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梅雨前線に伴う降雨により、国が管理する９ダム（福地ダム、新川ダ

梅雨前線による大雨で国管理全９ダムが越流

～約１年８ヶ月ぶりに全ダムが満水となりました～

６月２８日（火）に羽地ダムにおいて羽地小学校６年生１名の児童を

受け入れジョブシャドウイング（働く大人を観察する）を実施しました。

机上ではダムの役割やダムの仕事に、資料館では文化や歴史、実際

にダム湖面からの巡視状況を学んでいただきました。

児童からは、ジョブシャドウイングを受けて「ダムの仕事について、理

解することができ勉強になりました」との感想がありました。

今回のジョブシャドウイングにおいて子供達の将来の夢や進路につい

て考えるきっかけになることを願っています。 湖面巡視

７月の行事予定

行　事　名　称 内　容

大宜味村との行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議

第６回所内研修会 沖縄の多目的ダム建設及び管理の歴史

所内研究発表会 職員の技術向上・円滑な業務の推進を図る

国頭村との行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議安波ダム管理支所

予定時期 担当

６日（水） 大保ダム管理支所

２０日（水） 事務所

２０日（水） 事務所

２８日（木）

梅雨前線に伴う降雨により、国が管理する９ダム（福地ダム、新川ダ

ム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、漢那ダム、羽地ダム、大保

ダム、金武ダム）が満水となり、全てのダムが越流しました。

ダムの流域では、今年に入って降水量が平年値（過去１０カ年平均）

を上回る状況が続き、４月中旬以降は、多くのダムで貯水池の水位が

平常時最高水位（※）付近を維持する状況が続いていました。

その様な中、６月中旬に梅雨前線の影響で断続的に発生した出水

に対する洪水被害防止のためのダムの洪水調節に伴い、国管理ダム

では順次越流が始まり、６月１９日１３時の辺野喜ダムの越流開始に

より９ダム全てが越流しました。ダムの洪水調節などもあり、ダム下流

の河川では出水に伴う被害はありませんでした。

また、国が管理するダムが全て越流し満水となるのは、平成２６年１

０月の台風１９号に伴う大雨以来、約１年８ヶ月ぶりとなります。

満水状況

越流状況
平成２８年７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ９９．１％（前年同日の貯水率： ６０．９％）

○７月２日（土） 大宜味村 大保ダムまつり

○７月２日（土）～７月３日（日） 東村 花とパインの村 東村フェアー

【那覇市「てんぷす那覇 前広場 （ポケットパーク）」】

○７月１７日（日） 東村 福地ダムまつり

○７月１７日（日） 大宜味村 体協球技大会【大宜味小・中体育館】

○７月２３日（土） 金武町 金武ダムまつり

○７月２３日（土）～７月２４日（日） 国頭・大宜味・東村 三村連携「物産と観光PR」
【国頭村「ゆいゆい国頭」】

○７月３０日（土）～７月３１日（日） 金武町・宜野座村 国頭郡軟式野球大会

○７月３０日（土）～７月３１日（日） 宜野座村産業まつり

地 域 イ ベ ン ト 情 報
（※）平常時最高水位＝洪水ではない時にダムに貯水することができる最高の水位で、水

道用水や灌漑用水などの利水容量は貯水率１００％（満水）となります。

国管理９ダムの貯水状況は当事務所HP（下記URL）を参照下さい。
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

６月２９日（水）より北部ダム統合管理事務所のホームページをリニューアル

しました。

基本的には旧ホームページの内容を活かすとともに閲覧しやすいように内

容を更新しました。

【今回リニューアルの主な特徴】

・旧ホームページの内容を踏襲しつつ閲覧しやすいように改善。

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。

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

○７月３０日（土）～７月３１日（日） 宜野座村産業まつり

○７月３１日（日） 宜野座村 漢那ダムまつり

○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会員専用駐車場の確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。
現在会員数 ３２８名

（ダムに関する資料は「ダム資料室」、ダム広報関連は「ダムツーズム」等に

集約化）

・スマートフォン対応にも改良しました。

・各ダムの貯水池状況や洪水調節状況といった情報がリアルタイムに閲覧

可能。

・トップページの一番大きなスライド画面においては、直近のイベント情報を

お知らせできるようにしました。

まだ、いくつかのページで準備中のものもありますが、随時更新していきた

いと思います。

↓↓↓新しいホームページのURLはこちら

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

※URLは旧ホームページのアドレスと同じです。
画像はトップページの画像になります。

④イベント会員枠確保⑤会員専用駐車場の確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。
現在会員数 ３２８名

