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２０１４年、午年！あっという間に年も明け、

もう、すぐそこまで春もやってきています。

安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダムでは、お花見

ができるほどに、きれいなサクラのシーズン到来

です！！生まれたての空気を身体いっぱいに、

取り入れて、身も心もシャキとなること間違いな

し！！是非、春一番のサクラを体感しつつ国頭村

まで足を運ばれて下さい。

お待ちしております♪

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

初2014

平成２６年１月６日現在 国ダム（８ダム）貯水率： ６１．１％（前年度同日の貯水率 ９３．６％）

お待ちしております♪ 初
春

①・福地ダム親水水路でリュウキュウアユの産卵を全国で初めて確認 【１月】
（11月には備瀬係長がＨ２５国土交通省国土技術研究会で優秀賞受賞）

②漢那ダムに侵入した特定外来生物オオクチバスの駆除に乗り出す 【３月】

③福地～安波ダム間の調整水路トンネルの大規模な補修を１３年ぶりに実施 【３月】

④漢那ダムが管理開始２０年 【４月】

⑤第２０回羽地ダム鯉のぼり祭りへの来訪者数が約２万人を突破 【５月】

⑥漢那ダム湖近傍に米軍ヘリ墜落。村内ダムの取水停止に伴い漢那ダムからの暫定取水開始 【８月】

⑦総合点検着手（福地ダム・新川ダム）※３０年程度毎に行う点検 【９月】

⑧福地ダム、大保ダムに続いて安波ダムにも小水力発電設備の導入・着手 【１２月】

⑨福地ダムの貯水率が５０％台（５２％）に低下。また、大保ダムの貯水率が58％と過去最低を記録。 【１２月】

昨年の開花状況

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

年頭 あたり 新年 抱負を述 させて頂きます

写真：安波ダム貯水池を右岸広場より望む

１６（木） 管理課防災 地震対応訓練 地震発生後のダム施設の点検と情報伝達の訓練

１７（金） 羽地支所 第３回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

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

地域イベント情報
・第５２回 名護さくら祭り １／2５(土)～１／2６(日)

・第３７回沖縄一周市郡対抗駅伝競走大会 １／2５(土)～１／2６(日)

