
地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

北海道 帯広 千代田分流堰 北海道中川郡幕別町字相川902番 117
東北 山形 淞郷堰 山形県南陽市宮崎地内 258
東北 酒田 最上川さみだれ大堰 山形県酒田市柏谷沢字内山40-1 200
東北 青森 馬淵大堰 青森県八戸市石堂 250
東北 仙台 阿武隈大堰 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字砂押35－1 130
東北 湯沢 湯沢統合堰 秋田県湯沢市関口字除柳262-1 140
東北 北上川下流 桑折江堰 宮城県三本木蒜袋字南屋敷 500
東北 北上川下流 若針潮止堰 宮城県東松島市川下字内響 140
東北 北上川下流 北上大堰 宮城県石巻市成田字小姓前 580
東北 北上川下流 鳴瀬堰 宮城県東松島市高松字新猪花 136
東北 北上川下流 鳴瀬川中流堰 宮城県美里町字不動堂 825
関東 下館 君島堰 栃木県真岡市須釜66 154
関東 江戸川 行徳可動堰 千葉県市川市河原地先 161
関東 利根川下流 豊田堰  茨城県龍ケ崎市豊田町地先 140
関東 荒川上流 荒川貯水池水位調節堰 埼玉県戸田市下笹目 230
北陸 信濃川下流 蒲原大堰 新潟県三条市今井地先 525
北陸 信濃川下流 新潟大堰 新潟県新潟市西区関屋地先 300
北陸 信濃川 妙見堰 新潟県長岡市妙見町 655
中部 三重 櫛田可動堰 三重県松阪市山添町山添地先 160
中部 豊橋 寒狭川堰 愛知県新城市玖老勢地先 130
近畿 淀川 淀川大堰 大阪府大阪市都島区毛馬町地先 180
近畿 琵琶湖 瀬田川洗堰 滋賀県大津市黒津四丁目地先 402
近畿 姫路 加古川大堰 兵庫県加古川市八幡町中西条 1,028
近畿 福井 鳴鹿大堰 福井県吉田郡永平寺町法寺岡 782
中国 出雲 斐伊川分流堰 島根県出雲市大津 109
中国 福山 芦田川河口堰 広島県福山市箕島町 616
中国 岡山 坂根堰 岡山県備前市坂根 858
九州 遠賀川 岡森堰 福岡県直方市大字上境字岡森867、868番地先 375
九州 遠賀川 花ノ木堰 福岡県直方市植木町大字町屋敷字柳の内501 176
九州 遠賀川 岩下堰 福岡県田川群糸田町大字川宮字岩下3593-7地先 101
九州 遠賀川 高柳堰 福岡県田川市大字糒字干焼1673-1地先 302
九州 遠賀川 糒堰 福岡県田川市差魚町2145-2地先 184
九州 川内川 真幸堰 宮崎県えびの市大字向江地先 257
九州 川内川 湯之尾堰 鹿児島県伊佐市菱刈川南地先 476
九州 八代 球磨川堰 熊本県八代市高下東町 550
九州 熊本 野田堰 熊本県熊本市南区野田地先 587
九州 菊池川 山鹿大堰 熊本県山鹿市大字志々岐字下津留7-6 548
九州 武雄 大井手堰 佐賀県佐賀市大和町 600
九州 武雄 松浦大堰 佐賀県唐津市大土井地先 336
九州 武雄 大日堰  佐賀県武雄市橘町大字大日 120
九州 武雄 六角川河口堰 佐賀県小城市芦刈町長田 697
九州 遠賀川 遠賀川河口堰 福岡県遠賀郡芦屋町祇園町 923
九州 山国川 平成大堰 福岡県築上郡上毛町垂水地先 770
九州 武雄 嘉瀬川大堰 佐賀県佐賀市嘉瀬川 256

国が管理している100m2以上の屋上を有する河川管理施設の一覧【堰】

※ 面積は概数として算出しているため、屋上にある排気、換気、通信などの諸設備により、太陽光発電設備を設置できる面積とは異なる場合があ
る。
※ 算出にあたり、屋根構造の場合、北面を除いた面積を記載している。
※ 100m2以上の屋上面積を有する施設の一覧となっており、今後、施設の改築を検討しているなど、太陽光発電設備が設置できない施設も含まれ
る。



