
（別添１）

リミッター設置関係（手作業による修正含む。）

番号 水利権名 水利権者名 都道府県名 整備局等名 水系名 データの種類 時期

１ 一の渡発電所 東北電力㈱ 青森県 東北 岩木川 取水量等 H7～

２ 浅瀬石川発電所 東北電力㈱ 青森県 東北 岩木川 使用水量 H7～

３ 小中島発電所 東北電力㈱ 青森県 東北 馬渕川 使用水量 H5～

４ 葛根田第一発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 S56～

５ 葛根田第二発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 S56～

６ 米内発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 S55～

７ 大渕発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 馬渕川 使用水量 S59～

８ 福岡発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 馬渕川 使用水量 S59～

９ 舌崎発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 馬渕川 使用水量 S59～

１０ 磐井川発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 S56～

１１ 猿ヶ石発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 S50～

１２ 水神発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 S50～

１３ 附馬牛発電所 東北電力㈱ 岩手県 東北 北上川 使用水量 H5～

１４ 下台発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 米代川 使用水量 H3～

１５ 湯瀬発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 米代川 使用水量 H3～

１６ 小又川発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 米代川 使用水量 H7～

１７ 袖川発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 子吉川 取水量等 H5～

１８ 鳥海川第一発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 子吉川 使用水量 S56～

１９ 鳥海川第二発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 子吉川 使用水量 S56～

２０ 鳥海川第三発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 子吉川 使用水量 S56～

２１ 板平発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 子吉川 取水量等 S56～

２２ 郷内発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 子吉川 使用水量 S56～

２３ 滝の原発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 雄物川 使用水量 S57～

２４ 樺山発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 雄物川 使用水量 S57～

２５ 先達発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 雄物川 使用水量 H5～

２６ 生保内発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 雄物川 取水量等 S53～

２７ 夏瀬発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 雄物川 取水量等 S62～

２８ 神代発電所 東北電力㈱ 秋田県 東北 雄物川 使用水量 S54～
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２９ 大倉発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 H5～

３０ 大堀発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 H5～

３１ 三居沢発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 H5～

３２ 碁石川発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 S62～

３３ 茂庭発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 S63～

３４ 人来田発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 S62～

３５ 釜房発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 名取川 使用水量 S62～

３６ 遠刈田発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H1～

３７ 曲竹発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H1～

３８ 横川発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H1～

３９ 関発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H1～

４０ 刈田発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H1～

４１ 白石発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H1～

４２ 蔵本発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 阿武隈川 使用水量 H9～

４３ 鳴子発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 北上川 使用水量 H8～

４４ 池月発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 北上川 使用水量 H3～

４５ 漆沢発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 鳴瀬川 使用水量 H3～

４６ 門沢発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 鳴瀬川 使用水量 H3～

４７ 栗駒発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 北上川 使用水量 H6～

４８ 山内発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 北上川 使用水量 H5～

４９ 花山発電所 東北電力㈱ 宮城県 東北 北上川 使用水量 H3～

５０ 柳渕発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 H5～

５１ 瀬見発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 H5～

５２ 本道寺発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 H2～

５３ 水ヶ瀞発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 H2～

５４ 沼山発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S56～

５５ 吉川発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S52～

５６ 白岩発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S52～
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５７ 上郷発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S54～

５８ 旭発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S54～

５９ 舘山発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S51～

６０ 月の沢発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S50～

６１ 立谷沢川第一発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 使用水量 S50～

６２ 立谷沢川第二発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 最上川 取水量等 S50～

６３ 月山発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 H13～

６４ 梵字川発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 S53～

６５ 名川発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 S53～

６６ 八久和発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 S55～

６７ 大針発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 S55～

６８ 新落合発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 S53～

６９ 落合発電所 東北電力㈱ 山形県 東北 赤川 使用水量 S52～

７０ 滝野発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S56～

７１ 穴原発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S52～

７２ 蓬莱発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S52～

７３ 信夫発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S53～

７４ 土湯発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 H10～

７５ 荒川発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 H10～

７６ 仏台発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S52～

７７ 沢上発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S52～

７８ 小瀬川発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S52～

７９ 大笹生発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 H3～

８０ 移川発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 H8～

８１ 青石発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S61～

８２ 前田川発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 S55～

８３ 真船発電所 東北電力㈱ 福島県 東北 阿武隈川 使用水量 H7～

８４ 雨谷発電所 東北電力㈱ 福島県 関東 久慈川 使用水量 Ｓ６０～Ｈ１８
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８５ 川上発電所 東北電力㈱ 福島県 関東 久慈川 使用水量 Ｓ６０～Ｈ１８

