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下旬 総務課 コンプライアンス・インストラクター養成研修 法令順守等に関する指導者を養成する研修

下旬 事務副所長 技術係長・係員対象会計研修 契約制度等に関する基礎的な知識の習得を目的とする

下旬 広域・各支所 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

14日（金） 安波・福地・大保 ku-satⅡ設置訓練（3支所合同） 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）

21日（金） 管理課 沖縄県管理河川の大規模氾濫に関する対策協議会 沖縄県管理河川流域の水災被害軽減対策の取組を協議、推進するための会議。

行事名称 内容
12日（水） 漢那・金武 ku-satⅡ設置訓練（2支所合同） 非常時に備え通信機器を組み立てる訓練（漢那・金武ダム）
予定時期 担当

やんばるのダム 検索 やんばるのダム 検索

★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。】宛に
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５１４名

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、当事務所のダム管理行政に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事務所では、洪水被害を軽減するための洪水調節や沖縄本島で使用する都市用水の７割強を供給するなど、

県民の社会経済活動や生活を支えている福地ダム他８ダムを管理しています。また、ダムが良好な地域の財産

となるよう、貯水池や管理区域の環境を保全するとともに、ダム利活用の推進にも取り組んでいます。

ダムの管理について、治水面では、昨年も大規模な洪水被害が全国各地で発生しました。

当事務所においても、台風などによる豪雨に対して所管９ダムで４０数回の洪水警戒体制を執り、水害の防御

に努めました。また、令和２年より関係利水者等のご理解ご協力のもと締結した「治水協定」に基づき、利水

容量の一部を洪水調節容量として活用し洪水被害の防止・軽減を図る「事前放流」に取り組んでおり、昨年は

大保ダムにおいて２度の事前放流を実施しました。

利水面では、沖縄本島は平成６年の給水制限を最後に、２７年間断水のない安定した都市用水の供給が行わ

れています。

ダムの利活用については、ダムを良好な地域資源として活用を促す「沖縄北部ダムツーリズム」を推進して

います。管理９ダムの内５ダムが昨年７月に正式決定された世界自然遺産登録区域に接していることもあり、

エコツアー等のフィールドとして多くの人々がヤンバルの森やダムを訪れ地域活性化にも繋がることが期待さ

れています。当事務所としては、水源地域自治体等の関係者と連携を図りながらダムを活用した水源地域活性

化に向けた取組を支援していきます。

災害対応については、訓練等による対応能力の維持・向上、管内市町村との連絡体制の構築による被災状況

の把握や技術的支援に努めてまいります。

最後に、本年も引き続きダムの適正管理やダム利活用の推進に取り組んでまいります。皆様のご支援、ご協

力を宜しくお願い申し上げます.

令和4年 元旦

北部ダム統合管理事務所長 内里 清一郎

【今月（１月）の行事予定】 当事務所の今月の予定は、次の表とおりです。

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。

令和4年1月4日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： 78.7 ％ （平年値 ： 83.1 ％）

