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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。

沖縄総合事務局では、沖縄本島における水資源開発の一連の節目において、平成２６年２月に北部ダム湖サ

ミットを開催しました。サミットでは、県民全体で森や水を守るため、中南部との連携を促進し、森や水の大切さ

○羽地ダム、金武ダムで中学生の職場体験学習を実施しました
９月２４日（水）～９月２６日（金）の３日間に羽地ダム管理支所、金武ダム管理支所において勤労観、職場観を育成する

目的で名護市立東江中学校から生徒３名を受け入れた職場体験を実施しました。

学習内容は、ダムの必要性や役割など机上学習から始まり、名護市歴史や文化、ダム流域周辺の貴重な動植物などを

ダム資料館にて学びました。また、防災訓練の一環としてKu‐SATⅡの設営訓練やダム管理における点検や湖面巡視など

実務にかかわる業務も体験しました。実習を終えた感想として「ダムの役割がよくわかった」、「たくさんの点検を行ってい

ることにびっくりした」などがありました。

今後、国管理ダムにおける職場体験希望がありましたら当事務所管理課までご連絡ください。

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

平成２６年９月３０日現在 国ダム（９ダム）貯水率９７．６％（前年同日の貯水率：６９．５％（８ダム））

国管理９ダムの９月も流域平均月間雨量は１４７ｍｍで、国管理ダムの貯水率は、過去１０ヶ月平均値を上回り満水に近い状況が続いて

いますが、小雨傾向が続きますと貯水率が低下していきますので、引き続き節水にご協力をお願いします。

湖面を巡視する生徒達 鉄塔を目視点検

日（曜日） 担当 行事名称 内 容

ダム資料館では、地域の歴史・文化や、沖縄本島の水資源開発の

歴史・自然環境保全の取り組みについて学習できます。

福地ダム

安波ダム
福地ダム 大保ダム

自然観察船「ゴンミキ号」

を広く認識してもうよう取り組んでいくことが宣言されました。 これを受け、沖縄渇水連絡協議会総会において

も同宣言の理念、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に取り組んでいくことが確

認されました。

沖縄総合事務局ではダム（湖）を地域の資源として捉え、水源地やんばるの自然やダム（湖）の魅力を活かし

た観光、交流活動を通して森や水の大切さを認識してもらうとともに、水源地域の活性化を図ってまいります。

その一環として、１０月２７日（月）に県内旅行業界と現地視察を行い、ダム湖やその周辺施設等を活かした北

部観光のポテンシャルについて検討するとともに、地元ツアー団体、自治体等と意見交換を行うこととしています。

★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

○１０月１１日（土）～１０月１２日（日）第30回 やんばるの産業まつり イベント会場：名護市２１世紀体育館

○１０月１２日（日） 第14回沖縄県パーゴルフ大会 イベント会場：安田くいなパーゴルフ場

○１０月２６日（日） 第10回ヤンバルクイナカップ沖縄県小学生駅伝競走大会 イベント会場：国頭陸上競技場

※Ku‐SAT（ Kensetsu Universal ‐ Small Aperture Terminal ）とは？

災害現場等のカメラ映像や音声を通信衛星を利用してリアルタイムで送受信することが

できる移動式（可搬型）の装置で災害時等の情報収集に役立っています

日（曜日） 担当 行事名称 内　　　　容

１０月２日（木） 福地ダム支所 東村行政懇談会 ダム所在自治体と情報交換を行う会

１０月７日（火） 羽地ダム支所 第２回羽地ダム水源地域ビジョン研究部会 ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

