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全ての管理ダムで施設調査を実施
北部ダム統合管理事務所では、１２月に全ての管理ダム（９ダム）
の施設調査を実施しました。施設調査とは、各管理ダムの施設に
ついて関係課や他ダムの職員が各々の視点を持って調査すること
によって、常日頃のダム管理において課題等がないかを確認・把握
することを目的としており、併せて、現場において管理上、課題と
なっている事項について支所から事務所への提案の場とするもの
です。
今回の施設調査でも様々な視点から指摘があり、対応策を検討
することとしました。また、好事例については各支所間で情報交換
して効率的なダム管理につなげていきたいと考えています。

平成３０年１月４日現在

国ダム（９ダム）貯水率

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、上記
の連絡先までお願いします。

金武ダム

施 設 調 査 状況写真

６４.５％（前年同日の貯水率： ７２．９％）

１月の行事予定

地域イベント情報

○１月 ４日（木） 国頭村
第４９回 国頭村新春職域駅伝大会
○１月１４日（日） 宜野座村
第２５回 宜野座村駅伝競走大会
○１月１４日（日） 金武町
第５１回 金武町駅伝競走大会
○１月２０日（土） ～１月２１日（日） 国頭村
国頭村産業まつり
○１月２０日（土） ～１月２１日（日） 大宜味村 第２７回 大宜味村産業まつり
○１月２１日（日） 名護市
第５９回 NAGOハーフマラソン
○１月２７日（土）～１月２８日（日） 名護市
第５６回 名護さくら祭り

○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。
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 流域対策課 調査係 TEL：０９８０－５３－２４４２まで。
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp
○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 ４１９名

明けましておめでとうございます。
旧年中は、北部ダム統合管理事務所のダム管理行政につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
当事務所所管の９つのダムにおいては、ダム下流沿川の洪水被害を軽減するための洪水調節や沖
縄本島の都市用水の供給など、県民の社会活動や生活を支えるためのダム管理を行っています。ま
た、ダム・貯水池及び下流河川の環境を保全するとともに、ダムを水源地域の財産として積極的に
利活用を図っているところでございます。
沖縄本島では、平成６年の給水制限を最後に、２３年間断水のない安定した都市用水の供給が行
われていますが、昨年は、ダムの貯水率が44％まで落ち込み、断水への不安を感じた人も多かった
と思います。これは、ダム流域の降水量が、ダム管理開始以降４３年間で過去最低を記録したこと
によるものです。また。これとは逆に、その後の５～６月の梅雨は、これもダム管理記録を更新す
る最大の降雨が発生し、貯水率は一気に１００％近くまで回復することができました。これらの特
異な気象状況に対して、これまで整備したダムのストック効果が顕著に発現することができ、日頃
からやんばるの貴重な水源を守り育てている水源地域の皆様に感謝申し上げます。
ダムの利活用については、地域の財産としての機能を発揮するため、「沖縄北部ダムツーリズ
ム」を積極的に推進しているところです。平成２６年の「沖縄北部ダム湖サミット宣言」の理念に
基づき、水源地の北部と消費地の中南部の連携・交流を促進させるための取組で、水資源及び環境
学習としてダムの社会科見学や夏休み親子自然体験会、また地域のＮＰＯ団体との連携による湖面
活用、民間の旅行会社による日帰りバスツアーなど継続して実施しているものです。また、昨年は
新たな取組として、「やんばる９ダムスタンプラリー」を開催し、４月から１１月までの８ヶ月間
で、参加者が１,７１６人、このうち全９ダムを訪問したのが３３６人に達するなど活況を呈して
いる状況です。
本年も引き続き、職員一同ダムの適正管理に努めるとともに、地域の財産としてのダムの利活用
を積極的に推進し、これらの情報を発信して参ります。これまで同様関係各位のご支援、ご協力を
お願い申し上げます。
平成30年 元旦
北部ダム統合管理事務所長 新垣 哲
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◎ 沖縄北部ダムツーリズム３年目◎
当事務所では、平成２７年にダムやダム周辺の魅力を活かした活動を通じて、やんばるの森や水の大切さを体感
してもらう「沖縄北部ダムツーリズム」を本格的に始動しました。３年目の平成２９年も、多様なダム活用を推進する
とともにダムの魅了を更に向上するための取り組みを進めました。

