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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。

ダムの歳時記

桜の開花に春の訪れを感じる今日この頃です。

ここ安波ダムでも庁舎前の公園に１００本近くのカンヒザクラ

が植えられています。今五分咲きといったところでしょうか。

沖縄で桜と言えばカンヒザクラを指しますが、ところで皆様

このカンヒザクラの名前の由来をご存知でしょうか。別名、ヒ

カン（緋寒）ザクラとも呼ばれていますが、これとは別に彼岸

桜（ヒガンザクラ）という桜があり、名前が「カ」と「ガ」の違い

だけでまぎらわしいので緋寒を左右入れ替えてカンヒザクラ ２月６日（土）に「第１回金武ダムまつり」が開催されます！平成２６年４月の管理開始から初め

平成２８年２月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ７９.７％（前年度同日の貯水率 ７８．１％）

【地域イベント情報】
○２月１３日（土）～１４日（日）・・・・・・・・・（国頭村） 国頭村産業まつり

○２月１３日（土）～１４日（日）・・・・・・・・・（国頭村） 国頭村ツバキまつり

○２月２７日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ 東村 ） 第３回やんばる東村アドベンチャーラリー

○３月４日（金）～３月２１日（月）・・・・・・・（ 東村 ） 第３４回東村つつじ祭り

○３月１３日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ 東村 ） 第３４回東村つつじマラソン大会

だけでまぎらわしいので緋寒を左右入れ替えてカンヒザクラ

（寒緋桜）と呼ぶことが今では一般的になったようです。
安波ダム本体と満開の桜

（Ｈ２７年２月２日撮影）

２月６日（土）に「第１回金武ダムまつり」が開催されます！平成２６年４月の管理開始から初め

てのダムまつりで、会場では様々な体験型イベントが盛りだくさん企画されています。ご家族・友人

をお誘いのうえ、ぜひご来場ください！同会場では、１６時から億首桜まつりも開催予定です。

宿 道

【２月の行事予定】
当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

○開催日時 ： ２月６日（土） 午前１０：００～

○会 場 ： 金武ダム（金武町字金武）

○ｲﾍﾞﾝﾄ内容 ： ダム施設見学、サクラ植樹、丸太切り、

森林パネルクイズ、歴史文化体験、

水牛体験、紙トンボ作り、

ダム湖面遊覧、カヌー体験など

【問い合わせ先】

金武ダムまつり実行委員会（TEL 098-968-6262）

１２月１９日（土）～１月１７日（日）に羽地ダム管理所において『雨といきもの展』を開催しました。雨

紙トンボ作り

日（曜日） 担 当 行 事 名 称 内 容

１（月） 北部ダム統合管理事務所 建設工事安全会議
当事務所の全工事における労働災害防止を目的とし
た安全会議

６（土） 金武ダム管理支所 金武ダムまつり 詳細は、本紙のP.1参照

９（火） 漢那ダム管理支所 漢那ダム水源地域ビジョン推進協議会作業部会 ビジョンの進捗状況、今後の展開を確認する会議

１２（金） 広域水管理課 ダム管理フォローアップ委員会
管理ダムの効果や環境への影響等を分析・評価する

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。

TEL:0980-53-2442

１２月１９日（土）～１月１７日（日）に羽地ダム管理所において『雨といきもの展』を開催しました。雨

といきもの展は、いきものにとっての雨の恵みをテーマに、段ボールで製作された雨といきものに関

する絵本やクイズ、雨音の楽器などの体験を通して楽しく学ぶことを目的とするもので、日本各地を

巡回開催しています。現在は、金武ダム管理支所において以下の日程で開催中です。

○開催期間 ： １月２３日（土）～２月１４日（日）

○会館時間 ： ９時～１７時

○入場無料

金武ダム管理支所へのアクセス

１２（金） 広域水管理課 ダム管理フォローアップ委員会
管理ダムの効果や環境への影響等を分析・評価する
会議

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 ３１３ 名
インタラクティブ（対話型）展示

された「ことばあめ」 音の出る楽器展示
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１月８日（金）に沖縄総合事務局TEC-FORCE研修の一環で、漢那ダムにおいて防災機械取扱実

施訓練が行われました。訓練では災害が起こった際に現地の対策本部となる災害対策本部車や

冠水した場所からすばやく水を排水する排水ポンプ車、災害箇所を夜間監視するための照明車な

どの設営・操作訓練を行いました。沖縄総合事務局では災害時に迅速な対応ができるよう今後も

訓練を通して習熟を図っていきます。

１月５日（火）～１月９日（土）の期間に岩手県カヌー協会（１８名）と福島県高体連カヌー専門部

（１４名）の計３２名のカヌー選手の合同強化合宿が行われました。漢那ダムはカヌー関連の施

設や道具がそろい、ダム湖もカヌー競技に適しているとのことで、例年、この時期に漢那ダムで

カヌー合宿が行われているものです。選手らは国

民体育大会等の出場に向けて毎日、午前、午後のト

排水ポンプ車 災害対策本部車

訓練を通して習熟を図っていきます。

※TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）とは、地震・水害・土砂災害等の大規模自然災害に対応す