１０月８日（水） 安波ダム支所 国頭村行政懇談会 ダム所在自治体と情報交換を行う会

１０月２７日（月）
北部ダム統合管

理事務所
ダムツーリズム意見交換会

県内観光団体がダムの見どころを視察するとともに

地元自治体の観光担当者及び地元ツアー団体との意見交換を行う

ダム湖面を遊覧、上流には幻の滝

と呼ばれる”シゲランファーの滝”が

あり、大自然を満喫できます。

城（グスク）をイメージした石積み模様

を施し、景観に優れたダム堤体。

魚道やマングローブ、メダカの

学校（第二貯水池）では、自然

環境の学習ができます。

漢那ダム

羽地ダム

自然観察船「ゴンミキ号」

で、団体でも気楽に湖面

遊覧が楽しめます。

Ku-SATⅡ設営訓練実施しました（漢那・金武・羽地合同訓練！）

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 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

247名

９月２４日（水）に漢那ダム管理支所、金武ダム管理支所、

羽地ダム管理支所の３支所合同で今年４月に新しく導入され

た「Ku-SATⅡ（衛星小型画像伝送装置）」の設営訓練を実施し

ました。訓練では漢那ダム班（漢那・金武）と羽地ダム班（羽

地）に分かれてKu-SATⅡを設営し、双方での映像・音声の

送受信を行いました。

今回は、新機種への移行後、初の設営訓練ということもあ

り、機器の展開接続に四苦八苦する場面もありましたが、

機器の取り扱いに注意しつつ、マニュアルに沿って設営を

行い、無事訓練を終了しました。

できる移動式（可搬型）の装置で災害時等の情報収集に役立っています。

今後、更に訓練を重ね設営・操作の習熟を図っていきたいと考えています。

Ku‐SATⅡ設営訓練状況
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９月１４日（日）に、「第17回保育まつり」（主催：日本保

