北部ダム統合管理事務所広報誌（８月号） ２０２０年８月１１日発行（４）

7月10日（金）億首川マングローブ保全・活用推進協議会により金武ダム下流の億首川でマン
グローブ植栽作業が行われました。気温33度のなか、琉球大学農学部松本先生ご指導のもと協
議会の委員を中心に11名が参加、当事務局からも4名が参加しました。
マングローブとは海水と淡水が混ざる場所に生育している植物を指す言葉で、代表的なヒルギ
科の他にもヤシ科など様々な種類があります。今回はヒルギ科のメヒルギ200本、オヒルギ44
本を植えました。名前は似ていますが、メヒルギは葉先が丸く白い花が咲き、オヒルギは葉先が
鋭く赤い花が咲きます。
写真に写っている白い紐は、種子を植える場所の位置です。成長と共に根が広く張っていくた
め適度な間隔を持たせており、50㎝、75㎝、1mの3間隔に分け植栽しました。
協議会の今後の活動としては植栽した種を観察・研究し、金武町のマングローブ保全や活用に
向けた指針にしたいと考えており、ダム統管としても作業等協力を行っていきます。

北部ダム統合管理事務所広報誌（８月号） ２０２０年８月１１日発行（１）

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。

８月５日（水）、大規模地震に備えて地震対応訓練を行いました。
訓練は、勤務時間外の7:00に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ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、ダム施設の臨時
点検及び点検結果等の情報伝達等の訓練を行いました。
訓練では、大規模地震発生後に行う、ダム臨時点検や情報伝達の手順を確認することが出
来ました。また、「ＴＶ会議システム」及び「地震対応掲示表（表計算ソフト）」を活用す
ることで、事務所と6支所間の情報伝達が円滑に行えることも確認することができました。
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。
※地震発生後のダム臨時点検について
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うこととなっています。

令和２年８月11日現在 国ダム（９ダム）貯水率：97.0％（平年値 94.9％）

【各ダムの施設利用について】
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施
設利用を休止しています。また、「沖縄県緊急事態宣言」を受け、各ダムのトイレ・広場・駐
車場の利用を8月15日まで休止しています。（但し状況により休止期間延長もあり得ます。）
利用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。

【８月の行事予定】

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。
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防災専門官
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管理課

沖縄ブロック国土交通研究会（所内発表） 業務で取り組んだ内容の発表会

21（金）

管理課

所内勉強会（危機管理Ⅲ）

ダム堤体の安全管理について

26（水）
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沖縄ブロック国土交通研究会

業務で取り組んだ内容の発表会

８月下旬
８月中

行 事 名 称
地震対応訓練

福地ダム管理支所 地震後臨時点検（2次）演習

総務課

コンプライアンスミーティング

内

容

大規模地震災害を想定した訓練

非常参集・点検者派遣の様子

ＴＶ会議の様子

地震対応掲示表の活用

地震発生後の施設点検訓練
各テーマに沿って意見交換し、理解促進を図る。

湖水友の会メール会員募集中！（無料・特典満載）

庁舎点検（福地ダム）

洪水吐き点検（新川ダム）

堤体点検（漢那ダム）

設備点検（安波ダム）

設備点検（羽地ダム）

設備点検（金武ダム）

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。

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
※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、申込みは下記メールアドレス【「☆」を「＠」に
置き換えて下さい。】宛に 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
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp

＊その他情報はこちらから

現在会員数 ５０１ 名
やんばるのダム

検索

＊その他情報はこちらから
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７月３日（金）に大保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。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。

北部ダム統合管理事務所広報誌（８月号） ２０２０年８月１１日発行（３）

令和元年度北部ダム統合管理事務所所管事業に係る優良業者及び優秀技術者の事務所長表
彰式を７月２２日（水）に行いました。
今回の表彰は、当事務所において、令和元年度に完成・完了した工事７件、業務２３件の
中から、厳正に審査した結果、顕著な成果をあげ、他の模範となるものとして、安全施工工
事１件、優良業務１件、優秀業務技術者１名を表彰しました。
部門

オイルフェンス保管状況

貯水池への送り出し

業者/技術者

工事/業務名

安全施工工事

有限会社 のうけん

平成３０・３１年度大保・羽地ダム維持補修工
事

優良業務

いであ株式会社 沖縄支社

平成３１年度北部ダム生態系保全調査業務

設置完了！！

巡視船による曳航

優秀業務技術者

喜瀬 学
（ 平成３０年度漢那ダム・金武ダム河川水 平成３０年度漢那ダム・金武ダム河川水辺の
辺の国勢調査他業務沖縄環境保全研究 国勢調査他業務
所・アジア航測設計共同体）

