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新川ダムサガリバナ見頃が間近です！
新川ダムオートキャンプ施設周辺にたった一夜だけ咲き、夜
明けとともに散ってしまう幻の花『サガリバナ』が毎年、次の
開花時期に見頃を迎えます。
開花時期（予定）：７月中旬～８月下旬
『幸運が訪れる』という花言葉をもち、色鮮やかにまるで夜空
に咲く花火の様な花びらに甘い香りを漂わせてくれるサガリ
バナ！！
寝苦しい夜を幻想的な時間にしてくれそうですね！！
福地ダム

漢那ダム

金武ダム
羽地ダム

【地域イベント情報】
【當銘孝仁選手】
東京五輪出場内定（カヌースプリント競技カナディアンシン
グル（Ｃ１）１０００ｍ
去った６月３日に東京オリンピックカヌー競技（カナディアン
シングル）の日本代表に内定された「當銘孝仁選手」が合
宿地で利用した漢那ダムが所在する地元宜野座村に内定
報告に来村されました。當銘選手からは「過去に漢那ダム
での全国高校総体優勝から始まり宜野座村にはこれまで
約１０年来お世話になり、念願の東京五輪の内定を受ける
ことが出来ました。」等、感謝のコメントがありました。東京
五輪での活躍を期待しております。

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。

国管理９ダム全て貯水率１００％を記録！！
６月３０日（水）に、線状降水帯の影響による大雨により、国
管理の全９ダムにおいて貯水率が１００％を超えて、９ダム同
時に越流しました。
全ダム同時越流は、令和２年９月１０日（木）以降２９５日ぶ
りとなります。
引き続き台風期を迎えるので、ダムとしては適切な洪水対
応に努めていきますが、住民の皆様には、台風など災害情
報に注意して、適切な避難行動をとって頂くようお願い致しま
す。
なお、当面の水不足の心配はありませんが、今後の降雨
状況によっては貯水率が大きく低下する可能性がありますの
で、引き続き普段から水を大切に使い、節水へのご協力をお
願い致します。

写真中央左：當銘孝仁選手

【７月の行事予定】
予定日
7/14（水）
7/20（火）
7/28（水）

担 当
行 事 名 称
内
容
防災専門官 開発建設部防災訓練（地震・津波）
地震・津波対策を想定した訓練
優良工事(業務)業者、優秀工事(業務)技術者等への表彰
総務課 事務所優良業者表彰式
令和３年度沖縄ブロック国土交通研究会 業務で取り組んだ内容の発表会
本局

福地ダム

新川ダム

安波ダム

・７日（水）は「川の日」、７／１～７／３１は、河川愛護月間、海岸愛護月間です。

令和３年７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ：１００％ （平年値 ： ９０．７％）

☆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。

会員特典

普久川ダム

辺野喜ダム

羽地ダム

大保ダム

漢那ダム

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
＊その他情報はこちらから

現在会員数 ５０８名
やんばるのダム

検索

＊その他情報はこちらから

金武ダム
やんばるのダム

検索
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【コラム】ダムのお仕事紹介（５）ダム貯水池堆砂測量

羽地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！

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。
第５回目はダム貯水池堆砂測量です。
多目的ダムの計画堆砂容量は、１００ 年分の堆砂量を対象に設定されている場合が多く、この計画堆砂容量を上
回るまでの年数は早いダムで１０～２０ 年程度のものもあり、そのようなダムでは掘削・排砂による早期の治水・利
水機能回復が必要な場合（国管理９ダムは計画堆砂容量内で推移）もあることから、ダムの管理項目のひとつに、
上流からダム貯水池内に流れ込み溜まっていく堆砂量の経年変化を確認する堆砂測量があり、①一般水面部、②
水面部の浅所、③陸域（水際～洪水時最高水位）を次のように測量しています。
【部位ごとの測量方法】
①一般水面部：マルチビーム深浅測量（扇状の音波を湖底に向けて発振し、湖
底で反射した音波から多数の水深値を算出）
②水面部の浅所：シングルビーム深浅測量（単一音波を直下に発射し、反射し
て受信までの時間を水深換算して計測）、リモコンボート深浅測量（ＧＰＳと音
響測深機を装備したリモコンボートで水深データと位置データを取得。５０ｃｍ
での浅瀬でも測量可能）
③陸域（水際～洪水時最高水位）：地上レーザー（レーザースキャナーを設置
して、レーザー光を照射することで、その方向と距離から計測）、ＵＡＶ搭載
型レーザー（ドローンにより空中からレーザ光を発射し地形を計測）

