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12月の行事予定

＊その他情報はこちらから ＊その他情報はこちらから

23日 管理課 沖縄県管理河川の減災対策協議会（幹事会） 沖縄県内の大規模洪水に対する減災対策を協議する協議会（県主催）

中旬 福地・安波 ダム地震後臨時点検演習(2次) 地震発生後の施設点検訓練
中旬 福地ダム 福地ダムドラムゲート操作訓練 下流洪水吐きゲート（ドラムゲート）の実操作を想定した動作確認訓練

17日 漢那・金武 衛星装置 Ｋｕ－SATⅡ 設置訓練 衛星通信機器を組立通信確立撤収をする訓練
中旬 安波ダム 調整水路年点検（辺野喜、普久川） 調整水路（辺野喜～普久川、普久川～安波導水路）の年点検

16-17日 事務所・各支所 開発建設部一般監査 事務所及び各支所でコンプライアンス関連の内部監査を行う

17日 漢那ダム ダム管理ＦＵ委員会ワーキング ダム管理の効率性及び実施過程の透明性向上を分析・評価

災害時に備え通信の確保を図るための機器操作習熟訓練

上-中旬 福地 ダムオイルフェンス設置訓練 ダムにおける水質事故を想定した訓練

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容
1-10日 福地・辺野喜・金武 定期検査 ３年毎に実施されるダム施設等の定期検査

2日 羽地 ダム地震後臨時点検演習(2次) 地震発生後の施設点検訓練
9日 防災情報課 後期　防災通信訓練

検索やんばるのダム検索やんばるのダム

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６

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。

防災訓練を実施しました
地震津波に備えて訓練実施

○令和３年１１月１日（月） 開発建設部 防災訓練（地震・津波）【開発建設部】

本訓練は、地震・津波の災害時における初動対応（発災～３時間）に重点を置き、初動体制の構

築を円滑に行うとともに、関係部署との間で的確な情報伝達等の連携を図ることを目的に行われま

した。

なお、今回の訓練では、例年実施しているシナリオ形式によって手順を確認する訓練ではなく、ブ

ラインド形式とすることで事前の準備は行わず、訓練の実施過程における課題を抽出して、各種防

災計画等への反映（見直し）につなげる目的で行われました。

ブラインド形式の訓練ということで、コントローラー（条件付与者）とプレイヤー（訓練対象者）に分か

れて実施。事前に定められたシナリオはなく、コントローラーからプレイヤーに対して条件が付与さ

れて、プレイヤーは与えられた条件に対して、それぞれ対応していく形で行われました。コントロー

ラーから次々と条件付与されるのに対して、対策支部の役割分担がうまく出来なったため、対応に

時間がかかる場面が見られました。

～ ～ ～ ＊＊＊ ～ ～ ～ ＊＊＊ ～ ～ ～ ＊＊＊

○令和３年１１月３０日（火） 沖縄総合事務局 防災訓練【総務部】

本訓練には、沖縄総合事務局の総務部や開発建設部、運輸部、財務部、農林水産部、経済産業

部及びその出先機関が参加しました。

勤務時間外の午前７：００に地震が発生したとの想定で、安否確認、非常参集訓練、被害状況報

告等の訓練を実施。安否確認訓練では、安否確認システムを利用することで短時間に安否状況を

確認することが可能で、北部ダム統合管理事務所では、45人中45人の安否確認が出来ました。ま

た、非常参集訓練では、２時間以内に徒歩で勤務地に参集可能な職員を対象に行い、北部ダム統

合管理事務所では、15人中15人は想定の２時間以内に参集することが出来ました。

今後も訓練を継続して行い、災害時には迅速に対応できるよう努めていきます。

対策支部の状況（支部長への報告） TV会議の状況（対策本部（本局）への報告）

☆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。

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

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

令和３年12月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： 85.7％ （平年値 ： 86.4％）

年末年始は福地・漢那・羽地・金武ダムでライトアップを実施

・１２月２４日（金）～１月５日（水）までの期間、ダム堤体等の監視用照明を活用してダムのライトアップを

実施します。年末年始の夜はダムに行くと昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけます。

・ ライトアップ時間：１９：００～２２：００

なお、新型コロナ感染状況により中止する場合がありますので、その際には事務所HPでお知らせします。

福地

漢那

羽地 金武
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北部地区３事務所合同で飲酒運転防止に関するDVD講習を実施

