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予定日 担　当 行　事　名　称

10/9（金） 羽地ダム 地震時二次点検（電気・機械） 地震災害を想定した訓練

10/27（火） 羽地ダム Ku-sat設置訓練 非常時に備え通信機器を組立る訓練

やんばるのダム

内　　　容

TEL ０９８０－５２－３８７２
FAX ０９８０－５２－０５３３
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。

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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【「☆」を

「＠」に置き換えてください。】宛てに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。
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp 現在会員数 ５０４名

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。

ウッカガー（金武大川）は、金

武町並里区内の中央に位置す

る共同井泉で、カーヤマを背に

湧出る清水は、県下に知られた

井泉です。

令和２年１０月５日現在 国ダム（９ダム）貯水率：９８.８％（前年度同日の貯水率 ９１.６％）

会員特典

【今月（１０月）の行事予定】

大保ダム

金武ダム

マングローブとは、汽水域に生える植物の総称です。

沖縄本島には４種類のマングローブ植物が生育しており、全てが見られるのは億首川だけです。

４種類のマングローブは、花や実、葉、根などで見分けることができます。

億首川のマングローブの紹介

令和２年度上半期のダム管理について

今年度も半年が過ぎ折り返しの時期になりましたので、上半期（４月～９月）のダム管理の状況を

下記のとおりまとめました。

これまでのところ、台風や降雨による災害は無く貯水率も平年を上回っており一安心といったとこ

ろです。

ダム施設の利用については、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者の方々にご不便をお

かけしておりますが、ご協力よろしくお願いいたします。

引き続き、施設の管理、出水対応及び新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策など、気を

緩めることなく適切なダム管理に努めてまいります。

【貯水状況】

・上半期の貯水率は、一時期（5月頃）平年値以下に下がったが、概ね平年値を上回る貯水率で
推移。

＊9ダム貯水率：4月1日(76.9％)(平年値72.2％)
→ 9月30日(99.5％)(平年値91.7%)

【出水対応】

・昨年度と比べると、ほぼ同程度の実績。

＊防災体制発令延べ日数：21日（昨年度22日）
＊洪水調節回数：12回／7ダム（昨年度16回／4ダム）

・管理ダムで初めて「事前放流」を実施。（大保ダム、福地ダム）

【ダムまつり】

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、全ダムで開催中止。

【ダム施設利用】

・各ダムで、「屋外施設利用における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」を

作成し、利用者へ周知している。

＊ダムカードの配布は11月1日から再開予定。（状況により変更になる可能性があります）
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金武ダム

「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９月１１日、１５日に大保ダム、

９月２５日に辺野喜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、今回の訓練を踏まえ点検マニュアルをより

使いやすく更新するとともに、日頃から対応力向上に努めて参ります。

大保ダムでは、治水協定締結前の８月２９日（土）から事前放流を実施しました。

協定締結日は８月３１日（月）と決まっていましたが、台風９号接近に伴う降雨予測が大保ダムの

基準降雨量を超えていたため、関係機関と調整し利水者の協力を得て実施することができました。

事前放流では、放流のための準備に２時間、徐々に放流量を増加させるのに２時間を要しました。

その後も３時間後毎に予測降雨量を確認し３日間放流を実施しました。結果として、ダムから下流

への越流もなく、適切に事前放流を実施しました。

放流開始時点の予測降雨量：２４２mm（基準降雨量９２mm）

放流開始日時と貯水位：８月２９日（土） １４：００ EL６７.９９ｍ

放流停止日時と貯水位：８月３１日（月） １３：００ EL６６.１４ｍ

事前放流（台風９号）を実施しました

近年の異常豪雨の頻発化と水害の激甚化等を踏まえ、国の検討会議において令和元年12 月12 日「既
存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」（以下、基本方針）が定められ、想定を超える降雨に対

して効果的に対処するため、利水者の協力を得て水道用水など利水を目的にダムへ貯めている水を洪水

発生前に放流し、その空いた容量を洪水調節として利用する事前放流に取り組むこととなりました。

河川管理者である沖縄県北部土木事務所と、ダム管理者である北部ダム統合管理事務所は、基本方針

に基づき国管理ダムの各水系において、関係利水者と水系別の協議を行い、令和２ 年８月３１日付けで水

系毎に治水協定を締結しました。

北部ダム統合管理事務所としても、今後、各機関と連携して協定に基づいた事前放流を実施し、計画を

上回るような降雨に対しても可能な限り必要容量を確保し出水対応に努めて参ります。

事前放流では、より効果的なダム下流河川での氾濫被害の防止を目的とし、ダム所在地で基準を

上回るような降雨が予測された場合に、利水者の協力を得て洪水前に放流を実施することで、事前に

予測流入量分の容量を確保します。実施前においては、予測降雨量よりダムに流れ込む総流量を計

算し事前放流実施の判断をします。

流入総量

予測降雨量よりダムに流れ込む流入

総量を計算し、事前放流の実施を判断
事前放流によりダムの容量を確保

事前放流とは？？

ダムの容量について

ダムの容量にはそれぞれ役割があります。事前放流では利水容量の一部を洪水調節可能容量

（利水者との協議で定めた洪水調節に利用可能な容量）として利用します。

○利水容量・・・

流水の正常な機能の維持、生活用水、

工業用水、農業用水などに利用する水を

貯める容量

○洪水調節容量・・・

洪水調節を行うための容量。降雨時に

洪水調節容量に水をため込むことで下流

河川の氾濫被害を防ぐ役割がある

○洪水調節可能容量・・・

利水者との協議で定めた洪水調節に利

用可能な容量 （平常時最高貯水位から

３日間で低下可能な水位までの容量）

地震発生後の２次点検訓練を実施（大保・辺野喜ダム）

治水協定を締結しました ～ 事前放流実施に向けて

通信設備点検状況（辺野喜ダム） 堤体点検状況（辺野喜ダム）繋船設備点検状況（辺野喜ダム）
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・管理ダムで初めて「事前放流」を実施。（大保ダム、福地ダム）

【ダムまつり】

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、全ダムで開催中止。

【ダム施設利用】

・各ダムで、「屋外施設利用における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」を

作成し、利用者へ周知している。

＊ダムカードの配布は11月1日から再開予定。（状況により変更になる可能性があります）


