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漢那ダムキャラクター

令和２年度北部ダム統合管理事務所所管事業に係る優良業者等の事務所長表彰を行いました
去る７月２０日に令和２年度北部ダム統
合管理事務所所管事業に係る優良業者
及び優秀技術者の事務所長表彰を行い
ました。今回の表彰は、当事務所におい
て、令和２年度に完成・完了した工事、
業務の中から、厳正に審査した結果、顕
著な成果をあげ、他の模範となるものと
して、優良施工工事１件、優秀業務技術
者１名を表彰しました。

福地ダム

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３
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。

管理ダム周辺が世界自然遺産に！！
７月１６日（金）～７月３１日（土）で開催されてた第 44 回世界遺産委員会拡大会合において、我が
国から世界遺産に推薦していた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の審議が行われ、
パリ時間7月26日（月）11：42 （日本時間7月26日（月）18：42） に、本資産を世界遺産一覧表へ記載
することが決定し（環境省報道発表より一部抜粋）、世界自然遺産に登録されることになりました。
今回世界自然遺産に登録される「沖縄島北部」（国頭村、東村、大宜味村）には、国が管理する福
地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、大保ダムの６つのダムがあります。特に福
地ダムの貯水池の一部、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダムは世界自然遺産に隣接した緩衝地帯
となっており、世界自然遺産に登録された「やんばるの森」を間近に感じることができます。
世界自然遺産登録を受け、北部ダム統合管理事務所としても引き続きダム管理区域の適切な維
持管理を行っていくとともに、当該地域への来訪者の増加が見込まれることから、各ダムの水源地
域ビジョンを活用しながら更なるダム所在地域の活性化に向けた取り組みを地元自治体及び関係
機関等と連携して進めていきたいと考えています。

○優良施工工事
令和元・２年度北部５ダム植栽管理工事
漢那ダム
有限会社 ナカムラ造園土木
○優秀業務技術者
株式会社日興建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
比嘉和輝主任技術者

金武ダム

「カン太」

大保ダム「学習の川」一時利用停止のお知らせ
平素よりダムの管理に関しご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、大保ダムの「学習の川」について、設備取替工事に伴い、下記の期間一時的に利用を
停止させていただきます。
工事予定期間：令和３年８月２日（月）～令和３年９月９日（木）まで

世界自然遺産と本島北部のダム
皆様には、ご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただけますよう
お願い申し上げます。

【北部ダム統合管理事務所の８月の主な行事予定】
予定日
8/5
8/5
8/26

辺野喜ダム

普久川ダム

担 当
行 事 名 称
内容
防災専門官
事前放流勉強会
事前放流についての所内勉強会
防災専門官
洪水対応演習反省会
R3洪水対応演習における反省事項の確認
防災専門官 開発建設部 防災訓練（地震・津波） 地震・津波を想定した訓練

辺野喜ダム

普久川ダム

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

大保ダム

安波ダム

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。

安波ダム

新川ダム
大保ダム

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
※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

福地ダム

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

福地ダム
現在会員数 ５０８名
やんばるのダム

検索

新川ダム
地図は環境省ＨＰより

ダム周辺には希少な生き物がたくさんいますので、ダム見学にお越しの際は安全運転でお願いします。
ごみは持ち帰りましょう。自分が持ってきたものは責任をもって持ち帰りましょう。

