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『第５回 羽地ダム環境ネットワーク協議会』を開催！

TEL ０９８０－５８－２７４２ FAX ０９８０－５８－１９０７

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。

８月２５日（日）に羽地ダムあけみお湖において「羽地ダム

去る１０月１６日(火)に、命の水瓶である羽地ダム流域の良好な自然環境を維持するため、

不法投棄防止を目的とした「第５回 羽地ダム環境ネットワーク協議会」を開催しました。

本協議会の内容は以下のとおりです。

①合同パトロール

過去に不法投棄が確認された箇所について、現在の状況を確認するためにパトロールを行いました。

②不法投棄防止啓発活動（小中学校への標語募集状況について）

羽地ダム見学会では、ダムの役割、水の利用等について学習支援をしていますが、平成２４年度から不法

投棄に関する状況を説明するとともに「不法投棄防止」に関する標語を募集しています。

平成２４年度は２０点の標語を頂き 平成２５年度（平成２５年１０月１５日現在）においても２９点の標語を

予定時期 行　事　名　称

１日（金） 福地ダム湖清掃

担当

福地ダム

１１月の行事予定表 当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

内　容

水質の悪化防止や快適な湖面利用を目的とした湖面の清掃

８月２５日（日）に羽地ダムあけみお湖において「羽地ダム

無料カヌー体験～夏の終わりにダムへ行こう～」を実施しま

した。

この羽地ダム無料カヌー体験は羽地ダムの豊かな湖面を

利用しカヌー体験を行い、地域内・地域間交流・地域外交流

を促進し、地域の活性化につなげていくことを目的として、

羽地ダム水源地域ビジョンの一環として実施しました。

当日、約４０名の参加者が強い日差しが照りつける中、羽

地ダムあけみお湖の自然に触れながらカヌーを楽しみまし

た。

参加者からは「上流にいる赤とんぼや蝶などの生物を見

ることが出来て楽しかった。」や「親子ふれあい企画としてカ

ヌー体験の回数を増やして欲しい。」等の感想を頂きました。

羽地ダム無料カヌー体験の様子

羽地ダ 見学会では、ダ の役割、水の利用等 て学習支援をして ますが、平成 年度から不法

投棄に関する状況を説明するとともに「不法投棄防止」に関する標語を募集しています。

平成２４年度は２０点の標語を頂き、平成２５年度（平成２５年１０月１５日現在）においても２９点の標語を

頂いてる状況を説明しました。

③羽地ダム周辺における不法投棄の現状

名護市環境衛生課より、平成２２年度から平成２４年度末までのゴミ撤去状況、周辺パトロール計画及び

名護市における啓蒙活動予定について説明がありました。

？羽地ダム環境ネットワーク協議会とは？

羽地ダム貯水池周辺への不法投棄ゴミが多いことから、その対応を協議する場

として設定されたもので、地元区、自治体を含む多数の機関で構成され、平成２２

年度からゴミ撤去活動、不法投棄防止対策の検討等について取組んでいます。

合同パトロールの様子

１日（金） 福地ダム湖清掃

８日（金） 後期防災通信訓練

９日（土） 羽地ダム無料カヌー体験

１９日（火） 伊江島　西小学校ダム見学案内

26日～29日 名護市中学校職場体験

下旬 漢那ダムオイルフェンス設置訓練

下旬 新川ダムオイルフェンス設置訓練

下旬 羽地ダムオイルフェンス設置訓練

下旬 羽地ダムku-sat設置訓練

下旬 福地・大保ダムKu-sat合同設置訓練

羽地ダム

福地ダム・大保ダム

福地ダム

事務所（電通課）

羽地ダム

羽地ダム

水質の悪化防止や快適な湖面利用を目的とした湖面の清掃

防災通信機器の操作習熟を目的とした訓練

カヌー体験（水源地域ビジョンのメニュー）

総合学習の一環でダムの役割等を学ぶもの

総合学習の一環でダムの役割を学び、仕事を体験する

ダム下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

各支所

漢那ダム

新川ダム

羽地ダム

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

羽地ダム 下流駐車場の整備

～利用しやすい環境を整えました

○ツール・ド・沖縄２０１３ ～熱帯の花となれ、風となれ～
