
No. 事業主体 備考

1 新桂沢ダム

2 三笠ぽんべつダム

2 東北地方整備局 成瀬ダム建設事業 3 成瀬ダム

4 鳴瀬川ダム

5 漆沢ダム

4 東北地方整備局 鳥海ダム建設事業 6 鳥海ダム

5 関東地方整備局 霞ヶ浦導水事業 7 霞ヶ浦導水

6 関東地方整備局 ☆ 藤原・奈良俣再編ダム再生事業 8 藤原ダム ※奈良俣ダムは水資源機構で事業実施中

7 北陸地方整備局 利賀ダム建設事業 9 利賀ダム

10 高瀬ダム

11 七倉ダム

12 大町ダム

9 中部地方整備局 ☆ 三峰川総合開発事業 13 美和ダム

10 中部地方整備局 ☆ 新丸山ダム建設事業 14 新丸山ダム

11 中部地方整備局 設楽ダム建設事業 15 設楽ダム

12 中部地方整備局 ☆ 天竜川ダム再編事業 16 佐久間ダム

13 近畿地方整備局 足羽川ダム建設事業 17 足羽川ダム

14 近畿地方整備局 大戸川ダム建設事業 18 大戸川ダム

15 四国地方整備局 ☆ 長安口ダム改造事業 19 長安口ダム

16 四国地方整備局 山鳥坂ダム建設事業 20 山鳥坂ダム

17 九州地方整備局 川辺川ダム建設事業 21 川辺川ダム

18 九州地方整備局 立野ダム建設事業 22 立野ダム

19 九州地方整備局 本明川ダム建設事業 23 本明川ダム

20 九州地方整備局 城原川ダム建設事業 24 城原川ダム

25 雨竜第一ダム

26 雨竜第二ダム

27 四十四田ダム

28 御所ダム

23 中部地方整備局 ☆ 矢作ダム再生事業 29 矢作ダム 実施計画調査

24 近畿地方整備局 ☆ 九頭竜川上流ダム再生事業 30 九頭竜ダム 実施計画調査

31 旭川ダム

32 湯原ダム

26 四国地方整備局 ☆ 小見野々ダム再生事業 33 小見野々ダム 実施計画調査

27 九州地方整備局 筑後川水系ダム群連携事業 34 筑後川水系ダム群 実施計画調査

28 九州地方整備局 ☆ 岩瀬ダム再生事業 35 岩瀬ダム 実施計画調査

☆ 既設ダムを有効活用する「ダム再生」に該当する事業

事業実施中の国土交通省所管ダム事業一覧【直轄】（令和４年４月１日現在）

事業名 施設名

1 北海道開発局 ☆ 幾春別川総合開発事業

3 東北地方整備局 ☆ 鳴瀬川総合開発事業

8 北陸地方整備局 ☆ 大町ダム等再編事業

21 北海道開発局 ☆ 雨竜川ダム再生事業 実施計画調査

22 東北地方整備局 ☆ 北上川上流ダム再生事業 実施計画調査

25 中国地方整備局 ☆ 旭川中上流ダム再生事業 実施計画調査



事業実施中の国土交通省所管ダム事業一覧【水資源機構】（令和４年４月１日現在）

No. 事業主体 備考

1 水資源機構 思川開発事業 1 南摩ダム

2 水資源機構 ☆ 藤原・奈良俣再編ダム再生事業
（奈良俣ダム関係）

2 奈良俣ダム

3 水資源機構 川上ダム建設事業 3 川上ダム　

4 水資源機構 丹生ダム建設事業 4 丹生ダム

※ダム事業の検証を行い、
平成28年7月、中止の対応
方針を決定しているが、
事業廃止に伴い追加的に必要
となる工事を実施中

5 水資源機構 ☆ 早明浦ダム再生事業 5 早明浦ダム

6 水資源機構 木曽川水系連絡導水路事業 6 木曽川水系連絡導水路 ダム検証中

☆ 既設ダムを有効活用する「ダム再生」に該当する事業

事業名 施設名



事業実施中の国土交通省所管ダム事業一覧【補助】（令和４年４月１日現在）

No. 事業主体 備考

1 北海道 ☆佐幌ダム再生事業 1 佐幌ダム

2 青森県 駒込ダム建設事業 2 駒込ダム

3 宮城県 川内沢ダム建設事業 3 川内沢ダム

4 福島県 ☆千五沢ダム再開発事業 4 千五沢ダム

5 新潟県 ☆胎内川総合開発事業 5 胎内川ダム

6 新潟県 儀明川総合開発事業 6 儀明川ダム

7 新潟県 鵜川ダム建設事業 7 鵜川ダム

8 新潟県 ☆新保川生活貯水池再開発事業 8 新保川生活貯水池

9 長野県 ☆松川生活貯水池再開発事業 9 松川生活貯水池

10 岐阜県 内ケ谷ダム建設事業 10 内ケ谷ダム

11 三重県 鳥羽河内ダム建設事業 11 鳥羽河内ダム

12 福井県 吉野瀬川ダム建設事業 12 吉野瀬川ダム

13 大阪府 安威川ダム建設事業 13 安威川ダム

14 島根県 波積ダム建設事業 14 波積ダム

15 島根県 矢原川ダム建設事業 15 矢原川ダム

16 山口県 平瀬ダム建設事業 16 平瀬ダム

17 山口県 大河内川ダム建設事業 17 大河内川ダム

18 山口県 ☆木屋川ダム再開発事業 18 木屋川ダム

19 香川県 ☆五名ダム再開発事業 19 五名ダム

20 香川県 ☆長柄ダム再開発事業 20 長柄ダム

21 高知県 和食ダム建設事業 21 和食ダム

22 春遠第１ダム

23 春遠第２ダム

23 長崎県 川棚川総合開発事業 24 石木ダム

24 長崎県 ☆長崎水害緊急ダム建設事業 25 浦上ダム

25 大分県 竹田水害緊急治水ダム建設事業 26 玉来ダム

26 北海道 ペーパン川治水ダム建設事業 27 ペーパン川治水ダム 実施計画調査

28 奥裾花ダム

29 裾花ダム

28 兵庫県 ☆引原ダム再生事業 30 引原ダム 実施計画調査

29 長野県 角間ダム建設事業 31 角間ダム ダム検証中

30 岐阜県 大島ダム建設事業 32 大島ダム ダム検証中
31 岐阜県 水無瀬生活貯水池整備事業 33 水無瀬生活貯水池 ダム検証中
☆ 既設ダムを有効活用する「ダム再生」に該当する事業
※ 上記のほか、利水ダム治水機能施設整備費補助事業（相模ダム（神奈川県企業庁））において事業実施中。

実施計画調査

22 高知県 春遠生活貯水池建設事業

事業名 施設名

27 長野県 ☆裾花川流域ダム再生事業