るため、被災地方公共団体（自治体）等が行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防

止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するた

めに設置されたものです。

照明車

民体育大会等の出場に向けて毎日、午前、午後のト

レーニングに熱がこもっていました。また、２月１５日

（月）～２６日（金）の間は韓国を代表する１０代～２０

代の女性カヌーチームが温暖な気候の漢那ダムで世

界大会に向けた強化合宿の予定です。カヌー競技に

興味のある方は練習状況をご覧になってはいかがで

しょうか。北部ダム統合管理事務所では、今後も地域

活性化のためにダムの活用を積極的に推進してまい

ります。

艇庫前で整備を行う選手たち

１月２１日（木）に安波ダム湖面利用協議会が「国頭村環境教育センター やんばる学びの

森」で開催されました。今回の協議会では、安波ダムの新たな湖面利用団体としてYambaru

Blue（やんばるブルー）からの新規登録申請があり、申請内容についての審議が行われました。

審議の結果では、湖面利用形態が湖面利用協議会の活動主旨に一致し、自然環境負荷の低

ダム湖面へトレーニングに向かう選手たち練習の様子

１月２６日（火）に第７回金武ダムモニタリング部会を開催しました。モニタリング部会とは、自然

環境に配慮し、適切なダム管理を実施していくため、事後評価の一環としてダムを管理する前から

管理初期段階までの移行期間における水質や生物などの環境変化等を詳細に分析・評価するた

め、学識経験者から構成されるもので、これまで委員からの指導・助言を頂きながらモニタリング

調査を実施してきました。

当日は、午前中に金武ダムの現場を視察し、午後に沖縄総合事務局那覇第２合同庁舎２号館

において平成２６年度までの調査結果とそれに対する総合評価に対する審議を行っていただきま

した。今回の審議結果を踏まえ、今年度中に金武ダムに係るモニタリング調査の最終報告書を取

減を考慮した環境教育に関するプログラムであることなどが確認されたことから全会一致で可

決、新たな湖面利用団体として登録され

ました。今後は更なる安波ダム湖面利用

の推進、ひいては地域振興に資すること

が期待されます。

※安波ダム湖面利用協議会は、ダムが地

域の観光資源となり地域振興に資する施

設として利活用を図っていく水源地域ビジョ

ンの観点から安波ダムの湖面利用推進を

図るため、平成２２年３月に地元及びダム

周辺の関係行政機関で組織され、設置さ

れた協議会です。
協議会の様子

りまとめることとしています。その後、事後評価を行い、事業評価監視委員会へ報告し、公表する

こととしています。
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森林パネルクイズ、歴史文化体験、

水牛体験、紙トンボ作り、

ダム湖面遊覧、カヌー体験など

【問い合わせ先】

金武ダムまつり実行委員会（TEL 098-968-6262）

１２月１９日（土）～１月１７日（日）に羽地ダム管理所において『雨といきもの展』を開催しました。雨

紙トンボ作り

日（曜日） 担 当 行 事 名 称 内 容

１（月） 北部ダム統合管理事務所 建設工事安全会議
当事務所の全工事における労働災害防止を目的とし
た安全会議

６（土） 金武ダム管理支所 金武ダムまつり 詳細は、本紙のP.1参照

９（火） 漢那ダム管理支所 漢那ダム水源地域ビジョン推進協議会作業部会 ビジョンの進捗状況、今後の展開を確認する会議

１２（金） 広域水管理課 ダム管理フォローアップ委員会
管理ダムの効果や環境への影響等を分析・評価する

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。

TEL:0980-53-2442

１２月１９日（土）～１月１７日（日）に羽地ダム管理所において『雨といきもの展』を開催しました。雨

といきもの展は、いきものにとっての雨の恵みをテーマに、段ボールで製作された雨といきものに関

する絵本やクイズ、雨音の楽器などの体験を通して楽しく学ぶことを目的とするもので、日本各地を

巡回開催しています。現在は、金武ダム管理支所において以下の日程で開催中です。

○開催期間 ： １月２３日（土）～２月１４日（日）

○会館時間 ： ９時～１７時

○入場無料

金武ダム管理支所へのアクセス

１２（金） 広域水管理課 ダム管理フォローアップ委員会
管理ダムの効果や環境への影響等を分析・評価する
会議

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 ３１３ 名
インタラクティブ（対話型）展示

された「ことばあめ」 音の出る楽器展示
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