８６ 伊南川発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S50 ～ H18

８７ 本名発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S61 ～ H18

８８ 上田発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S50 ～ H18

８９ 第二沼沢発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量等 S57 ～ H18

９０ 宮下発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S53 ～ H18

９１ 柳津発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S61 ～ H18

９２ 片門発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S50 ～ H18

９３ 新郷発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S56 ～ H18

９４ 第二新郷発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S59 ～ H18

９５ 山郷発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S58 ～ H18

９６ 第二山郷発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 H4 ～ H18

９７ 上野尻発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S53 ～ H18

９８ 第二上野尻発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 H14 ～ H18

９９ 豊実発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S52 ～ H18

１００ 第二豊実発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S52 ～ H18

１０１ 鹿瀬発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S54 ～ H18

１０２ 第二鹿瀬発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S54 ～ H18

１０３ 揚川発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S55 ～ H18

１０４ 奥川第一発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S52 ～ H18

１０５ 奥川第二発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S52 ～ H18

１０６ 東山発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 H2 ～ H18

１０７ 鶴沼川発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S59 ～ H18

１０８ 宮川発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S53 ～ H18

１０９ 滝谷川発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S53 ～ H18

１１０ 檜枝岐発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S59 ～ H18

１１１ 内川発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S55 ～ H18

１１２ 大川発電所 東北電力（株） 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S61 ～ H18



（別添１）

リミッター設置関係（手作業による修正含む。）

番号 水利権名 水利権者名 都道府県名 整備局等名 水系名 データの種類 時期

１１３ 早出発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S58 ～ H18

１１４ 杉川発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 S58 ～ H18

１１５ 赤倉発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量 H5 ～ H18

１１６ 実川発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 阿賀野川 使用水量等 H4 ～ H18

１１７ 鷹の巣発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 荒川 使用水量 H13 ～ H18

１１８ 上条発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 H10 ～ H18

１１９ 須原発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２０ 藪神発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２１ 湯之谷発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２２ 宮野原発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H11

１２３ 灰雨発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 H10 ～ H18

１２４ 五十沢第一発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２５ 五十沢第二発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 H5 ～ H18

１２６ 五十沢発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２７ 永松発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２８ 登川発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S58 ～ H18

１２９ 西野発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３０ 高沢発電所 東北電力（株） 長野県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３１ 杉野沢発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３２ 池尻川発電所 東北電力（株） 長野県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３３ 関川発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３４ 田口発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３５ 蔵々発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３６ 大谷第一発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H6 ～ H18

１３７ 大谷第二発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３８ 関山発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１３９ 鳥坂発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18
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１４０ 板倉発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 関川 使用水量 H2 ～ H18

１４１ 大所川第一発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 姫川 使用水量 H6 ～ H18

１４２ 大所川第二発電所 東北電力（株） 新潟県 北陸 姫川 使用水量 H2 ～ H18

１４３ 鳥並発電所 中部電力㈱ 静岡県 関東 富士川 取水量 不明～H１９

１４４ 西山発電所 中部電力㈱ 静岡県 関東 富士川 取水量 不明～H１９

１４５ 長貫発電所 中部電力㈱ 静岡県 関東 富士川 使用水量 不明～H１９

１４６ 芝富発電所 中部電力㈱ 静岡県 関東 富士川 取水量 不明～H１９

１４７ 大川発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 安倍川 取水量 不明

１４８ 清沢発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 安倍川 取水量 不明

１４９ 赤石発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５０ 畑薙第一発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５１ 畑薙第二発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５２ 井川発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５３ 奥泉発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５４ 湯山発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５５ 大間発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５６ 大井川発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５７ 二軒小屋発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５８ 川口発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１５９ 赤石沢発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１６０ 東河内水力発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１６１ 久野脇発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 大井川 取水量 不明

