
羽地ダムでの湖面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 

令和 2 年 11 月 1 日(日) 

羽地ダム管理支所長 

 

感染を広げないため、施設の利用について次の点に留意しましょう。 

 

１．基本チェックリスト 

□ 事前の体温測定などの体調確認（発熱等の症状のある方は利用を自粛する。） 

□ マスク着用の徹底 

□ 手洗い等の徹底（利用者において消毒用アルコールの持参及び手指消毒の実施） 

□ 咳エチケットの徹底 

□ 身体的距離の確保（２ｍ以上離れる） 

□ 会話は対面を避ける 

□ 一つの施設に密集、密接が発生しないように利用する 

 

２．基本的な感染拡大予防策 

（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（３つの密（密閉、密集、密接）を避ける） 

・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） 

・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。 

③接触感染対策 

・対人距離の確保として、休憩施設等は対面にならないよう工夫し、隣同士の間隔も可能

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。 

④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。 

 

（２）トイレの利用方法 

・フタがある便器については、フタを閉めて汚物を流す。 

・トイレ内に掲示している手洗いの仕方を参考にこまめに手洗いを行う。 

 

３．その他 

（１）掲示している感染予防対策の各種チラシ文も参考にしてください。 

（２）このガイドラインに記載している以外のその他の感染予防対策についてもご自身       

のみならず、他の利用者への感染を回避できるよう徹底して下さい。 

 



