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までお願いします

９月８日(火)、１１日(金)、１５日(火) の３日

間に分けて北部ダム統合管理事務所では、

職員を対象にした 「普通救命講習会」を名

護市消防本部において受講しました。

講習会では、ＡＥＤや心臓マッサージの基

礎知識を習得するため 救急救命士から熱

ウッカガー（金武大川）は、金武

町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

　

までお願いします。

平成２７年１０月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率：９２．２％（前年度同日の貯水率 ９７．６％）

【ダムの歳時記】

礎知識を習得するため、救急救命士から熱

心な指導を受けました。

なお、ＡＥＤは福地ダム、安波ダム、漢那ダ

ム、羽地ダム、大保ダム及び金武ダムの６ダ

ムに設置しております。
「森と湖に親しむ旬間」の行事の一環である「第９回安波ダム・

クイナまつり」が９月１２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。当日は天候にも恵ま

れ、多くの方で賑わいました。

まつりでは、ダム施設見学、ジャングルカヌー体験、「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が数多く提供され、「とても良

かった」と好評を頂き大盛況でした。

中でも、ダム湖面遊覧は滅多に見ることが出来ない幻の滝「シ

ゲランファーの滝」を間近に見ることが出来るとあって、受付には

（実地演習：胸骨圧迫）

泉です。

秋になり、金武ダムではトンボが数多く見られるよ

うになりました。

金武ダムには約１０種類のトンボが生息しており、

特に堤体の下流にある「せせらぎ水路」では、水中

に幼虫（ヤゴ）がいたり、植物の葉っぱには成虫が

脱皮したあとの抜け殻がついていたりと、トンボの

ﾀｲﾘｸｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ

ＡＥＤ

ダム施設見学

漢那 羽地支所 平敷屋小学校ダム環境体験学習会

日（曜日） 担　当 行　事　名　称

13日（火） ダム周辺の自然環境と施設を見学

内　　　容

15日（木） 羽地支所 伊江小学校社会科見学 ダムの役割や水の大切さについて学ぶ

【今月（１０月）の行事予定】

☆地域イベント情報☆
○１０月１０日（土）～１１日（日） 第３１回やんばる産業まつり（名護市）

○１０月１１日（日） 第１２回中川まつり（金武町）

○１０月２４日（土）～２５日（日） 宜野座村まつり

ゲランファ の滝」を間近に見ることが出来るとあって、受付には

長い行列ができました。

また、かねてより公募していた国頭村のキャラクター名が「くー

やん」に決定し、まつりの中で行われた命名式では、みごと採用

されたご家族に会場から盛大な拍手が送られました。

来年も皆様のご参加をお待ちしております。 パネル展

脱皮したあとの抜け殻がついていたりと、トンボの

いろいろな姿を楽しめます。

これからが秋本番、子どもたちを連れてぜひ金武

ダムにお越しください！ せせらぎ水路

漢那・羽地支所 平敷屋小学校ダム環境体験学習会13日（火）
ダム周辺の自然環境と施設を見学

ダム周辺の自然環境と施設を見学

垣花小学校・真嘉比小学校ダム環境体験学習会19日（月） 金武・漢那支所

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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 ２８５名

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。

マイ箸作り

ジャングルカヌー シゲランファーの滝

命名式
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp
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９月３日（木）に「平成27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。