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

北海道 旭川 神居川水門 北海道旭川市神居町忠和地先 164
北海道 旭川 ウッペツ川水門 北海道旭川市近文町24丁目地先 164
北海道 札幌 材木川水門 北海道当別町字川下通1117番地5地先 143
北海道 札幌 放水路水門 北海道石狩市新港中央4丁目地先 1,051
北海道 札幌 上美唄水門 北海道岩見沢市北村中子屋地先 140
北海道 札幌 パンケ歌志内川水門 北海道砂川市西4条北1丁目地先 650
北海道 札幌 早苗別川水門 北海道江別市上江別105-1地先 120
北海道 札幌 篠津運河水門 北海道江別市中島地先 150
北海道 札幌 馬追運河水門 北海道長沼町西9線南4号3159ｰ4番地先 113
北海道 帯広 猿別水門 北海道幕別町東21号地先 108
北海道 帯広 幌岡導水門 北海道浦幌町愛牛南12号地先 139
東北 高瀬川 市柳川水門 青森県上北郡六ヶ所村大字平沼地内 105
東北 山形 元宿川水門 山形県西置賜郡川西町大字西大塚地内 127
東北 山形 大旦川水門 山形市村山市大字河島地内 168
東北 能代 摩当川水門 秋田県北秋田市栄字摩当 150
東北 北上川下流 釜谷水門 宮城県石巻市釜谷字川前 150
東北 北上川下流 月浜第一水門 宮城県石巻市北上町十三浜字狐谷地 304
東北 北上川下流 月浜第二水門 宮城県石巻市北上町十三浜字追波前 120
東北 北上川下流 真野川水門 宮城県石巻市大瓜字井内原 170
東北 北上川下流 身洗川水門 宮城県大和町落合三ヶ内字上川原 160
東北 北上川下流 唐崎水門 宮城県涌谷町涌谷字追波南 270
東北 北上川下流 南沢川水門 宮城県登米市津山町柳津字宮下 114
東北 北上川下流 脇谷水門 宮城県登米市津山町柳津字町 308
関東 下館 伊丹水門 茨城県つくばみらい市伊丹27 168
関東 下館 糸繰川水門 茨城県下妻市比毛173-4 133
関東 霞ヶ浦 常陸川水門 茨城県神栖市太田 384
関東 江戸川 江戸川水門 東京都江戸川区篠崎町 198

関東 江戸川
倉松川流入施設
倉松川流入ゲート

埼玉県春日部市樋籠 219

関東 江戸川
大落古利根川流入施設
大落古利根川流入ゲート

埼玉県春日部市小渕 159

関東 江戸川 柳原水門 千葉県市川市国府台 145
関東 荒川上流 さくらそう水門 埼玉県朝霞市上内間木 400
関東 荒川上流 荒川第一調節池排水門 埼玉県戸田市下笹目 200
関東 荒川上流 朝霞水門 埼玉県朝霞市下内間木 280
関東 利根川上流 渡良瀬調節池第１排水門 埼玉県加須市柏戸 180
関東 利根川上流 福川水門 埼玉県行田市北河原 160
関東 利根川上流 渡良瀬貯水池北水門 栃木県栃木市藤岡町内野 160
北陸 阿賀野川 安野川水門 新潟県阿賀野市法柳地先 238
北陸 信濃川下流 信濃川水門 新潟県新潟市中央区関南町地先 297
北陸 信濃川下流 西川水門 新潟県新潟市西区小新地先 164
北陸 信濃川下流 中ノ口川水門 新潟県燕市道金地先 510
北陸 信濃川 大河津洗堰 新潟県燕市大川津 1,395
北陸 千曲川 神田川水門 長野県長野市松代町東寺尾 100
北陸 千曲川 蛭川水門 長野県長野市松代町西寺尾 160
中部 三重 勢田川防潮水門 三重県伊勢市田尻町、一色町 230
中部 静岡 丸子川水門 静岡県静岡市駿河区下川原地先 100
中部 豊橋 江川樋門 愛知県豊橋市下五井町地先 328
中部 木曽川下流 津屋川水門 岐阜県海津市南濃町羽沢地先 200
近畿 紀南 市田川水門 和歌山県新宮市あけぼの7-2 100
近畿 紀南 鮒田水門 三重県南牟婁郡紀宝町鮒田1510 362
近畿 淀川 毛馬水門 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目地先 180
近畿 豊岡 八代水門 兵庫県豊岡市日高町西芝地先 169
近畿 豊岡 六方水門 兵庫県豊岡市六地蔵地先 137
近畿 福井 江端川水門 福井県福井市下江守町 322
中国 岡山 干田川水門 岡山県岡山市東区西大寺新 117
中国 岡山 百間川河口水門（昭和水門） 岡山県岡山市中区沖元 105
中国 岡山 百間川河口水門（平成水門） 岡山県岡山市中区沖元 274
九州 延岡 追内川水門 宮崎県延岡市白石町 117

国が管理している100m2以上の屋上を有する河川管理施設の一覧【水門】



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

九州 宮崎 新大谷川水門 宮崎県宮崎市大字小松 120
九州 宮崎 内の丸川水門 宮崎県宮崎市大字糸原 106
九州 宮崎 明久川水門 宮崎県宮崎市大字吉野 122
九州 宮崎 木脇川水門 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇 124
九州 大隅 波見水門 鹿児島県肝属郡肝付町波見地先 111
九州 菊池川 寺田水門 熊本県玉名市大字津留 227
九州 武雄 岸山川水門 佐賀県唐津市北畑稗田地先 385
九州 武雄 古川水門 佐賀県杵島郡江北町大字八町 117
九州 武雄 蔵堂水門 佐賀県武雄市北方町大字大渡 107
九州 長崎 北部排水門 長崎県諫早市高来町 385
九州 佐賀河川 第１流入水門 佐賀県佐賀市金立町千布地先（巨勢川調整池内） 113
九州 佐賀河川 第２流入水門 佐賀県佐賀市金立町千布地先（巨勢川調整池内） 263