育協会沖縄県支部）テーマ「飛びだそう！！緑豊かな大

自然の中へ～みつけよう！出会おう！わくわく探検隊～」

が宜野座村の宜野座ドームにおいて開催され、児童や保

護者等約5,500名の来場者があり、保育園児による演技

やふれあい動物園、乗馬体験、段ボール大型迷路、泥ん

こあそび マ ニ のそり 草枝遊び 放水体験などの多

カン太

（漢那ダムキャラクター）

「第８回安波ダム・クイナまつり」が９月１３日（土）にやんばる学びの森及び安波ダム（クイナ湖）周辺にお

いて開催されました。今年の安波ダム・クイナまつりは天候にも恵まれ、多くの方で賑わいました。中でもダ

ム湖面遊覧では、例年になくダムの貯水位が高く、幻の滝「シゲランファーの滝」を見ることができることも

あり２８回の運航予約が午前中で一杯になるほど大盛況でした。また、ダム施設見学、ジャングルカヌーも

「とても良かった」と好評を頂いたほか「やんばる森の美術館」や「体験型木工（マイ箸・クイナキーホルダー

作り等）」など家族で楽しめるイベントも盛況でした。

こあそび、マーニーのそり、草枝遊び、放水体験などの多

種多様なイベントが行われました。

北部ダム統合管理事務所（漢那ダム管理支所）も祭り

に参加し、子供達に水の大切さを学んでもらおうと、子供

達と一緒に「水質簡易検査（パックテスト）」を実施しました。

きれいな水と汚れた水の違いを色で確認することが出来

るため、小さな子供たちにも分かりやすかったのではない

かと思います。

⽔質簡易検査

沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会大保ダムモニタリング部会開催報告

9月16日（火）に第8回大保ダムモニタリング部会を開催しました。

大保ダムモニタリング部会は、大保ダムができたことによる水質や自然環境などへの影響について確認

することを目的に平成19年度に設置されたもので今回が最後になります

湖面遊覧 施設見学 パネル展示

これからも、水を大切に使ってくれることを願っています。

ダム管理勉強会を開催しました。
大保ダムモニタリング部会は、大保ダムができたことによる水質や自然環境などへの影響について確認

することを目的に平成19年度に設置されたもので今回が最後になります。

当日は、午前中に大保ダムの現地視察を行い、午後の部会では、これまでの調査結果及び総合的な評

価について審議を行っていただきました。

今回の審議結果を踏まえ、今年度中に大保ダムに係るモニタリング調査の最終報告書として取りまとめ

ることとしています。

９月１０日（水）、本局・流域調整課とダム統管事務所の合同勉強会を開

催しました。

勉強会は３１名が参加し、”ダムの長寿命化計画”をテーマに①河川砂

防技術基準に関する事、②ダムの総合点検に関する事、③電気・機械の

アセットマネジメントに関する事、④ダム総合点検の中間報告、⑤ダムの

耐震性能照査の５項目について情報提供を含めて実施しました。

活発な質疑応答もあり、予定時間をオーバーするほど充実した勉強会

となりました。

ダム統管ではこのような勉強会を継続し、職員の技術力向上に取り組

んでいくこととしています。

ダム管理勉強会を開催しました。

普久川ダム下流橋梁にて載荷試験を実施しました。

大保ダムは例年になく満水位に近い状態で10月を迎えました。

夏は局地的な大雨が多かったのですが、9月に入ってからは

日差しも和らぎ夕暮れ時には心地よい風が吹いております。

この秋にぜひ大保ダムをおとずれて

野鳥観察や自然とふれあってみてはいかがですか？

大保ﾀﾞﾑ学習の川を視察 魚道を調査する様子 環境変化について審議しました！

リュウキュウ

サンショウクイ

オオバン

9月4日（木）に普久川ダム下流管理橋梁にてラフタークレーン３５ｔを使用

した載荷試験を実施しました。これは昨年度から琉球大学工学部と北部ダ

ム統合管理事務所が合同で進める耐候性鋼材を使用した橋梁でのミニマ

ムメンテナンスの方法を模索する研究、「スマートレトロフィット」の一環とし

て実施されたものです。載荷試験では、150カ所に及ぶひずみゲージを桁

に設置し、載荷による桁の挙動確認を行いました。事前の数値解析との比

較でおおむね実挙動との一致が確認できたため、今後は最小かつ効果的

なレトロフィット（維持修繕）とメンテナンス（維持管理）方法の検討を行って

いく予定です。

また、試験終了後、琉球大学の学生さんを誘っての安波ダム施設見学や

試験関係者による意見交換会を行いました。
載荷実験
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また、試験終了後、琉球大学の学生さんを誘っての安波ダム施設見学や

試験関係者による意見交換会を行いました。
載荷実験
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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。

沖縄総合事務局では、沖縄本島における水資源開発の一連の節目において、平成２６年２月に北部ダム湖サ

ミットを開催しました。サミットでは、県民全体で森や水を守るため、中南部との連携を促進し、森や水の大切さ

○羽地ダム、金武ダムで中学生の職場体験学習を実施しました
９月２４日（水）～９月２６日（金）の３日間に羽地ダム管理支所、金武ダム管理支所において勤労観、職場観を育成する

