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沖縄の梅雨も明け、青空がまぶしい季節となり

ました。恵みの雨のお陰で、国管理８ダムの貯水

率もほぼ満水に近い状態となっています。

植物が著しく成長するこの季節！

１つでもそこに、バンシルー（グワバ）があれば、

トロピカルな甘～い芳醇な香りに包まれて、

たちまち、幸せな気持ちになれます♪

是非安波ダムへ、成長する過程を見に来て下さ

いね！！香りゆたかなバンシルーがお待ちしてお

TEL ０９８０－４１－７３６７ FAX ０９８０－４１－７３６２

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。

ダムの歳時記

平成２５年7月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：９７.７％（前年度同日の貯水率 ９８.６％） 安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダムの施設案内看板をリニューアル致しました！

是非、安波・普久川・辺野喜ダムへ足をお運びくださいませ。

地域イベント情報
・国頭村児童オリンピック 7/6（土)（国頭陸上競技場）

・第５０回国頭郡軟式野球大会 7/6(土）～7/7(日）

・第３２回国頭郡ソフトボール大会 7/14(日）

・第１８回半地夏祭り 7/20(土）

・国頭村ソフトテニス大会 7/27(土)

・第３６回名護夏祭り 7/27(土)～7/28(日)

いね！！香りゆたかなバンシル がお待ちしてお

ります。

【今月（７月）～9月までの行事予定】

名護から国道58号を北上し、国頭村与

那から県道2号線へ右折。県道70号線に

つきあたったら右折3分、安波ダム入口

標識右折2分

名護から国道58号を北上し、塩屋大橋

を超えた所で国道331号へ右折。東海岸

に出たら左折し、県道70号線を45分、安

波ダム入口標識右折2分

普久川ダム ｷｬﾗｸﾀｰ愛称

アクセスマップ安波ダムｷｬﾗｸﾀｰ愛称

「ルクイナ」

第２０回漢那ダムまつり 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

８／１０（土） 大保支所 第４回大保ダムまつり 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

９（火） 安波支所 国頭村行政懇談会

１２（金） 福地支所 東村行政懇談会
中旬 羽地支所

１３（土）～２１（日） 羽地支所

２２（月） 大保支所

２８（日） 漢那支所

名護市行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議
日本一周ダムファン写真展 ダムについてより理解を深めて頂くため、日本全国のダムで開催するキャラバン写真展

大宜味村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容
まつりの運営等を確認する会議２（火） 漢那支所 漢那ダムまつり実行委員会

上旬 福地支所 福地ダム夏休み体験会＆東村夏祭り実行委員会 まつりの運営等を確認する会議

衛星小型画像伝送装置（ku-sat)の操作習熟を目的とした訓練漢那ダムｋu-sat設置訓練漢那支所３（水）

５（金） 安波支所 カヌー訓練 緊急時に備えた人命救助訓練

８（月） 羽地支所 羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会 ビジョンの進捗状況及び今後の展開を確認する

当事務所の今月～9月までの予定は、次の表のとおりです。

名護から国道58号線を北上し、国頭村

の辺野喜橋から右折10分

名護から国道58号を北上し、国頭村与

那から県道2号線を20分

普久川ダ ｷｬﾗｸﾀ 愛称

「ノグちゃん」

辺野喜ダム ｷｬﾗｸﾀｰ愛称

「イジュン」

北部ダム統合管理事務所ホームページより

８月下旬 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン・作業部会 ビジョンの進捗状況及び今後の展開を確認する

９月上旬 羽地支所 羽地ダム水源地域ビジョン研究部会 ビジョンの進捗状況及び今後の展開を確認する

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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。

会員特典
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

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へ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

今年４月に安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダムの安全利用点検を今年も実施しました。

今回の点検では、安全柵の腐食、損傷及び階段部分の汚れで滑りやすくなっている個所

等、利用者の安全を確保する観点から数ｶ所の指摘を受けました。

指摘箇所については、速やかに対応していきます。一般の公園利用者の視点で参加し

確認頂きました安波小学校 安波区長 安田小学校 安田区長 佐手小学校 辺野喜区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 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 １６６名

