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災害時の情報連絡体制を確認！
４月１７日（水）に「北部ダム統合管理事務所防災連絡協議会」の定例幹事会を開催しました。
本幹事会は、沖縄県、企業局、消防署、警察、国管理ダム所在市町村の各防災担当者が集まり、防災・減災
等の情報連絡を迅速かつ確実に行うことで被害防止、軽減につなげることを目的としています。

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６
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。

新事務所長の挨拶

会議では、平成３０年７月豪雨を踏まえ、異常豪雨の頻発
化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて、
今後対応す
べき内容（放流警報の内容や手法の変更、住民説明会、避
難勧告等の発令判断支援など）について、関係機関で連携
し進めていくとともに、ダムの洪水調節効果や大雨時の情
報連絡体制の確認を行いました。

水源地域の皆様には、日頃からダム管理に関して、ご理解とご協力
を賜り深く感謝申し上げます。
４月に事務所長に就任しました安仁屋と申します。よろしくお願いし
ます。
当事務所では、水源地域６市町村において９ダムを管理しています。
管理に当たっては、「沖縄本島における都市用水等の安定供給とダム
下流沿川の洪水被害軽減のための適正なダム管理」に加え「水源地
活性化のためのダムの利活用」を心がけていきたいと考えております。

会議の様子

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。
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/ または「やんばるのダム」で検索

前者に関しては、特に北部５ダム（福地、新川、安波、普久川、辺野喜）が管理開始後３０年以上が経過している
こともあり、日常点検に加え長寿命化計画等に基づく計画的な設備の更新や改修に留意し、ダム施設の安定性及
び機能の長期的保持に努めます。また、ダムの運用については、水を効率的に貯水するための統合運用を適切に
行うほか、洪水時のダム操作、関係機関との連絡調整、危機事象が発生した場合に備えた危機管理マニュアルを
用いた勉強会や訓練等も引き続き繰返し実施し、職員の危機管理対応能力の向上に努めます。
後者については、「沖縄北部ダムツーリズム」を引き続き推進してまいります。これまで、中南部の方々に水源地
域に足を運んでもらい、ダムの水を育む水源地域の自然環境の大切さを実感してもらい、さらには地域の活性化に
つながることを期待して、夏休み親子ダム環境体験学習会、地域のNPO団体との連携による湖面活用、民間旅行
会社によるダムを観光ルートに組入れた日帰りバスツアーの開催などに取り組んできております。今後もダム所在
市町村の皆様の意見をお聞きしながら水源地活性化のためのダムの利活用に努めます。
これらの取り組みに向け努力してまいりますので、関係各位のご協力、ご支援をお願いします。

☆地域イベント情報☆
５月１２日（日） 第３５回沖縄県高等学校自転車競技大会（大保ダム）
５月１８日（土） 安波区 アブシバレー（安波漁港）

【今月（５月）の行事予定】
予定日

担 当

5/24（金）
中旬
下旬

広域水管理課

防災専門官
防災専門官

行 事 名 称
沖縄渇水対策連絡協議会（幹事会）
洪水対応演習反省会
地震対応訓練

内

容

水事情等の現状と今後の見通し等を確認する会議

洪水被害を想定した訓練の反省会
地震災害を想定した訓練

☆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。

５月４日（土）～５日（日）に「森と湖に親しむ旬間」の一環として「第２６回羽地ダム鯉のぼ
り祭り」が行われました。
まつり開催の２日間で約１８,０００人の方が来場され、２年ぶりに開催される祭りを楽しん
でいました。
会場では、例年大人気の「うなぎつかみ取り大会」や環境省主催の「沖縄島の外来魚ガ
イド」、名護市や地元地域等が主催する「羽地散策」、「羽地大川生き物探検」、「放水体
験」、「羽地おじーの手作りおもちゃ教室」等が開催され、特設ステージでは、みんなの一
票でグランプリを決定する「手作り鯉のぼり総選挙」や舞台イベント等が行われました。
また、北部ダム統合管理事務所ではダム資料館、ダム堤体内見学と湖面遊覧をガイド付
きで体験できる「ダム施設体験」を実施しました。