秋 ば 路を ポ 祭典

下流河川駐車場は、羽地大川で川遊びを行う皆

様の駐車場として利用されてきましたが、未舗装

であった為、雨が降ると水はけが悪い状況でした

第２弾として１１月９日（土）に「今年最後の水イベント！？

秋の羽地ダムカヌー体験～」を実施予定です。

詳しくは名護市ホームページをご覧下さい。

イ ベ ン ト 情 報

位置図

秋のやんばる路を駆けぬけるサイクルスポーツの祭典

開催日：１１月９日（土）～１１月１０日（日）

会場：沖縄本島北部各地

○『どんぐり探検隊～どんぐりを拾いに行こう！育ててみよう！』
名護・やんばるの身近な自然の中でどんぐりを拾い、育ててみよう。

開催日時：１１月１６日（土） 午前９時１５分～

集合場所：名護中央公民館

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図ることを目的としています。

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 申込みアドレス：hdtden910@ogb cao go jp 平成２５年１１月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率 ６６ １％（前年度同日の貯水率９６ ４％）

あ 為、雨 降る 水 け 悪 状況

が、利用者の利便性を向上させる目的として、下

流河川駐車場に舗装及び区画線を設置しました。

地元の方にも「舗装して良かった。羽地ダム祭

りの駐車場不足の助けにもなる。」と感想を頂きま

した。

羽地大川で川遊びの際には、ぜひ新しくなった

下流河川駐車場をご利用下さい。

○第４０回おおぎみ展
４０回目の節目となる今年のおおぎみ展では、皆様が大

切に保管してある思い出の写真・品等の中から昭和４９年

当時の物をお借りして、第４０回おおぎみ展特別企画として

『昭和四十九年展』を開催

開催日：１１月１日（金）～３日（日）

会場：大宜味村立大宜味小学校 体育館

BEFORE AFTER

秋が深まり、肌寒い季節になりました。

羽地ダム周辺は「ツール・ド・おきなわ」のコースとなっており、この時期に

なると羽地ダムには自転車で来客される方が多くなります。

ダムの景色を眺めながら、スポーツの秋を満喫してはいかがでしょうか。
現在会員数 １８８名①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。 申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 平成２５年１１月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：６６．１％（前年度同日の貯水率９６．４％）
現在会員数 名
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『第29回やんばるの産業まつり』に参加 !!防災訓練（地震・津波）を行いました !!
10月12日（土）・13日（日）に名護市21世紀の森体育館において『第29回やんばるの産業まつり』（北部振興会

主催）が開催されました。

北部ダム統合管理事務所と北部ダム事務所では、合同でパネル展を企画し、ダムに関するＰＲを行いました。

パネル展では、沖縄総合事務局が管理する８ダムについて、貯水状況、洪水調節、リュウキュウアユ定着に

向けた試みなどを紹介するとともに、建設中の億首ダムの目的や効果などを紹介しました。

まつりは、やんばるの１２市町村から様々な特産品が展示・販売され、また、特設ステージでは、アトラクション

や各地域の特色ある文化芸能等が披露され、両日とも大盛況のうちに幕を閉じました。

10月4日（金）、地震・津波災害時において初動体制の構築を

円滑に行うとともに、現場（各支所）から事務所への的確な情報

伝達を図ることを目的とした防災訓練を実施しました。

訓練では、沖縄本島全域で震度6強の地震が発生するととも

に約5mの津波が襲来すると想定し、「地震発生後のダム臨時

点検要領」等に基づき各種点検によりダム堤体等の安全を確認。

また、ダム下流巡視を行い津波による被災状況を報告する訓練

を実施しました。被災状況の報告にあたっては、衛星小型画像

伝送装置（Ku-SAT）を使用した画像と音声による報告訓練を実

去

『平成２５年度第２回水質検討会』を開催!