※ 面積は概数として算出しているため、屋上にある排気、換気、通信などの諸設備により、太陽光発電設備を設置できる面積とは異なる場合があ
る。
※ 算出にあたり、屋根構造の場合、北面を除いた面積を記載している。
※ 100m2以上の屋上面積を有する施設の一覧となっており、今後、施設の改築を検討しているなど、太陽光発電設備が設置できない施設も含まれ
る。



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

北海道 札幌 消流雪用水導入事業施設 北海道岩見沢市稔町地先 204
東北 新庄 大石田消流雪揚水機場 山形県大石田町桂木町44番地 112
関東 利根川上流 渡良瀬貯水池機場 栃木県栃木市藤岡町内野 610
関東 利根川下流 北千葉第1機場 千葉県印西市発作 920
北陸 信濃川 小千谷消流雪用水導入施設 新潟県小千谷市山本 126
北陸 信濃川 長岡消流雪用水導入施設 新潟県長岡市草生津 320
北陸 富山 内川流域揚水機場 富山県高岡市下牧野字丘田3254-2 215
近畿 淀川 寝屋川浄化揚水機場 大阪府寝屋川市桜木町20-5地先 200
近畿 琵琶湖 琵琶湖第一疏水揚水機場 滋賀県大津市観音寺町地先 500
九州 佐賀河川 筑後川ポンプ場 佐賀県三養基郡みやき町大字江口地先 346

国が管理している100m2以上の屋上を有する河川管理施設の一覧【揚水機場】

※ 面積は概数として算出しているため、屋上にある排気、換気、通信などの諸設備により、太陽光発電設備を設置できる面積とは異なる場合があ
る。
※ 算出にあたり、屋根構造の場合、北面を除いた面積を記載している。
※ 100m2以上の屋上面積を有する施設の一覧となっており、今後、施設の改築を検討しているなど、太陽光発電設備が設置できない施設も含まれ
る。



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

北海道 旭川 旭東排水場 北海道名寄市旭東地先 110
北海道 旭川 音威子府排水場 北海道中川郡音威子府村音威子府地先 200
北海道 旭川 豊栄排水機場 北海道名寄市栄町地先 380
北海道 札幌 美登位排水機場 北海道石狩郡当別町美登位1140-5地先 480
北海道 札幌 茨戸排水機場 北海道札幌市北区東茨戸1条3丁目148番地先 442
北海道 札幌 創成排水機場 北海道札幌市北区西茨戸5条1丁目10-1地先 326
北海道 札幌 材木川排水機場 北海道石狩郡当別町字川下通1117番地5地先 496
北海道 札幌 （旧）雁来排水機場 北海道札幌市東区雁来町地先 631
北海道 札幌 （新）雁来排水機場 北海道札幌市東区雁来町地先 706
北海道 札幌 厚別排水機場 北海道札幌市東区東雁来町255、257番地先 692
北海道 札幌 世田ヶ谷排水機場 北海道江別市元野幌1107の1番地地先 476
北海道 札幌 山本排水機場 北海道札幌市厚別区厚別町山本地先 353
北海道 札幌 月寒排水機場 北海道札幌市白石区米里地先 444
北海道 札幌 幾春別川上流排水機場 北海道三笠市いちきしり 148
北海道 札幌 月形排水機場 北海道樺戸郡月形町新生 200
北海道 札幌 旧美唄川排水機場 北海道岩見沢市北村中央地先 840
北海道 札幌 大曲右岸排水機場 北海道樺戸郡月形町裏小柳町 622
北海道 札幌 小藤排水機場 北海道妹背牛町字小藤526-267 340
北海道 札幌 新十津川排水場 北海道新十津川町字中央307番地7 100
北海道 札幌 下徳富排水場 北海道新十津川町字花月374番地7 300
北海道 札幌 深川排水機場 北海道深川市8条11番13号 260
北海道 札幌 袋地排水場 北海道新十津川町字花月30番地6 300
北海道 札幌 滝川排水機場 北海道滝川市有明町6丁目424番 300
北海道 札幌 池の前排水機場 北海道滝川市西滝川1番 520
北海道 札幌 泉の沼排水機場 北海道江別市朝日町86番地先 300
北海道 札幌 早苗別排水機場 北海道江別市上江別108-3番地先 370
北海道 札幌 幌向太排水機場 北海道江別市豊幌26の21地先 200
北海道 札幌 新篠津排水機場 北海道新篠津村川下40線南6　151-1地先 160
北海道 札幌 篠津川排水機場 北海道江別市中島624-1地先 440
北海道 札幌 八幡排水機場 北海道江別市八幡47-7地先 280
北海道 札幌 南6号排水機場 北海道長沼町西6線南6番地先 985
北海道 札幌 南9号排水機場 北海道長沼町西2線南10番地先 363
北海道 札幌 漁太川排水機場 北海道恵庭市漁太35の4 402
北海道 札幌 馬追運河排水機場 北海道長沼町西9線南4番地先 733
北海道 札幌 赤平排水機場 北海道赤平市東文京町1丁目地先 153
北海道 帯広 育素多排水機場 北海道豊頃町育素多地先 426
北海道 帯広 下牛首別排水機場 北海道豊頃町背負南33線地先 696
北海道 帯広 帯広排水機場 北海道帯広市東12条南2丁目 186
北海道 帯広 池田排水機場 北海道池田町大通南1丁目地先 341
北海道 留萌 高砂排水機場 北海道留萌市高砂町1丁目 163
北海道 留萌 東雲排水機場 北海道留萌市東雲町1丁目 290
東北 岩手 後川救急内水排水施設 岩手県花巻市里川口町1-30 100
東北 岩手 広瀬川救急内水排水施設 岩手県北上市川岸三丁目2-18 410
東北 岩手 平泉排水機場 岩手県西磐井郡平泉町平泉字一筋 190
東北 高瀬川 津花川排水機場 青森県上北郡東北町大字大浦字助十郎崎地内 220
東北 山形 渋川排水機場 山形県西村山郡河北町谷地字下野894 146
東北 山形 沼川排水機場 山形県寒河江市大字日田380 290
東北 山形 新田川排水機場 山形県西村山郡河北町谷地字置上2-2-1 177
東北 山形 石子沢川排水機場 山形県東村山郡中山町大字長崎地内 268
東北 山形 大旦川排水機場 山形県村山市大字河島元塩川852-1 241
東北 山形 荷口川排水機場 山形県東根市野田地内 106
東北 酒田 成田排水機場 山形県東田川郡三川町大字成田新田字小浜地内 204
東北 酒田 鈴川排水機場 山形県酒田市山寺字小出高谷地　地内 100
東北 秋田 大沢川排水機場 秋田県由利本荘市岩渕下 117
東北 仙台 押分排水機場 宮城県岩沼市押分御伊勢南原18－1 210
東北 福島 東根川排水機場 福島県伊達郡桑折町伊達崎地先 150
東北 北上川下流 鞍坪排水機場 宮城県東松島市西福田字長峰 560
東北 北上川下流 三本木排水機場 宮城県大崎市三本木蒜袋字北屋敷 477

