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※ダム管理及び広報誌に対する、ご意見・

ご要望は、以上の連絡先までお願いします。

○北部ダム統合管理事務所の業務について
北部ダム統合管理事務所 副所長 前村 浩

当事務所の広報誌「とうかん」が定期的な発刊１周年を迎えました。継続は力なりと言う信念のもと、

事務所長以下職員の努力と関係者の皆様の温かいご指導ご鞭撻の賜物と思います。これからも定期

発刊を目指し、職員一丸となって頑張りますので宜しくお願い申し上げます。

さて、今回は当事務所の業務について、少しお話しさせて頂きたいと思います。北部ダム統合管理事務所

は沖縄本島の直轄ダム群の統合的な流水管理を目的に昭和５８年4月に開設され、30周年を迎えました。
現在、東系列と称する北部５ダム（福地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム）と漢那ダム、

羽地ダム及び昨年供用を始めた大保ダムを加え、８ダムの管理を行い、これらダム群の治水、利水の効果を

十分発揮させるため、適正かつ効率的な運用を実施しています。

昨今、地球温暖化による気候変動が著しく、集中豪雨の被害が発生し、霧島山新燃岳噴火や東北大震災を始め自然災

害が続出し、防災、減災の視点が重要となっています。当事務所においても定期的に防災訓練（地震・風水害）、通信訓練

等を実施しており、災害時の迅速で適正なダム管理を進めていく所存です。

また、水源地域の皆様と一緒に「水源地域ビジョン」を推進し、ダムが地域活性化の資源として活用できるよう努力してい

きたいと考えております。県民に愛されるダムを目指して、今後も定期的に情報発信してまいりますので、宜しくお願い致し

ます。

残暑が厳しい今日の頃ですが、徐々に日が短くなってきました。

ケーン ケーンと金層音のような高い音をかなでる 沖縄固有のセミ

○今月（9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。

平成２４年９月３日現在 国ダム（８ダム）貯水率： ９９．７％（前年度同日の貯水率：９３．９％）

ケーン.ケーンと金層音のような高い音をかなでる、沖縄固有のセミ

「オオシマゼミ」の鳴声がやんばるの森に聞えてくるようになり、

秋の到来をつげています。

出典「今帰仁グスクを学ぶ会ＨＰより

中旬 羽地支所 羽地ダム施設調査 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

１９（火） 総合事務局 第2回入札監視委員会定例会議 入札契約手続の運用状況等について会議

下旬 福地支所 平成24年度福地ダム湖面利用協議会 湖面利用ルール等に関する確認をするための協議会

下旬 福地支所 福地ダム施設調査 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

２１（金） 総合事務局 Ｈ２４防災訓練（地震・津波） 地震・津波発生後のダム管理施設の点検と情報伝達訓練

１７（日） 安波支所 安波ダムクイナまつり ダム等の重要性についての理解を深めることを目的としたダムまつり

中旬 大保支所 大保ダム施設調査 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

中旬 福地支所 福地ダムオイルフェンス設置訓練 水質事故に関する対応訓練

上旬 漢那支所 漢那ダム施設調査 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

上旬 全支所 公務員倫理に係る内部点検 官紀の保持及び不正行為の防止のための内部監査

上旬 大保支所 大保ダム祭り実行委員会 まつりの運営等を確認する会議

７（金） 総合事務局 職員・期間業務職員一般健康診断 毎年度行っている職員・期間業務職員の一般健康診断

６（木） 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン・作業部会 ﾋﾞｼﾞｮﾝの進捗状況及び今後の展開を確認する。

ダム周辺の利用ルールなどを検討する会議大保ダム周辺利用部会大保支所下旬

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

６（木） 羽地支所 第2回羽地ダム水源地域ビジョン研究部会 ﾋﾞｼﾞｮﾝの進捗状況及び今後の展開を確認する。

６（水） 羽地支所 平成24年度羽地ダム湖面利用協議会 ダム湖面の利用促進を検討する会議

下旬 福地支所 新川ダム施設調査 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

下旬 福地支所 福地ダム施設調査 ダムのより一層の適正な管理をするための調査
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台風15号襲来 国管理ダムで洪水調節効果を発揮！！