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、各ダム毎に「ダム

周辺屋外施設利用における

新型コロナウイルス感染症

感染拡大予防ガイドライ

ン」を定め予防対策を継続

して実施しています。

・福地・羽地・漢那各ダムで、１２月２４日（金）～１月５日

（水）までの期間、ダム堤体等の監視用照明を活用してダムのラ

イトアップを実施します。年末年始の夜はダムに行くと昼間のダ

ムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけます。

・ライトアップ時間：１８：００～２２：００

漢那ダム

ダム所在の地域にもよりますが、１月中旬ごろか

ら花がぽつぽつと咲き始め、２月には満開を迎え見頃

になりました。（写真は１月末撮影）

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を

漢那ダムに迎えて、３回目となる

2020「ダム研修」を、１月１９日

（火）に実施しました。

当日は、沖縄総合事務局におい

て、沖縄の水資源開発の歴史等の

講義及び漢那ダム及び宜野座村の

施設等を見学しました。

１０月２８日（木）伊江村西小

学校の４年生約３０名が羽地ダム

を訪れ、ダムの働きについて学習

する 『社会科見学』 で、ダム堤

体での学習・簡易水質調査等を体

験しました。

説明を聞く子ども達は熱心にメモを取って、資料や

ジオラマを真剣な表情で観察していました。

水質調査ダム堤体での学習状況

羽地ダム

福地ダム（東村）大保ダム（大宜味村）

安波ダム（国頭村）普久川ダム（国頭村）

羽地ダム（名護市） 金武ダム（金武町）

羽地ダム福地ダム

研修の様子
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羽地ダム

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。 情報伝達状況

10月20日(水)、大規模地震に備えて地震対応訓練を

行いました。「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

計測データを照合すること

で、地震の影響でダムに異

常がないかを確認しました。
設備点検（福地ダム）

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。

（ｵｲﾙﾌｪﾝｽ設置状況）

令和３年１１月１日（月） 開発建設部 防災訓練

（地震・津波）【開発建設部】を行いました。

本訓練は、地震・津波の災害時における初動対応

（発災～３時間）に重点を置き、初動体制の構築を円

滑に行うとともに、関係部署との間で的確な情報伝達

等の連携を図ることを目的に行われました。

なお、今回の訓練では、例年実施しているシナリオ

形式によって手順を確認する訓練ではなく、ブライン

ド形式とすることで事前の準備は行わず、訓練の実施

過程における課題を抽出して、各種防災計画等への反

映（見直し）につなげる目的で行いました。

対策支部の状況（支部長への報告）

【地域連携等】

漢那ダム

２０２1

【利水】 ２７年間、連続給水継続中！！

沖縄では本土復帰の昭和４７

年から昭和５７年の１１年間は、

昭和５４年を除き毎年給水制限

が繰り返される等、慢性的な水

不足に悩まされてきました（参

照：図－１ダムによる水資源開

発と給水制限の変遷）が、沖縄

総合事務局による水資源開発(ダ

ム建設)が急ピッチで進められた

結果、給水制限が最後に行われ

た日は平成６年３月１日となり、

それ以降の給水制限もなく令和

３年３月１日には２７年間連続

給水となり現在も継続中です。

今後も連続給水が続けられる

よう普段から水を大切に使うな

ど節水のご協力をお願い致しま

す。

【治水】 台風６号の接近により大保ダムで事前放流を実施しました！

７月１８日（日）、台風６号に伴う降雨予測が基準降雨量（９２㎜）を超えたた

め、事前放流を述べ４日間実施しましたが今回は、台風６号が７月２０日(火) か

ら日(日)の6日間も沖縄本島に接近した影響で降雨量が多く、なかなか貯水位

が下がらず緊張しながらも適切に事前放流を実施しました。

ダム堤頂より洪水吐下流を望む

放流管から

の事前放流
下流河川

【防災・災害対応】

7月6日（火）に北部地域で大規模災害が発生したと想定し、福地ダム場外離着陸場を防災ヘリコプターの活動拠点とし

た際に行われるヘリの離着陸時の保安及び誘導訓練等を行いました。

当日の訓練は、以下の3つの内容で行いました。

①保安訓練（防災ヘリコプターの離着陸時の安全確認等）

・離着陸方向の支障物（立木等）やヘリの離着時の飛散物の有無の確認

・風向きや雲の状況など、ヘリの運行上必要な情報連絡事項の確認（ 福地支所 ⇔ ヘリ搭乗者 ）

②ヘリ誘導訓練（実際に福地支所技術員によるヘリ誘導実地訓練）

③ヘリ給油訓練（ヘリ運航者によるヘリへの給油実地訓練）

今回の訓練をとおして、実際にダムの場外着陸場が防災ヘリコプターの活動拠点となった際に、ダム管理者として行う

必要な防災行動を改めて把握することができました。

②-1 誘導訓練 : ヘリの誘導方法の説明状況

風上に立って、着陸に問題ないよ

うでしたら大きく手を広げてヘリ

パイロットに見えるようにヘリを

誘導しましょう.

