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内容

施設等の安全利用のため地域の方々と合同で点検

ダム祭りに関する関係機関による連絡会議（幹事会）

宜野座村内幼稚園児を招いての掲揚式

　

　

４ 月 の 行 事 予 定

行　事　名　称

地震災害を想定した訓練

防災に関する地方自治体との協議会

地震対応訓練

総合流域防災協議会

ダム安全利用点検

「森と湖に親しむ旬間」連絡会議幹事会

鯉のぼり掲揚式

　

　

新年度4月を迎え、北部のダム周辺の山々では、やわらかい新緑の中に

イジュの白い花々が一段と映える季節となりました。          

新緑のやんばる路をドライブがてらダム湖

周辺まで足をのばして自然に触れてみて  

はいかがでしょうか。  
ダム湖周辺の新緑 ダム湖周辺に咲くイジュの花 

  
 
 

                               北部ダム統合管理事務所長 平良 正光   
 

  去る２月２５日（土）に国頭村与那区主催の「ヨンナー散策ツアー」に参加した。  

当日、１０時３０分に共同店で受付けをし１５時３０分のツアー終了迄、与那の  

タカヒラ探索や集落巡りを行い、古への与那へ思いを馳せる。そして、昼食と  

ティータイムには婦人会が作ったヨンナー定食や田舎茶菓子等を楽しんだ。  

  その際、我々は常日頃「水源地域ビジョン」や「ダム祭り」等で水源地域の活性化、             

振興と声高に発信している割にはこれら地域の行事をどれだけ知っていて、  どれだけ参加しているのだ 

ろうか？と自責の念にかられた次第。 

 個人的には大保ダムを担当していた縁もあり、大宜味村の地域イベントには大方参加してるつもりであ

るが、他の市村のイベントにはほとんど参加していないのが実情だ。  

  そこで平成２４年は、水源地域のイベントには可能な限り参加することとし、３月１８日には東村の「つつじ

祭り」に行き「つつじマラソン大会」に参加、有森裕子と競争。その後「宜野座村産業祭り」、「塩屋湾一周ト

リムマラソン大会」、「羽地ダム鯉のぼり祭り」と各種イベントが続く。  

  皆様、本広報誌のイベント情報を参考に水源地域のイベントには積極的に参加しましょう。そして、やん

ばるの四季の自然、歴史、文化を楽しみましょう。                                           



平成23年度における国管理８ダムの流域平均降雨量は年間2,319mmで平年並み（平年値2,436mm）でした
が、月別に見ると下図に示すとおり、５月、８月、１０月、１１月、２月に平年値と比べ月間降雨量が多く、
効率的に雨が降ったことから、国管理ダムの貯水率も高い状態で推移しました。
中でも８月６日には、台風９号襲来（8/4～8/6）のまとまった降雨により大保ダムを除く国管理７ダムで

貯水率１００％に到達しました。
なお、４月から供用開始した大保ダムでは前線の影響で１０月６日に貯水率１００％に到達しました。
県企業局HPによると、企業局全水源に対する国管理ダムの取水割合は約７２％（３月２７日時点）を占めて

おり、福地ダム等の国管理ダムが県民の皆さんの生活や社会活動を支えているのが伺えます。
なお、２４年３月末時点の貯水率は９０％を上回っていますが、沖縄の水事情は気象条件に大きく左右

されることが多いため、日頃から水を大切に使うように心掛けましょう。
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平成23年度における国管理ダムの利水補給（概況）
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国管理８ダム貯水量グラフ

平成22年度

平成23年度

平均貯水量（H13～H22年度）

利水容量

（国８ダム利水容量99,900千m3）

平成24年3月30日現在
貯水量（千m3）

平成24年3月30日現在

(91,391千m3 91.5 ％）
平成２３年４月から

大保ダム管理開始

※平均貯水量は、Ｈ13～H16年度は6ダム、Ｈ17～H22年度は７ダムの加重平均で算出
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平成23年度