◎ 渇水を克服 ダムの効果 ２３年間給水制限なし ◎
沖縄本島では、過去には渇水による水不足で毎年のよう
に断水（給水制限）が繰り返されてきたことから、北部の水
源地域市町村の理解と協力の下、主にダムによる水資源
開発が進められてきました。その結果、平成６年３月の時
間給水制限を最後に２３年間、断水の無い安定した水供
給が続けられています。
なお、平成２８年１０月以降の記録的な少雨傾向により、
平成２９年５月には国管理９ダム全体の貯水率が４４．６％
まで低下しましたが、その後の降雨のほとんどを効率的に
ダムに貯留できたことから、渇水を回避することができまし
た。

ダム建設と給水制限日数の推移

◎ 災害対応と災害に備えた取り組み!! ◎
平成29年は13回（延べ17日間）の防災体制を執り、関係機関との連絡
体制を含む最善の対応をとることにより被害の軽減を図ることができま
した。また、ダムにおける洪水調節を延べ13回行い下流の洪水被害の
軽減を図ることができました。
災害への対応は日頃からの備えが大事であることから、昨年度は各
種災害に対応するための訓練を20回以上実施しましたが、今年度も防
災・減災に向けて、訓練や体制等の充実を図っていきます。

◎ 「福地再開発２５周年パネル展」を開催◎
３月、福地ダム資料館において、「福地ダム再開発２５
周年パネル展」を開催しました。福地ダムは、昭和４９年
度に供用開始した県内最大の多目的ダムで、供用後も
「ダム堤体の嵩上げ」や「洪水吐きの改造」等の機能強
化のための再開発を進め、
平成２７年が２５年の節目
を迎えることから、沖縄の
水資源開発の概要や福地
ダムの歴史及びダム活用の
取組について紹介しました。

☆やんばる９ダムスタンプラリー開始

☆バスツアー開催（大保、漢那）

展望台での説明（大保ダム）

☆６ダムでダム祭り開催

通信訓練
Ku-sat設置状況

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ設置訓練
（水質事故対応）

◎「沖縄ブロック国土交通研究会」で優秀賞受賞◎
８月、沖縄総合事務局「沖縄ブロック 国土交通
研究会」において管理課の川田係長が一般技術
部門で発表した「ダムの基礎排水孔健全度評価及
び機能回復について」と、ポスターセッション部門で
流域対策課の渡邉係長が発表した「やんばる９ダ
ムスタンプラリーについて」の２課題が見事優秀賞
を受賞しました。更に渡邉係長については全国の
場で沖縄代表として発表を行いました。

平成２９年４月から９月までの期間限定
で、「やんばる９ダムスタンプラリー」を開
催しました。
県内外から多くの方に参加していただき、
参加者合計１，４５３名、そのうち２８０名の
方が９ダムを制覇されました。
好評につき、１０月から「第２回やんばる９ダムスタン
プリー」を開催中です！！
平成３０年３月３１日まで開催していますので、この
機会にダムを訪れスタンプラリーに参加してみませんか。

３月、４月「大保ダム」、８月「漢那ダム」において、民間旅行
会社との連携による「日帰りバスツアー」が行われました。
各ダムでは、ダム管理職員より「沖縄の水資源の特徴」や
「ダムの整備が進められた背景」を説明、その後、通常一般
の方が入ることの出来ないダム堤体内部の見学などを行い
ました。
参加者からは、「ダムの中の
見学は初めてで、とても良かった」
などの声があり、大好評でした。

