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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。

今夏の国管理ダム貯水状況

平成25年度の夏は、記録的な少雨傾向に見舞われ、久米島では7月の月間降水量0mmで8月22
日からは夜間断水を実施するなど、離島の水事情は厳しい状況です。

沖縄本島北部の国管理8ダムにおいては、貯水率79.1%(9月2日現在)であり、過去10年平均貯

水率86.6%を下回っている状況が続いています。今年に入ってからのダム流域の降雨状況は、月

間降水量で見ると2月を除く1～5月までは過去10年平均値を上回っていましたが、6月は

144mm(過去10年平均値の約36%)で昨年の半分の月間降水量しかなく、7月は37mm(過去10年
平均値の約26%)で昨年の2割しか降っていません。さらに、8月は51mm(過去10年平均値の約

17%)と少雨傾向が続いています。

ダムは梅雨や台風期の雨が多い時に水を貯めておき、雨が少なく河川からの取水が厳しくな

き 場合 ダ ら 安定 量 水道用水な を補給す が 来 す

湖面遊覧体験

ってきた場合にも、ダムからは安定した量の水道用水などを補給することが出来ます。

しかし、水は気象条件に左右される限りある資源です。今後も引き続きの節水に心掛けてく

ださい。
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※平均貯水率は、Ｈ15～H16年までは6ダム、Ｈ17年～H22年までは７ダム、H23年～H24年は８ダムの利水容量をもとに加重平均で算出した。
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○ ９月 ８日（日）第４７回久志20KMロードレース大会(名護市：名護市嘉陽小学校跡地）

○９月１４日（土）安波ダムクイナまつり（国頭村：安波ダム湖畔周辺・学びの森）

○ ９月１５日（日）第２４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）

○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２５年９月２日現在 国ダム（８ダム）貯水率： ７９．１％（前年度同日の貯水率：９９．７％）

９月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しい状況ですが、二十四節気の一つ「白露」も近づき

羽地ダムの多目的広場では朝夕には草木が露に湿り、秋の気配が感じられるようになりました。

羽

地

ダ

ム

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

１４（土） 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 福地支所 福地ダム湖面利用協議会 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

旬 大保ダム 大保ダム湖面利用協議会 ダム周辺 利用 などを検討する会議

２６日（木） 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

地震・津波発生後のダム管理施設の点検と情報伝達訓練局防災訓練（地震・津波）総合事務局下旬
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。

多

目

的

広

場

下旬 大保ダム 大保ダム湖面利用協議会 ダム周辺の利用ルールなどを検討する会議

地震・津波発生後のダム管理施設の点検と情報伝達訓練局防災訓練（地震・津波）総合事務局下旬
現在会員数

１８３名

『 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
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◆平成２５年度 沖縄ブロック国土交通研究会の結果報告。

○当研究会は、職員等の資質の向上や能力開発及び組織の活性化を図ることで、国土交通行政の効率的な執行を推進

することを目的として７月２６日に開催されました。

○当事務所からは、所内業務発表会の推薦を受け以下の３名が発表しました。

・大保ダム流域に生息するアオバラヨシノボリの生息環境について（大保ダム 漢那係長）

→アオバラヨシノボリの生息環境調査及びその保全対策の紹介

・マルチビーム測深機によるダム貯水池堆砂測量について（福地ダム 金城係長）

→新技術を用いた貯水池堆砂測量の紹介

・福地ダム親水水路を活用したリュウキュウアユ定着の試み（広域水管理課 備瀬係長）

→親水水路を活用したリュウキュウアユ定着の試みの紹介

◆「福地ダム夏休み自然体験会＆東村夏祭り」が開催されました。
○去る８月１７日（土）に福地ダムと東村村民の森つつじエコパークにおいて「福地ダム夏休み自然体験会＆東村夏まつ