◇羽地ダム湖面利用の手引き◇

（１）湖面利用申請等

１．ダム湖面利用の申請

ダム湖を利用する個人または団体は、利用する前日迄（利用日が閉庁日の場合は、その

直前の開庁日まで）に利用申請書を羽地ダム湖面利用協議会事務局（羽地ダム管理支所）

宛に提出してください。ただし、利用申請者は２０歳以上の者に限ります。

虚偽の申請があった場合は利用を差し止めることがあります。

なお、利用申請から完了までの流れは別紙１「羽地ダム湖面利用の手順」 に従ってくだ

さい。利用申請書等の様式は別紙２、３のとおりです。

（留意事項）

※原則として動力船の使用は認めておりませんが、安全管理の為、動力船を使用する場

合は事前に事務局と協議願います。

※「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例（平成６.12.27条

例45）」（以下「水難事故防止条例」という）の第11条第１項第１号に規定される「プレジャ

ーボート提供業者」は条例に則り、公安員会に届出書を提出していることが前提となりま

す。

２．受付の制限

利用予定日は受付日から９０日以内とします。

３．イベント、合宿等の実施について

イベント、合宿等を実施する場合は事前に「利用計画書（イベント、合宿等用）」を提出して

下さい。

なお、原則として同一団体によるイベント等の申請は前回開催から３０日以内は受け付け

ません。また、イベント期間は３日以内とします。

（留意事項）

※イベント開催者は、「水難事故防止条例」の第９条に則り、公安委員会にも届出が必要で

す。

４．利用範囲

ダム湖面の利用可能範囲は、別紙４の通りです。利用禁止区域の場所へは立ち入らな

いでください。

５．湖面利用時間

湖面の利用時間は（カギの受け渡し、返却含む）は下記のとおりです。時間を厳守して下

さい。

３月～９月 ８：３０～１８：３０

１０月～２月 ８：３０～１７：００



６．湖面への進入箇所

湖面への進入箇所は指示された箇所で行ってください。それ以外の場所からの進入は禁

止とします。

なお、進入箇所は常時、施錠されていますので、カギを受け取って下さい。

７．許可証及びカギの交付（受け渡し）及び返却

許可証及びカギの交付（受け渡し）は上記５．の湖面利用時間内に羽地ダム管理支所に

て行います。

許可証及びカギの返却は上記５．の湖面利用時間内に管理支所ロビー内に設置してあ

る返却ＢＯＸに投函して下さい。

（留意事項）

※カギが期限内に返却されなかった場合、１年間の利用停止となります。なお、紛失した

場合は弁償して頂くことになります。

８．利用当日の最終確認

ダム管理の都合、または天候等の理由により利用ができない場合がありますので、利

用当日に最終確認を行って下さい。

９．許可証の携帯

湖面利用者は、利用中において許可証を常に携帯しておかなければなりません。また

ダム管理者より許可証の提示を求められた場合はそれに従わなければなりません。

（２）湖面利用の安全対策及びマナーの遵守

湖面利用ついては本手引きの他、「羽地ダム湖面利用のルール」を熟読し、遵守して下

さい。

「ルール」や「手引き」に違反した行為を発見した場合は今後の利用は認めないこととし

ます。

なお、安全を含むすべての事態について、原則「自己責任」にて対応して頂くこととなり

ますので留意願います。

１．利用に際して自己責任の原則

湖面利用に際しての事故（不慮・過失・天災による事故等）については、全てその利用

当事者の責任となります。また、利用者間トラブル等についても当事者間の責任となりま

す。

２．事故防止対策の徹底

湖面上では何時如何なる状況でも事故発生の可能性があります。湖面利用者は、事

故等を未然に防ぐために考えられる万全の対策をとって下さい。湖面利用に際しては救

命胴衣（ライフジャケット）の着用を義務づけます。

なお、酒気帯び等の状態での湖面利用は禁止します。



３．利用マナーの遵守

湖面上及び周辺においては、他利用者がいる場合がありますので、他人に迷惑をかけ

るような行為はすべて禁止します。湖面利用者は互いに協力して適切に湖面を利用する

ようにして下さい。また、水質保全の観点からゴミの投棄・タバコのポイ捨て等の行為は

厳禁です。これらを発見した場合は、利用を即時中止させますので留意願います。

４．利用禁止事項

湖面利用は、手漕ぎボート（カヌー等）のみで、２艇以上とします。１艇の場合は安全管理

上問題があるため不許可とします。

なお利用禁止事項は次の通りです。◇動力船の使用は原則として禁止します。（動力船

を安全管理のために使用する場合は別途事務局と協議して下さい）

◇ダム湖内での釣りは禁止です。

◇ダム湖内での遊泳は禁止です。

◇ダム湖及びその周辺での火の使用は禁止です。

◇ダム湖及びその周辺に外来種の持ち込み、放流等は禁止です。

５．湖面に入る前の確認

利用にあたっては、着水前にボート等の汚れ（特に油性よごれ）、安全面、衛生面等を

必ず点検して下さい。

６）保険加入の推奨

湖面利用にあたっては保険加入を推奨します。

保険についてはインターネットの検索により “カヌー 保険 ” で検索すると保険取り

扱い業者が示されます。

これらを参考にして、保険加入については加入者の責任において決定して下さい。

7．事故発生時の連絡体制

ダム湖利用時に事故が発生した場合、又は発見した場合は速やかに羽地ダム管理支

所へ連絡して下さい。連絡先については下記を参考にして下さい。

＜事故発生時の連絡体制＞

事故発生

羽地ダム管理支所

0980-53-6411

北部ダム統合管理事務所

0980-53-2442

名護警察署

「１１０」番

0980-52-0110

名護市消防署

「１１９」番

0980-52-2121

沖縄県立北部病院

0980-52-2719

北部医師会病院

0980-54-1111

名護市役所 企画総務部

企画調整課

0980-53-1212



別紙‐１

◇羽地ダム湖面利用の手順◇

◆許可証とカギを湖面利用協議会事務局（羽地ダム管理支所）内のロビーにあ

る返却 BOX へ返却する。

※期限迄にカギの返却が無い場合は１年間の利用停止となります。

◆指定箇所より進入する。進入後はカギを閉める。（開けっ放しにしない）

※利用届に記載以外の者の進入はさせない

◆責任者の身分証明書（住所、年齢等の確認）年齢を提示。（事務局確認）

湖面利用協議会事務局（羽地ダム管理支所）にて許可証の発行と進入路のカ

ギの貸与を受ける。（休日の対応は計器監視員が行う）

③【許可証の受取】

④【ダム湖へのアプローチ】

⑤【利用後】

利
用
当
日

◆利用申請書（一般用）又は利用計画書（合宿、イベント等用）については湖面

利用協議会事務局（羽地ダム管理支所）より入手。

◆前日までに湖面利用協議会事務局（羽地ダム管理支所）へ提出

（① 直接（又は郵送）、②ＦＡＸにより受付）

①住所：〒905-1147 名護市字田井等 １０１７－８ 湖面利用協議会事務局

②TEL：０９８０－５３－６４１１ FAX：０９８０－５２－６４１２

※受付は原則、利用前日の１２：００まで（なお、休日は受付けていません）

例）土・日・月に利用を予定している場合は金の１２：００まで受付。

②【受付の確認】

①【利用申請書（一般用）又は利用計画書（合宿、イベント等用）提出】

利
用
申
請

◆湖面利用協議会事務局（羽地ダム管理支所）にて受付を確認。

②ＦＡＸにより申請した方は電話にて受付の確認をして下さい。





別紙３

利用者氏名一覧表①

＜責任者記入欄＞※「プレジャーボート提供業者」の場合はその届け出の写しを添付すること。

役 職 氏 名 年齢 連絡先（ＴＥＬ）

（携帯がある場合は携帯も）

住 所

※丁目・番地等まで

保険加入

の有無

代表責任者

副責任者

＜緊急時の連絡先＞

※湖面上で事故等のトラブルが発生した場合、家族、知人等への緊急連絡先

順位 氏名 連絡先（ＴＥＬ）※携帯が有る場合は携帯も 続柄

第１連絡先

第２連絡先

＜カヌー持ち込み数＞

カヌー持ち込み数（○人乗り×○艇、□人乗り×□艇） 必要ライフジャケット数

＜その他利用者記入欄＞※代表責任者及び副代表責任者以外の利用者の記入

氏 名 年齢 住 所

※市町村名まで

連絡先（TEL）

※携帯が有る場合は携帯

保険加入

の有無

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



利用者氏名一覧表②

＜その他利用者記入欄②＞※代表責任者及び副代表責任者以外の利用者の記入

※記入欄が足りない場合はこの表を新たに追加して記入して下さい。（利用者は全て記入する事）

氏 名 年齢 住 所

※市町村名まで

連絡先（TEL）

※携帯が有る場合は携帯

保険加入

の有無

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55



羽地ダム貯水池平面図
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みじまい橋

黒山橋
またきな大橋

ホタル橋

林道羽地大川線

ウジュル橋

至 多野岳
進入箇所

利用禁止区域

流木止め

別紙-4

羽地ダム管理支所

約＝１km
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