北部ダム統合管理事務所広報誌（１月号） ２０２０年１月６日発行（４）

当事務所では2018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。
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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８月７日（水）、漢那ダム、羽地ダムにおい
て「夏休み親子ダム環境体験学習会」を開催しま
した。これは沖縄本島における水資源開発や治水
事業の重要性とその整備に伴う保全等、ダムへの
理解を促すことを目的とするもので、県内各地域
(北部・中部・南部）から親子６６名が参加。
午前中は漢那ダムで施設見学を行い、羽地ダム
に移動し午後からはダムの役割等の話や、「川の
生き物について」のミニ講座を行った後、ダム下
流河川で川の生き物観察会を行いました。

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。

安波ダム

【地域イベント情報】
○ 1月 4日(土)
○ 1月 5日(日)
○ 1月 5日(日)
○ 1月12日(日)
○ 1月18日(土)、19日(日)
○ 1月18日(土)、19日(日)
○ 1月19日(土)
○ 1月25日(土)、26日(日)
○ 1月25日(土)、26日(日)
○ ～1月13日(月)迄

・・・・ 大宜味村成人式、東村成人式
・・・・ 漢那区新春マラソン大会（場所：漢那ダム）
・・・・ 国頭村成人式、金武町成人式
・・・・ 名護市成人式
・・・・ 大宜味村産業まつり
・・・・ 国頭村産業まつり
・・・・ 第６１回名護ハーフマラソン（名護市）
・・・・第５８回名護さくらまつり（名護中央公園周辺）
・・・・はねじコスモスフェスティバル2020
・・・・やんばるアートフェスティバル（旧塩屋小学校等）

【１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。
日（曜日）

担 当

15（水）16（木）

安波ダム

調整水路年点検（辺野喜、普久川）

調整水路（辺野喜～普久川、普久川～安波）の年点検

17（金）、31（金）

福地ダム

調整水路年点検（福地、新川）

調整水路（福地～安波、新川導水路）の年点検

1月末迄

総務課

中旬

防災情報課

31（火）

行 事 名 称

内

容

第２回コンプライアンス・ミーティング 法令順守等について意見交換し、理解促進を図る。
ku-satⅡ設置訓練（事務所、支所対象） 非常時に備え通信機器を組立る訓練

広域水管理課 福地ダム新川ダム管理フォローアップ委員会

ダム管理の効率性及び実施過程の透明性向上を分析・評
価

令和２年１月６日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ９６．０％（前年度同日の貯水率 ９３．９％）

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。
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
会員特典
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 ４９２ 名