１６２ 豊岡発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 不明

１６３ 気田発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 不明

１６４ 西渡発電所 中部電力㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 不明

１６５ 阿知川発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１６６ 戸台発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１６７ 大久保発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明
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１６８ 泰阜発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１６９ 中御所発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７０ 平岡発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７１ 新太田切発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７２ 南向発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７３ 生田発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７４ 松川水力発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７５ 松川第三発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７６ 松川第四発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７７ 小黒発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７８ 昼神発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１７９ 駒場発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８０ 三穂発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８１ 米川発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８２ 和合発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８３ 豊発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８４ 和知野発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８５ 北又渡水力発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８６ 易老沢水力発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８７ 飯島発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８８ 蝶ヶ沢発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１８９ 落合発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１９０ 砥川発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１９１ 米沢発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１９２ 福沢発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 不明

１９３ 布里発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 豊川 取水量 不明

１９４ 長篠発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 豊川 取水量 不明
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１９５ 横川発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 豊川 取水量 不明

１９６ 百月発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

１９７ 上村発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 矢作川 取水量 不明

１９８ 飯田洞発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 矢作川 取水量 不明

１９９ 下村発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 矢作川 取水量 不明

２００ 押山発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０１ 黒田発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０２ 島発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 矢作川 取水量 不明

２０３ 真弓発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０４ 明知川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 矢作川 取水量 不明

２０５ 笹戸発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０６ 阿摺発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０７ 越戸発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０８ 奥矢作第一発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２０９ 奥矢作第二発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１０ 矢作第一発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 矢作川 取水量 不明

２１１ 矢作第二発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１２ 川下発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１３ 盛岡発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１４ 東大見発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１５ 賀茂発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１６ 足助発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１７ 白瀬発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１８ 巴川発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２１９ 岩津発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明

２２０ 平谷発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 矢作川 取水量 不明

２２１ 時瀬発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 矢作川 取水量 不明
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２２２ 小里川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 庄内川 取水量 不明

２２３ 玉野発電所 中部電力㈱ 愛知県 中部 庄内川 取水量 不明

２２４ 竹原川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２２５ 奥美濃発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２２６ 奥美濃所内発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２２７ 久瀬発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２２８ 西平発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２２９ 下原発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３０ 大船渡発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３１ 七宗発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３２ 佐見川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３３ 名倉発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３４ 川辺発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３５ 高根第一発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３６ 高根第二発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３７ 根尾発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３８ 朝日発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２３９ 金原発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４０ 河合発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４１ 小宮神発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４２ 春日発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４３ 小坂発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４４ 新七宗発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４５ 上麻生発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４６ 新上麻生発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４７ 奥戸発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４８ 吉田川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２４９ 長良川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明
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２５０ 井の面発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５１ 白谷発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５２ 洞戸発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５３ 中呂発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５４ 馬瀬川第一発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５５ 馬瀬川第二発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５６ 新開発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 木曾川 取水量 不明

２５７ 横山発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５８ 久々野発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２５９ 東上田発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２６０ 瀬戸第一発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２６１ 瀬戸第二発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２６２ 小坂川発電所 中部電力㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 不明

２６３ 日義発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 木曾川 取水量 不明

２６４ 城山発電所 中部電力㈱ 長野県 中部 木曾川 取水量 不明

２６５ 竹原発電所 中部電力㈱ 三重県 中部 雲出川 取水量 不明

２６６ 宮前発電所 中部電力㈱ 三重県 中部 櫛田川 取水量 不明

２６７ 波多瀬発電所 中部電力㈱ 三重県 中部 櫛田川 取水量 不明

２６８ 下出江発電所 中部電力㈱ 三重県 中部 櫛田川 取水量 不明

２６９ 黒東第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 H5 ～ H18

２７０ 黒東第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 H5 ～ H18

２７１ 黒東第三発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 H5 ～ H18

２７２ 黒西第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 H4 ～ H18

２７３ 黒西第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 H4 ～ H18

２７４ 黒西第三発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 H4 ～ H18

２７５ 朝日小川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 黒部川 取水量等 S61 ～ H18

２７６ 小見発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２７７ 真川発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18
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２７８ 折立発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２７９ 折立(増設)発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S61 ～ H18

２８０ 称名川発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S46 ～ H18

２８１ 亀谷発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２８２ 松ノ木発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２８３ 中地山発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２８４ 小口川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 H4 ～ H18

２８５ 小口川第三発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S43 ～ H18

２８６ 小俣ダム発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２８７ 新中地山発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２８８ 小口川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 H6 ～ H18

