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○８月　３日（土）・・・・・・・・・・東村まつり〈東村村営グラウンド〉

○８月　６日（火）、　７日（水）・・・国頭村安田地区「大シヌグ」〈国頭村安田区〉

○８月１０日（土）、１１日（日）・・・大宜味村夏まつり〈大宜味村塩屋漁港〉

○８月１７日（土）、１８日（日）・・・国頭村まつり〈国頭中学校グラウンド〉

○８月１８日（日）、１９日（月）・・・塩屋湾ウンガミ（海神祭）〈塩屋湾、旧塩屋小学校・浜辺〉

【地域イベント情報】

TEL ０９８０－５３－６２２１ FAX ０９８０－５２－６２５２

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。
現在会員数 ４８２ 名

【８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。

令和元年８月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ９８．３％（前年度同日の貯水率 ８３．４％）

日（曜日） 担　当 行　事　名　称 内　　　容

７（水） 本局 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

7（水） 流域対策課 夏休み親子ダム環境体験学習会 ダム施設見学と生き物観察会

８月末迄 総務課 コンプライアンスミーティング 各テーマに沿って意見交換し、理解促進を図る。

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

が訪れ多いに賑わいました。ダムまつりを通じて多くの来場者に｢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。

今後もダム水源地域のことに関心を持ってもらうためにこの活動を継続してまいります。

福地、金武、漢那ダムでは、夏休みの期間中、夜間ライトアップを実施しています。

期間：７月19日～８月３１日（漢那ダムは土日のみ実施中）

時間：１９時３０分～２２時００分

福地ダム 金武ダム 漢那ダム

７月２１日（日）に第５回金武ダムまつりが開催されました。天候不良により湖面メニューは中止にな

りましたが、施設見学やウナギつかみどり競争、ウォータースライダー、消防放水体験、流しもずく、ス

テンドグラス工作や島ぞうりアート等様々なイベントが行われ町外からも家族連れが多数訪れ楽しんで居

ました。またダムまつり終了後同一会場で第20回金武町青年エイサーまつりも開催されたことから、ダ

ムまつり終了後の夕方以降も来場者が絶えず大盛況でした。

ダム施設見学

ウナギつかみどり

ウォータースライダー

漢那ダムまつり（７月２８日開催）

まるごと探検ツアー 風車・箸テッポー工作体験

水遊びコーナー

大保ダムまつり（７月 ６日開催）

ダム堤内見学会 もの作り体験 キャンドルナイトinサーベイ

７月6日（土）に第10回大保ダムまつりが開催されました。今回は、節目の第１０回のまつりでしたが、

天候不良により人気の湖面メニュー及び学習の川遊び等が中止となり、ダム堤体・操作室見学会及びもの

作り体験のみの実施となり、参加者も約２５０名（仮）と例年に比べると少ない状況でした。

また、夕方からは天気も回復し、夜のキャンドルナイトinサーベイでは塩屋湾をキャンドルで取囲み灯

され、幻想的な風景でした。白浜区のステージでは歌・フラダンスと大変盛り上がっていました。来年は、

晴天になることを祈念しております。

7月28日（日）に第２６回漢那ダムまつりが開催されました。カヌー体験は天候不良により中止となりま

したが、ダム施設内をガイド付で見学できる「まるごと探検ツアー」では普段入ることの出来ないダム堤体

内部トンネル見学の他めだかの学校、下流マングローブ植栽帯では生物や植物の観察が行われ参加者は満足

した様子でした。その他、漢那ダム生き物博物館、風車・箸テッポー工作体験、ドローン・ＶＲ体験、ピエ

ロのミニステージ、スタンプラリー等の各種イベントも大盛況で多くの家族連れで賑わっていました。

金武ダムまつり（７月２１日開催）

9月21日（土）は、「安波ダム・クイナまつり」です！

皆さんのお越しをお待ちしております。
安波ダムキャラクター

「ルクイナ」
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市町村からの避難勧告等の発令の目安は以下のとおり