国が管理している100m2以上の屋上を有する河川管理施設の一覧【排水機場】



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

東北 北上川下流 師山排水機場 宮城県大崎市古川字観音 482
東北 北上川下流 船越排水機場 宮城県大崎市鹿島台船越字阿久戸 215
東北 北上川下流 大江川排水機場 宮城県大崎市古川米袋字水押 196
東北 北上川下流 追波川排水機場 宮城県石巻市大森字町 290
東北 北上川下流 鈴根五郎排水機場 宮城県大崎市松山下伊場野字鈴根五郎 647
関東 下館 伊丹排水機場 茨城県つくばみらい市伊丹27 432
関東 下館 高木川排水機場 茨城県下妻市下田648 196
関東 下館 糸繰川排水機場 茨城県下妻市比毛173-4 866
関東 下館 西石田排水機場 茨城県筑西市西石田1440-2 169
関東 下館 川神馬排水機場 茨城県筑西市嘉家佐和1480-3 198
関東 下館 八間堀川排水機場 茨城県常総市水海道橋本町3526-1 1,176
関東 霞ヶ浦 前川排水施設 茨城県潮来市潮来 110
関東 江戸川 古ヶ崎排水機場 千葉県松戸市古ヶ崎地先 393
関東 江戸川 根本排水機場 千葉県市川市市川3丁目地先 317
関東 江戸川 三郷排水機場 埼玉県三郷市新和地先 3,188
関東 江戸川 庄和排水機場 埼玉県春日部市上金崎地先 1,067
関東 江戸川 伝右川排水機場 東京都足立区花畑8丁目地先 438
関東 江戸川 八潮排水機場 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根地先 835
関東 甲府 横川排水機場 山梨県南アルプス市東南湖 220
関東 甲府 穏池排水機場 山梨県甲府市西下条島崎 1,100
関東 甲府 下田原救急排水機場 山梨県南巨摩郡身延町下田原 110
関東 甲府 新田救急排水機場 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 130
関東 甲府 柏排水機場 山梨県甲府市上曽根町 370
関東 荒川下流 綾瀬排水機場 東京都葛飾区小菅1丁目 420
関東 荒川下流 新芝川排水機場 埼玉県川口市領家5丁目 977
関東 荒川上流 川島排水機場 埼玉県比企郡川島町大字曲師 480
関東 荒川上流 通殿川排水機場 埼玉県熊谷市津田 430
関東 荒川上流 南畑排水機場 埼玉県富士見市南畑 1,630
関東 渡良瀬川 姥川排水機場 栃木県足利市瑞穂野町 421
関東 渡良瀬川 菊沢川排水機場 栃木県佐野市船津川町 430
関東 渡良瀬川 三杉川排水機場 栃木県佐野市高山町 333
関東 利根川上流 休泊川排水機場 群馬県邑楽郡千代田町舞木地先 460
関東 利根川上流 新堀川排水機場 群馬県邑楽郡明和町須加 220
関東 利根川上流 谷田川第１排水機場 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬 210
関東 利根川上流 谷田川排水機場 群馬県邑楽郡板倉町飯野 770
関東 利根川上流 蓮花川排水機場 栃木県栃木市藤岡町藤岡 230
北陸 阿賀野川 胡桃山排水機場 新潟県新潟市北区胡桃山地先 1,054
北陸 阿賀野川 太田川排水機場 新潟県五泉市三本木地先 434
北陸 阿賀川 身神川排水機場 福島県喜多方市塩川町字東栄町1丁目1-1 366
北陸 信濃川下流 西川排水機場 新潟県新潟市西区小新地先 465
北陸 信濃川 柿川排水機場 新潟県長岡市西蔵王 624
北陸 信濃川 島崎川排水機場 新潟県燕市新長 108
北陸 信濃川 湯殿川救急排水機場 新潟県小千谷市元町 101
北陸 千曲川 御立野排水機場 長野県飯山市常盤 120
北陸 千曲川 更級川排水機場 長野県千曲市八幡2508 200
北陸 千曲川 篠井川排水機場 長野県中野市立ヶ花917-5 400
北陸 千曲川 八王子排水機場 長野県千曲市大字若宮3131 100
北陸 金沢 安産川排水機場 石川県白山市美川永代町 220
北陸 金沢 前川排水機場 石川県小松市小島町 1,298
中部 三重 河原田排水機場 三重県四日市市内堀町地先 150
中部 三重 勢田川排水機場 三重県伊勢市田尻町地先 700
中部 三重 桧尻川排水機場 三重県伊勢市船江地先 130
中部 沼津 境川排水機場 静岡県三島市長伏地先 110
中部 沼津 江川排水機場 静岡県沼津市我入道地先 180
中部 沼津 四日町排水機場 静岡県伊豆の国市四日町地先 130
中部 沼津 小坂排水機場 静岡県伊豆の国市小坂地先 110
中部 沼津 函南観音川排水機場 静岡県田方郡函南町間宮地先 290
中部 豊橋 小坂井排水機場 愛知県豊川市小坂井町大字平井字広見島地先 110
中部 木曽川下流 高須輪中排水機場 岐阜県海津市海津町万寿新田地先 1,290
中部 木曽川下流 城南排水機場 三重県桑名市太平町地先 578



