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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。

梅雨が明け夏本番を迎え、レジャーの楽しい季節にな

りました。梅雨の恵みの雨で北部のダムも満水に近い状

態となっています。

安波ダムでは、ダムから水が越流する壮大な風景や

満水時にしか見ることのできない「まぼろしの滝」もダム

湖の上流に出現しました。（詳細は、北部ダム統合管理

事務所のホームページ「ダム見どころ情報」に掲載され

ており、他ダムの越流状況も見られます。）
また今年は、特に国指定天然記念物のヤンバルクイナの親子や特別天然記念物で県鳥のノグチ

安波ダム越流状況（6⽉18⽇撮影）

平成２６年７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： １００％（前年度同日の貯水率 ９７.７％）

地域イベント情報

・東村観光・物産と芸能フェア 7月4日（金）～6日（日）（那覇市久茂地タイムスビル）

・国頭村児童オリンピック 7月 5日（土） （国頭陸上競技場）

・第２４回国頭村老人グランドゴルフ大会 7月11日（金） （国頭陸上競技場）

・第１９回半地夏祭り 7月19日（土） （国頭村半地公民館）

・国頭村球技大会 7月20日（日） （国頭村総合体育館他）

・海 神 祭 7月22日（火） （東村川田漁港）

・国頭村ソフトテニス大会 7月26日（土） （鏡地シーサイドテニスコート）

６月２４日（火）及び２５日（水）に、北部ダム統合管理事務所職員及び今年度の水質調査請

負業者等が参加した第１回水質検討会を開催しました。

本検討会は、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及び職

員の技術力向上を目的として毎年２回開催しています。

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金武ダム貯水池において、

ゲラが安波ダム周辺の公園などでよく目撃されています。みなさんも是非この機会に安波ダムへ

お越しください。

アオコが発生した場合の試料採取方法の水質

調査現場実習及び勉強会を行いました。 ２日

目は、当事務所の「ダム水質調査マニュアル

（案）」の概要説明を行った後、盛下先生より

「水質調査の必然性、調査項目の持つ意味、

精度の確保」と題しましてご講義頂きました。

後

行　事　名　称 内　　　容

優 良 業 者 等 表 彰

ダム等の重要性についての関心と理解を深めることを目的とした祭り

風 水 害 を 想 定 し た 訓 練

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

16日（水）

5日（土）

中　旬

中　旬

沖縄総合事務局優良業者表彰式

18日（金）

中　旬

北部ダム統合管理事務所優良業者表彰式

金武ダム水源地域ビジョン推進協議会

東村行政懇談会福地支所

福地支所 福地ダムまつり実行委員会 まつりの運営等を確認する会議

4日（金）

7月2日（水）

日（曜日）

福地支所

羽地支所

統管事務所

福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会

羽地ダム水源ビジョン研究会

開建部防災訓練（風水害）

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

担　当

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

大保ダムまつり

20日（日） 漢那支所 漢那ダムまつり ダム等の重要性についての関心と理解を深めることを目的とした祭り

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

大保支所

総務課

総務課

金武支所

優 良 業 者 等 表 彰

