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→引き続き：(3)令和3年度安全利用点検を実施しました！

＊その他情報はこちらから ＊その他情報はこちらから

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容
１１日～１２日   洪水対応演習

やんばるのダム 検索やんばるのダム検索

下旬

防災専門官
広域水管理課

防災専門官

防災専門官

２８日
下旬

  渇水対策連絡協議会 総会
  洪水対応演習反省会
  地震対応訓練説明会

 洪水被害を想定した訓練の実施
 水事情等の現状と今後の見通し等を確認する会議

 洪水対応演習を踏まえた反省会
 地震被害を想定した訓練の説明会

新事務所長の挨拶

TEL   0980-53-2442
FAX  0980-52-4444 
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。

災害時の情報連絡体制を確認しました！

★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、申し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
申し込みアドレス ： hdtden910☆ogb.cao.go.jp

令和3年５月6日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： 95.6％ （平年値 ： 73.5％）

ダム水源地域の皆様並びに関係各位におかれましては、平素よりダムの管理

に関しご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

４月に事務所長に就任しました内里と申します。よろしくお願いします。

当事務所では、水源地域６市町村において９ダムを管理しています。ダムの管

理を行うに当たっては、「都市用水等の安定供給とダム下流沿川の洪水被害軽

減のための適正なダム管理」と「水源地域活性化のためのダムの利活用」を心が

けていきたいと考えております。

前者については、特に北部５ダム（福地、新川、安波、普久川、辺野喜）が管理

開始後３０年以上が経過していることもあり、日常点検に加え長寿命化計画等に

基づく計画的な設備の更新や改修行う等ダム施設の所要の機能の保持を図って

まいります。また、ダムの運用については、水を効率的に貯水するための統合運

用を適切に行う他、洪水時のダム操作、関係機関との連絡調整、危機事象が発

生した場合に備えた勉強会や訓練等を引き続き繰返し実施し、職員の危機管理

対応能力の維持向上に努めてまいります。

後者については、地域資源として親しみを持っていただけるようダム環境の維持に努めるとともに「沖縄北部

ダムツーリズム」を引き続き推進してまいります。沖縄北部ダムツーリズムでは、中南部の方々に水源地域に

足を運んでもらい、ダムの水を育む水源地域の自然環境の大切さを実感していただきながら地域間の交流を

促し、地域の活性化につながることを期待して、夏休み親子ダム環境体験学習会、地域のNPO団体との連携

による湖面活用、民間旅行会社によるダムを観光ルートに組入れたツアーの開催など実施してきており、昨今

のコロナ禍の状況に充分留意して取り組みを継続するとともに、引き続きダム所在市町村の皆様のご意見を

お聞きしながら水源地域の活性化にも資するようなダムの利活用に取り組んでまいります。

今後ともご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

令和3年4月21日（水）に「北部ダム統合管理事務所防災連絡協議会」の定例幹事会を開催しました。

本幹事会は、当事務所と沖縄県、企業局、消防署、警察、国管理ダム所在市町村の各防災担当者が集まり、

防災・減災等の情報連絡を迅速かつ確実に行うことで被害防止、軽減につなげることを目的としています。

会議では、令和2年度の洪水対応実績の報告を行い、災害時における連絡体制を確認しました。また、5月11日

～12日に実施予定の全国洪水対応演習に関する実施内容の説明と訓練への参加協力依頼を行いました。

幹事会の様子 幹事会の様子

（福地ダム）

現在会員数

【大保ダム】
当日は、他ダム経験者を含め４人で実施し、日々の

管理では気付き難い点をして指摘していただきました。

○実施日 ： 令和３年４月２１日（水）

○主な指摘箇所

・園路に雑草繁茂しており、除草が必要

点検状況（大保）

【５月の行事予定】

【事務所長 内里 清一郎】

【羽地ダム】
○実施日 ： 令和３年４月２６日（月）

○主な指摘箇所

・ウォーキングコース誘導線劣化。・進入防止・立入

禁止資材の劣化等

堤体周辺階段部の点検状況（羽地）

【漢那ダム】
○実施日 ： 令和３年４月２６日（月）

○主な指摘箇所

・転落防止柵、階段部損傷個所等補修措置等

堤体下流側通路部の点検状況（漢那）

【金武ダム】
○実施日 ： 令和３年４月２６日（水）

○主な指摘箇所

・園路等施設利用者足元の支障物軽減措置等

堤体周辺広場の点検状況（金武）

５０７名
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＊その他情報はこちらから ※その他の情報はこちらから　　 検索やんばるのダム検索やんばるのダム

階段にコケが生え滑りやすい（福地ダム） 河岸の石積護岸の洗掘（羽地ダム）

蛇防フェンス外周の草木の繁茂（金武ダム）

侵入防止ロープが切れている（羽地ダム）

令和3年4月9日（金）に所内勉強会（各ダム操

作規則等）を行いました。各ダムを管理していく

うえで必要な知識を改めて確認するために毎

年実施しています。

勉強会では、各ダムの管理支所長が講師と

なり、各ダムで定められた操作規則・操作細則

や各設備のマニュアル等について、勉強会を

実施しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし

て、必要最低限度の人数に絞り、窓を開放して

の換気、マスクの着用、ソーシャルディスタンス

の確保をして実施しました。

今後も適切なダム管理が行えるように努めて

いきます。

勉強会【 危機管理 Ⅰ 】を行いました！
（洪水や地震などの危機事象を想定した対応手順の習熟）

令和3年4月5日（月）に所内勉強会（危機管理Ⅰ）を行いました。年度当初の人事異動で担当者が変わるため、継

続的な防災業務が行えるように毎年実施しています。

勉強会では、「北部ダム統合管理事務所災害対策支部等設置要領」や「北部ダム統合管理事務所危機管理マ

ニュアル」等の内容を確認しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、各ダム管理支所の職員はテレビ会議システムを利用して行いま