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

中部 木曽川下流 大江排水機場 岐阜県海津市海津町金廻地先 400
中部 木曽川下流 沢北排水機場 三重県桑名市東汰上地先 450
中部 木曽川下流 長島排水機場 三重県桑名市長島町大島地先 450
中部 木曽川下流 津屋川排水機場 岐阜県海津市海津町福岡地先 220
中部 木曽川下流 南部排水機場 岐阜県海津市南濃町吉田地先 520
中部 木曽川上流 加茂川排水機場 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉地先 400
中部 木曽川上流 境川第二排水機場 岐阜県羽島市小熊町西小熊地先 760
中部 木曽川上流 境川排水機場 岐阜県羽島市小熊町外粟野地先 720
中部 木曽川上流 金草川排水機場 岐阜県養老郡養老町鳥江地先 500
中部 木曽川上流 荒田川論田川第二排水機場 岐阜県岐阜市高河原地先 300
中部 木曽川上流 根尾川排水機場 岐阜県岐阜市曽我屋地先 200
中部 木曽川上流 犀川第三排水機場 岐阜県瑞穂市下穂積地先 550
中部 木曽川上流 糸貫川天王川排水機場 岐阜県瑞穂市生津地先 690
中部 木曽川上流 新桑原川排水機場 岐阜県羽島市桑原町中小藪地先 225
中部 木曽川上流 新荒田川論田川排水機場 岐阜県岐阜市高河原地先 430
中部 木曽川上流 新犀川排水機場 岐阜県安八郡安八町森部地先 180
中部 木曽川上流 新水門川排水機場 岐阜県大垣市横曽根地先 180
中部 木曽川上流 新堀川排水機場 岐阜県岐阜市折立地先 330
中部 木曽川上流 正木川排水機場 岐阜県岐阜市正木地先 200
中部 木曽川上流 早田川排水機場 岐阜県岐阜市則武西地先 530
中部 木曽川上流 福束排水機場 岐阜県養老郡養老町大巻地先 500
中部 木曽川上流 両満川排水機場 岐阜県岐阜市江口地先 330
近畿 和歌山 有本揚排水機場 和歌山県和歌山市有本 260
近畿 淀川 久御山排水機場 京都府久世郡久御山町東一口地先 320
近畿 淀川 八幡排水機場 京都府八幡市八幡北浦地先 320
近畿 淀川 毛馬排水機場 大阪府大阪市都島区毛馬3丁目地先 850
近畿 木津川上流 小田排水機場 三重県伊賀市小田 330
近畿 姫路 馬路川排水機場 兵庫県たつの市揖保川町正條 222
近畿 豊岡 豊岡排水機場 兵庫県豊岡市立野地先 141
近畿 福知山 荒河排水機場 京都府福知山市荒河 325
近畿 福知山 法川排水機場 京都府福知山市堀2459 455
近畿 福知山 弘法川排水機場 京都府福知山市荒河 117
近畿 福井 磯部川排水機場 福井県坂井市春江町安沢 305
近畿 福井 底喰川排水機場 福井県福井市三ツ屋町 386
近畿 福井 片川排水機場 福井県坂井市三国町山岸 226
中国 岡山 乙子排水機場① 岡山県岡山市東区乙子 366
中国 岡山 乙子排水機場② 岡山県岡山市東区乙子 450
中国 岡山 永江川排水ポンプ場 岡山県岡山市東区乙子 148
中国 岡山 干田川排水機場① 岡山県瀬戸内市邑久町福中 200
中国 岡山 干田川排水機場② 岡山県瀬戸内市邑久町福中 170
中国 岡山 軽部排水機場 岡山県総社市清音軽部 140
中国 岡山 庄内川排水機場 岡山県岡山市東区中川 370
中国 岡山 川口排水機場 岡山県岡山市東区西大寺川口 280
中国 岡山 大原排水機場 岡山県岡山市北区玉柏 170
中国 岡山 二万谷川排水機場 岡山県倉敷市真備町川辺 200
中国 岡山 平井排水機場① 岡山県岡山市中区平井 2,200
中国 岡山 平井排水機場② 岡山県岡山市中区平井 1,560
中国 三次 願万地排水機場 広島県三次市願万地 225
中国 三次 十日市排水機場 広島県三次市十日市西 630
中国 三次 北溝川排水機場 広島県三次市十日市西 240
中国 三次 瀬谷救急内水排水機場 広島県三次市瀬谷 100
中国 出雲 松江堀川浄化ポンプ場 島根県松江市末次町 100
中国 出雲 新内藤川排水機場 島根県出雲市西園町 168
中国 倉吉 和田救急内水排水機場 鳥取県倉吉市和田東町 184
中国 太田川 戸坂ポンプ場 広島県広島市東区戸坂千足 200
中国 太田川 矢口川救急内水排水機場 広島県広島市安佐北区口田 150
中国 浜田 井谷救急内水排水機場 島根県益田市神田町 152
中国 浜田 川本排水機場 島根県邑智郡川本町川本 206
中国 浜田 本町救急内水排水機場 島根県江津市江津町本町 186
中国 福山 安那排水機場 広島県福山市神辺町川北 308