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。

会員特典

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数 ４２７

うなぎつかみ取り大会

手作りおもちゃ教室

湖面遊覧
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「平成３１年度安全利用点検」を実施

・通路に湧水があり転倒防止対策が必要
・木製ベンチが腐食劣化しており修理が必要（対応済み）
・防護柵（木製）の一部で腐食劣化が見られた
・通路の入口がわかりづらい
・階段通路壁の除草が必要

点検状況（安波ダム）

通路の湧水箇所（大保ダム）

洪水に備えて演習を行いました！
4月25日（木）～26日（金）、大雨時にダムからの越流に伴う放流警報の一般への周知及び関係機関への情報
伝達等を訓練する洪水対応演習を行いました。
演習では、ダムからの越流に伴い下流河川において急激な水位上昇（概ね30分間に30～50cm以上）が発生。
さらに、ダムの計画（概ね50年に1回発生する規模）を超える出水により非常用洪水吐から越流（ゲートがある福
地ダムでは異常洪水時防災操作開始）に伴い下流河川で氾濫が発生するとの予測に基づき、避難勧告等の発
令を支援するためのホットライン（事務所長から市町村長への緊急電話連絡）、関係機関への情報伝達及び河
川利用者や沿川住民等へ周知するための放流警報（サイレンの吹鳴と警報車による巡視）の訓練を行いました。
本演習は、出水期前に全国一斉に行われ、当事務所では管理する全9ダムを対象に関係機関（沖縄県・ダム所
在市町村・関係警察署）の協力を得て、毎年行っています。
今後、梅雨や台風による出水に対し、今回の演習成果が発揮されるよう努めていきます。

北部ダム統合管理事務所では、ダムを訪れる多くの方々が安全に施設を
利用できるように、毎年、ダムの安全利用点検を実施しています。
点検は、利用者の立場で確認してもらうために、地元自治体や、近隣区、Ｎ
ＰＯ等の方々に参加をお願いし、利用者が多くなるゴールデンウィーク前に
行っています。今年も、４月に各ダムで実施し、多くのご意見をいただきまし
た。
以下、主な意見を紹介します。

意見をいただいた事項は、できるだけ早く対応し、安全管理に努めてまいり
ます。
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点検状況（漢那ダム）

サイレン吹鳴確認状

情報伝達状況

点検状況（金武ダム）

放流警報設備の操作状

河川巡視状況

漢那ダムこいのぼり掲揚式

ベンチ腐食状況
（辺野喜ダム；対応済み）

点検状況（羽地ダム）

草刈りが必要（羽地ダム）

第４１回塩屋湾一周トリムマラソン大会が開催されました！！
第４１回塩屋湾一周トリムマラソン大会が４月２１日（日）に塩屋
湾を一周する９Ｋｍコースを始め、３ｋｍ及び大保ダムを周回する
１６．７Ｋｍの３コースで開催されました。（主催：同実行委員会）
当日は、雨が心配されましたが、スタート時には、前日からの雨
も上がり、曇り空で絶好のマラソン日和の中、総勢７２９名が参加
し、７２３名の方が完走（完走率99.18％）しました。
参加者からは、「坂道がきつかったけど、海がきれいで涼しかっ
たし頑張れた。応援もうれしかった」と笑顔のコメントがありました。
大保ダム管理支所は、当大会が益々発展することを祈念すると
共に地域の伝統のある地域の行事に引き続き協力します。
今年、参加されていない方は、日頃の健康管理のため、来年は、
参加してみませんか！
ご協力の程よろしくお願いします。

４月２３日（火）に、漢那ダムの管理開始以来続いている恒例の「漢那ダムこいのぼり掲揚式」を行いました。
宜野座村内の３幼稚園（漢那幼稚園、宜野座幼稚園、松田幼稚園）から６９名の園児達に参加してもらい３５尾
のこいのぼりを掲揚しました。
当日は少し曇りがちの空模様でしたが、湖面高く舞うこいのぼりを見上げる園児達は満足し笑顔いっぱいでした。
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災害時の情報連絡体制を確認！
４月１７日（水）に「北部ダム統合管理事務所防災連絡協議会」の定例幹事会を開催しました。
本幹事会は、沖縄県、企業局、消防署、警察、国管理ダム所在市町村の各防災担当者が集まり、防災・減災
等の情報連絡を迅速かつ確実に行うことで被害防止、軽減につなげることを目的としています。

