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担　当 内　　　容行　事　名　称

9月4日(木) 事務所 普久川ダム管理橋載荷試験
琉大との共同で検討を進めている普久川ダム管理橋(鋼
橋)の合理的維持管理の一環として、劣化影響評価モデ
ル構築に向けた載荷試験を行う。

ダム所在自治体とダム湖面利用について協議を行う会議9月中旬

9月13日(土) 安波支所 安波ダム・クイナまつり
ダムと周辺の自然環境に親しみながら、水の大切さ
や水源地の保全を学ぶ体験型イベント。

9月下旬 各支所 Ku-sat（衛星通信設備）設置訓練 災害時における衛星を用いた情報通信の訓練

日（曜日）

9月16日(火) 事務所 第８回大保ダムモニタリング部会 モニタリング調査結果について分析・評価する会議

福地支所 福地ダム湖面利用協議会

TEL ０９８０－５２－３８７２    

FAX ０９８０－５２－０５３３ 

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。 

  

安波ダム越流状況（6月18日撮影） 

 億首ダム建設事業として整備を進めておりましたが、この４月よりダムの供用を開始し
ました。 以前は米軍演習地で立入制限がされていましたが、ダム管理区域は完全に返還

されたことにより、自由に見学等ができます。 （ダム名称は金武ダムに変更） 

 そこで今回は、まだみなさんの知らない金武ダムの見どころをご紹介します。 

  ダムにより水没する湿地の土壌を用い、堤体材料採取跡

地（貯水池上流）に新たな湿地環境を創出しました。幸地原

湿地には、セイコノヨシやタイワンアシカキなどの植物が生い

茂り、リュウキュウヨシゴイ、ミサゴなどの鳥類はねぐらや餌

場として利用しています。また、水中には、タイワンキンギョ、

メダカなどの魚類やゲンゴロウ類が生息しています。 

タイワンキンギョ 

 

幸地原湿地 

 

リュウキュウヨシゴイ 

 

＜ 多目的室＆屋上展望台＞ 

 ９月は金武ダム管理支所が初めて広

報誌を担当することとなり、広報誌名を

「ウッカガー」と名付けました。 

ウッカガー（金武大川）は、並里区内の

中央に位置する共同井泉で、カーヤマ

を背に湧出る清水は、県下に知られた

井泉です。 

  宿道とは、琉球王国時代に首里王府を起点とし、沖縄本島各

地を結んでいた幹線道路で、ダムを整備するにあたり、文化財を

記録保存するとともに、仮移設後、現地に復元しました。 

  また、川沿いには昭和初期に使用されていた旧億首橋の遺構

も見学することができます。 

  金武ダムの下流に注ぐ人工の水路で、

子どもでも安全に遊べる親水施設として

常時開放しております。 

＜ 宿道 ＆旧億首橋＞ ＜ せせらぎ水路 ＞ 

＜ 幸地原湿地 ＞ 

☆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 ２３８名 

【今月の行事予定】 

  金武ダム管理支所の１Ｆには多目的室があり、ダム事業を紹介するパネルやダム建設中に発掘され

たかめや茶わんなどの文化財が展示されています。 

  また、屋上には展望台があり、ダムと貯水池を一望できます。平日・休日とも  ８：３０～１７：１５  の間

は一般開放していますので、自由に見学ができます。 

展望台 パネルの展示 文化財の展示 

スクミチ 

宿道 旧億首橋 
せせらぎ水路 

幸地原湿地 

こうちばるしっち 

   金武ダム下流の億首川周辺には、ヒルギ科を

中心としたマングローブ林が広がり、カニやエビ、

貝などの多くの生物を観察することができます。ま

た、隣接する自然体験学習施設「ネイチャーみらい

館」では、カヌー体験や田んぼ遊び、キャンプなど

が楽しめます。 

問合せ先： ネイチャーみらい館  TEL 098-968-6117 

平成２６年９月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ９９．７％（前年度同日の貯水率 ７９．５％） 

