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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。

ダムの歳時記
今年は例年より早く梅雨入りし、ジメジメした日

が続いています。

漢那ダムでは、ダムと同じ名前の「ハナカンナ」

が雨に濡れ色鮮やかに咲いています。

湖畔公園の中央部や本ダム右岸側に咲いてま

すので、是非、見に来てください。

沖縄総合事務局開発建設部では 「社会資本整備事業の見える化」として 社会資本整備の進

平成２６年６月１日現在

国ダム（９ダム）貯水率：８３．３％（前年度同日の貯水率 ９９．７％）

【イベント情報】
○6月 1日（日）・・・・・宜野座村 漢那区 第106回産業共進会 （漢那区公民館）

○6月 7日（土）・・・・・金武町 海神祭ハ－リ－ （浜田漁港）

○6月15日（日）・・・・・国頭村 安田 第16回男女なかよしペアパ－クゴルフ大会 （クイナパークゴルフ場）

○7月 5日(土）・・・・・大宜味村 大保ダムまつり（湖面カヌ－ツア－、陶芸教室、木工教室等）

○7月20日(日）・・・・・宜野座村 漢那ダムまつり（カヌー体験、親子木工教室、森林クイズ等）

【今月（６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。

沖縄総合事務局開発建設部では、「社会資本整備事業の見える化」として、社会資本整備の進

捗状況を分かりやすく示す、見通しを示す、情報を共有することができるように、事業計画や見通し

等を記載した工程表を公表しました。ダム管理に関する計画・工程の概要は下記のとおりです。

詳細についてはホームページをご覧ください。

（http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/11229/index.html)

○直轄９ダムの管理

○ダムの耐震性能確認

現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動を設定し、ダム本体及び関連

構造物等において所要の耐震性能が確保されているかを確認する。平成27年度までに全ダ

ム完了予定。

○ダムの長寿命化計画

ダム施設の維持管理や設備の更新等をより効果的・効率的に推進するために 中・長期的な

☆湖水友の会メ ル会員募集中！（特典満載）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。 ダム施設の維持管理や設備の更新等をより効果的 効率的に推進するために、中 長期的な

維持管理方針を策定する。平成27年度までに全ダムで策定予定。

○ダム施設・流域の利活用

平成２６年２月に開催された「北部ダム湖サミット」での宣言を受け、今後も北部地域と連携し、

ダムツ－リズム等を通して水源地域の活性化を図る支援を行う。

大雨に備えて！～洪水対応演習を実施～

北部ダム統合管理事務所では、梅雨・台風などの大雨時の洪水被害の防御を目的に洪水対応演

習を行いました。

演習は全国で行われ、当事務所では５月１９日（月）に９つの管理ダムを対象に関係機関の協力を

得て情報伝達 サイレン吹鳴の訓練を行いました

日（曜日）

３（火）

内　　　容

ビジョンの進捗状況、今後の展開を確認する会議

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

行　事　名　称

６（金）

羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会

宜野座村行政懇談会

担　当

羽地支所

事務所

漢那支所 漢那ダムまつり担当者会議上旬 まつりの運営等を確認する会議

ダム湖面の利用ルール等を検討する会議中旬 大保支所 大保ダム湖面利用協議会

２７（金） 福地支所 福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会 ビジョンの進捗状況、今後の展開を確認する会議

☆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

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

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。

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 ２０９名

習を行 。

演習は全国で行われ、当事務所では５月１９日（月）に９つの管理ダムを対象に関係機関の協力を

得て情報伝達、サイレン吹鳴の訓練を行いました。

訓練は、与えられた雨量を元にダムへの流入量を求めることができるか、また関係機関への連絡

や放流警報による一般住民への周知、河川巡視を適切に行う事ができるか等の観点から行いました。

今後とも、訓練の成果を発揮し洪水時の防災体制に万全を期してまいります。

河川情報表示板による災害情報放流警報設備の操作状況 河川巡視の状況現在会員数 ２０９名
河川情報表示板による災害情報放流警報設備の操作状況 河川巡視の状況
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国民の皆様に心と体をリフレッシュしながら森林やダム等の重要性について理解していただくこと