災害対策支部（事務所）の様子

まつり会場の様子 まつり屋内会場の様子 ダムパネル展の様子

１０月２９日（火）及び３０日（水）に北部ダム統合管理事務所及び北

部ダム事務所の職員 今年度の水質調査請負業者等が参加して第２

や各地域の特色ある文化芸能等が披露され、両日とも大盛況のうちに幕を閉じました。
を実施しました。被災状況の報告にあたっては、衛星小型画像

伝送装置（Ku-SAT）を使用した画像と音声による報告訓練を実

施しました。

北部ダム統合管理事務所では、今後も各種訓練を定期的に

実施し、防災体制の強化、充実に努めてまいります。

大保ダム貯水池（ぶながや湖）

　　　オイルフェンス設置訓練を実施！

ダム堤体 点検状況Ku‐SATによる報告状況

部ダム事務所の職員、今年度の水質調査請負業者等が参加して第２

回水質検討会を開催しました。

本会は、ダム貯水池水質データ等の情報共有と効果的な水質調査

技術の確立を目的としています。

１日目は、水質の専門家であり、沖縄地方ダム管理フォローアップ委

員会等の委員である盛下勇先生を講師として、北部ダム統合管理事

務所職員を対象に羽地ダム貯水池において、水色・透明度測定の水

質調査現場実習を行いました。

２日目は、盛下先生に北部ダム統合管理事務所管内８ダムの今年

度上半期水質調査結果を報告し、アドバイス等を頂いた後、「水色・透

明度・植物プランクトンの示唆するもの」と題しましてご講義頂きました。

今後も、本会を通じて職員の技術力向上につなげていきたいと考えて

１０月１日（火）に大保ダム貯水池内に近接する道路を走行中のタンクローリー車（オイル等を輸送中）が横

転し積載物のオイルが湖面に流出したとの想定で、オイルフェンス設置訓練を実施しました。

訓練は、貯水池内のオイル拡散を最小限に抑える為、巡視船でオイルフェンスを曳航し、想定したオイル

の流出箇所にフェンスを設置するまでの行程で実施しました。

この訓練は大保ダム管理支所単独（各々のダムで実施）で毎年1回行っているもので 訓練を実施して抽出

８ダムの施設調査について

います。
この訓練は大保ダム管理支所単独（各々のダムで実施）で毎年1回行っているもので、訓練を実施して抽出

できた課題を見分け改善策を検討し実際に起こりうる水質事故に迅速且つ適切に対応できるように習得する

事が目的です。

巡視船でオイルフェンスを曳航オイルフェンスを接続 オイルフェンスを固定

○当事務所が管理する８ダムの各管理施設の調査を１０月１７日の福地ダ

ムから実施中で、１１月下旬までに全ダムを調査する予定です。

○当調査は、日頃、現場にて管理する支所の担当者以外の職員が違った

視点で調査を行い、改善すべき事項があれば速やかに対応し、より適切な

管理に資することを目的としているものです。

○調査は、昨年度の指摘事項の対応状況の確認から始まり、管理庁舎内、

ダム堤体、取水放流設備等及び貯水池内は巡視船にて隈なく行います。

○これまで調査した結果では、「施設も含めて建屋もよく点検すること、説

明看板の更新等」がありました。 福地ダム グラウトトンネル内部
巡視船でオイルフェンスを曳航オイルフェンスを接続 オイルフェンスを固定

○これまで調査した結果では、「施設も含めて建屋もよく点検すること、説

明看板の更新等」がありました。 福地ダム グラウトトンネル内部
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転し積載物のオイルが湖面に流出したとの想定で、オイルフェンス設置訓練を実施しました。

