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新型コロナウイルス感染症対策を実施中！
各ダム毎に「ダム周辺屋外
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」を定めていま
す。

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６
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。

洪水に備えて演習を行いました！

利用にあたっては、各ダム
に掲示してあるガイドラインを
確認の上、感染拡大予防にご
協力お願いします。

5月11日（火）～12日（水）に洪水対応演習を行いました。大雨時にダムからの越流に伴う放流警報につい
て、一般への周知及び関係機関への情報伝達等を訓練するものです。
演習では、ダムからの越流に伴い下流河川において急激な水位上昇（概ね30分間に30～50cm以上）が発
生。さらに、ダムの計画（概ね50年に1回発生する規模）を超える出水により非常用洪水吐から越流（ゲートが
ある福地ダムでは異常洪水時防災操作開始）するとの予測に基づき、避難指示等の発令を支援するための
ホットライン（事務所長から市町村長への緊急電話連絡）や関係機関への情報伝達及び河川利用者や沿川
住民等へ周知するための放流警報（サイレンの吹鳴と警報車による巡視）の訓練を行いました。
本演習は、出水期前に全国一斉に毎年行われています。今年度は新型コロナ感染拡大防止対策として規
模を小さくして管理する６ダム（福地・安波・漢那・羽地・大保・金武）を対象に関係機関（沖縄県・ダム所在市
町村・関係警察署）の協力を得て実施しました。
今後、梅雨や台風による出水に対し、今回の演習成果を活かして防災・減災に努めていきます。

＊新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、当面の間、
ダムカード等の配布（郵送含
む）やダム施設の利用申請を
休止し、ダム資料館も休館と
なっておりますのでご了承くだ
さい。
なお、再開についてはHPでお
知らせします。

演習フロー
予測降雨
洪水予測（流入量計算、ダム貯水位計算、放流量計算）
異常洪水（計画規模以上の出水）への対応

下流河川の急激な水位上昇予測

令和３年６月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９６．０％ （平年値 ： ７９．８％）
６月の行事予定

担 当
行 事 名 称
内
容
管理課 沖縄県管理河川の減災対策協議会（幹事会） 沖縄県内の大規模洪水に対する減災対策を協議する協議会
福地ダム 福地ダムオイルフェンス設置訓練 福地ダムにおける水質事故を想定した訓練
羽地ダム 羽地ダムオイルフェンス設置訓練 羽地ダムにおける水質事故を想定した訓練

☆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。

会員特

放流警報

河川巡視

放流通知

放流警報

河川巡視

防災操作

（ｻｲﾚﾝ吹鳴）

（警報車）

（関係機関）

（ｻｲﾚﾝ吹鳴）

（警報車）

ｹﾞｰﾄ操作の想定

情報伝達等フロー
各ダム
管理支所
一般
（ｻｲﾚﾝ吹鳴） （福地）
（河川利用者）
（安波）
（沿川住民等） 河川巡視
（漢那）
（警報車）
（羽地）
放流通知 （大保）
市町村及び
関係公民館
（FAX） （金武）
洪水予測
放流警報

情報

北部ダム統合管理事務

予定日
6月3日
6月16日
6月25日

放流通知
（関係機関）

情報

沖縄総合
事務局

情報
国土交通省

情報
沖縄県北部土木事務所、
所管警察署及び企業局

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へ
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 ５０８名