１１月度において、北部地区３事務所（北部ダム統合管理事務所、北部国道事務所、国営

沖縄記念公園事務所）合同の飲酒運転防止の取り組みとして、飲酒運転防止研修用DVD
を職員及び期間業務職員で聴講しました。

過年度においては、セミナー形式や、グループでDVDを聴講してきたところですが、新型

コロナ感染症対策の観点から、今年度北部ダム統合管理事務所では分散型の講習を実

施しました。期間は１１月４日～１２日で各自都合のよい日を選んで受講し、職員２５名及

び期間業務職員２０名の全職員が参加しました。

本講習では、アルコールの分解までにかかる時間、酔いが運転に与える影響や節酒のコツ、

アルコール依存に関すること等アルコールに関する幅広な知識を習得し、飲酒運転防止の意識向上につながる内

容となっています。

新型コロナ感染拡大が一段落し、かつ年末を迎えていることから、一定のルールを守りながらの飲酒機会が増え

ることも想定される状況下、飲酒運転防止の意識啓発につながる講習となりました。

羽地ダ懇談会の状況

【
安
波
ダ
ム

】
【
大
保
ダ
ム

】

北部ダム統合管理事務所 建設工事安全会議

○当事務所管内の労働災害等の防止することを目的として、「令和３年度北部ダム統合管理事務所建設

工事安全会議」を１１月１６日（火）に開催しました。

なお、コロナ感染症拡大防止の観点からWEB会議で総勢４７名が参加して実施しました。

○主な会議内容としては、当局開発建設部の事故状況等の紹介、代表受注業者の６社より現場における

安全管理の工夫点等の安全報告及び名護労働基準監督署上地監督官より「工事現場における安全衛生

管理」について講話がありました。

○また、最後に受注業者を代表して（有）宮松建設の現場代理人：山城優氏から「工事現場は、常に危険

と隣り合わせで油断は禁物。現場従事者の全てが安全第一の意識を持つこと及び目配り、気配りが安全

な職場作りにつながる。最後には、全ての現場が今後も労働災害ゼロに向けて安全確認・安全作業に取

組む」旨の安全宣言にて閉会し、受発注者が情報を共有することが出来て大変有意義な会議となりました。

会議状況（ＷＥＢ会議）

DVD

オイルフェンスの移動 巡視船による曳航 端部固定作業 設置完了！！

安波・漢那・大保・金武ダム水質事故対応訓練を実施

各ダムにおいて、水質事故対応訓練（オイルフェンス設置）を次の日程で実施しました。

11月17日（木）：漢那ダム

25日（木）：大保ダム、金武ダム

26日（木）：安波ダム

それぞれのダムで車両事故により湖面にオイルが流出したことを想定して、ダム堤体、取水設備周辺への

オイル拡散・流出を最少限に抑えることを目的として、湖面上へのオイルフェンス設置を職員、委託職員、運

転手、維持工事受注者で行いました。また、 漢那ダムと金武ダムでは、隣同士で距離の近いことから連携して

訓練を実施しました。

訓練はオイル流出の発見から始まり、隣接ダム管理支所への応援依頼、関係機関連絡先の確認、保管庫からのオイ

ルフェンス移動、作業船による曳航、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。

羽地・大保ダム地震対応訓練二次点検を実施

各ダムにおいて、地震時点検のうち二次点検訓練を次の日程で実施しました。

11月15日（木）：大保ダム（電気・機械）

17日（木）：羽地ダム（電気・機械）、大保ダム（土木）

この訓練は今月１日に実施した地震対応訓練（一次点検）に引き続き行ったものです。訓練は、各ダ

ム毎で決められた点検マニュアルに基づいて実施しました。

ダム毎に決められた土木施設・電通・機械設備の目視点検の他、漏水量、揚圧力、変形量などの測

定を行い日常点検の計測データと照合することで、地震の影響でダムに異常がないかを確認する訓

練を実施しました。

地震発生時には迅速・的確な対応が求められるため、日頃から対応力向上に努めて参ります。

羽地ダ

【
金
武
ダ
ム

】

オイルフェンスの移動 巡視船による曳航 端部固定作業 設置完了！！

【
漢
那
ダ
ム

】

取水設備点検状況 電気設備の異常有無の確認放流設備点検状況

放流設備点検状況 脇ダム漏水量の確認通信設備点検

【
大
保
ダ
ム

】

【
羽
地
ダ
ム

】
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中旬 福地・安波 ダム地震後臨時点検演習(2次) 地震発生後の施設点検訓練
中旬 福地ダム 福地ダムドラムゲート操作訓練 下流洪水吐きゲート（ドラムゲート）の実操作を想定した動作確認訓練