訓練は、貯水池内のオイル拡散を最小限に抑える為、巡視船でオイルフェンスを曳航し、想定したオイル

の流出箇所にフェンスを設置するまでの行程で実施しました。

この訓練は大保ダム管理支所単独（各々のダムで実施）で毎年1回行っているもので 訓練を実施して抽出

８ダムの施設調査について

います。
この訓練は大保ダム管理支所単独（各々のダムで実施）で毎年1回行っているもので、訓練を実施して抽出

できた課題を見分け改善策を検討し実際に起こりうる水質事故に迅速且つ適切に対応できるように習得する

事が目的です。

巡視船でオイルフェンスを曳航オイルフェンスを接続 オイルフェンスを固定

○当事務所が管理する８ダムの各管理施設の調査を１０月１７日の福地ダ

ムから実施中で、１１月下旬までに全ダムを調査する予定です。

○当調査は、日頃、現場にて管理する支所の担当者以外の職員が違った

視点で調査を行い、改善すべき事項があれば速やかに対応し、より適切な

管理に資することを目的としているものです。

○調査は、昨年度の指摘事項の対応状況の確認から始まり、管理庁舎内、

ダム堤体、取水放流設備等及び貯水池内は巡視船にて隈なく行います。

○これまで調査した結果では、「施設も含めて建屋もよく点検すること、説

明看板の更新等」がありました。 福地ダム グラウトトンネル内部
巡視船でオイルフェンスを曳航オイルフェンスを接続 オイルフェンスを固定

○これまで調査した結果では、「施設も含めて建屋もよく点検すること、説

明看板の更新等」がありました。 福地ダム グラウトトンネル内部
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『第５回 羽地ダム環境ネットワーク協議会』を開催！

