北部ダム統合管理事務所広報誌（１０月号） ２０２１年１０月１日発行（４）

北部ダム統合管理事務所広報誌（１０月号） ２０２１年１０月１日発行（１）

羽地ダムで、5月下旬から9月初旬にかけて5匹のタイワンハブが発見されています。
ハブは夜行性で、日中、陽が差しているところには滅多に出てきませんが、草むらなど日当たりが
悪い所には昼間でも出没することがあるので注意が必要です。また、気候が温暖な琉球列島ではハブ
は冬眠しないので、冬でも注意が必要です。
○ハブを見かけたら・・・
１．離れることが可能な場合は、1.5メートル以上距離を置きましょう。
（ハブはジャンプできません。1.5メートル以上離れていれば攻撃範囲外です。）
２．屋敷や畑等で見かけ、捕獲して欲しい場合は、各市町村のハブ対策担当課へ連絡し、捕獲してもらいましょう
３．身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察へ捕獲してもらいましょう。

今年度のダム貯水率の特徴として、梅雨時期前の低下がほとんどみられず年度当初から高い状態が
続いていたことがあげられます。これは１月から４月までの例年を大きく上回る降雨の影響があった
と考えられます。
このように貯水率が高い状況のため、水利用に関しては当面心配ありませんが、ダムからの越流が頻
繁に発生し下流への影響が懸念されることから、降雨状況を常に注視しながら日々のダム管理を行っ
ているところです。
ダム施設の利用については、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響により利用制限を実
施していました。緊急事態宣言解除に伴い、10月から感染対策を行いながらダムカ－ド配布等を再
開しますので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

○ハブに咬まれたら
１．まず、慌てずに、ハブかどうかを確かめます。
ヘビの種類が分からなくても、ハブなら牙のあとが普通2本（1本あるいは3,4本の時も）あり、数分で腫れ
てきてすごく痛みます。
２．大声で助けを呼び、すぐに医療機関へ受診しましょう。
走ると毒の回りが早くなるので、車で病院に運んでもらうか、ゆっくり歩い
て行くようにしましょう。
出典：沖縄県ＨＰ
沖縄県ＨＰ ： https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/yakumu/habu.html

【ダム流域平均雨量】
（mm）

令和３年１０月1日現在 国ダム（９ダム）貯水率：93.7％（平年値 91.8％）

【各ダムの施設利用について】
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）を休止しておりましたが、緊急事態宣言解除
に伴い一部再開いたしました。再開施設等については当事務所のホームページでお知らせします。

800
700
600
500
400
300
200
100
0

国管理９ダム 月別流域平均雨量

令和３年
令和２年
平年値(㎜)（Ｈ23～Ｒ2）

平年比%
147%

192%

171%

110%

72%

104%

559
369 381
305

207
90 117

1月

39 121

2月

160

158 146

190

183

67％

481

410

224

55％

157%

218

382

335

323
239

214

178

165

247
157

3月

4月

241

228

75

145

138

11月

12月

29

5月

6月

7月

8月

9月

10月

【貯水率】

【１０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。
事務所行事
予定時期

担

当

行

事

名

称

職員コンプライアンスミーティング

内

容

職員相互間の意見交換を通じ、コンプライアンス
に関する理解の促進と意識の向上を図る。

１０月上旬

総務課

10月下旬

羽地ダム管理支所 Ku-sat設置訓練

非常時に備え通信機器を組立る訓練

10月下旬

福地ダム管理支所 福地ダムドラムゲート操作訓練

福地ダム下流洪水吐きゲート（ドラムゲート）の
実操作訓練

11月1日

防災専門官

地震・津波対策を想定した訓練

開発建設部防災訓練（地震・津波）

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

【出水時対応】 （）は令和２年度上半期実績
・災体制発令延べ日数：１７日（２３日）
・洪水調節回数：１１回／７ダム（１１回／７ダム）
・事前放流回数：２回／１ダム（大保ダム）（２回／２ダム（大保、福地ダム））

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
※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

＊その他情報はこちらから

【ダムまつり】
・安波、羽地、漢那、金武ダム・・・・・・・・・・・開催中止
・大保ダム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・開催を検討中

現在会員数５１０ 名
やんばるのダム

検索

＊その他情報はこちらから
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北部ダム統合管理事務所広報誌（１０月号） ２０２１年１０月１日発行（２）

