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１０月２７日（月）に、ダムツーリズム意見交換会（沖縄総合事務局主

催）を開催しました。 これは、平成２６年２月に開催された北部ダム湖サ

ミットにおいて、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たこ

とを受け、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

性化を図るための取り組みの一環として実施したものです。

この日は、（一社）日本旅行業協会沖縄支部（以下「ＪＡＴＡ」という。）の

東良和支部長（沖縄ツーリスト代表取締役会長）をはじめとするＪＡＴＡ会

員１１社（２４名）の参加により、漢那ダムの第二貯水池及びダム堤体や

マングロ ブ 安波ダムの湖面遊覧 羽地ダムの地域防災センタ （ダ

TEL ０９８０－５３－６４１１ FAX ０９８０－５２－６４１２

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、以上
の連絡先までお願いします。

北部ダム統合管理事務所では、ダム所在地域と所管する事業の紹介や意見交換を行い、相互の理解促進・連携強

化を図ることを目的に行政懇談会を実施しています 会議での意見やアイディアなどを今後のダム管理に活かすとと

漢那ダム堤内 漢那ダム第二貯水池

マングローブ、安波ダムの湖面遊覧、羽地ダムの地域防災センター（ダ

ム資料館）を視察した後、名護市内で水源地域自治体及び地元ツアー団

体等との意見交換を行いました。

各水源地域からは、ダム湖での湖面遊覧やカヌーツアー、ノルディック

ウォーキング、民泊事業の取り組みなどの紹介がなされました。ＪＡＴＡメ

ンバーからは、「ダム湖面は西表島に匹敵する大自然を本島内で体験で

きる」、「沖縄の水資源開発の歴史など、インフラ整備の観光資源として

の有効性」、「オートキャンプ場の整備要望」などのご意見がありました。

また、沖縄美ら島財団からは、海洋博公園とダムツーリズムを含む水源

地域との連携による北部観光の拡充などについてご意見がありました。

意見交換会に引き続き行われました懇談会では、ＪＡＴＡメンバーと各

水源地メンバーとの名刺交換や営業活動が行われるなど、盛会の下に

終了しました.。今後は、いただいたご意見も踏まえ、更にダムの魅力を

発信できるよう努めていきます。

名護市（羽地ダム） ‐8月27日（水）開催‐
会議前に羽地ダムの現場見学会を行い、ダムの施設や役割な

どについて改めて理解を深めてもらいました。

化を図ることを目的に行政懇談会を実施しています。会議での意見やアイディアなどを今後のダム管理に活かすとと

もに観光資源としてのダムを活用するために地域と一体となったダム管理を目指します。

今回は７月以降の開催状況について紹介します。

大宜味村（大保ダム） ‐7月22日（火）開催‐

現場視察（ダム湖面）

会議の前に湖面視察を行い、ノグチゲラの営巣跡などの観光資源を確認
しました。
会議においては、災害時に連絡を密に取り合い公共施設及び家屋の浸水

被害状況などの情報を共有することを確認しました。また、ダムまつりにお
ける中南部からの来訪者を増やすための取組みや広報活動についても話
し合いました。 後に村の観光資源として湖面利用を含めダムの活用をさら
に進めていくことを確認して会議を終えました。