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

中国 福山 郷分排水機場 広島県福山市郷分町 194
中国 福山 川南排水機場 広島県福山市神辺町川南 292
四国 中村 古津賀排水機場 高知県四万十市古津賀 275
四国 中村 川家川排水機場 高知県四万十市安並 210
四国 中村 藤排水機場 高知県四万十市藤 120
四国 中村 八宗田排水機場 高知県四万十市佐岡 279
四国 中村 有岡排水機場 高知県四万十市上ノ土居字東サワナカ1143 284
四国 那賀川 熊谷川排水機場 徳島県阿南市上大野町尻谷 322
四国 那賀川 川原排水機場 徳島県阿南市宝田町川原 120
四国 那賀川 大津田排水機場 徳島県阿南市長生町 103
四国 那賀川 楠根救急排水機場 徳島県阿南市楠根町金石 150
九州 遠賀川 学頭排水機場 福岡県飯塚市下三緒地先 560
九州 遠賀川 曲川排水機場 福岡県水巻町二西3丁目10-1地先 1,006
九州 遠賀川 菰田排水機場 福岡県飯塚市菰田地先 581
九州 遠賀川 笹尾川排水機場 福岡県北九州市八幡西区楠橋地先 603
九州 遠賀川 山鹿排水機場 福岡県芦屋町大字山鹿地先 425
九州 遠賀川 若菜排水機場 福岡県飯塚市秋松西地先 254
九州 遠賀川 庄司川排水機場 福岡県飯塚市川津地先 514
九州 遠賀川 松ヶ瀬排水機場 福岡県直方市大字下新入地先 146
九州 遠賀川 上新入第二排水機場 福岡県直方市大字下新入地先 138
九州 遠賀川 石丸排水機場 福岡県直方市大字下新入地先 117
九州 遠賀川 川端排水機場 福岡県直方市大字下境地先 356
九州 遠賀川 前川排水機場 福岡県遠賀町大字若松地先 348
九州 遠賀川 殿浦排水機場 福岡県飯塚市川島地先 331
九州 遠賀川 藤野川排水機場 福岡県直方市大字頓野地先 571
九州 遠賀川 北小川排水機場 福岡県直方市日吉町地先 204
九州 遠賀川 明星寺川排水機場 福岡県飯塚市穂波町地先 431
九州 遠賀川 鯰田排水機場 福岡県飯塚市鯰田地先 614
九州 遠賀川 秋松西排水機場 福岡県飯塚市秋松739-1 110
九州 山国川 下宮永排水機場 大分県中津市大字下宮永 210
九州 佐伯 提内排水ポンプ場 大分県佐伯市弥生大字門田 110
九州 佐伯 脇排水ポンプ場 大分県佐伯市大字鶴望 200
九州 延岡 川島排水機場 宮崎県延岡市川島町 177
九州 延岡 中の瀬排水機場 宮崎県延岡市川原崎町 103
九州 宮崎 瓜生野川排水機場 宮崎県宮崎市大字瓜生野 158
九州 宮崎 天神川排水機場 宮崎県宮崎市大字富吉 139
九州 川内川 丸池川排水機場 鹿児島県姶良郡湧水町木場 280
九州 川内川 銀杏木排水機場 鹿児島県薩摩川内市宮内町 176
九州 川内川 向田排水機場 鹿児島県薩摩川内市白和町 237
九州 川内川 三堂川排水機場 鹿児島県薩摩川内市天辰町 201
九州 川内川 長崎排水機場 鹿児島県薩摩川内市高江町 111
九州 川内川 斧渕排水機場 鹿児島県薩摩川内市東郷町 105
九州 八代 九日町排水機場 熊本県人吉市九日町 150
九州 八代 今村排水施設 熊本県球磨郡球磨村今村地区 120
九州 熊本 嘉島･下仲間排水機場 熊本県上益城郡嘉島町犬淵 145