り」が開催されました。台風の影響による雨が心配されましたが、当日は晴れ間に時折小雨がぱらつく程度で、福地ダ

ム夏休み自然観察会では、延べ約１,４４０人、東村夏まつりでは１,２００人以上の来場があり各イベント会場は元気な子

供たちで大いに賑わいました。

○ダム湖では、自然観察船『ゴンミキ号』による湖面遊覧やカヌー体験で多くの方が自然を満喫し、ダム管理施設見学

では、操作室や地域防災センター（資料館）、水力発電室で、多くの家族連れなどが、職員による説明を受けていました。

○川遊び会場周辺では、「生き物観察会」のコーナーで、事前に採取された水槽の生き物を見ながら、熱心に講師から

の説明を受ける子供達や、「丸太切り体験」で汗を流してコースターを作る子供達の姿が見られました。また、減勢池の

下では、仮設の「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。

◆「第４回大保ダムま り が開催されました

○審査の結果、ポスターセッション部門において、備瀬係長が見事、「優秀賞」を受賞し、全国大会において発表すること

となりました。

○湖水友の会の会員特典の一つであるダム施設見学会（ダムツアー）を８月上旬～下旬にかけて５ダム（福地、安波、漢那、

◆ダム施設見学会（ダムツアー）を開催しました。

えることができました。

○つつじエコパークでは「第３６回東村夏まつり」が開かれ、パークゴルフ大会、保育園児や青年会によるエイサー、ダン

スやライブといったステージの他、地元の婦人会による踊り等の多彩なイベントで盛り上がりました。最後は間近で打ち

上げられる迫力満点の花火で見事に締めくくることができました。

カヌー体験ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ川遊び体験 東村夏祭り

堂々と発表する備瀬係長 日頃の成果を熱弁する漢那係長 判り易く発表する金城係長

○去る８月１０日（土）に「森と湖に親しむ旬間」行事の一環である「大保ダムまつり」が開催されました。（推定約１，６０

０名の来客がありました。）まつりでは大宜味村内の小学校から２名の生徒を「一日ダム管理支所長」に委嘱し勤務に

携わっていただきました。（塩屋小学校 名嘉慶さん、津波小学校 高江洲 真梨さん ありがとうございました。）

○大保ダムの貯水池である「ぶながや湖」では第３回を迎えた「ハーリー大会」が開かれ、１４チームがエントリーされ

ました。我が事務所からも１チームエントリーし大会を盛り上げました。また、「湖面カヌーツアー」も行われ参加者（約６

０名）で楽しんでいました。

◆「第４回大保ダムまつり」が開催されました。

○管理庁舎前にある学習の川では、「学習の川川遊び」として子供達が「すべり

台をすべったり、川で泳いだりして水に親しみ楽しんでいました。

○堤体の中（監査廊）と放流設備・水力発電設備では「ダム堤内見学会」として

施設の見学が行われ参加者（約８０人）は見て聞いて学んでいました。

○まつり会場（屋外）では、防災展示として「ドクターヘリ」の公開・搭乗が行わ

れていました。また、「木工教室」「陶芸教室」「丸太切り体験」「グランドゴルフ大

会」も行われました。コカ・コーラ「森に学ぶｉｎ大宜味村」も同時開催されました。

○学習資料館（ぶながや館）では 「貝殻ランプづくり」「ユキおばぁのバ キづく

一日ダム管理支所長

○湖水友の会の会員特典の一つであるダム施設見学会（ダムツアー）を８月上旬～下旬にかけて５ダム（福地、安波、漢那、

羽地、大保）において開催しました。

○当日はダムを操作するコンピュータやダム堤体の中の見学など、普段は見ることが出来ないダム施設を案内しました。

特に「湖面の遊覧」は、水位の高い時期でしか入れない沢部の奥まで見ることができて、参加者の皆さんには貴重な体験

になったと思います。

○参加者からは、船に乗ってダム湖の上流を見学できて良かった。また、参加したい旨のコメントがありました。

○「ダム施設見学会」ではダムのディープな部分が見ることができますので、機会がありましたら是非参加してみてください。

○学習資料館（ぶながや館）では、「貝殻ランプづくり」「ユキおばぁのバーキづく

り」「生きたリュウキュウアユの展示」「防災展示」が行われました。

学習の川川遊び

丸太切り体験

ダム施設見学会の様子

◆羽地ダムにおいて企業体験研修を実施しました。

○教職１０年経験者研修の一環として企業体験研修が羽地ダムにおいて７月３１

日～８月２日の３日間、北山高等学校の東教諭の参加のもと行われました。

○東教諭からは、ダムの役割は貯水のみではなく洪水調節や河川環境保全の役

割があること及びダムを維持するために様々な設備があり、ダムを維持管理する

上で日々の設備の点検が重要であり、職務の重大さと緊張感が伝わってきました。

○また、今回の研修で学んだことを教育の現場においてキャリア教育として、生徒

の正しい職業観の育成に役立てたい旨のコメントをいただきました 真剣な眼差しの東教諭
ダム堤内見学会ユキおばぁのバーキづくりハーリー大会

○また、今回の研修で学んだことを教育の現場においてキャリア教育として、生徒

の正しい職業観の育成に役立てたい旨のコメントをいただきました。 真剣な眼差しの東教諭
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れていました。また、「木工教室」「陶芸教室」「丸太切り体験」「グランドゴルフ大