確認頂きました安波小学校、安波区長、安田小学校、安田区長、佐手小学校、辺野喜区

長、国頭村役場の皆様、ご協力ありがとうございました。
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今年も、夏の定番行事「漢那ダムまつり」が開催されます。

漢那ダムは沖縄本島のほぼ真ん中に位置し、高速道路からのアクセスが便利で

す。行楽地への行き帰りの途中にも気軽に立ち寄れますので、ぜひお越しください。

昨年７月に、学びの森（安波ダムの湖面において、

カヌ-体験会を実施しているＮＰＯ法人（国頭ツーリ

ズム協会））主催のカヌー救助訓練を行いました。

カヌーツアーで事故が起きた場合を想定し、より早

く安全に救出するための訓練を学びの森スタッフ、

国頭地区消防職員及び安波ダム管理支所職員によ

り連携して実施しました。

今回の訓練コースは、初めてで無線の繋がらない

といったトラブルもあり今後に活かしていきたいとの

反省

○日時：平成２５年７月２８日（日）１１：００～１７：００

○場所：漢那ダム湖畔公園

○主なイベント内容：司会（糸数美樹）

・ステージイベント（村民芸能、東渕剛ものまねトーク＆ライブ、ＧｌｅａｎＰieceライブ 等）

・風車工作コーナー ・ターゲットバードゴルフ体験 ・カヌー体験

・ダム堤内見学会 ・ダムパネル展 ・親子木工教室 ・丸太切り体験

その他楽しいイベントがたくさんあります。

【昨年のダムまつりの様子】
6月27日に沖縄総合事務局開発建設部の防災訓

練(風水害)が行われました。

当事務所においては、大保ダム流域で大雨が降り

計画規模を超える出水により、ダム下流河川が氾濫

し浸水被害が発生するとの想定（シナリオ）のもと、衛

星小型画像伝送装置（Ku-SAT）による現場からの画

（※6月時点での写真です）

反省もありました。

今年度も、昨年の反省点・改善点を踏まえつつ、

学びの森スタッフ、国頭地区消防職員ともども安波

ダムでは緊急時に備えた訓練を行ってまいります。

工事箇所

現在地

県道2号線に至る

辺野喜ダム庁舎

辺野喜ダムう回路地図

ダム堤体

像と音声による情報伝達や、防災ヘリによる上空か

らの被災状況の調査・把握訓練を実施するとともに、

関係機関への情報伝達の時期・内容・方法等の確認

を行いました。

昨年の、台風１５号の被害により辺野喜ダム下流公園隣りの法面が崩落致しました。

その為、現在村道が全面通行止めとなっており、皆様には大変ご不便をおかけしております。

迂回路は、上図のようにダム堤体通路を通行するようになっていますのでご了承下さい。

現在、急ぎ復旧工事を実施しております。

10月いっぱいの完成を目指して、安全第一に工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力宜しく

お願い致します。

安波ダム管理支所より

辺野喜集落に至る

現在地

日本全国のダムで開催中のキャラバン写真展「日本一周ダ

ムファン写真展」を羽地ダム管理支所で開催します。

ダム愛好家集団の「Ｄａｍ Ｗｅｂ Ｒｉｎｇ」が主催する写真展で、

美しく力強いダムの魅力を多くの方に知ってもらうための展示

内容となっています。

併せて、北部ダム統合管理事務所が管理している８ダム（福

地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、漢那

ダム、羽地ダム、大保ダム）のダム八景のパネルを展示します。

○日時：平成２５年７月１３日（土）～７月２１日（日）

９：００～１７：００

○場所：羽地ダム管理支所 １Ｆロビー及び研修室

入場無料

この写真は「羽地あけみお八景」で

紹介しています。

ぜひ羽地ダムにお越し下さい。
羽地ダム キ クタ

ぜひ羽地ダ にお越し下さ 。
羽地ダム キャラクター

ホタルくん



北部ダム統合管理事務所広報誌（７月号）　２０１３年７月１日発行（２） 北部ダム統合管理事務所広報誌（７月号）　２０１３年７月１日発行（３）

今年も、夏の定番行事「漢那ダムまつり」が開催されます。

漢那ダムは沖縄本島のほぼ真ん中に位置し、高速道路からのアクセスが便利で

す。行楽地への行き帰りの途中にも気軽に立ち寄れますので、ぜひお越しください。

昨年７月に、学びの森（安波ダムの湖面において、

カヌ-体験会を実施しているＮＰＯ法人（国頭ツーリ

