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朝日を浴びて光り輝く漢那ダム

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３

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★（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、

ダム管理について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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上、申し込みは下記メールアドレス｛「☆」を「＠」｝に置き換えて下さい。

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

TEL:0980-53-2442 申し込み：hdtden910@ogb.cao.go.jp 

現在会員数 ５０４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、令和２年７月豪雨による九州地方での大規模な洪水被害が記憶に新しいところですが、

当事務所からも緊急災害対策派遣隊として２名を被災地へ派遣し、支援活動を行いました。沖縄においても、

台風等による豪雨が発生し、所管９ダムで７１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。特に、台風８号は全ダムが同時越流する程の豪雨でした。８月末には新たな取り組みとして、

利水容量の一部を洪水調節容量として利用するための「治水協定」を関係利水者等との間で締結しました。

利水の面では、沖縄本島は平成６年の給水制限を最後に、２６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。

ダムの利活用では、ダムを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。昨年は、「第１５回エコツーリズム大賞（環境省）」特別賞を東村観光推進協議会

が受賞しました。同協議会が実施している「やんばるの森秘境ツアー」は、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フィールドとしています。当事務所では、ダム湖面を観光資源として活用し、

水源地域の活性化につなげるこのような取組を引き続き支援してまいります。近年は、民間旅行会社による

ダムを観光に組み入れた日帰りツアーの拡大などにも積極的に取り組んでおり、２月～３月には漢那ダム

見学バスツアーが企画されましたが新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむなく中止となってしまい

ました。今後もこのような取り組みを推進してまいります。

災害対応につきましては、初期段階における管内市町村との密な情報交換により被災状況の把握と技術

的支援に努めてまいります。

最後に、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３年 元旦

北部ダム統合管理事務所長 安仁屋 勉

漢那ダムキャラクター

「カン太」

令和３年１月１２日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９５．３％ （平年値 ： ８２．１５％）

５月のカヌー高校総体（九州大会）、７月

の国体（九州ブロック大会）はコロナの影響

で中止となりましたが、11月よりカヌー競

技で日本を代表する選手を含む日本カヌー連

盟や、石川県と東京都カヌー協会が、漢那ダ

ムと羽地ダムの湖面を利用して合宿中です。

１２月２５日（金）、新型コロナ

の影響により中止となった第２８回

宜野座村まつりの一環として『ぎの

ざ元気花火』と題し、医療従事者へ

の感謝や、無病息災・コロナ終息祈

願を込めて企画され、村内４個所か

ら計６００発（漢那ダム湖畔公園か

ら１５０発）の花火が打ち上げられ

ました。

ダム周辺施設利用者及び、

ダムの管理に従事する職員

への感染拡大を防止する観点から、予防対策を継続して

実施しています。

・訪日外国人旅行者向けコールセンター周知（チラシポ

スター掲示配布）・ダム資料館の休館、見学受入れの見

合わせ・注意喚起文書掲示（体調確認、マスク着用、手

洗い・咳エチケットの徹底、長時間利用・３密回避

等）・消毒用アルコールの常備、庁舎執務室の分離、職

員間席の距離を２ｍ以上確保など。

新型コロナ対応

福地、羽地、漢那、金武ダムでダム堤体

等監視用照明を活用したダムのライトアッ

プを実施しました。

【今月（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。

漢那ダム

行事名称 内容

新川ダム定期検査 ３年毎に実施されるダム施設等の定期検査

ミス沖縄２０２０「ダム研修」
ダムの役割や地元が取組むダムツーリズム等の情報を提供し、

学び体験する。

入札談合等関与行為防止法研修会 コンプライアンス推進計画の取り組み（オンライン研修）

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

(局) 防災訓練（地震・津波） 大規模災害発生の想定で安否確認、非常参集訓練を行う。

安波、普久川、辺野喜ダム管理

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年度水文観測業務監査 雨量や水位等の観測記録の整理・保存に関する事項を監査

衛星装置 Ｋｕ－SATⅡ 設置訓練 非常時に備え通信機器を組み立てる訓練（漢那・金武ダム）

衛星装置 Ｋｕ－SATⅡ 設置訓練 非常時に備え通信機器を組み立てる訓練（福地・大保・安波ダム）

開発建設部一般監査 事務所及び各支所でコンプライアンス関連の内部監査を行う。

第２回コンプライアンス・ミーテイング 法令遵守等について意見交換し、理解促進を図る。

予定時期 担当

１５日（金） 新川ダム管理支所

１月末迄 総務課

２９日（金） 広域水管理課

１９日（火） 流域対策課

２０日（水） 総務課

２７日（水） 防災専門官

２８日（木） 広域水管理課

1/２２（金）、

２/５（金）
福地ダム管理支所

１月中 総務課

２９日（金） 防災情報課

１月中 防災情報課
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国管理９ダム貯水量グラフ

平成21年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年・令和元年

令和2年

平均貯水量(H22～H31)