・国頭村産業まつり・国頭村ツバキまつり ２／１（土）～２／２（日）

・第１回国頭トレイルランニング大会 ２／８（土）

１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。

⑨ 録

⑩Ｈ２４台風被災の辺野喜ダム災害復旧工事が完了 【１２月】 ※別紙に写真を掲載していますので参照下さい。 年頭にあたり、新年の抱負を述べさせて頂きます。

当事務所は現在、沖縄本島北部の国管理８ダムの管理を担当しており、さらに、４月から

は、金武町に建設中の億首ダムの完成に伴い、９ダムを管理する予定となっています。

一つの事務所でこれだけのダムを所管する所は全国に例がなく、職員一同日々緊張感を

持って業務に取組んでいるところです。

このような中で、水源地域の自立的、持続的発展を目的として各自治体において策定され

た「水源地域ビジョン」の各種施策について地元関係者と連携を図り地域振興に繋がるよう

引き続き施策を展開していくこととしています。

また、去年から５管理支所を自治体支援拠点として、ダム所在自治体１市４村とより連携を

強固にした平常時、災害時など何でも相談できる自治体支援体制の構築を図っており、昨

年は幸いに大きな災害の発生がなかったものの引き続き支援拠点としての役割を担っていくこ

ととしております

下旬 広域水管理課 水文観測業務監査 水文関係業務に係る観測記録の監査

２１（火）～２３（木） 漢那支所 宜野座中学校職場体験学習 総合学習の一環でダムの役割等屋仕事内容を学ぶもの

２１（火） 管理課 国・県意見交換会 ダム管理に関する意見交換会（仮称）

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。

ととしております。

河川環境の保全においては「リュウキュウアユの復活」や「ダム湖の特定外来種の駆除」

等について引き続き取組んでいきたいと考えています。

施設面では、安波ダムにおいて、河川維持用水を利用する水力発電を導入して未利用

エネルギーの有効利用を図っていくこととしています。

当事務所といたしましては、本年もダムの適切な管理とその有効活用に向け、地域の皆様

の協力を得ながら、地域密着型の事務所を目指し、職員一同業務に精進していきたいと考え

ておりますので、関係各位のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いします。

今年も本広報誌によりダム管理に関する諸情報や身近な地域情報など内容をより充実さ

せ配信したいと考えておりますので、変わらぬご愛読の程よろしくお願いします。

皆様各位のご多幸を祈念して本年の抱負といたします。

北部ダ 統合管 事務所長
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 １９２名

北部ダム統合管理事務所長

比嘉 肇
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漢那・羽地・安波ダム定期検査を実施しました！

管理ダムでは、ダム機能を良好に保持するため管理（維持管

理、操作、点検整備）を行っていますが、より適正に管理すること

を目的に３年に1回の頻度で「ダム定期検査」を実施しています。

検査では各規則等に基づく管理状況、放流設備を稼働させて

の整備状況等の確認が行われました。

なお、検査の結果では、現在のダム管理に関して特に問題は

ありませんでしたが 検査官より「点検する目的を理解して適性にありませんでしたが、検査官より「点検する目的を理解して適性に

管理することが重要」である旨のコメントがありました。

去った１２月２５日（水）に、福地ダム下流の親水水路において地元東村の東幼稚園（７名）・有銘幼稚園（４名）の子供

たち１１名によるリュウキュウアユの放流体験を行いました。

当初は１２月１７日（火）に実施予定でしたが悪天候が予想されたため放流体験の中止を決定しました。しかし、中止

の連絡を行ったところ、今回の放流体験を幼稚園児がすごく楽しみにしていたことで、当事務所のみで後日放流作業を

行うにあたり幼稚園に再度参加を呼びかけたところ今回の放流体験が急遽実現したものです。

当日は、小雨がぱらつく中、当事務所職員等の見守る中、福地ダムの概要や環境保全の取り組みについて説明を

行った後、園児たちはリュウキュウアユ５０個体を小分けした小さなバケツを持ち水路へゆっくりと放流を行いました。

園児たちは、自分が放流した個体を小走りに追いかけ、元気に泳ぐ姿を見て環境保全への気持ちを持ってもらったよう

昨年１１月２６日～２９日の期間、中学校における進路学習の一環として名護市立羽地中学校、及び名護

中学校から生徒６人を受け入れ、羽地ダム管理支所をメインに職場体験を実施しました。

体験学習では、事務所長表敬訪問に始まりダムの必要性や役割、その効果について机上学習の他、ダム管

理における各種点検や巡回、Ｋｕ－Ｓａｔ設置訓練、オイルフェンス設置訓練等の実務も行いまいした。

また、羽地ダム以外の施設見学を設け、羽地中学校は福地ダム、名護中学校は大保ダムについて、各ダム

の役割、特徴について学びました。

最後のまとめ時間には、「職場体験で学んだ事を将来活かしたい」、「予想より多くの点検を実施している」

などの感想をいただきました。

１２月１９日（木）に沖縄総合事務局 流域調整課主催の「平成２５年度

水文関係講習会」が開催され、北部ダム統合管理事務所、北部ダム事

務所の職員、水文調査請負者等が参加しました。

河川行政において、水文（すいもん）観測とは「降雨量や河川の水位、