沖縄総合事務局は、令和２年７月豪雨に伴う緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）として、７
月１０日～７月２３日まで（第１陣・第２陣）、７月２７日～８月３日まで（第３陣）の２２日間、
総数１８名の職員を九州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
管理課の福島係員と津嘉山係員の２名が派遣されました。
８月５日には、北部ダム統合管理事務所でTEC-FORCEに参加した職員による活動報告が行わ
れ、派遣された熊本県相良村や八代市の被災状況やTEC隊員の活動の様子と併せて、「現地がど
の様な被災を受けているか分からない中での情報共有・伝達の大切さを知り、改めて防災訓練の大
切さを学んだ。」、「地元自治体等と協力しながら、被災状況調査や危険箇所の確認等を実施した
が、それが被災された住民の方々の復旧・復興に少しでも役立つことができれば」などの感想が報
告されました。
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とともに、大規模災害時
の危機対応力の向上に更に取り組んでいきたいと思います。

全体打合せ

８月２６日（水）に開催される令和２年度沖縄ブロック国土交通研究会に向けて、8月５日
（水）に所内で発表会が開催されました。
北部ダム統合管理事務所からは、一般技術部門で管理課の福島係員、ポスターセッション部門
から流域対策課の崎山係員の２名が選出されており、日頃の業務成果について発表を行いました。
発表後は活発な質疑応答も行われ、本番に向けていいシュミレーションが出来たようです。
※発表課題は以下のとおりです。
○「安波ダム減勢水槽における補修方法の検討について」 福島
○「沖縄北部ダムツーリズム実施状況について」 崎山 祐加

大五

被災状況調査

新川ダムのかながなー広場の法面部にたった一夜だけ
咲き、夜明けとともに散ってしまう幻の花『サガリバ
ナ』が見頃を迎えています。
被災状況調査

開花時期：７月下旬～８月中旬（予想）

TEC-FORCE活動報告

※緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE＜テックフォース＞とは
平成２０年４月より国土交通省防災業務計画に定められたもので、「大規模な自然災害が発生
し、または発生する恐れがある場合において、被災地方公共団体等が行う被災状況の迅速な把握、
被害の発生及び拡大防止、被災地の早期復旧及びその他災害応急対策に対する技術的支援を円滑
かる迅速に実施する」ことを主な目的として設立されたものです。
＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

『幸運が訪れる』という花言葉をもち、色鮮やかにま
るで夜空に咲く花火の様な花びらに甘い香りを漂わせ
てくれるサガリバナ！！
寝苦しい夜を幻想的な時間にしてくれそうですね！！
7月20日の開花状況

＊その他情報はこちらから
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ることで、事務所と6支所間の情報伝達が円滑に行えることも確認することができました。
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。
※地震発生後のダム臨時点検について
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うこととなっています。

令和２年８月11日現在 国ダム（９ダム）貯水率：97.0％（平年値 94.9％）

【各ダムの施設利用について】
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施
設利用を休止しています。また、「沖縄県緊急事態宣言」を受け、各ダムのトイレ・広場・駐
車場の利用を8月15日まで休止しています。（但し状況により休止期間延長もあり得ます。）
利用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。

【８月の行事予定】

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

日（曜日）

担 当

５（水）

防災専門官

５（水）

管理課

沖縄ブロック国土交通研究会（所内発表） 業務で取り組んだ内容の発表会

21（金）

管理課

所内勉強会（危機管理Ⅲ）

ダム堤体の安全管理について

26（水）

本局

沖縄ブロック国土交通研究会

業務で取り組んだ内容の発表会

８月下旬
８月中

行 事 名 称
地震対応訓練

福地ダム管理支所 地震後臨時点検（2次）演習

総務課

コンプライアンスミーティング

内

容

大規模地震災害を想定した訓練

非常参集・点検者派遣の様子

ＴＶ会議の様子

地震対応掲示表の活用

地震発生後の施設点検訓練
各テーマに沿って意見交換し、理解促進を図る。

湖水友の会メール会員募集中！（無料・特典満載）

庁舎点検（福地ダム）

洪水吐き点検（新川ダム）

堤体点検（漢那ダム）

設備点検（安波ダム）

設備点検（羽地ダム）

設備点検（金武ダム）

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。

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
※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、申込みは下記メールアドレス【「☆」を「＠」に
置き換えて下さい。】宛に 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
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp

＊その他情報はこちらから

現在会員数 ５０１ 名
やんばるのダム

検索

＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

