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年末年始は福地・漢那・羽地・金武ダムでライトアップを実施します！
・１２月２４日（火）～１月５日（日）までの期間、ダム堤体等の監視用照明を
活用してダムのライトアップを実施します。年末年始の夜はダムに行くと
昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけます。
・ ライトアップ時間：１９：００～２２：００

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３
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。

台風19号に伴う「TEC-FORCE活動」所内報告会を実施しました！

福地ダム

金武ダム

漢那ダム

羽地ダム

【地域イベント情報】
○ １２月 ７日 (土)・１２月８日 (日) ・・・・・
○ １２月１４日 （土）
・・・・・

第３２回名護・やんばるツーデーマーチ < 名護市 >
第７回国頭トレイルランニング大会 < 国頭村森林公園 >

沖縄総合事務局は、台風19号に伴う緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）として、10月21日から10月31
日までの10日間、職員10名を東北地方整備局管内の被災地へ派遣しており、北部ダム統合管理事務所
からは、羽地ダム管理支所の城間支所長と総務課の宮城専門職の2名を派遣しました。
11月5日には、北部ダム統合管理事務所でTEC-FORCE活動報告会を開催し、沖縄総合事務局の
TEC-FORCE隊が派遣された福島県伊達市の被災状況やTEC隊員の活動の様子などが報告されました。
報告会に参加した職員からは、「被災状況調査とは具体的にどんな調査をするのか？」「被災状況調査
報告書とはどのようなものなのか？」など具体的な作業の様子を聞く質問がありました。
北部ダム統合管理事務所では、今回の貴重な経験を他の職員に共有することによって、大規模災害時
の危機対応力の向上に取り組んでいきたいと思います。

【今月（12月）の行事予定】
予定時期

担当

行事名称

3日(火)

羽地ダム

羽地ダム定期検査

5 (木)・6 (金)

事務所・各支所

開発建設部 一般監査

6日（金）

安波ダム

12日(木)
17日(火)

オイルフェンス設置訓練（普久川）

安波ダム
漢那・金武ダム

内容
3年毎に実施されるダム施設等の定期検査
コンプライアンス関連の内部監査
普久川ダムにおける水質事故を想定した訓練

安波ダム定期検査

3年毎に実施されるダム施設等の定期検査

Ku-SATⅡ設置訓練

災害時における衛生通信機器の設置訓練

19日(木)

本局河川課・流対課
漢那ダム

20日(金)

安波ダム

25日(水)

総務課

北部地区
「入札談合等関与行為防止法研修会」

25日(水)

漢那ダム

水源地域ビジョン推進協議会

北部ダムツーリズム現地見学会

TEC-FORCE 活動報告

地元観光担当者と観光旅行社合同の現地視察

「地震対応訓練(一次点検)」を実施しました！

地震時臨時点検演習（２次土木）（普久川） 地震発生後の施設点検訓練

令和元年12月1日現在

入札談合等の違反行為を防止する研修会
ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

国ダム（９ダム）貯水率：98.0％

（前年度同日の貯水率

92.0％）

☆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

TEC-FORCE 活動報告

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。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数 488名

11月11日（月）、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。
今回の訓練は、勤務時間内の9:00に沖縄本島近海を震源とするマ
グニチュード7.8の地震が発生。所管９ダム近傍で震度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。
地震発生後の点検概要は以下のとおりで、今回の訓練は②外観点
検まで実施し、③以降は各ダム個別で訓練を実施しています。
① 概略点検（ダムの大規模被災、異常放流、管理施設の倒壊な
どを目視や管理用カメラにより確認）
② 外観点検＜一次点検＞（庁舎・土木施設、電気・通信・機械
設備を主に目視により点検）
③ 詳細な外観点検と計測による点検＜二次点検＞（一次点検よ
り詳細な外観点検とダムの漏水や変位などを計測）
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。