九州 熊本 嘉島・古川排水機場 熊本県上益城郡嘉島町鯰 145
九州 熊本 嘉島･上仲間排水機場 熊本県上益城郡嘉島町上仲間 131
九州 熊本 嘉島・鯰排水機場 熊本県上益城郡嘉島町鯰 145
九州 熊本 内田川排水機場 熊本県熊本市南区海路口町 374
九州 菊池川 江栗排水機場 熊本県玉名郡和水町江栗 117
九州 菊池川 志々岐排水機場 熊本県山鹿市大字志々岐 173
九州 筑後川 蒲田津排水機場 佐賀県佐賀市蓮池町大字小松 1,430
九州 筑後川 寒水川排水機場 佐賀県みやき町三根町坂口 300
九州 筑後川 古賀坂排水機場 福岡県久留米市安武町武島 900
九州 筑後川 古川排水機場 佐賀県みやき町北茂安町大字江口 290
九州 筑後川 江見下排水機場 佐賀県神埼市千代田町大字迎島 220
九州 筑後川 江見上排水機場 福岡県久留米市城島町大字下田 380
九州 筑後川 江見排水機場 佐賀県みやき町三根町大字東津 280
九州 筑後川 江口排水機場 佐賀県みやき町三根町西島 250
九州 筑後川 江川排水機場 福岡県久留米市山川神代 200



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

九州 筑後川 轟木排水機場 佐賀県鳥栖市真木町今川 340
九州 筑後川 山ノ井下排水機場 福岡県久留米市城島町大字番所 270
九州 筑後川 山ノ井上排水機場 福岡県久留米市城島町大字番所 270
九州 筑後川 思案橋排水機場 福岡県久留米市宮ノ陣宮瀬 510
九州 筑後川 枝光排水機場 福岡県久留米市合川町枝光 320
九州 筑後川 小森野排水機場 福岡県久留米市小森野町 130
九州 筑後川 陣屋川排水機場 福岡県久留米市北野町中島 300
九州 筑後川 前川排水機場 佐賀県鳥栖市真木町 270
九州 筑後川 大刀洗排水機場 福岡県久留米市北野町上弓削 410
九州 筑後川 八幡排水機場 福岡県久留米市田主丸町大字八幡 310
九州 筑後川 浮島排水機場 佐賀県神埼市千代田町大字中津 370
九州 筑後川 文広排水機場 佐賀県みやま市瀬高町大字下庄字潮井神 240
九州 筑後川 蓮原排水機場 佐賀県鳥栖市水屋町力丸 110
九州 遠賀川 曲手排水機場 福岡県遠賀郡遠賀町大字老良 332

※ 面積は概数として算出しているため、屋上にある排気、換気、通信などの諸設備により、太陽光発電設備を設置できる面積とは異なる場合があ
る。
※ 算出にあたり、屋根構造の場合、北面を除いた面積を記載している。
※ 100m2以上の屋上面積を有する施設の一覧となっており、今後、施設の改築を検討しているなど、太陽光発電設備が設置できない施設も含まれ
る。



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

関東 江戸川 越谷浄化施設 埼玉県越谷市蒲生愛宕地先 107
関東 江戸川 古ヶ崎浄化施設 千葉県松戸市古ヶ崎地先 230
関東 荒川上流 浄化機場・浄化施設 埼玉県戸田市道満 310
中国 福山 芦田川貯水池管理施設 広島県福山市御幸町 120
九州 遠賀川 居立川浄化施設取水堰 福岡県直方市大字知古地先 128
九州 遠賀川 熊添川浄化施設取水堰 福岡県飯塚市大字菰田地先 170
九州 遠賀川 尺岳川浄化施設 福岡県直方市大字感田地先 197

