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第14回億首サクラ祭りが開催されました！
令和２年２月８日に毎年恒例の「億首サクラ
祭り」が開催されました。
会場となる金武ダムヤマクモー広場では、カ
ンヒザクラがピンク色に咲き、参加者はサクラ
の花をめでつつ、バンド演奏やフラダンスなど
多彩なステージを楽しんでいました。
夜にはライトアップされた金武ダムが、祭りに
花をそえました。

TEL ０９８０－５２－３８７２
FAX ０９８０－５２－０５３３
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。

ウッカガー（金武大川）は、金
武町並里区内の中央に位置す
る共同井泉で、カーヤマを背に
湧出る清水は、県下に知られた
井泉です。

調整水路（普久川～安波）特別点検を実施しました！
２月１３日（木）北部５ダムを連結している調整水路（トンネル）のうち普久川ダム～安波ダム間（延長=3.1ｋｍ）
の調整水路において「特別点検」を実施しました。
これまで調整水路の点検は、トンネル断面のひび割れや浮き、はくり、湧水量等を点検する「年点検」を実施
してきましたが、平成３０年度よりトンネルに使用しているコンクリートの浸食量等の計測を行う「特別点検」を
新たに追加しています。一定期間浸食量を計測し調整水路補修計画の基礎資料とする予定です。

ワンポイント
サクラ祭り会場となったヤマクモー広場の
「ヤマクモー」って何か知ってる？？

この広場は昔、ヤマクモー（山工毛）と呼ばれ、現在のダム流域にあたる億首川上流のヤマから切り出され
た材木などが集められ、ここで荷造りされて船で中南部へと運び出されたと言われています。
いわば、ここヤマクモーはウククビ（億首）を通る陸上交通と、船による水上交通が出会う場所でもありました。

[浸食量計測状況]

水文観測検討会が開催されました！

【今月（３月）の行事予定】
予定日
3/9（月）

担 当
広域水管理課

行 事 名 称
令和元年水文観測業務監査

内

容

雨量や水位観測などの観測記録の整理・保存に関する事項を監査

令和２年３月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ７３．９%（前年度同日の貯水率 ８６．１％）

☆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
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 ４９４名

２月１４日（金）に『平成３１年度（令和元年度）
沖縄総合事務局水文観測検討会』が開催され
ました。
本検討会は、沖縄総合事務局において実施す
る水文観測業務において、観測所の点検、観測
成果の照査等の水文観測業務全般について、
有識者で審議し、必要に応じて是正事項等の指
導・助言を頂くことを目的としています。降水量
及び河川の水位については、平成３１年１月か
ら令和元年１２月、流量については、平成３０年
１月～１２月の期間を対象として、観測データの
照査を行いました。また、委員の方より最新の
水文観測に関する動向についても情報提供を
頂きました。
今回の検討会による指導・助言も踏まえて、今
後も、河川の適正な維持、河川環境の整備及び
保全、その他の河川の管理に必要な水文統計
資料の整理・蓄積を図り、観測が適切に行われ
るよう努めていきたいと考えています。

[水文観測検討会の開催状況]
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滋賀県大津生コンクリート協同組合が漢那ダムを見学！
２月７日（金）滋賀県大津生コンクリート協同組合のみなさん１3名が漢那ダム見学に訪れました。最初に
ダム周辺全体が眺望できる左岸展望台で沖縄のダム、漢那ダムの概要説明を行った後、徒歩で本ダム
堤体、魚道、監査廊、マングローブ林などを約１時間かけて見学していただきました。特に魚道、石積み模
様の施工について興味を持った様子でした。
今後もこのような機会を通して、県外の方にも沖縄のダムの事を知ってもらえるよう努めてまいります。

[魚道説明状況]

第２回コンプライアンス・ミーティングを実施しました！
令和２年１月１７日から３０日にかけて、職員２８名が４グループに分かれ今年度２回目となる所内
コンプライアンス・ミーティングを実施しました。
今回のミーティングは「発注者綱紀保持規程」・「入札談合等関与行為防止法」について、職員一人
一人が正しく 理解しているかセルフチェックシートをもとに自己点検を行うとともに、各設問について職
員相互間で意見を交わしました。
本ミーティングを通して、各職員の理解度の高さがうかがえたほか、新たな気づきが得られた、これま
で何気なく 行っていた行為が実はコンプライアンス違反の恐れがあるなどの意見もあり、発注者綱紀
保持規程の理解がさらに深まったミーティングとなりました。
今後もコンプライアンス強化のため、コンプライアンス・ミーティングを継続して取り組んでいくことで
職員の知識及 び意識のさらなる向上を図っていきます。

[ダム施工説明状況]

