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12/22（火） 管理課 R2ダム管理に関する国県意見交換会 国・県管理ダムに関する意見交換会

ダム定期検査 3年毎に実施するダム施設等の定期検査

12/17（木） 流域対策課 Ｒ２北部ダム統合管理事務所建設工事安全会議 労働災害防止を目的とした会議及び現場パトロール

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容

12/4（金） 大保ダム

検索やんばるのダム検索やんばるのダム

北部ダム統合管理事務所では１１月５日（木）、大規模地震に備えて地震対応訓練を実施しました。

８月の訓練では、勤務時間外の地震発生に対する対応訓練を実施しましたが、今回は勤務時間内

の９：００に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.8の地震を想定した対応訓練を実施しました。所管

する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を行いました。

また、緊急地震速報の全国訓練もあわせて実施し、実践的な初動対応行動（身を守る行動など）訓練

が実施できました。

【訓練内容】

①緊急地震速報訓練

気象庁がホームページで公開している緊急地震速報訓練用動画を使用し、事務所内放送で報知し身

を守る行動をとる訓練。

②概略点検

ダムの大規模被災、異常放流、管理施設の倒壊などを目視や管理用カメラによる確認。

③一次点検（外観点検）

庁舎、宿舎、土木施設、電気・通信・機械設備を主に目視による点検。

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に訓練を継続して

まいります。

TEL ０９８０－５３－６４１１ FAX ０９８０－５２－６４１２
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。

※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。

ＴＶ会議の様子（事務所） 庁舎点検（金武ダム）

堤体点検（安波ダム） 送水管点検（福地ダム）

【１２月の行事予定】

令和２年1２月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ：９０．３％ （平年値 ： ８７．２％）

☆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。

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。

会員特典

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。
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp 現在会員数 ５０４名

年末年始は福地・漢那・羽地・金武ダムでライトアップを実施します！

福地ダム 金武ダム 漢那ダム漢那ダム

・１２月２４日（木）～１月１０日（日）までの期間、ダム堤体等のライトアップ

（監視用照明の点灯）を実施します。

昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけますので、近くに

お越しの際には、是非ご覧下さい。

・ ライトアップ時間：１８：３０～２２：００

漢那ダム羽地ダム福地ダム 金武ダム

【ダムカード配布等について（１１/１～再開中）】
ダムカードの配布、施設利用及び湖面利用については、１０月末まで管理上の観点から休止していた

ところですが、１１月１日より再開しております。

なお、資料館等の利用再開につきましては当事務所のホームページでお知らせします。

大規模地震に備えて「地震対応訓練」を実施しました！
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普久川ダムでダム定期検査を実施しました！

金武ダムで地震対応訓練（二次点検）を実施しました！事前放流の操作手順を確認しました！

漢那・金武・辺野喜ダムで水質事故対応訓練（オイルフェンス）を実施しました！

【コラム】ダムのお仕事紹介（３） ダムの定期検査

R1 R2 R3

福地ダム ●

新川ダム ●

安波ダム ●

普久川ダム ●

辺野喜ダム ●

漢那ダム ●

羽地ダム ●

大保ダム ●

金武ダム ●

ダ　ム　名

年度

ダム定期検査実施年度

ダムの定期検査は、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するものです。

定期検査は各ダム共３年毎に実施しており、沖縄総合事務局本局の土木・電気・機械の各専門検査官に

より行われています。検査の種類は大きく２つ（維持管理状況検査、ダム施設・貯水池の状況検査）に分か

れており、各検査項目について、実施状況や点検結果内容、資料の保管状況などについて書面やヒアリン

グ、及び現地確認により検査を行います。

なお、今年度は普久川ダム（済）、大保ダム（１２月）、新川ダム

（令和３年１月）の３ダムで定期検査を行うこととしています。

※Ｒ４以降は繰り返し

ダムの定期検査における検査の種類と項目

１１月１１日（水）金武ダム、１７日（火）漢那ダム、２０日（金）辺野喜ダムにおいて水質事故対応訓練（オイル

フェンス設置）を行いました<※>。当訓練はそれぞれのダムでダム周辺道路（橋梁）上等で発生した車両事故に

より湖面にオイルが流出したことを想定し、オイルの拡散・流出を最少限に抑えることを目的として、湖面上にオ

イルフェンスを設置するものです。

訓練はオイル流出の発見から始まり、関係機関連絡先の確認や応援依頼、保管庫からのオイルフェンス移動、

作業船による曳航、端部の固定などを確認しながら行いました。訓練のなかでいくつか課題も確認されたので、

今後確認された課題の改善を行い、水質事故発生に備えて迅速な行動がとれるよう訓練を重ねていきます。

羽地ダム懇談会の状況

【
金
武
ダ
ム
】

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！！

【
漢
那
ダ
ム
】

羽地ダム懇談会の状況

【
辺
野
喜
ダ
ム
】

金武ダムにおいては、地震発生後の二次点検訓練を１１月１２日(木)

