北部ダム統合管理事務所広報誌（２月号） ２０２１年２月１日発行（４）

沖縄本島北部の桜の名所は八重岳や名護中央公園、今帰仁城跡などがありますが、各ダムでも
多くの桜の木を植えています。ダム所在の地域にもよりますが、１月中旬ごろから花がぽつぽつ
と咲き始め、２月には満開を迎え見頃になります。（写真は１月末撮影）

辺野喜ダム（国頭村）
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新川ダム（東村）

福地ダム（東村）
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羽地ダム（名護市）

金武ダム（金武町）

北部ダム統合管理事務所広報誌（２月号） ２０２１年２月１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。

北部５ダム（福地・新川・安波・普久川・辺野喜）は、４本の調整水路（全長１４.７km）
で連結されており、大雨時にダムの洪水吐きから溢れる水が出来るだけ少なくなるよう５ダム
の統合運用を行っています。（各ダムの単独運用よりも水道原水の供給量が２０％も向上！）
そのうち安波ダム管理支所が管理する辺野喜ダム⇒普久川ダム⇒安波ダム間、２本の調整水
路（延長6.4ｋｍ）の年次点検を１２月９日、１０日の２日間で実施しました。
点検ではトンネル断面のひび割れや浮き、はくり、湧水量などを確認し、昨年度の点検結果
と比較して損傷が進行していないか、また新たな損傷箇所が無いか等の観点から入念に調査し
ましたが、今回は早急に対応すべき損傷箇所は確認されませんでした。
引き続き点検を継続し、今後の補修計画に反映させ適切なダム管理を行っていきます。
（安波ダム⇒福地ダムの調整水路点検については、２月に福地ダム管理支所にて実施予定。）

令和３年２月1日現在 国ダム（９ダム）貯水率：98.3％（平年値 79.7％）

【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、各ダムの資料館の利用、ダムカード・イ
ンフラカードの配布、施設の一時使用（キャンプ・湖面等）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。
側面点検の様子

インバート（底部）点検の様子

【２月の行事予定】
予定時期
2月3日
2月19日

担 当

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。
行 事 名 称

内

漢那ダム管理支所 漢那ダム地震後臨時点検演習(2次)
広域水管理課

水文観測検討会

容

１月28日(木）に「令和２年度沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会」が沖縄総合事務局で
開催されました。本委員会はダム管理フォローアップ制度に基づき、各ダムについて原則５年
毎に、過去の調査結果の分析評価結果をとりまとめて「定期報告書」として公表することに
なっています。今年度の定期報告対象ダムは安波ダム、普久川ダム及び辺野喜ダムで、４巡目
の定期報告となります。
今年度の委員会は、コロナ禍での開催となることから、WEB会議システムを用いて開催され、
一部の委員はWEBで参加するという形となりました。
委員より頂いた指導・助言等を踏まえて定期報告書の速やかな公表と、より一層の適切なダ
ム管理に努めてまいります。

地震災害を想定した訓練
学識経験者により水文観測データ（Ｒ２年）の品質
等について審議する

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。

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 ５０４ 名
やんばるのダム

検索

委員会の様子

委員会の様子
＊その他情報はこちらから

WEB会議の様子（安波）
やんばるのダム

検索
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定期検査は土木、機械、電気の各専門家（沖縄総合事務局本局の職員）で構成された検査チー
ムにより、ダム管理者以外の視点から定期的（３年に１回）に実施されるものです。
検査内容としては、平常時や異常時（地震発生，出水時等）の体制が確保されているか、ダム
施設や湖面の巡視、各種設備の点検、水文・水質などの各種観測が適切に行われ、且つ資料や記
録の整備・保管状況が適切か確認するもので、書面検査や現地確認検査が行われます。
昨年１１月３０日に実施された普久川ダムに続き、１２月４日に大保ダム、年が明けて１月１
５日には新川ダムの検査が行われ、今年度予定していた３ダム全ての定期検査が終了しました。
新川ダムの検査終了後には、検査官より今年度の検査全般についての講評があり、３ダムとも
適切に管理されているとのコメントを頂きました。（因みに今回は新型コロナ感染症感染拡大防
止の観点から、事務所・３支所に分かれてTV会議システムで行いました。）
今後も各ダム管理支所において職員・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。

