北部ダム統合管理事務所広報誌（６月号） ２０２０年６月１２日発行（４）

道の駅おおぎみ
やんばるの森ビジターセンター グランドオープン！
本施設は、国頭村、大宜味村、東村の三村がやんばる国立公園として指定されたことを好機とし、生物
多様な豊かな自然環境と、そこで生活を営みその環境を守り継承してきた先人たちへの感謝を胸に、これ
からの大宜味村の発展と沖縄北部地域及び沖縄県の観光振興に寄与することを期待し、やんばるの森
を紹介する情報発信施設や地元の食材を活かしたカフェレストラン、「道の駅」としての機能も併せ持った
新たな観光拠点として、小さなお子様連れや御高齢者の方にも親しみやすい施設として整備されました。
本島北部へお立ち寄りの際は、大宜味村及びやんばる地域の魅力を体験できる本施設へぜひ足を
運んで頂きたいと思います。
なお、皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、
引き続き「三密を避ける」、「マスクの着用での来店」等対策実施をお願いします。
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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。

沖縄地方 梅雨明け！
沖縄地方は５月１１日に梅雨入りしておりましたが、６月１２日梅雨明けが発表されました。これは平年
（６月２３日）より１１日早く、昨年（７月１０日）より１ヵ月程早くなっています。今年の梅雨は断続的な降雨が
あったこともあり、６月１２日時点における国管理９ダム全体の貯水率は９６．０％で、平年値８３．２％より
１２．８％高い状況となっています。
沖縄地方における向こう３か月予報では、降水量はほぼ平年並みの予想となっており当面の水不足の
心配はありませんが、今後の降雨状況によっては貯水率が大きく低下する可能性があります。
沖縄の水の安定供給は県民の皆様ひとりひとりのご協力で成り立っています。普段から水の無駄使いなど
建物被害調査の様子（局営繕課より出動）
無いよう、節水へのご協力をお願い致します。

やんばるの森ビジターセンター全景

施設内状況

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。
予定時期

担当

行事名称

内

容

6月8日

流域対策課

令和２年度「森と湖に親しむ旬間」連絡会議（幹事会）

ダム等の理解を深める行事実施に関する協議会

6月15日

流域対策課

令和２年度「森と湖に親しむ旬間」連絡会議（委員会）

ダム等の理解を深める行事実施に関する協議会

6月18日

広域水管理課

沖縄渇水対策連絡協議会（幹事会）

沖縄の渇水対策に関する協議会

6月23日

羽地ダム

オイルフェンス設置訓練

羽地ダムにおける水質事故を想定した訓練

6月下旬

福地ダム

オイルフェンス設置訓練

福地ダムにおける水質事故を想定した訓練

7月1日

防災専門官

局防災訓練（風水害）

風水害を想定した防災訓練

７月中

防災専門官

R2地震対応訓練

地震を想定した防災訓練（事務所）

★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
現在会員数
※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。
４９７名
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

金武ダムは6月11日に越流しました！

６月１１日時点 羽地ダム貯水率９９．３％

水は限りある資源！
みんなで大切に使っていこうね！

羽地ダムキャラクター
ホタルくん
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豆知識：ダムの放流警報について
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職員による安全施設利用点検を実施しました！

沖縄の国管理ダムの洪水調節方法は、ゲート操作がない自然調節方式で行われており、貯水率１０
０％を超えると常用洪水吐と呼ばれる開口部から越流が始まり、貯水位の上昇とともに下流河川水位の急
上昇が発生する場合があります。ダムからの越流により河川水位の急上昇が発生する３０分前には河川
利用者に危険を周知するためのサイレンを鳴らします。（①参照）
５０年に１回の計画規模を超える洪水になると、常用洪水吐からの越流に加えて非常用洪水吐からも越
流が始まり、場所によっては河川の氾濫が発生します。非常用洪水吐からの越流が始まる３時間前と１時
間前には、ダム下流に危険を周知するためのサイレンを鳴らしてお知らせします。また、これらのダムから
の通知を受け、市町村において避難勧告や避難指示を行います。（②参照）
市町村からの避難勧告に応じて、避難していただくようお願いいたします。

北部ダム統合管理事務所では、ダムを訪れる多くの方々が安全に施設を利用できるように、毎年、ダム
の安全利用点検を実施しています。
本来であれば、この点検は、利用者の立場で確認してもらうために、地元自治体や、近隣区、ＮＰＯ等の
方々に参加をお願いし、利用者が多くなるゴールデンウィーク前に行って います。しかしながら、今般の新型
コロナウイルス感染症感染拡防止のため、ダム管理者のみの少人数で先行して行い、関係者の方々との
合同点検は、新型コロナウィルスの状況を見ながら改めて実施することになりました。
４月下旬に各ダムで実施した状況をご報告します。指摘箇所については、出来るだけ早く対応し、安全
管理に努めてまいります。
なお、各ダム施設ご利用の際は、ダム周辺施設等に掲示しております新型コロナウイルス感染症拡大
予防の注意事項を守って頂くようお願い致します。
新型コロナウィルス感染症拡大予防の注意事項

はんらん

①河川内水位が３０分に３０ｃｍ以上
上昇する場合

②河川が氾濫する恐れがある場合

【主な指摘事項】
・階段にコケが生え滑りやすい（福地）
・転落防止柵が損傷している（漢那）
・石積護岸が洗掘されている（羽地）
・階段の蹴上、踏面が分かりづらい（大保）
・蛇防フェンス外周の草木の繁茂（金武）
点検状況（安波ダム）

氾濫する恐れがありますので
厳重に警戒して下さい！！

（１）感染症防止のための施設利用方法
①密にならないための対策
・一つの施設に密集、密接が発生しないようにする。（混雑 時は
出直す）
・集団での利用は行わない。
・時間を決めて長時間の施設利用を避ける。
②発熱等の症状のある方は利用しない
・発熱や咳、頭痛等の症状がある方については利用を自粛する。
（２）対人距離の確保の方法
①接触感染対策
・休憩施設等は対面にならないよう工夫し、隣同士の感覚も可
能な限り空けて利用する。
・みんなが触れる手すりやベンチ等の利用が終わったら手を
洗う。
②飛沫感染対策
・施設内での大声の発声、近接した距離での会話を行わない
ようにする。
・園路等の利用は、できるだけ距離を置き、マスクを着用する。

点検状況（大保ダム）
放流警報設備
（サイレン・スピーカー）

河川水位が更に上昇

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）

管理支所からの放流警報操作

サイレンを鳴らす警報局

同時に警報車での放送も行います

蛇防フェンス外周の草木の繁茂（金武ダム）

階段にコケが生え滑りやすい（福地ダム）

河岸の石積護岸の洗掘（羽地ダム）
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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

金武ダムは6月11日に越流しました！

６月１１日時点 羽地ダム貯水率９９．３％

水は限りある資源！
みんなで大切に使っていこうね！

羽地ダムキャラクター
ホタルくん