した。

今年度も防災業務が確実に行えるように努めていきます。

テレビ会議による勉強会（各ダム管理支所）事務所内の勉強会

令和3年度安全利用点検を実施しました！

北部ダム統合管理事務所では、ダムを訪れる多くの方々が安全に施設を利用できるように、毎年、ダムの安全

利用点検を実施しています。

本来であれば、利用者の立場で確認してもらうために、地元自治体や、近隣区、ＮＰＯ等の方々に参加をお願い

しているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年に引続きダム管理者のみの少人数

で実施しました。なお、地元関係者の方々との点検は、新型コロナウィルスの状況を鑑みながら実施する予定です。

今回の点検で指摘された箇所については、出来るだけ早く対応し、安全管理に努めてまいります。

各ダム施設をご利用の際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイドライン等を遵守の上、ご利用の程ご

理解をお願いします。

階段の点検状況（福地） 注意喚起看板の点検状況（新川）

【福地ダム・新川ダム】
当日は、台風２号の影響も有り雨天での実施となり、実際の雨天時における滑り箇所も確認できました。

○実施日 ： 令和３年４月２３日（金）

○主な指摘箇所

・福 地 ： ・階段部の滑り処理 ・施設紹介サインの劣化 ・提体転落防止柵（木柵）の劣化

・新 川 ： ・注意看板等のカド部の保護 ・階段部の滑り処理 ・案内サインの劣化

【安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダム】
当日は、福地ダム等と同様に降雨があり、滑り易い箇所等の把握も出来る状況で有意義な点検となりまし

た。

○実施日 ： 令和３年４月２３日（金）

○主な指摘箇所

・安 波 ： ・パーゴラの滑り処理 ・園路の清掃

・普久川 ： ・注意看板の清掃 ・パーゴラスロープの清掃

・辺野喜 ： ・園路の滑り処理 ・東屋の滑り処理

パーゴラの点検状況（安波） 園路の点検状況（辺野喜）

勉強会【ダム操作規則等】を行いました！
（ダムの操作に必要な基本ルール）

（金武ダム）

（羽地ダム） （大保ダム）（安波ダム） （福地ダム）
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当事務所では、水源地域６市町村において９ダムを管理しています。ダムの管

理を行うに当たっては、「都市用水等の安定供給とダム下流沿川の洪水被害軽

減のための適正なダム管理」と「水源地域活性化のためのダムの利活用」を心が

けていきたいと考えております。

前者については、特に北部５ダム（福地、新川、安波、普久川、辺野喜）が管理

開始後３０年以上が経過していることもあり、日常点検に加え長寿命化計画等に

基づく計画的な設備の更新や改修行う等ダム施設の所要の機能の保持を図って

まいります。また、ダムの運用については、水を効率的に貯水するための統合運

用を適切に行う他、洪水時のダム操作、関係機関との連絡調整、危機事象が発

生した場合に備えた勉強会や訓練等を引き続き繰返し実施し、職員の危機管理

対応能力の維持向上に努めてまいります。

後者については、地域資源として親しみを持っていただけるようダム環境の維持に努めるとともに「沖縄北部

ダムツーリズム」を引き続き推進してまいります。沖縄北部ダムツーリズムでは、中南部の方々に水源地域に

足を運んでもらい、ダムの水を育む水源地域の自然環境の大切さを実感していただきながら地域間の交流を

促し、地域の活性化につながることを期待して、夏休み親子ダム環境体験学習会、地域のNPO団体との連携

による湖面活用、民間旅行会社によるダムを観光ルートに組入れたツアーの開催など実施してきており、昨今

のコロナ禍の状況に充分留意して取り組みを継続するとともに、引き続きダム所在市町村の皆様のご意見を

お聞きしながら水源地域の活性化にも資するようなダムの利活用に取り組んでまいります。

今後ともご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

令和3年4月21日（水）に「北部ダム統合管理事務所防災連絡協議会」の定例幹事会を開催しました。

本幹事会は、当事務所と沖縄県、企業局、消防署、警察、国管理ダム所在市町村の各防災担当者が集まり、

防災・減災等の情報連絡を迅速かつ確実に行うことで被害防止、軽減につなげることを目的としています。

会議では、令和2年度の洪水対応実績の報告を行い、災害時における連絡体制を確認しました。また、5月11日

～12日に実施予定の全国洪水対応演習に関する実施内容の説明と訓練への参加協力依頼を行いました。

幹事会の様子 幹事会の様子

（福地ダム）

現在会員数

【大保ダム】
当日は、他ダム経験者を含め４人で実施し、日々の

管理では気付き難い点をして指摘していただきました。

○実施日 ： 令和３年４月２１日（水）

○主な指摘箇所

・園路に雑草繁茂しており、除草が必要

点検状況（大保）

【５月の行事予定】

【事務所長 内里 清一郎】

【羽地ダム】
○実施日 ： 令和３年４月２６日（月）

○主な指摘箇所

・ウォーキングコース誘導線劣化。・進入防止・立入

禁止資材の劣化等

堤体周辺階段部の点検状況（羽地）

【漢那ダム】
○実施日 ： 令和３年４月２６日（月）

○主な指摘箇所

・転落防止柵、階段部損傷個所等補修措置等

堤体下流側通路部の点検状況（漢那）

【金武ダム】
○実施日 ： 令和３年４月２６日（水）

○主な指摘箇所

・園路等施設利用者足元の支障物軽減措置等

堤体周辺広場の点検状況（金武）

５０７名


