
一般社団法人ダム工学会・一般社団法人日本大ダム会議共催 

第 42 回ダム現地見学会のお知らせ 

                 

（一社）ダム工学会は、（一社）日本大ダム会議との共催で「第 42 回ダム現地見学会」を

下記のとおり開催します。 会員多数のご参加を頂きたく、下記のとおりご案内いたします。 

 
今回は、内閣府沖縄総合事務局が管理する羽地ダム、大保ダム、漢那ダム、金武ダムを見学

予定です。 
ダム管理に携わっている方々から、沖縄本島北部 5 ダムの統合運用方法、管理状況を説明頂

き、様々な型式の既設ダムを見学することで、ダム管理についての知識を深めたいと考えます。 
団長は、柳川 城二 ダム技術センター理事長・日本大ダム会議副会長に依頼し、ダムの設

計・施工に関するご講演をいただきます。 
例年、発注者、ゼネコン、コンサルタント等、様々な所属の方にご参加いただき、日頃の垣

根を越えて、親睦を深めていただいております。今回も、多くの方のご参加を、心よりお待ち

しております。 
なお、本見学会は、（公社）土木学会の CPD 認定プログラムとして開催いたします。 

 
記 

 
1．開催日：平成 28 年 11月 10 日（木）～11 日（金）（1 泊 2 日） 

 
2．見学予定ダムの所在地、目的、貯水池及びダムの諸元、事業者、施工者等 

 羽地ダム 大保ダム 漢那ダム 金武ダム 

所在地 沖縄県名護市羽地字川上 沖縄県国頭郡 

大宜味村字田港地先

沖縄県国頭郡 

宜野座村字漢那地先 

沖縄県国頭郡 

金武町字金武

目的 ＦＮＡＷ ＦＮＷ ＦＮＡＷ ＦＮＡＷ 

型式 ロックフィル 重力式コンクリート 重力式コンクリート 台形ＣＳＧ 

流域面積 10.9ｋｍ2(全て直接流域) 13.3ｋｍ2(全て直接流域) 7.6ｋｍ2(全て直接流域) 14.6ｋｍ2(全て直接流域)

有効貯水容量 19,200千ｍ3 7,800千ｍ3 7,860千ｍ3

堤高 66.5ｍ 77.5ｍ 45ｍ 39ｍ

堤頂長 198ｍ 363.3ｍ 185ｍ 461.5ｍ

堤体積 1,050千ｍ3 400千ｍ3 72千ｍ3 339千ｍ3

事業者 沖縄総合事務局開発建設部 沖縄総合事務局開発建設部 沖縄総合事務局開発建設部 沖縄総合事務局開発建設部

施工者 佐藤工業・國場組 大成建設･戸田建設･國場組 大林組・鴻池組・仲程土建 大成建設・國場組・丸政 

竣工／着工 1976／2004 1987／2010 1978／1993 1978／2013 

特徴 ダムエアーエネルギーシス

テムや、日本初の引張りラ

ジアルゲートなど、様々な

最新技術を採用。 

本ダムの他に、ロックフィ

ルダム型式の脇ダムで構成

される。ダム軸は、くの字

に折れ曲がっている。 

景観設計を導入し、琉球石

灰岩の岩肌を模した沖縄な

らではの美しいデザイン。 

コスト縮減と環境に配慮し

た新技術である台形 CSG を

初めて採用。 

 

 



3．募集人員 ：40 名（ダム工学会と日本大ダム会議の合計数） 

 
4．集合・解散：11 月 10 日（木）11：30 沖縄（那覇）空港 集合（ANA 出口前） 

11 月 11 日（金）17：00 沖縄（那覇）空港 解散 

 
5．行程 ：（見学コースおよび予定時刻は、今後変更する可能性があります。） 
   ≪11月 10 日≫  

11：30 沖縄（那覇）空港 集合 （移動途中、昼食） 
13：30 羽地ダム 現場見学 
15：00 柳川 ダム技術センター理事長 講演 
18：00 意見交換会 

（宿泊先）沖縄残波岬ロイヤルホテル 
〒904-0394 沖縄県中頭郡読谷村字宇座 1575  Tel：098-958-5000 

http://www.daiwaresort.jp/okinawa/ 
≪11月 11 日≫ 

8：30 宿泊地 出発  
10：00 大保ダム着 現場見学 
13：00 漢那ダム着 現場見学（移動途中、昼食） 
14：30 金武ダム着 現場見学 
17：00 沖縄那覇空港 解散 

 
6．携行品：動きやすい服装でお願いします。雨天の際は傘等もご用意下さい。 

 
7．参加費：宿泊費・車両借上げ費・郵便料等募集経費・保険料等実施諸経費、他一切 

               日本大ダム会議会員、ダム工学会会員              27,000 円 
        ダム工学会賛助会員（１口につき 1 名は会員と同額とします｡）     27,000 円 

       非会員                             30,000 円 

       学生 （バス代・保険料他。学生の宿泊費は徴収しません｡）      5,000 円 

    ※１ 参加会費についての問い合わせ等は現地見学会事務局までお尋ね下さい。 

※２ 請求書、内訳書、領収書が必要な場合は事務局にご請求下さい。 
※３ 賛助会員は、建設会社 33 社、コンサルタント 16 社、公益法人 3 団体です。 

       参助会員職員の会費については、所属企業にご確認下さい。 

 
8．申込締切：10 月 7 日（金） （締切日までに定員に達した場合は、その時点で受付終了） 

締切日以後の参加取消は出来ません。他の会員との交替参加をお願いします。 
 

9．申込先 ：〒104－0061 東京都中央区銀座 2－14－2（銀座 GT ビル） 

       （一財）日本ダム協会内 ダム工学会現地見学会小委員会事務局 中野宛  

          電話 03－3545－8361  FAX 03－3545－5055 
 

 



10．申込方法：(1) 参加希望者は、別紙申込用紙に記入し、FAX で申し込んで下さい。 
(2) 会費振込先：みずほ銀行銀座中央支店 普通口座 1409501 

               口座名義 ダム工学会現地見学会（申込手数料は払込人負担） 

(3) 入金を確認次第、参加証を送ります。参加証は見学会当日ご持参下さい。 

(4) 参加者は、原則としてダム工学会会員としますが、非会員も可とします。 

申込み後の交代は、会員ならば可とします。 

 

11．お願い ：今回の見学会の参加募集については、ダム工学会ホームページ及び各事業所の

ダム工学会会員連絡担当者への本案内送付によりお知らせいたします。 
連絡担当者は、本見学会開催について、ダム工学会ホームページを参照いただ

きますよう、各事業所の会員に電子メールでの周知をお願いいたします。 

 

・・・・・・・・・・・・・ 切 り 取 り 線・・・・・・・・・・・・・・・ 

ＦＡＸ：０３－３５４５－５０５５  ダム工学会現地見学会事務局行き 

 

現 地 見 学 会 参 加 申 込 書 

会員番号 
参加者 

氏 名 

年齢 

(才) 

上段：〒勤務先事業所、部課、職名 

下段：所在地住所          
TEL Mail 

喫煙者

○印 

   
 

 
  

   
 

 
  

   
 

 
  

連絡 

担当者 

事業所名  所在地 
〒 

 

氏名 
 

 
TEL  Mail  

         

会員参加会費 ＠27,000 円 ×  名＝
円

賛助会員職員は 1 口につき１名は会員と同額 

非会員参加会費＠30,000 円 ×  名＝
円

学生会員 ＠5,000 円×  名＝     円 

参加会費は、   月  日に、      銀行から振り込む。 

質問票：質問・意見等あればご記入下さい。 

 

 