☆環境体験学習会・社会科見学

５月から９月にかけて、「森と湖に親しむ旬間」の一環として、
森林やダム、河川に親しむことを目的に、６ダムでダムまつり
を開催し、ダム施設案内や湖面遊覧・パネル展示を通じて、
「やんばるの森」や「水」の大切さを発信しました。
また、６ダムまつり会場にてスタンプを集めていただく、「ダム
まつりスタンプラリー」を実施し、１４名の方が６ダムまつりを制
覇！コンプリート認定書が授与されました。

羽地ダム鯉のぼり祭り

大保ダムまつり

福地ダム夏休み自然学習会

◎ 安波ダム小水力発電運転開始◎
パネル展状況

◎ 名護警察署と災害協定を締結 ◎
６月、当事務所と名護警察署において、災害により塩屋
及び喜如嘉駐在所において業務の遂行が困難になった
場合、大保ダム管理施設の一部を代替所として使用可
能とする協定を締結しました。
９月には、名護警察署による駐在所施設機能移転訓練
が行われました。
本協定の締結により、大宜味
村内の駐在所が被災を受けた
場合でも、警察業務の継続が
可能となり、大保ダム管理施設
が地域住民の安心・安全の確
保に貢献できるものと考えてい 協定締結で握手を交わす名
ます。
護警察署長とダム統管所長

１１月、管内では福地ダム、大保ダムに次いて小
規模ながら水力発電の運用を開始しました。
安波ダムの水力発電設備は河川維持用水を利
用して発電を行うのが特徴で最大出力６７ＫＷ、推
定年間発生電力５８６ＭＷｈで災害発生時の商用
電源が遮断しても系統から切り離して自立運転が
可能（余剰分はダミー抵抗で消費）な設備で安定
的に所内の必要電源の供給が可能です。
また、ＣＯ2削減量に
ついては平成２７年度
沖縄電力排出係数
（実績）から４６９ｔの
削減量となります。

水力発電設備

金武ダムまつり

漢那ダムまつり

☆ライトアップによるダムの魅力向上
福 地、 漢 那、 羽 地、金 武 ダ ムで ダ ム
堤 体 等 監視 照 明を 活 用し た ダ ムの ラ イ
ト ア ッ プ を 年末年始、夏休み期間、GWな
どのほか地元イベント開催時に期 間 限定
で 実 施 しま し た。 昼 間の ダ ム とは 違 う
ダ ム の 魅力 を 楽し ん で頂 き ま した 。

福地ダム

金武ダム

８月、県内各地域の親子が参加した「夏休み親子ダ
ム環境体験学習会」と、１０月、本島南部と北部の各
小学校の児童がダムを見学する「社会科見学（ダム
環境体験学習会）」を開催しました。
これは、断水を知らない子供たちの、水源地域につ
いての関心を高め、水の大切さを広く理解してもらうこ
とを目的とし、施設案内や川の生き物観察会などを行
いました。
参加者からは、「ダムの目的や環境の学習ができ
た」などの感想があり、ダムについての理解や関心が
深まったと思います。

安波ダムクイナまつり

夏休み親子ダム環境体験学習会
（羽地ダム下流河川）

社会科見学
（漢那ダム資料館）

☆小学生向け学習教材を作成（漢那）
当事務所では、昨年に引き続き東京学芸大学ほかの
協力を得て、これまでになかった小学生向けの新しい
↑ H P へ ア クセ ス 学習教材「Ｔｈｅダム～漢那ダム編～」を発行しました。
漢那ダムを学習見学に訪れる小学生に配布し活用し
ており、児童からは「とてもわかりやすい」という意見を
いただきました。
平成２８年度発行した「羽地ダム編」
とあわせて、小学生を中心
とした学習見学で活用して
いきます。
学習教材は、当事務所
↑HPへアクセス
ＨＰより入手できます。
漢那ダム
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３月、４月「大保ダム」、８月「漢那ダム」において、民間旅行
会社との連携による「日帰りバスツアー」が行われました。
各ダムでは、ダム管理職員より「沖縄の水資源の特徴」や
「ダムの整備が進められた背景」を説明、その後、通常一般
の方が入ることの出来ないダム堤体内部の見学などを行い
ました。
参加者からは、「ダムの中の
見学は初めてで、とても良かった」
などの声があり、大好評でした。