＊その他情報はこちらから
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台風６号の接近により大保ダムで事前放流を実施しました！
７月１８日（日）、大保ダムでは台風６号に伴う降雨予測が基準降雨量（９２㎜）を超えたため、事前放流を実施
しました。
事前放流とは？？
事前放流では、より効果的なダム下流河川での氾濫被害の防止を目的とし、ダム所在地で基準を
上回るような降雨が予測された場合に、利水者の協力を得て洪水前にダム貯留水の放流を実施す
ることで、事前に予測流入量分の容量を確保します。実施前においては、予測降雨量よりダムに流
れ込む総流量を計算し事前放流実施の判断をします。
ダム堤頂より洪水吐下流を望む
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福地ダムで防災ヘリコプター保安・誘導訓練を実施しました！
7月6日（火）に北部地域で大規模災害が発生したと想定し、福地ダム場外離着陸場を防災ヘリコプターの
活動拠点とした際に行われるヘリの離着陸時の保安及び誘導訓練等を行いました。
当日の訓練は、以下の3つの内容で行いました。
①保安訓練（防災ヘリコプターの離着陸時の安全確認等）
・離着陸方向の支障物（立木等）やヘリの離着時の飛散物の有無の確認
・風向きや雲の状況など、ヘリの運行上必要な情報連絡事項の確認（ 福地支所 ⇔ ヘリ搭乗者 ）
②ヘリ誘導訓練（実際に福地支所技術員によるヘリ誘導実地訓練）
③ヘリ給油訓練（ヘリ運航者によるヘリへの給油実地訓練）
繋船設備点検状況
今回の訓練をとおして、実際にダムの場外着陸場が防災ヘリコプターの活動拠点となった際に、ダム
管理者として行う必要な防災行動を改めて把握することができました。
① 保安訓練 : 離着陸時の安全確認状況
（福地支所 ⇔ ヘリ搭乗者）

②-1 誘導訓練 : ヘリの誘導方法の説明状況
風上に立って、着陸に問題ない
ようでしたら大きく手を広げて
ヘリパイロットに見えるように
ヘリを誘導しましょう.

こちら福地ダム場外離着陸場からで
す。離着陸場の支障物及び飛散物な
し、南からの風微風、有視界飛行問
題なしです。

堤体内部点検状況

予測降雨量よりダムに流れ込む流入総量
を計算し、事前放流の実施を判断

【ヘリ搭乗者】
了解しました。
これより向かいます。

事前放流によりダムの容量を確保

ヘリは後ろからの風が苦手です。
着陸時にヘリが風上に向くように「吹き流し」等で風向きが見えるような措置が必要。

大保ダムの事前放流は、放流のための準備に２時間、徐々に放
放流管からの
下流河川
事前放流
流量を増加させ最大放流量に達するまで２時間を要します。その
後も３時間後毎に予測降雨量を確認しながら事前放流の開始や
停止を判断し、今回の台風６号による事前放流を延べ４日間実施
しました。
今回は、台風６号が７月２０日（火）から２５日（日）の６日間も沖縄
本島に接近した影響で降雨量が多く、なかなか貯水位が下がらず緊
張しながらも、適切に事前放流を実施しました。
ダム堤頂より洪水吐下流を望む
８月～９月は、台風発生数と沖縄県への接近数が多い時期となり
ますので、ダムとしては引き続き適切な洪水対応に努めてまいります
なお、今回の台風６号の影響により７月２０日（火）から２５日（日）の６日間にかけて本島北部の国管理９ダ
ムに降った雨は、２６５mm（流域平均）と７月（１ヶ月間）の平年値２１４mmを上回る量で、事前放流を実施した大
保ダムを含む国管理９ダムでは今年２回目となる全ダム同時越流となりました。

②-2 誘導訓練 : ヘリ誘導実地訓練状況
（福地支所技術員による誘導）

③ 給油訓練 : ヘリ運航者による実地訓練状況

こっちですよ～
着陸問題なしですよ。
（てぇーげー近いな）

給油口

ハッサ、これはなんぎ～
災害地での給油はドラム缶
から手動ポンプでヘリに給
油することが多いですよ。

令和3年度沖縄ブロック国土交通研究会で優秀賞受賞！！
７月２８日（水）、沖縄総合事務局（那覇第２地方合同庁舎）で沖縄
ブロック国土交通研究会が開催されました。
当事務所からは、管理課津嘉山さんが発表者として出席し、福地ダ
ムで実施した水中ドローンを使用した取水設備立坑のコンクリート表
面劣化調査について、調査の内容、調査における水中ドローンの有
効性、今後の課題等をとりまとめ、「 福地ダム取水設備立坑の水中
ドローンによるコンクリート表面の劣化進行調査について」と題し発表
しました。
今回の研究会は、３部門（一般技術部門、イノベーション部門、ポス
ターセッション部門）で２２課題が発表され、管理課津嘉山さんは一般
技術部門で発表し、全２２課題のうち８課題に対し与えられる優秀賞
を受賞しました。
今年度は昨年度に続き新型コロナ感染症拡大防止対策の観点か
ら会場には発表者、審査員のみ出席し、それ以外はWEB会議システ
ムで視聴しました。