ダム堤体点検の様子

電気通信設備点検の様子

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います。
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漢那ダムで東京オリンピックを目指してカヌー合宿が行われています！
漢那ダムにおいて、１１月４日（月）～１２月２１日（土）の予定で、日本カヌー連盟
の選手３名が来年の東京オリンピックを目指して強化合宿に取り組んでいます。

冬場も温暖な沖縄のダム湖はこの時期のカヌー競技の練習には適して
いるとされています。また、漢那ダムは宜野座村所有のカヌー関連の施設や道
具がそろっていて例年この時期にカヌー合宿が行われています。
日本を代表する選手が、東京オリンピックを目指してトレーニングに熱がこもって
います。カヌー競技に興味のある方は練習状況をご覧になってはいかがでしょうか。
北部ダム統合管理事務所では、今後も地域活性化のためにダムの利活用を積
極的に推進してまいります。
金武ダム
福地ダム
羽地ダム

練習状況
漢那ダム
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漢那ダム・金武ダムで水質事故対応訓練（オイルフェンス設置）を実施しました！
１１月１１日（月）に 漢那ダム、１３日（水）金武ダムにおいて水質事故対応訓練（オ
イルフェンス設置）を行いました。訓練は、隣同士で距離の近い漢那ダムと金武ダム
で連携して実施、それぞれのダムで車両事故により湖面にオイルが流出したことを
想定して、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、運転手で行いました。
訓練はオイル流出の発見から始まり、隣接ダム管理支所への応援依頼、関係機関
連絡先の確認、保管庫からのオイルフェンス移動、作業船による曳航、端部の固定
などを確認しながら行いました。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。

駅伝大会

駅伝大会

11月15日(金)に、毎年恒例の宜野座高校
「校内マラソン大会」が今年も漢那ダムで
開催されました。
湖畔公園をスター
トし脇ダム・本ダムを
男子 2週 （7.0Kｍ）
女子 1週 （4.0Km）
するコースを楽しそ
校内マラソン
うに走っていました。

漢那ダム
１０月２９日(火)に、北部ダム統合管理事務所と東村との行政懇談会を開催しました。
北部ダム統合管理事務所からは、「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実
に向けて（提言）」や「福地ダム・新川ダムの維持
管理の状況」等について説明を行いました。東村
からは、「湖面利用の状況」や「水道施設整備事
業」等の説明がありました。「ダム監視用の映像
情報の共有方法」や「サイレンの吹鳴の状況」等、
本会議で出された意見等を踏まえ、今後のダム
懇談会の状況
管理に活かしていきたいと考えております。
羽地ダム

名護さくら開花促進プロジェクトに参加しました！
１１月２日（土）に名護市主催の第１３回 「名護さくら開
花促進プロジェクト」 （さくら育樹活動）が開催されました。
名護のシンボルである、さくらの育樹に取り組むプロ
ジェクトとして、名護市内１０カ所にて行われており、羽地
ダム管理支所は、川上地区の育樹活動へ参加しました。
当日は晴天に恵まれ、地域の方々と共に、羽地大川
線沿いのさくらの木へ肥料やりを行いました。
将来、名護市が、さくらの花が咲き誇るまちになること
を期待します。

名護中学校職場体験（羽地ダム）に協力しました！
１１月１８日（月）～１１月２０日（水）の３日間、名護中学校２年生（３名）が、
羽地ダム管理支所にて、職場体験を行いました。
ダムの職員から、ダムの役割や仕事について説明を受け、資料館やダ
ム堤体、北部ダム統合管理事務所の災害対策室を見学しました。その後、
電気及び機械設備、非常用発電設備の点検やＣＣＴＶカメラによる施設点
検などの仕事を体験しました。
今回の職場体験を通じて、「仕事とはなにか？」「働くとはなにか？」、生
徒達が考えるきっかけになればと思います。

育樹活動の様子

北部地区３事務所合同 「飲酒運転防止セミナー」 を開催しました！
１１月２６日（火）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２２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。
講話では、沖縄で多くみられる路上寝の危険性や１２月１日から施行される
「ながらスマホ」厳罰化に関する最新情報等に加え、「酒酔体験ゴーグル」を着
用した疑似体験、質疑応答等参加者の意識啓発に役立つセミナーとなりました。