北部ダム統合管理事務所
令和2年12月31日現在

貯水量（千㎥）

⑤

① ② ③ ④

105,260

平年値 12月31日現在

88,622千㎥（84.2％）

令和2年12月31日現在

97,958千㎥（93.1％）

⑥

※平均貯水量は、Ｈ21年～Ｈ30年の各年貯水率を平均し、現在の全利水容量（105,260千m3）を乗じて算出。

※平成26年4月から金武ダム管理開始

① H6.1.28～H6.3.1 夜間８時間断水 ② H3.6.10～H3.7.7 夜間断水 ③ H3.7.8～H3.7.27 地域別24時間隔日給水

④ H3.9.6～H3.9.24 夜間８時間断水 ⑤ H21.6.11 ７ダム管理としては過去最低 貯水率43.0% 貯水量35,559千ｍ3

⑥ H30.6.14 ９ダム管理として過去最低 貯水率43.1％ 貯水量45,327千㎥

洪水対応演習

大雨時にダムからの越流に伴う放流警報の

一般への周知及び関係機関への情報伝達等を

的確に行うことを目的に、毎年、演習を行っ

ています。本演習は、梅雨や台風に伴う大雨

前（出水期）に全国一斉に行われるもので、

当事務所では国管理の

全９ダムを対象に関係

機関（沖縄県・ダム所

在市町村・関係警察署）

の協力を得て実施して

います。

防災訓練（風水害）

７月１日に防災訓練（風水害）を行いまし

た。訓練は、台風通過後に大雨が降り、各ダ

ムで災害が発生したとの想定で行われました。

漢那ダムではダム下流の法面が崩落、大保

ダムでは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、衛

星小型画像伝送装置（Ku-ＳAT）及びWEB

会議システムによる被害状況報告などの情報

伝達訓練を実施しました。

（災害対策室の状況）

水質事故対応訓練

訓練は、車両等の

転落事故に伴う油流出

を想定し、オイルの拡

散・流出を最少限に抑

えることを目的として、

湖面上へオイルフェン

スを設置しました。

通信訓練

当事務所では、災害発生時における現場状況の迅速

な把握のために、「Ku-SAT可搬装置（衛星小型画像

伝送装置）を保有しています。これは初期の災害現場

での状況をビデオカメラで撮影し、Ku-SATから衛星

を通して現況映像を事務所等へ送信することにより、

迅速な対応策の検討に役立てることが出来るものです。

訓練ではKu-SATの設置・操作習熟等を目的に設営訓練等を実施しました。

億首川マングローブ保全・活用推進協議会により金武

ダム下流の億首川でマングローブ植栽作業が行われました。

琉球大学農学部松本先生ご指導の

もと協議会の委員を中心に11名が

参加、当事務局からも4名が参加し

ました。今回はメヒルギ200本、

オヒルギ44本を植えました。

各種災害に備えて定期的に

様々な防災訓練を実施しまし

た。

予測降雨量よりダムに流れ込む流入

総量を計算

→ 事前放流によりダムの容量を確保

羽地ダム

２０２0

２６年間 『給水制限なし』 を継続

令和２年の国管理ダム９ダムは、流域平均雨量が平年値2,612mmに対し2,6７０mmで、貯水率もほぼ平年

値を上回る１年となりました。その結果、令和2年3月には平成6年3月以降、26年間「給水制限なし」を継続

させることができ、現在も安定した利水供給を継続しています。みなさん、水は大切に使いましょう。

治水協定（事前放流）を締結 （８月）

近年の異常豪雨の頻発化と水害の激甚化等を踏まえ、国の検討会議

において令和元年12 月12 日「既存ダムの洪水調節機能の強化に向

けた基本方針」（以下、基本方針）が定められ、想定を超える降雨に

対して効果的に対処するため、利水者の協力を得て水道用水など利水

を目的にダムへ貯めている水を洪水発生前に放流し、その空いた容量

を洪水調節として利用する事前放流に取り組むこととなりました。

各種訓練を実施

（ｵｲﾙﾌｪﾝｽ設置状況）

Ｋｕｰsut設置状況

【治水】

【利水】

【防災・災害対応】

河川管理者である沖縄県北部土木事務所と、ダム管理者である北部

ダム統合管理事務所は、基本方針に基づき国管理ダムの各水系におい

て、関係利水者と水系別の協議を行い、令和２ 年８ 月３１日付けで水系毎に治水協定を締結しました。

地震対応訓練