羽地ダム

羽地ダム

令和３年８月２日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ：９９．６％ （平年値 ： ９２．２％）

懇談会の状況
羽地ダム
発表中の津嘉山さん

懇談会の状況
羽地ダム
発表中の津嘉山さん

＊その他情報はこちらから
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令和２年度北部ダム統合管理事務所所管事業に係る優良業者等の事務所長表彰を行いました
去る７月２０日に令和２年度北部ダム統
合管理事務所所管事業に係る優良業者
及び優秀技術者の事務所長表彰を行い
ました。今回の表彰は、当事務所におい
て、令和２年度に完成・完了した工事、
業務の中から、厳正に審査した結果、顕
著な成果をあげ、他の模範となるものと
して、優良施工工事１件、優秀業務技術
者１名を表彰しました。

福地ダム

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３
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。

管理ダム周辺が世界自然遺産に！！
７月１６日（金）～７月３１日（土）で開催されてた第 44 回世界遺産委員会拡大会合において、我が
国から世界遺産に推薦していた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の審議が行われ、
パリ時間7月26日（月）11：42 （日本時間7月26日（月）18：42） に、本資産を世界遺産一覧表へ記載
することが決定し（環境省報道発表より一部抜粋）、世界自然遺産に登録されることになりました。
今回世界自然遺産に登録される「沖縄島北部」（国頭村、東村、大宜味村）には、国が管理する福
地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、大保ダムの６つのダムがあります。特に福
地ダムの貯水池の一部、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダムは世界自然遺産に隣接した緩衝地帯
となっており、世界自然遺産に登録された「やんばるの森」を間近に感じることができます。
世界自然遺産登録を受け、北部ダム統合管理事務所としても引き続きダム管理区域の適切な維
持管理を行っていくとともに、当該地域への来訪者の増加が見込まれることから、各ダムの水源地
域ビジョンを活用しながら更なるダム所在地域の活性化に向けた取り組みを地元自治体及び関係
機関等と連携して進めていきたいと考えています。

○優良施工工事
令和元・２年度北部５ダム植栽管理工事
漢那ダム
有限会社 ナカムラ造園土木
○優秀業務技術者
株式会社日興建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
比嘉和輝主任技術者

金武ダム

「カン太」

大保ダム「学習の川」一時利用停止のお知らせ
平素よりダムの管理に関しご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、大保ダムの「学習の川」について、設備取替工事に伴い、下記の期間一時的に利用を
停止させていただきます。
工事予定期間：令和３年８月２日（月）～令和３年９月９日（木）まで

世界自然遺産と本島北部のダム
皆様には、ご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただけますよう
お願い申し上げます。

【北部ダム統合管理事務所の８月の主な行事予定】
予定日
8/5
8/5
8/26

辺野喜ダム

普久川ダム

担 当
行 事 名 称
内容
防災専門官
事前放流勉強会
事前放流についての所内勉強会
防災専門官
洪水対応演習反省会
R3洪水対応演習における反省事項の確認
防災専門官 開発建設部 防災訓練（地震・津波） 地震・津波を想定した訓練

辺野喜ダム

普久川ダム

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

大保ダム

安波ダム

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。

安波ダム

新川ダム
大保ダム

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
※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

福地ダム

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

福地ダム
現在会員数 ５０８名
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新川ダム
地図は環境省ＨＰより

ダム周辺には希少な生き物がたくさんいますので、ダム見学にお越しの際は安全運転でお願いします。
ごみは持ち帰りましょう。自分が持ってきたものは責任をもって持ち帰りましょう。

＊その他情報はこちらから
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