２８９ 和田川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S43 ～ H18

２９０ 和田川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S43 ～ H18

２９１ 常願寺川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２９２ 常願寺川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２９３ 常願寺川第三発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２９４ 常願寺川第四発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２９５ 雄山第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S60 ～ H18

２９６ 雄山第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S60 ～ H18

２９７ 上滝発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２９８ 小俣発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S42 ～ H18

２９９ 熊野川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 常願寺川 取水量等 S51 ～ H18

３００ 下井沢発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S50 ～ H18

３０１ 四津屋発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S51 ～ H18

３０２ 五平定発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S58 ～ H18

３０３ 成子発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S50 ～ H18

３０４ 成子第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S50 ～ H18

３０５ 薄島発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S49 ～ H18
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３０６ 久婦須川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S51 ～ H18

３０７ 久婦須川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S48 ～ H18

３０８ 神通川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S46 ～ H18

３０９ 神通川第三発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 H11 ～ H18

３１０
神通川第三(左岸)発

電所
北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 H10 ～ H18

３１１ 神通川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S61 ～ H18

３１２ 庵谷発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S51 ～ H18

３１３ 猪谷発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S49 ～ H18

３１４ 中山発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 H2 ～ H18

３１５ 長棟川第一発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 S63 ～ H18

３１６ 長棟川第二発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 H11 ～ H18

３１７ 奥山発電所 北陸電力（株） 富山県 北陸 神通川 取水量等 H11 ～ H18

３１８ 牧発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 S48 ～ H18

３１９ 東町発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 S48 ～ H18

３２０ 船津発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 S51 ～ H18

３２１ 栃尾発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 H6 ～ H18

３２２ 中崎発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 H6 ～ H18

３２３ 池の尾発電所 北陸電力（株） 岐阜県 北陸 神通川 取水量等 H12 ～ H18

３２４ 明島発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S56 ～ H18

３２５ 鶴来発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３２６ 白山発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３２７ 福岡第一発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３２８ 吉野第一発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３２９ 吉野第二発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３３０ 神子清水発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３３１ 手取川第二発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３３２ 手取川第三発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３３３ 市原発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18
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３３４ 吉野谷発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３３５ 桑島発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３３６ 白峰発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S56 ～ H18

３３７ 市ノ瀬発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S56 ～ H18

３３８ 尾添発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S59 ～ H18

３３９ 尾口発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３４０ 中宮発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S56 ～ H18

３４１ 三ツ又第一発電所 北陸電力（株） 石川県 北陸 手取川 取水量等 S54 ～ H18

３４２ 小
こ

和
わ

清水
し ょ う ず

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４９－Ｈ１８

３４３ 足羽
あ す わ

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４７－Ｈ１８

３４４ 白
し ら

粟
あ わ

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４８－Ｈ１８

３４５ 持
も ち

越
こ し

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４７－Ｈ１８

３４６ 西勝原
に し か ど は ら

第ー発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４８－Ｈ１８

３４７ 西勝原
に し か ど は ら

第二発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４６－Ｈ１８

３４８ 西勝原
に し か ど は ら

第三発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４７－Ｈ１８

３４９ 上打波
か み う ち な み

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４６－Ｈ１８

３５０ 下打波
し も う ち な み

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４９－Ｈ１８

３５１ 東勝原
ひがしかどはら

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４６－Ｈ１８

３５２ 五条方
ご じ ょ う ほ う

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 使用水量 Ｓ４６－Ｈ１８

３５３ 富田
と み た

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４８－Ｈ１８

３５４ 壁
か べ

倉
く ら

発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 使用水量 Ｓ４６－Ｈ１８

３５５ 平泉寺
へ い せ ん じ

第一発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４９－Ｈ１８

３５６ 平泉寺
へ い せ ん じ

第二発電所 北陸電力㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｓ４９－Ｈ１８

３５７ 来見野発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３５８ 八東発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３５９ 竹市発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６０ 芦津発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６１ 新大呂発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17
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３６２ 大内発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６３ 用瀬発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６４ 安蔵川発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６５ 荒舟発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６６ 下畑発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６７ 下西谷発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６８ 牧発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 千代川 取水量 H8～H17