「震度4以上の地震が発生した場合」や「堤体底部の地震計

の加速度が２５gal以上の場合」には、ダムに関わる臨時点検

を実施することになっており、訓練は、震度５以上の地震が発

生したとの想定のもと、ダム堤体のひび割れや漏水の有無、

放流設備、電気通信設備、放流警報

設備の点検を点検マニュアルに基づ

いて実施しました。

ダム毎に決められた施設点検の他

漏水量、揚圧力などの測定を行い日

常点検の計測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

かを確認しました。 （漏水量測定状況）

【地域連携】

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣及び報告会の実施（７月）

沖縄総合事務局は、令和２年７月豪雨に伴う

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）として、

７月１０日～７月２３日まで（第１陣・第２陣）、

７月２７日～８月３日まで（第３陣）の２２日間、

総数１８名の職員を九州地方整備局管内の被災地

へ派遣しており、当事務所からは管理課の福島係

員と津嘉山係員の２名が派遣されました。

８月２４日から沖縄本島付近を

通過した台風８号の大雨の影響に

より、８月２５日、国管理９ダム

全てで貯水率100％となりました。

大保ダム

福地ダムで東村立保育所の

園児２１人に参加してもらい、

リュウキュウアユの放流会を

実施しました。元気いっぱい

の園児たちは、ダム資料館で担当者からリュウキュウ

アユの説明を熱心に聞き、親水水路に移動して、重た

いバケツから全長１１～１２cmのアユを傷つけない

よう慎重に放流しました。楽しい放流会となりました。

毎年恒例の「億首サクラ祭り」が金武ダムヤマ

クモー広場で開催されました。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。

ヤンバルテナガコガネ等密猟防止

協議会による合同パトロールが開催さ

れ、当事務所からは安波ダム管理支所長が参加しました。

合同パトロールは毎年希少昆虫類の発生時期に実施してお

り、近年、希少動植物の密猟が横行していることを受け、沖

縄県が国頭村及び大宜味村内林道を夜間通行止めにする実証

実験を昨年に続き実施するなど、密猟防止に向けた取り組み

を強化している中で行われました。

当日は、18：30～22：00迄１３機関から約３０名の参

加者により国頭村を含む北部３村内の林道等を中心にパト

ロールを実施しました。

８月５日に、北部ダム統合管理事務所で、参加した職員により、派遣された熊本県相良村や八代市の被災状況

やTEC隊員の活動の様子等が報告されました。

被災状況調査 TEC-FORCE活動報告

訓練名 区分 訓練規模
1月 ku-sat設置訓練 通　信 福地・安波・大保ダム

2月 防災訓練
（非常参集・安否確認）

地　震 沖縄総合事務局

4月 洪水対応演習 風水害 国土交通省
６月 オイルフェンス設置訓練 水質事故 福地・羽地ダム

防災訓練（風水害) 風水害 開発建設部
オイルフェンス設置訓練 水質事故 大保ダム
(前期）防災通信訓練 通　信 国土交通省
地震対応訓練（二次点検） 地　震 福地・新川ダム
地震発生時初動対応訓練
（点検者派遣）

地　震 北部ダム統合管理事務所

地震対応訓練 地　震 北部ダム統合管理事務所
地震対応訓練（二次点検） 地　震 辺野喜ダム
地震対応訓練（二次点検） 地　震 大保ダム
ku-sat設置訓練 通　信 羽地ダム
地震対応訓練（二次点検） 地　震 羽地ダム
地震対応訓練 地　震 北部ダム統合管理事務所
地震対応訓練（二次点検） 地　震 金武ダム
オイルフェンス設置訓練 水質事故 辺野喜・漢那・金武ダム
事前放流操作訓練 風水害 漢那・金武ダム

12月 (後期）防災通信訓練 通　信 国土交通省

11月

令和２年の主な防災訓練

７月

8月

9月

10月
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国管理９ダム貯水量グラフ

平成21年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年・令和元年

令和2年

平均貯水量(H22～H31)