過去10年平年値

平年比%【平成23年】 国管理８ダム（月別流域平均雨量）（mm）
145%

（平成22年度県企業局データより）とした場合、一人当たりに供給した国ダム補給量は

年間１０９，８６３千ｍ３ ÷ １２５．３万人 ＝ 約 ８８ ｍ３／人

１日に換算すると

約 ８８ ｍ３／人 ÷ ３６６ 日 ＝ 約 ０．２４０ ｍ３／人・日 ＝ ２４０ ㍑／人・日（２ℓペットボトル1２０本分）

※１ 平成23年度は国管理８ダムから県企業局へ年間109，863千ｍ３を供給しました。その供給エリア（宜野座村を除く名護市以南市町村）の給水人口を１25.3万人
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を供給しました。

約 ８８ ｍ３／人 ÷ ３６６ 日 ＝ 約 ０．２４０ ｍ３／人・日 ＝ ２４０ ㍑／人・日（２ℓペットボトル1２０本分）

※２ 使用したデータは3月30日現在の速報値であり、確定後の値と異なることがあります。



当事務所では下表のとおり年間行事を予定しています。

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

総合流域防災協議会
羽地ダム水源地域ビジョン研究部会

羽地ダム環境ネットワーク協議会
大保ダム水源地域ビジョン実践協議会

大保ダムモニタリング部会
沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会
羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会
水質検討会③

安波ダム水源地域ビジョン推進協議会
羽地ダムオイルフェンス設置訓練

局防災訓練（非常参集等）
大保ダム水源地域ビジョン推進協議会

水文観測業務監査
水文観測検討会

一般監査（内部監査)
水環境影響検討部会
出張所長・監督官等会議
漢那ダム施設調査
開発建設部会計監査及び物品定期監査

安波ダムku-ｓat設置訓練
大保ダムオイルフェンス設置訓練
建設安全大会
地震対応訓練

第2回大保ダム周辺利用部会
仕事納め

仕事始め
業務改善委員会
漢那ダムオイルフェンス設置訓練
羽地ダム水源地域ビジョン研究部会

沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会作業部
会
漢那ダム水源地域ビジョン推進協議会

大保ダム水源地域ビジョン推進協議会
景観委員会
リュウキュウアユ復元に向けての拡大会議
やんばる産業まつり

業務改善委員会
新川ダム湖面清掃
福地ダム湖面清掃

羽地ダム環境ネットワーク協議会
大保ダムまつり
水質検討会②

羽地ダムku-sat設置訓練
応用生態工学会勉強会
普久川ダム施設調査
新川ダムオイルフェンス設置訓練

普久川ダム定期検査
後期防災通信訓練
多自然川づくり講習会
安波ダム施設調査
大保ダム施設調査
辺野喜ダム施設調査

羽地ダム施設調査
漢那ダムku-ｓat設置訓練
事務所ku-sat設置訓練
福地・大保ダムKu-sat合同設置訓練
漢那ダム水源地域ビジョン・作業部会

福地ダムまつり
漢那ダムまつり担当者会議
事務所ku-sat設置訓練

職員・期間業務職員一般健康診断
大保ダム水源地域ビジョン実践協議会
福地ダムオイルフェンス設置訓練

公務員倫理に係る内部点検
大保ダム祭り実行委員会
漢那ダムオイルフェンス設置訓練

局防災訓練（地震・津波）
安波ダムまつり 大保ダム周辺利用部会

福地・大保ku-sat合同設置訓練
沖縄渇水対策連絡協議会
漢那ダムまつり担当者会議
局・事務所等連絡会
出張所長・監督官等会議

宜野座村行政懇談会
会計検査
開建部防災訓練（風水害)
漢那ダム水源地域ビジョン・作業部会
福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会

東村行政懇談会
漢那ダムku-sat設置訓練
安波ダムまつり実行委員会・国頭村行政懇談会

漢那ダムまつり実行委員会
県産品優先使用要請団
前期防災通信訓練

福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会
事務所業務発表会
北部地区行政懇談会
人命救助訓練
森湖委員会
福地ダムまつり実行委員会
局業務発表会・全建総会
業務改善委員会
局優良業者表彰式
第1回入札監視委員会
羽地ダム水源地域ビジョン研究部会

