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★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 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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

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

今月(６月)の行事予定について

建物被害調査の様子（局営繕課より出動）

現在会員数

４５６ 名

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。

令和元年度 県内のダムまつり
７月２１日～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

しんでいただくために、全国各地でイベントを開催します。令和元年度も沖縄県内の各ダムで「ダムまつり」を

開催しますので、みなさまのご参加をお待ちしております。

♦湖面カヌー体験

♦ダム堤内見学会

♦キャンドルナイト

inサーベイ
♦森に学ぼうin大宜味村 等

※大盛況で終了しました！

♦カヌー体験

♦ダム湖面遊覧

♦水牛車体験

♦歴史文化体験

♦流しもずく 等

♦カヌー体験

♦親子木工教室

♦漢那ダムまるごと

体験ツアー

♦宜野座村観光協会

体験イベントコーナー 等

♦倉敷ダム見学会

♦木工教室

（ ・木工椅子作り

・竹水鉄砲作り

・クラフト締太鼓作り） 等

♦ジャングルカヌー

♦ダム湖面遊覧

♦森林ガイドウォーク

♦ダム施設見学会

♦移動やんばる

森のおもちゃ美術館 等

７/６
（土）

うなぎつかみ取り大会

湖面遊覧手作りおもちゃ教室

５/４（土）
５/５（日）

７/２１
（日）

７/２８
（日）

９/２１
（土）

８/４
（日）

スタンプラリー対象の５ダムのまつり会場でリーフレットを入手し、各ダム

まつり会場でもらえるスタンプを４つ以上集めると、もれなく「沖縄観光イン

フラカードホルダー」をプレゼントします。さらに、対象５ダム全てのダムま

つりを制覇すると、コンプリート認定書を授与します。

みなさま、ぜひ各ダムまつりを楽しんで、インフラカードホルダーを

ゲットしてください！

☆対象ダムまつり☆

大保ダム、金武ダム、漢那ダム、安波ダム

羽地ダム ← 終了しました

６月１６日（日） 宜野座村道の駅「ぎのざ」フェスティバル

5月30日（木）、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。

訓練は、勤務時間外の7:00に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.8の地震が発生。所管9ダム近

傍で震度5強が観測されたと想定し、防災体制（非常体制）の発令、ダム施設の点検及び点検結果等

の情報伝達を行いました。

訓練では、「ＴＶ会議システム」及び「地震対応掲示表（表計算ソフト）」を活用することで、事

務所と6支所間の情報伝達を円滑に行うことができました。

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。

大規模地震に備えて「地震対応訓練」を実施しました！！

※地震発生後のダム臨時点検について

当事務所が管理するダムでは、周辺地域において震度４以上の地震が発生（またはダムに設置している地震計

で25gal以上の加速度を計測）した場合、昼夜を問わずダムの安全性を確認するための臨時点検を行うこととなって
います。

羽地ダム堤体点検の様子ＴＶ会議の様子非常参集・点検者派遣の様子
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５月２４日（金）に『令和元年度沖縄渇水対策連絡協議会(幹事

会)』が開催されました。本協議会は、沖縄における河川及び水利用

並びに渇水への対応等に関して必要事項を協議し、適切な渇水対策

を講ずることを目的としているもので、各機関（沖縄県企業局、沖

縄気象台、当局等）より現在の水源状況等について報告がありまし

た。

当事務所の安仁屋所長からは、国管理ダムの貯水状況と月別流域

雨量の説明を行いました。

最後に幹事会開催時の水源状況等から協議会として、「安全領域

であるが引き続き貯水率を注視しつつ、状況に応じて対応を検討し

ていく必要がある」ということで共通認識の確認を行いました。

令和元年度沖縄渇水対策連絡協議会（幹事会）開催！

協議会の様子

令和元年６月３日現在の国管理ダムの貯水状況

沖縄地方は５月１６日に梅雨入りし、９ダムの貯水率は６月３日時点で９５．５％と平年値よりも高い状況で

す。

沖縄気象台の今後の３ヶ月予報も、降水量はほぼ平年並とされており、当面は比較的貯水率が高い状況に

あると予想されます。しかし降雨状況によっては、秋以降に貯水率が低下する傾向にあるため、今後とも貯

水率を注視していきます。

令和元年度沖縄県高校総体（自転車競技）

号砲と共に一斉にスタートをする選手 脇ダム天端を疾走する選手

本ダム堤体部にてダムの大きさを体感

説明を真剣に聞く生徒の皆さん

今年も２０１９県高校総体の自転車競技が、５月１２日（日）に大保ダム特設ロードコース（脇ダム天端等の

２ｋｍ/周：男子：６０ｋｍ、女子：３０ｋｍ）にて開催されました。当ダムでの開催は、今回で１７回目となります。
当日は、夏を思わせる強い日差しの中、家族、友人等の応援のもと、男女総勢３６名（１４校）の参加によ