北部ダム統合管理事務所
令和2年12月31日現在

貯水量（千㎥）

⑤

① ② ③ ④

105,260

平年値 12月31日現在

88,622千㎥（84.2％）

令和2年12月31日現在

97,958千㎥（93.1％）

⑥

※平均貯水量は、Ｈ21年～Ｈ30年の各年貯水率を平均し、現在の全利水容量（105,260千m3）を乗じて算出。

※平成26年4月から金武ダム管理開始

① H6.1.28～H6.3.1 夜間８時間断水 ② H3.6.10～H3.7.7 夜間断水 ③ H3.7.8～H3.7.27 地域別24時間隔日給水

④ H3.9.6～H3.9.24 夜間８時間断水 ⑤ H21.6.11 ７ダム管理としては過去最低 貯水率43.0% 貯水量35,559千ｍ3

⑥ H30.6.14 ９ダム管理として過去最低 貯水率43.1％ 貯水量45,327千㎥

洪水対応演習

大雨時にダムからの越流に伴う放流警報の

一般への周知及び関係機関への情報伝達等を

的確に行うことを目的に、毎年、演習を行っ

ています。本演習は、梅雨や台風に伴う大雨

前（出水期）に全国一斉に行われるもので、

当事務所では国管理の

全９ダムを対象に関係

機関（沖縄県・ダム所

在市町村・関係警察署）

の協力を得て実施して

います。

防災訓練（風水害）

７月１日に防災訓練（風水害）を行いまし

た。訓練は、台風通過後に大雨が降り、各ダ

ムで災害が発生したとの想定で行われました。

漢那ダムではダム下流の法面が崩落、大保

ダムでは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、衛

星小型画像伝送装置（Ku-ＳAT）及びWEB

会議システムによる被害状況報告などの情報

伝達訓練を実施しました。

（災害対策室の状況）

水質事故対応訓練

訓練は、車両等の

転落事故に伴う油流出

を想定し、オイルの拡

散・流出を最少限に抑

えることを目的として、

湖面上へオイルフェン

スを設置しました。

通信訓練

当事務所では、災害発生時における現場状況の迅速

な把握のために、「Ku-SAT可搬装置（衛星小型画像

伝送装置）を保有しています。これは初期の災害現場

での状況をビデオカメラで撮影し、Ku-SATから衛星

を通して現況映像を事務所等へ送信することにより、

迅速な対応策の検討に役立てることが出来るものです。

訓練ではKu-SATの設置・操作習熟等を目的に設営訓練等を実施しました。

億首川マングローブ保全・活用推進協議会により金武

ダム下流の億首川でマングローブ植栽作業が行われました。

琉球大学農学部松本先生ご指導の

もと協議会の委員を中心に11名が

参加、当事務局からも4名が参加し

ました。今回はメヒルギ200本、

オヒルギ44本を植えました。

各種災害に備えて定期的に

様々な防災訓練を実施しまし

た。

予測降雨量よりダムに流れ込む流入

総量を計算

→ 事前放流によりダムの容量を確保

羽地ダム

２０２0

２６年間 『給水制限なし』 を継続

令和２年の国管理ダム９ダムは、流域平均雨量が平年値2,612mmに対し2,6７０mmで、貯水率もほぼ平年

値を上回る１年となりました。その結果、令和2年3月には平成6年3月以降、26年間「給水制限なし」を継続

させることができ、現在も安定した利水供給を継続しています。みなさん、水は大切に使いましょう。

治水協定（事前放流）を締結 （８月）

近年の異常豪雨の頻発化と水害の激甚化等を踏まえ、国の検討会議

において令和元年12 月12 日「既存ダムの洪水調節機能の強化に向

けた基本方針」（以下、基本方針）が定められ、想定を超える降雨に

対して効果的に対処するため、利水者の協力を得て水道用水など利水

を目的にダムへ貯めている水を洪水発生前に放流し、その空いた容量

を洪水調節として利用する事前放流に取り組むこととなりました。

各種訓練を実施

（ｵｲﾙﾌｪﾝｽ設置状況）

Ｋｕｰsut設置状況

【治水】

【利水】

【防災・災害対応】

河川管理者である沖縄県北部土木事務所と、ダム管理者である北部

ダム統合管理事務所は、基本方針に基づき国管理ダムの各水系におい

て、関係利水者と水系別の協議を行い、令和２ 年８ 月３１日付けで水系毎に治水協定を締結しました。

地震対応訓練

「震度4以上の地震が発生した場合」や「堤体底部の地震計

の加速度が２５gal以上の場合」には、ダムに関わる臨時点検

を実施することになっており、訓練は、震度５以上の地震が発

生したとの想定のもと、ダム堤体のひび割れや漏水の有無、

放流設備、電気通信設備、放流警報

設備の点検を点検マニュアルに基づ

いて実施しました。

ダム毎に決められた施設点検の他

漏水量、揚圧力などの測定を行い日

常点検の計測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

かを確認しました。 （漏水量測定状況）