会」も行われました。コカ・コーラ「森に学ぶｉｎ大宜味村」も同時開催されました。

○学習資料館（ぶながや館）では 「貝殻ランプづくり」「ユキおばぁのバ キづく

一日ダム管理支所長

○湖水友の会の会員特典の一つであるダム施設見学会（ダムツアー）を８月上旬～下旬にかけて５ダム（福地、安波、漢那、

羽地、大保）において開催しました。

○当日はダムを操作するコンピュータやダム堤体の中の見学など、普段は見ることが出来ないダム施設を案内しました。

特に「湖面の遊覧」は、水位の高い時期でしか入れない沢部の奥まで見ることができて、参加者の皆さんには貴重な体験

になったと思います。

○参加者からは、船に乗ってダム湖の上流を見学できて良かった。また、参加したい旨のコメントがありました。

○「ダム施設見学会」ではダムのディープな部分が見ることができますので、機会がありましたら是非参加してみてください。

○学習資料館（ぶながや館）では、「貝殻ランプづくり」「ユキおばぁのバーキづく

り」「生きたリュウキュウアユの展示」「防災展示」が行われました。

学習の川川遊び

丸太切り体験

ダム施設見学会の様子

◆羽地ダムにおいて企業体験研修を実施しました。

○教職１０年経験者研修の一環として企業体験研修が羽地ダムにおいて７月３１

日～８月２日の３日間、北山高等学校の東教諭の参加のもと行われました。

○東教諭からは、ダムの役割は貯水のみではなく洪水調節や河川環境保全の役

割があること及びダムを維持するために様々な設備があり、ダムを維持管理する

上で日々の設備の点検が重要であり、職務の重大さと緊張感が伝わってきました。

○また、今回の研修で学んだことを教育の現場においてキャリア教育として、生徒

の正しい職業観の育成に役立てたい旨のコメントをいただきました 真剣な眼差しの東教諭
ダム堤内見学会ユキおばぁのバーキづくりハーリー大会

○また、今回の研修で学んだことを教育の現場においてキャリア教育として、生徒

の正しい職業観の育成に役立てたい旨のコメントをいただきました。 真剣な眼差しの東教諭
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今夏の国管理ダム貯水状況

平成25年度の夏は、記録的な少雨傾向に見舞われ、久米島では7月の月間降水量0mmで8月22
日からは夜間断水を実施するなど、離島の水事情は厳しい状況です。

沖縄本島北部の国管理8ダムにおいては、貯水率79.1%(9月2日現在)であり、過去10年平均貯

水率86.6%を下回っている状況が続いています。今年に入ってからのダム流域の降雨状況は、月

間降水量で見ると2月を除く1～5月までは過去10年平均値を上回っていましたが、6月は

144mm(過去10年平均値の約36%)で昨年の半分の月間降水量しかなく、7月は37mm(過去10年
平均値の約26%)で昨年の2割しか降っていません。さらに、8月は51mm(過去10年平均値の約

17%)と少雨傾向が続いています。

ダムは梅雨や台風期の雨が多い時に水を貯めておき、雨が少なく河川からの取水が厳しくな

き 場合 ダ ら 安定 量 水道用水な を補給す が 来 す

湖面遊覧体験

ってきた場合にも、ダムからは安定した量の水道用水などを補給することが出来ます。

しかし、水は気象条件に左右される限りある資源です。今後も引き続きの節水に心掛けてく

ださい。
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大保ダム管理開始
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平成25年9月2日現在

（79,029千㎥ 79.1 ％）

湖面遊覧体験

マイ箸作り体験

ダム施設見学
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※平均貯水率は、Ｈ15～H16年までは6ダム、Ｈ17年～H22年までは７ダム、H23年～H24年は８ダムの利水容量をもとに加重平均で算出した。
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○ ９月 ８日（日）第４７回久志20KMロードレース大会(名護市：名護市嘉陽小学校跡地）

○９月１４日（土）安波ダムクイナまつり（国頭村：安波ダム湖畔周辺・学びの森）

○ ９月１５日（日）第２４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）

○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２５年９月２日現在 国ダム（８ダム）貯水率： ７９．１％（前年度同日の貯水率：９９．７％）

９月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しい状況ですが、二十四節気の一つ「白露」も近づき

羽地ダムの多目的広場では朝夕には草木が露に湿り、秋の気配が感じられるようになりました。

羽

地

ダ

ム

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

１４（土） 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 福地支所 福地ダム湖面利用協議会 ダムのより一層の適正な管理をするための調査

旬 大保ダム 大保ダム湖面利用協議会 ダム周辺 利用 などを検討する会議

２６日（木） 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

地震・津波発生後のダム管理施設の点検と情報伝達訓練局防災訓練（地震・津波）総合事務局下旬
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。

多

目

的

広

場

下旬 大保ダム 大保ダム湖面利用協議会 ダム周辺の利用ルールなどを検討する会議

地震・津波発生後のダム管理施設の点検と情報伝達訓練局防災訓練（地震・津波）総合事務局下旬
現在会員数

１８３名

『 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
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