流量の観測」を指しており、治水、利水、河川環境といった河川・ダム管

理を行う上で重要なデータを得る目的の為 実施しています。

園児たちは、自分が放流した個体を小走りに追いかけ、元気に泳ぐ姿を見て環境保全 の気持ちを持ってもらったよう

な感じを受けました。

この日は、クリスマスということもありサンタクロースの帽子をかぶった事務所長よりお菓子のプレゼントというサプライ

ズもありました。

今回の放流体験を通して、地域にあるダムや河川環境について興味をもってもらえたものと、関係者一同喜んでいる

ところです。ご協力いただいた東村教育委員会・幼稚園の先生たちにこの場を借りて感謝申し上げます。

Ｈ24年8月下旬に襲来した台風１５号に伴う降雨の影響により辺野喜ダム下流側の法面崩落が発生し、村道

が通行止めの状況でしたが、その対策工事が完了し、１２月２７日より全面通行止めが解除されました。

その間、周辺住民等の皆様には大変、不便をおかけしました。

理を行う上で重要なデ タを得る目的の為、実施しています。

河川情報システム（PC用）

今回参加した講習会は水文観測全般に係る注意事項や水文観測データ

の整理方法、統一河川情報システム（※１）の活用方法、水文観測の新しい

技術の紹介等、幅広い講習内容でした。

ダム管理者として日々、水文観測データを収集・活用している所ですが、

本講習会に参加して、水文観測の課題を再確認し、「私達が実施している

水文観測に問題は無いか？」とあらためて考える良い機会となりました。ま

た降水量や河川水位を確認する為に「統一河川情報システム」を利用して

いますが、これまで確認を行うのみであったシステムで図表を作成する等、

新たな活用方法を学び、今後の業務に活用して行きたいと思います。
（※１）統一河川情報システムでは、降水量・河川水位、流量などを公開して

います。

以下のアドレスから、お近くのダムの情報をリアルタイムで公表中！

（川の防災情報:提供国土交通省水管理・国土保全局）

PCアドレス http://www.river.go.jp/
携帯電話アドレス http://i.river.go.jp/

平成25年度 水文講習会の様子

法面崩落後の状況 法面対策工事完了

どうぞ、ご家族お隣り近所お誘いの上、新春のドライブコースに辺野喜ダムを加えてみてはいかかでしょうか？
河川情報システム（PC用）携帯電話 p // g jp/
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（川の防災情報:提供国土交通省水管理・国土保全局）

PCアドレス http://www.river.go.jp/
携帯電話アドレス http://i.river.go.jp/

平成25年度 水文講習会の様子

法面崩落後の状況 法面対策工事完了

どうぞ、ご家族お隣り近所お誘いの上、新春のドライブコースに辺野喜ダムを加えてみてはいかかでしょうか？
河川情報システム（PC用）携帯電話 p // g jp/
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２０１４年、午年！あっという間に年も明け、

もう、すぐそこまで春もやってきています。

安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダムでは、お花見

ができるほどに、きれいなサクラのシーズン到来

です！！生まれたての空気を身体いっぱいに、

取り入れて、身も心もシャキとなること間違いな

し！！是非、春一番のサクラを体感しつつ国頭村

まで足を運ばれて下さい。

お待ちしております♪

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

初2014

平成２６年１月６日現在 国ダム（８ダム）貯水率： ６１．１％（前年度同日の貯水率 ９３．６％）

お待ちしております♪ 初
春

①・福地ダム親水水路でリュウキュウアユの産卵を全国で初めて確認 【１月】
（11月には備瀬係長がＨ２５国土交通省国土技術研究会で優秀賞受賞）

②漢那ダムに侵入した特定外来生物オオクチバスの駆除に乗り出す 【３月】

③福地～安波ダム間の調整水路トンネルの大規模な補修を１３年ぶりに実施 【３月】

④漢那ダムが管理開始２０年 【４月】

⑤第２０回羽地ダム鯉のぼり祭りへの来訪者数が約２万人を突破 【５月】

⑥漢那ダム湖近傍に米軍ヘリ墜落。村内ダムの取水停止に伴い漢那ダムからの暫定取水開始 【８月】

⑦総合点検着手（福地ダム・新川ダム）※３０年程度毎に行う点検 【９月】

⑧福地ダム、大保ダムに続いて安波ダムにも小水力発電設備の導入・着手 【１２月】

⑨福地ダムの貯水率が５０％台（５２％）に低下。また、大保ダムの貯水率が58％と過去最低を記録。 【１２月】

昨年の開花状況

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

年頭 あたり 新年 抱負を述 させて頂きます

写真：安波ダム貯水池を右岸広場より望む

１６（木） 管理課防災 地震対応訓練 地震発生後のダム施設の点検と情報伝達の訓練

１７（金） 羽地支所 第３回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

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

地域イベント情報
・第５２回 名護さくら祭り １／2５(土)～１／2６(日)

・第３７回沖縄一周市郡対抗駅伝競走大会 １／2５(土)～１／2６(日)

・国頭村産業まつり・国頭村ツバキまつり ２／１（土）～２／２（日）

・第１回国頭トレイルランニング大会 ２／８（土）

１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。

⑨ 録

⑩Ｈ２４台風被災の辺野喜ダム災害復旧工事が完了 【１２月】 ※別紙に写真を掲載していますので参照下さい。 年頭にあたり、新年の抱負を述べさせて頂きます。

当事務所は現在、沖縄本島北部の国管理８ダムの管理を担当しており、さらに、４月から

は、金武町に建設中の億首ダムの完成に伴い、９ダムを管理する予定となっています。

一つの事務所でこれだけのダムを所管する所は全国に例がなく、職員一同日々緊張感を

持って業務に取組んでいるところです。

このような中で、水源地域の自立的、持続的発展を目的として各自治体において策定され

た「水源地域ビジョン」の各種施策について地元関係者と連携を図り地域振興に繋がるよう

引き続き施策を展開していくこととしています。

また、去年から５管理支所を自治体支援拠点として、ダム所在自治体１市４村とより連携を

強固にした平常時、災害時など何でも相談できる自治体支援体制の構築を図っており、昨

年は幸いに大きな災害の発生がなかったものの引き続き支援拠点としての役割を担っていくこ

ととしております

下旬 広域水管理課 水文観測業務監査 水文関係業務に係る観測記録の監査

２１（火）～２３（木） 漢那支所 宜野座中学校職場体験学習 総合学習の一環でダムの役割等屋仕事内容を学ぶもの

２１（火） 管理課 国・県意見交換会 ダム管理に関する意見交換会（仮称）

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。

ととしております。

河川環境の保全においては「リュウキュウアユの復活」や「ダム湖の特定外来種の駆除」

等について引き続き取組んでいきたいと考えています。

施設面では、安波ダムにおいて、河川維持用水を利用する水力発電を導入して未利用

エネルギーの有効利用を図っていくこととしています。

当事務所といたしましては、本年もダムの適切な管理とその有効活用に向け、地域の皆様

の協力を得ながら、地域密着型の事務所を目指し、職員一同業務に精進していきたいと考え

ておりますので、関係各位のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いします。

今年も本広報誌によりダム管理に関する諸情報や身近な地域情報など内容をより充実さ

せ配信したいと考えておりますので、変わらぬご愛読の程よろしくお願いします。

皆様各位のご多幸を祈念して本年の抱負といたします。

北部ダ 統合管 事務所長
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 １９２名

北部ダム統合管理事務所長

比嘉 肇
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【１月】

○北部ダム統合管理事務所　２０１３　十大ニュース

1

【１月】
・福地ダム親水水路でリュウキュウ
アユの産卵を全国で初めて確認
　（11月には備瀬係長がＨ２５国
土交通省国土技術研究会で優秀
賞受賞）

福地ダム親水水路

2
【３月】
漢那ダムに侵入した特定外来生2 漢那ダムに侵入した特定外来生
物オオクチバスの駆除に乗り出す

人工産卵床設置による駆除状況

3
【３月】
福地～安波ダム間の調整水路トン
ネルの大規模な補修を１３年ぶり
に実施。

補修工事の状況補修工事の状況

4 【４月】
漢那ダムが管理開始２０年

漢那ダムを下流側より望む

【５月】

5
【５月】
第２０回羽地ダム鯉のぼり祭りへ
の来訪者数が約２万人を突破

多くの来場者で賑わう羽地ダム
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○北部ダム統合管理事務所　２０１３　十大ニュース

6
【８月】
漢那ダム湖近傍に米軍ヘリ墜落。
村内ダムの取水停止に伴い漢那
ダムからの暫定取水開始

ヘリ墜落方向で煙を確認 　

7
【９月】
総合点検に着手（福地ダム、新川
ダム）

○堤体等（ダム土木構造物）

・点検履歴、詳細な調査

・専門家からの意見・助言

7 ダム）
　※３０年程度毎に行う点検

総合点検のフロー

健全度評価及び維持管理方針の策定

総合的に維持管理方針をまとめる

8
【１２月】
福地ダム、大保ダムに続いて安波
ダムにも小水力発電設備の導入・
着手

安波ダムに小水力発電設備の導入安波ダムに小水力発電設備の導入

9
【１２月】
福地ダムの貯水率が５０％台（５
２％）に低下。また、大保ダムの貯
水率が58 と過去最低を記録水率が58％と過去最低を記録。

福地ダムの貯水池の状況（H25.12.25)

【１２月】
10

【１２月】
H２４台風被災の辺野喜ダム災害
復旧工事が完了

災害復旧工事が完了
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