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24（木）
管理課・広域
水管理課

ダム管理の効率性及び実施過程の透明性
向上を分析・評価

羽地ダム・大保ダムフォ
ローアップ委員会

防災情報課 Ｋｕ－ＳＡＴⅡ設置訓練 非常時に備え通信機器を組立る訓練18（金）

辺野喜ダム定期検査 ３年毎に行われるダム施設等の調査29（火）
管理課・安波
支所

行　事　名　称

23（水） 広域水管理課 平成３０年度水文観測業務監査
雨量や水位観測などの観測記録の整理・
保存に関する事項を監査

日（曜日） 担　当 内　　　容

１０（木）～
１１（金） 総務課 開発建設部一般監査

事務所及び各支所でコンプライアンス関
連の内部監査

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３

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。

☆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。

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
現在会員数 ４５６ 名

【地域イベント情報】

【今月（１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。

平成３１年１月４日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９４．２％ （前年度同日の貯水率 ： ６４．５％）

○ 事務所長 年始挨

漢那ダム

○１月 ４日（金） 国頭村 第５０回 国頭村新春職域駅伝大会

○１月 ４日（金） 東村、大宜味村 成人式

○１月 ５日（土） 国頭村、宜野座村、金武町 成人式

○１月１３日（日） 名護市 成人式

○１月１３日（日） 宜野座村 第２６回 宜野座村駅伝競走大会

〇１月１３日（日） 大宜味村 第３２回 大宜味村駅伝競走大会

○１月１９日（土） 名護市羽地全域 はねじコスモスフェスティバル２０１９

○１月１９日（土）～２０日（日） 国頭村 国頭村産業まつり ～国頭村制１１０周年記念事業～

○１月１９日（土）～２０日（日） 大宜味村 第２８回大宜味村産業まつり

○１月１９日（土）～２０日（日） 中北部９市町村 「第１０回美ら島オキナワCentury  Run2019」
○１月２０日（日） 名護市 第６０回記念ＮＡＧＯハーフマラソン

○１月２６日（土）～２７日（日） 名護市 第５７回名護さくら祭り

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、厚く御礼申し上げる

とともに、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。 
当事務所所管の９つのダムにおいては、台風や梅雨期等の大雨によるダム下流沿川の増水を軽減するための

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、２４年間断水のない安定した都市用水の供給が行われ、連続給

水記録を更新しているところでございます。昨年は、前年に続きダムの貯水率が低迷し、２年連続して貯水率が５

０％を下回る状況でした。沖縄本島の全１１ダムの貯水率は、６月には過去１０年間で１番低い４４.７％を記録し、沖

縄渇水対策連絡協議会では、９年ぶりの節水の協力を呼びかけたところです。その後の台風などの降雨により貯

水率が１００％まで回復するなど、ダムのストック効果が発揮されました。また、年末の「今年の漢字」に｢災」が選定

されるなど、全国的に自然災害に見舞われた年でもありました。沖縄においても台風による大規模停電などの被害

が記憶に新しいところでございますが、当事務所所管ダムにおいても、ダムによる洪水被害の軽減に努めてまいり

ました。 
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

南部との連携・交流を促進させるための取組として進めているもので、昨年は、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ダ

ムを観光に組み入れた日帰りバスツアーの開催などに取り組んでまいりました。また、昨年は沖縄県で水資源開発

第１号となる福地ダムを始め、地下トンネルで連結している北部５ダム統合運用３０周年を記念して、アニバーサ

リープロジェクトを展開してまいりました。 
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、本誌をとおして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31年 元旦              

北部ダム統合管理事務所長 新垣 哲
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北部５ダム統合運用３０周年記念

