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8月20日（金）に琉球大学の学生（１名）による就業体

験実習を漢那ダムにて行いました。

8月17日から19日までは本局河川課にてダム・河川・

海岸等を勉強し、20日からいざダムの現場へ・・・。

ダム現場での説明の際には、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策を実施の上、漢那ダム管理支所の松田支所長

より漢那ダムの役割や管理、環境対策等にも配慮している

ことの説明を受け「今まで知らなかったダムの管理につい

て大変勉強になりました。プライベートでもまたダムに遊

びに来たいと思います。」との感想をいただきました。

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。

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 まで。
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp 現在会員数 ５０８ 名

【９月の行事予定】 当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

令和３年９月1日現在 国ダム（９ダム）貯水率：9９.６％（平年値 ９３.７％）

予定時期 担　当 行　事　名　称 内　　　容

9月15日 福地ダム管理支所 地震後臨時点検（2次）演習 地震発生後の施設点検訓練

9月中旬 防災専門官 地震対応訓練（勤務時間外） 地震発生後の初動対応・手順確認訓練

9月下旬 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

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。

テレビ会議を利用した勉強会の様子

北部ダム統合管理事務所では、ダムの管理に必要な知識の習得、技術の継承のために所内勉強

会を定期的に開催しています。

8月は、１０日（火）、１１日（水）の２日間で「事前放流」、２４日（火）、２５日（水）

の２日間で「ダムの安全管理」について勉強会を開催しました。

「事前放流」勉強会では各水系ごとに締結した治水協定の内容確認、基準降雨量の考え方など

基本的なことを確認し、「ダムの安全管理」勉強会では、ダム堤体挙動の評価、計測・観測手法

について再確認を行うとともに、各ダム管理支所から近年の堤体挙動の状況（ダム経年変化、貯

水位との相関等）について報告受け各ダムの管理状況について確認しました。

勉強会では質疑応答を行いながら、日頃行っているダム管理の業務について、さらに理解を深

めることが出来たと思っています。

北部ダム統合管理事務所では、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として職

員の約半数が交替で在宅勤務を行っていることから、勉強会を２日に分け開催するとともに、

WEB会議システムやTV会議システムを活用しています。

北部ダム統合管理事務所では、今後も勉強会を継続し、適切なダム管理に必要な技術力の向

上に取り組んでいきます。

WEB会議システムを使った所内勉強会の様子

※9月に開催を予定していました、第１４回安波ダムクイナまつりにつきましては、県内の新型コロナ

ウイルス感染が拡大している状況を考慮して、残念ながら中止となりました。

８月１０日に、宜野座村観光協会と漢那ダム

管理支所の松田支所長にてダムを活用した、何

やら面白い企画ができないかという意見交換会

を行いました。

宜野座村では漢那ダムを村内有数の施設とし

て位置付けしており、ダムを含めた宜野座村の

魅力の発信とともに、県民や地元のみなさんを

もっと元気に盛り上げるために何ができるのか

といった可能性を模索しながらザックバランな

意見交換となりました。

内容についは現時点では企業秘密となりますが

（笑）、今後の情報発信をお見逃しなく！

ダムを活用し

た楽しい企画

をいっしょに

考えましょう

こんな企画やあんな企

画をやってみたい！

宜野座村観光協会との打合せの様子

【各ダムの施設利用について】
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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、

