
北部ダム統合管理事務所広報誌（１１月号）　２０２１年１１月２日発行（４） 北部ダム統合管理事務所広報誌（１１月号）　２０２1年１１月２日発行（１）

　

11/17（水） 羽地ダム 羽地ダム地震後臨時点検演習（２次電気・機械） 地震災害を想定した訓練

11/26（金） 安波ダム オイルフェンス設置訓練 水質事故を想定した訓練

11/30（火） 福地・辺野喜・金武 令和３年度定期検査 ３年毎に実施されるダム施設等の定期検査

11/18（木） 羽地ダム 羽地ダム地震後臨時点検演習（２次土木） 地震災害を想定した訓練

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容

検索やんばるのダム＊その他情報はこちらから検索やんばるのダム＊その他情報はこちらから

当事務所が管理するダムでは、各ダムの地震観測点において震度４以上の地震が発生（またはダム

に設置している地震計で２５gal以上の加速度を計測）した場合、昼夜を問わずダムの安全性を確認す
るための臨時点検を行うことになっています。

TEL ０９８０－５２－３８７２
FAX ０９８０－５２－０５３３
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！（特典満載）

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 現在会員数 511名

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。

ウッカガー（金武大川）は、金

武町並里区内の中央に位置す

る共同井泉で、カーヤマを背に

湧出る清水は、県下に知られた

井泉です。

令和３年１１月２日現在 国ダム（９ダム）貯水率：９０．３%（前年度同日の貯水率 ９６．５ ％）

会員特典

【今月（１１月）の行事予定】

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

フラカードの配布を休止しておりましたが、緊急事態宣言解除に伴い１０月より再開しており

ます。またキャンプの受付については１１月より再開しました。詳しくは当事務所のホーム

ページをご確認ください。

【各ダムの施設利用について】

福地ダム 大保ダム 羽地ダム

漢那ダム 金武ダム

大規模地震に備えて訓練をしました

１０月２０日（水）、大規模地震に備えて地震対応訓練を行いました。

訓練では、勤務時間外の７：００に沖縄本島近海を震源とするマグニチュード７．８の地震が発生。

所管する９ダム近傍で震度５強が観測されたと想定して、防災体制（非常体制）の発令、ダム施設

の臨時点検及び点検結果等の情報伝達等の訓練を行いました。

訓練では、地震発生から１時間以内に各ダムの情報連絡員による概略点検を行い点検対象ダム

のとりまとめと報告を実施することが出来ました。

また、事務所に非常参集した点検者を各ダムに派遣し、９ダム中７ダムは３時間以内に１次点検

（目視による点検）を完了することが出来ました。

今後も、迅速で的確に地震発生後の点検対応が出来るように、訓練を継続してまいります。

※地震発生後のダムの臨時点検について

非常参集・点検者派遣の様子 災害対策室の様子 TV会議の様子（安波ダム）

庁舎点検（普久川ダム） 堤体点検（辺野喜ダム） 堤体点検（漢那ダム）

放流トンネル点検（羽地ダム） 堤体点検（大保ダム） 設備点検（福地ダム）

辺野喜ダム（屋外施設）

福地ダムに生息する生物 人口営巣木 リュウキュウイノシシ

やんばるの森ジオラマ 昭和初期の金武町 星空広場
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検索やんばるのダム＊その他情報はこちらから検索やんばるのダム＊その他情報はこちらから