本研究会は職員等の資質向上や能力開発及び組織の活性

化を図ることを目的として開催されるもので、今回は、１３名の

職員研究成果の発表を行いました。

北部ダム統合管理事務所からは「沖縄北部ダム リズム

羽地ダムと漢那ダムへ地元の小学生がダムの役割や水とそれを育む森林の大切さなどを学習する社会

科見学に訪れました。

北部ダム統合管理事務所では、やんばるの自然やダムの魅力を活かした活動を通じて、森や水の大切さ

を広く認識してもらうダムツーリズムの取り組みを進めており、小学生の社会科見学などを積極的に受け入

れています。

開催状況

９月２４日（木）に普段現場に出る機会が少ない事務系職員を中心に当事務所が管理するダムの特徴や

現場状況を把握することを目的として、福地ダム・安波ダム・羽地ダム・大保ダムにおいて、管理ダム現場

研修を実施しました。

研修当日は、各ダムを管理する支所職員より改めてダムの概要説明を受けた後、普段は立ち入ること

のない堤体内、湖面等の現場を視察しました。研修に参加した事務系職員からは、「堤体内の階段はこん

なに長いのか。」、「各ダムで説明を受け、もっとダムのことを勉強しなければと思った。」などの声があり、

改 ダ 管 端を担 を実感

北部ダム統合管理事務所からは「沖縄北部ダムツーリズム

の取り組み状況について」（流域対策課：安次嶺課長）と「完成

後30年経過したダムの放流管内の塗装について」（安波ダム

管理支所：川田係長）の発表があり、安波ダム管理支所の川

田係長が優秀賞を受賞し、１１月に国土交通本省で開催される

国土技術研究会（全国大会）への派遣が決まりました。

○ 羽地ダム ○

９月１５日（火）に名護市立大宮小学校の４年生１３６名

が羽地ダムへ訪れました。

「水道の水がどのようにして送られてくるのか」、「ダムや

森林のはたらきについて」学ぶことを目的に羽地ダムを訪

れ、ダムの役割、ダムの環境保全対策、ダム管理の仕事

などについて、ダム施設（ダム資料館、ダム堤体、監査廊

内、広報ホールによるＤＶＤ上映会）の見学を行いました。

子供たちからは「ダム、超大きい」、「ダムは洪水や断水か

ら守っているんだ～」、「ダムの社会科見学は楽しい！！」

などの感想がありました。

ダム資料館の見学

ダム堤体の見学監査廊内の見学

今年は「漢那ダム⾃然体験ツア－」が復活！

改めてダム管理の一端を担っていることを実感していました。

今後は、今回の研修を生かし、事務所職員全員がダムツーリズムでの案内や外部からの問い合わせに

も対応できるようにしていきたいと考えています。

９月１５日（火）と１６日（水）の２日間にかけて、金武ダムでは金武地区消防本部による潜水捜索訓練が

実施されました

○ 漢那ダム ○

９月１６日（水）は宜野座村立宜野座小学校の４年生２５

名がダム施設や水の大切さなどを学ぶことを目的に漢那

ダムを訪れ、ダムの役割や環境保全対策、ダム管理の仕

事などについての学習のほか、ダムで整備した湿地や河

川で生息する生き物の観察などを行いました。

洪水調節実験の様子

福地ダム資料館 大保ダムの監査廊 大保ダム堤体での説明状況

会議の状況

ダム堤体見学

ダム下流

マングローブ観察

実施されました。

訓練は、金武ダムに架かる沖縄自動車道路の橋梁からダム湖へ転落した人を捜索するという想定で行わ

れ、消防士約３０名がマスクやシュノーケル等を使ってダム湖に潜り、懸命な捜索訓練が行われました。

今回の訓練は、金武地区消防本部より「淡水での訓練場所が無いためダム湖で訓練を行えないか」との

要請に協力したもので、視界の悪いダム湖での潜水訓練は、隊員の潜水捜索技能の習得にとても役に

立ったようです。なお、「ダム湖へ人が転落する」といった事故は実際に起こる可能性もあることから、ダム

管理者として今後も各関係機関とは迅速な対応が図られるよう連携・協力していきたいと思います。

橋梁下の捜索訓練淡水での浮力調整

その中でも「ペットボトルを利用した簡易模型による洪水

調節実験」では、ダム貯水池に見立てた模型内の水の量

が増えるにつれて関心（興味）をひき、楽しそうに洪水調節

の仕組みを学んでいました。

橋梁下の捜索訓練淡水での浮力調整
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かった」と好評を頂き大盛況でした。

中でも、ダム湖面遊覧は滅多に見ることが出来ない幻の滝「シ

ゲランファーの滝」を間近に見ることが出来るとあって、受付には

（実地演習：胸骨圧迫）

泉です。

秋になり、金武ダムではトンボが数多く見られるよ

うになりました。

金武ダムには約１０種類のトンボが生息しており、

特に堤体の下流にある「せせらぎ水路」では、水中

に幼虫（ヤゴ）がいたり、植物の葉っぱには成虫が

脱皮したあとの抜け殻がついていたりと、トンボの

ﾀｲﾘｸｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ

ＡＥＤ

ダム施設見学

漢那 羽地支所 平敷屋小学校ダム環境体験学習会

日（曜日） 担　当 行　事　名　称

13日（火） ダム周辺の自然環境と施設を見学

内　　　容

15日（木） 羽地支所 伊江小学校社会科見学 ダムの役割や水の大切さについて学ぶ

【今月（１０月）の行事予定】

☆地域イベント情報☆
○１０月１０日（土）～１１日（日） 第３１回やんばる産業まつり（名護市）

○１０月１１日（日） 第１２回中川まつり（金武町）

○１０月２４日（土）～２５日（日） 宜野座村まつり

ゲランファ の滝」を間近に見ることが出来るとあって、受付には

長い行列ができました。

また、かねてより公募していた国頭村のキャラクター名が「くー

やん」に決定し、まつりの中で行われた命名式では、みごと採用

されたご家族に会場から盛大な拍手が送られました。

来年も皆様のご参加をお待ちしております。 パネル展

脱皮したあとの抜け殻がついていたりと、トンボの

いろいろな姿を楽しめます。

これからが秋本番、子どもたちを連れてぜひ金武

ダムにお越しください！ せせらぎ水路

漢那・羽地支所 平敷屋小学校ダム環境体験学習会13日（火）
ダム周辺の自然環境と施設を見学

ダム周辺の自然環境と施設を見学

垣花小学校・真嘉比小学校ダム環境体験学習会19日（月） 金武・漢那支所

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

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 ２８５名

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。

マイ箸作り

ジャングルカヌー シゲランファーの滝

命名式
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp
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