安波ダム湖面遊覧羽地ダム資料館

意見交換会

会議の状況

会議では、東村が実施している福地川河口のカヌー発着場の整備状況や、湖面の利用

状況等の報告が行われ、北部ダム統合管理事務所からは、ダムの管理状況や福地ダ

ム・新川ダムの一般の利用状況、福地川、新川川の洪水氾濫危険個所などの情報提供

を行いました。

また、「福地ダム地域防災センター（資料館）」と東村の「山と水の生活博物館」とを連携し

た効果的な利活用についても意見交換を行いました。
本会議で出された意見やアイディアなどは、実現可能なものから積極的に対応を行って

どについて改めて理解を深めてもらいました。

会議では、水源地域ビジョンの取り組み状況の確認や民泊協

議会の発足情報の紹介、スポーツ合宿とダムツーリズムを連携

できないかなどの意見交換が行われました。
また、災害発生時には国が支援できる体制について説明し、今

後、利用可能な支援制度について相談していく旨の確認がなさ
れました。

１１月の行事予定

監査廊内の説明 会議の状況

会議の状況

東村（福地ダム） ‐10月2日（木）開催‐

行　事　名　称 内　容

緊急地震速報全国訓練 緊急地震速報に対応した行動訓練

水の大切さなどを学ぶ（浦添市立神森小）

　　　〃　　　　　　（那覇市立仲井間小）

第２回水質検討会 事務所内の水質勉強会

羽地中学校職場体験 職場体験を通じてダム管理の理解を深める

第２回羽地ダムカヌー体験 カヌー体験（水源地域ビジョンメニュー）

ダム施設調査（福地ダム）

ダム施設調査（金武ダム）

羽地ダムオイルフェンス設置訓練 下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

ダム管理施設等の調査

１１日（火） 管理課

２７日（木） 管理課
ダム環境体験学習会

２３日（日） 羽地ダム

１３日（木）１４日（金） 広域水管理課

下旬 羽地ダム

２１日（金） 管理課

２８日（金） 事務所

１８日（火）～２１日（金） 羽地ダム

予定時期 担当

７日（金） 本局

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

いきたいと考えております。

まず会議の前に国頭村役場のメンバーが安波ダム湖面を視察し、普

段は見に行くことが出来ない幻の滝シゲランファーの滝を見学しました。

会議では、国頭村が実施しているやんばるの自然を生かしたトレイル

ランニングの継続、ヤンバルクイナ生態保全施設等の事業報告、やん

ばるの世界遺産登録について情報提供がありました。北部ダム統合

管理事務所からは、ダムの管理状況や一般利用状況、ダムツーリズ

ムの魅力等、 近の話題などの情報提供を行いました。

※宜野座村（漢那ダム）は６月６日（金）に開催され（７月号で紹介）、

金武町（金武ダム）は１１月中旬の開催を予定しています。

○ツールド・おきなわ２０１４

～熱帯の花となれ風となれ～

・開催日：１１月８日（土）・９日（日）

・会場：沖縄本島北部

○建設現場体験親子バスツアー

・開催日：１１月８日（土）・２２日（土）

・現場：８日（土）那覇港国際コンテナターミナル、
アワセゴルフ場地区工事現場

２２日（土）那覇大橋改修工事現場、金武ダム

○湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

会議の状況 現場視察

国頭村（安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム） ‐10月8日（水）開催‐

イ ベ ン ト 情 報

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

※宜野座村（漢那ダム）は６月６日（金）に開催され（７月号で紹介）、

金武町（金武ダム）は１１月中旬の開催を予定しています。
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１０月２２日（水）に熊本県球磨土木事業推進協議会１１名が金武町役場