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

※URLは旧ホームページのアドレスと同じです。
画像はトップページの画像になります。
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※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。

迅速な災害対応を図るためには、被害現場の様子（映像）をいち早く

共有することが重要でそれら映像伝送機器の操作習熟等を目的に、去っ

た６月１０日(金)に北部ダム統合管理事務所、２７日（月）には羽地ダム管
理支所を会場に「KU-SATⅡ（衛星小型画像伝送装置）」の設営訓練を実

設

営

状

事務所

７月１７日（日）に、福地ダムまつり（福地ダム夏休み自然体験会）が

開催されます。

現在、福地ダムは満水に近いので、「自然観察船（ゴンミキ号）」に乗

ると福上湖の広大な湖面に感動することでしょう。

また、昨年から加わった「ザリガニ釣り体験」は、福地ダムまつりでし

か体験できない貴重な催しで、お子様にとても人気です。一度体験し

てみては如何でしょうか！！

自然観察船

（ゴンミキ号）

ザリガニ釣り体験

施しました。

訓練には、災害時に現場へ派遣される職員を中心として、機器の設営

と操作の確認を行いました。

今回の訓練での課題や反省点もふまえ、今後も更に訓練を重ね、設

営・操作の習熟を図っていきます。

況

羽地ダム

北部ダム統合管理事務所では、新川ダムのオ－トキャンプ施設の

周辺に約220本のサガリバナを植えています。

今年は６月末頃に初開花が確認されました。７月半ばころまでが見

頃と思われます。

つぼみ（6月末撮影）

金武ダム・漢那ダムまつりでは、各種体験イベントが催されますので、ご家族

お揃いの上お越しください。

○金武ダムまつり主なイベント内容：島ぞうりづくり体験・水牛体験

巨大迷路 ・カヌー体験 ・湖面遊覧等

○漢那ダムまつり主なイベント内容：漢那ダムまるごと探検ツアー

カヌー体験・ｾｸﾞｳｪｲ試乗体験等

８月３日（水）に小学校の児童を持つ親子を対象に、ダム見学を中心とした「夏休み親子ダム環境体験学習会」

を開催します。

学習会では、漢那ダム施設の見学、羽地ダム下流での生き物観察会等（実際に水に入り生き物を見る水遊び）

漢那ダムまるごと探検ツアー

京都大学、山口大学、情報通信研究機構など７機関が合同で行ってい

る、文部科学省の研究プロジェクト「ストームジェネシスを捉えるための先

端フィールド観測と、豪雨災害軽減に向けた総合研究（代表：京都大学・

中北英一教授）」の一環として、“ゲリラ豪雨の卵の生成～発達過程のメ

カニズム解明”を目指す２０１６年沖縄集中観測が大保ダム他で実施され

ました。

頃と思われます。

サガリバナは夜に花を咲かす性質がありますので、周辺でキャン

プ等行う機会があれば夜のドライブで立ち寄ってみては如何でしょう

か？

満開の花を付けた木々を目にすることができるかも！！

開花（6月末撮影）

北部ダム統合管理事務所では、ダム所在市町村と相互の理解促進・連携強化を図ることを目的に ６月１３日

学習会では、漢那ダム施設の見学、羽地ダム下流での生き物観察会等（実際に水に入り生き物を見る水遊び）

や親子で楽しめるスポレク等を企画しています。皆様のご応募、お待ちしています。

【開 催 日】 平成２８年８月３日(水)

９：００～１７：００ 頃

※送迎バス有り (各出発地域が異なります)