☆環境体験学習会・社会科見学

５月から９月にかけて、「森と湖に親しむ旬間」の一環として、
森林やダム、河川に親しむことを目的に、６ダムでダムまつり
を開催し、ダム施設案内や湖面遊覧・パネル展示を通じて、
「やんばるの森」や「水」の大切さを発信しました。
また、６ダムまつり会場にてスタンプを集めていただく、「ダム
まつりスタンプラリー」を実施し、１４名の方が６ダムまつりを制
覇！コンプリート認定書が授与されました。

羽地ダム鯉のぼり祭り

大保ダムまつり

福地ダム夏休み自然学習会

◎ 安波ダム小水力発電運転開始◎
パネル展状況

◎ 名護警察署と災害協定を締結 ◎
６月、当事務所と名護警察署において、災害により塩屋
及び喜如嘉駐在所において業務の遂行が困難になった
場合、大保ダム管理施設の一部を代替所として使用可
能とする協定を締結しました。
９月には、名護警察署による駐在所施設機能移転訓練
が行われました。
本協定の締結により、大宜味
村内の駐在所が被災を受けた
場合でも、警察業務の継続が
可能となり、大保ダム管理施設
が地域住民の安心・安全の確
保に貢献できるものと考えてい 協定締結で握手を交わす名
ます。
護警察署長とダム統管所長

１１月、管内では福地ダム、大保ダムに次いて小
規模ながら水力発電の運用を開始しました。
安波ダムの水力発電設備は河川維持用水を利
用して発電を行うのが特徴で最大出力６７ＫＷ、推
定年間発生電力５８６ＭＷｈで災害発生時の商用
電源が遮断しても系統から切り離して自立運転が
可能（余剰分はダミー抵抗で消費）な設備で安定
的に所内の必要電源の供給が可能です。
また、ＣＯ2削減量に
ついては平成２７年度
沖縄電力排出係数
（実績）から４６９ｔの
削減量となります。

水力発電設備

金武ダムまつり

漢那ダムまつり

☆ライトアップによるダムの魅力向上
福 地、 漢 那、 羽 地、金 武 ダ ムで ダ ム
堤 体 等 監視 照 明を 活 用し た ダ ムの ラ イ
ト ア ッ プ を 年末年始、夏休み期間、GWな
どのほか地元イベント開催時に期 間 限定
で 実 施 しま し た。 昼 間の ダ ム とは 違 う
ダ ム の 魅力 を 楽し ん で頂 き ま した 。

福地ダム

金武ダム

８月、県内各地域の親子が参加した「夏休み親子ダ
ム環境体験学習会」と、１０月、本島南部と北部の各
小学校の児童がダムを見学する「社会科見学（ダム
環境体験学習会）」を開催しました。
これは、断水を知らない子供たちの、水源地域につ
いての関心を高め、水の大切さを広く理解してもらうこ
とを目的とし、施設案内や川の生き物観察会などを行
いました。
参加者からは、「ダムの目的や環境の学習ができ
た」などの感想があり、ダムについての理解や関心が
深まったと思います。

安波ダムクイナまつり

夏休み親子ダム環境体験学習会
（羽地ダム下流河川）

社会科見学
（漢那ダム資料館）

☆小学生向け学習教材を作成（漢那）
当事務所では、昨年に引き続き東京学芸大学ほかの
協力を得て、これまでになかった小学生向けの新しい
↑ H P へ ア クセ ス 学習教材「Ｔｈｅダム～漢那ダム編～」を発行しました。
漢那ダムを学習見学に訪れる小学生に配布し活用し
ており、児童からは「とてもわかりやすい」という意見を
いただきました。
平成２８年度発行した「羽地ダム編」
とあわせて、小学生を中心
とした学習見学で活用して
いきます。
学習教材は、当事務所
↑HPへアクセス
ＨＰより入手できます。
漢那ダム