を目的とした「森と湖に親しむ旬間」の関連行事として「第２１回羽地ダム鯉のぼり祭り」が５月３日、

４日に行われ、約２万５千人の来場者で賑わいました。

特設ステージでは地元の羽地地域が主体となったイベントが開催され会場を大いに盛り上げまし

た。また、毎年大人気のカヌー体験や、２年ぶりに復活したうなぎのつかみどり大会も行われました。

特にうなぎのつかみどりは大人も子どもも大はしゃぎで、多くの人たちがダム下流河川にあふれか

えりました。さらに地域の歴史、文化などを学びながら１０kmのコースを歩く「羽地ジンブンウォー

ク」や羽地おじーの手作りおもちゃ教室、羽地地域の特産品の出店ブースなど地域の魅力や特色に

①流しそうめんの⽵でできた樋（河

川）に、バケツの⽔（⾬）を⼀気に

流し⼊れる（洪⽔）と、樋から⽔と

そうめんが溢れ出し（氾濫）、近く

の⼈は⽔浸し（被害）になり そう

②流しそうめんの樋（河川）の前に、

⽳の空いたバケツ（ダム）を置き、①

と同じようにバケツの⽔（⾬）を⼀気

に⼊れる（洪⽔）と、バケツ（ダム）

に⽔が貯まり、⽳から徐々に⽔が流れ

ダムによる”洪⽔調節 ”とは、⼤⾬でダムに流れてくる⽔を⼀時的にダムに貯め込むことにより、ダムより下流に流す

⽔の量を少なくすることを⾔います。ダムによる”洪⽔調節 ”が⾏われなければ、⼤量の⽔がそのまま下流に流れ、川

から⽔が溢れ出し、道路や家、畑などが浸⽔する被害が発⽣する場合があります。

③この⽳の空い

たバケツがダム

で、これと同じ

原理で洪⽔調節

を⾏っています。

【”洪⽔調節 ”の分かりやすい解説】

⾖知識：ダムの”洪⽔調節 ”とは ？？

ク」や羽地おじ の手作りおもちゃ教室、羽地地域の特産品の出店ブ など地域の魅力や特色に

ふれてもらう機会もありました。

「手作り鯉のぼりコンテスト」では２８団体の応募があり、名護市長をはじめとする主催者や来場者

による投票の結果、あい保育園の作品がグランプリに輝きました。

祭りは、名護市役所職員をはじめ地元区長さんなど地域の多くの方々のご協力により両日とも大

盛況でした。次回もがんばって盛り上げましょう！

鯉のぼり掲揚（ダム提頂） うなぎのつかみ取り⼤会 ⼿作り鯉のぼりコンテスト

災害対策本部

４月２４日（木）に、漢那ダムの管理開始以来続いている恒例の「こいのぼり掲揚式」を

行いました。

当日は小雨の降るあいにくの天気の中、宜野座村内の２幼稚園（漢那幼稚園、松田幼稚

園）から３ 名 園児たちが集まり ぼりを掲げま た

の⼈は⽔浸し（被害）になり、そう

めんを⾷べることが出来ません。 出て（洪⽔調節）、樋（河川）から⽔

が溢れ出ることなくおいしいそうめん

を⾷べることが出来ます。

５月９日（金）に、漢那ダム湖畔公園を

災害対策本部とした「関係機関合同地震・

津波災害想定訓練」が実施されました。

この訓練は、宜野座村や石川警察署、

陸上自衛隊、金武地区消防本部、キャン

プハンセン基地、漢那区等の１２機関合同

で約２５０人が参加した大規模なもので、

「関係機関合同地震・津波災害想定訓練」実施報告

園）から３２名の園児たちが集まり、こいのぼりを掲げました。

今回特別に、２幼稚園と宜野座幼稚園が製作した”手作りこいのぼり”を掲揚し、元気よく

泳いでいるすがたに園児たちは大喜びでした。

「施設の安全利用点検」の実施・応急措置報告
⾃衛隊ヘリによる輸送訓練 避難訓練

⼿作りこいのぼり

で約２５０人が参加した大規模なもので、

警察署のパトカ－、自衛隊及び県警のヘ

リコプター、消防署の救急車や消防車、自

衛隊の炊飯機器、民間のタクシ－等様々

な機械を使用して、住民の避難や救護対

応、物資の搬送訓練等を行いました。

漢那ダムでこのような訓練を行うのは

初めてのことで、大規模災害時における

関係機関の連携作業やダムの役割及び

課題点等を把握することが出来、非常に

参考になりました。

最後に、訓練に参加した皆さんお疲れ様

でした！！

４月１6日（水）に、施設の安全利用点検を行いました。これ

は、一般の公園利用者の視点から施設の安全について確認を

行うもので、例年行っており、宜野座村役場職員の方や近隣区

長さんに協力をしていただき点検を実施しました。

点検の結果、ダム管理者として普段意識することのなかった

ことを指摘されるなど、貴重な意見を多くいただきました。

指摘事項については、応急措置をおこない、早急に改善を図り

ます。

また、昨年度の点検で指摘のあった危険箇所については既

に対策を実施済みです。主なものとして、老朽化した左岸展望

台の撤去、マングロ－ブ林への侵入対策として注意喚起看板

の設置を行いました

応急措置

（簡易看板設置）

トックリキワタの棘除去

負傷者搬送訓練 負傷者対応訓練

閉会式⾃衛隊の炊き出し
でした！！の設置を行いました。
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台の撤去、マングロ－ブ林への侵入対策として注意喚起看板