【対 象 者】 小学校の児童を持つ親子を対象

【内 容】 ①ダム施設見学(漢那ダム) ②川の生き物観察会(羽地ダム) ③親子レクレーションなど

【参 加 費】 無料

【問い合わせ先】 北部ダム統合管理事務所 流域対策課 ０９８０-５３-２４４２

ました。

この観測では、気象庁が日々行っている気球観測による気温・湿度の

計測のみならず、ビデオカメラを気球に取り付けることで雨雲内部の雨粒

や雲粒の大きさや形を直接撮影し、それが気象レーダーでどのように測

られているのか比較するようです。

６月１０日に行われた観測では、気球は雨雲を通過して高度２１ｋｍまで

上昇し、データを無事に地上へ送ってきたようです。

研究チームの一員である京都大学・山口弘誠准教授から、「念願の観

測を実現することができました。おかげさまでたいへん良いデータを取得

することができましたので、今後の解析がたいへん楽しみです。豪雨災害

軽減に役立つようにがんばります。」との連絡を受けています。

今後とも、大保ダムでは施設利用に関して協力をしていきたいと思いま

す。

観測実験状況

気球の放球状況

北部ダム統合管理事務所では、６月２２日（水）にダムの安全管理に関する所内研修会を開催しました。

研修会は、内里副所長を講師に『国債業務の契約における留意点』、与那覇所長を講師に『失敗事例から学ぶ～仕事

の進め方を考える～』、独立行政法人水資源機構の増田氏を講師に『GPS計測結果に基づくダムの安全管理方法の検

討』について講義していただきました。

今後も研修を継続しながら、ダムの安全管理に関するノウハウの継承、知識向上に取り組んでいきます。

（月）に宜野座村役場との行政懇談会を開催しました。

会議ではそれぞれが所管する事業の報告や懸案事項等について意見交換を行いましたが、その中では漢那

ダムを地域資源ととらえ、積極的に活用していきたいということや、地域住民や世界ウチナーンチュ大会参加者

の湖面遊覧の企画、ダム建設時の資料提供等の協力依頼がありました。

また、村からは道の駅｢ぎのざ｣やイチゴハウス（観光農園）の整備予定等の報告もありました。

会議で出た意見やアイディアなどをダム管理に活かし、これからもダムと水源地域との関わりを大切にした地

域と一体となったダム管理を目指します。

今後とも、大保ダムでは施設利用に関して協力をしていきたいと思いま

す。
討』について講義していただきました。

今後も研修を継続しながら、ダムの安全管理に関するノウハウの継承、知識向上に取り組んでいきます。
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【開 催 日】 平成２８年８月３日(水)

９：００～１７：００ 頃

※送迎バス有り (各出発地域が異なります)

【対 象 者】 小学校の児童を持つ親子を対象

【内 容】 ①ダム施設見学(漢那ダム) ②川の生き物観察会(羽地ダム) ③親子レクレーションなど

【参 加 費】 無料

【問い合わせ先】 北部ダム統合管理事務所 流域対策課 ０９８０-５３-２４４２

ました。

この観測では、気象庁が日々行っている気球観測による気温・湿度の

計測のみならず、ビデオカメラを気球に取り付けることで雨雲内部の雨粒

や雲粒の大きさや形を直接撮影し、それが気象レーダーでどのように測

られているのか比較するようです。

６月１０日に行われた観測では、気球は雨雲を通過して高度２１ｋｍまで

上昇し、データを無事に地上へ送ってきたようです。

研究チームの一員である京都大学・山口弘誠准教授から、「念願の観

測を実現することができました。おかげさまでたいへん良いデータを取得

することができましたので、今後の解析がたいへん楽しみです。豪雨災害

軽減に役立つようにがんばります。」との連絡を受けています。

今後とも、大保ダムでは施設利用に関して協力をしていきたいと思いま

す。

観測実験状況

気球の放球状況

北部ダム統合管理事務所では、６月２２日（水）にダムの安全管理に関する所内研修会を開催しました。

研修会は、内里副所長を講師に『国債業務の契約における留意点』、与那覇所長を講師に『失敗事例から学ぶ～仕事

の進め方を考える～』、独立行政法人水資源機構の増田氏を講師に『GPS計測結果に基づくダムの安全管理方法の検

討』について講義していただきました。

今後も研修を継続しながら、ダムの安全管理に関するノウハウの継承、知識向上に取り組んでいきます。

（月）に宜野座村役場との行政懇談会を開催しました。

会議ではそれぞれが所管する事業の報告や懸案事項等について意見交換を行いましたが、その中では漢那

ダムを地域資源ととらえ、積極的に活用していきたいということや、地域住民や世界ウチナーンチュ大会参加者

の湖面遊覧の企画、ダム建設時の資料提供等の協力依頼がありました。

また、村からは道の駅｢ぎのざ｣やイチゴハウス（観光農園）の整備予定等の報告もありました。

会議で出た意見やアイディアなどをダム管理に活かし、これからもダムと水源地域との関わりを大切にした地

域と一体となったダム管理を目指します。

今後とも、大保ダムでは施設利用に関して協力をしていきたいと思いま

す。
討』について講義していただきました。

今後も研修を継続しながら、ダムの安全管理に関するノウハウの継承、知識向上に取り組んでいきます。
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梅雨前線に伴う降雨により、国が管理する９ダム（福地ダム、新川ダ