17日 漢那・金武 衛星装置 Ｋｕ－SATⅡ 設置訓練 衛星通信機器を組立通信確立撤収をする訓練
中旬 安波ダム 調整水路年点検（辺野喜、普久川） 調整水路（辺野喜～普久川、普久川～安波導水路）の年点検

16-17日 事務所・各支所 開発建設部一般監査 事務所及び各支所でコンプライアンス関連の内部監査を行う

17日 漢那ダム ダム管理ＦＵ委員会ワーキング ダム管理の効率性及び実施過程の透明性向上を分析・評価

災害時に備え通信の確保を図るための機器操作習熟訓練

上-中旬 福地 ダムオイルフェンス設置訓練 ダムにおける水質事故を想定した訓練

予定日 担　当 行　事　名　称 内　　　容
1-10日 福地・辺野喜・金武 定期検査 ３年毎に実施されるダム施設等の定期検査

2日 羽地 ダム地震後臨時点検演習(2次) 地震発生後の施設点検訓練
9日 防災情報課 後期　防災通信訓練

検索やんばるのダム検索やんばるのダム

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６

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。

防災訓練を実施しました
地震津波に備えて訓練実施

○令和３年１１月１日（月） 開発建設部 防災訓練（地震・津波）【開発建設部】

本訓練は、地震・津波の災害時における初動対応（発災～３時間）に重点を置き、初動体制の構

築を円滑に行うとともに、関係部署との間で的確な情報伝達等の連携を図ることを目的に行われま

した。

なお、今回の訓練では、例年実施しているシナリオ形式によって手順を確認する訓練ではなく、ブ

ラインド形式とすることで事前の準備は行わず、訓練の実施過程における課題を抽出して、各種防

災計画等への反映（見直し）につなげる目的で行われました。

ブラインド形式の訓練ということで、コントローラー（条件付与者）とプレイヤー（訓練対象者）に分か

れて実施。事前に定められたシナリオはなく、コントローラーからプレイヤーに対して条件が付与さ

れて、プレイヤーは与えられた条件に対して、それぞれ対応していく形で行われました。コントロー

ラーから次々と条件付与されるのに対して、対策支部の役割分担がうまく出来なったため、対応に

時間がかかる場面が見られました。

～ ～ ～ ＊＊＊ ～ ～ ～ ＊＊＊ ～ ～ ～ ＊＊＊

○令和３年１１月３０日（火） 沖縄総合事務局 防災訓練【総務部】

本訓練には、沖縄総合事務局の総務部や開発建設部、運輸部、財務部、農林水産部、経済産業

部及びその出先機関が参加しました。

勤務時間外の午前７：００に地震が発生したとの想定で、安否確認、非常参集訓練、被害状況報

告等の訓練を実施。安否確認訓練では、安否確認システムを利用することで短時間に安否状況を

確認することが可能で、北部ダム統合管理事務所では、45人中45人の安否確認が出来ました。ま

た、非常参集訓練では、２時間以内に徒歩で勤務地に参集可能な職員を対象に行い、北部ダム統

合管理事務所では、15人中15人は想定の２時間以内に参集することが出来ました。

今後も訓練を継続して行い、災害時には迅速に対応できるよう努めていきます。

対策支部の状況（支部長への報告） TV会議の状況（対策本部（本局）への報告）

☆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。

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

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

令和３年12月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： 85.7％ （平年値 ： 86.4％）

年末年始は福地・漢那・羽地・金武ダムでライトアップを実施

・１２月２４日（金）～１月５日（水）までの期間、ダム堤体等の監視用照明を活用してダムのライトアップを

実施します。年末年始の夜はダムに行くと昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけます。

・ ライトアップ時間：１９：００～２２：００

なお、新型コロナ感染状況により中止する場合がありますので、その際には事務所HPでお知らせします。

福地

漢那

羽地 金武