国頭村ソフトテ ス大会 7月26日（土） （鏡地シ サイドテ スコ ト）

【今月（７月）～８月までの行事予定】
当事務所の今月～８月までの予定は、次の表のとおりです。

去る6月13日（金）13:00に安波ダムにおいて震度5強の地震が発生したと想定し、安波ダム本体

に異常がないかを確認するため土木の地震時二次点検を実施しました。訓練はダム堤体内での漏

水観測・揚圧力観測及びダム周辺の巡視訓練を実施、堤高が８６ｍと県内で最も大きいコンクリート

ダムである安波ダムでは、いかに効率的に素早く確実な点検を完了させるかが課題となります。支

所では、過去の点検を基に点検をスムーズに進めるためのマニュアルを作成しており、訓練ではこ

のマニュアルの内容を確認しながら、間違いが発生しないよう順次観測・点検を行いました。点検で

⽔質検討会の様⼦

今後も、本検討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います。
⽔質検討会の様⼦

8月16日(土） 福地支所 福地ダムまつり ダム等の重要性についての関心と理解を深めることを目的とした祭り

26(土)27(日） 金武支所 金武町まつりパネル展示 ダム等の重要性についての理解を深めることを目的としたパネル展示

大保支所 大宜味村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議22日（火）

☆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。

は約2時間半程度の時間を要することを確認しましたが、点検を進めて行く中で、より効率的な点検

方法・ルートなどを確認できたため、今後マニュアルの充実化を図りたいと考えています。安波ダム

管理支所は常時、職員2名、期間業務職員1名、業務委託4名という少人数体制で北部3つのダムを

管理していますが、沖縄の水がめを守るという意識で、実際に地震が発生した場合に迅速な対応が

できるよう、支所一丸となってダム管理を進めていきたいと思います。

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 ２１３名 ダム堤体周辺巡視状況 揚圧⼒観測状況
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大保ダムまつりでは川遊びや湖面カヌーツアーの他、湖面遊覧体験、貝殻ランプづくり、木工教室、

陶芸教室などの体験教室が催されます。学習の川遊びでは鉄砲水体験も企画していますので、この

機会に「水の強さ」を体感してみてはいかがでしょうか。また、今年は夜の部として、塩屋湾にて“キャ

ンドルナイトinサーベイ”が開催されます。住民手作りのキャンドル船（筏）を塩屋湾に浮かべた情景が

幻想的な世界へあなたを誘います。

○日時：平成２６年７月５日（土）１０：００～１６：００ (大保ダム） １８：３０～２１：００（塩屋湾）

（折り込みパンフレット参照）

６月１７日（火）、名護さくらガイド（名護市観光協会）のメンバーに、羽地ダムの施設案内を行いました。

これは、ダムツーリズムの取り組みの一環として、羽地ダムの施設を地域の観光資源として位置付け、

ガイドプログラムとしての有用性を確認してもらうことを目的に実施したものです。地域防災センター（ダ

ム資料館）にて羽地ダム周辺地域の歴史や人々のくらし、ダムの役割や新技術の開発など幅広く説明

した後、ダム堤体周辺の施設を見てもらいました。この日は、常時満水位を超える貯留があり、普段あ
○場所：大保ダム及び塩屋湾

今年の「漢那ダムまつり」は体験イベントを主とした参加型のまつりとなります。

夏休み最初の日曜日に、親子で体を動かし楽しい１日を過ごしてください。

○日時：平成２６年７月２０日（日）１０：００～１７：００

○場所：漢那ダム湖畔公園

学習の川遊び（鉄砲⽔体験） ⽊⼯教室 ⾙殻ランプづくり

６月３日（火）に羽地ダム管理支所にて羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会が開催されました。本