②-2 誘導訓練 : ヘリ誘導実地訓練状況

（福地支所技術員による誘導）

こっちですよ～

着陸問題なしですよ。

（てぇーげー近いな）

今回世界自然遺産に登録された「沖縄島北部」（国頭村、東村、大宜味村）には、

国が管理する福地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、大保ダムの

６つのダムがあります。特に福地ダムの貯水池の一部、安波ダム、普久川ダム、辺野

喜ダムは世界自然遺産に隣接した緩衝地帯となっており、世界自然遺産に登録された

「やんばるの森」を間近に感じることができます。

福地ダムの下流河川において8月中旬

頃にスズメバチの巣を発見いたしました。

東村役場から、防護服等を貸していただ

き、巣の駆除作業を実施し、無事に撤去

することができました。

スズメバチの巣発見！

支所長 VS スズメバチ軍団！

漢那ダムが所在する宜野座村では村内

の有数な主要施設を村観光協会が紹介す

るYouTube番組「ありのまんまぎのざ

チャンネル」でダムの大きさや役割、そ

して実際のダムの現場（本ダムの上・下

流、メダカのがっこう、漢那ダム資料室

等）を紹介しました。

図－１ダムによる水資源開発と給水制限の変遷 ２７年間、連続給水
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ダム堤頂より洪水吐下流を望む

放流管から

の事前放流
下流河川

【防災・災害対応】

7月6日（火）に北部地域で大規模災害が発生したと想定し、福地ダム場外離着陸場を防災ヘリコプターの活動拠点とし

た際に行われるヘリの離着陸時の保安及び誘導訓練等を行いました。

当日の訓練は、以下の3つの内容で行いました。

①保安訓練（防災ヘリコプターの離着陸時の安全確認等）

・離着陸方向の支障物（立木等）やヘリの離着時の飛散物の有無の確認

・風向きや雲の状況など、ヘリの運行上必要な情報連絡事項の確認（ 福地支所 ⇔ ヘリ搭乗者 ）

②ヘリ誘導訓練（実際に福地支所技術員によるヘリ誘導実地訓練）

③ヘリ給油訓練（ヘリ運航者によるヘリへの給油実地訓練）

今回の訓練をとおして、実際にダムの場外着陸場が防災ヘリコプターの活動拠点となった際に、ダム管理者として行う

必要な防災行動を改めて把握することができました。

②-1 誘導訓練 : ヘリの誘導方法の説明状況

風上に立って、着陸に問題ないよ

うでしたら大きく手を広げてヘリ

パイロットに見えるようにヘリを

誘導しましょう.

②-2 誘導訓練 : ヘリ誘導実地訓練状況

（福地支所技術員による誘導）

こっちですよ～

着陸問題なしですよ。

（てぇーげー近いな）

今回世界自然遺産に登録された「沖縄島北部」（国頭村、東村、大宜味村）には、

国が管理する福地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、大保ダムの

６つのダムがあります。特に福地ダムの貯水池の一部、安波ダム、普久川ダム、辺野

喜ダムは世界自然遺産に隣接した緩衝地帯となっており、世界自然遺産に登録された

「やんばるの森」を間近に感じることができます。

福地ダムの下流河川において8月中旬

頃にスズメバチの巣を発見いたしました。

東村役場から、防護服等を貸していただ

き、巣の駆除作業を実施し、無事に撤去

することができました。

スズメバチの巣発見！

支所長 VS スズメバチ軍団！

漢那ダムが所在する宜野座村では村内

の有数な主要施設を村観光協会が紹介す

るYouTube番組「ありのまんまぎのざ

チャンネル」でダムの大きさや役割、そ

して実際のダムの現場（本ダムの上・下

流、メダカのがっこう、漢那ダム資料室

等）を紹介しました。

図－１ダムによる水資源開発と給水制限の変遷 ２７年間、連続給水
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行事名称 内容
12日（水） 漢那・金武 ku-satⅡ設置訓練（2支所合同） 非常時に備え通信機器を組み立てる訓練（漢那・金武ダム）
予定時期 担当

14日（金） 安波・福地・大保 ku-satⅡ設置訓練（3支所合同） 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）