の設置を行いました

応急措置

（簡易看板設置）

トックリキワタの棘除去

負傷者搬送訓練 負傷者対応訓練

閉会式⾃衛隊の炊き出し
でした！！の設置を行いました。
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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。

ダムの歳時記
今年は例年より早く梅雨入りし、ジメジメした日

が続いています。

漢那ダムでは、ダムと同じ名前の「ハナカンナ」

が雨に濡れ色鮮やかに咲いています。

湖畔公園の中央部や本ダム右岸側に咲いてま

すので、是非、見に来てください。

沖縄総合事務局開発建設部では 「社会資本整備事業の見える化」として 社会資本整備の進

平成２６年６月１日現在

国ダム（９ダム）貯水率：８３．３％（前年度同日の貯水率 ９９．７％）

【イベント情報】
○6月 1日（日）・・・・・宜野座村 漢那区 第106回産業共進会 （漢那区公民館）

○6月 7日（土）・・・・・金武町 海神祭ハ－リ－ （浜田漁港）

○6月15日（日）・・・・・国頭村 安田 第16回男女なかよしペアパ－クゴルフ大会 （クイナパークゴルフ場）

○7月 5日(土）・・・・・大宜味村 大保ダムまつり（湖面カヌ－ツア－、陶芸教室、木工教室等）

○7月20日(日）・・・・・宜野座村 漢那ダムまつり（カヌー体験、親子木工教室、森林クイズ等）

【今月（６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。

沖縄総合事務局開発建設部では、「社会資本整備事業の見える化」として、社会資本整備の進

捗状況を分かりやすく示す、見通しを示す、情報を共有することができるように、事業計画や見通し

等を記載した工程表を公表しました。ダム管理に関する計画・工程の概要は下記のとおりです。

詳細についてはホームページをご覧ください。

（http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/11229/index.html)

○直轄９ダムの管理

○ダムの耐震性能確認

現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動を設定し、ダム本体及び関連

構造物等において所要の耐震性能が確保されているかを確認する。平成27年度までに全ダ

ム完了予定。

○ダムの長寿命化計画

ダム施設の維持管理や設備の更新等をより効果的・効率的に推進するために 中・長期的な

☆湖水友の会メ ル会員募集中！（特典満載）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。 ダム施設の維持管理や設備の更新等をより効果的 効率的に推進するために、中 長期的な

維持管理方針を策定する。平成27年度までに全ダムで策定予定。

○ダム施設・流域の利活用

平成２６年２月に開催された「北部ダム湖サミット」での宣言を受け、今後も北部地域と連携し、

ダムツ－リズム等を通して水源地域の活性化を図る支援を行う。

大雨に備えて！～洪水対応演習を実施～

北部ダム統合管理事務所では、梅雨・台風などの大雨時の洪水被害の防御を目的に洪水対応演

習を行いました。

演習は全国で行われ、当事務所では５月１９日（月）に９つの管理ダムを対象に関係機関の協力を

得て情報伝達 サイレン吹鳴の訓練を行いました

日（曜日）

３（火）

内　　　容

ビジョンの進捗状況、今後の展開を確認する会議

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

行　事　名　称

６（金）

羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会

宜野座村行政懇談会

担　当

羽地支所

事務所

漢那支所 漢那ダムまつり担当者会議上旬 まつりの運営等を確認する会議

ダム湖面の利用ルール等を検討する会議中旬 大保支所 大保ダム湖面利用協議会

２７（金） 福地支所 福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会 ビジョンの進捗状況、今後の展開を確認する会議

☆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

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

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。

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 ２０９名

習を行 。

演習は全国で行われ、当事務所では５月１９日（月）に９つの管理ダムを対象に関係機関の協力を

得て情報伝達、サイレン吹鳴の訓練を行いました。

訓練は、与えられた雨量を元にダムへの流入量を求めることができるか、また関係機関への連絡

や放流警報による一般住民への周知、河川巡視を適切に行う事ができるか等の観点から行いました。

今後とも、訓練の成果を発揮し洪水時の防災体制に万全を期してまいります。

河川情報表示板による災害情報放流警報設備の操作状況 河川巡視の状況現在会員数 ２０９名
河川情報表示板による災害情報放流警報設備の操作状況 河川巡視の状況
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