の随行のもとで金武ダムの現地視察を行いました。ゲリラ的な豪雨が多発し、

大雨が増加している中で、熊本県内でも一昨年の九州北部豪雨災害を始め

多大な被害を受けました。そのため治水事業の研修として今回の視察を計

画されたとのことです。
金武ダムにおいては特に新技術である台形CSG工法や施工時に「宿道」が

発掘・復元されたことなどに関心をもたれていました。

９月２５日（木）に、大規模災害等により動作電源が全て喪失した

際のダム管理・運用訓練を実施しました。

大規模災害等により、緊急を要するダム操作はいろいろなケース

が考えられます。今回の訓練では、停電による商用電力の供給遮

断とともに、非常用発電機が２機とも故障した場合を想定し、福地ダ

ムから中南部への送水を水力発電機を経由した通常のルートから

久志浄水場向け主ゲートの手動による操作により、都市用水の安

定供給を図ることを目的として実施しました。

－福地ダム・電源喪失時のダム管理・運用訓練－

１０月７日（火）に羽地ダム管理支所において第２回水源地域ビジョ

ン研究部会を実施しました。会議では、事務局からダム湖カヌー体験

の報告がなされ参加窓口の拡大やアンケートの内容、将来民泊事業

との連携を視野にいれるなどの意見がありました。次回のカヌー体験

で対応していく予定です。

また、次回の会議ではビジョンメニューの進捗状況について報告し、

今後の方向性等について話し合う予定です。
会議の状況

－大規模土砂災害にそなえた訓練－

定供給を図ることを目的として実施しました。

通常時には、ダムを制御するコンピューターにより、当日の貯水位

から中南部へ送水する目標流量を確保するために必要なバルブ開

度を常に計算して操作を行う自動制御となっています。

訓練では、水位標によりダムの貯水位を直接目視で確認し、その

貯水位から必要なバルブ開度を開度－流量表から探し出して、バ

ルブを手動油圧ポンプにより必要開度まで２人一組の交代で操作し

ました。訓練全般をとおして、油圧ユニットの手動経路への切り替え

や手動油圧ポンプの操作などがスムーズに行われ、概ね１時間程

度で主な操作が終了しました。

福地ダムは北部５ダムから中南部へ都市用水を供給する重要な

ダムであり、今後ともこの様な訓練をとおして危機管理への対応能

力向上を図っていきたいと考えています。 当日の貯水位を確認 久志向け主ゲート全景

目標開度まであと１０センチ ガンバレ！

１０月２２日（水）に第６５回日本学校農業クラブ全国大会沖縄大

鯉のぼり掲揚

大規模土砂災害にそな た訓練
１０月１４日（火）に本局において大規模土砂災害の机上訓練が実施されました。

平成23年度の土砂災害防止法の改定により、大規模な土砂災害が急迫している

状況において、自治体が住民の避難行動を適切に行えるよう、国の責務で緊急調

査を行い、想定される被害の区域・時期等の土砂災害緊急情報を自治体へ提供

することが規定されました。

これを受けて、災害時に迅速に対応できるよう、あらかじめ設定したシナリオに基

づき発災から緊急調査及び緊急対策工事等の一連の流れや諸手続き、役割分担

などに関して参加者全員で課題等を確認しました。

北部ダム統合管理事務所からは７名の参加があり、有意義な訓練となりました。

机上訓練の状況

１０月２６日（日）に県高校新人体育大会の自転車競技が開催されました。レースは大宜味

会が開催されました。県内外から約４０００名が県内４市の会場で

農業に関する技術、知識などを競い研究成果を発表され沖縄では

初の開催となりました。羽地ダム多目的広場では平板測量競技会

が開かれ全国から４９チームの参加者があり、測量技術を競い合い、

沖縄県からは八重山農林高校が代表として参加しました。

好評だった羽地ダムカヌー体験の第２回を開催します。

心地よいこの時期にカヌーを通じて自然と触れ合ってみては如何でしょうか。

お問い合わせ、受付場所は、

名護市企画部企画調整課企画係（０９８０－５３－１２１２（内線１４１））まで。

○日時：１１月２３日（日）１０：００～１３：００

○参加費：小人５００円 大人１，０００円（保険料込み）

○受付期間：１１月１４日（金）まで

○定員１５ペア（３０名）

※申込書は羽地ダム管理支所でも配布中です（受付は名護市になります）。

第１回カヌー体験の様子
１０月１０日（金）に、宜野座村の国道３２９号線沿いにある「未来ぎのざ」が、東海

岸地域では初の「道の駅」に登録されました。

物産館やレストラン、情報コ－ナ－などがあり、休日にはフリ－マ－ケットも

開催され多くの方で賑わっています。沖縄自動車道の宜野座インタ－や漢那ダム

もすぐ近くなので、是非お立ち寄りください。

１０月２６日（日）に県高校新人体育大会の自転車競技が開催されました。レ スは大宜味

村の大保ダム特設ロードコース（大保ダム庁舎前をスタートし、管理用道路、林道、脇ダム天

端道路を周回する約２ｋｍのコース）で行われ、全力でペダルをごぎ続ける新人選手たちの力

強い走りは、ゴールまで誰が勝利するか分からない展開となりました。

なお、大保ダム特設ロードコースは高校総合体育大会の自転車競技コースとしても使用され

ています。ダム周辺の景色を眺めながら年に２回の自転車競技を大保ダムで観戦してみては

如何でしょうか。

もすぐ近くなので、是非お立ち寄りください。
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福地ダムは北部５ダムから中南部へ都市用水を供給する重要な

