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衛星装置の設置訓練を実施！！

衛星装置の設置・操作習熟等を目的に、去る６／１９（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、装置の更新に伴いマニュアルとの相違や、通信機

器の設定において課題や反省点が判明したので、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、年に数回実施していく予定です。

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。

防災訓練（風水害）を実施！！

ku-satを利用した現地報告の様子（漢那ダム）

ダム統管支部の様子（情報伝達訓練）

本局対策本部とのWEB会議

７月１日（水）に沖縄総合事務局開発建設部の防災訓練

（風水害）を行いました。訓練は、台風通過後に大雨が降り、

各ダムで災害が発生したとの想定で行われました。

漢那ダムではダム下流の法面が崩落、大保ダムでは洪水

による浸水被害が発生したと想定し、情報共有が必要な関

係機関の確認、衛星小型画像伝送装置（Ku-ＳAT）及びWEB

会議システムによる被害状況報告などの情報伝達訓練を

実施しました。

北部ダム統合管理事務所では、この様な訓練をとおして、

被害状況の速やかな把握と各方面への情報伝達、的確な

応急復旧計画の立案と迅速な措置が行えるように、今後と

も職員一丸となって取り組んでいきます。

６月１８日(木)に『令和２年度沖縄渇水対策連絡協議会(幹事会)』が開催されました。

本協議会は、沖縄における河川及び水利用並びに渇水への対応等に関して必要事項を協議し、適切な

渇水対策を講ずることを目的としています。会議では各機関（沖縄県企業局、当局、沖縄気象台）より現在

の水源状況、今後の天候見通し等について報告がありました。

当事務所の安仁屋事務所長からは、国管理９ダムの貯水状況と

月別流域平均雨量の説明を行いました。

最後に幹事会開催時の水源状況等から「安全領域であるが引き

続き貯水率を注視しつつ、状況に応じて対応を検討していく必要が

ある」と、協議会の共通認識として確認しました。

令和２年７月7日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９９．8％ （平年値 ： 91．3％）

令和２年度沖縄渇水対策連絡協議会（幹事会）開催

★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、

ダム管理について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

現在会員数

５００ 名

【今月（７月）の行事予定】

行事名称 内容

防災訓練（風水害） 風水害を想定した防災訓練

オイルフェンス設置訓練 大保ダムにおける水質事故を想定した訓練

事務所優良業者表彰式 優良工事（業務）業者、優秀工事（業務）技術者等への表彰

Ｒ２地震対応訓練 地震を想定した防災訓練（事務所）

予定時期 担当

  １日 (水) 防災専門官

７月中 防災専門官

３日（金） 大保ダム

２２日 (水) 総務課

現在、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、各ダムの資料館及びキャンプ等のダム施設の

利用を休止しています。再開については当事務所のホームページでお知らせします。

【各ダムの施設利用について】

毎年、５月～９月に県内各地においてダムまつり等を開催しておりますが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、今年度のダムまつりは全ダム開催中止となります。

開催中止・・・・・羽地ダム、大保ダム、福地ダム、倉敷ダム、漢那ダム、金武ダム

【ダムまつりの開催状況について】

・ ７日(火)は 「川の日」、 ７/１～７/３１は、河川愛護月間、海岸愛護月間です。

･ 「夏休み親子ダム環境体験学習会」は、今年は中止となります。
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羽地ダム

オイルフェンス設置訓練を実施（福地・羽地ダム）！！

開発建設部コンプライアンス指導員研修を実施！！

６月３０日(火)に北部ダム統合管理事務所の全管理職を対象とした「開発建設部コンプライアンス指導員
研修」を開催し、管理職（副所長、各課長、各支所長）１２名が受講しました。