毎年ダムの安全点検を実施していますが、今年の４月２３日に実施した福地ダム管理支所管内

及び安波ダム管理支所管内ダムの点検において指摘があった、苔などによる園内通路・パーゴ

ラ・階段等の滑り対策について高圧洗浄機にて清掃を行いました。点検当日は雨が降っていた

ため、苔で黒くなった箇所などはツルツル滑って危険な状態でしたが、清掃により雨の日でも

安全に施設利用ができるようになりました。

パーゴラスロープ（普久川ダム）清掃前 パーゴラスロープ（普久川ダム）清掃後

①流しそうめんを行うとき、そうめんを流す竹でできた樋（河

川）に、バケツの水（雨）を一気に流し入れる（洪水）と、樋か

ら水とそうめんが溢れ出し（氾濫）、近くの人は水浸し（被害）

になり、そうめんを食べることが出来ません。

②流しそうめんを上手に行うためには、そうめんを流

す樋（河川）の前に、穴の空いたバケツ（ダム）を置き、

①と同じようにバケツの水（雨）を一気に入れる（洪水）

と、バケツ（ダム）に水が貯まり、穴から徐々に水が流

れ出て（洪水調節）、樋から水が溢れ出ることなく、お

いしいそうめんを食べることが出来ます。

③この穴の空いたバケツがダムで、これと同じ原理で沖

縄のダムは洪水調節を行っています。

○北部ダム統合管理事務所のＨＰや広報誌では、”洪水調節 ”という言

葉をよく使っています。

○ダムによる”洪水調節 ”とは、大雨でダムに流れてくる水を一時的にダ

ムに貯め込むことにより、ダムより下流に流す水の量を少なくすることを

言います。ダムによる”洪水調節 ”が行われなければ、大量の水がその

まま下流に流れ、川から水が溢れ出し、道路や家、畑などが浸水する被

害が発生する場合があります。

④なお、規模の大きな流しそうめんの場合（大規模河川）は、②

の穴の前に水道の蛇口（ゲート等）を取り付けることで、人為的

（ゲート操作）に 多くの水の量（大規模洪水）を調節（洪水調

節）することができ、樋の状況を見ながら必要なときに水を止め

たり流したりすることが出来ます。

※本土の大規模なダムの原理で沖縄のダムにはありません。

【大保ダムがなかった場合に想定される浸水状況】

今年度は8月までに、梅雨前線や台風

などに伴う出水により各ダムで計11回

の洪水調節を行っています。

直近では、7月24日の台風6号に伴う

大雨により管内４ダムで洪水調節を行い

ました。中でも大保ダムでは、最大流入

量151.7m3/sに対して146.0m3/sを

貯留し、ダム下流の大工又橋観測所付近

において約1ｍの水位を低減させ下流の

浸水被害を防止しました。

まだ台風が気になる季節ですが、今後

もダムの適切な管理に努めて参ります。

大保ダムからの越流状況

パーゴラ（安波ダム）清掃前 パーゴラ（安波ダム）清掃後

浸水あり（想定）

ダムがなかった場合の水位 約4.41ｍ

実際の河川水位 約3.42ｍ

親水広場園路（辺野喜ダム）清掃前 親水広場園路（辺野喜ダム）清掃後

園内階段（福地ダム）清掃前 園内階段（福地ダム）清掃後

ダム下流河川（大工又橋観測所付近）の水位低減効果（イメージ）
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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、