３６９ 黒坂発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 日野川 取水量 H8～H17

３７０ 新川平発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 日野川 取水量 H8～H17

３７１ 川平発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 日野川 取水量 H8～H17

３７２ 川平第二発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 日野川 取水量 H17

３７３ 旭発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 日野川 取水量 H8～H17

３７４ 俣野川ダム発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国 日野川 取水量 H8～H17

３７５ 俣野川発電所 中国電力㈱ 鳥取県 中国
日野川
旭川

取水量 H8～H17

３７６ 北原発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３７７ 川手発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３７８ 湯村発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３７９ 日登発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３８０ 三刀屋川発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３８１ 窪田発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３８２ 乙立発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３８３ 潮発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

３８４ 粕淵第二発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 江の川 取水量 H8～H17

３８５ 粕淵第一発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 江の川 取水量 H8～H17

３８６ 明塚発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 江の川 取水量 H8～H17

３８７ 出羽川発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 江の川 取水量 H8～H17

３８８ 日原発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 高津川 取水量 H8～H17

３８９ 匹見発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 高津川 取水量 H8～H17
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３９０ 澄川発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 高津川 取水量 H8～H17

３９１ 豊川発電所 中国電力㈱ 島根県 中国 高津川 取水量 H8～H17

３９２ 小阪部発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 高梁川 取水量 H10～H17

３９３ 小阪部調整池発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 高梁川 取水量 H10～H17

３９４ 新成羽川発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 高梁川 取水量 H8～H17

３９５ 田原発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 高梁川 取水量 H8～H17

３９６ 黒鳥発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 高梁川 取水量 H8～H17

３９７ 平作原発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

３９８ 上斉原発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

３９９ 奥津水槽発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

４００ 奥津発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

４０１ 奥津第二発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 吉井川 取水量 H１４～H１７

４０２ 入発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

４０３ 富発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H8～H17

４０４ 湯原第一発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H8～H17

４０５ 勝山第一発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H8～H17

４０６ 勝山第二発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H8～H17

４０７ 作西発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H8～H17

４０８ 湯原第二発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H８～H17

４０９ 湯原堰堤発電所 中国電力㈱ 岡山県 中国 旭川 取水量 H８～H17

４１０ 新帝釈川発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 高梁川 取水量 H17

４１１ 帝釈川発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 高梁川 取水量 H8～H17

４１２ 川西発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 高梁川 取水量 H8～H17

４１３ 府中発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 芦田川 取水量 H8～H17

４１４ 落合発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H8～H17

４１５ 神野瀬発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H10～H17

４１６ 君田発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H8～H17

４１７ 森原発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H8～H17
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４１８ 新熊見発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H8～H17

４１９ 布野発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H8～H17

４２０ 可部発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 江の川 取水量 H8～H17

４２１ 南原発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４２２ 太田川発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H10～H17

４２３ 間野平発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４２４ 吉ヶ瀬発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４２５ 安野発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４２６ 下山発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４２７ 滝本発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H10～H17

４２８ 加計発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４２９ 滝山川発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４３０ 柴木川第一発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H10～H17

４３１ 土居発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４３２ 柴木川第二発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H10～H17

４３３ 打梨発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H8～H17

４３４ 温井発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 太田川 取水量 H13～H17

４３５ 栗栖川発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 小瀬川 取水量 H9～H17

４３６ 玖波発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 小瀬川 取水量 H10～H17

４３７ 弥栄発電所 中国電力㈱ 広島県 中国 小瀬川 取水量 H8～H17

４３８ 橋詰発電所 九州電力㈱ 福岡県 九州 筑後川 取水量 H14.3～H17.1

４３９ 栗木野発電所 九州電力㈱ 福岡県 九州 筑後川 取水量 H14.3～H17.1

４４０ 小塩発電所 九州電力㈱ 福岡県 九州 筑後川 取水量 H14.3～H17.1

４４１ 広滝第一発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 筑後川 取水量 H4.3～H17.7

４４２ 広滝第二発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 筑後川 取水量 H4.3～H17.7

４４３ 町田第一発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４４４ 町田第二発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４４５ 右田発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H18.12
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４４６ 玖珠発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４４７ 湯山発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 H12.3～H17.3

４４８ 杖立発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.8

４４９ 下筌発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４５０ 松原発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４５１ 石井発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４５２ 柳又発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４５３ 夜明発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 筑後川 取水量 S63.7～H17.3

４５４ 洗玉発電所 九州電力㈱ 福岡県 九州 矢部川 取水量 H14.3～H17.1

４５５ 厳木第二発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 松浦川 取水量 H4.3～H17.7

