日管理支所長体験

水遊びコーナーまるごと探検ツアー

◇第２６回 漢那ダムまつり◇

令和元年７月２８日（日）開催

来場者数 ： ２，８５０人

イベント内容 ： まるごと探検ツアー、 1日管理支所長体験、

風車・箸テッポー工作 他

うなぎつかみ取り ウォータースライダー

消防車放水体験 流しもずく体験

◇第５回 金武ダムまつり◇

令和元年７月２１日（日）開催

来場者数 ： ３，５００人

イベント内容 ： ダム施設見学、島ぞうりアート、プール他

My箸づくり リュウキュウアユ展

１日管理支所長体験 施設内見学

◇第１０回 大保ダムまつり◇

令和元年７月６日（土）開催

来場者数 ： １，７０２人

イベント内容 ： やんばるチョークアート体験、川遊び 他

【今月（１０月）の行事予

５月～７月にかけて「森と湖に親しむ旬間」の一環として、森林やダム、河川に親しむことを目的に羽地、

大保、金武、漢那の４ダムで「ダムまつり」が開催され、地元や県内各地から多くの来場者が訪れ大盛況で

終了いたしました。今年度は天候不良により安波ダム・クイナまつりは中止となり、また他ダムは湖面遊覧

など、湖面を利用するイベントが中止となりましたが、ダムまつりを通じて多くの来場者に「やんばるの森」

や「水」の大切さをお伝えすることができたと思います。 今後もダム水源地域のことに関心を持ってもらう

ためにこの活動を継続してまいります。
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９月１３日（金）に大保ダムにおいて、地震後臨時点検（2次）の演習を開催しました。今回は、県管理ダムの担
当者：１２名を含む総勢２２名が参加して実施しました。

当日は、臨時点検の概要から始まり、目視点検を主体に実施する１次点検後に実施する２次点検について、土

木・電気・機械について、本ダム堤体における漏水量、漏水圧力の計測、取水設備のワイヤー損傷の点検及び

予備発電設備の稼働時の異音等を各点検マニュアルを確認しながら実際に点検を実施し、点検のポイント、留

意点等についても説明しました。

当日は、「点検を所定の時間内に実施するのは厳しいのでは」、「管理施設で被災があった場合は、点検は実

施すべきか」等についての質問がありました。

また、点検については、速やかに対応する必要があることから「点検マニュアルの整備」及び日頃からの「訓練」

も重要であることを説明しました。

今回の演習は、県管理ダムの担当者を含めての初開催となりましたが、実際の現場において真の情報の共有

が図られるよい機会であり、大変有意義な演習となりました。

大保ダム地震後臨時点検（2次）演習を実施

水文関係講習会を開催！

「沖縄のダム」がテレビ放映される！

９月１２日（木）に、「令和元年度水文関係講習会」が行われました。水文関係講習会は、ダム管理に係る水文

観測に従事している職員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す。講習

会には、沖縄総合事務局や沖縄県の職員、水文観測に関わる関係者を含め、合計４０名が参加しました。

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」といった

盛り沢山の内容で行われました。

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。

講習会の様子

９月２２日（日）に地元の番組において「沖縄のダ

ム ： 命の水瓶をゆく」と題して沖縄における水事

情の歴史や現在の主な水瓶であるダムについて当

事務所が管理をする「福地ダム」と「大保ダム」が紹

介されました。

「福地ダム」では、北部５ダムの統合運用による

効率的な水運用や日本復帰後に施工が米軍から

日本政府へ引き継がれ完成させたこと等及び「大

保ダム」では、ダム堤体の概要等を担当職員が紹

介をしました。

また、沖縄で使用される水の殆どは、「ヤンバル

のダム」から「人口の多い中南部」で消費されてお

り、ダムに来て「水の大切さを感じて」ほしい旨や沖

縄の好調な経済は「ヤンバルの地域が支えてい

る」ことも伝えました。

その他、福地ダムの建設従事者による苦労話、

県内のダム愛好者によるダムカードの紹介もあり

大変有意義な放送でした。

今回、この番組を通じて沖縄県民の皆様へ水の

大切さ等を周知する絶好の機会となったと考えて

おり、この場をお借りして番組の関係者の皆様へ

感謝を申し上げます。

国土交通研究会で業務の取り組みを紹介！

８月２８日（水）に令和元年度沖縄ブロック国土交通研究会が開催されました。

今年の開催は、台風等の影響により職員のみの参加となりましたが、各課、各事務所から業務の取り組み

や成果等の紹介が行われました。

北部ダム統合管理事務所からは、ポスターセッション部門で広域水管理課の平山係長、一般技術部門

（安全・安心）から防災情報課の立川係長の２名がそれぞれ発表を行い、平山係長においては、優秀賞に

選出されました。

活発な質疑応答も行われ、２名とも日頃の業務成果を発揮しました。

※発表課題は以下のとおりです。

○「金武ダムにおけるタナゴモドキ（絶滅危惧種）の生息場の創出」 平山 千尋

○「大保ダム管理用制御処理設備の更新について」 立川 智博

発表の様子（左：平山係長 右：立川係長） 発表会場の様子

電気通信設備の点検内容を説明 監査廊にて漏水観測を実施

「福地ダム」を紹介する與儀支所長

「大保ダム」を紹介する具志堅支所長
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大保ダム 大宜味村との地域懇談会 ダム所在市町村との懇談会