情報伝達状況

放流警報設備の操作状況

ダム下流巡視状況

河川巡視状況
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令和３年度沖縄渇水対策連絡協議会
幹事会・総会 書面開催！
今月、『令和３年度沖縄渇水対策連絡協議会』の幹事会(5/14)と総会
(5/28)が開催されました。
【令和３年】
本協議会は、沖縄における河川及び水利用並びに渇水への対応等に
国管理９ダム 月別流域平均雨量
関して必要事項を協議し、適切な渇水対策を講ずることを目的とするも
令和3年6月1日時点
ので、各機関（沖縄県企業局、沖縄気象台、当局等）より現在の水源状
況等について報告される予定でしたが、「新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言」の実施期間であること等を踏まえ、各機関より提供いただ
いた資料を取りまとめて各幹事や各委員へ送付する書面開催※となり
ました。当事務所から、国管理９ダムの貯水状況と月別流域平均雨量
について報告しました。沖縄県企業局からは、新型コロナウイルス感染 (mm)
平年比%
症の流行による水事情の変化について、令和２年度の配水量は、営業
用は減少しているものの、家庭用が増加しており、全体としてほぼ平年
並みで大きな変化はなかったとの報告がありました。
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多目的ダム管理所長会議
５月２０日（木）『第６４回多目的ダム管理所長会議』が開催されました。この会議は毎年全国
の多目的ダムを管理しているダム管理所長が一堂に会して開催されていますが、今回は新型コロナ
ウィルス感染拡大防止の観点からＷＥＢ会議形式での開催となりました。ＷＥＢ会議方式での開催
ということもあり、全国のダム管理関係者３０５人（国関係１８０人、道府県関係１２５人）がＷ
ＥＢ上で会議参加しました。当事務所からも事務所長を始め６人が参加しています。
会議では、国土交通省からダム管理の最近の話題について情報提供があり、その後、全国の管理
ダムからダム管理の取組事例紹介（９事例）がありました。取り組み事例の紹介では出水対応から
環境対応事例まで幅広い項目の紹介があり沖縄におけるダム管理にも参考となるような事例もあり
ました。

【コラム】ダムのお仕事紹介（４）設備点検
ダムの管理では、ダムが正常な機能を確保できているか確認するために色んなお仕事をしています。
このコラム「ダムのお仕事紹介」ではそんなダム管理の仕事を紹介させていただきます。

※資料を送付することをもって会議開催に代えるものとし、ご意見等についてはメール等でいただくもの。

R3.6.1時点の国管理ダムの貯水状況
沖縄地方は５月５日に梅雨入りし、国管理９ダムの貯水率は６月１日時点で９６％と平年値よりも高い状況で
す。
沖縄気象台の今後の３ヶ月予報で、６月～８月の降水量は、各月いずれもほぼ平年並みと予想されており、
現時点で貯水率は高い状況にあるものの、平年並みと予想されていた５月の降水量は平年よりも少なかった
ことから、降雨状況によっては、秋以降に貯水率が低下する可能性があるため、今後とも貯水率を注視してい
きます。ダムの貯水率が高くても、みなさん一人一人が普段の水の使い方を工夫するなど、節水へのご理解、
ご協力をお願いいたします。

ダムには、法律に基づきダムごとに操作規則が定められています。
操作規則には、ダム本体、貯水池、ダムにかかる施設等を常に良好に保つため必要な計測、点検及び整
備を行うこととなっています。
設備点検は、計測、点検及び整備を実施するために必要な点検となります。
大保ダムを例にすると 点検の対象となる設備は次の通り。
放流設備、予備発電設備、ダム管理用制御処理設備、観測設備、放流警報設備、水力発電設備、電気
設備、通信設備、流木止設備、係船設備、排水設備、照明設備、その他
各設備ごとに複数の設備があります。
例えば、電気通信設備に含まれる設備は、受変電設備、直流電源設備、無停電電源設備、固定用通信
設備、移動用通信設備、通信鉄塔・反射板があります。また、通信設備には、固定用として多重無線装置、
電話交換装置、移動用としてｋλ、衛星携帯電話があります。
点検については、年１回の定期点検、平日毎日行う通常点検があります。
通常点検は、故障ランプが点灯していない
か、記録がきちんとされているかなどの目視
点検が主となります。
定期点検は、特殊な機器を使用した非破壊
検査が主で、限られた業者しかできない点検
も含まれます。
ダム施設の維持管理では、PDCA型管理の
導入、新技術の活用などの維持管理の合理
化・高度化を図りながら、施設の機能維持や
長寿命化に努めています。
大保ダムの電気通信設備点検を例にしまし
たが、以上が設備点検となります。