に実施しました。

北部ダム統合管理事務所が管理するダムでは、「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、臨時点検を実施することになっており、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。

繋船設備点検状況

堤体内部点検状況

※ダム間距離の近い漢那ダムと金武ダムは連携して実施

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！！

検査の種類 検査項目

維持管理状況検査 　管理体制

　ダム施設の維持管理状況

　貯水池の維持管理状況

　流水管理状況

ダム施設・貯水池の状態検査 　ダム施設・貯水池の状態

近年の異常豪雨の頻発化に対応するため漢那ダムでは１１月１３日

（金）、金武ダムでは１１月２５日（水）に事前放流の操作確認訓練を

行いました。

事前放流とは、計画規模を超えるような降雨予測があったときに、

水道用水など利水を目的に貯留している水を洪水発生前に放流して、

その空いた容量を洪水調節として利用するものです。

今回の訓練では、初めて実施する事前放流に対して、安全で迅速

かつ的確に対応が出来るように、ゲート設備の専門業者も訓練に参加

して放流設備の操作手順を確認しました。

今回の訓練を踏まえた事前放流対応マニュアルを作成し、事前放流

が必要な洪水が発生した場合にも対応できるように、日頃から訓練を

実施して参ります。

操作盤での手順確認状況（漢那ダム）

操作盤での手順確認状況（金武ダム）

１１月３０日（月）に普久川ダムの定期検査が

行われました。検査は土木・電気・機械それぞ

れの担当検査官により、ダムの日常管理が適

切に行われているか確認するもので、普久川ダ

ムでは平成２９年度以来３年ぶりの実施でした。

検査の中でいくつか指摘はあったものの適切

に管理されているとの評価を頂きました。引き続

き管理支所職員・技術員一丸となって適正なダ

ム管理に努めてまいります。
書面検査状況 現地検査状況
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12/22（火） 管理課 R2ダム管理に関する国県意見交換会 国・県管理ダムに関する意見交換会

ダム定期検査 3年毎に実施するダム施設等の定期検査

12/17（木） 流域対策課 Ｒ２北部ダム統合管理事務所建設工事安全会議 労働災害防止を目的とした会議及び現場パトロール

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容

12/4（金） 大保ダム

検索やんばるのダム検索やんばるのダム

北部ダム統合管理事務所では１１月５日（木）、大規模地震に備えて地震対応訓練を実施しました。

８月の訓練では、勤務時間外の地震発生に対する対応訓練を実施しましたが、今回は勤務時間内

の９：００に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.8の地震を想定した対応訓練を実施しました。所管

する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を行いました。

また、緊急地震速報の全国訓練もあわせて実施し、実践的な初動対応行動（身を守る行動など）訓練

が実施できました。

【訓練内容】

①緊急地震速報訓練

気象庁がホームページで公開している緊急地震速報訓練用動画を使用し、事務所内放送で報知し身

を守る行動をとる訓練。

②概略点検

ダムの大規模被災、異常放流、管理施設の倒壊などを目視や管理用カメラによる確認。

③一次点検（外観点検）

庁舎、宿舎、土木施設、電気・通信・機械設備を主に目視による点検。

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に訓練を継続して

まいります。

TEL ０９８０－５３－６４１１ FAX ０９８０－５２－６４１２
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。

※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。

ＴＶ会議の様子（事務所） 庁舎点検（金武ダム）

堤体点検（安波ダム） 送水管点検（福地ダム）

【１２月の行事予定】

令和２年1２月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ：９０．３％ （平年値 ： ８７．２％）

☆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。

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。

会員特典

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。
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp 現在会員数 ５０４名

年末年始は福地・漢那・羽地・金武ダムでライトアップを実施します！

福地ダム 金武ダム 漢那ダム漢那ダム

・１２月２４日（木）～１月１０日（日）までの期間、ダム堤体等のライトアップ

（監視用照明の点灯）を実施します。

昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけますので、近くに

お越しの際には、是非ご覧下さい。

・ ライトアップ時間：１８：３０～２２：００

漢那ダム羽地ダム福地ダム 金武ダム

【ダムカード配布等について（１１/１～再開中）】
ダムカードの配布、施設利用及び湖面利用については、１０月末まで管理上の観点から休止していた

ところですが、１１月１日より再開しております。

なお、資料館等の利用再開につきましては当事務所のホームページでお知らせします。

大規模地震に備えて「地震対応訓練」を実施しました！