  ８月５日（火）に「平成26年度沖縄ブロック国土交通研究会（以下研究会）」が開催されました。 

研究会には２４名が発表し、沖縄総合事務局以外に沖縄県、西日本高速道路、琉球大学、沖縄

美ら島財団、那覇港管理組合から参加がありました。 

 ダム統管事務所からは「ダムにおける耐震性能照査について」（管理課：我喜屋係長）、「金武

ダムで起きた水質異常について」（金武ダム管理支所：照屋係長）、「既設管理ダムへの小水力

発電計画について」（電気通信課：平良専門職）の発表があり、金武ダム照屋係長が奨励賞を

受賞しました。 

記念撮影 発表状況 
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会議の状況 

今年は「漢那ダム自然体験ツア－」が復活！ めったに入れないダム堤内を見学 

  ８月１６日（土）、「福地ダム夏休み自然体験会」が東村福地ダムにおいて開催されました。 

当日未明の大雨によって福地ダムからの越流量が増加したため、毎年好評であった「川遊

び」のイベントが中止となりましたが、「自然観察船」や「カヌー体験」などのその他のイベント

は予定どおり開催され、昨年度とほぼ同等の約1,000人の来場者で賑わいました。 

  夕方からは「東村夏祭り」のステージイベントが「東村村

民の森つつじエコパーク」で開催され、多様なステージイ

ベントの後、約1,300発の打ち上げ花火が夏の夜空を彩り、

たくさんの観衆を魅了しました。 

自然観察船 

 
カヌー体験 ダム施設見学 

東村夏祭り（花火） 

  ８月２３日（土）、羽地ダム「あけみお湖」にてカヌー体験を実施しました。 

羽地ダムの自然豊かな湖面を利用してカヌー体験を行うことで、地域の資源の再発見と地域内外の交

流を促進することを目的に水源地域ビジョンの一環として昨年から開催しています。 

  当日は、天候にも恵まれ、１４組２８名の参加者はカヌーを楽

しみながらダム湖に生息するさまざまな動植物を観察し、湖の

自然とふれあいました。 

  また、前回からの改善として、カヌーに乗り込む前にダム湖に

生息する動植物の説明の実施、湖面上に滞在する時間を短め

（１時間程度）にするなど参加者の希望に応えるようにしました。 

今後も参加者の意見を聞きながら安全で快適な湖面活用がで

きるように取り組んでいきます。 

  当事務所では、受注者に対して発注者綱紀保持等の取り

組みに対する協力依頼文書を契約時に配布し、周知と理解

を求めています。また、不当な働きかけについては、来訪者

に対しても周知すべく、執務室内に周知文書の掲示を行っ

ています。７月３０日（水）には、官製談合防止への意識を

高めるためＤＶＤ視聴による講習会を実施しました。 

今後もコンプライアンス等の強化のため、効果的・効率的な

取り組みを推進していきます。 

【ＤⅤＤの内容】 

あなたとあなたの大切な人を守るコンプライアンス 

  安波ダム・クイナまつりは、沖縄本島最北端で開催されるダムまつりで、やんばるの大自然の中、自然

体験を中心とした内容が魅力です。やんばるの川遊びができるジャングルカヌーツアーや癒しの森林セラ

ピー体験、ダム湖面遊覧ができます。幻とされる「シゲランファーの滝」が見られたらラッキー！ですよ。是

非ご家族でまつりにお越しください。 

   ○日時：平成２６年９月１３日（土）午前１０：００～午後５：００ 

 ○場所：安波ダム湖周辺/やんばる学びの森  

ダムの中（監査廊）見学 ダム湖面遊覧 シゲランファーの滝 

  ８月１８日（月）に開催された沖縄渇水対策連絡協議会

（会長：沖総局次長）において、『沖縄北部ダム湖サミット

宣言』（H26.2月）の理念・方針を共有し、沖縄の命の水で

あるやんばるの水を守っていく活動を、水源地域とともに

取組んでいくことが確認されました。「具体的な活動内容

については幹事会で検討する」とされています。 

【沖縄渇水対策連絡協議会】 

沖縄総合事務局、沖縄気象台、沖縄県、沖縄県企業局、

市町村の上水道代表者で構成。 

  ８月１９日（火）に、琉球大学工学部環境建設工学科の学生４９名による金武ダム及び漢那ダムの施設見

学が行われました。これは、沖縄総合事務局開発建設部の職員を講師に道路や空港といった各種社会資

本の整備や維持管理の現状・課題について学ぶ「土木行政」講義の一環として実施されたものです。 

  金武ダムでは、最新のダム施工技術を導入しダム本体工事に係る工期やコスト及び環境負荷の軽減を

図った「台形CSGダム工法」、工事施工の情報をリアルタイムで共有し品質管理の高度化を図った「GPSやIC

タグ等の情報通信技術（ICT）を活用した情報化施工」の概要について、工事記録映像の視聴等により学ん

で頂きました。 

  漢那ダムでは、ダム事業における環境対策事例として、湿地環境の保全（第２貯水池）やダム式魚道の

整備やダム周辺の在来樹種による掘削斜面の樹林の再生について、また、ダムの維持管理事例として、ダ

ム堤体内の監査廊に設置している圧力計や変位計による計測管理について、実際の施設を見ながら学ん

で頂きました。限られた短い時間での施設見学でしたが、将来の社会資本の整備や維持管理を担う技術者

育成の一助となれば幸いです。 

金武ダムの事業説明 漢那ダム  魚道（上流部） 漢那ダム  本ダム監査廊 
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日（曜日）

