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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。

いざ！！災害にそなえて！（地震訓練、防災連絡協議会）
4月23日（水）に職員、期間業務職員、支援業務

者等を対象に震度5強を想定した地震対応訓練

を行いました。地震発生後の安否確認、各ダム

の一次点検、被災報告など対応の確認を行い、

その後の反省会にて、支部への報告遅れなど問

題点を洗い出しました。今後の課題として解決に

取り組んでいきます。

その翌日24日（木）には防災連絡協議会を開

地震対応訓練の状況（ダムの一次点検）

新所長の抱負
本年３月、国直轄の多目的ダムの建設を担ってきた北部ダム

事務所が４２年間の歴史に幕を閉じ ４月からは新たに供用開その翌日24日（木）には防災連絡協議会を開

催し、国管理ダムのある市町村や沖縄県、企業

局、警察署、消防署へダムの洪水調節効果や情

報体制の確認等について説明を行いました。
防災連絡協議会の開催状況 北部ダム統合管理事務所長

与那覇 忍

金武町に新しい名所ができました。お近くに

お越しの際には是非金武ﾀﾞﾑへ立ち寄って

みてください！

●金武ダム周辺の見所

金武ダム公園、金武ダム資料館、

北部ダム統合管理事務所 金武ダム管理支所
【住 所】 〒 904‐1201 金武町字金武9959番地
【電話番号】 0980‐52‐3872（代表）【fax】 0980‐52‐0533

億首橋

金武ダム管理支所
（金武ダムホール）

金武ダム湖

至恩納村
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事務所が４２年間の歴史に幕を閉じ、４月からは新たに供用開

始となった金武ダムを含む９ダムの管理を一手に担うとともに

今後の水資源開発に関する業務を北部ダム統合管理事務所

（通称「ダム統管」。）で行うことになりました。引き続き関係する

皆様のご協力・ご支援をお願いいたします。

私たちダム統管に与えられた任務は大きく二つあると考えています。一つは、安全な水を将来に渡

り安定的に供給すること、二つ目は、水源地域の活性化の一助となることです。

前者について、一つは、危機を回避するためのリスクマネジメント、つまり日々の地道な施設の点検

や巡視活動、渇水発生を視野に入れた無駄の無い合理的な水運用などを的確に実施することです。

そのためには、建設時あるいは管理開始からここまでに至った各ダムの課題への対応経緯を知るこ

とが重要であり、技術や地域との関わりを継承していくことが大切と考えます。二つ目は、危機が発生

した時の社会的影響を最小限に抑えるための危機管理を適切に行うことであり 職員が繰り返しの

○第２１回なごらん祭り

・開催日：４月２７日（日）～５月６日（火・振休）

・会場：ネオパークオキナワ・メインハウス１F展示場

○第２回わんさか子ども祭

・開催日：５月３日（土）～５日（月・祝）・会場：わんさか大浦パーク

○奥ヤンバル鯉のぼり祭り

・開催日：５月３日（土）～５日（月・祝）・会場：奥ヤンバルの里公園内

イベント情報

億首川せせらぎ広場、

幸地原湿地（湿地植物や野鳥の観察）、
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した時の社会的影響を最小限に抑えるための危機管理を適切に行うことであり、職員が繰り返しの

訓練により危機への対応能力を身につける必要があると思っています。この２点について目標を持っ

て計画的に取り組んで行きたいと考えています。

また、後者については、最も大切なことは地域の声を聴くこと、その上でダム統管としてできることを

考え実行することです。次に、ダム所在市町村ごとに策定している水源地域ビジョンを具体的に前進

させることです。ダム湖及びダム周辺の持つ貴重な自然環境や諸先輩方が作り上げてきた施設や空

間を観光資源として活用できるよう地域の方々と共に知恵を出していきたいと考えます。併せて、中

南部の方々や観光業界との連携が進むよう橋渡しを行っていきたいと考えています。このような取組

を進めることで、森と水の大切さを県民全体で共有し水の安全・安心、水源地域の活性化に寄与して

いきたいと思っています。

５月の行事予定表

行　事　名　称

羽地ダム鯉のぼり祭り

森と湖に親しむ旬間（委員会）

洪水対応演習

各ダム祭りの開催予定等

統合管理事務所

予定時期

３日(土)４日(日)

１９日(月)

１４日（水）

内　容

鯉のぼり掲揚、各種祭りイベント開催

洪水災害を想定した訓練

担当

羽地ダム

管理課

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

○金武町たんぼフェスタ

・開催日：５月３日（土）・会場：ネイチャーみらい館

○東村有銘「アブシバレー」

日時：５月２４日（土） ・アブシバレーとは、沖縄の伝統行事で虫払いの儀式です。東村でも稲作が盛んな時期があり

豊作を願う行事でした。現在は儀式を行うことはほとんど無いのですが、名残でこの日には各字班ごとに区民が集まり

豊作と区の繁栄を願い酒を酌み交わしています。 平成２６年４月３０日現在 国ダム（９ダム）貯水率：６２．４％（過去１０年間の平均貯水率７２．９％）

ホタルくん

○湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）
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今年も５月３日（土）～５月４日（日）に「森と湖に親しむ旬間」の一環として羽地ダム鯉のぼり祭り実行委

