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森と湖に親しむ旬間の一環で、県内で開催されるダムまつりではスタートとな
る「第２６回羽地ダム鯉のぼり祭り」が、５月４日（土）と５日（日）の２日間、羽地
ダム湖畔及び周辺を会場として開催されます。
祭りでは、ダム施設見学や湖面遊覧などのイベントが多数催されますので、多
くの方々のご来場をお待ちしております。

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。
過去の羽地ダム鯉のぼり祭りの様子

平成３０年度国管理ダム貯水池概要
４月２７日（土）～５月６日（月）までのＧＷ期間中、１９：００～２２：００ダムのライ
トアップを実施します。
昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみ下さい。
今後も、ダムまつり期間や夏休み期間などの他、地域のイベント開催時にライ
トアップを実施する予定です。

【ＧＷ期間中：ライトアップを実施するダム】
★羽地ダム
★福地ダム
★漢那ダム

●国管理９ダムの流域平均雨量は平年より多い
平成３０年度末における国管理９ダムの流域平均雨量は平年より多い年間２，７２５ｍｍ（平均値２，４５７ｍｍ）
でした。５月の雨量が平均の２９％と少雨でしたが、６月に１４０％、７月に１２０％と平均値を上回る雨量を記録し、
福地ダム：ライトアップの様子

★金武ダム

その後も昨年度の雨量を上回る月が多い年となりました。
（㎜）

平成３１年４月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率：８６．８％ （前年度同日の貯水率：５０．０％）

【地域イベント情報】
○４月２１日 （日）・・・・・・第４１回塩屋湾一周トリムマラソン大会

800
700
600
500
400
300
200
100
0

過去10年度平均（㎜）
平成29年度
平成30年度

平年比%

【平成30年度】 国管理９ダム 月別流域平均雨量
156% 670
136%

178

243
90

4月

27%
337 326

499

132%

319
196

94

5月

260
33

6月

7月

96%
267

279

189%
341
180 195

99%
294

292
227

9月

187%

200
122 107 79

166 136

72

8月

73%

10月

11月

12月

46%

120 121

117%

56

1月

132%

135 112 158 146 119

2月

193

3月

●２年連続で貯水率５０％を下回る

【４月の行事予定】

平成３０年度は、昨年度（平成２９年度）末頃からの少雨傾向により、国管理
昨年の塩屋湾一周トリムマラソンの様子

ダム貯水量が減少し続け６月１４日には国管理ダムの貯水率が４３．１％を記
録し、昨年に続き２年連続で貯水率５０％を下回る状況でした。沖縄本島１１
ダムにおいては過去１０年間で１番低い４４．７％と同値となり、９年ぶりに沖

福地ダム H30.6.14 貯水率32.0％

縄渇水対策連絡協議会より節水の呼びかけを行いました。その後台風等の
影響により貯水率は回復し、９月から１０月にかけては９ダム流域平均雨量
が約６００ｍｍを記録し、約３ヶ月後には９ダムすべてが貯水率１００％を越え
ることとなりました。その後も高い貯水率で推移し平成３１年４月１日時点で約
８７％と平年値６９％を上回っている状況です。
★湖水友の会メール会員募集中★（無料・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目的としています。
①広報誌を毎月配信
②ダムツアーにご招待
④イベント会員枠確保
⑤会員専用駐車場確保
※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

③カヌー体験にご招待

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申し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
申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数

４６３名

福地ダム H30.10.7 貯水率100.0％
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沖縄総合事務局や沖縄県では、観光客を含め一般市民の方に観光とインフラの関係を広く理解してもらうため、
ダムや道路などの「沖縄観光インフラカード」を発行しています。
北部ダム統合管理事務所では「沖縄北部ダムツーリズムシリーズ」のうち、今回新たに「金武ダム」のインフラ
カードを発行し、４月から金武ダム管理支所において配布を行っています。
これまでに発行している「福地ダム」「安波ダム」「漢那ダム」「羽地ダム」「大保ダム」でも配布しています。
ぜひ、やんばる方面に出掛ける方は集めてみてはいかがでしょうか！
【オモテ面】

【ウラ面】

無料配布で
す！！
金武ダムにあそ
びに来てね～

当事務所では昨年、東京学芸大学ほかの協力を得て、小学生向けの新しい学習教材「Ｔｈｅダム～金武ダム
編～」を発行しました。
金武ダムを学習見学に訪れる小学生に、配布し活用しております。
学習教材は、「金武ダムの見どころ」や「金武ダム基礎情報」、所在地の「金
武町」についてキャラクターが分かりやすく解説し、小学生にも理解しやすい内
容になっています。
これまでに発行した、「羽地ダム編」「漢那ダム編」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より入手できます。
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○羽地ダム
３月７日（木）羽地ダム管理支所において平成３０年度第３回羽地ダム水源地域ビジョ
ン研究部会が開催されました。研究部会ではビジョンメニューの進捗状況、平成30年度
の活動報告、平成31年度の活動計画（案）について協議が行なわれました。活動計画
（案）において、数値目標などがあればよりわかりやすいなどの意見が出されました。今
後も引き続き地域と連携してビジョンメニュー推進に取り組んでいきます。
【羽地】研究部会の状況

