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※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 ４７３名

【地域イベント情報】

【今月（７月）の行事予定】

○ ７月 ６日 （土） ・・・・・・・ キャンドルナイトｉｎサーベイ < 大宜味村塩屋湾 >

○ ７月 ６日 （土） ・・・・・・・ 第９回白浜ナイトキャンドル < 大宜味村白浜区 >

○ ７月２１日 （日） ・・・・・・・ 第２０回金武町青年エイサー祭り < 金武ダム >

○ ７月２７日 （土） ～ ２８日 (日)   ・・・・・ 第４１回名護夏祭り < 名護漁港内 >

令和元７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率：100％ （前年度同日の貯水率 72.5％）

新川ダムオートキャンプ施設周辺にたった一夜だけ咲き、夜明け

とともに散ってしまう幻の花『サガリバナ』が毎年、次の開花時期

に見頃を迎えます。

開花時期（予定）：７月中旬～８月下旬

『幸運が訪れる』という花言葉をもち、色鮮やかにまるで夜空に咲

く花火の様な花びらに甘い香りを漂わせてくれるサガリバナ！！

寝苦しい夜を幻想的な時間にしてくれそうですね！！

期間中はライトアップも予定しておりますので周辺でのキャンプ、

夜のドライブで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

行事名称 内容

県産品優先使用の要請対応 ２０１９年県産品奨励月間にかかる要請行動への対応

防災訓練（風水害） 風水害を想定した防災訓練

名護市行政懇談会 ダム所在自治体との懇談会

第１０回大保ダムまつり ダム堤内見学、湖面遊覧等実施

事務所優良業者表彰式 優良工事（業務）業者、優秀工事（業務）技術者等への表彰

沖縄ブロック国土交通研究会 業務で取り組んだ内容の発表会

第５回金武ダムまつり 湖面遊覧、施設見学等の各種イベント開催

安波ダム 国頭村行政懇談会 ダム所在自治体との懇談会

第２６回漢那ダムまつり カヌー体験、漢那ダムまるごと体験ツアー他開催

防災専門官

羽地ダム

漢那ダム

２１日 (日) 金武ダム

２８日 (日)

２４日（水）

予定時期 担当

  ６日 (土) 大保ダム

１８日 (木) 本局

  ３日 (水) 総務課

１７日 (水) 総務課

  ４日 (木)

  ３日 (水)

国管理９ダム全て貯水率１００％を記録！！

各ダムの越流（オーバーフロー）状況

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

6月に入り9ダム流域平均降雨量762mmを

記録し、6月の平年値354mmの約2.15倍とな

りました。その影響で国管理9ダムは6月13

日に貯水率が100％となり、満杯状態となり

ました。7月1日の平均値と比べても11.4％高

い状態となり、9ダム同時期に越流（オー

バーフロー）するのは、平成26年以来5年ぶ

りになります。7月1日0時現在でも、9ダム全

てで越流していますので、この機会に現地

でぜひご覧ください。※ダムの貯水状況につい

てはHPでご確認ください。

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/index.html
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開発建設部コンプライアンス指導員研修

ダム地震時の二次点検訓練を実施（漢那・羽地）

宜野座村との行政懇談会

羽地ダムジョブシャドウイング

６月１３日(木)に北部３事務所の管理職を対象とした

「開発建設部コンプライアンス指導員研修」が開催され、

管理職２６名が参加しました。

本研修は、コンプライアンスに関する知識と管理能力

向上等を目的として毎年開催されているものです。今

後は、各管理職が指導員となって、部下に対して適切

な指導が行えるよう日々の取組みが求めらます。

６月２０日（木）に羽地小学校６年生２名が、羽地ダム管理支所においてジョブシャ

ドウイングを実施しました。児童達は事前に練習していた名刺交換を行い、ダムの

職員から、ダムの役割や仕事について説明を受けました。

その後、湖面の巡視や電気及び機械設備の点検する予定でしたが、急な大雨で

羽地ダムが洪水警戒体制となったため、非常用発電設備の点検やＣＣＴＶカメラに

よる施設点検など防災対応の様子を見学しました。

今回のジョブシャドウイングを通じて、「仕事とはなにか？」「働くとはなにか？」、

児童達が考えるきっかけになればと思います。

北部ダム統合管理事務所では、ダム所在地市

町村と相互の理解促進・連携強化を図ることを目

的に、毎年行政懇談会を実施しています。

６月５日（水）に宜野座村観光拠点施設で宜野

座村役場との行政懇談会を実施しました。

懇談会では所管する事業予定や「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（提言）」ついての報告の他、地域資