ダムであり、今後ともこの様な訓練をとおして危機管理への対応能

力向上を図っていきたいと考えています。 当日の貯水位を確認 久志向け主ゲート全景

目標開度まであと１０センチ ガンバレ！

１０月２２日（水）に第６５回日本学校農業クラブ全国大会沖縄大

鯉のぼり掲揚

大規模土砂災害にそな た訓練
１０月１４日（火）に本局において大規模土砂災害の机上訓練が実施されました。

平成23年度の土砂災害防止法の改定により、大規模な土砂災害が急迫している

状況において、自治体が住民の避難行動を適切に行えるよう、国の責務で緊急調

査を行い、想定される被害の区域・時期等の土砂災害緊急情報を自治体へ提供

することが規定されました。

これを受けて、災害時に迅速に対応できるよう、あらかじめ設定したシナリオに基

づき発災から緊急調査及び緊急対策工事等の一連の流れや諸手続き、役割分担

などに関して参加者全員で課題等を確認しました。

北部ダム統合管理事務所からは７名の参加があり、有意義な訓練となりました。

机上訓練の状況

１０月２６日（日）に県高校新人体育大会の自転車競技が開催されました。レースは大宜味

会が開催されました。県内外から約４０００名が県内４市の会場で

農業に関する技術、知識などを競い研究成果を発表され沖縄では

初の開催となりました。羽地ダム多目的広場では平板測量競技会

が開かれ全国から４９チームの参加者があり、測量技術を競い合い、

沖縄県からは八重山農林高校が代表として参加しました。

好評だった羽地ダムカヌー体験の第２回を開催します。

心地よいこの時期にカヌーを通じて自然と触れ合ってみては如何でしょうか。

お問い合わせ、受付場所は、

名護市企画部企画調整課企画係（０９８０－５３－１２１２（内線１４１））まで。

○日時：１１月２３日（日）１０：００～１３：００

○参加費：小人５００円 大人１，０００円（保険料込み）

○受付期間：１１月１４日（金）まで

○定員１５ペア（３０名）

※申込書は羽地ダム管理支所でも配布中です（受付は名護市になります）。

第１回カヌー体験の様子
１０月１０日（金）に、宜野座村の国道３２９号線沿いにある「未来ぎのざ」が、東海

岸地域では初の「道の駅」に登録されました。

物産館やレストラン、情報コ－ナ－などがあり、休日にはフリ－マ－ケットも

開催され多くの方で賑わっています。沖縄自動車道の宜野座インタ－や漢那ダム

もすぐ近くなので、是非お立ち寄りください。

１０月２６日（日）に県高校新人体育大会の自転車競技が開催されました。レ スは大宜味

村の大保ダム特設ロードコース（大保ダム庁舎前をスタートし、管理用道路、林道、脇ダム天

端道路を周回する約２ｋｍのコース）で行われ、全力でペダルをごぎ続ける新人選手たちの力

強い走りは、ゴールまで誰が勝利するか分からない展開となりました。

なお、大保ダム特設ロードコースは高校総合体育大会の自転車競技コースとしても使用され

ています。ダム周辺の景色を眺めながら年に２回の自転車競技を大保ダムで観戦してみては

如何でしょうか。

もすぐ近くなので、是非お立ち寄りください。
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１０月２７日（月）に、ダムツーリズム意見交換会（沖縄総合事務局主