ミス沖縄の「ダム研修」を国ダムで実施

TV会議を利用した地震対応訓練を実施

24年間『給水制限なし』を継続

【福地ダム】

ミス沖縄 2018 の3名が国管理ダムでダ

ム研修を実施しました。

研修の様子はミス沖縄facebookに発信

されており、ダムの役割や地元の取り組

むダムツーリズムが情報発信されるなど、

新たな広報の展開につながりました。

本年もミス沖縄 2019 の新しいメンバー

による研修を引き続き実施予定です。

事務所

進捗管理の様子災害対策室

国内自転車ロードレースの最

高峰『Ｊプロツアー』の開幕戦とな

る「第１回ＪＢＣＦおきなわロード

レース」と九州地域選手権ロード

レースが金武ダム特設コース（１

周４．２km）で開催され、レベル

の高いレースが繰り広げられま

した。

【金武ダム】

【漢那ダム】

金武ダムで自転車ロードレース最高峰

「Ｊプロツアー」が県内初開催

【金武ダム堤体天端での競技状況】

【漢那ダム】

【安波ダム】

ＴＶ会議 漢那ダム

管理支所

平成３０年度は、昭和６３年（１９８８年）４月の辺野喜ダムの供用開始に伴う、北部５ダム統合運

用の開始から３０周年を迎える節目であるため、この記念行事として福地ダム資料館及び各ダム

まつり会場などで、パネル展や施設見学会を開催し参加者へは【記念カード】を配布しました。

パネル展は福地ダム資料館にて、平成３１年３月３１日まで開催しています。

【記念カード】

パネル展の様子

施設見学の様子

昨年からの渇水傾向により国管理９ダム貯水率

は６月１４日時点で貯水率４３．１％まで低下し、１１

ダムでは４４．７％と過去１０年で１番低い値となり

沖縄渇水対策連絡協議会より節水の呼びかけも行

いました。

その後台風６号等の影響により貯水率が回復し、

平成６年３月の給水制限を最後に、２４年間、給水

制限がない安定した利水供給を継続することがで

きました。

沖縄気象台発表では、沖縄地方の夏（６月～８月）の地域平均降雨

量平年比は統計を開始した１９４６年以来、最も大きい１８５％を記録

し、台風の年間接近数も１２個（平年は7.4個）と２番目に多い年となり

ました。

国ダムでも台風２４号、２５号が接近した９月末から１０月にかけて

９ダム流域平均雨量４００ｍｍを記録し９ダム全てが貯水率１００％を

超え、オーバーフロー（越流）しました。

11月7日(水)、大規模地震発生後におけるダム臨時点検及び情報伝達等

の手順を確認するための地震対応訓練を行いました。本訓練では、新たな

取組として、10月に各ダム管理支所に導入された「ＴＶ会議システム」を活用

した情報伝達と表計算ソフトで作成した「地震対応掲示表」を用いた進捗管

理を試行しました。

ＴＶ会議を活用した情報伝達では、地震発生直後から訓練終了までの間、

ＴＶ会議を6地点同時接続（モニター6分割表示）することで、相手を見ながら

事務所⇔各ダム管理支所間の情報伝達を円滑に行うことができました。

また、地震対応掲示表を用いた進捗管理では、事務所及び各ダム管理支

所で入力した情報をリアルタイムで災害対策室の大型モニターに表示させ

ることで、適時適切な情報共有と進捗管理が行われ、災害時におけるＴＶ会

議等の有効性を確認することができました。

今後も、いつ発生するか分からない地震に対して、迅速で的確な対応が

図れるよう、訓練を継続してまいります。

北部ダムツーリズム ４年目

漢那ダム 羽地ダム

ダムツーリズムの一環として、県民の水がめであるやんばるの

ダムを巡るスタンプラリーを、「平成２９年４月～９月」と、「平成２

９年１０月～平成３０年３月」の２回、期間限定で開催しました。

その結果、参加者合計２，３７０名、そのうちのべ５１６名の方

が９ダムコンプリートを達成されました。

達成者へアンケート調査を実施したところ、参加者の９割が県

外及び県内中南部（ダム所在地域外）からの参加で、約７割が

途中ダム周辺の観光施設に立ち寄っていたことが分かりまし

た。

このことにより、水源地域と中南部との交流連携の促進に寄

与し、さらに県外観光客誘客による地域活性化に貢献できたと

考えています。