非常用洪水吐からの越流開始３時間前 → 避難勧告（警戒レベル４相当）

非常用洪水吐からの越流開始１時間前 → 避難指示（緊急）（警戒レベル４相当）

７月３日（水）に沖縄総合事務局開発建設部の防災訓練（風水害）を行いました。

訓練は、台風通過後に大雨が降り、羽地ダムではダム下流の法面が崩落、福地ダムでは異常洪水

による浸水被害が発生したと想定し、情報共有が必要な関係機関の確認、防災ヘリ、衛星小型画像

伝送装置（Ku-SAT）及びTV会議システムによる被害状況などの情報

伝達訓練を実施しました。また、ドローンによる

被災状況調査及び報告を行い、災害時におけるド

ローンの有効性を確認することができました。

北部ダム統合管理事務所では、この様な訓練を

とおして、被害状況の速やかな把握と各方面への

情報伝達、的確な応急復旧計画の立案と迅速な措

置が行えるように、今後とも職員一丸となって取

り組んでいきます。
使用したドローン ドローンの操作状況

7月11日（木）国頭村立奥間小学校4年生（14名）が

安波ダムの施設見学に訪れました。

最初に、安波ダムの職員から安波ダムの概要、沖縄の

水事情等の説明を受けた後、堤体内の施設や安波ダム湖

面の見学を行いました。

施設見学では、ダムからの越流状況や貯水位が高くな

いと見ることが出来ず、「幻の滝」と言われている「シ

ゲランファーの滝」も見学しました。生徒の皆さんから

は、「今まで知らなかったダムの事がよくわかった」

「水を大切に使わないといけないと思った」等の感想を

いただきました。

今後もこの様な機会を通して、ダムのことを知って貰

えるよう努めていきます。

平成３０年度北部ダム統合管理事務所所管事業に係る優良業者及び優秀技術者の事務所長表彰式を、

７月１７日（水）に執り行いました。

平成３０年度に完成･完了した工事１２件、業務２６件の中から、成績が特に優秀で他の者の模範と

なるものとして厳正に審査した結果、優良業務業者１件を表彰したものです。

なお、７月１０日（水）に行われた沖縄総合事務局長表彰では、当事務所所管の優良施工工事業者１

件、優良業務業者１件が表彰されています。

計画規模（５０年に１回）以下の洪水の場合

計画規模（５０年に１回）を超える洪水の場合

表彰区分 業者名／技術者名 発注件名

優良業務表彰 いであ株式会社　沖縄支店 平成３０年度北部ダム下流河川等環境調査業務

優良施工工事業者
※ 株式会社　丸孝組 平成３０年度北部５ダム維持補修工事

優良業務業者
※

平成３０年度ダム統管管内橋梁点検業務建設
技術研究所・ＣＴＩグランドプランニング設計共
同体

平成３０年度ダム統管管内橋梁点検業務

※印は局長表彰

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おり、７月４日（木）に名護市、７月２４日（水）に国頭村との行

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。

名護市との行政懇談会の様子（7月4日（木）） 国頭村との行政懇談会の様子（7月24日（水））

奥間小学校4年生の皆さん
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時間：１９時３０分～２２時００分

福地ダム 金武ダム 漢那ダム

７月２１日（日）に第５回金武ダムまつりが開催されました。天候不良により湖面メニューは中止にな

りましたが、施設見学やウナギつかみどり競争、ウォータースライダー、消防放水体験、流しもずく、ス

テンドグラス工作や島ぞうりアート等様々なイベントが行われ町外からも家族連れが多数訪れ楽しんで居

ました。またダムまつり終了後同一会場で第20回金武町青年エイサーまつりも開催されたことから、ダ

ムまつり終了後の夕方以降も来場者が絶えず大盛況でした。

ダム施設見学

ウナギつかみどり

ウォータースライダー

漢那ダムまつり（７月２８日開催）

まるごと探検ツアー 風車・箸テッポー工作体験

水遊びコーナー

大保ダムまつり（７月 ６日開催）

ダム堤内見学会 もの作り体験 キャンドルナイトinサーベイ

７月6日（土）に第10回大保ダムまつりが開催されました。今回は、節目の第１０回のまつりでしたが、

天候不良により人気の湖面メニュー及び学習の川遊び等が中止となり、ダム堤体・操作室見学会及びもの

作り体験のみの実施となり、参加者も約２５０名（仮）と例年に比べると少ない状況でした。

また、夕方からは天気も回復し、夜のキャンドルナイトinサーベイでは塩屋湾をキャンドルで取囲み灯

され、幻想的な風景でした。白浜区のステージでは歌・フラダンスと大変盛り上がっていました。来年は、

晴天になることを祈念しております。

7月28日（日）に第２６回漢那ダムまつりが開催されました。カヌー体験は天候不良により中止となりま

したが、ダム施設内をガイド付で見学できる「まるごと探検ツアー」では普段入ることの出来ないダム堤体

内部トンネル見学の他めだかの学校、下流マングローブ植栽帯では生物や植物の観察が行われ参加者は満足

した様子でした。その他、漢那ダム生き物博物館、風車・箸テッポー工作体験、ドローン・ＶＲ体験、ピエ

ロのミニステージ、スタンプラリー等の各種イベントも大盛況で多くの家族連れで賑わっていました。

金武ダムまつり（７月２１日開催）

9月21日（土）は、「安波ダム・クイナまつり」です！

皆さんのお越しをお待ちしております。
安波ダムキャラクター

「ルクイナ」