ズム協会））主催のカヌー救助訓練を行いました。

カヌーツアーで事故が起きた場合を想定し、より早

く安全に救出するための訓練を学びの森スタッフ、

国頭地区消防職員及び安波ダム管理支所職員によ

り連携して実施しました。

今回の訓練コースは、初めてで無線の繋がらない

といったトラブルもあり今後に活かしていきたいとの

反省

○日時：平成２５年７月２８日（日）１１：００～１７：００

○場所：漢那ダム湖畔公園

○主なイベント内容：司会（糸数美樹）

・ステージイベント（村民芸能、東渕剛ものまねトーク＆ライブ、ＧｌｅａｎＰieceライブ 等）

・風車工作コーナー ・ターゲットバードゴルフ体験 ・カヌー体験

・ダム堤内見学会 ・ダムパネル展 ・親子木工教室 ・丸太切り体験

その他楽しいイベントがたくさんあります。

【昨年のダムまつりの様子】
6月27日に沖縄総合事務局開発建設部の防災訓

練(風水害)が行われました。

当事務所においては、大保ダム流域で大雨が降り

計画規模を超える出水により、ダム下流河川が氾濫

し浸水被害が発生するとの想定（シナリオ）のもと、衛

星小型画像伝送装置（Ku-SAT）による現場からの画

（※6月時点での写真です）

反省もありました。

今年度も、昨年の反省点・改善点を踏まえつつ、

学びの森スタッフ、国頭地区消防職員ともども安波

ダムでは緊急時に備えた訓練を行ってまいります。

工事箇所

現在地

県道2号線に至る

辺野喜ダム庁舎

辺野喜ダムう回路地図

ダム堤体

像と音声による情報伝達や、防災ヘリによる上空か

らの被災状況の調査・把握訓練を実施するとともに、

関係機関への情報伝達の時期・内容・方法等の確認

を行いました。

昨年の、台風１５号の被害により辺野喜ダム下流公園隣りの法面が崩落致しました。

その為、現在村道が全面通行止めとなっており、皆様には大変ご不便をおかけしております。

迂回路は、上図のようにダム堤体通路を通行するようになっていますのでご了承下さい。

現在、急ぎ復旧工事を実施しております。

10月いっぱいの完成を目指して、安全第一に工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力宜しく

お願い致します。

安波ダム管理支所より

辺野喜集落に至る

現在地

日本全国のダムで開催中のキャラバン写真展「日本一周ダ

ムファン写真展」を羽地ダム管理支所で開催します。

ダム愛好家集団の「Ｄａｍ Ｗｅｂ Ｒｉｎｇ」が主催する写真展で、

美しく力強いダムの魅力を多くの方に知ってもらうための展示

内容となっています。

併せて、北部ダム統合管理事務所が管理している８ダム（福

地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、漢那

ダム、羽地ダム、大保ダム）のダム八景のパネルを展示します。

○日時：平成２５年７月１３日（土）～７月２１日（日）

９：００～１７：００

○場所：羽地ダム管理支所 １Ｆロビー及び研修室

入場無料

この写真は「羽地あけみお八景」で

紹介しています。

ぜひ羽地ダムにお越し下さい。
羽地ダム キ クタ

ぜひ羽地ダ にお越し下さ 。
羽地ダム キャラクター

ホタルくん



北部ダム統合管理事務所広報誌（７月号）　２０１３年７月１日発行（４） 北部ダム統合管理事務所広報誌（７月号）　２０１３年７月１日発行（１）

沖縄の梅雨も明け、青空がまぶしい季節となり

ました。恵みの雨のお陰で、国管理８ダムの貯水

率もほぼ満水に近い状態となっています。

植物が著しく成長するこの季節！

１つでもそこに、バンシルー（グワバ）があれば、

トロピカルな甘～い芳醇な香りに包まれて、

たちまち、幸せな気持ちになれます♪

是非安波ダムへ、成長する過程を見に来て下さ

いね！！香りゆたかなバンシルーがお待ちしてお

TEL ０９８０－４１－７３６７ FAX ０９８０－４１－７３６２

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。

ダムの歳時記

平成２５年7月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：９７.７％（前年度同日の貯水率 ９８.６％） 安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダムの施設案内看板をリニューアル致しました！