TEL ０９８０－５８－２７４２ FAX ０９８０－５８－１９０７

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。

８月２５日（日）に羽地ダムあけみお湖において「羽地ダム

去る１０月１６日(火)に、命の水瓶である羽地ダム流域の良好な自然環境を維持するため、

不法投棄防止を目的とした「第５回 羽地ダム環境ネットワーク協議会」を開催しました。

本協議会の内容は以下のとおりです。

①合同パトロール

過去に不法投棄が確認された箇所について、現在の状況を確認するためにパトロールを行いました。

②不法投棄防止啓発活動（小中学校への標語募集状況について）

羽地ダム見学会では、ダムの役割、水の利用等について学習支援をしていますが、平成２４年度から不法

投棄に関する状況を説明するとともに「不法投棄防止」に関する標語を募集しています。

平成２４年度は２０点の標語を頂き 平成２５年度（平成２５年１０月１５日現在）においても２９点の標語を

予定時期 行　事　名　称

１日（金） 福地ダム湖清掃

担当

福地ダム

１１月の行事予定表 当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

内　容

水質の悪化防止や快適な湖面利用を目的とした湖面の清掃

８月２５日（日）に羽地ダムあけみお湖において「羽地ダム

無料カヌー体験～夏の終わりにダムへ行こう～」を実施しま

した。

この羽地ダム無料カヌー体験は羽地ダムの豊かな湖面を

利用しカヌー体験を行い、地域内・地域間交流・地域外交流

を促進し、地域の活性化につなげていくことを目的として、

羽地ダム水源地域ビジョンの一環として実施しました。

当日、約４０名の参加者が強い日差しが照りつける中、羽

地ダムあけみお湖の自然に触れながらカヌーを楽しみまし

た。

参加者からは「上流にいる赤とんぼや蝶などの生物を見

ることが出来て楽しかった。」や「親子ふれあい企画としてカ

ヌー体験の回数を増やして欲しい。」等の感想を頂きました。

羽地ダム無料カヌー体験の様子

羽地ダ 見学会では、ダ の役割、水の利用等 て学習支援をして ますが、平成 年度から不法

投棄に関する状況を説明するとともに「不法投棄防止」に関する標語を募集しています。

平成２４年度は２０点の標語を頂き、平成２５年度（平成２５年１０月１５日現在）においても２９点の標語を

頂いてる状況を説明しました。

③羽地ダム周辺における不法投棄の現状

名護市環境衛生課より、平成２２年度から平成２４年度末までのゴミ撤去状況、周辺パトロール計画及び

名護市における啓蒙活動予定について説明がありました。

？羽地ダム環境ネットワーク協議会とは？

羽地ダム貯水池周辺への不法投棄ゴミが多いことから、その対応を協議する場

として設定されたもので、地元区、自治体を含む多数の機関で構成され、平成２２

年度からゴミ撤去活動、不法投棄防止対策の検討等について取組んでいます。

合同パトロールの様子

１日（金） 福地ダム湖清掃

８日（金） 後期防災通信訓練

９日（土） 羽地ダム無料カヌー体験

１９日（火） 伊江島　西小学校ダム見学案内

26日～29日 名護市中学校職場体験

下旬 漢那ダムオイルフェンス設置訓練

下旬 新川ダムオイルフェンス設置訓練

下旬 羽地ダムオイルフェンス設置訓練

下旬 羽地ダムku-sat設置訓練

下旬 福地・大保ダムKu-sat合同設置訓練

羽地ダム

福地ダム・大保ダム

福地ダム

事務所（電通課）

羽地ダム

羽地ダム

水質の悪化防止や快適な湖面利用を目的とした湖面の清掃

防災通信機器の操作習熟を目的とした訓練

カヌー体験（水源地域ビジョンのメニュー）

総合学習の一環でダムの役割等を学ぶもの

総合学習の一環でダムの役割を学び、仕事を体験する

ダム下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

各支所

漢那ダム

新川ダム

羽地ダム

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

羽地ダム 下流駐車場の整備

～利用しやすい環境を整えました

○ツール・ド・沖縄２０１３ ～熱帯の花となれ、風となれ～
秋 ば 路を ポ 祭典

下流河川駐車場は、羽地大川で川遊びを行う皆

様の駐車場として利用されてきましたが、未舗装

であった為、雨が降ると水はけが悪い状況でした

第２弾として１１月９日（土）に「今年最後の水イベント！？

秋の羽地ダムカヌー体験～」を実施予定です。

詳しくは名護市ホームページをご覧下さい。

イ ベ ン ト 情 報

位置図

秋のやんばる路を駆けぬけるサイクルスポーツの祭典

開催日：１１月９日（土）～１１月１０日（日）

会場：沖縄本島北部各地

○『どんぐり探検隊～どんぐりを拾いに行こう！育ててみよう！』
名護・やんばるの身近な自然の中でどんぐりを拾い、育ててみよう。

開催日時：１１月１６日（土） 午前９時１５分～

集合場所：名護中央公民館

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図ることを目的としています。

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 申込みアドレス：hdtden910@ogb cao go jp 平成２５年１１月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率 ６６ １％（前年度同日の貯水率９６ ４％）

あ 為、雨 降る 水 け 悪 状況

が、利用者の利便性を向上させる目的として、下

流河川駐車場に舗装及び区画線を設置しました。

地元の方にも「舗装して良かった。羽地ダム祭

りの駐車場不足の助けにもなる。」と感想を頂きま

した。

羽地大川で川遊びの際には、ぜひ新しくなった

下流河川駐車場をご利用下さい。

○第４０回おおぎみ展
４０回目の節目となる今年のおおぎみ展では、皆様が大

切に保管してある思い出の写真・品等の中から昭和４９年

当時の物をお借りして、第４０回おおぎみ展特別企画として

『昭和四十九年展』を開催

開催日：１１月１日（金）～３日（日）

会場：大宜味村立大宜味小学校 体育館

BEFORE AFTER

秋が深まり、肌寒い季節になりました。

羽地ダム周辺は「ツール・ド・おきなわ」のコースとなっており、この時期に

なると羽地ダムには自転車で来客される方が多くなります。

ダムの景色を眺めながら、スポーツの秋を満喫してはいかがでしょうか。
現在会員数 １８８名①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。 申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 平成２５年１１月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：６６．１％（前年度同日の貯水率９６．４％）
現在会員数 名
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