大保ダム現地検査の様子

新川ダム現地検査の様子
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令和３年１月１２日から２９日にかけて、職員２６名が４グループに分かれ今年度２回目と
なる所内コンプライアンス・ミーティングを実施しました。今回は「発注者綱紀保持規程」・
「入札談合等関与行為防止法」について、職員一人一人が
正しく理解しているかセルフチェックシートをもとに自己
点検を行うとともに、各設問について職員相互間で意見を
交わしました。本ミーティングを通して各職員の理解度の
高さがうかがえたほか、新たな気づきが得られた、これま
で何気なく行っていた行為が実はコンプライアンス違反の
恐れがあるなどの意見もあり、発注者綱紀保持規程の理解
がさらに深まったミーティングとなりました。
今後もコンプライアンス強化のため、コンプライアンス
・ミーティングを継続して取り組んでいくことで職員の知
ミーティング実施状況
識及び意識のさらなる向上を図っていきます。

沖縄総合事務局の防災訓練（地震・津波）を１月２７日（水）に行いました。
訓練では、朝7時頃に沖縄本島近海を震源とするマグニチュード８．８の巨大地震が発生した
と想定して、安否確認訓練と非常参集訓練を実施しました。非常参集した後は本局対策本部や各
事務所で災害対策支部を設置する初動対応訓練を実施し、昨今のコロナ禍でも、3密を避けなが
ら対応出来るようにTV会議システムを用いた情報伝達訓練（被害状況報告）を実施しました。
沖縄本島内の各事務所や宮古島や石垣島の出先機関から本局対策本部へ被災状況の報告を行い
ました。

全体講評の様子

沖縄観光親善使節として沖縄の魅力を国内外に伝えるミス沖縄を漢那ダムに迎えて、2020
「ダム研修」を、１月１９日（火）に実施しました。
当研修は一昨年度から実施しており、今回で３回目の開催となります。当日はミス沖縄（第３
９代）全メンバー３名のスカイブルー 岩本華奈さん、コバルトブルー 山里ひかるさん、ｸﾘｰﾝ
ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾚｲｼｬｽ 新里瑞紀さんが参加されました。
当日は、午前中に沖縄総合事務局において、沖縄の水資源開発の歴史（水の大切さ、ダムの役
割等）、沖縄北部ダムツーリズム及び、沖総局における観光振興の取組み等の講義を行い、午後
は宜野座村に移動して、漢那ダム及び宜野座村の協力により施設等を見学しました。
漢那ダムにおいては、安里支所長より「全国に先駆けて実施した景観や環境に配慮した設計」
の紹介や、沖縄本島で利用する水はやんばる地域から人口の集中する中南部で主に利用されてい
るため、「やんばるの自然を守ることの重要性」や「沖縄のダムの特徴」等を説明し、ダム堤体
付近では「ダムって大きいですね」、「近くから見ると城壁のような模様がよく分かる」、「生
物のために魚道があるんですね」等の感想がありました。その後は、イチゴ農園に移動し、宜野
座村の「特産物のいちご」栽培を見学し、村立博物館において「村の歴史」等を学びました。
最後に、ミス沖縄のSNS登録を約束し、やんばる地域の他ダムへの来訪をお願いして、１日
間のダム研修の全日程が終了しました。

被災状況報告（事務所長）

設営訓練の様子
沖縄総合事務局にて沖縄の水資源等を説明

「漢那ダム」にてダムの特徴等を説明

＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

ＴＶ会議による被災状況報告

１月２８日（木）に福地ダム，大保ダム，安波ダムの
３支所合同で、１月２９日（金）には漢那ダム，金武ダ
ムの２支所合同で、ku-sat（衛星小型画像伝送装置）
の設営訓練を実施しました。
ku-satは小型軽量で機動力に優れ、災害初動時に運
用されます。訓練には職員と委託職員合わせて２０名
（５支所計）が参加し、アンテナの展開、通信衛星の捕
捉、画像の送受信を行いました。
普段あまり触ることのない機器を設営するのにかなり
苦戦しましたが、設営マニュアルを頼りに何とか設営・
通信確認を行うことが出来ました。今後も定期的に防災
通信機器の操作訓練を実施し、職員の防災対応能力の維
持・向上に努めてまいります。
＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