東村観光推進協議会が「第15回エコツーリズム大賞」特別賞を受賞！
受賞した特別賞は、エコツーリズムを実践する地域や
事業者の優れた取組において、特定分野での革新的・
先進的な奨励すべき取組への表彰となっており、２月２５
日（火）に環境省から東村観光推進協議会の受賞の発
表がありました。
同協議会が実施している「やんばるの森の秘境ツ
アー」は、陸路が整備されておらず、福地ダムの湖面を
カヌーで渡ることでのみアクセスできる森や沢をトレッキ
ングするエコツアーです。このツアーのフィールドは、福
地ダム対岸のため、数十年間ほぼ人が立ち入らず、生
物多様性の豊かさから近年やんばる国立公園に指定さ
れた、手つかずの亜熱帯の森となっています。
北部ダム統合管理事務所では、ダム湖面を観光資源
として活用して頂き、水源地の活性化につながるこのよ
うな取組を支援していきたいと考えております。
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[ミーティング実施状況]

新型コロナウイルスに係る感染症対策を実施！
中華人民共和国武漢市等において発生している新型コロナウイルスについて、国内はもと
より県内でも感染者が発生している現状を踏まえ、ダムの管理に従事する職員及びダムを訪
れる来訪者等への感染拡大を防止する観点から、以下のとおり感染予防対策を実施してお
ります。
・訪日外国人旅行者向けコールセンター周知資料（チラシ・ポスター）の掲示・配布
・管理支所及び資料館入り口への消毒用アルコール製剤の設置
・管理支所及び公園内トイレへの液体石鹸（薬用石鹸）の補充及び固形石鹸の設置
・感染症対策（手洗い・咳エチケット・マスク着用等の徹底）の所内周知及びチラシの掲示
・２月２８日以降、当面３月１５日までの間、ダム資料館の休館、見学受け入れの見合わせ、
金武ダム
ダムカード、インフラカードの配布休止

[樹齢３５０年のオキナワウラジロガシ]

[訪日外国人向けチラシ配布状況]

[ダム湖でのカヌー】

[消毒液設置状況]

[感染症対策チラシ配布状況]

[リバートレッキング]
[石鹸設置状況]

[ダム資料館休館・ダムカード等配布休止のお知らせ]

北部ダム統合管理事務所広報誌（３月号） ２０２０年３月２日発行（2）

滋賀県大津生コンクリート協同組合が漢那ダムを見学！
２月７日（金）滋賀県大津生コンクリート協同組合のみなさん１3名が漢那ダム見学に訪れました。最初に
ダム周辺全体が眺望できる左岸展望台で沖縄のダム、漢那ダムの概要説明を行った後、徒歩で本ダム
堤体、魚道、監査廊、マングローブ林などを約１時間かけて見学していただきました。特に魚道、石積み模
様の施工について興味を持った様子でした。
今後もこのような機会を通して、県外の方にも沖縄のダムの事を知ってもらえるよう努めてまいります。

[魚道説明状況]

第２回コンプライアンス・ミーティングを実施しました！
令和２年１月１７日から３０日にかけて、職員２８名が４グループに分かれ今年度２回目となる所内
コンプライアンス・ミーティングを実施しました。
今回のミーティングは「発注者綱紀保持規程」・「入札談合等関与行為防止法」について、職員一人
一人が正しく 理解しているかセルフチェックシートをもとに自己点検を行うとともに、各設問について職
員相互間で意見を交わしました。
本ミーティングを通して、各職員の理解度の高さがうかがえたほか、新たな気づきが得られた、これま
で何気なく 行っていた行為が実はコンプライアンス違反の恐れがあるなどの意見もあり、発注者綱紀
保持規程の理解がさらに深まったミーティングとなりました。
今後もコンプライアンス強化のため、コンプライアンス・ミーティングを継続して取り組んでいくことで
職員の知識及 び意識のさらなる向上を図っていきます。

[ダム施工説明状況]

東村観光推進協議会が「第15回エコツーリズム大賞」特別賞を受賞！
受賞した特別賞は、エコツーリズムを実践する地域や
事業者の優れた取組において、特定分野での革新的・
先進的な奨励すべき取組への表彰となっており、２月２５
日（火）に環境省から東村観光推進協議会の受賞の発
表がありました。
同協議会が実施している「やんばるの森の秘境ツ
アー」は、陸路が整備されておらず、福地ダムの湖面を
カヌーで渡ることでのみアクセスできる森や沢をトレッキ
ングするエコツアーです。このツアーのフィールドは、福
地ダム対岸のため、数十年間ほぼ人が立ち入らず、生
物多様性の豊かさから近年やんばる国立公園に指定さ
れた、手つかずの亜熱帯の森となっています。
北部ダム統合管理事務所では、ダム湖面を観光資源
として活用して頂き、水源地の活性化につながるこのよ
うな取組を支援していきたいと考えております。