9月16日(火) 事務所 第８回大保ダムモニタリング部会 モニタリング調査結果について分析・評価する会議

福地支所 福地ダム湖面利用協議会

TEL ０９８０－５２－３８７２    

FAX ０９８０－５２－０５３３ 

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。 

  

安波ダム越流状況（6月18日撮影） 

 億首ダム建設事業として整備を進めておりましたが、この４月よりダムの供用を開始し
ました。 以前は米軍演習地で立入制限がされていましたが、ダム管理区域は完全に返還

されたことにより、自由に見学等ができます。 （ダム名称は金武ダムに変更） 

 そこで今回は、まだみなさんの知らない金武ダムの見どころをご紹介します。 

  ダムにより水没する湿地の土壌を用い、堤体材料採取跡

地（貯水池上流）に新たな湿地環境を創出しました。幸地原

湿地には、セイコノヨシやタイワンアシカキなどの植物が生い

茂り、リュウキュウヨシゴイ、ミサゴなどの鳥類はねぐらや餌

場として利用しています。また、水中には、タイワンキンギョ、

メダカなどの魚類やゲンゴロウ類が生息しています。 

タイワンキンギョ 

 

幸地原湿地 

 

リュウキュウヨシゴイ 

 

＜ 多目的室＆屋上展望台＞ 

 ９月は金武ダム管理支所が初めて広

報誌を担当することとなり、広報誌名を

「ウッカガー」と名付けました。 

ウッカガー（金武大川）は、並里区内の

中央に位置する共同井泉で、カーヤマ

を背に湧出る清水は、県下に知られた

井泉です。 

  宿道とは、琉球王国時代に首里王府を起点とし、沖縄本島各

地を結んでいた幹線道路で、ダムを整備するにあたり、文化財を

記録保存するとともに、仮移設後、現地に復元しました。 

  また、川沿いには昭和初期に使用されていた旧億首橋の遺構

も見学することができます。 

  金武ダムの下流に注ぐ人工の水路で、

子どもでも安全に遊べる親水施設として

常時開放しております。 

＜ 宿道 ＆旧億首橋＞ ＜ せせらぎ水路 ＞ 

＜ 幸地原湿地 ＞ 

☆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 ２３８名 

【今月の行事予定】 

  金武ダム管理支所の１Ｆには多目的室があり、ダム事業を紹介するパネルやダム建設中に発掘され

たかめや茶わんなどの文化財が展示されています。 

  また、屋上には展望台があり、ダムと貯水池を一望できます。平日・休日とも  ８：３０～１７：１５  の間

は一般開放していますので、自由に見学ができます。 

展望台 パネルの展示 文化財の展示 

スクミチ 

宿道 旧億首橋 
せせらぎ水路 

幸地原湿地 

こうちばるしっち 

   金武ダム下流の億首川周辺には、ヒルギ科を

中心としたマングローブ林が広がり、カニやエビ、

貝などの多くの生物を観察することができます。ま

た、隣接する自然体験学習施設「ネイチャーみらい

館」では、カヌー体験や田んぼ遊び、キャンプなど

が楽しめます。 

問合せ先： ネイチャーみらい館  TEL 098-968-6117 

平成２６年９月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ９９．７％（前年度同日の貯水率 ７９．５％） 

  ８月５日（火）に「平成26年度沖縄ブロック国土交通研究会（以下研究会）」が開催されました。 

研究会には２４名が発表し、沖縄総合事務局以外に沖縄県、西日本高速道路、琉球大学、沖縄

美ら島財団、那覇港管理組合から参加がありました。 

 ダム統管事務所からは「ダムにおける耐震性能照査について」（管理課：我喜屋係長）、「金武

ダムで起きた水質異常について」（金武ダム管理支所：照屋係長）、「既設管理ダムへの小水力

発電計画について」（電気通信課：平良専門職）の発表があり、金武ダム照屋係長が奨励賞を

受賞しました。 

記念撮影 発表状況 
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