目的で名護市立東江中学校から生徒３名を受け入れた職場体験を実施しました。

学習内容は、ダムの必要性や役割など机上学習から始まり、名護市歴史や文化、ダム流域周辺の貴重な動植物などを

ダム資料館にて学びました。また、防災訓練の一環としてKu‐SATⅡの設営訓練やダム管理における点検や湖面巡視など

実務にかかわる業務も体験しました。実習を終えた感想として「ダムの役割がよくわかった」、「たくさんの点検を行ってい

ることにびっくりした」などがありました。

今後、国管理ダムにおける職場体験希望がありましたら当事務所管理課までご連絡ください。

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

平成２６年９月３０日現在 国ダム（９ダム）貯水率９７．６％（前年同日の貯水率：６９．５％（８ダム））

国管理９ダムの９月も流域平均月間雨量は１４７ｍｍで、国管理ダムの貯水率は、過去１０ヶ月平均値を上回り満水に近い状況が続いて

いますが、小雨傾向が続きますと貯水率が低下していきますので、引き続き節水にご協力をお願いします。

湖面を巡視する生徒達 鉄塔を目視点検

日（曜日） 担当 行事名称 内 容

ダム資料館では、地域の歴史・文化や、沖縄本島の水資源開発の

歴史・自然環境保全の取り組みについて学習できます。

福地ダム

安波ダム
福地ダム 大保ダム

自然観察船「ゴンミキ号」

を広く認識してもうよう取り組んでいくことが宣言されました。 これを受け、沖縄渇水連絡協議会総会において

も同宣言の理念、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に取り組んでいくことが確

認されました。

沖縄総合事務局ではダム（湖）を地域の資源として捉え、水源地やんばるの自然やダム（湖）の魅力を活かし

た観光、交流活動を通して森や水の大切さを認識してもらうとともに、水源地域の活性化を図ってまいります。

その一環として、１０月２７日（月）に県内旅行業界と現地視察を行い、ダム湖やその周辺施設等を活かした北

部観光のポテンシャルについて検討するとともに、地元ツアー団体、自治体等と意見交換を行うこととしています。

★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

○１０月１１日（土）～１０月１２日（日）第30回 やんばるの産業まつり イベント会場：名護市２１世紀体育館

○１０月１２日（日） 第14回沖縄県パーゴルフ大会 イベント会場：安田くいなパーゴルフ場

○１０月２６日（日） 第10回ヤンバルクイナカップ沖縄県小学生駅伝競走大会 イベント会場：国頭陸上競技場

※Ku‐SAT（ Kensetsu Universal ‐ Small Aperture Terminal ）とは？

災害現場等のカメラ映像や音声を通信衛星を利用してリアルタイムで送受信することが

できる移動式（可搬型）の装置で災害時等の情報収集に役立っています

日（曜日） 担当 行事名称 内　　　　容

１０月２日（木） 福地ダム支所 東村行政懇談会 ダム所在自治体と情報交換を行う会

１０月７日（火） 羽地ダム支所 第２回羽地ダム水源地域ビジョン研究部会 ビジョンの進捗状況と今後の展開を確認する会議

１０月８日（水） 安波ダム支所 国頭村行政懇談会 ダム所在自治体と情報交換を行う会

１０月２７日（月）
北部ダム統合管

理事務所
ダムツーリズム意見交換会

県内観光団体がダムの見どころを視察するとともに

地元自治体の観光担当者及び地元ツアー団体との意見交換を行う

ダム湖面を遊覧、上流には幻の滝

と呼ばれる”シゲランファーの滝”が

あり、大自然を満喫できます。

城（グスク）をイメージした石積み模様

を施し、景観に優れたダム堤体。

魚道やマングローブ、メダカの

学校（第二貯水池）では、自然

環境の学習ができます。

漢那ダム

羽地ダム

自然観察船「ゴンミキ号」

で、団体でも気楽に湖面

遊覧が楽しめます。

Ku-SATⅡ設営訓練実施しました（漢那・金武・羽地合同訓練！）

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 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

247名

９月２４日（水）に漢那ダム管理支所、金武ダム管理支所、

羽地ダム管理支所の３支所合同で今年４月に新しく導入され

た「Ku-SATⅡ（衛星小型画像伝送装置）」の設営訓練を実施し

ました。訓練では漢那ダム班（漢那・金武）と羽地ダム班（羽

地）に分かれてKu-SATⅡを設営し、双方での映像・音声の

送受信を行いました。

今回は、新機種への移行後、初の設営訓練ということもあ

り、機器の展開接続に四苦八苦する場面もありましたが、

機器の取り扱いに注意しつつ、マニュアルに沿って設営を

行い、無事訓練を終了しました。

できる移動式（可搬型）の装置で災害時等の情報収集に役立っています。

今後、更に訓練を重ね設営・操作の習熟を図っていきたいと考えています。

Ku‐SATⅡ設営訓練状況
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