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福地ダム・新川ダムでは、ダムを活かした水源地域活性化のための行動計画である「水源地域

ビジョン」において、「ダム周辺“花の里”づくり」がメニューとして位置づけられており、植栽管理の

工事を発注し力を入れています。

ダム周辺には、多くの魅力ある樹木等が植えられており、その樹木等についてより楽しめるよう、

樹木の概要、花の咲いている写真、実のなっている写真等を記載した樹名板の整備を進めていま

す。

★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【「☆」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まで。
申し込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp 現在会員数 ５０１ 名

サンゴジュの全景と樹名板（福地ダム） シークヮサーの全景と樹名板（福地ダム）

８月２４日から沖縄本島付近を通過した台風８号の大雨の影響により、国管理９ダムは８月２５日に貯水率

が100％となり、満杯状態となりました。８月２５日における９ダムの過去１０箇年平均貯水率と比べて５.６％高
く、９ダム同時期に越流（オーバーフロー）するのは、昨年９月以来となります。

※ダムの貯水状況についてはHPでご確認ください。http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/index.html
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【９月の行事予定】

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

11日（金）
広域水
管理課

令和２年度 水文関係
講習会（水水DB関
係）

水文水質データベースの概要、水文観測データの品質照査の概要など
（今回はWEB会議システムで開催）

【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拡大防止のため、各ダムの資料館及びトイレ・広場・駐車場等の

利用を当面の間休止しています。

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。
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※「上流洪水吐き」の説明

「震度4以上の地震が発生した場合」や「堤体底部の地震計の加速度が２５gal以上の場合」には、ダムに関

わる臨時点検を実施することになっており、その訓練を８月２５日に新川ダム、２６日に福地ダムにて実施し

ました。訓練は、震度５以上の地震が発生したとの想定のもと、ダム堤体のひび割れや漏水の有無、放流設

備、電気通信設備、放流警報設備の点検を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施設点検の他、漏水量、揚圧力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しました。

地震発生時には迅速・的確に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。

放流設備点検状況（新川ダム） 漏水量測定状況（福地ダム）

８月３日から１８日にかけて、第１回目の所内コンプライアン

ス・ミーティングを実施しました。各職員が日常業務における具

体的な状況等を基に、各職場内で職員相互間の意見交換を行

うことにより、コンプライアンスに関する理解の促進と意識の向

上を図ることを目的としたものです。

総勢４６名の職員及び期間業務職員が各グループに分れ活

発な議論を交わしました。今回のコンプライアンス・ミーティング

を通して、各参加者がテーマの問題点、対応方法等について

概ね共通の認識を持っていて、これまで実施してきたコンプライ

アンスミーティングの効果が着実に出ていることを再認識でき

ました。

今後もコンプライアンス強化のため、組織全体で効果的・効率

的な取り組みを実施していきます。

ダムの管理設備には、放流用ゲートやバルブ、電源設備、警報設備、通信設備、観測設備など多く

の重要な設備があり、それが連携して動作しています。その何れかひとつに不具合があった場合で

も動作に支障をきたす恐れがあるため設備を常に良好な状態に保つ必要があります。

今回、新川ダムの非常用発電設備が２２年を経過し老朽化していましたので、更新を行いました。

非常用発電設備は、ディーゼル機関のエンジンと発電機が一体となった構造で、停電となった場合

にダムの基本機能を維持するために必要な設備に自動で電源を供給するものです。

今後もダム管理設備の適切な運用が可能となるよう長寿命化計画等に基づいて必要な点検・整備

を行い適切な維持管理に努めてまいります。

発電設備本体 操作盤 消音装置

通信設備点検状況（新川ダム）

８月２１日（金）、ダムの安全管理に関する勉強会を開催しました。

勉強会では、ダム堤体挙動の評価、計測・観測手法について再確

認を行うとともに、各支所からは、近年の堤体挙動の状況（ダム経

年変化、貯水位との相関等）について報告を行い、管理９ダムの管

理状況について確認を実施しました。北部ダム統合管理事務所で

は、今後も勉強会を継続し、ダムの安全管理に関するノウハウの継

承、危機対応能力向上に取り組んでいきます。

福地ダムの大きな特徴の１つとして、上

流側と下流側の２箇所に洪水吐きを有し

ていることがあげられ、洪水吐きが２箇所

に分散していることにより下流への放流

量を小さくすることが出来るため下流の安

全性が高まることになります。

上流洪水吐きは貯水位が84.5mを越え

ると越流します。台風８号に伴う８月２４日

からの大雨により貯水位が84.62mまで上

昇し、上流洪水吐きから約2.9m3/sの最大

放流がありました。

写真２サイフォン部から緩勾配水路

部への流下状況

サイフォン部

写真１ 貯水池からサイフォン部へ

の流下状況

サイフォン部

上流洪水吐きは、サイフォン型式を採用しており、貯水位が概

ね86.3mまでは自然越流方式で流下し、86.3mを超えるとサイ

フォン効果を発揮し大きく流量が増えていきます。

洪水時に流れ込んだ流水は直接海へ放流します。

写真１は貯水池からサイフォン部へ流れている状況です。写

真２はサイフォン部から緩勾配水路部に流れている状況です。

逆Ｕ字の形状をしたサ

イフォン部の断面図
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