明けましておめでとうございます。
旧年中は、北部ダム統合管理事務所のダム管理行政につきまして、ご理解とご協力を賜
り、厚く御礼申し上げるとともに、日頃からやんばるの貴重な水源を守り育てている水源
地域の皆様に感謝申し上げます。
当事務所所管の９ダムにおいては、台風や梅雨期の大雨による沿川の洪水被害を軽減す
るための洪水調節や沖縄本島の都市用水の供給など、県民の社会活動や生活を支えるため
のダム管理を行っています。また、ダム貯水池及び下流河川の環境を保全するとともに、
ダムを地域の財産として積極的に利活用して頂いているところです。
治水の面では、昨年１０月の台風１９号による、関東・東北での大規模な洪水被害が記
憶に新しいところですが、沖縄におきましては、梅雨による６月のダム流域平均雨量が平
年値の２．１５倍となり７６２ｍｍを記録しました。これにより９ダムは満水となり、平
成２６年以来５年ぶりに全ダム同時に越流（オーバーフロー）しました。その後も熱帯低
気圧等による豪雨が度々発生しましたが、所管ダムでは２５回の洪水警戒体制を執り、職
員一丸となって下流の水害防御に努めました。なお、昨年は、「今年の漢字」に「令」が
選定されましたが、その理由としては自然災害での警報や避難勧告の発「令」なども挙
がったとのことです。一昨年の「災」に続き災害関連の漢字が選ばれたことになります。
本年も引き続き洪水被害の軽減に努めてまいります。
利水の面では、沖縄本島では、平成６年の給水制限を最後に、２５年間断水のない安定
した都市用水の供給が行われ、連続給水記録を更新しているところです。昨年２月には北
部５ダム（辺野喜、普久川、安波、新川、福地）がダムファン有志による日本ダムアワー
ド２０１８「低水管理賞」を受賞しました。これは、地下トンネルで連結している北部５
ダムが連携して効率的な水運用を行ったことと一昨年の渇水傾向の際に貯水率報道などで
県民が一丸となって水を大切に使ったことが評価されたものです。
ダムの利活用については、地域の財産としての機能を発揮するため、「沖縄北部ダム
ツーリズム」を積極的に推進しているところです。平成２６年の「沖縄北部ダム湖サミッ
ト宣言」の理念に基づき、水源地の北部と消費地の中南部の連携・交流を促進させるため
の取組として進めているもので、水資源及び環境学習としてダムの社会科見学、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、民間の旅行会社によ
るダムを観光に組み入れた日帰りツアーの拡大などに引き続き取り組んでまいります。
本年もダムの適正管理に努めるとともに、地域の財産としてのダムの利活用を積極的に
推進してまいりますので、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
令和２年 元旦
北部ダム統合管理事務所長 安仁屋 勉
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台風第19号の本土上陸に伴い関東甲信地方、東北地
方を中心に浸水など甚大な被害が発生しました。これ
に伴い国土交通省からの派遣要請を受けて沖縄総合事
務局TEC-FORCE隊員10名が10月21日から10月30
日の10日間、東北地方に派遣されました。当事務所か
らも城間羽地ダム管理支所長、総務課宮城専門職が派
出発前のTEC-FORCE隊員
遣され、先遣班、被災状況調査班として活動しました。
TEC-FORCEとは、大規模自然災害の備えとして、
迅速に地方公共団体等の技術的支援が行えるよう創設
された、「緊急災害対策派遣隊」です。

沖縄北部５ダムがうまく連携して水を有効活用したことが
評価され、この１年で最も印象に残った低水管理（利水補
給）を行ったダムとして、「沖縄北部５ダム」が、日本ダム
アワード2018「低水管理賞」を受賞しました。
2月26日、低水管理賞の授与式を開催、授与式には日本
ダムアワードの総合プロデューサーであり、沖縄北部5ダム
のプレゼンターでもある萩原雅紀氏が来沖され記念盾の授与
となりました。

6月のダム流域平均降雨量が平年値の2.15倍と
なる762mmを記録し、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。9ダムが同時期に越流（オーバーフ
ロー）するのは、平成26年以来5年ぶりでした。
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被災状況調査

当事務所では、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、2019年もダム所在地域６市町村との行政懇談会を実施しました。

安波ダム

普久川ダム

辺野喜ダム
国頭村

金武ダム

漢那ダム

羽地ダム

大保ダム

福地ダム

新川ダム

９月２２日（日）地元のTV番組において
「沖縄のダム：命の水瓶をゆく」と題して沖縄
における水事情の歴史や現在の主な水瓶である
ダムについて当事務所が管理する「福地ダム」
と「大保ダム」が紹介されました。
「福地ダム」では、北部５ダムの統合運用に
よる効率的な水運用や日本復帰後に施工が米軍 「大保ダム」を紹介する具志堅支所長
から日本政府へ引き継がれ完成させたこと、
「大保ダム」では、ダム堤体の概要等を担当職
員が紹介をしました。
「福地ダム」を紹介する與儀支所長