懇話会は、稲嶺名護市長を会長に定例会として、昨年度の活動報告と今年度の活動計画について協

まり見ることのできない越流シーンが見られ、「水のカーテン」の迫力に、ガイドの皆さん感激されていま

した。今後とも羽地ダムの施設が多くの方々へ利用され、水源地域の観光振興に繋がるよう努めてま

いります。

ダム資料館内での説明状況 ダム全体の概要説明状況
（折り込みパンフレット参照）

○場所：漢那ダム湖畔公園

○主なイベント内容：・漢那ダム自然体験ツア－ ・ダム堤内見学会 ・植栽体験 ・ダムパネル展

・カヌー体験 ・かんなパ－クゴルフ体験 ・親子木工教室 ・丸太切り体験

・手作り玩具 ・みずラボ ・生涯スポ－ツ体験 等

その他楽しいイベントがたくさんあります。

懇話会は、稲嶺名護市長を会長 定例会 して、昨年度の活動報告 今年度の活動計画 て協

議が行われました。今年度も引き続き、湖面利用としてカヌーの体験イベントやダム施設見学、来訪者

が観察できるような蝶園の充実など、積極的にダムを活かした活動計画を進めていきます。今後は、

研究部会を開催し、具体的な検討を行っていきます。

今年は「漢那ダム⾃然体験ツア－」が復活！ 毎年⼈気のカヌ－体験 めったに⼊れないダム堤内を⾒学 会議の様⼦ 会⻑（名護市⻑）の挨拶

６月６日（金）に、北部ダム統合管理事務所

と宜野座村役場との行政懇談会を実施しました。

まず、会議の前にメンバ－全員で漢那ダム

の現地を視察し、普段は入れない一周道路や

湖面の奥地及びダム堤体内などを回ってダム

の現状について確認を行い、会議ではそれぞ

れが所管する事業の報告や懸案事項等につい

て意見交換を行いました。会議で出された意見

やアイディアなどは今後のダム管理に活かして

いきます。

また、これからもダムと水源地域との関わり

を大切にし、地域と一体となったダム管理を目

指します

会議の状況

現地視察の状況

日時：7月26日（土）～27日（日）

場所：金武町営陸上競技場
「第22回海神祭in金武漁業協同組合」が6月7日（土）

に金武漁港で開かれました。

町内の職場や企業などでつくる全２６チーム（一般）が

参加したハーリー競漕が行われ、優勝「ガナーズ」・準

優勝「松田Sea－Sar’s」の結果となりました。今年は町

内の各子供会８チームによるハーリー競漕もあり、会

場には多くの町民や観光客らが訪れ、声援や拍手で

会場は盛り上がりました。 我が「ダム統管事務所」

チームも競漕に参加させ

て頂きましたが、全２６

チーム中１９位のタイムで、

常日頃からの運動不足を

痛感させられました。

☆北部ダム統合管理事務所も2
日間パネル展示を行います。

【１日目】

・子ども角力大会・全島沖縄角力大会・金武町雄飛太

鼓 ・ライブ（「JAY’ED 」他） ・花火 など
【２日目】 ・仮面ライダー鎧武／ガイムショー＆握手

会・琉球舞踊・當山久三ロマン演劇 ・ZUKANライ

ブ ・花火 など

指します。 現地視察の状況
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町内の職場や企業などでつくる全２６チーム（一般）が

参加したハーリー競漕が行われ、優勝「ガナーズ」・準

優勝「松田Sea－Sar’s」の結果となりました。今年は町

内の各子供会８チームによるハーリー競漕もあり、会

場には多くの町民や観光客らが訪れ、声援や拍手で

会場は盛り上がりました。 我が「ダム統管事務所」

チームも競漕に参加させ

て頂きましたが、全２６

チーム中１９位のタイムで、

常日頃からの運動不足を

痛感させられました。

☆北部ダム統合管理事務所も2
日間パネル展示を行います。

【１日目】

・子ども角力大会・全島沖縄角力大会・金武町雄飛太

鼓 ・ライブ（「JAY’ED 」他） ・花火 など
【２日目】 ・仮面ライダー鎧武／ガイムショー＆握手

会・琉球舞踊・當山久三ロマン演劇 ・ZUKANライ

ブ ・花火 など

指します。 現地視察の状況
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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。

梅雨が明け夏本番を迎え、レジャーの楽しい季節にな

りました。梅雨の恵みの雨で北部のダムも満水に近い状

態となっています。

安波ダムでは、ダムから水が越流する壮大な風景や

満水時にしか見ることのできない「まぼろしの滝」もダム

湖の上流に出現しました。（詳細は、北部ダム統合管理

事務所のホームページ「ダム見どころ情報」に掲載され

ており、他ダムの越流状況も見られます。）
また今年は、特に国指定天然記念物のヤンバルクイナの親子や特別天然記念物で県鳥のノグチ

安波ダム越流状況（6⽉18⽇撮影）

平成２６年７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： １００％（前年度同日の貯水率 ９７.７％）