羽地ダムku-sat設置訓練
漢那ダムまつり
事務所優良業者表彰式
羽地ダム水質事故対応訓練

辞令交付
羽地ダム鯉のぼり祭り運営委員会
羽地ダム多目的広場芝生再生プロジェクト

福地・新川ダム安全利用点検
安波ダム安全利用点検
普久川ダム安全利用点検
辺野喜ダム安利用点検
漢那ダム安全利用点検
羽地ダム安全利用点検
大保ダム安全利用点検
業務改善委員会
所内懸案事項ヒアリング
羽地ダム鯉のぼり祭り実行委員会

所内概算要求ヒアリング
積算担当者会議
羽地ダム鯉のぼり祭り運営委員会
森湖幹事会
総合流域防災協議会
漢那ダム鯉のぼり掲掦式
地震対応訓練

羽地ダム鯉のぼり祭り
概算要求局ヒアリング

漢那ダムまつり担当者会議
防災連絡協議会
洪水対応演習
羽地ダム水源地域ビジョン研究部会
多目的ダム管理所長会議

名護市行政懇談会
大宜味村行政懇談会
沖縄渇水対策連絡協議会・幹事会
水質検討会①
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北 部 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所 年 間 行 事 ス ケ ジ ュ ー ル （平成24年度）
Ｈ２４．４．１ 現在

上旬
(1-10)

中旬
(11-20)

下旬
(21-31)



☆ 総務課
    総務課は、総務係、経理係、契約係の３係の８名体制で主に下記の事務を担当しています。
　【総務係】 

　【経理係】 
     事務所に関係する予算の管理や支払などに関する事務。
　【契約係】 
     事務所に関係する工事や業務などの契約に関する事務。

　　担当が分からない場合など、まずは総務課にお尋ねください。

☆ 電気通信課

     管理設備として、ダムから送水量等を調整する各種のゲート設備及び揚水ポンプ設備、 ダム湖巡視用の巡視船
     等があり、それらの維持管理のための点検や整備等を行っています。

  【専門職（機械係）】

北部ダム統合管理事務所広報誌（4月号）　2012年4月1日発行（4）

　　電気通信課は、ダム管理における電気・通信設備及び機械設備の維持管理を行っています。

      管理設備として、国土交通省所管の電話回線設備、降雨の状況や台風進路の状況を監視するレーダー設備、
　　　ダム周辺の気象状況を監視するテレメータ設備、ダムの諸量を監視するダムコントロール設備、ダム放流水等
      により発電する水力発電設備等があり、それらの維持管理のための点検や整備等を行っています。

　　また、総務課は事務所の総合窓口となっていますので、事務所の

　【電気通信係】

   　職員の給与、福利厚生に関する事務や公文書などに関する事務。

業務紹介

ダムコン設備 ゲート設備 

  「塩屋湾一周トリムマラソン大会」は沖縄八景にかぞえられている塩屋湾一周をコースとした、起伏がなく比較的  

  楽しみながら走ることができる大会となっています。 

  開催日時：２０１２年４月１５日（日）９：３５スタート 

  開催場所：大宜味村塩屋小学校（スタート・ゴール）    /   詳細は大宜味村のHPをご覧下さい。 

  羽地ダム湖畔及び周辺をメイン会場に毎年開催されており、ダム施設見学、羽地大川川遊び、カヌー体験、 

  ステージイベント等があります。 

  開催日時：２０１２年５月４日（金）、５日（土） 

  開催場所：名護市羽地ダム周辺 

  内容：「工芸品展示即売」、主な工芸品目：陶芸、木工芸、芭蕉布、藍染、漆染等 

  日時：２０１２年４月６日（金）～８日（日） 

               午前１０時～午後６時（但し芭蕉布会館は５時まで） 

  場所：村農村環境改善センターおよび芭蕉布会館 

  問い合わせ：いぎみてぃぐま実行委員会事務局 TEL ０９８０－４４－３２３２ 

  内容：村内外から、主に小学生（親子）を対象として、人形劇、映写会、お話大会などを開催する。 

  日時：２０１２年５月１２日（土） 

  場所：宜野座村文化センター図書館  

  問い合わせ：宜野座村文化センター 図書館事務室 TEL ０９８－９８３－２６１１ 
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