源としての漢那ダムの利活用や懸案事項などに

ついて意見交換を行いました。ダム管理と関連す

る意見については、実現可能なものから積極的

に対応し、地域と連携したダム管理を進めていき

たいと考えております。

６月１９日（水）に漢那ダム管理支所、２８日（金）に羽地ダム管理支所において地

震時点検のうち二次点検訓練（土木）を実施しました。訓練では各ダム毎で決めら

れた施設点検、漏水量計測等を行い、測定したデータを日常点検のデータと照合

することで地震の影響でダムに異常がないかを確認します。地震時点検は、迅速

な対応が求められ、当日の参集状況から派遣されるダム、点検する施設（土木・電

気・機械）が割り振られます。今回の訓練では誰が点検してもわかりやすいマニュ

アルの構築を目指して、まだ漢那ダムで土木点検をやったことがない技術員によ

る訓練を実施、マニュアルの確認・課題の抽出に重点を置きました。

今回確認された課題・マニュアルの不備等を修正して、少ない人員で迅速・的確

な対応ができるよう、対応力の向上に努めていきます。

①流しそうめんを行うとき、そうめんを流す竹でできた樋（河

川）に、バケツの水（雨）を一気に流し入れる（洪水）と、樋

から水とそうめんが溢れ出し（氾濫）、近くの人は水浸し（被

害）になり、そうめんを食べることが出来ません。

②流しそうめんを上手に行うためには、そうめんを流

す樋（河川）の前に、穴の空いたバケツ（ダム）を置き、

①と同じようにバケツの水（雨）を一気に入れる（洪

水）と、バケツ（ダム）に水が貯まり、穴から徐々に水

が流れ出て（洪水調節）、樋から水が溢れ出ることな

く、おいしいそうめんを食べることが出来ます。

③この穴の空いたバケツがダムで、これと同じ原理で

沖縄のダムは洪水調節を行っています。

ダムの洪水調節について

○北部ダム統合管理事務所のＨＰや広報誌では、”洪水調節 ”という言

葉をよく使っています。

○ダムによる”洪水調節 ”とは、大雨でダムに流れてくる水を一時的に

ダムに貯め込むことにより、ダムより下流に流す水の量を少なくすること

を言います。ダムによる”洪水調節 ”が行われなければ、大量の水がそ

のまま下流に流れ、川から水が溢れ出し、道路や家、畑などが浸水す

る被害が発生する場合があります。

④なお、規模の大きな流しそうめんの場合（大規模河川）は、

②の穴の前に水道の蛇口（ゲート等）を取り付けることで、人

為的（ゲート操作）に 多くの水の量（大規模洪水）を調節（洪

水調節）することができ、樋の状況を見ながら必要なときに水

を止めたり流したりすることが出来ます。

※本土の大規模なダムの原理で沖縄のダムにはありません。

梅雨前線に伴うダムの洪水調節実績について

【福地ダムがなかった場合に想定される浸水状況】

【水位観測所（川田）地点の水位低減効果】

６月に入り、梅雨前線に伴う出水に

より各ダムで合計１０回の洪水調節を

行いました。（6/26時点）

６月２日の出水では、福地ダムで最

大流入量263.3m3/sに対して

260.5m3/sを貯留し、福地ダム下流の

川田観測所付近において約3.45ｍの

水位を低減させ下流の浸水被害を防

止しました。

今後も沖縄本島の治水・利水で重

要となる９つのダムの適切な管理に

努めて参ります。

福地ダムからの越流状況

合計 10

（R1.6.1～6.26)

洪水調節
回数（回）

ダム名

3

1

3

3

福地ダム

安波ダム

大保ダム

漢那ダム

令和元年度ダム管理に関する国県意見交換会の開催報告

6月12日（水）に沖縄県庁でダム管理に関する国県意見交換会が開催さ
れました。この意見交換会は、ダム管理の技術力の向上を図るとともに、

効率的・効果的なダム管理体制の確立を目的として、沖縄総合事務局と沖

縄県のダム管理従事者を対象に毎年開催されているものです。

今年は、近年多発している異常豪雨を受け、平成30年12月に示された
「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