催）を開催しました。 これは、平成２６年２月に開催された北部ダム湖サ

ミットにおいて、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たこ

とを受け、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

性化を図るための取り組みの一環として実施したものです。

この日は、（一社）日本旅行業協会沖縄支部（以下「ＪＡＴＡ」という。）の

東良和支部長（沖縄ツーリスト代表取締役会長）をはじめとするＪＡＴＡ会

員１１社（２４名）の参加により、漢那ダムの第二貯水池及びダム堤体や

マングロ ブ 安波ダムの湖面遊覧 羽地ダムの地域防災センタ （ダ

TEL ０９８０－５３－６４１１ FAX ０９８０－５２－６４１２

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、以上
の連絡先までお願いします。

北部ダム統合管理事務所では、ダム所在地域と所管する事業の紹介や意見交換を行い、相互の理解促進・連携強

化を図ることを目的に行政懇談会を実施しています 会議での意見やアイディアなどを今後のダム管理に活かすとと

漢那ダム堤内 漢那ダム第二貯水池

マングローブ、安波ダムの湖面遊覧、羽地ダムの地域防災センター（ダ

ム資料館）を視察した後、名護市内で水源地域自治体及び地元ツアー団

体等との意見交換を行いました。

各水源地域からは、ダム湖での湖面遊覧やカヌーツアー、ノルディック

ウォーキング、民泊事業の取り組みなどの紹介がなされました。ＪＡＴＡメ

ンバーからは、「ダム湖面は西表島に匹敵する大自然を本島内で体験で

きる」、「沖縄の水資源開発の歴史など、インフラ整備の観光資源として

の有効性」、「オートキャンプ場の整備要望」などのご意見がありました。

また、沖縄美ら島財団からは、海洋博公園とダムツーリズムを含む水源

地域との連携による北部観光の拡充などについてご意見がありました。

意見交換会に引き続き行われました懇談会では、ＪＡＴＡメンバーと各

水源地メンバーとの名刺交換や営業活動が行われるなど、盛会の下に

終了しました.。今後は、いただいたご意見も踏まえ、更にダムの魅力を

発信できるよう努めていきます。

名護市（羽地ダム） ‐8月27日（水）開催‐
会議前に羽地ダムの現場見学会を行い、ダムの施設や役割な

どについて改めて理解を深めてもらいました。

化を図ることを目的に行政懇談会を実施しています。会議での意見やアイディアなどを今後のダム管理に活かすとと

もに観光資源としてのダムを活用するために地域と一体となったダム管理を目指します。

今回は７月以降の開催状況について紹介します。

大宜味村（大保ダム） ‐7月22日（火）開催‐

現場視察（ダム湖面）

会議の前に湖面視察を行い、ノグチゲラの営巣跡などの観光資源を確認
しました。
会議においては、災害時に連絡を密に取り合い公共施設及び家屋の浸水

被害状況などの情報を共有することを確認しました。また、ダムまつりにお
ける中南部からの来訪者を増やすための取組みや広報活動についても話
し合いました。 後に村の観光資源として湖面利用を含めダムの活用をさら
に進めていくことを確認して会議を終えました。

安波ダム湖面遊覧羽地ダム資料館

意見交換会

会議の状況

会議では、東村が実施している福地川河口のカヌー発着場の整備状況や、湖面の利用

状況等の報告が行われ、北部ダム統合管理事務所からは、ダムの管理状況や福地ダ

ム・新川ダムの一般の利用状況、福地川、新川川の洪水氾濫危険個所などの情報提供

を行いました。

また、「福地ダム地域防災センター（資料館）」と東村の「山と水の生活博物館」とを連携し

た効果的な利活用についても意見交換を行いました。
本会議で出された意見やアイディアなどは、実現可能なものから積極的に対応を行って

どについて改めて理解を深めてもらいました。

会議では、水源地域ビジョンの取り組み状況の確認や民泊協

議会の発足情報の紹介、スポーツ合宿とダムツーリズムを連携

できないかなどの意見交換が行われました。
また、災害発生時には国が支援できる体制について説明し、今

後、利用可能な支援制度について相談していく旨の確認がなさ
れました。

１１月の行事予定

監査廊内の説明 会議の状況

会議の状況

東村（福地ダム） ‐10月2日（木）開催‐

行　事　名　称 内　容

緊急地震速報全国訓練 緊急地震速報に対応した行動訓練

水の大切さなどを学ぶ（浦添市立神森小）

　　　〃　　　　　　（那覇市立仲井間小）

第２回水質検討会 事務所内の水質勉強会

羽地中学校職場体験 職場体験を通じてダム管理の理解を深める

第２回羽地ダムカヌー体験 カヌー体験（水源地域ビジョンメニュー）

ダム施設調査（福地ダム）

ダム施設調査（金武ダム）

羽地ダムオイルフェンス設置訓練 下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練

ダム管理施設等の調査

１１日（火） 管理課

２７日（木） 管理課
ダム環境体験学習会

２３日（日） 羽地ダム

１３日（木）１４日（金） 広域水管理課

下旬 羽地ダム

２１日（金） 管理課

２８日（金） 事務所

１８日（火）～２１日（金） 羽地ダム

予定時期 担当

７日（金） 本局

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

いきたいと考えております。

まず会議の前に国頭村役場のメンバーが安波ダム湖面を視察し、普

段は見に行くことが出来ない幻の滝シゲランファーの滝を見学しました。

会議では、国頭村が実施しているやんばるの自然を生かしたトレイル

ランニングの継続、ヤンバルクイナ生態保全施設等の事業報告、やん

ばるの世界遺産登録について情報提供がありました。北部ダム統合

管理事務所からは、ダムの管理状況や一般利用状況、ダムツーリズ

ムの魅力等、 近の話題などの情報提供を行いました。

※宜野座村（漢那ダム）は６月６日（金）に開催され（７月号で紹介）、

金武町（金武ダム）は１１月中旬の開催を予定しています。

○ツールド・おきなわ２０１４

～熱帯の花となれ風となれ～

・開催日：１１月８日（土）・９日（日）

・会場：沖縄本島北部

○建設現場体験親子バスツアー

・開催日：１１月８日（土）・２２日（土）

・現場：８日（土）那覇港国際コンテナターミナル、
アワセゴルフ場地区工事現場

２２日（土）那覇大橋改修工事現場、金武ダム

○湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

会議の状況 現場視察

国頭村（安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム） ‐10月8日（水）開催‐

イ ベ ン ト 情 報

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

※宜野座村（漢那ダム）は６月６日（金）に開催され（７月号で紹介）、

金武町（金武ダム）は１１月中旬の開催を予定しています。
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