是非、安波・普久川・辺野喜ダムへ足をお運びくださいませ。

地域イベント情報
・国頭村児童オリンピック 7/6（土)（国頭陸上競技場）

・第５０回国頭郡軟式野球大会 7/6(土）～7/7(日）

・第３２回国頭郡ソフトボール大会 7/14(日）

・第１８回半地夏祭り 7/20(土）

・国頭村ソフトテニス大会 7/27(土)

・第３６回名護夏祭り 7/27(土)～7/28(日)

いね！！香りゆたかなバンシル がお待ちしてお

ります。

【今月（７月）～9月までの行事予定】

名護から国道58号を北上し、国頭村与

那から県道2号線へ右折。県道70号線に

つきあたったら右折3分、安波ダム入口

標識右折2分

名護から国道58号を北上し、塩屋大橋

を超えた所で国道331号へ右折。東海岸

に出たら左折し、県道70号線を45分、安

波ダム入口標識右折2分

普久川ダム ｷｬﾗｸﾀｰ愛称

アクセスマップ安波ダムｷｬﾗｸﾀｰ愛称

「ルクイナ」

第２０回漢那ダムまつり 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

８／１０（土） 大保支所 第４回大保ダムまつり 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

９（火） 安波支所 国頭村行政懇談会

１２（金） 福地支所 東村行政懇談会
中旬 羽地支所

１３（土）～２１（日） 羽地支所

２２（月） 大保支所

２８（日） 漢那支所

名護市行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議
日本一周ダムファン写真展 ダムについてより理解を深めて頂くため、日本全国のダムで開催するキャラバン写真展

大宜味村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容
まつりの運営等を確認する会議２（火） 漢那支所 漢那ダムまつり実行委員会

上旬 福地支所 福地ダム夏休み体験会＆東村夏祭り実行委員会 まつりの運営等を確認する会議

衛星小型画像伝送装置（ku-sat)の操作習熟を目的とした訓練漢那ダムｋu-sat設置訓練漢那支所３（水）

５（金） 安波支所 カヌー訓練 緊急時に備えた人命救助訓練

８（月） 羽地支所 羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会 ビジョンの進捗状況及び今後の展開を確認する

当事務所の今月～9月までの予定は、次の表のとおりです。

名護から国道58号線を北上し、国頭村

の辺野喜橋から右折10分

名護から国道58号を北上し、国頭村与

那から県道2号線を20分

普久川ダ ｷｬﾗｸﾀ 愛称

「ノグちゃん」

辺野喜ダム ｷｬﾗｸﾀｰ愛称

「イジュン」

北部ダム統合管理事務所ホームページより

８月下旬 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン・作業部会 ビジョンの進捗状況及び今後の展開を確認する

９月上旬 羽地支所 羽地ダム水源地域ビジョン研究部会 ビジョンの進捗状況及び今後の展開を確認する

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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。

会員特典
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

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へ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

今年４月に安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダムの安全利用点検を今年も実施しました。

今回の点検では、安全柵の腐食、損傷及び階段部分の汚れで滑りやすくなっている個所

等、利用者の安全を確保する観点から数ｶ所の指摘を受けました。

指摘箇所については、速やかに対応していきます。一般の公園利用者の視点で参加し

確認頂きました安波小学校 安波区長 安田小学校 安田区長 佐手小学校 辺野喜区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 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 １６６名

確認頂きました安波小学校、安波区長、安田小学校、安田区長、佐手小学校、辺野喜区

長、国頭村役場の皆様、ご協力ありがとうございました。
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