【地域連携】

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣及び報告会の実施（７月）

沖縄総合事務局は、令和２年７月豪雨に伴う

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）として、

７月１０日～７月２３日まで（第１陣・第２陣）、

７月２７日～８月３日まで（第３陣）の２２日間、

総数１８名の職員を九州地方整備局管内の被災地

へ派遣しており、当事務所からは管理課の福島係

員と津嘉山係員の２名が派遣されました。

８月２４日から沖縄本島付近を

通過した台風８号の大雨の影響に

より、８月２５日、国管理９ダム

全てで貯水率100％となりました。

大保ダム

福地ダムで東村立保育所の

園児２１人に参加してもらい、

リュウキュウアユの放流会を

実施しました。元気いっぱい

の園児たちは、ダム資料館で担当者からリュウキュウ

アユの説明を熱心に聞き、親水水路に移動して、重た

いバケツから全長１１～１２cmのアユを傷つけない

よう慎重に放流しました。楽しい放流会となりました。

毎年恒例の「億首サクラ祭り」が金武ダムヤマ

クモー広場で開催されました。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。

ヤンバルテナガコガネ等密猟防止

協議会による合同パトロールが開催さ

れ、当事務所からは安波ダム管理支所長が参加しました。

合同パトロールは毎年希少昆虫類の発生時期に実施してお

り、近年、希少動植物の密猟が横行していることを受け、沖

縄県が国頭村及び大宜味村内林道を夜間通行止めにする実証

実験を昨年に続き実施するなど、密猟防止に向けた取り組み

を強化している中で行われました。

当日は、18：30～22：00迄１３機関から約３０名の参

加者により国頭村を含む北部３村内の林道等を中心にパト

ロールを実施しました。

８月５日に、北部ダム統合管理事務所で、参加した職員により、派遣された熊本県相良村や八代市の被災状況

やTEC隊員の活動の様子等が報告されました。

被災状況調査 TEC-FORCE活動報告

訓練名 区分 訓練規模
1月 ku-sat設置訓練 通　信 福地・安波・大保ダム

2月 防災訓練
（非常参集・安否確認）

地　震 沖縄総合事務局

4月 洪水対応演習 風水害 国土交通省
６月 オイルフェンス設置訓練 水質事故 福地・羽地ダム

防災訓練（風水害) 風水害 開発建設部
オイルフェンス設置訓練 水質事故 大保ダム
(前期）防災通信訓練 通　信 国土交通省
地震対応訓練（二次点検） 地　震 福地・新川ダム
地震発生時初動対応訓練
（点検者派遣）

地　震 北部ダム統合管理事務所

地震対応訓練 地　震 北部ダム統合管理事務所
地震対応訓練（二次点検） 地　震 辺野喜ダム
地震対応訓練（二次点検） 地　震 大保ダム
ku-sat設置訓練 通　信 羽地ダム
地震対応訓練（二次点検） 地　震 羽地ダム
地震対応訓練 地　震 北部ダム統合管理事務所
地震対応訓練（二次点検） 地　震 金武ダム
オイルフェンス設置訓練 水質事故 辺野喜・漢那・金武ダム
事前放流操作訓練 風水害 漢那・金武ダム

12月 (後期）防災通信訓練 通　信 国土交通省

11月

令和２年の主な防災訓練

７月

8月

9月

10月



北部ダム統合管理事務所広報誌（１月号）　2021年1月12日発行（４） 北部ダム統合管理事務所広報誌（1月号）　2021年1月12日発行（１）

＊その他情報はこちらから ＊その他情報はこちらからやんばるのダム 検索 やんばるのダム 検索

朝日を浴びて光り輝く漢那ダム

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３

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★（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、

ダム管理について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

※②～⑤は希望者多数の場合、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上、申し込みは下記メールアドレス｛「☆」を「＠」｝に置き換えて下さい。

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

TEL:0980-53-2442 申し込み：hdtden910@ogb.cao.go.jp 

現在会員数 ５０４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、令和２年７月豪雨による九州地方での大規模な洪水被害が記憶に新しいところですが、