り実施されました。その結果、男子の部：比嘉祐貴選手（北中城：３年）、女子の部：高江洲玲音選手（那覇：

３年）が日頃の練習の成果を発揮して優勝しました。この２選手を含む１０位までの選手は、６月に開催され

る九州大会への派遣が決定しており、今後のご活躍を期待しております。

また、今年は、『全国高等学校総合体育大会 南部九州総体2019』の自転車競技が本県の名護市（一部
東村）で開催される予定となっています。今回のレースでは、それに向けた運営面や、審判面の研修の一

環にもなり、医療体制のメンバーも視察に訪れ、いつも以上に、訪れる方が多くありました。携わった医療体

制スタッフからは、近くに国頭地区消防本部東分遣所やヘリポートもあり、大会会場としても、しっかりとして

いるとコメントがありました。全国規模の大きな大会では、地域救急医療体制の問題もあり、大会独自の体

制が必要で、そのためにも、いい視察になったようです。

大保ダムコースで、鍛えられた選手たちは、全国でも活躍しています。地元開催となる今年は、さらに期待

に応えられるような成績をおさめ、地元の方々へ恩返ししたいと、学校関係者は、述べていました。

南部九州総体2019だけでなく、東京オリンピック2020での本県選手の活躍を、期待しています。
大保ダム管理支所では、当大会が益々発展することを祈念すると共に引き続き協力していきたいと思い

ます。

大宜味小学校３年１組２６名（引率者４名）が、社会科の授

業の一環で村内にある施設がどのように使われているか等

の観点で大保ダムへ５月１７日（金）に来訪されました。 当

日は、「大保ダムの役割・特徴等」及び沖縄本島内の水道用

水等は、その多くは大宜味村を含めて「ヤンバルから送水さ

れ人口の集中する中南部で消費されている」等、水の大切さ

を主にした説明や普段は入ることの出来ない「監査廊」や「堤

頂部から高さを体感」等、案内しました。

生徒からは、「なぜヤンバルにダムが多いの？」、「監査廊

は、何のためにあるの？」等の熱心な質問があり、今回の社

会科見学を機に水への関心が更に深まればと思います。

最後に生徒の皆様には、地域に誇れるダムとなるように、

適切な維持管理と地域振興に努めていくことを伝えました。

また、同様の見学会等は随時、受付けておりますので、皆

様のご来訪をお待ちしております。
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フラカードホルダー」をプレゼントします。さらに、対象５ダム全てのダムま

つりを制覇すると、コンプリート認定書を授与します。

みなさま、ぜひ各ダムまつりを楽しんで、インフラカードホルダーを

ゲットしてください！

☆対象ダムまつり☆

大保ダム、金武ダム、漢那ダム、安波ダム

羽地ダム ← 終了しました

６月１６日（日） 宜野座村道の駅「ぎのざ」フェスティバル

5月30日（木）、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。

訓練は、勤務時間外の7:00に沖縄本島近海を震源とするﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ7.8の地震が発生。所管9ダム近

傍で震度5強が観測されたと想定し、防災体制（非常体制）の発令、ダム施設の点検及び点検結果等

の情報伝達を行いました。

訓練では、「ＴＶ会議システム」及び「地震対応掲示表（表計算ソフト）」を活用することで、事

務所と6支所間の情報伝達を円滑に行うことができました。

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。

大規模地震に備えて「地震対応訓練」を実施しました！！

※地震発生後のダム臨時点検について

当事務所が管理するダムでは、周辺地域において震度４以上の地震が発生（またはダムに設置している地震計

で25gal以上の加速度を計測）した場合、昼夜を問わずダムの安全性を確認するための臨時点検を行うこととなって
います。

羽地ダム堤体点検の様子ＴＶ会議の様子非常参集・点検者派遣の様子


