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大保ダムで県高体連・県教育委員会主催の
県高校新人体育大会の自転車競技が開催されます！
大保ダムでは、平成２２年から県高校新人体育大会と県高校総合体育大会の２大会の自転車競技が開催

されてきました

大保ダム湖面利用協議会を開催しました。
９月２６日（木）に大保ダムぶながや館（資料館）で大宜味村・大保区・田港区・国頭地区消防本部等の各

会員出席のもと「平成２５年度大保ダム湖面利用協議会」を開催しました。

協議会では、会則の一部改正の他、湖面利用時のルールの再確認を行いました。

大保ダム湖面利用協議会は、個人・団体が安全にダム湖を利用するためのルールづくり・利用者の事前

申請の手続き等を定める組織として平成２４年度に発足したものです。

これからもより安全なダム湖の利活用を図るために定期的に協議会を開催していきます。

大保ダムでは、平成２２年から県高校新人体育大会と県高校総合体育大会の２大会の自転車競技が開催

されてきました。

脇ダム堤頂道路から脇ダム下流の林道を周回する延長２．０ｋｍのコースに男女別に距離が設定され、そ

れぞれで順位を競います。

来る１０月２７日（日）は県高校新人体育大会として県内１３校から参加する２４名の選手は日頃の練習の

成果を発揮すべく湖面から爽やかに吹く秋風と共にかけぬけて行く事でしょう。

興味のある方はぜひ大保ダムへお越し下さい。※競技開始は８時４５分の予定です。

協議会開催状況 ぶながや湖でのカヌー使用状況
写真はこれまでの大保ダムでの競技の様子です。

○１０月１２日（土）～１３日（日）第２９回やんばるの産業まつり(名護市：２１世紀の森体育館)

○１０月１３日（日）第１３回沖縄県パークゴルフ大会(国頭村：くにがみ鏡地パークゴルフ場）

○１０月２０日（日）第５０回国頭郡陸上競技大会(金武町)

○１０月２７日（日）ヤンバルクイナカップ第９回沖縄県小学生駅伝競走大会(国頭村：

国頭陸上競技場）

○１０月２７日（日）第２９回沖縄県高等学校新人体育大会自転車競技(大宜味村 他：大保ダム 他）

秋分の日が過ぎても、まだまだ残暑きびしい日は続いていますが、朝晩は凌

ぎやすく感じる今日この頃です。

地元大宜味村の村花・村木であるシークヮーサーは、これから収穫の最盛期

をむかえます。

大保ダム周辺広場のシークヮーサーは植え付けて１年の幼木のため実をつけ

るのはもう少し先になります。

皆様も食べても飲んでも美味しい秋の味覚シークヮーサーをご賞味してみて

はいかがでしょうか。

平成２５年１０月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：６９．２％（前年度同日の貯水率：１００％）

国管理８ダムの流域では少雨が続いており、９月の流域平均月間降水量は８４ｍｍ（過去１０カ年平均値２０９ｍ

ｍの約４０％）でした。国管理ダム貯水率も過去１０カ年平年値を下回っている状況が続いていますので、引き続

き節水にご協力をお願いします

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

日（曜日） 担当 行 事 名 称 内 容

4(金) 総合事務局 局防災訓練（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

12(土),13(日) 防災専門官 やんばるの産業まつり ダムに関するパネルの展示

16(水) 羽地ダム 第５回羽地ダム環境ネットワーク協議会 ダム周辺への不法投棄対策を関係機関と検討する会議

29(火),30(水) 広域水管理課 第２回水質検討会 管理ダムの水質に関する会議

1(火) 大保ダム オイルフェンス設置訓練 水質汚染事故に備えた訓練

★湖水友の会メール会員募集中★（無料・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目的としています。

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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申し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。

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
申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数

１８３名

き節水にご協力をお願いします。
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平成25年『森と湖に親しむ旬間』関連行事