漢那 端部固定作業

東村との行政懇談会を開催しました！

漢那ダムで青年駅伝大会・宜野座高校校内マラソン大会が開催されました！
11月3日（日）に、漢那ダム湖畔公
園特設コースで、「第55回宜野座村
青年駅伝大会」が開催されました。
当日の午前中は雨模様でしたが
スタート時には雨も上がり、女子1
区間を含む全8区間で、各区青年
会・成人会の皆さんによる熱戦が
繰り広げられました。

金武 作業船による曳航

漢那ダム・金武ダムで「地震対応訓練（二次点検）」を実施しました！
11月14日（木）に金武ダム、２８日（木）に漢那ダムにおいて、地震時点検のうち二次点検訓練を実施し
ました。この訓練は今月１１日に実施した地震対応訓練（一次点検）に引き続き行ったものです。訓練は、
各ダム毎で決められた点検マニュアルに基づいて実施しました。
ダム毎に決められた土木施設・電通・機械設備の目視点検の他、漏水量、揚圧力、変形量などの測定
を行い日常点検の計測データと照合することで、地震の影響でダムに異常がないかを確認する訓練を実
施しました。
地震発生時には迅速・的確な対応が求められるため、日頃から対応力向上に努めて参ります。
金武ダム

セミナー受講状況

資料館見学の様子

土木施設点検の様子

金武ダム

通信設備点検の様子

漢那ダム

機械設備点検の様子

漢那ダム

電気設備点検の様子
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電気及び機械設備、非常用発電設備の点検やＣＣＴＶカメラによる施設点
検などの仕事を体験しました。
今回の職場体験を通じて、「仕事とはなにか？」「働くとはなにか？」、生
徒達が考えるきっかけになればと思います。

育樹活動の様子

北部地区３事務所合同 「飲酒運転防止セミナー」 を開催しました！
１１月２６日（火）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２２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。
講話では、沖縄で多くみられる路上寝の危険性や１２月１日から施行される
「ながらスマホ」厳罰化に関する最新情報等に加え、「酒酔体験ゴーグル」を着
用した疑似体験、質疑応答等参加者の意識啓発に役立つセミナーとなりました。

漢那 端部固定作業

東村との行政懇談会を開催しました！

漢那ダムで青年駅伝大会・宜野座高校校内マラソン大会が開催されました！
11月3日（日）に、漢那ダム湖畔公
園特設コースで、「第55回宜野座村
青年駅伝大会」が開催されました。
当日の午前中は雨模様でしたが
スタート時には雨も上がり、女子1
区間を含む全8区間で、各区青年
会・成人会の皆さんによる熱戦が
繰り広げられました。

金武 作業船による曳航

漢那ダム・金武ダムで「地震対応訓練（二次点検）」を実施しました！
11月14日（木）に金武ダム、２８日（木）に漢那ダムにおいて、地震時点検のうち二次点検訓練を実施し
ました。この訓練は今月１１日に実施した地震対応訓練（一次点検）に引き続き行ったものです。訓練は、
各ダム毎で決められた点検マニュアルに基づいて実施しました。
ダム毎に決められた土木施設・電通・機械設備の目視点検の他、漏水量、揚圧力、変形量などの測定
を行い日常点検の計測データと照合することで、地震の影響でダムに異常がないかを確認する訓練を実
施しました。
地震発生時には迅速・的確な対応が求められるため、日頃から対応力向上に努めて参ります。
金武ダム