北部ダム統合管理事務所広報誌（２月号） ２０２１年２月１日発行（２）

定期検査は土木、機械、電気の各専門家（沖縄総合事務局本局の職員）で構成された検査チー
ムにより、ダム管理者以外の視点から定期的（３年に１回）に実施されるものです。
検査内容としては、平常時や異常時（地震発生，出水時等）の体制が確保されているか、ダム
施設や湖面の巡視、各種設備の点検、水文・水質などの各種観測が適切に行われ、且つ資料や記
録の整備・保管状況が適切か確認するもので、書面検査や現地確認検査が行われます。
昨年１１月３０日に実施された普久川ダムに続き、１２月４日に大保ダム、年が明けて１月１
５日には新川ダムの検査が行われ、今年度予定していた３ダム全ての定期検査が終了しました。
新川ダムの検査終了後には、検査官より今年度の検査全般についての講評があり、３ダムとも
適切に管理されているとのコメントを頂きました。（因みに今回は新型コロナ感染症感染拡大防
止の観点から、事務所・３支所に分かれてTV会議システムで行いました。）
今後も各ダム管理支所において職員・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。

大保ダム現地検査の様子

新川ダム現地検査の様子

北部ダム統合管理事務所広報誌（２月号） ２０２１年２月１日発行（３）

令和３年１月１２日から２９日にかけて、職員２６名が４グループに分かれ今年度２回目と
なる所内コンプライアンス・ミーティングを実施しました。今回は「発注者綱紀保持規程」・
「入札談合等関与行為防止法」について、職員一人一人が
正しく理解しているかセルフチェックシートをもとに自己
点検を行うとともに、各設問について職員相互間で意見を
交わしました。本ミーティングを通して各職員の理解度の
高さがうかがえたほか、新たな気づきが得られた、これま
で何気なく行っていた行為が実はコンプライアンス違反の
恐れがあるなどの意見もあり、発注者綱紀保持規程の理解
がさらに深まったミーティングとなりました。
今後もコンプライアンス強化のため、コンプライアンス
・ミーティングを継続して取り組んでいくことで職員の知
ミーティング実施状況
識及び意識のさらなる向上を図っていきます。

沖縄総合事務局の防災訓練（地震・津波）を１月２７日（水）に行いました。
訓練では、朝7時頃に沖縄本島近海を震源とするマグニチュード８．８の巨大地震が発生した
と想定して、安否確認訓練と非常参集訓練を実施しました。非常参集した後は本局対策本部や各
事務所で災害対策支部を設置する初動対応訓練を実施し、昨今のコロナ禍でも、3密を避けなが
ら対応出来るようにTV会議システムを用いた情報伝達訓練（被害状況報告）を実施しました。
沖縄本島内の各事務所や宮古島や石垣島の出先機関から本局対策本部へ被災状況の報告を行い
ました。

全体講評の様子

沖縄観光親善使節として沖縄の魅力を国内外に伝えるミス沖縄を漢那ダムに迎えて、2020
「ダム研修」を、１月１９日（火）に実施しました。
当研修は一昨年度から実施しており、今回で３回目の開催となります。当日はミス沖縄（第３
９代）全メンバー３名のスカイブルー 岩本華奈さん、コバルトブルー 山里ひかるさん、ｸﾘｰﾝ
ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾚｲｼｬｽ 新里瑞紀さんが参加されました。
当日は、午前中に沖縄総合事務局において、沖縄の水資源開発の歴史（水の大切さ、ダムの役
割等）、沖縄北部ダムツーリズム及び、沖総局における観光振興の取組み等の講義を行い、午後
は宜野座村に移動して、漢那ダム及び宜野座村の協力により施設等を見学しました。
漢那ダムにおいては、安里支所長より「全国に先駆けて実施した景観や環境に配慮した設計」
の紹介や、沖縄本島で利用する水はやんばる地域から人口の集中する中南部で主に利用されてい
るため、「やんばるの自然を守ることの重要性」や「沖縄のダムの特徴」等を説明し、ダム堤体
付近では「ダムって大きいですね」、「近くから見ると城壁のような模様がよく分かる」、「生
物のために魚道があるんですね」等の感想がありました。その後は、イチゴ農園に移動し、宜野
座村の「特産物のいちご」栽培を見学し、村立博物館において「村の歴史」等を学びました。
最後に、ミス沖縄のSNS登録を約束し、やんばる地域の他ダムへの来訪をお願いして、１日
間のダム研修の全日程が終了しました。