当事務所からも緊急災害対策派遣隊として２名を被災地へ派遣し、支援活動を行いました。沖縄においても、

台風等による豪雨が発生し、所管９ダムで７１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。特に、台風８号は全ダムが同時越流する程の豪雨でした。８月末には新たな取り組みとして、

利水容量の一部を洪水調節容量として利用するための「治水協定」を関係利水者等との間で締結しました。

利水の面では、沖縄本島は平成６年の給水制限を最後に、２６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。

ダムの利活用では、ダムを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。昨年は、「第１５回エコツーリズム大賞（環境省）」特別賞を東村観光推進協議会

が受賞しました。同協議会が実施している「やんばるの森秘境ツアー」は、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フィールドとしています。当事務所では、ダム湖面を観光資源として活用し、

水源地域の活性化につなげるこのような取組を引き続き支援してまいります。近年は、民間旅行会社による

ダムを観光に組み入れた日帰りツアーの拡大などにも積極的に取り組んでおり、２月～３月には漢那ダム

見学バスツアーが企画されましたが新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむなく中止となってしまい

ました。今後もこのような取り組みを推進してまいります。

災害対応につきましては、初期段階における管内市町村との密な情報交換により被災状況の把握と技術

的支援に努めてまいります。

最後に、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３年 元旦

北部ダム統合管理事務所長 安仁屋 勉

漢那ダムキャラクター

「カン太」

令和３年１月１２日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： ９５．３％ （平年値 ： ８２．１５％）

５月のカヌー高校総体（九州大会）、７月

の国体（九州ブロック大会）はコロナの影響

で中止となりましたが、11月よりカヌー競

技で日本を代表する選手を含む日本カヌー連

盟や、石川県と東京都カヌー協会が、漢那ダ

ムと羽地ダムの湖面を利用して合宿中です。

１２月２５日（金）、新型コロナ

の影響により中止となった第２８回

宜野座村まつりの一環として『ぎの

ざ元気花火』と題し、医療従事者へ

の感謝や、無病息災・コロナ終息祈

願を込めて企画され、村内４個所か

ら計６００発（漢那ダム湖畔公園か

ら１５０発）の花火が打ち上げられ

ました。

ダム周辺施設利用者及び、

ダムの管理に従事する職員

への感染拡大を防止する観点から、予防対策を継続して

実施しています。

・訪日外国人旅行者向けコールセンター周知（チラシポ

スター掲示配布）・ダム資料館の休館、見学受入れの見

合わせ・注意喚起文書掲示（体調確認、マスク着用、手

洗い・咳エチケットの徹底、長時間利用・３密回避

等）・消毒用アルコールの常備、庁舎執務室の分離、職

員間席の距離を２ｍ以上確保など。

新型コロナ対応

福地、羽地、漢那、金武ダムでダム堤体

等監視用照明を活用したダムのライトアッ

プを実施しました。

【今月（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。

漢那ダム

行事名称 内容

新川ダム定期検査 ３年毎に実施されるダム施設等の定期検査

ミス沖縄２０２０「ダム研修」
ダムの役割や地元が取組むダムツーリズム等の情報を提供し、

学び体験する。

入札談合等関与行為防止法研修会 コンプライアンス推進計画の取り組み（オンライン研修）

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

(局) 防災訓練（地震・津波） 大規模災害発生の想定で安否確認、非常参集訓練を行う。

安波、普久川、辺野喜ダム管理

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年度水文観測業務監査 雨量や水位等の観測記録の整理・保存に関する事項を監査

衛星装置 Ｋｕ－SATⅡ 設置訓練 非常時に備え通信機器を組み立てる訓練（漢那・金武ダム）

衛星装置 Ｋｕ－SATⅡ 設置訓練 非常時に備え通信機器を組み立てる訓練（福地・大保・安波ダム）

開発建設部一般監査 事務所及び各支所でコンプライアンス関連の内部監査を行う。

第２回コンプライアンス・ミーテイング 法令遵守等について意見交換し、理解促進を図る。

予定時期 担当

１５日（金） 新川ダム管理支所

１月末迄 総務課

２９日（金） 広域水管理課

１９日（火） 流域対策課

２０日（水） 総務課

２７日（水） 防災専門官

２８日（木） 広域水管理課

1/２２（金）、

２/５（金）
福地ダム管理支所

１月中 総務課

２９日（金） 防災情報課

１月中 防災情報課