本研修は、「令和２年度沖縄総合事務局開発建設部コンプラ

イアンス推進計画」（令和2年3月27日決定）に基づき、コンプライ
アンスに関する知識と管理能力の向上に取り組むほか、管理職

員の交流を通し、風通しの良い健全な組織風土の構築を推進す

ることを目的に毎年度開催しています。

今年度は、発注者綱紀保持、入札談合防止、パワーハラスメント

防止等の内容について、事例紹介やＤＶＤを題材に実施しました。

今後も、各管理職が指導員となって、部下に対して適切な指導

が行えるよう、日々取組みを行っていきます。

【コラム】 ダムのお仕事紹介（１）（ダムの水質調査）

第１回目はダムの水質調査です。沖縄の国管理ダムの目的には、洪水

調節、流水の正常な機能の維持、都市用水等、複数の目的があります。

特に流水の正常な機能の維持（ダムの下流に流す水）と都市用水（上水、

工業用水）は、皆さんが毎日使っている水ですので、ダムの水に問題が

無いか調査をするのが「水質調査」です。

調査の回数は各ダムで違いますが、今回広報誌の担当をしている漢那

ダムでは、毎月１回延べ６９項目について調査を行い水質の把握に努めて

います。また、各ダムの管理支所では水質監視用の魚水槽や貯水池に設

置した生簀で水質の急な変化も対応できるよう日々監視を行っています。

ダムの管理では、ダムが正常な機能を確保できているか確認するために色んなお仕事をしています。

このコラム「ダムのお仕事紹介」ではそんなダム管理の仕事を紹介させていただきます。

水質監視用生簀

６月１６日（火）に福地ダム、６月２９日（月）に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、車両等の転落事故に伴う油流出を想定し、オイルの拡散・流出を最少限に抑えることを目的

として、湖面上へオイルフェンスを設置しました。訓練の手順は保管庫からのオイルフェンス移動、巡視

船による曳航、端部の固定などからなり、経過時間も確認しながら行いました。これからも突発的な水質

事故が発生しても迅速な行動がとれるよう訓練を重ねていきます。

オイルフェンスの移動 巡視船による曳航 端部固定作業 設置完了！！

【
福
地
ダ
ム
】

CCTVカメラによる現地確認 湖面へのオイルフェンス搬出 巡視船による曳航 設置完了！！

【
羽
地
ダ
ム
】

国管理８ダムで貯水率が１００％に

新川ダム

安波ダム福地ダム

羽地ダム 金武ダム

漢那ダム

大保ダム普久川ダム

沖縄地方は６月１２日に梅雨明けしましたが、梅雨明け以降にもまとまった降雨があり、６月１４日（日）羽地

ダム、６月２２日（月）福地ダム、安波ダム、金武ダム、６月２４日（水）漢那ダム、６月２５日（木）新川ダム、普久

川ダム、６月２７日（土）大保ダムで貯水率が100％に達し、国が管理する９ダムのうち、８ダムで常用洪水吐か

ら越流が始まりました。

７月７日現在、４ダムが越流中です。ダムの越流状況については北部ダム統合管理事務所ホームページ

の国管理ダムの貯水状況、各ダムリアルタイム情報 http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/library/realtime.html で

貯水率が１００％となっているダムが越流しているダムです。（HPにもその旨記載し、越流イメージを添付してい

ます。）
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最後に幹事会開催時の水源状況等から「安全領域であるが引き

続き貯水率を注視しつつ、状況に応じて対応を検討していく必要が

ある」と、協議会の共通認識として確認しました。

令和２年７月7日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９９．8％ （平年値 ： 91．3％）

令和２年度沖縄渇水対策連絡協議会（幹事会）開催

★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、

ダム管理について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

現在会員数

５００ 名

【今月（７月）の行事予定】

行事名称 内容

防災訓練（風水害） 風水害を想定した防災訓練

オイルフェンス設置訓練 大保ダムにおける水質事故を想定した訓練

事務所優良業者表彰式 優良工事（業務）業者、優秀工事（業務）技術者等への表彰

Ｒ２地震対応訓練 地震を想定した防災訓練（事務所）

予定時期 担当

  １日 (水) 防災専門官

７月中 防災専門官

３日（金） 大保ダム

２２日 (水) 総務課

現在、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、各ダムの資料館及びキャンプ等のダム施設の

利用を休止しています。再開については当事務所のホームページでお知らせします。

【各ダムの施設利用について】

毎年、５月～９月に県内各地においてダムまつり等を開催しておりますが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、今年度のダムまつりは全ダム開催中止となります。

開催中止・・・・・羽地ダム、大保ダム、福地ダム、倉敷ダム、漢那ダム、金武ダム

【ダムまつりの開催状況について】

・ ７日(火)は 「川の日」、 ７/１～７/３１は、河川愛護月間、海岸愛護月間です。

･ 「夏休み親子ダム環境体験学習会」は、今年は中止となります。