☆地域イベント情報☆
○１０月１２日（土）～１３日（日） 第35回やんばるの産業まつり
○１０月１２日（土）～１３日 （日） 第40回金武町まつり
○１０月１３日（日） 令和元年度沖縄県高等学校新人体育大会 ［自転車競技］（大保ダム）

○１０月２６日（土）～２７日（日） 第27回宜野座村まつり

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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。

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

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。
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 ４８８名

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。

ダムまつりの総括

ヤンバルテナガコガネ等密猟防止協議会合同パトロールを実施

９月２６日（木）、ヤンバルテナガコガネ等密猟防止協議会による合
同パトロールが開催され、北部ダム統合管理事務所からは安波ダム
管理支所長が参加しました。
協議会では合同パトロールを毎年希少昆虫類の発生時期に実施し
ており、特に今年は希少動植物の密猟が横行していることを受け、沖
縄県が国頭村内林道を夜間通行止めにする実証実験を実施するなど、
密猟防止に向けた取り組みを行っている中でのパトロールとなりまし
た。当日は、18：30～21：00迄８機関から１２名の参加者により国頭村
内の林道等を中心にパトロールを実施しました。
北部ダム統合管理事務所としても、当協議会や「やんばるロードキ
ル発生防止に関する連絡会議」に参加し、自然豊かな「やんばるの
森」を守っていく活動に協力してまいります。

令和元年度北部ダム統合管理事務所建設工事安全会議

９月１１日（水）、北部ダム統合管理事務所にて「令和元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。会議は事務所管内の工事受注業者及び職員を対象として、労働災害防止の意識を高めることを目的とし

て開催しているもので、当日は工事受注業者、職員合わせて約５０名が参加し、各工事における安全対策の報告が

行われました。

報告では、「定期安全活動として安全教育を実施した事例」や「熱中症対策」、「第三者・交通災害に対する安全対

策」などで工夫した点についての報告があり、今後の工事事故防止の参考になるとともに、安全に対する意識向上

につながりました。

また、名護労働基準監督署の大城労働基準監督官による「建設業における労働災害防止対策について」の講話

では、平成２０年から平成２９年までの過去

１０年の沖縄県内の労働災害の発生状況

の報告及び近年の災害事例の紹介があり、

労働災害防止について事業者に課された

責任を改めて認識する機会となりました。

ダム管理に関わる工事について、今後も

安全に十分配慮して、無事故・無災害に努

めてまいります。

大城労働基準監督官による講話 会議開催状況

○● スタンプラリーのお知らせ●○
令和元年安波ダム・クイナまつり中止に伴い、ダムまつりスタンプラリー台紙に４ダム押印をされた方につきま
しては、令和２年度開催予定の福地ダムまつり(※）にて、5つめのスタンプ押印後、令和元年度スタンプラリーのコ

ンプリートと認定し認定証を授与致します。 ※安波ダム・クイナまつりは隔年開催のため。

羽地・大保・金武・漢那ダムでダムまつり開催

うなぎ取り大会湖面遊覧

ソリ体験 鯉のぼり掲揚

◇第２６回 羽地ダム鯉のぼり祭り◇

令和元年５月４日（土）・５日（日）開催

来場者数 ： １８，４５６人

イベント内容 ： 湖面遊覧、うなぎつかみ取り大会 他

風車・箸テッポー工作１日管理支所長体験

水遊びコーナーまるごと探検ツアー

◇第２６回 漢那ダムまつり◇

令和元年７月２８日（日）開催

来場者数 ： ２，８５０人

イベント内容 ： まるごと探検ツアー、 1日管理支所長体験、

風車・箸テッポー工作 他

うなぎつかみ取り ウォータースライダー

消防車放水体験 流しもずく体験

◇第５回 金武ダムまつり◇

令和元年７月２１日（日）開催

来場者数 ： ３，５００人

イベント内容 ： ダム施設見学、島ぞうりアート、プール他

My箸づくり リュウキュウアユ展

１日管理支所長体験 施設内見学

◇第１０回 大保ダムまつり◇

令和元年７月６日（土）開催

来場者数 ： １，７０２人

イベント内容 ： やんばるチョークアート体験、川遊び 他

【今月（１０月）の行事予

５月～７月にかけて「森と湖に親しむ旬間」の一環として、森林やダム、河川に親しむことを目的に羽地、

大保、金武、漢那の４ダムで「ダムまつり」が開催され、地元や県内各地から多くの来場者が訪れ大盛況で

終了いたしました。今年度は天候不良により安波ダム・クイナまつりは中止となり、また他ダムは湖面遊覧

など、湖面を利用するイベントが中止となりましたが、ダムまつりを通じて多くの来場者に「やんばるの森」

や「水」の大切さをお伝えすることができたと思います。 今後もダム水源地域のことに関心を持ってもらう

ためにこの活動を継続してまいります。