○福地ダム・新川ダム
２月２８日に福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会が開催されました。東村側からは、新たなツアーメニュー
として、昨年の９月から取組んでいるモニターツアーの実施状況について紹介があり、参加された方々のアン
ケート結果では、ほとんどの方が満足されているとの報告がありました。また、今後の課題としては、携帯電話不
感地帯での新たな通信手段の確保について、今後、現地で試験を行っていく事が報告されました。
福地ダム管理支所からは、湖面利用協議会において、モニターツアーの本格的な実施に向けた湖面利用ルー
ルの改正案についての協議状況と、昨年度から工事を実施していた右岸湖面進入路の完成により、EL=71m（貯
水率４８％）付近まで湖面利用の範囲が広がったことの紹介や、ミス沖縄がダム研修の後に、水源地域の重要性
や魅力についてFaceBook等で広く情報発信して頂いた事の紹介しました。今後も、残されている課題について関
係機関と協力して水源地域の更なる活性化に努めて参ります。

ミス沖縄2018 Facebook（東村観光情報編）

↑ＨＰへアクセス
（ダム資料室）

北部ダム統合管理事務所所管の９ダムでは、２月２４日から天皇陛下御在位三十年を記念して、特殊デザイン
の「記念ダムカード」を配布中です。
期間限定の配布ですので、この機会に自然豊かなやんばるのダムを訪れてみてはいかがでしょうか。
★配布期間：平成３１年２月２４日（日）から５月３１日（金）まで
★配布場所：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
※新川ダム、普久川ダム、辺野喜ダムは無人のため、以下の管理支所にて配布しております。
○新川ダム → 福地ダム管理支所 ○普久川ダム・辺野喜ダム → 安波ダム管理支所
★配布についての詳細は、北部ダム統合管理事務所ＨＰにてご確認下さい。

平成３０年度は、昭和６３年（１９８８年）４月の辺野喜ダム管理開始に伴い北部５ダムと調整水路が統合運用を
開始してから３０年を迎えたことから、建設当時の状況や統合運用の効果、ダムの役割等を当時の写真を交えて
紹介する『北部５ダム統合運用開始３０周年記念パネル展』を、福地ダム資料館や各ダムまつり会場において開
催しました。
県内外から多くの方に、パネル展へ足を運んでいただき「沖縄の生活用水確保のため、ダムが重大な役割を果
たしていることがよく分かりました」「沖縄は雨が多いと思っていたが、渇水時期が多く水に苦労していると感じた」
などの感想がありました。
パネル展をとおして、ダムへの関心や理解、必要性についての考えが深まるきっかけになったと思います。
今後も、沖縄のダムの魅力を県内外の皆さんへパネル展などのイベントを通じて、分かりやすく発信できるよう
努めていきます。

○羽地ダム
台風時、飛来物による窓の破損を防ぐため、羽地ダム管理庁舎１階資料館及び２階操作室の窓に防護スクリー
を設置しました。
管理庁舎屋上の防水塗装が老朽化で劣化していたため、遮熱防水塗装を施工しました。
○福地ダム
右岸法面の補修および右岸湖面進入路の延伸が完了しました。
右岸法面は、法面保護を行っていましたが、経年劣化によるモルタルの損傷がありはく落の危険が生じており、
自然観察船やカヌーの乗り入れとしても利用されることから補修を行いました。
右岸湖面進入路は、水位低下時に湖面への進入が出来ない状況にありましたが、延伸により標高ＥＬ＝７１ｍ
（貯水率４８％）まで進入可能となり、湖面における事故に対しても作業船や救急艇の入湖が可能となりました。ま
たそれに伴い、水位低下時に運航出来なかった自然観察船の運航も可能となっています。

【羽地ダム管理支所】

遮熱防水塗装

防護スクリーン

【福地ダム管理支所】

右岸法面の補修

右岸湖面進入路の延伸
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当事務所では昨年、東京学芸大学ほかの協力を得て、小学生向けの新しい学習教材「Ｔｈｅダム～金武ダム
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○羽地ダム
３月７日（木）羽地ダム管理支所において平成３０年度第３回羽地ダム水源地域ビジョ
ン研究部会が開催されました。研究部会ではビジョンメニューの進捗状況、平成30年度
の活動報告、平成31年度の活動計画（案）について協議が行なわれました。活動計画
（案）において、数値目標などがあればよりわかりやすいなどの意見が出されました。今
後も引き続き地域と連携してビジョンメニュー推進に取り組んでいきます。
【羽地】研究部会の状況