北部ダム統合管理事務所広報誌（１月号） ２０１８年１月４日発行（４）

北部ダム統合管理事務所広報誌（１月号） ２０１８年１月４日発行（１）

全ての管理ダムで施設調査を実施
北部ダム統合管理事務所では、１２月に全ての管理ダム（９ダム）
の施設調査を実施しました。施設調査とは、各管理ダムの施設に
ついて関係課や他ダムの職員が各々の視点を持って調査すること
によって、常日頃のダム管理において課題等がないかを確認・把握
することを目的としており、併せて、現場において管理上、課題と
なっている事項について支所から事務所への提案の場とするもの
です。
今回の施設調査でも様々な視点から指摘があり、対応策を検討
することとしました。また、好事例については各支所間で情報交換
して効率的なダム管理につなげていきたいと考えています。

平成３０年１月４日現在

国ダム（９ダム）貯水率

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、上記
の連絡先までお願いします。

金武ダム

施 設 調 査 状況写真

６４.５％（前年同日の貯水率： ７２．９％）

１月の行事予定

地域イベント情報

○１月 ４日（木） 国頭村
第４９回 国頭村新春職域駅伝大会
○１月１４日（日） 宜野座村
第２５回 宜野座村駅伝競走大会
○１月１４日（日） 金武町
第５１回 金武町駅伝競走大会
○１月２０日（土） ～１月２１日（日） 国頭村
国頭村産業まつり
○１月２０日（土） ～１月２１日（日） 大宜味村 第２７回 大宜味村産業まつり
○１月２１日（日） 名護市
第５９回 NAGOハーフマラソン
○１月２７日（土）～１月２８日（日） 名護市
第５６回 名護さくら祭り

○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。
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 流域対策課 調査係 TEL：０９８０－５３－２４４２まで。
申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp
○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 ４１９名

明けましておめでとうございます。
旧年中は、北部ダム統合管理事務所のダム管理行政につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
当事務所所管の９つのダムにおいては、ダム下流沿川の洪水被害を軽減するための洪水調節や沖
縄本島の都市用水の供給など、県民の社会活動や生活を支えるためのダム管理を行っています。ま
た、ダム・貯水池及び下流河川の環境を保全するとともに、ダムを水源地域の財産として積極的に
利活用を図っているところでございます。
沖縄本島では、平成６年の給水制限を最後に、２３年間断水のない安定した都市用水の供給が行
われていますが、昨年は、ダムの貯水率が44％まで落ち込み、断水への不安を感じた人も多かった
と思います。これは、ダム流域の降水量が、ダム管理開始以降４３年間で過去最低を記録したこと
によるものです。また。これとは逆に、その後の５～６月の梅雨は、これもダム管理記録を更新す
る最大の降雨が発生し、貯水率は一気に１００％近くまで回復することができました。これらの特
異な気象状況に対して、これまで整備したダムのストック効果が顕著に発現することができ、日頃
からやんばるの貴重な水源を守り育てている水源地域の皆様に感謝申し上げます。
ダムの利活用については、地域の財産としての機能を発揮するため、「沖縄北部ダムツーリズ
ム」を積極的に推進しているところです。平成２６年の「沖縄北部ダム湖サミット宣言」の理念に
基づき、水源地の北部と消費地の中南部の連携・交流を促進させるための取組で、水資源及び環境
学習としてダムの社会科見学や夏休み親子自然体験会、また地域のＮＰＯ団体との連携による湖面
活用、民間の旅行会社による日帰りバスツアーなど継続して実施しているものです。また、昨年は
新たな取組として、「やんばる９ダムスタンプラリー」を開催し、４月から１１月までの８ヶ月間
で、参加者が１,７１６人、このうち全９ダムを訪問したのが３３６人に達するなど活況を呈して
いる状況です。
本年も引き続き、職員一同ダムの適正管理に努めるとともに、地域の財産としてのダムの利活用
を積極的に推進し、これらの情報を発信して参ります。これまで同様関係各位のご支援、ご協力を
お願い申し上げます。
平成30年 元旦
北部ダム統合管理事務所長 新垣 哲