北部ダム統合管理事務所広報誌（１０月号） ２０２１年１０月１日発行（３）

福地ダムでは、ダムからの放流水のエネルギーを利用した水力発電を行っており、年間約４，７
００kwhの発電を行っております。これは、一般家庭電力の約1,300世帯分に相当します。なお、
発電した電力はダム管理用として使用するほか、余剰分を電力会社へ売電しています。
また、水力発電はクリーンエネルギーであり、自然環境に優しく地球温暖化対策にも効果があり、
年間約２，６００トンのCO₂削減につなげており、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の国際目標と
なる「目標7 ［エネルギー］」及び「目標13［ 気候変動］」に貢献しております。

漢那ダムが所在する宜野座村では村内の有数な
主要施設を村観光協会が紹介するYouTube番組
「ありのまんまぎのざチャンネル」があり、今回
漢那ダムについて紹介させていただきました。
内容は主に、ダムの大きさや役割、そして実際のダ
ムの現場（本ダムの上・下流、メダカのがっこう、
漢那ダム資料室等）を紹介！
動画配信は９月１３日、２０日、２７日の３週連
続で行っております。興味とお時間がある方は是非、
ご覧下さい。

【持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の17項目】

福地ダム

【YouTube配信日】
・1回目：9月13日配信
https://www.youtube.com/watch?v=AaAVOMo0kxU
・2回目：9月20日配信
https://www.youtube.com/watch?v=wmVVF71zTIc
・3回目：9月27日配信
https://www.youtube.com/watch?v=AQJd2M-EYt0

室内の水力発電設備

●目標 7 ： すべての人々の、安価かつ信頼
できる持続可能な近代的なエネ
ルギーへのアクセスを確保する。

水力発電設備室

●目標13 ： 気候変動及びその影響を軽減す
るための緊急対策を講じる

北部ダム統合管理事務所では、災害時に情報連
絡可能となるように様々な通信設備を整備してい
ます。その一つとして、事務所及び各ダム管理支
所に衛星電話を設置しています。
今回は９月２８日（火）に、衛星電話の利用方
法や通信通話状況を確認するために、所内衛星電
話通話確認訓練を実施しました。
事務所や各ダム管理支所から相互に衛星電話の
発信・着信を行い、衛星電話のかけ方や通話状況
などを確認しました。
いつ起こるかわからない災害に備えて、訓練を
継続していきます。

福地ダムの下流河川において8月中旬頃にスズメバチの巣を発見いたしました。巣は約２０ｃｍ
程度で小ぶりではありますが、スズメバチが20匹程度巣の周りを飛んでおりました。緊急事態宣
言期間中でもあったことから河川利用はほぼないですが、早めに駆除する必要があると思い、東村
役場建設環境課に相談したところ、なんと、防護服と蜂用の殺虫剤スプレーを貸していただくこと
ができました。
早速、宇宙服ではなく防護服をまとい、スズメバチの巣へ殺虫剤を撒きながら駆除作業を実施し、
無事に巣を撤去することができました。
スズメバチの巣発見！

VS

スズメバチ軍団！

左：衛星電話（事務所） 右：衛星電話（管理支所）

変身！ この防護服、対スズメ
バチ用だからか、運動会用テン
トの素材と似ており、ものすご
く暑いぞ、スズメバチよりも強
敵かも...

通話状況（事務所）

支所長

通話状況（安波ダム管理支所）

通話状況（大保ダム管理支所）

＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

見事勝利

スズメバチ撃破！

これで、下流河川は安全です。
東村役場建設環境課の皆さんご協
力ありがとうございました。

＊その他情報はこちらから
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羽地ダム管理支所 Ku-sat設置訓練

非常時に備え通信機器を組立る訓練

10月下旬

福地ダム管理支所 福地ダムドラムゲート操作訓練

福地ダム下流洪水吐きゲート（ドラムゲート）
の実操作訓練

11月1日

防災専門官

地震・津波対策を想定した訓練

開発建設部防災訓練（地震・津波）

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

【出水時対応】 （）は令和２年度上半期実績
・災体制発令延べ日数：１７日（２３日）
・洪水調節回数：１１回／７ダム（１１回／７ダム）
・事前放流回数：２回／１ダム（大保ダム）（２回／２ダム（大保、福地ダム））

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
※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

＊その他情報はこちらから

【ダムまつり】
・安波、羽地、漢那、金武ダム・・・・・・・・・・・開催中止
・大保ダム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・開催を検討中

現在会員数５１０ 名
やんばるのダム

検索

＊その他情報はこちらから

やんばるのダム

検索