当事務所では、毎年風水害や地震発生に備え防災訓練を実施しており、２０１９年も４月に「洪水対
応演習」、５月、１１月に「地震対応訓練」、7月に開発建設部の「防災訓練（風水害）」を実施し
ました。各支所でも「地震時臨時点検」「水質事故対応訓練（オイルフェンス設置）」「衛星小
型画像伝送装置（Ku-satⅡ）設置訓練」等を実施しました。

名護市

金武町

東村

宜野座村

大宜味村

当事務所では、平成２７年にダムやダム周辺の魅力を活かした活動を通じて、やんばるの森
や水の大切さを体感してもらう「沖縄北部ダムツーリズム」を本格的に始動しました。５年
目となる２０１９年も、多様なダム活用を推進するとともにダムの魅力を更に向上するため
の取り組みを進めました。

沖縄観光親善使節として沖縄の魅力を国内外
に伝えるミス沖縄２０１９の「ダム研修」が2
月25日に国管理の福地ダム、大保ダムで行われ
ました。
2年目となる今回の
研修には、ミス沖縄20
19の3名が参加されま
した。渇水を経験した
ことの無い世代のミス
沖縄の皆さんにとって、水資源の重要性を再認
識する良い機会になったと思います。
その後は、ミス沖縄の皆さんが、ダムまつり
や地元が取り組むダムツーリズムなどに参加し、
SNSに情報発信されました。

当事務所では、小学生の社会科見学の一環と
して「ダム施設見学」を受け入れています。
2019年もたくさんの生徒にダムを見学しても
らい、ダムの職員からダムの仕組みや沖縄の水
のことについて説明し勉強してもらいました。
今後もこの様な機会を通して、ダムのことを
知ってもらえるよう努めていきます。

2月24日から5月31日迄、当事務所所管の
９ダムでは、通常のダムカードに加え「天皇陛
下御在位三十年」を記念した特殊デザインの
「記念ダムカード」を配布しました。期間限定
ということもあり、全国各地から記念カードを
求めて来訪され、約8,600枚を配布しました。

毎年５月～７月にかけて「森と湖に親しむ旬
間」の一環として、森林やダム、河川に親しむこ
とを目的に「ダムまつり」が開催されています。
２０１９年も４ダム（羽地、大保、漢那、金武）
で延べ約26,500人の方が訪れ大盛況となりまし
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。
羽地ダム

漢那ダム
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２０１９年も４ダム（羽地、大保、漢那、金武）
で延べ約26,500人の方が訪れ大盛況となりまし
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。
羽地ダム

漢那ダム

北部ダム統合管理事務所広報誌（１月号） ２０２０年１月６日発行（４）

当事務所では2018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。
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。

北部ダム統合管理事務所広報誌（１月号） ２０２０年１月６日発行（１）

８月７日（水）、漢那ダム、羽地ダムにおい
て「夏休み親子ダム環境体験学習会」を開催しま
した。これは沖縄本島における水資源開発や治水
事業の重要性とその整備に伴う保全等、ダムへの
理解を促すことを目的とするもので、県内各地域
(北部・中部・南部）から親子６６名が参加。
午前中は漢那ダムで施設見学を行い、羽地ダム
に移動し午後からはダムの役割等の話や、「川の
生き物について」のミニ講座を行った後、ダム下
流河川で川の生き物観察会を行いました。

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。

安波ダム

【地域イベント情報】
○ 1月 4日(土)
○ 1月 5日(日)
○ 1月 5日(日)
○ 1月12日(日)
○ 1月18日(土)、19日(日)
○ 1月18日(土)、19日(日)
○ 1月19日(土)
○ 1月25日(土)、26日(日)
○ 1月25日(土)、26日(日)
○ ～1月13日(月)迄

・・・・ 大宜味村成人式、東村成人式
・・・・ 漢那区新春マラソン大会（場所：漢那ダム）
・・・・ 国頭村成人式、金武町成人式
・・・・ 名護市成人式
・・・・ 大宜味村産業まつり
・・・・ 国頭村産業まつり
・・・・ 第６１回名護ハーフマラソン（名護市）
・・・・第５８回名護さくらまつり（名護中央公園周辺）
・・・・はねじコスモスフェスティバル2020
・・・・やんばるアートフェスティバル（旧塩屋小学校等）