21日（金） 管理課 沖縄県管理河川の大規模氾濫に関する対策協議会 沖縄県管理河川流域の水災被害軽減対策の取組を協議、推進するための会議。

下旬 事務副所長 技術係長・係員対象会計研修 契約制度等に関する基礎的な知識の習得を目的とする

下旬 広域・各支所 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

下旬 総務課 コンプライアンス・インストラクター養成研修 法令順守等に関する指導者を養成する研修

★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。】宛に
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５１４名

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、当事務所のダム管理行政に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事務所では、洪水被害を軽減するための洪水調節や沖縄本島で使用する都市用水の７割強を供給するなど、

県民の社会経済活動や生活を支えている福地ダム他８ダムを管理しています。また、ダムが良好な地域の財産

となるよう、貯水池や管理区域の環境を保全するとともに、ダム利活用の推進にも取り組んでいます。

ダムの管理について、治水面では、昨年も大規模な洪水被害が全国各地で発生しました。

当事務所においても、台風などによる豪雨に対して所管９ダムで４０数回の洪水警戒体制を執り、水害の防御

に努めました。また、令和２年より関係利水者等のご理解ご協力のもと締結した「治水協定」に基づき、利水

容量の一部を洪水調節容量として活用し洪水被害の防止・軽減を図る「事前放流」に取り組んでおり、昨年は

大保ダムにおいて２度の事前放流を実施しました。

利水面では、沖縄本島は平成６年の給水制限を最後に、２７年間断水のない安定した都市用水の供給が行わ

れています。

ダムの利活用については、ダムを良好な地域資源として活用を促す「沖縄北部ダムツーリズム」を推進して

います。管理9ダムの内5ダムが昨年7月に正式決定された世界自然遺産登録区域に接していることもあり、エ

コツアー等のフィールドとして多くの人々がヤンバルの森やダムを訪れ地域活性化にも繋がることが期待され

ています。当事務所としては、水源地域自治体等の関係者と連携を図りながらダムを活用した水源地域活性化

に向けた取組を支援していきます。

災害対応については、訓練等による対応能力の維持・向上、管内市町村との連絡体制の構築による被災状況

の把握や技術的支援に努めてまいります。

最後に、本年も引き続きダムの適正管理やダム利活用の推進に取り組んでまいります。皆様のご支援、ご協

力を宜しくお願い申し上げます.

令和4年 元旦

北部ダム統合管理事務所長 内里 清一郎

【今月（１月）の行事予定】 当事務所の今月の予定は、次の表とおりです。

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。

令和4年1月4日現在 国ダム（９ダム）貯水率 ： 78.7 ％ （平年値 ： 83.1 ％）

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、各ダム毎に「ダム

周辺屋外施設利用における

新型コロナウイルス感染症

感染拡大予防ガイドライ

ン」を定め予防対策を継続

して実施しています。

・福地・羽地・漢那各ダムで、１２月２４日（金）～１月５日

（水）までの期間、ダム堤体等の監視用照明を活用してダムのラ

イトアップを実施します。年末年始の夜はダムに行くと昼間のダ

ムとは違う、幻想的な景観をお楽しみいただけます。

・ライトアップ時間：１８：００～２２：００

漢那ダム

ダム所在の地域にもよりますが、１月中旬ごろか

ら花がぽつぽつと咲き始め、２月には満開を迎え見頃

になりました。（写真は１月末撮影）

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を

漢那ダムに迎えて、３回目となる

2020「ダム研修」を、１月１９日

（火）に実施しました。

当日は、沖縄総合事務局におい

て、沖縄の水資源開発の歴史等の

講義及び漢那ダム及び宜野座村の

施設等を見学しました。

１０月２８日（木）伊江村西小

学校の４年生約３０名が羽地ダム

を訪れ、ダムの働きについて学習

する 『社会科見学』 で、ダム堤

体での学習・簡易水質調査等を体

験しました。

説明を聞く子ども達は熱心にメモを取って、資料や

ジオラマを真剣な表情で観察していました。

水質調査ダム堤体での学習状況

羽地ダム

福地ダム（東村）大保ダム（大宜味村）

安波ダム（国頭村）普久川ダム（国頭村）

羽地ダム（名護市） 金武ダム（金武町）

羽地ダム福地ダム

研修の様子


