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＜ダム定期検査とは＞

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。

＜令和元年度ダム定期検査を実施しました＞

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回実施しており、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、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。本年度は１１

月２７日（水）に漢那ダム、１２月３日（火）に羽地ダム、１２月１２日（木）に安波ダムで実施しました。

各ダム定期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、ダムの安全性及び機能につい

て常に良好な状態を保てるように、今後も適正なダム管理につとめてまいります。

北部５ダム（福地・新川・安波・普久川・辺野喜）は、４本の調整水路

（全長１４.７km）で連結されており、大雨時にダムの洪水吐きから溢れる水を

出来るだけ少なくなるよう５ダムの統合運用を行っており、各ダムの単独運

用よりも水道原水の供給量が２０％も向上します。

この重要な調整水路の点検を毎年行っており、今年度は、１月１７日（金）、

２４日（金）に実施しました（一部の区間は２月以降に実施予定）。

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。

沖縄本島北部の桜の名所は、八重岳や名護中央公園などがありますが、各ダムでも多くの桜の木を植

えており、１月中旬ごろから花がぽつぽつ咲き始めました。

各ダムでは、２月に満開を迎え見頃になりますので、この機会に花見を兼ねて、ダムの魅力を味わいに是

非ともいらして下さい。

書面検査 現地確認検査

★ 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。

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

※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。

申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

辺野喜ダム 普久川ダム 安波ダム 新川ダム

福地ダム 大保ダム 羽地ダム 金武ダム

福地ダム支所対応

安波ダム支所対応

【地域イベント情報】

カンヒザクラ開花中！！

【２月の行事予定】

現在会員数 ４９３ 名

2月１日（土）～
　　　26日（水）

・・・・プロ野球春季キャンプ　　　（国頭村・名護市・宜野座村・金武町）

2月8日（土） ・・・・第１４回億首サクラ祭り　　（金武ダムヤマクモー広場）

2月22日（水） ・・・・「やんばるの森ビジターセンター」オープン　（大宜味村）

3月1日（日）～
　　　22日（日）

・・・・東村つつじ祭り　　　　　　　 （東村村民の森つつじ園）
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令和元年１２月１０日（火）に当事務所の各ダム支所長参加のもと大保ダムの工事現場において安全

パトロールを実施しました。

当日は、現場の担当者よりパトロール対象となる法面における作業内容、及び安全管理の留意点を

説明後、作業計画書に基づく高所における安全管理の実施状況等の確認を行い、各支所長から、以下

のような意見がありました。

【良好点】

・親綱が複数箇所で固定されている。

・法枠の角で親綱がすれないよう保護されている。

・作業員の離隔があった。

【改善点】

・親綱のすれ防止が一部効いていない箇所がある。

・飲料水の設置が必要。

以上の意見を踏まえて当現場の改善を図ること及び各現場の参考としてより一層、安全管理に留意

することを確認する良い機会となりました。

１月７日（火）に福地ダムの親水水路において東村立保育所の園児２１人に参加してもらい、リュウ

キュウアユの放流会を実施しました。

元気いっぱいの園児たちは、ダム資料館で担当者からリュウキュウアユの説明を熱心に聞き、親

水水路に移動して、放流用の重たいバケツから全長１１～１２cmのアユを傷つけないよう慎重に放

流していました。「元気でね」と声をかけたり、「ばいばい」と手を振って見送る園児もいて、楽しい放

流会となりました。

このような取り組みを通して、リュウキュウアユに興味を持ってもらえる機会を増やしてきたいと考

えております。

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、令和元年１２月５日

（木）～６日（金）にかけて事務所及び各ダム管理支所に

おいて実施され、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り組みや首里城火

災を受けた緊急時の連絡体制及び消火・警報設備の設

置状況などが監査されました。

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。

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）

・機密情報管理の徹底に関する取組

・応札・落札状況の分析に関する取組 他

②コンプライアンス推進計画の取組みについて

・不正行為等の防止の取組

・「リスク回避等マニュアル」を活用した点検の取組 他

③行政情報の管理等について

・情報セキュリティポリシー

・誤送信防止対策 他

④業務の適正かつ効率的な執行について

・行政相談等

・公用車等の適正な使用 他

⑤入札契約の適正な執行等について

・発注工事の品質確保の促進及び適正な施工

・発注工事の事故防止の取組 他

１月３１日(金）に「令和元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、各ダムについて原則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になっています。今年度の定期報告対象ダ

ムは福地ダム及び新川ダムで、４巡目の定期報告となります。委員より頂いた指導・助言等を踏まえ

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。

また、本委員会の開催前には、２０年以上にわたり委員長及び委員を勤められた上原先生と盛下先

生が辞任することとなったため、沖縄総合事務局より感謝状が贈呈されました。

長い間、大変お疲れさまでした。

１月２８日（火）に大保ダムにおいて、ku-sat設営訓練を実施しまし

た。ku-satとは、衛星小型画像伝送装置のことで 小型軽量で機動

力に優れ、災害初動時に運用されます。

今回は福地ダム、安波ダム、大保ダムの合同訓練で職員と委託

職員合わせて１６人が訓練に参加し、アンテナの展開、通信衛星

の補足、画像の送受信を行いました。

当事務所では、定期的に防災通信機器の操作訓練を実施して

おり、防災対応能力の維持向上に努めております。

北部ダム統合管理事務所では、リュウキュウアユ復元の取り組

みを実施していますが、一般の方がリュウキュウアユを観る機会

がほとんどないことから、リュウキュウアユを実感しにくいという状

況がありました。このため、福地ダム資料館で昨年１１月２７日

（水）からリュウキュウアユの水槽展示を行っています。

リュウキュウアユの水槽飼育においては、水温・照明の制御や

水質・採餌等に留意して管理しています。これにより、リュウキュ

ウアユ復元の取り組みが一般の方へ周知・普及が進むとともに、

学習の場として活用されることを期待しています。

委員会の状況 上原先生への感謝状 盛下先生への感謝状
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えており、１月中旬ごろから花がぽつぽつ咲き始めました。

各ダムでは、２月に満開を迎え見頃になりますので、この機会に花見を兼ねて、ダムの魅力を味わいに是

非ともいらして下さい。

書面検査 現地確認検査

★ 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。

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

※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。

申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

辺野喜ダム 普久川ダム 安波ダム 新川ダム

福地ダム 大保ダム 羽地ダム 金武ダム

福地ダム支所対応

安波ダム支所対応

【地域イベント情報】

カンヒザクラ開花中！！

【２月の行事予定】

現在会員数 ４９３ 名

2月１日（土）～
　　　26日（水）

・・・・プロ野球春季キャンプ　　　（国頭村・名護市・宜野座村・金武町）

2月8日（土） ・・・・第１４回億首サクラ祭り　　（金武ダムヤマクモー広場）

2月22日（水） ・・・・「やんばるの森ビジターセンター」オープン　（大宜味村）

3月1日（日）～
　　　22日（日）

・・・・東村つつじ祭り　　　　　　　 （東村村民の森つつじ園）