○福地ダム・新川ダム
２月２８日に福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会が開催されました。東村側からは、新たなツアーメニュー
として、昨年の９月から取組んでいるモニターツアーの実施状況について紹介があり、参加された方々のアン
ケート結果では、ほとんどの方が満足されているとの報告がありました。また、今後の課題としては、携帯電話不
感地帯での新たな通信手段の確保について、今後、現地で試験を行っていく事が報告されました。
福地ダム管理支所からは、湖面利用協議会において、モニターツアーの本格的な実施に向けた湖面利用ルー
ルの改正案についての協議状況と、昨年度から工事を実施していた右岸湖面進入路の完成により、EL=71m（貯
水率４８％）付近まで湖面利用の範囲が広がったことの紹介や、ミス沖縄がダム研修の後に、水源地域の重要性
や魅力についてFaceBook等で広く情報発信して頂いた事の紹介しました。今後も、残されている課題について関
係機関と協力して水源地域の更なる活性化に努めて参ります。
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の「記念ダムカード」を配布中です。
期間限定の配布ですので、この機会に自然豊かなやんばるのダムを訪れてみてはいかがでしょうか。
★配布期間：平成３１年２月２４日（日）から５月３１日（金）まで
★配布場所：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
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平成３０年度は、昭和６３年（１９８８年）４月の辺野喜ダム管理開始に伴い北部５ダムと調整水路が統合運用を
開始してから３０年を迎えたことから、建設当時の状況や統合運用の効果、ダムの役割等を当時の写真を交えて
紹介する『北部５ダム統合運用開始３０周年記念パネル展』を、福地ダム資料館や各ダムまつり会場において開
催しました。
県内外から多くの方に、パネル展へ足を運んでいただき「沖縄の生活用水確保のため、ダムが重大な役割を果
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自然観察船やカヌーの乗り入れとしても利用されることから補修を行いました。
右岸湖面進入路は、水位低下時に湖面への進入が出来ない状況にありましたが、延伸により標高ＥＬ＝７１ｍ
（貯水率４８％）まで進入可能となり、湖面における事故に対しても作業船や救急艇の入湖が可能となりました。ま
たそれに伴い、水位低下時に運航出来なかった自然観察船の運航も可能となっています。

【羽地ダム管理支所】

遮熱防水塗装

防護スクリーン

【福地ダム管理支所】

右岸法面の補修

右岸湖面進入路の延伸

北部ダム統合管理事務所広報誌（４月号） ２０１９年４月１日発行（４）

北部ダム統合管理事務所広報誌（４月号） ２０１９年４月１日発行（１）

TEL 0980-53-2442
FAX 0980-52-4444

森と湖に親しむ旬間の一環で、県内で開催されるダムまつりではスタートとな
る「第２６回羽地ダム鯉のぼり祭り」が、５月４日（土）と５日（日）の２日間、羽地
ダム湖畔及び周辺を会場として開催されます。
祭りでは、ダム施設見学や湖面遊覧などのイベントが多数催されますので、多
くの方々のご来場をお待ちしております。

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。
過去の羽地ダム鯉のぼり祭りの様子

平成３０年度国管理ダム貯水池概要
４月２７日（土）～５月６日（月）までのＧＷ期間中、１９：００～２２：００ダムのライ
トアップを実施します。
昼間のダムとは違う、幻想的な景観をお楽しみ下さい。
今後も、ダムまつり期間や夏休み期間などの他、地域のイベント開催時にライ
トアップを実施する予定です。

【ＧＷ期間中：ライトアップを実施するダム】
★羽地ダム
★福地ダム
★漢那ダム

●国管理９ダムの流域平均雨量は平年より多い
平成３０年度末における国管理９ダムの流域平均雨量は平年より多い年間２，７２５ｍｍ（平均値２，４５７ｍｍ）
でした。５月の雨量が平均の２９％と少雨でしたが、６月に１４０％、７月に１２０％と平均値を上回る雨量を記録し、
福地ダム：ライトアップの様子

★金武ダム

その後も昨年度の雨量を上回る月が多い年となりました。
（㎜）

平成３１年４月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率：８６．８％ （前年度同日の貯水率：５０．０％）

【地域イベント情報】
○４月２１日 （日）・・・・・・第４１回塩屋湾一周トリムマラソン大会
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●２年連続で貯水率５０％を下回る

【４月の行事予定】

平成３０年度は、昨年度（平成２９年度）末頃からの少雨傾向により、国管理
昨年の塩屋湾一周トリムマラソンの様子

ダム貯水量が減少し続け６月１４日には国管理ダムの貯水率が４３．１％を記
録し、昨年に続き２年連続で貯水率５０％を下回る状況でした。沖縄本島１１
ダムにおいては過去１０年間で１番低い４４．７％と同値となり、９年ぶりに沖

福地ダム H30.6.14 貯水率32.0％

縄渇水対策連絡協議会より節水の呼びかけを行いました。その後台風等の
影響により貯水率は回復し、９月から１０月にかけては９ダム流域平均雨量
が約６００ｍｍを記録し、約３ヶ月後には９ダムすべてが貯水率１００％を越え
ることとなりました。その後も高い貯水率で推移し平成３１年４月１日時点で約
８７％と平年値６９％を上回っている状況です。
★湖水友の会メール会員募集中★（無料・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目的としています。
①広報誌を毎月配信
②ダムツアーにご招待
④イベント会員枠確保
⑤会員専用駐車場確保
※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

③カヌー体験にご招待

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申し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
申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数

４６３名

福地ダム H30.10.7 貯水率100.0％