○平成24年８月25日～27日にかけて沖縄本島付近を通過した台風15号の影響により国管理ダムの流域では、累計雨量（最大値）511mm、

1時間最大雨量（最大値）67mmを記録しました

各ダムの洪水調節状況

1時間最大雨量（最大値）67mmを記録しました。

○羽地ダム及び大保ダムでは既往最大の流入量を観測するなど、記録的な降雨をもたらした台風となりました。

○福地ダムを含む7ダムにおいては、ダムに流れ込む水を一時的にダムに貯め込む洪水調節を行うことにより、下流河川の洪水被害の軽減を

図りました。 【詳細については、事務所ＨＰを参照して下さい。】

国管理８ダムの位置図 各ダム流域に降った雨の量 各ダムの洪水調節状況国管理８ダムの位置図
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福地ダム：山と水の生活博物館付近における水位低減効果

福地ダム 川田水位観測所 ダムが無ければ1.4m

冠水していたと想定

される道路

大保ダムで洪水被害を軽減

道路冠水箇所全景

「山と水の生活博物館」

（川田水位観測所）

道路冠水箇所 大保ダム

27日21:00頃、約100mにわたって道

路冠水が発生しました。

大保ダムの洪水調節により、洪水被害

を軽減したものと想定されます

5.00

7.00
ダムが無かった場合の水位 約5.9m【推定】

（最大流入量毎秒約370m3が流れた場合）

水位低減効果 ： 約2.2ｍ【推定】 道路冠水被害を解消

既設道路高
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「森と水とやすらぎの里”くにがみ”にめんそ～れ～」

毎年恒例の安波ダムまつりを開催しますので、家族、友人等お誘い合

わせの上、ご来場下さい。

○日 時 ： 平成２４年９月１５日（土）１０：００～１７：００

○場 所 ： 安波ダム湖畔周辺（国頭村）

○開催内容 ： 次のとおり

・湖面遊覧体験 ・ダム施設見学

・マイ箸作り体験 ・ジャングルカヌー体験

・森林セラピー体験 ・自然クイズ

・草スキー体験 ・森のクラフト体験

ダム施設見学

マイ箸作り体験 湖面遊覧体験

○去る８月４日（土）に「福地ダム夏休み自然体験会＆東村夏祭り&産業まつり」が開催されました。当日は、台風１１
号の影響が心配されましたが、無事に開催が出来て多くの方が来場しました。

◆「福地ダム夏休み自然体験会＆東村夏祭り&産業まつり」の開催報告について

○福地ダムでは、自然観察船『ゴンミキ号』による湖面遊覧やカヌー体験およ

びダム施設見学で多くの家族連れなどが楽しみました。

○また、川遊び会場では、「生き物を学ぶ」コーナー及び「ウォータースライダ

ー」で楽しそうにはしゃぐ子供達の声が響きわたり、大盛況のうちに自然体

験会を終えることができました。

○東村役場では「東村夏祭り」及び「産業まつり」が開催され、エイサー、ライブ

といったステージの他、お魚セリ体験、パインの無料配布および花火等の多

彩なイベントで盛り上がりました。
カヌー体験の様子

現在会員数

○入会の条件は、18歳以上の希望者とし、お申込みは、下記メールアドレスへ

『 1.住所 、２.氏名、３.年齢 』 を送付するのみです。

○詳しくは、北部ダム統合管理事務所管理課 管理係 TEL0980-53-2442まで

○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目的としています。

○ ９月 ８日（土）名護市畜産まつり(名護市：名護市民会館前広場）

○ ９月１１日（火）塩屋湾ウンガミ：海神祭（大宜味村：塩屋湾）

○９月１５日（土）安波ダムクイナまつり（国頭村：安波ダム湖畔周辺）

○ ９月１６日（日）第２２回名護市青年エイサー祭り（名護市：21世紀の森野外ステージ）

○８月２２日（水）に湖水友の会 会員特典の一つダム施設見学会（ダム

ツー）を羽地ダムにおいて開催し、羽地ダムのダム施設見学会に応募された

会員様をご案内しました。

○当日はダムを操作するコンピュータの見学や取水塔の見学など、普段は見

ることが出来ないダム施設を案内しました。

残念ながら雨天のためダム施設見学会のメインイベントである「湖面の遊

覧」を行うことができませんでした。

○湖水友の会 会員特典のダム施設見学会、会員みなさまのお越しをお待

ちしております。

ダム施設見学会の様子

◆羽地ダム ダム施設見学会（ダムツアー）を開催しました

ホタルくん

（羽地ダムマスコットキャラクター）

現在会員数
『 1.住所 、２.氏名、３.年齢 』 を送付するのみです。

○詳しくは、北部ダム統合管理事務所管理課 管理係 TEL0980-53-2442まで

○申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp


