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※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。

『沖縄北部ダム湖サミット』が初めて開催されました。
初めての企画である「沖縄北部ダム湖サミット」が内閣府沖縄総合事務局の主催で２月２２日（土）に名護

市内において開催されました。

大保ダム公園施設がさらに充実します
大保ダム右岸管理用道路の高台と庁舎横の学習の川周辺に新たに東家を設置しました。

今回設置した２基の東家は東家までの通路の勾配、２段手摺り、テーブルの高さ等バリアフリー対応型にしていますので体の不自由な

方、車イスの方にも利用しやすく、ゆっくりとくつろげる場となっています。

中でも右岸管理用道路高台の東家からは大保ダム本体、貯水池、脇ダムが一望でき、ダム管理者としてもおすすめのスポットです。

また、脇ダム下流のビオトープには３月の完成を目指して野鳥観察小屋を建設中です。

大保ダムのビオトープには11月頃から３月頃までの間コガモ、オオバンなどの冬鳥が数多く見られるやんばるでも有数のビオトープの一

つとなっています。

子供達の環境学習や野鳥ファンの観察場所として多くの方に活用される事を期待しています。

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

7(金) ダム統管 歴代事務所長座談会

沖縄北部ダム湖サミットとは、金武町の億首ダムが完成した事により、昭和４７年の本土復帰以降沖縄総

合事務局北部ダム事務所で計画している１０ダムが完成したことから、これまでの「水源地域ビジョン」の推

進状況及び課題等の情報交換を行ない、更なる水源地域の活性化を図る目的で開催されたものです。

第一部では元東村農林水産課長山城定雄氏の「足元の地域資源を生かした地域活性化～蛇口の向こう

の水源地域の戦略～」をテーマにした基調講演が行なわれ、第二部としてダム建設事業報告及びダムを活

かした水源地域ビジョンの現在までの活動報告の後、第三部の沖縄ダム湖サミットではダム水源地域ビジョ

ンをテーマに沖縄国際大学学長大城保氏をコーディネーターとして、ダム所在地北部市町村長、中南部市

町村代表、ＮＰＯ等代表、観光関連代表他をパネラーに、活発なディスカッションが行なわれました。

その中で水源地の貴重な自然を守るとともに、供給先の中南部と連携した活性化に取り組むことを確認し、

最後の取りまとめでは、やんばるの自然と水の大切さを念頭にした理念や今後の方向性について共有され、

今後の具体的な行動の第一歩としてサミット宣言を提案しました。北部ダム統合管理事務所創立３０周年を記念して歴代事務所

長による座談会を行う

6（木） 安波支所 安波・普久川・辺野喜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会議

建設中の野鳥観察小屋高台に設置した東家 左の東家からのダムの眺望

平成２６年３月１日現在国ダム（８ダム）貯水率５６．４％（前年同日の貯水率：９３．６％）

国管理８ダムの流域では少雨傾向が続いており、２月の流域平均月間降水量は１９３ｍｍで、過去１０ヶ年平均値１３９ｍｍを上回ったも

のの国管理ダムの貯水率は依然として過去１０ヶ年平均値を下回っている状況が続いています。引き続き節水にご協力をお願いします。

下旬 福地支所 福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会

下旬 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン推進協議会 〃

安波・普久川・辺野喜ダム水源地域ビジョン推進協議会 〃

○３月１日（土）～３月２３日（日）第３２回東村つつじ祭り（東村村民の森つつじ園）

○３月１日（土）～３１日（月）第２７回名護菊人形展（ネオパークオキナナワ）

○３月８日（土）～９日（日）第１５回ふれあいパークゴルフ大会 ８日（安田くいなパークゴルフ場）

９日（国頭鏡地パークゴルフ場）

○３月８日（土）～９日（日）ゆいゆいウォーク（環金武湾ウォーキングフェスタ）

○３月８日（土）～９日（日）第１０回勝山シークヮーサー花香り祭（勝山公民館グラウンド）

○３月８日（土）いぎみ（大宜味）の山と花めぐり（集合場所：ｲｷﾞﾐﾊｷﾝｿﾞｰ広場）

○３月１５日（土）大宜味の「根謝銘ｸﾞｽｸ」を訪ねる（集合場所：大宜味村謝名城公民館）

水と地域の活性化をテーマに開催された今回のサミットで事前に用意した２００席はすぐに満席になり、立

見を含めた２６０名の参加者は興味深く熱心に聞き入っていました。

基調講演の様子 パネルディスカッションの様子

長による座談会を行う

11（火） 広域水管理課 水文観測検討会

26（水） 安波支所

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

平成25年次水文観測データ照査結果を審議する会議

14（金） 安波支所 国頭村役場との意見交換会 ダム管理者と国頭村との情報交換会

★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

２０１名

○３月１５日（土）大宜味の 根謝銘ｸｽｸ」を訪ねる（集合場所 大宜味村謝名城公民館）

○３月１６日（日）第３２回東村つつじマラソン大会（東村村営屋外運動場）
基調講演の様子 パネルディスカッションの様子

サミット後の交流会の様子
宣言文
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「長寿村のお・も・て・な・し」をテーマとして開催された第２３回大宜味村産業まつり（主催：同実行委員会）が１月１８・１９

日の２日間、大宜味小学校グラウンドをメイン会場に開催されました。会場には、村老人会のアッタイグヮー※で採れた赤

土大根やネギ、大宜味中学校からサツマイモ、大宜味村産の日本一早い新蕎麦、イノシシ汁や豚汁などの地元の特産品

が並びました。村外からも、体験の翼事業を通じて交流のある福島県西会津町が特産品のリンゴや米を販売、宮城新昌氏

顕彰碑が再建され、改めてつながりを強めた宮城県石巻市から牡蠣やホタテなどが販売されました。大宜味村自慢の特産

品や美味が並ぶ出店の他、シークヮーサー苗公開入札やライブなど催し物もいっぱいあり、村内外から４，０００人の来場

者で賑わいを見せました。※アッタイグヮー＝ここでは「家庭菜園」を意味しています。

大宜味村からの行事報告
○大宜味村産業まつり

ダムの維持管理については、日常点検及び３年毎に実施する定期点検を行い適切に実施していますが、長期にわ

たるダムの安全性及び機能を保持していく観点から、３０年程度のサイクルで実施する「ダム総合点検」が制度化され

ました。これを受けて今年度は「福地ダム」及び「新川ダム」において当点検を実施しました。

なお、点検は２年間の予定で今年度は、ダムの設計・施工当時に課題となった事項の確認、日常管理の実施状況

および現地状況の調査を行い課題を抽出し、今後実施する点検計画をとりまとめました。点検計画の作成にあたって

は、国総研、土研、学識経験者及び当時の事務所担当者を専門家として招いて現場を直に調査を行い、助言を受け

てとりまとめました。

専門家の意見としては、諸観測が適切に行えるように検討が必要、堤体材料の劣化の原因調査及びその場合の影

響が懸念される等の助言をいただきました。

また、来年度以降は、現地試験等を行い、より適正なダム管理の指針として「維持管理方針」をとりまとめる予定で

す

ダム総合点検（福地ダム・新川ダム）について

○「森に学ぼう」ｉｎ大宜味村
平成２１年度から大保ダムで毎年開催されている「森に学ぼう」ｉｎ大宜

味村が５年目となり、今年度は年２回開催され１２月７日の開催では、中

南部を含めた県内から２３０名余りの参加があり午前中に椿の苗木２４

０本の植樹と過年度に植樹したシークヮーサーの枝木の剪定等を行な

い、午後は大保ダム監査廊の見学や、シークヮーサーMy箸づくりやマイ

バックづくりの体験プログラムの他にエコクイズなどを楽しみました。

これまで５回の開催により椿とシークヮーサー計約１ ０００本が大保ダ

『大保ダム水源地域ビジョン実践協議会』を開催しました
平成25年度の「大保ダム水源地域ビジョン実践協議会」を２月１９日（水）に

大保ダムぶながや館（資料館）で開催しました

また、来年度以降は、現地試験等を行い、より適正なダム管理の指針として「維持管理方針」をとりまとめる予定で

す。

福地ダム総合点検の実施状況 新川ダム総合点検の実施状況

これまで５回の開催により椿とシ クヮ サ 計約１，０００本が大保ダ

ムに植樹されました。

「森に学ぼう」ｉｎ大宜味村は参加する子供達にとって森林について学

ぶ環境学習の数少ないイベントとなっている事から今後も継続していき

たいと思います。 子供達による椿の苗木植え付けの様子

大保ダムぶながや館（資料館）で開催しました。

協議会では事務局によるビジョンの現在までの進捗状況と問題点 、今後の

対応策について報告を行った後、委員からはリュウキュウアユの棲む川づく

りや、大国林道、村内観光拠点への誘導案内標識の設置要望が出される等、

活発な議論が展開されました。

要望事項については、今後担当部署で検討することとしています。

今回の実践協議会の内容については近々開催される推進協議会に諮る事と

しています。

実践協議会は大宜味村副村長を会長、村商工会会長を副会長として、当事

務所副所長、喜如嘉・饒波・塩屋・津波の４校区の区長 外の委員で構成され

ています。

平成２５年度

大保ダム水源地域ビジョン実践協議会の様子

『福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会』を開催しました
２月２５日（火）には平成２５年度の「福地・新川ダム水源地域ビジョン

作業部会」を開催しました。部会では先日開催された「沖縄北部ダム湖

『ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協会』が環境省から

エコツーリズム特別賞を受賞しました。

大保ダムのぶながや館を拠点に自然環境を活かした「大宜味型体験滞在・交流プログラ

ム」のツーリズムを基本に村内で幅広く活動しているＮＰＯ法人「おおぎみまるごとツーリズム

協会」が、去る２月２６日に環境省からこれまでの活動実績が認められエコツーリズム特別賞

の表彰を受けました。

今回の受賞は、

「環境保全と緑豊かな自然を次世代に受け継ぐ持続可能な観光事業の構築と新たな産業と

※水源地域ビジョンとはダム（水）を地域の資源として捉え、水源地域の自立的・持続的な活性化のために、

水源地域ごとの「ダム管理者、自治体、住民等が協働で策定する行動計画」です。

平成２５年度

福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会の様子

大保ダムビオトープにはこの時期、

繁殖地のシベリア、中国大陸などか

ら渡来したコガモ、オオバン、マガモ、

キンクロハジロなどの１０種類程の渡

り鳥がゆっくりと羽を休めています。

この鳥達はまもなく繁殖地に帰って

行きます。
この写真はNPO法人やんばる森のトラスト

市田様より提供されたものです。

コガモ

大保ダムビオトープ

部 」 開催 。部 開催 沖縄 部 湖

サミット」で提案されたサミット宣言を情報提供し、それを念頭に議論しま

した。

その中で「東村花いっぱい活動」やダムから福地川河口までの周遊整

備などに取り組む事が確認されました。

また作業部会をこれまでの年１回から年２回以上開催し、ビジョンを推

進していくことも提案されました。

今回の作業部会の内容については近々開催される推進協議会に諮る

事としています。

作業部会は、東村副村長を総合調整役に、５部会があり村企画観光課

長、地元関係者が部会長となって当事務所副所長を含めそれぞれの部

会員で構成されています。

雇用の創出をめざし、行政と地域が協働連携している。」ことが評価されたものです。

大宜味村の観光事業の該として今後ますますの活躍が期待されます。
ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリ

ズム協会の大保ダムでの活動状況
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大宜味村からの行事報告
○大宜味村産業まつり
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は、国総研、土研、学識経験者及び当時の事務所担当者を専門家として招いて現場を直に調査を行い、助言を受け

てとりまとめました。
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○「森に学ぼう」ｉｎ大宜味村
平成２１年度から大保ダムで毎年開催されている「森に学ぼう」ｉｎ大宜

味村が５年目となり、今年度は年２回開催され１２月７日の開催では、中

南部を含めた県内から２３０名余りの参加があり午前中に椿の苗木２４

０本の植樹と過年度に植樹したシークヮーサーの枝木の剪定等を行な

い、午後は大保ダム監査廊の見学や、シークヮーサーMy箸づくりやマイ

バックづくりの体験プログラムの他にエコクイズなどを楽しみました。

これまで５回の開催により椿とシークヮーサー計約１ ０００本が大保ダ

『大保ダム水源地域ビジョン実践協議会』を開催しました
平成25年度の「大保ダム水源地域ビジョン実践協議会」を２月１９日（水）に

大保ダムぶながや館（資料館）で開催しました

また、来年度以降は、現地試験等を行い、より適正なダム管理の指針として「維持管理方針」をとりまとめる予定で

す。

福地ダム総合点検の実施状況 新川ダム総合点検の実施状況

これまで５回の開催により椿とシ クヮ サ 計約１，０００本が大保ダ

ムに植樹されました。

「森に学ぼう」ｉｎ大宜味村は参加する子供達にとって森林について学

ぶ環境学習の数少ないイベントとなっている事から今後も継続していき

たいと思います。 子供達による椿の苗木植え付けの様子

大保ダムぶながや館（資料館）で開催しました。

協議会では事務局によるビジョンの現在までの進捗状況と問題点 、今後の

対応策について報告を行った後、委員からはリュウキュウアユの棲む川づく

りや、大国林道、村内観光拠点への誘導案内標識の設置要望が出される等、

活発な議論が展開されました。

要望事項については、今後担当部署で検討することとしています。

今回の実践協議会の内容については近々開催される推進協議会に諮る事と

しています。

実践協議会は大宜味村副村長を会長、村商工会会長を副会長として、当事

務所副所長、喜如嘉・饒波・塩屋・津波の４校区の区長 外の委員で構成され

ています。

平成２５年度

大保ダム水源地域ビジョン実践協議会の様子

『福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会』を開催しました
２月２５日（火）には平成２５年度の「福地・新川ダム水源地域ビジョン

作業部会」を開催しました。部会では先日開催された「沖縄北部ダム湖

『ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協会』が環境省から

エコツーリズム特別賞を受賞しました。

大保ダムのぶながや館を拠点に自然環境を活かした「大宜味型体験滞在・交流プログラ

ム」のツーリズムを基本に村内で幅広く活動しているＮＰＯ法人「おおぎみまるごとツーリズム

協会」が、去る２月２６日に環境省からこれまでの活動実績が認められエコツーリズム特別賞

の表彰を受けました。

今回の受賞は、

「環境保全と緑豊かな自然を次世代に受け継ぐ持続可能な観光事業の構築と新たな産業と

※水源地域ビジョンとはダム（水）を地域の資源として捉え、水源地域の自立的・持続的な活性化のために、

水源地域ごとの「ダム管理者、自治体、住民等が協働で策定する行動計画」です。

平成２５年度

福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会の様子

大保ダムビオトープにはこの時期、

繁殖地のシベリア、中国大陸などか

ら渡来したコガモ、オオバン、マガモ、

キンクロハジロなどの１０種類程の渡

り鳥がゆっくりと羽を休めています。

この鳥達はまもなく繁殖地に帰って

行きます。
この写真はNPO法人やんばる森のトラスト

市田様より提供されたものです。

コガモ

大保ダムビオトープ

部 」 開催 。部 開催 沖縄 部 湖

サミット」で提案されたサミット宣言を情報提供し、それを念頭に議論しま

した。

その中で「東村花いっぱい活動」やダムから福地川河口までの周遊整

備などに取り組む事が確認されました。

また作業部会をこれまでの年１回から年２回以上開催し、ビジョンを推

進していくことも提案されました。

今回の作業部会の内容については近々開催される推進協議会に諮る

事としています。

作業部会は、東村副村長を総合調整役に、５部会があり村企画観光課

長、地元関係者が部会長となって当事務所副所長を含めそれぞれの部

会員で構成されています。

雇用の創出をめざし、行政と地域が協働連携している。」ことが評価されたものです。

大宜味村の観光事業の該として今後ますますの活躍が期待されます。
ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリ

ズム協会の大保ダムでの活動状況
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※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。

『沖縄北部ダム湖サミット』が初めて開催されました。
初めての企画である「沖縄北部ダム湖サミット」が内閣府沖縄総合事務局の主催で２月２２日（土）に名護

市内において開催されました。

大保ダム公園施設がさらに充実します
大保ダム右岸管理用道路の高台と庁舎横の学習の川周辺に新たに東家を設置しました。

今回設置した２基の東家は東家までの通路の勾配、２段手摺り、テーブルの高さ等バリアフリー対応型にしていますので体の不自由な

方、車イスの方にも利用しやすく、ゆっくりとくつろげる場となっています。

中でも右岸管理用道路高台の東家からは大保ダム本体、貯水池、脇ダムが一望でき、ダム管理者としてもおすすめのスポットです。

また、脇ダム下流のビオトープには３月の完成を目指して野鳥観察小屋を建設中です。

大保ダムのビオトープには11月頃から３月頃までの間コガモ、オオバンなどの冬鳥が数多く見られるやんばるでも有数のビオトープの一

つとなっています。

子供達の環境学習や野鳥ファンの観察場所として多くの方に活用される事を期待しています。

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

7(金) ダム統管 歴代事務所長座談会

沖縄北部ダム湖サミットとは、金武町の億首ダムが完成した事により、昭和４７年の本土復帰以降沖縄総

合事務局北部ダム事務所で計画している１０ダムが完成したことから、これまでの「水源地域ビジョン」の推

進状況及び課題等の情報交換を行ない、更なる水源地域の活性化を図る目的で開催されたものです。

第一部では元東村農林水産課長山城定雄氏の「足元の地域資源を生かした地域活性化～蛇口の向こう

の水源地域の戦略～」をテーマにした基調講演が行なわれ、第二部としてダム建設事業報告及びダムを活

かした水源地域ビジョンの現在までの活動報告の後、第三部の沖縄ダム湖サミットではダム水源地域ビジョ

ンをテーマに沖縄国際大学学長大城保氏をコーディネーターとして、ダム所在地北部市町村長、中南部市

町村代表、ＮＰＯ等代表、観光関連代表他をパネラーに、活発なディスカッションが行なわれました。

その中で水源地の貴重な自然を守るとともに、供給先の中南部と連携した活性化に取り組むことを確認し、

最後の取りまとめでは、やんばるの自然と水の大切さを念頭にした理念や今後の方向性について共有され、

今後の具体的な行動の第一歩としてサミット宣言を提案しました。北部ダム統合管理事務所創立３０周年を記念して歴代事務所

長による座談会を行う

6（木） 安波支所 安波・普久川・辺野喜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会議

建設中の野鳥観察小屋高台に設置した東家 左の東家からのダムの眺望

平成２６年３月１日現在国ダム（８ダム）貯水率５６．４％（前年同日の貯水率：９３．６％）

国管理８ダムの流域では少雨傾向が続いており、２月の流域平均月間降水量は１９３ｍｍで、過去１０ヶ年平均値１３９ｍｍを上回ったも

のの国管理ダムの貯水率は依然として過去１０ヶ年平均値を下回っている状況が続いています。引き続き節水にご協力をお願いします。

下旬 福地支所 福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会

下旬 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン推進協議会 〃

安波・普久川・辺野喜ダム水源地域ビジョン推進協議会 〃

○３月１日（土）～３月２３日（日）第３２回東村つつじ祭り（東村村民の森つつじ園）

○３月１日（土）～３１日（月）第２７回名護菊人形展（ネオパークオキナナワ）

○３月８日（土）～９日（日）第１５回ふれあいパークゴルフ大会 ８日（安田くいなパークゴルフ場）

９日（国頭鏡地パークゴルフ場）

○３月８日（土）～９日（日）ゆいゆいウォーク（環金武湾ウォーキングフェスタ）

○３月８日（土）～９日（日）第１０回勝山シークヮーサー花香り祭（勝山公民館グラウンド）

○３月８日（土）いぎみ（大宜味）の山と花めぐり（集合場所：ｲｷﾞﾐﾊｷﾝｿﾞｰ広場）

○３月１５日（土）大宜味の「根謝銘ｸﾞｽｸ」を訪ねる（集合場所：大宜味村謝名城公民館）

水と地域の活性化をテーマに開催された今回のサミットで事前に用意した２００席はすぐに満席になり、立

見を含めた２６０名の参加者は興味深く熱心に聞き入っていました。

基調講演の様子 パネルディスカッションの様子

長による座談会を行う

11（火） 広域水管理課 水文観測検討会

26（水） 安波支所

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

平成25年次水文観測データ照査結果を審議する会議

14（金） 安波支所 国頭村役場との意見交換会 ダム管理者と国頭村との情報交換会

★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

２０１名

○３月１５日（土）大宜味の 根謝銘ｸｽｸ」を訪ねる（集合場所 大宜味村謝名城公民館）

○３月１６日（日）第３２回東村つつじマラソン大会（東村村営屋外運動場）
基調講演の様子 パネルディスカッションの様子

サミット後の交流会の様子
宣言文
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