セミナー受講状況

資料館見学の様子

土木施設点検の様子

金武ダム

通信設備点検の様子

漢那ダム

機械設備点検の様子

漢那ダム

電気設備点検の様子

北部ダム統合管理事務所広報誌（12月号） 2019年12月2日発行（4）

北部ダム統合管理事務所広報誌（12月号） 2019年12月2日発行（1）

年末年始は福地・漢那・羽地・金武ダムでライトアップを実施します！
・１２月２４日（火）～１月５日（日）までの期間、ダム堤体等の監視用照明を
活用してダムのライトアップを実施します。年末年始の夜はダムに行くと
昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけます。
・ ライトアップ時間：１９：００～２２：００

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３
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。

台風19号に伴う「TEC-FORCE活動」所内報告会を実施しました！

福地ダム

金武ダム

漢那ダム

羽地ダム

【地域イベント情報】
○ １２月 ７日 (土)・１２月８日 (日) ・・・・・
○ １２月１４日 （土）
・・・・・

第３２回名護・やんばるツーデーマーチ < 名護市 >
第７回国頭トレイルランニング大会 < 国頭村森林公園 >

沖縄総合事務局は、台風19号に伴う緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）として、10月21日から10月31
日までの10日間、職員10名を東北地方整備局管内の被災地へ派遣しており、北部ダム統合管理事務所
からは、羽地ダム管理支所の城間支所長と総務課の宮城専門職の2名を派遣しました。
11月5日には、北部ダム統合管理事務所でTEC-FORCE活動報告会を開催し、沖縄総合事務局の
TEC-FORCE隊が派遣された福島県伊達市の被災状況やTEC隊員の活動の様子などが報告されました。
報告会に参加した職員からは、「被災状況調査とは具体的にどんな調査をするのか？」「被災状況調査
報告書とはどのようなものなのか？」など具体的な作業の様子を聞く質問がありました。
北部ダム統合管理事務所では、今回の貴重な経験を他の職員に共有することによって、大規模災害時
の危機対応力の向上に取り組んでいきたいと思います。

【今月（12月）の行事予定】
予定時期

担当

行事名称

3日(火)

羽地ダム

羽地ダム定期検査

5 (木)・6 (金)

事務所・各支所

開発建設部 一般監査

6日（金）

安波ダム

12日(木)
17日(火)

オイルフェンス設置訓練（普久川）

安波ダム
漢那・金武ダム

内容
3年毎に実施されるダム施設等の定期検査
コンプライアンス関連の内部監査
普久川ダムにおける水質事故を想定した訓練

安波ダム定期検査

3年毎に実施されるダム施設等の定期検査

Ku-SATⅡ設置訓練

災害時における衛生通信機器の設置訓練

19日(木)

本局河川課・流対課
漢那ダム

20日(金)

安波ダム

25日(水)

総務課

北部地区
「入札談合等関与行為防止法研修会」

25日(水)

漢那ダム

水源地域ビジョン推進協議会

北部ダムツーリズム現地見学会

TEC-FORCE 活動報告

地元観光担当者と観光旅行社合同の現地視察

「地震対応訓練(一次点検)」を実施しました！

地震時臨時点検演習（２次土木）（普久川） 地震発生後の施設点検訓練

令和元年12月1日現在

入札談合等の違反行為を防止する研修会
ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

国ダム（９ダム）貯水率：98.0％

（前年度同日の貯水率

92.0％）

☆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

TEC-FORCE 活動報告

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。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数 488名

11月11日（月）、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。
今回の訓練は、勤務時間内の9:00に沖縄本島近海を震源とするマ
グニチュード7.8の地震が発生。所管９ダム近傍で震度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。
地震発生後の点検概要は以下のとおりで、今回の訓練は②外観点
検まで実施し、③以降は各ダム個別で訓練を実施しています。
① 概略点検（ダムの大規模被災、異常放流、管理施設の倒壊な
どを目視や管理用カメラにより確認）
② 外観点検＜一次点検＞（庁舎・土木施設、電気・通信・機械
設備を主に目視により点検）
③ 詳細な外観点検と計測による点検＜二次点検＞（一次点検よ
り詳細な外観点検とダムの漏水や変位などを計測）
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。

ダム堤体点検の様子

電気通信設備点検の様子

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います。