７月３１日、リウボウ旅行サービス主催のミステ

リーバスツアーで金武ダムの見学がありました。

このツアーは、４月に日本旅行業協会沖縄支部（Ｊ

ＡＴＡ）と沖縄北部ダムツーリズム意見交換会を金武

ダムで開催し企画されたツアーです。見学先に向か

う直前までどこに行くのか伝えられないこのミステ

リーツアーには２４名の参加がありました。

今後ツアー見学が増えることが予想されるため、

様々なツアープログラムの要望に対応出来るよう受

け入れ体制を充実させたいと考えています。

金武ダム見学の様子

８月８日（水）に漢那ダム、羽地ダムにおいて「夏休

み親子ダム環境体験学習会」を開催しました。

これは沖縄本島における水資源開発や治水事業

の重要性とその整備に伴う環境保全等、ダムへの理

解を促すことを目的とするもので、県内各地域（北

部・中部・南部）から親子８２名が参加しました。

6
%

39
%

55
%

県外

県内（北部）

64
%

35
%

1%
良かった とても良かった

どちらでもない

やんばる９ダムスタンプラリーアンケート集

参加者住 感想

67
%

33
%

はい

ダム周辺施設に立ち寄りました

県内（中南

部）

いいえ

７月２１日～７月３１日は国土交通省及び林野庁が定める

森と湖に親しむ旬間です。

森林やダム・河川に親しみながら各地で「ダムまつり」が開

催され、地元や県内各地から多くの来場者が訪れ大いに賑

わいました。
大保ダムまつりの様子

沖縄北部ダムツーリズムとは、水源地域やんばるの自然やダム湖の魅力を活かした活動を通じて、森や水の大切さを

広く認識してもらい、森や水を守るとともに、北部水源地域の活性化を支援しています。

ダムまつりを通じ「やんば

るの森」や「水の大切さ」を

お伝えすることができたと思

います。

９ダム貯水率１００％、 オーバーフローしました
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所で入力した情報をリアルタイムで災害対策室の大型モニターに表示させ

ることで、適時適切な情報共有と進捗管理が行われ、災害時におけるＴＶ会

議等の有効性を確認することができました。

今後も、いつ発生するか分からない地震に対して、迅速で的確な対応が

図れるよう、訓練を継続してまいります。

北部ダムツーリズム ４年目

漢那ダム 羽地ダム

ダムツーリズムの一環として、県民の水がめであるやんばるの

ダムを巡るスタンプラリーを、「平成２９年４月～９月」と、「平成２

９年１０月～平成３０年３月」の２回、期間限定で開催しました。

その結果、参加者合計２，３７０名、そのうちのべ５１６名の方

が９ダムコンプリートを達成されました。

達成者へアンケート調査を実施したところ、参加者の９割が県

外及び県内中南部（ダム所在地域外）からの参加で、約７割が

途中ダム周辺の観光施設に立ち寄っていたことが分かりまし

た。

このことにより、水源地域と中南部との交流連携の促進に寄

与し、さらに県外観光客誘客による地域活性化に貢献できたと

考えています。

７月３１日、リウボウ旅行サービス主催のミステ

リーバスツアーで金武ダムの見学がありました。

このツアーは、４月に日本旅行業協会沖縄支部（Ｊ

ＡＴＡ）と沖縄北部ダムツーリズム意見交換会を金武

ダムで開催し企画されたツアーです。見学先に向か

う直前までどこに行くのか伝えられないこのミステ

リーツアーには２４名の参加がありました。

今後ツアー見学が増えることが予想されるため、

様々なツアープログラムの要望に対応出来るよう受

け入れ体制を充実させたいと考えています。

金武ダム見学の様子

８月８日（水）に漢那ダム、羽地ダムにおいて「夏休

み親子ダム環境体験学習会」を開催しました。

これは沖縄本島における水資源開発や治水事業

の重要性とその整備に伴う環境保全等、ダムへの理

解を促すことを目的とするもので、県内各地域（北

部・中部・南部）から親子８２名が参加しました。
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ダム周辺施設に立ち寄りました