北部ダム統合管理事務所広報誌（３月号） ２０２０年３月２日発行（3）

[ミーティング実施状況]

新型コロナウイルスに係る感染症対策を実施！
中華人民共和国武漢市等において発生している新型コロナウイルスについて、国内はもと
より県内でも感染者が発生している現状を踏まえ、ダムの管理に従事する職員及びダムを訪
れる来訪者等への感染拡大を防止する観点から、以下のとおり感染予防対策を実施してお
ります。
・訪日外国人旅行者向けコールセンター周知資料（チラシ・ポスター）の掲示・配布
・管理支所及び資料館入り口への消毒用アルコール製剤の設置
・管理支所及び公園内トイレへの液体石鹸（薬用石鹸）の補充及び固形石鹸の設置
・感染症対策（手洗い・咳エチケット・マスク着用等の徹底）の所内周知及びチラシの掲示
・２月２８日以降、当面３月１５日までの間、ダム資料館の休館、見学受け入れの見合わせ、
金武ダム
ダムカード、インフラカードの配布休止

[樹齢３５０年のオキナワウラジロガシ]

[訪日外国人向けチラシ配布状況]

[ダム湖でのカヌー】

[消毒液設置状況]

[感染症対策チラシ配布状況]

[リバートレッキング]
[石鹸設置状況]

[ダム資料館休館・ダムカード等配布休止のお知らせ]

北部ダム統合管理事務所広報誌（３月号） ２０２０年３月２日発行（４）

北部ダム統合管理事務所広報誌（３月号） ２０２０年３月２日発行（１）

第14回億首サクラ祭りが開催されました！
令和２年２月８日に毎年恒例の「億首サクラ
祭り」が開催されました。
会場となる金武ダムヤマクモー広場では、カ
ンヒザクラがピンク色に咲き、参加者はサクラ
の花をめでつつ、バンド演奏やフラダンスなど
多彩なステージを楽しんでいました。
夜にはライトアップされた金武ダムが、祭りに
花をそえました。

TEL ０９８０－５２－３８７２
FAX ０９８０－５２－０５３３
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。

ウッカガー（金武大川）は、金
武町並里区内の中央に位置す
る共同井泉で、カーヤマを背に
湧出る清水は、県下に知られた
井泉です。

調整水路（普久川～安波）特別点検を実施しました！
２月１３日（木）北部５ダムを連結している調整水路（トンネル）のうち普久川ダム～安波ダム間（延長=3.1ｋｍ）
の調整水路において「特別点検」を実施しました。
これまで調整水路の点検は、トンネル断面のひび割れや浮き、はくり、湧水量等を点検する「年点検」を実施
してきましたが、平成３０年度よりトンネルに使用しているコンクリートの浸食量等の計測を行う「特別点検」を
新たに追加しています。一定期間浸食量を計測し調整水路補修計画の基礎資料とする予定です。

ワンポイント
サクラ祭り会場となったヤマクモー広場の
「ヤマクモー」って何か知ってる？？

この広場は昔、ヤマクモー（山工毛）と呼ばれ、現在のダム流域にあたる億首川上流のヤマから切り出され
た材木などが集められ、ここで荷造りされて船で中南部へと運び出されたと言われています。
いわば、ここヤマクモーはウククビ（億首）を通る陸上交通と、船による水上交通が出会う場所でもありました。

[浸食量計測状況]

水文観測検討会が開催されました！

【今月（３月）の行事予定】
予定日
3/9（月）

担 当
広域水管理課

行 事 名 称
令和元年水文観測業務監査

内

容

雨量や水位観測などの観測記録の整理・保存に関する事項を監査

令和２年３月１日現在 国ダム（９ダム）貯水率： ７３．９%（前年度同日の貯水率 ８６．１％）

☆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
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 ４９４名

２月１４日（金）に『平成３１年度（令和元年度）
沖縄総合事務局水文観測検討会』が開催され
ました。
本検討会は、沖縄総合事務局において実施す
る水文観測業務において、観測所の点検、観測
成果の照査等の水文観測業務全般について、
有識者で審議し、必要に応じて是正事項等の指
導・助言を頂くことを目的としています。降水量
及び河川の水位については、平成３１年１月か
ら令和元年１２月、流量については、平成３０年
１月～１２月の期間を対象として、観測データの
照査を行いました。また、委員の方より最新の
水文観測に関する動向についても情報提供を
頂きました。
今回の検討会による指導・助言も踏まえて、今
後も、河川の適正な維持、河川環境の整備及び
保全、その他の河川の管理に必要な水文統計
資料の整理・蓄積を図り、観測が適切に行われ
るよう努めていきたいと考えています。

[水文観測検討会の開催状況]