毎年ダムの安全点検を実施していますが、今年の４月２３日に実施した福地ダム管理支所管内

及び安波ダム管理支所管内ダムの点検において指摘があった、苔などによる園内通路・パーゴ

ラ・階段等の滑り対策について高圧洗浄機にて清掃を行いました。点検当日は雨が降っていた

ため、苔で黒くなった箇所などはツルツル滑って危険な状態でしたが、清掃により雨の日でも

安全に施設利用ができるようになりました。

パーゴラスロープ（普久川ダム）清掃前 パーゴラスロープ（普久川ダム）清掃後

①流しそうめんを行うとき、そうめんを流す竹でできた樋（河

川）に、バケツの水（雨）を一気に流し入れる（洪水）と、樋か

ら水とそうめんが溢れ出し（氾濫）、近くの人は水浸し（被害）

になり、そうめんを食べることが出来ません。

②流しそうめんを上手に行うためには、そうめんを流

す樋（河川）の前に、穴の空いたバケツ（ダム）を置き、

①と同じようにバケツの水（雨）を一気に入れる（洪水）

と、バケツ（ダム）に水が貯まり、穴から徐々に水が流

れ出て（洪水調節）、樋から水が溢れ出ることなく、お

いしいそうめんを食べることが出来ます。

③この穴の空いたバケツがダムで、これと同じ原理で沖

縄のダムは洪水調節を行っています。

○北部ダム統合管理事務所のＨＰや広報誌では、”洪水調節 ”という言

葉をよく使っています。

○ダムによる”洪水調節 ”とは、大雨でダムに流れてくる水を一時的にダ

ムに貯め込むことにより、ダムより下流に流す水の量を少なくすることを

言います。ダムによる”洪水調節 ”が行われなければ、大量の水がその

まま下流に流れ、川から水が溢れ出し、道路や家、畑などが浸水する被

害が発生する場合があります。

④なお、規模の大きな流しそうめんの場合（大規模河川）は、②

の穴の前に水道の蛇口（ゲート等）を取り付けることで、人為的

（ゲート操作）に 多くの水の量（大規模洪水）を調節（洪水調

節）することができ、樋の状況を見ながら必要なときに水を止め

たり流したりすることが出来ます。

※本土の大規模なダムの原理で沖縄のダムにはありません。

【大保ダムがなかった場合に想定される浸水状況】

今年度は8月までに、梅雨前線や台風

などに伴う出水により各ダムで計11回

の洪水調節を行っています。
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ました。中でも大保ダムでは、最大流入

量151.7m3/sに対して146.0m3/sを

貯留し、ダム下流の大工又橋観測所付近

において約1ｍの水位を低減させ下流の

浸水被害を防止しました。

まだ台風が気になる季節ですが、今後

もダムの適切な管理に努めて参ります。
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8月20日（金）に琉球大学の学生（１名）による就業体

験実習を漢那ダムにて行いました。

8月17日から19日までは本局河川課にてダム・河川・

海岸等を勉強し、20日からいざダムの現場へ・・・。

ダム現場での説明の際には、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策を実施の上、漢那ダム管理支所の松田支所長

より漢那ダムの役割や管理、環境対策等にも配慮している

ことの説明を受け「今まで知らなかったダムの管理につい

て大変勉強になりました。プライベートでもまたダムに遊

びに来たいと思います。」との感想をいただきました。

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。

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 まで。
申込みアドレス：hdtden910☆ogb.cao.go.jp 現在会員数 ５１０ 名

【９月の行事予定】 当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

令和３年９月1日現在 国ダム（９ダム）貯水率：97.0％（平年値 93.7％）

予定時期 担　当 行　事　名　称 内　　　容

9月15日 福地ダム管理支所 地震後臨時点検（2次）演習 地震発生後の施設点検訓練

9月中旬 防災専門官 地震対応訓練（勤務時間外） 地震発生後の初動対応・手順確認訓練

9月下旬 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

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。

テレビ会議を利用した勉強会の様子

北部ダム統合管理事務所では、ダムの管理に必要な知識の習得、技術の継承のために所内勉強

会を定期的に開催しています。

8月は、１０日（火）、１１日（水）の２日間で「事前放流」、２４日（火）、２５日（水）

の２日間で「ダムの安全管理」について勉強会を開催しました。

「事前放流」勉強会では各水系ごとに締結した治水協定の内容確認、基準降雨量の考え方など

基本的なことを確認し、「ダムの安全管理」勉強会では、ダム堤体挙動の評価、計測・観測手法

について再確認を行うとともに、各ダム管理支所から近年の堤体挙動の状況（ダム経年変化、貯

水位との相関等）について報告受け各ダムの管理状況について確認しました。

勉強会では質疑応答を行いながら、日頃行っているダム管理の業務について、さらに理解を深

めることが出来たと思っています。

北部ダム統合管理事務所では、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として職

員の約半数が交替で在宅勤務を行っていることから、勉強会を２日に分け開催するとともに、

WEB会議システムやTV会議システムを活用しています。

北部ダム統合管理事務所では、今後も勉強会を継続し、適切なダム管理に必要な技術力の向

上に取り組んでいきます。

WEB会議システムを使った所内勉強会の様子

※9月に開催を予定していました、第１４回安波ダムクイナまつりにつきましては、県内の新型コロナ

ウイルス感染が拡大している状況を考慮して、残念ながら中止となりました。

８月１０日に、宜野座村観光協会と漢那ダム

管理支所の松田支所長にてダムを活用した、何

やら面白い企画ができないかという意見交換会

を行いました。

宜野座村では漢那ダムを村内有数の施設とし

て位置付けしており、ダムを含めた宜野座村の

魅力の発信とともに、県民や地元のみなさんを

もっと元気に盛り上げるために何ができるのか

といった可能性を模索しながらザックバランな

意見交換となりました。

内容についは現時点では企業秘密となりますが

（笑）、今後の情報発信をお見逃しなく！

ダムを活用し

た楽しい企画

をいっしょに

考えましょう

こんな企画やあんな企

画をやってみたい！

宜野座村観光協会との打合せの様子

【各ダムの施設利用について】