大盛況のうちに無事終了!!
毎年7月21日～31日を『森と湖に親しむ旬間』と定め、県民に森と湖に親しむ機会を提供することによって、

森林やダムの重要性について関心を高めるとともに、ダム所在地域の活性化に寄与することを目的として、

ダム所在市町村や地域の方々が中心となって、ダムまつりなどの関連行事を開催しています。

昨年は台風の影響により２つのダムまつりが中止となりましたが、今年は好天に恵まれ５つのダムまつり

を開催することができ、延べ約３万人の来場者で賑わいました。

今年の関連行事の実施状況

９月１４日（土）に、第７回安波ダム・クイナまつりが開催され多くの参加者で賑わいました！！

体験イベント（マイ箸作り・クイナキーホルダー作り・コマ作り等等）には、親子で和気あいあいと楽しむ姿

を見る事ができました！！例年人気の高い湖面遊覧も、お陰さまで満員御礼となりました。同日にＯＰＥ

Ｎを迎えました、ヤンバルクイナ生態展示学習施設も大盛況となり、まつりは爽やかな秋空の下、無事

終了致しました！！来年も皆様のご参加お待ちしております。

5月4日（土）・5日（日） 『羽地ダム鯉のぼり祭り』 ＜名護市＞

7月28日（日） 『漢那ダムまつり』 ＜宜野座村＞

8月10日（土） 『大保ダムまつり』 ＜大宜味村＞

8月17日（土） 『福地ダム夏休み自然体験会』 ＜東村＞

9月14日（土） 『安波ダム・クイナまつり』 ＜国頭村＞

※ご来場頂きました皆様、後援・協賛して頂いた関係者の皆様に御礼申し上げます。

※まつりスタッフの皆様、お疲れ様でした。

湖面遊覧

ダム施設見学

リ ウキ ウアユ展示

『羽地ダム鯉のぼり祭り』 ＜名護市＞状況 『漢那ダムまつり』 ＜宜野座村＞状況

やんばる学びの森 ヤンバルクイナ生態展示学習施設
リュウキュウアユ展示

皆さん調整水路って知っていますか？これはダムに貯まった水を効率的に運用する為に作られた大切な水路です。

（国頭村・東村にある５ダムを調整水路で連結）去る９月２５日に安波、普久川、辺野喜ダムの所在自治体である国

頭村長をはじめ、議会議長、教育長、企画商工観光課長とダム統管職員が調整水路トンネル（ダムとダムを結ぶト

ンネル）の安波ダム～普久川ダム間長さ３．１kmを徒歩による視察を行いました。初体験の方や高さのあるトンネル

入口を恐々降りる方などこの先どうなるかと思いましたが、トンネル内は、ヒンヤリと涼しく、途中コウモリ軍団と遭遇

するなど、日頃は体験できないハプニングなどもありましたが、無事終了することができました。地元関係者へ日頃

見ることのできない、管理施設を見て貰うことで、ダム管理の一端を理解して頂けたと思います。視察終了後は意見

交換を持ち村長等から貴重な体験をさせて貰ったとの感想を頂き有意義な合同視察でした。参加されたみなさんお

疲れさまでした。

『大保ダムまつり』 ＜大宜味村＞状況 『福地ダム夏休み自然体験会』 ＜東村＞状況

水路内にて

村長以下蓋渠上にて水路入口にて

写真前列中央が宮城村長

見ることのできない、管理施設を見て貰うことで、ダム管理の 端を理解して頂けたと思います。視察終了後は意見

交換を持ち村長等から貴重な体験をさせて貰ったとの感想を頂き有意義な合同視察でした。参加されたみなさんお

疲れさまでした。
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12(土),13(日) 防災専門官 やんばるの産業まつり ダムに関するパネルの展示

16(水) 羽地ダム 第５回羽地ダム環境ネットワーク協議会 ダム周辺への不法投棄対策を関係機関と検討する会議

29(火),30(水) 広域水管理課 第２回水質検討会 管理ダムの水質に関する会議

1(火) 大保ダム オイルフェンス設置訓練 水質汚染事故に備えた訓練

★湖水友の会メール会員募集中★（無料・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目的としています。

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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申し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。

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
申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数

１８３名
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