員会主催の「第２１回 羽地ダム鯉のぼり祭り」が名護市の羽地ダムで行われます。

「羽地ダム鯉のぼり祭り」は県内におけるダム祭りで最も早く開催され、鯉のぼりが大空を舞う名護市の３

大祭りの１つとなっています。

昨年も2日間で約２１，５００人の皆様に来場して頂き、多くの皆様に「羽地ダム鯉のぼり祭り」を楽しん

○「第21回 羽地ダム鯉のぼり祭り」が開催されます。（５月3日～5月4日）

羽地ダムで安全利用点検を実施しました！
去る４月１７日、羽地ダムでは施設の安全利用点検を実

施しました。一般利用者の視点から、安全性の確保を目的

に毎年実施しています。

今回の指摘では、取水塔連絡橋前のフェンスの腐食、下

流広場への階段手摺り、よしずの修正などが挙げられまし

た。

指摘箇所については速やかに対応していく予定ですでいただいています。

主な催し物

○鯉のぼりの掲揚（４月２９日～５月６日）

○手作り鯉のぼり総選挙

（投票日：３日、結果発表：４日）

○羽地ジンブンウォーキング（４日）

○ステージイベント

○カヌー体験

○うなぎのつかみ取り大会（３日）

○羽地大川生き物探検

○羽地おじーの手作りおもちゃ教室

○大迷路・ソリ大会

指摘箇所については速やかに対応していく予定です。

ご協力いただいた名護市役所、羽地小学校、各区長の

皆様ありがとうございました。

安全利用点検の状況

名護市観光協会がドラマ「北の国から」の倉本聰氏が塾長で

ある「富良野自然塾」の小川氏を講師に招き４月２３日（日）に

環境教育のイベントを行いました。参加者約６０名はダム湖畔

右岸の広場を歩きながら「空気・水・土」をキーワードに自然の

大切さを体験し、最後にダム下流の広場で桜の苗の植樹をし

て学習を終えました。

体験型環境教育を羽地ダムで開催！

鯉のぼり掲揚

○羽地地域の特産品ブース ほか

※イベント内容は変更の可能性があります。

羽地ダム地域防災センター（資料館）では、

豊かな自然と文化・歴史を有する羽地の風土資産や羽地ダムで開発された技術を紹介しています。

羽地ダムへお越し頂いた際には、当センターも覗いてみてください。

○「羽地ダム技術」のコーナーでは羽地ダムで

開発された新技術を模型などで紹介しています

当センターの開館時間は

毎日 午前９：００～午後５：００

となっています。

開発された新技術を模型などで紹介しています。

平成２６年度 羽地ダム管理支所 スタッフ紹介

（写真：右から宮城電通係長、安室管理係長

奥原さん、町田支所長）

羽地ダム管理支所では、羽地ダムの水と施設を

日々維持管理しています。

「安全・安心で地域に親しまれるダム」を

テーマとして、町田支所長を筆頭に安室係長、

宮城係長、奥原さんの職員４名で頑張って参ります！

宜しくお願いします。

皆様には施設利用のルールを守って頂くよう

ご理解とご協力を宜しくお願いします。 （写真：右から宮城電通係長、安室管理係長

奥原さん、町田支所長）
ご理解とご協力を宜しくお願いします。
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した時の社会的影響を最小限に抑えるための危機管理を適切に行うことであり 職員が繰り返しの

○第２１回なごらん祭り

・開催日：４月２７日（日）～５月６日（火・振休）

・会場：ネオパークオキナワ・メインハウス１F展示場

○第２回わんさか子ども祭

・開催日：５月３日（土）～５日（月・祝）・会場：わんさか大浦パーク

○奥ヤンバル鯉のぼり祭り

・開催日：５月３日（土）～５日（月・祝）・会場：奥ヤンバルの里公園内

イベント情報

億首川せせらぎ広場、

幸地原湿地（湿地植物や野鳥の観察）、

宿道や旧億首橋などの歴史的建造物 等々 億首川

ぎんば
る食堂 至宜野座村至うるま市

国道３２９号線

町道２２３号（旧国道）

金武町火
葬場

仲間
商店

した時の社会的影響を最小限に抑えるための危機管理を適切に行うことであり、職員が繰り返しの

訓練により危機への対応能力を身につける必要があると思っています。この２点について目標を持っ

て計画的に取り組んで行きたいと考えています。

また、後者については、最も大切なことは地域の声を聴くこと、その上でダム統管としてできることを

考え実行することです。次に、ダム所在市町村ごとに策定している水源地域ビジョンを具体的に前進

させることです。ダム湖及びダム周辺の持つ貴重な自然環境や諸先輩方が作り上げてきた施設や空

間を観光資源として活用できるよう地域の方々と共に知恵を出していきたいと考えます。併せて、中

南部の方々や観光業界との連携が進むよう橋渡しを行っていきたいと考えています。このような取組

を進めることで、森と水の大切さを県民全体で共有し水の安全・安心、水源地域の活性化に寄与して

いきたいと思っています。

５月の行事予定表

行　事　名　称

羽地ダム鯉のぼり祭り

森と湖に親しむ旬間（委員会）

洪水対応演習

各ダム祭りの開催予定等

統合管理事務所

予定時期

３日(土)４日(日)

１９日(月)

１４日（水）

内　容

鯉のぼり掲揚、各種祭りイベント開催

洪水災害を想定した訓練

担当

羽地ダム

管理課

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

○金武町たんぼフェスタ

・開催日：５月３日（土）・会場：ネイチャーみらい館

○東村有銘「アブシバレー」

日時：５月２４日（土） ・アブシバレーとは、沖縄の伝統行事で虫払いの儀式です。東村でも稲作が盛んな時期があり

豊作を願う行事でした。現在は儀式を行うことはほとんど無いのですが、名残でこの日には各字班ごとに区民が集まり

豊作と区の繁栄を願い酒を酌み交わしています。 平成２６年４月３０日現在 国ダム（９ダム）貯水率：６２．４％（過去１０年間の平均貯水率７２．９％）

ホタルくん

○湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）
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