被災状況報告（事務所長）

設営訓練の様子
沖縄総合事務局にて沖縄の水資源等を説明

「漢那ダム」にてダムの特徴等を説明

＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

ＴＶ会議による被災状況報告

１月２８日（木）に福地ダム，大保ダム，安波ダムの
３支所合同で、１月２９日（金）には漢那ダム，金武ダ
ムの２支所合同で、ku-sat（衛星小型画像伝送装置）
の設営訓練を実施しました。
ku-satは小型軽量で機動力に優れ、災害初動時に運
用されます。訓練には職員と委託職員合わせて２０名
（５支所計）が参加し、アンテナの展開、通信衛星の捕
捉、画像の送受信を行いました。
普段あまり触ることのない機器を設営するのにかなり
苦戦しましたが、設営マニュアルを頼りに何とか設営・
通信確認を行うことが出来ました。今後も定期的に防災
通信機器の操作訓練を実施し、職員の防災対応能力の維
持・向上に努めてまいります。
＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

北部ダム統合管理事務所広報誌（２月号） ２０２１年２月１日発行（４）

沖縄本島北部の桜の名所は八重岳や名護中央公園、今帰仁城跡などがありますが、各ダムでも
多くの桜の木を植えています。ダム所在の地域にもよりますが、１月中旬ごろから花がぽつぽつ
と咲き始め、２月には満開を迎え見頃になります。（写真は１月末撮影）

辺野喜ダム（国頭村）

普久川ダム（国頭村）

安波ダム（国頭村）

新川ダム（東村）

福地ダム（東村）

大保ダム（大宜味村）

羽地ダム（名護市）

金武ダム（金武町）
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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。

北部５ダム（福地・新川・安波・普久川・辺野喜）は、４本の調整水路（全長１４.７km）
で連結されており、大雨時にダムの洪水吐きから溢れる水が出来るだけ少なくなるよう５ダム
の統合運用を行っています。（各ダムの単独運用よりも水道原水の供給量が２０％も向上！）
そのうち安波ダム管理支所が管理する辺野喜ダム⇒普久川ダム⇒安波ダム間、２本の調整水
路（延長6.4ｋｍ）の年次点検を１２月９日、１０日の２日間で実施しました。
点検ではトンネル断面のひび割れや浮き、はくり、湧水量などを確認し、昨年度の点検結果
と比較して損傷が進行していないか、また新たな損傷箇所が無いか等の観点から入念に調査し
ましたが、今回は早急に対応すべき損傷箇所は確認されませんでした。
引き続き点検を継続し、今後の補修計画に反映させ適切なダム管理を行っていきます。
（安波ダム⇒福地ダムの調整水路点検については、２月に福地ダム管理支所にて実施予定。）

令和３年２月1日現在 国ダム（９ダム）貯水率：98.3％（平年値 79.7％）

【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、各ダムの資料館の利用、ダムカード・イ
ンフラカードの配布、施設の一時使用（キャンプ・湖面等）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。
側面点検の様子

インバート（底部）点検の様子

【２月の行事予定】
予定時期
2月3日
2月19日

担 当

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。
行 事 名 称

内

漢那ダム管理支所 漢那ダム地震後臨時点検演習(2次)
広域水管理課

水文観測検討会

容

１月28日(木）に「令和２年度沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会」が沖縄総合事務局で
開催されました。本委員会はダム管理フォローアップ制度に基づき、各ダムについて原則５年
毎に、過去の調査結果の分析評価結果をとりまとめて「定期報告書」として公表することに
なっています。今年度の定期報告対象ダムは安波ダム、普久川ダム及び辺野喜ダムで、４巡目
の定期報告となります。
今年度の委員会は、コロナ禍での開催となることから、WEB会議システムを用いて開催され、
一部の委員はWEBで参加するという形となりました。
委員より頂いた指導・助言等を踏まえて定期報告書の速やかな公表と、より一層の適切なダ
ム管理に努めてまいります。

地震災害を想定した訓練
学識経験者により水文観測データ（Ｒ２年）の品質
等について審議する

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。

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 ５０４ 名
やんばるのダム

検索

委員会の様子

委員会の様子
＊その他情報はこちらから

WEB会議の様子（安波）
やんばるのダム

検索