地域イベント情報

・東村観光・物産と芸能フェア 7月4日（金）～6日（日）（那覇市久茂地タイムスビル）

・国頭村児童オリンピック 7月 5日（土） （国頭陸上競技場）

・第２４回国頭村老人グランドゴルフ大会 7月11日（金） （国頭陸上競技場）

・第１９回半地夏祭り 7月19日（土） （国頭村半地公民館）

・国頭村球技大会 7月20日（日） （国頭村総合体育館他）

・海 神 祭 7月22日（火） （東村川田漁港）

・国頭村ソフトテニス大会 7月26日（土） （鏡地シーサイドテニスコート）

６月２４日（火）及び２５日（水）に、北部ダム統合管理事務所職員及び今年度の水質調査請

負業者等が参加した第１回水質検討会を開催しました。

本検討会は、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及び職

員の技術力向上を目的として毎年２回開催しています。

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金武ダム貯水池において、

ゲラが安波ダム周辺の公園などでよく目撃されています。みなさんも是非この機会に安波ダムへ

お越しください。

アオコが発生した場合の試料採取方法の水質

調査現場実習及び勉強会を行いました。 ２日

目は、当事務所の「ダム水質調査マニュアル

（案）」の概要説明を行った後、盛下先生より

「水質調査の必然性、調査項目の持つ意味、

精度の確保」と題しましてご講義頂きました。

後

行　事　名　称 内　　　容

優 良 業 者 等 表 彰

ダム等の重要性についての関心と理解を深めることを目的とした祭り

風 水 害 を 想 定 し た 訓 練

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

16日（水）

5日（土）

中　旬

中　旬

沖縄総合事務局優良業者表彰式

18日（金）

中　旬

北部ダム統合管理事務所優良業者表彰式

金武ダム水源地域ビジョン推進協議会

東村行政懇談会福地支所

福地支所 福地ダムまつり実行委員会 まつりの運営等を確認する会議

4日（金）

7月2日（水）

日（曜日）

福地支所

羽地支所

統管事務所

福地・新川ダム水源地域ビジョン推進協議会

羽地ダム水源ビジョン研究会

開建部防災訓練（風水害）

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

担　当

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

大保ダムまつり

20日（日） 漢那支所 漢那ダムまつり ダム等の重要性についての関心と理解を深めることを目的とした祭り

ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

大保支所

総務課

総務課

金武支所

優 良 業 者 等 表 彰

国頭村ソフトテ ス大会 7月26日（土） （鏡地シ サイドテ スコ ト）

【今月（７月）～８月までの行事予定】
当事務所の今月～８月までの予定は、次の表のとおりです。

去る6月13日（金）13:00に安波ダムにおいて震度5強の地震が発生したと想定し、安波ダム本体

に異常がないかを確認するため土木の地震時二次点検を実施しました。訓練はダム堤体内での漏

水観測・揚圧力観測及びダム周辺の巡視訓練を実施、堤高が８６ｍと県内で最も大きいコンクリート

ダムである安波ダムでは、いかに効率的に素早く確実な点検を完了させるかが課題となります。支

所では、過去の点検を基に点検をスムーズに進めるためのマニュアルを作成しており、訓練ではこ

のマニュアルの内容を確認しながら、間違いが発生しないよう順次観測・点検を行いました。点検で

⽔質検討会の様⼦

今後も、本検討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います。
⽔質検討会の様⼦

8月16日(土） 福地支所 福地ダムまつり ダム等の重要性についての関心と理解を深めることを目的とした祭り

26(土)27(日） 金武支所 金武町まつりパネル展示 ダム等の重要性についての理解を深めることを目的としたパネル展示

大保支所 大宜味村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議22日（火）

☆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。

は約2時間半程度の時間を要することを確認しましたが、点検を進めて行く中で、より効率的な点検

方法・ルートなどを確認できたため、今後マニュアルの充実化を図りたいと考えています。安波ダム

管理支所は常時、職員2名、期間業務職員1名、業務委託4名という少人数体制で北部3つのダムを

管理していますが、沖縄の水がめを守るという意識で、実際に地震が発生した場合に迅速な対応が

できるよう、支所一丸となってダム管理を進めていきたいと思います。

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 ２１３名 ダム堤体周辺巡視状況 揚圧⼒観測状況
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