梅雨前線による大雨で国管理全９ダムが越流

～約１年８ヶ月ぶりに全ダムが満水となりました～

６月２８日（火）に羽地ダムにおいて羽地小学校６年生１名の児童を

受け入れジョブシャドウイング（働く大人を観察する）を実施しました。

机上ではダムの役割やダムの仕事に、資料館では文化や歴史、実際

にダム湖面からの巡視状況を学んでいただきました。

児童からは、ジョブシャドウイングを受けて「ダムの仕事について、理

解することができ勉強になりました」との感想がありました。

今回のジョブシャドウイングにおいて子供達の将来の夢や進路につい

て考えるきっかけになることを願っています。 湖面巡視

７月の行事予定

行　事　名　称 内　容

大宜味村との行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議

第６回所内研修会 沖縄の多目的ダム建設及び管理の歴史

所内研究発表会 職員の技術向上・円滑な業務の推進を図る

国頭村との行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議安波ダム管理支所

予定時期 担当

６日（水） 大保ダム管理支所

２０日（水） 事務所

２０日（水） 事務所

２８日（木）

梅雨前線に伴う降雨により、国が管理する９ダム（福地ダム、新川ダ

ム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、漢那ダム、羽地ダム、大保

ダム、金武ダム）が満水となり、全てのダムが越流しました。

ダムの流域では、今年に入って降水量が平年値（過去１０カ年平均）

を上回る状況が続き、４月中旬以降は、多くのダムで貯水池の水位が

平常時最高水位（※）付近を維持する状況が続いていました。

その様な中、６月中旬に梅雨前線の影響で断続的に発生した出水

に対する洪水被害防止のためのダムの洪水調節に伴い、国管理ダム

では順次越流が始まり、６月１９日１３時の辺野喜ダムの越流開始に

より９ダム全てが越流しました。ダムの洪水調節などもあり、ダム下流

の河川では出水に伴う被害はありませんでした。

また、国が管理するダムが全て越流し満水となるのは、平成２６年１

０月の台風１９号に伴う大雨以来、約１年８ヶ月ぶりとなります。

満水状況

越流状況
平成２８年７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ９９．１％（前年同日の貯水率： ６０．９％）

○７月２日（土） 大宜味村 大保ダムまつり

○７月２日（土）～７月３日（日） 東村 花とパインの村 東村フェアー

【那覇市「てんぷす那覇 前広場 （ポケットパーク）」】

○７月１７日（日） 東村 福地ダムまつり

○７月１７日（日） 大宜味村 体協球技大会【大宜味小・中体育館】

○７月２３日（土） 金武町 金武ダムまつり

○７月２３日（土）～７月２４日（日） 国頭・大宜味・東村 三村連携「物産と観光PR」
【国頭村「ゆいゆい国頭」】

○７月３０日（土）～７月３１日（日） 金武町・宜野座村 国頭郡軟式野球大会

○７月３０日（土）～７月３１日（日） 宜野座村産業まつり

地 域 イ ベ ン ト 情 報
（※）平常時最高水位＝洪水ではない時にダムに貯水することができる最高の水位で、水

道用水や灌漑用水などの利水容量は貯水率１００％（満水）となります。

国管理９ダムの貯水状況は当事務所HP（下記URL）を参照下さい。
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

６月２９日（水）より北部ダム統合管理事務所のホームページをリニューアル

しました。

基本的には旧ホームページの内容を活かすとともに閲覧しやすいように内

容を更新しました。

【今回リニューアルの主な特徴】

・旧ホームページの内容を踏襲しつつ閲覧しやすいように改善。

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。

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

○７月３０日（土）～７月３１日（日） 宜野座村産業まつり

○７月３１日（日） 宜野座村 漢那ダムまつり

○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会員専用駐車場の確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。
現在会員数 ３２８名

（ダムに関する資料は「ダム資料室」、ダム広報関連は「ダムツーズム」等に

集約化）

・スマートフォン対応にも改良しました。

・各ダムの貯水池状況や洪水調節状況といった情報がリアルタイムに閲覧

可能。

・トップページの一番大きなスライド画面においては、直近のイベント情報を

お知らせできるようにしました。

まだ、いくつかのページで準備中のものもありますが、随時更新していきた

いと思います。

↓↓↓新しいホームページのURLはこちら

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

※URLは旧ホームページのアドレスと同じです。
画像はトップページの画像になります。

④イベント会員枠確保⑤会員専用駐車場の確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。
現在会員数 ３２８名

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

※URLは旧ホームページのアドレスと同じです。
画像はトップページの画像になります。