※平均貯水量は、Ｈ23年～Ｒ2年の各年貯水率を平均し、現在の全利水容量（105,260千m3）を乗じて算出。
※平成26年4月から金武ダム管理開始
① H6.1.28～H6.3.1 夜間８時間断水
② H3.6.10～H3.7.7 夜間断水
③ H3.7.8～H3.7.27 地域別24時間隔日給水
④ H3.9.6～H3.9.24 夜間８時間断水
⑤ H21.6.11 ７ダム管理としては過去最低 貯水率43.0% 貯水量35,559千ｍ3
⑥ H30.6.14 ９ダム管理として過去最低 貯水率43.1％ 貯水量45,327千㎥

【ＰＤＣＡ型管理】
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新型コロナウイルス感染症対策を実施中！
各ダム毎に「ダム周辺屋外
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」を定めていま
す。

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６
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。

洪水に備えて演習を行いました！

利用にあたっては、各ダム
に掲示してあるガイドラインを
確認の上、感染拡大予防にご
協力お願いします。

5月11日（火）～12日（水）に洪水対応演習を行いました。大雨時にダムからの越流に伴う放流警報につい
て、一般への周知及び関係機関への情報伝達等を訓練するものです。
演習では、ダムからの越流に伴い下流河川において急激な水位上昇（概ね30分間に30～50cm以上）が発
生。さらに、ダムの計画（概ね50年に1回発生する規模）を超える出水により非常用洪水吐から越流（ゲートが
ある福地ダムでは異常洪水時防災操作開始）するとの予測に基づき、避難指示等の発令を支援するための
ホットライン（事務所長から市町村長への緊急電話連絡）や関係機関への情報伝達及び河川利用者や沿川
住民等へ周知するための放流警報（サイレンの吹鳴と警報車による巡視）の訓練を行いました。
本演習は、出水期前に全国一斉に毎年行われています。今年度は新型コロナ感染拡大防止対策として規
模を小さくして管理する６ダム（福地・安波・漢那・羽地・大保・金武）を対象に関係機関（沖縄県・ダム所在市
町村・関係警察署）の協力を得て実施しました。
今後、梅雨や台風による出水に対し、今回の演習成果を活かして防災・減災に努めていきます。

＊新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、当面の間、
ダムカード等の配布（郵送含
む）やダム施設の利用申請を
休止し、ダム資料館も休館と
なっておりますのでご了承くだ
さい。
なお、再開についてはHPでお
知らせします。

演習フロー
予測降雨
洪水予測（流入量計算、ダム貯水位計算、放流量計算）
異常洪水（計画規模以上の出水）への対応

下流河川の急激な水位上昇予測

令和３年６月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９６．０％ （平年値 ： ７９．８％）
６月の行事予定

担 当
行 事 名 称
内
容
管理課 沖縄県管理河川の減災対策協議会（幹事会） 沖縄県内の大規模洪水に対する減災対策を協議する協議会
福地ダム 福地ダムオイルフェンス設置訓練 福地ダムにおける水質事故を想定した訓練
羽地ダム 羽地ダムオイルフェンス設置訓練 羽地ダムにおける水質事故を想定した訓練

☆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。

会員特

放流警報

河川巡視

放流通知

放流警報

河川巡視

防災操作

（ｻｲﾚﾝ吹鳴）

（警報車）

（関係機関）

（ｻｲﾚﾝ吹鳴）

（警報車）

ｹﾞｰﾄ操作の想定

情報伝達等フロー
各ダム
管理支所
一般
（ｻｲﾚﾝ吹鳴） （福地）
（河川利用者）
（安波）
（沿川住民等） 河川巡視
（漢那）
（警報車）
（羽地）
放流通知 （大保）
市町村及び
関係公民館
（FAX） （金武）
洪水予測
放流警報

情報

北部ダム統合管理事務

予定日
6月3日
6月16日
6月25日

放流通知
（関係機関）

情報

沖縄総合
事務局

情報
国土交通省

情報
沖縄県北部土木事務所、
所管警察署及び企業局

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へ
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 ５０８名

情報伝達状況

放流警報設備の操作状況

ダム下流巡視状況

河川巡視状況