【１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。
日（曜日）

担 当

15（水）16（木）

安波ダム

調整水路年点検（辺野喜、普久川）

調整水路（辺野喜～普久川、普久川～安波）の年点検

17（金）、31（金）

福地ダム

調整水路年点検（福地、新川）

調整水路（福地～安波、新川導水路）の年点検

1月末迄

総務課

中旬

防災情報課

31（火）

行 事 名 称

内

容

第２回コンプライアンス・ミーティング 法令順守等について意見交換し、理解促進を図る。
ku-satⅡ設置訓練（事務所、支所対象） 非常時に備え通信機器を組立る訓練

広域水管理課 福地ダム新川ダム管理フォローアップ委員会

ダム管理の効率性及び実施過程の透明性向上を分析・評
価

令和２年１月６日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ９６．０％（前年度同日の貯水率 ９３．９％）

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。
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
会員特典
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 ４９２ 名

明けましておめでとうございます。
旧年中は、北部ダム統合管理事務所のダム管理行政につきまして、ご理解とご協力を賜
り、厚く御礼申し上げるとともに、日頃からやんばるの貴重な水源を守り育てている水源
地域の皆様に感謝申し上げます。
当事務所所管の９ダムにおいては、台風や梅雨期の大雨による沿川の洪水被害を軽減す
るための洪水調節や沖縄本島の都市用水の供給など、県民の社会活動や生活を支えるため
のダム管理を行っています。また、ダム貯水池及び下流河川の環境を保全するとともに、
ダムを地域の財産として積極的に利活用して頂いているところです。
治水の面では、昨年１０月の台風１９号による、関東・東北での大規模な洪水被害が記
憶に新しいところですが、沖縄におきましては、梅雨による６月のダム流域平均雨量が平
年値の２．１５倍となり７６２ｍｍを記録しました。これにより９ダムは満水となり、平
成２６年以来５年ぶりに全ダム同時に越流（オーバーフロー）しました。その後も熱帯低
気圧等による豪雨が度々発生しましたが、所管ダムでは２５回の洪水警戒体制を執り、職
員一丸となって下流の水害防御に努めました。なお、昨年は、「今年の漢字」に「令」が
選定されましたが、その理由としては自然災害での警報や避難勧告の発「令」なども挙
がったとのことです。一昨年の「災」に続き災害関連の漢字が選ばれたことになります。
本年も引き続き洪水被害の軽減に努めてまいります。
利水の面では、沖縄本島では、平成６年の給水制限を最後に、２５年間断水のない安定
した都市用水の供給が行われ、連続給水記録を更新しているところです。昨年２月には北
部５ダム（辺野喜、普久川、安波、新川、福地）がダムファン有志による日本ダムアワー
ド２０１８「低水管理賞」を受賞しました。これは、地下トンネルで連結している北部５
ダムが連携して効率的な水運用を行ったことと一昨年の渇水傾向の際に貯水率報道などで
県民が一丸となって水を大切に使ったことが評価されたものです。
ダムの利活用については、地域の財産としての機能を発揮するため、「沖縄北部ダム
ツーリズム」を積極的に推進しているところです。平成２６年の「沖縄北部ダム湖サミッ
ト宣言」の理念に基づき、水源地の北部と消費地の中南部の連携・交流を促進させるため
の取組として進めているもので、水資源及び環境学習としてダムの社会科見学、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、民間の旅行会社によ
るダムを観光に組み入れた日帰りツアーの拡大などに引き続き取り組んでまいります。
本年もダムの適正管理に努めるとともに、地域の財産としてのダムの利活用を積極的に
推進してまいりますので、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
令和２年 元旦
北部ダム統合管理事務所長 安仁屋 勉