（提言）」の主旨・概要のほか、提言実施項目についての進捗状況、「避難

勧告等に関するガイドラインの改定」、「計画規模を超える放流に関する通

知の強化」などについて情報共有を行うとともに「ダムの安全管理・地震時

点検」などについても意見交換を行いました。

今後も、このような意見交換会により、国と県が協力しながら適正なダム

管理を行っていけるように努めて参ります。

漢那ダム

羽地ダム
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6月12日（水）に沖縄県庁でダム管理に関する国県意見交換会が開催さ
れました。この意見交換会は、ダム管理の技術力の向上を図るとともに、

効率的・効果的なダム管理体制の確立を目的として、沖縄総合事務局と沖

縄県のダム管理従事者を対象に毎年開催されているものです。

今年は、近年多発している異常豪雨を受け、平成30年12月に示された
「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

（提言）」の主旨・概要のほか、提言実施項目についての進捗状況、「避難

勧告等に関するガイドラインの改定」、「計画規模を超える放流に関する通

知の強化」などについて情報共有を行うとともに「ダムの安全管理・地震時

点検」などについても意見交換を行いました。

今後も、このような意見交換会により、国と県が協力しながら適正なダム

管理を行っていけるように努めて参ります。

漢那ダム

羽地ダム
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☆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 ４７３名

【地域イベント情報】

【今月（７月）の行事予定】

○ ７月 ６日 （土） ・・・・・・・ キャンドルナイトｉｎサーベイ < 大宜味村塩屋湾 >

○ ７月 ６日 （土） ・・・・・・・ 第９回白浜ナイトキャンドル < 大宜味村白浜区 >

○ ７月２１日 （日） ・・・・・・・ 第２０回金武町青年エイサー祭り < 金武ダム >

○ ７月２７日 （土） ～ ２８日 (日)   ・・・・・ 第４１回名護夏祭り < 名護漁港内 >

令和元７月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率：100％ （前年度同日の貯水率 72.5％）

新川ダムオートキャンプ施設周辺にたった一夜だけ咲き、夜明け

とともに散ってしまう幻の花『サガリバナ』が毎年、次の開花時期

に見頃を迎えます。

開花時期（予定）：７月中旬～８月下旬

『幸運が訪れる』という花言葉をもち、色鮮やかにまるで夜空に咲

く花火の様な花びらに甘い香りを漂わせてくれるサガリバナ！！

寝苦しい夜を幻想的な時間にしてくれそうですね！！

期間中はライトアップも予定しておりますので周辺でのキャンプ、

夜のドライブで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

行事名称 内容

県産品優先使用の要請対応 ２０１９年県産品奨励月間にかかる要請行動への対応

防災訓練（風水害） 風水害を想定した防災訓練

名護市行政懇談会 ダム所在自治体との懇談会

第１０回大保ダムまつり ダム堤内見学、湖面遊覧等実施

事務所優良業者表彰式 優良工事（業務）業者、優秀工事（業務）技術者等への表彰

沖縄ブロック国土交通研究会 業務で取り組んだ内容の発表会

第５回金武ダムまつり 湖面遊覧、施設見学等の各種イベント開催

安波ダム 国頭村行政懇談会 ダム所在自治体との懇談会

第２６回漢那ダムまつり カヌー体験、漢那ダムまるごと体験ツアー他開催

防災専門官

羽地ダム

漢那ダム

２１日 (日) 金武ダム

２８日 (日)

２４日（水）

予定時期 担当

  ６日 (土) 大保ダム

１８日 (木) 本局

  ３日 (水) 総務課

１７日 (水) 総務課

  ４日 (木)

  ３日 (水)

国管理９ダム全て貯水率１００％を記録！！

各ダムの越流（オーバーフロー）状況

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

6月に入り9ダム流域平均降雨量762mmを

記録し、6月の平年値354mmの約2.15倍とな

りました。その影響で国管理9ダムは6月13

日に貯水率が100％となり、満杯状態となり

ました。7月1日の平均値と比べても11.4％高

い状態となり、9ダム同時期に越流（オー

バーフロー）するのは、平成26年以来5年ぶ

りになります。7月1日0時現在でも、9ダム全

てで越流していますので、この機会に現地

でぜひご覧ください。※ダムの貯水状況につい

てはHPでご確認ください。

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/index.html