県内（中南

部）

いいえ

７月２１日～７月３１日は国土交通省及び林野庁が定める

森と湖に親しむ旬間です。

森林やダム・河川に親しみながら各地で「ダムまつり」が開

催され、地元や県内各地から多くの来場者が訪れ大いに賑

わいました。
大保ダムまつりの様子

沖縄北部ダムツーリズムとは、水源地域やんばるの自然やダム湖の魅力を活かした活動を通じて、森や水の大切さを

広く認識してもらい、森や水を守るとともに、北部水源地域の活性化を支援しています。

ダムまつりを通じ「やんば

るの森」や「水の大切さ」を

お伝えすることができたと思

います。

９ダム貯水率１００％、 オーバーフローしました
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24（木）
管理課・広域
水管理課

ダム管理の効率性及び実施過程の透明性
向上を分析・評価

羽地ダム・大保ダムフォ
ローアップ委員会

防災情報課 Ｋｕ－ＳＡＴⅡ設置訓練 非常時に備え通信機器を組立る訓練18（金）

辺野喜ダム定期検査 ３年毎に行われるダム施設等の調査29（火）
管理課・安波
支所

行　事　名　称

23（水） 広域水管理課 平成３０年度水文観測業務監査
雨量や水位観測などの観測記録の整理・
保存に関する事項を監査

日（曜日） 担　当 内　　　容

１０（木）～
１１（金） 総務課 開発建設部一般監査

事務所及び各支所でコンプライアンス関
連の内部監査

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３

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。

☆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。

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
現在会員数 ４５６ 名

【地域イベント情報】

【今月（１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。

平成３１年１月４日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９４．２％ （前年度同日の貯水率 ： ６４．５％）

○ 事務所長 年始挨

漢那ダム

○１月 ４日（金） 国頭村 第５０回 国頭村新春職域駅伝大会

○１月 ４日（金） 東村、大宜味村 成人式

○１月 ５日（土） 国頭村、宜野座村、金武町 成人式

○１月１３日（日） 名護市 成人式

○１月１３日（日） 宜野座村 第２６回 宜野座村駅伝競走大会

〇１月１３日（日） 大宜味村 第３２回 大宜味村駅伝競走大会

○１月１９日（土） 名護市羽地全域 はねじコスモスフェスティバル２０１９

○１月１９日（土）～２０日（日） 国頭村 国頭村産業まつり ～国頭村制１１０周年記念事業～

○１月１９日（土）～２０日（日） 大宜味村 第２８回大宜味村産業まつり

○１月１９日（土）～２０日（日） 中北部９市町村 「第１０回美ら島オキナワCentury  Run2019」
○１月２０日（日） 名護市 第６０回記念ＮＡＧＯハーフマラソン

○１月２６日（土）～２７日（日） 名護市 第５７回名護さくら祭り

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、厚く御礼申し上げる

とともに、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。 
当事務所所管の９つのダムにおいては、台風や梅雨期等の大雨によるダム下流沿川の増水を軽減するための

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、２４年間断水のない安定した都市用水の供給が行われ、連続給

水記録を更新しているところでございます。昨年は、前年に続きダムの貯水率が低迷し、２年連続して貯水率が５

０％を下回る状況でした。沖縄本島の全１１ダムの貯水率は、６月には過去１０年間で１番低い４４.７％を記録し、沖

縄渇水対策連絡協議会では、９年ぶりの節水の協力を呼びかけたところです。その後の台風などの降雨により貯

水率が１００％まで回復するなど、ダムのストック効果が発揮されました。また、年末の「今年の漢字」に｢災」が選定

されるなど、全国的に自然災害に見舞われた年でもありました。沖縄においても台風による大規模停電などの被害

が記憶に新しいところでございますが、当事務所所管ダムにおいても、ダムによる洪水被害の軽減に努めてまいり

ました。 
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

南部との連携・交流を促進させるための取組として進めているもので、昨年は、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ダ

ムを観光に組み入れた日帰りバスツアーの開催などに取り組んでまいりました。また、昨年は沖縄県で水資源開発

第１号となる福地ダムを始め、地下トンネルで連結している北部５ダム統合運用３０周年を記念して、アニバーサ

リープロジェクトを展開してまいりました。 
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、本誌をとおして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31年 元旦              

北部ダム統合管理事務所長 新垣 哲