国が管理している100m2以上の屋上を有する河川管理施設の一覧【浄化施設】

※ 面積は概数として算出しているため、屋上にある排気、換気、通信などの諸設備により、太陽光発電設備を設置できる面積とは異なる場合があ
る。
※ 算出にあたり、屋根構造の場合、北面を除いた面積を記載している。
※ 100m2以上の屋上面積を有する施設の一覧となっており、今後、施設の改築を検討しているなど、太陽光発電設備が設置できない施設も含まれ
る。



地整名 事務所名 施設名 住所 屋上面積（ｍ２）

北海道 札幌 赤平水防拠点 北海道赤平市豊里 215
北海道 札幌 富良野水防拠点 北海道富良野市学田三区 229
北海道 札幌 滝川地区地域防災施設（川の科学館） 北海道滝川市西滝川1 630
東北 青森 馬淵川河川防災ステーション 青森県八戸市尻内町上川原54-1 140
東北 岩手 川崎防災ステーション 岩手県一関市川崎町薄衣字如来地100-1 840
東北 岩手 一関防災センター（北上川学習交流館） 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81 864
東北 岩手  水沢排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車格納庫(水沢水辺ﾌﾟﾗｻﾞ) 岩手県奥州市水沢区姉体町八幡61-4 130
東北 岩手 石鳥谷排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車格納庫(石鳥谷水辺ﾌﾟﾗｻﾞ) 岩手県花巻市石鳥谷町好地第16-44 130
東北 北上川下流 涌谷防災ステーション 宮城県遠田郡涌谷町涌谷千間江 297
東北 北上川下流 三本木防災ステーション 宮城県大崎市三本木廻山 569
東北 秋田 子吉川防災ステーション 秋田県由利本荘市荒町字向中島58-14 1,099
東北 能代 二ツ井防災ステーション 秋田県能代市二ツ井町小繋字泉 200
東北 山形 中山町　河川防災ステーション 山形県東村山郡中山町あおば26 238
関東 下館 真岡地区河川防災ステーション 栃木県真岡市若旅1188 252
北陸 阿賀川 阿賀川防災ステーション災害対策車車庫 福島県河沼郡湯川村勝常 122
北陸 信濃川 大河津資料館（大河津防災センター） 新潟県燕市五千石 145
北陸 信濃川 妙見記念館 新潟県長岡市妙見町29 504
中部 天上 天竜川総合学習館 長野県飯田市川路7674 150
近畿 大和川 亀の瀬地すべり資料室 大阪府柏原市峠地先 188
近畿 淀川 淀川資料館 大阪府枚方市新町2-2-13 225
近畿 琵琶湖 水のめぐみ館　アクア琵琶 滋賀県大津市黒津四丁目2番2号 724
近畿 琵琶湖 水のめぐみ館　ウォーターステーション琵琶 滋賀県大津市黒津四丁目2番2号 180
近畿 豊岡 円山川西芝防災ステーション 兵庫県豊岡市日高町西芝地先 206
近畿 豊岡 出石川防災センター 兵庫県豊岡市出石町袴狭380-1地先 314
近畿 福知山 由良川防災ステーション 京都府福知山市戸田272-1 466
近畿 福井 九頭竜川流域防災センター 福井県吉田郡永平寺町法寺岡5-24 592
四国 徳島 中鳥防災ステーション 徳島県美馬市美馬町中鳥 196
四国 那賀川 桑野川河川防災ステーション 徳島県阿南市富岡町庄境 255
四国 大洲 防災ステーション 愛媛県大洲市若宮 214
九州 遠賀川 遠賀川水辺館 福岡県直方市溝堀1-1-1 823
九州 大分 大分出張所　排水ポンプ車庫 大分県大分市岩田町地先 190
九州 大分 排水ポンプ車庫　（戸次） 大分県大分市大字下判田字明ケ迫地先 160
九州 川内川 栗野防災ステーション 鹿児島県姶良郡湧水町木場40 420
九州 八代 錦町ポンプ車格納庫 熊本県球磨郡錦町一武地先 100
九州 菊池川 ゆめほたる 熊本県山鹿市鹿本町中川1130-5 278
九州 武雄 嘉瀬川防災ステーション 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字萩野地先 250

国が管理している100m2以上の屋上を有する河川管理施設の一覧【防災ステーション、広報施設 等】

※ 面積は概数として算出しているため、屋上にある排気、換気、通信などの諸設備により、太陽光発電設備を設置できる面積とは異なる場合があ
る。
※ 算出にあたり、屋根構造の場合、北面を除いた面積を記載している。
※ 100m2以上の屋上面積を有する施設の一覧となっており、今後、施設の改築を検討しているなど、太陽光発電設備が設置できない施設も含まれ
る。