①マルチビーム深浅測量

②シングルビーム深浅測量

②リモコンボート深浅測量

繋船設備点検状況

②水面部の浅所

保管庫からのオイルフェンス移動

湖面へのオイルフェンス搬出

堤体内部点検状況
オイル吸着マットの巡視船への搬入

③陸域（水際～洪水時最高水位）

③地上レーザー ③ＵＡＶ搭載型レーザー

堆砂分布図

標高段採図

【堆砂量算定び過年度データとの比較分析】
堆砂量算定は、側線の断面の変化から求める平均断面法と面的な変化
から求めるコンタースライス法があります。
従来までは、一般水面部もシングルビーム深浅測量を行い、右図の平均
断面法で堆砂量を算定していたが、測定断面間の地形変化が反映されない
こととなります。
そこで、上述したように多数の水深値を算出できるマルチビーム深浅測量
等による３次元地形データより、貯水池内の地形を３Ｄデータで再現し、測
線以外の地形変化も把握できるコンタースライス法により、堆砂量を算出し
ています。
具体的には、コンタースライス法は右図のように１０ｃｍ毎の貯水容量を積
み上げて算定しています。
その堆砂量算定結果及び各種作成図面を基に、過年度からの測量結果と
比較して堆砂状況及び堆砂傾向等を把握して、ダムを管理しています。

６月２５日（金）羽地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。当訓練はダム周辺道
路（橋梁）上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、
巡視船による曳航、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。

①一般水面部

【測量データから各種図面等作製】
①一般水面部、②水面部の浅所、③陸域（水際～洪水時最高水位）測量の地形データ及び航空レーザー・過年度
測量データより、「３次元地形データ」や深度ごとに色表示した「標高段彩図」、堆砂状況が視覚的に確認できる「堆
砂分布図」などの各種図面を作成します。

３次元地形データ
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平均断面法

巡視船による曳航

オイルフェンス端部を右岸へ固定

オイルフェンス端部を左岸へ固定

流出オイルの確認

オイル吸着マットによるオイル除去

オイルフェンス設置完了！！

懇談会の状況
羽地ダム

羽地ダム

オイル流出箇所
オイル漂流箇所
オイルフェンス設置位置

コンター
スライス法

＊その他情報はこちらから

懇談会の状況
羽地ダム

やんばるのダム

懇談会の状況
羽地ダム

検索

※その他の情報はこちらから

やんばるのダム

検索
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引き続き台風期を迎えるので、ダムとしては適切な洪水対
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報に注意して、適切な避難行動をとって頂くようお願い致しま
す。
なお、当面の水不足の心配はありませんが、今後の降雨
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で、引き続き普段から水を大切に使い、節水へのご協力をお
願い致します。

写真中央左：當銘孝仁選手

【７月の行事予定】
予定日
7/14（水）
7/20（火）
7/28（水）

担 当
行 事 名 称
内
容
防災専門官 開発建設部防災訓練（地震・津波）
地震・津波対策を想定した訓練
優良工事(業務)業者、優秀工事(業務)技術者等への表彰
総務課 事務所優良業者表彰式
令和３年度沖縄ブロック国土交通研究会 業務で取り組んだ内容の発表会
本局

福地ダム

新川ダム

安波ダム

・７日（水）は「川の日」、７／１～７／３１は、河川愛護月間、海岸愛護月間です。

令和３年７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ：１００％ （平年値 ： ９０．７％）

☆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。

会員特典

普久川ダム

辺野喜ダム

羽地ダム

大保ダム

漢那ダム

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
＊その他情報はこちらから

現在会員数 ５０８名
やんばるのダム

検索

＊その他情報はこちらから

金武ダム
やんばるのダム

検索