金武ダム

羽地ダムでは、１０月２２日（金）にKu-SATの設置・

操作習熟等を目的に設営訓練を実施しました。

訓練では各機器の接続や衛星アンテナの設置調

整、及びPCによる実際の映像の受信確認等を行い

ました。

今回、マニュアルに沿って設置訓練を行いましたが、

機器の接続に時間を要したマニュアルと実際の設置

手順で違いがあるなど、課題や反省点も見つかりま

したので、改善を行うことで、災害発生時には迅速な

対応が出来るよう技術向上を図って参ります。

北部ダム統合管理事務所では、災害発生時における現場状況の迅速な把握のために、「Ku-SAT可搬装置

（衛星小型画像伝送装置）（以下、Ku-SAT）を保有しています。これは初期の災害現場での状況をビデオカメ

ラで撮影し、Ku-SATから衛星を通して現況映像を事

務所等へ送信することにより、迅速な対応策の検討

に役立てることが出来るものです。

１０月２８日（木）、伊江村西小学校の４年生約３０名が羽地ダムを訪れ、ダムの働きについて学習する

『社会科見学』が行われました。

資料館では、ダム職員より「ダムの環境保全対策」、「ダムの役割」、「ダムから家庭までの水の流れ」など

の説明を行ったほか、広報ホールにてＤＶＤ映像の視聴、普段見ることのできないダム堤体内の監査廊の

施設見学も行いました。

説明を聞く子ども達は熱心にメモを取ったり、資料やジオラマ、監査廊内を真剣な表情で観察し、「今後作

る予定のダムはあるの？」、「普段どのような仕事してるのか？」、「なぜたくさんの生物がいるのか？」、「羽

地ダムは貯留ダムｏｒ取水ダムのどちらか」など、たくさんの質問・感想がありました。

今回の社会科見学で子ども達へダムの役割や自然環境、森や水の大切さについて伝える事ができたと

思います。

今後も社会科見学等を通して、より多くの小学生にダムのことを知ってもらえるように努めてまいります。

ワンポイント！

ＫＵ-ＳＡＴてなに？
通信衛星を使用して通信を行うシステムの一つで、衛星通信設備を取り付けた衛星通信車（車載型）や

小型で持ち運びの出来るＫＵ－ＳＡＴ（可搬型）があります。

これらの現場の装置から基地局（固定局）と通信することにより、地上回線網の被災の影響を受けるこ

となく通信回線を構築できます。

１０月２１日（木）、環境省やんばる野生生物保護センターにおいて、ヤンバルテナガコガネ等密猟

防止協議会が開催され、北部ダム統合管理事務所からは安波ダム管理支所長が参加しました。

協議会では各機関から、令和２年度の密猟防止対策に係る実施状況や令和３年度の計画などが

報告されたほか、密猟や密輸の実態などについて情報提供がありました。その後、参加した関係機

関（３８名）が４グループに分かれ、国頭村内の林道を中心に夜間合同パトロールを実施しました。

実際に密猟者に遭遇する可能性もあるため、緊張感を持ってパトロールに臨みましたが、沖縄県

が実施している国頭村・大宜味村内林道の夜間通行止め（実証実験）など、密猟防止に向けた取り

組みを強化している効果もあってか不審者や不審車両などに遭遇することはありませんでした。

北部ダム統合管理事務所としても、引き続き当協議などに積極的に参加し、自然豊かな「やんば

るの森」を守っていく活動に協力してまいります。

協議会の状況 パトロールの状況

©環境省やんばる自然保護官事務所

各職員が、日常業務における具体的な状況等を基に各職場内で職員相互間で意見交換を

行うことにより、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ことを目的として、第

1回コンプライアンス・ミーティングを１０月６日及び８日に開催しました。

職員を３班に班分けし、テーマは「発注者綱紀保持規程(公正な職務の執行と透明性の確

保)」を取り上げ、設定された事例に対し、どのような問題点があるか、また、本来ならどのよう

な対応をすべきだったかについて意見交換を行いました。各班とも活発な議論が行われ、コン

プライアンスに関する意識向上につながり、今後の業務に反映されることが期待されます。

コンプライアンスミーティングの様子

羽地ダムにて社会科見学が行われました
Ｋｕ-ＳＡＴ可搬装置設置訓練を実施（羽地ダム）

令和３年度第１回コンプライアンス・ミーティングを実施しました

ヤンバルテナガコガネ等密猟防止協議会・合同パトロールに参加しました

受入時の手指消毒と検温 ダム堤体での学習状況 資料館での学習状況
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ました。
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手順で違いがあるなど、課題や反省点も見つかりま
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『社会科見学』が行われました。

資料館では、ダム職員より「ダムの環境保全対策」、「ダムの役割」、「ダムから家庭までの水の流れ」など

の説明を行ったほか、広報ホールにてＤＶＤ映像の視聴、普段見ることのできないダム堤体内の監査廊の
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11/17（水） 羽地ダム 羽地ダム地震後臨時点検演習（２次電気・機械） 地震災害を想定した訓練

11/26（金） 安波ダム オイルフェンス設置訓練 水質事故を想定した訓練

11/30（火） 福地・辺野喜・金武 令和３年度定期検査 ３年毎に実施されるダム施設等の定期検査

11/18（木） 羽地ダム 羽地ダム地震後臨時点検演習（２次土木） 地震災害を想定した訓練

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容

検索やんばるのダム＊その他情報はこちらから検索やんばるのダム＊その他情報はこちらから

当事務所が管理するダムでは、各ダムの地震観測点において震度４以上の地震が発生（またはダム

に設置している地震計で２５gal以上の加速度を計測）した場合、昼夜を問わずダムの安全性を確認す
るための臨時点検を行うことになっています。

TEL ０９８０－５２－３８７２
FAX ０９８０－５２－０５３３
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！（特典満載）

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 現在会員数 511名

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。

ウッカガー（金武大川）は、金

武町並里区内の中央に位置す

る共同井泉で、カーヤマを背に

湧出る清水は、県下に知られた

井泉です。

令和３年１１月２日現在 国ダム（９ダム）貯水率：９０．３%（前年度同日の貯水率 ９６．５ ％）

会員特典

【今月（１１月）の行事予定】

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

フラカードの配布を休止しておりましたが、緊急事態宣言解除に伴い１０月より再開しており

ます。またキャンプの受付については１１月より再開しました。詳しくは当事務所のホーム

ページをご確認ください。

【各ダムの施設利用について】

福地ダム 大保ダム 羽地ダム

漢那ダム 金武ダム

大規模地震に備えて訓練をしました

１０月２０日（水）、大規模地震に備えて地震対応訓練を行いました。

訓練では、勤務時間外の７：００に沖縄本島近海を震源とするマグニチュード７．８の地震が発生。

所管する９ダム近傍で震度５強が観測されたと想定して、防災体制（非常体制）の発令、ダム施設

の臨時点検及び点検結果等の情報伝達等の訓練を行いました。

訓練では、地震発生から１時間以内に各ダムの情報連絡員による概略点検を行い点検対象ダム

のとりまとめと報告を実施することが出来ました。

また、事務所に非常参集した点検者を各ダムに派遣し、９ダム中７ダムは３時間以内に１次点検

（目視による点検）を完了することが出来ました。

今後も、迅速で的確に地震発生後の点検対応が出来るように、訓練を継続してまいります。

※地震発生後のダムの臨時点検について

非常参集・点検者派遣の様子 災害対策室の様子 TV会議の様子（安波ダム）

庁舎点検（普久川ダム） 堤体点検（辺野喜ダム） 堤体点検（漢那ダム）

放流トンネル点検（羽地ダム） 堤体点検（大保ダム） 設備点検（福地ダム）

辺野喜ダム（屋外施設）

福地ダムに生息する生物 人口営巣木 リュウキュウイノシシ

やんばるの森ジオラマ 昭和初期の金武町 星空広場