TEL ０９８０－５３－６５１１ FAX ０９８０－５２－６５６６
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。

新事務所長の挨拶

会議では、平成３０年７月豪雨を踏まえ、異常豪雨の頻発
化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて、
今後対応す
べき内容（放流警報の内容や手法の変更、住民説明会、避
難勧告等の発令判断支援など）について、関係機関で連携
し進めていくとともに、ダムの洪水調節効果や大雨時の情
報連絡体制の確認を行いました。

水源地域の皆様には、日頃からダム管理に関して、ご理解とご協力
を賜り深く感謝申し上げます。
４月に事務所長に就任しました安仁屋と申します。よろしくお願いし
ます。
当事務所では、水源地域６市町村において９ダムを管理しています。
管理に当たっては、「沖縄本島における都市用水等の安定供給とダム
下流沿川の洪水被害軽減のための適正なダム管理」に加え「水源地
活性化のためのダムの利活用」を心がけていきたいと考えております。

会議の様子

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。
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/ または「やんばるのダム」で検索

前者に関しては、特に北部５ダム（福地、新川、安波、普久川、辺野喜）が管理開始後３０年以上が経過している
こともあり、日常点検に加え長寿命化計画等に基づく計画的な設備の更新や改修に留意し、ダム施設の安定性及
び機能の長期的保持に努めます。また、ダムの運用については、水を効率的に貯水するための統合運用を適切に
行うほか、洪水時のダム操作、関係機関との連絡調整、危機事象が発生した場合に備えた危機管理マニュアルを
用いた勉強会や訓練等も引き続き繰返し実施し、職員の危機管理対応能力の向上に努めます。
後者については、「沖縄北部ダムツーリズム」を引き続き推進してまいります。これまで、中南部の方々に水源地
域に足を運んでもらい、ダムの水を育む水源地域の自然環境の大切さを実感してもらい、さらには地域の活性化に
つながることを期待して、夏休み親子ダム環境体験学習会、地域のNPO団体との連携による湖面活用、民間旅行
会社によるダムを観光ルートに組入れた日帰りバスツアーの開催などに取り組んできております。今後もダム所在
市町村の皆様の意見をお聞きしながら水源地活性化のためのダムの利活用に努めます。
これらの取り組みに向け努力してまいりますので、関係各位のご協力、ご支援をお願いします。

☆地域イベント情報☆
５月１２日（日） 第３５回沖縄県高等学校自転車競技大会（大保ダム）
５月１８日（土） 安波区 アブシバレー（安波漁港）

【今月（５月）の行事予定】
予定日

担 当

5/24（金）
中旬
下旬

広域水管理課

防災専門官
防災専門官

行 事 名 称
沖縄渇水対策連絡協議会（幹事会）
洪水対応演習反省会
地震対応訓練

内

容

水事情等の現状と今後の見通し等を確認する会議

洪水被害を想定した訓練の反省会
地震災害を想定した訓練

☆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。

５月４日（土）～５日（日）に「森と湖に親しむ旬間」の一環として「第２６回羽地ダム鯉のぼ
り祭り」が行われました。
まつり開催の２日間で約１８,０００人の方が来場され、２年ぶりに開催される祭りを楽しん
でいました。
会場では、例年大人気の「うなぎつかみ取り大会」や環境省主催の「沖縄島の外来魚ガ
イド」、名護市や地元地域等が主催する「羽地散策」、「羽地大川生き物探検」、「放水体
験」、「羽地おじーの手作りおもちゃ教室」等が開催され、特設ステージでは、みんなの一
票でグランプリを決定する「手作り鯉のぼり総選挙」や舞台イベント等が行われました。
また、北部ダム統合管理事務所ではダム資料館、ダム堤体内見学と湖面遊覧をガイド付
きで体験できる「ダム施設体験」を実施しました。

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。

会員特典

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp

現在会員数 ４２７

うなぎつかみ取り大会

手作りおもちゃ教室

湖面遊覧