４５６ 厳木発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 松浦川 取水量 H4.3～H17.7

４５７ 川上川第四発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 嘉瀬川 取水量 H4.3～H17.7

４５８ 川上川第一発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 嘉瀬川 取水量 H4.3～H17.7

４５９ 川上川第五発電所 九州電力㈱ 佐賀県 九州 嘉瀬川 取水量 H4.3～H17.7

４６０ 菊池川第五発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H17.2

４６１ 菊池川第一発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H18.9

４６２ 菊池川第二発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H17.2

４６３ 菊池川第三発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H17.2

４６４ 菊池川第四発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H17.2

４６５ 竜門発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H17.2

４６６ 内田川発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 菊池川 取水量 H5.7～H17.2

４６７ 黒川第一発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 白川 取水量 H5.7～H17.2

４６８ 黒川第二発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 白川 取水量 H5.7～H18.2

４６９ 黒川第三発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 白川 取水量 H5.7～H18.8

４７０ 甲佐発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 緑川 取水量 H5.7～H18.5

４７１ 五家荘発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７２ 五木川発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７３ 梶原発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７４ 川辺川第一発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７５ 古屋敷発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2
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４７６ 白水滝発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７７ 大野発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７８ 大塚発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 球磨川 取水量 H9.2～H17.2

４７９ 鮎川発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H6.7～H17.3

４８０ 畑発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H6.7～H17.3

４８１ 幸野発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H6.7～H17.3

４８２ 下川発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H6.7～H17.3

４８３ 野畑発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H9.3～H17.3

４８４ 大竜発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H6.7～H17.3

４８５ 篠原発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大分川 取水量 H6.7～H17.3

４８６ 笹川発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大野川 取水量 H6.7～H17.3

４８７ 竹田発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大野川 取水量 H6.7～H17.3

４８８ 軸丸発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大野川 取水量 H6.7～H17.3

４８９ 沈堕発電所 九州電力㈱ 大分県 九州 大野川 取水量 H6.7～H17.3

４９０ 下滝下発電所 九州電力㈱ 熊本県 九州 五ヶ瀬川 取水量 H2.7～H17.3

４９１ 回淵発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 取水量 H2.7～H18.9

４９２ 三ヶ所発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 取水量 H2.7～H18.9

４９３ 桑野内発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 取水量 H2.7～H18.12

４９４ 新菅原発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 取水量 H2.7～H18.12

４９５ 石河内第二発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 小丸川 取水量 H8.8～H18.12

４９６ 溝之口発電所 九州電力㈱ 鹿児島県 九州 大淀川 取水量 H3.7～H17.10

４９７ 大淀川第一発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 大淀川 取水量 H3.7～H18.12

４９８ 大淀川第二発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 大淀川 取水量 H3.7～H18.12

４９９ 南発電所 九州電力㈱ 宮崎県 九州 大淀川 取水量 H3.7～H17.3

５００ 神子発電所 九州電力㈱ 鹿児島県 九州 川内川 取水量 H3.2～H17.2

５０１ 湯田発電所 九州電力㈱ 鹿児島県 九州 川内川 取水量 H3.2～H18.4

５０２ 谷田発電所 九州電力㈱ 鹿児島県 九州 肝属川 取水量 H11.12～H17.2

５０３ 高山川発電所 九州電力㈱ 鹿児島県 九州 肝属川 取水量 H11.12～H17.2

５０４
熊追発電所・桂沢

発電所
電源開発（株） 北海道 北海道 石狩川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５０５ 幌加発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８
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５０６ 糠平発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５０７ 芽登第一発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５０８ 芽登第二発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５０９ 足寄発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５１０ 本別発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５１１ 熊牛発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５１２ 札内川発電所 電源開発（株） 北海道 北海道 十勝川 取水量 Ｈ１２～Ｈ１８

５１３ 東和発電所 電源開発㈱ 岩手県 東北 北上川 取水量 Ｓ４５～

５１４ 胆沢第一発電所 電源開発㈱ 岩手県 東北 北上川 取水量等 Ｓ４５～

５１５ 沼原発電所 電源開発㈱ 栃木県 関東 那珂川 使用水量 Ｓ４８～H１９

５１６ 大津岐発電所 電源開発㈱ 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量等 S45 ～ H18

５１７ 奥只見発電所 電源開発㈱ 福島県 北陸 阿賀野川 取水量 H13 ～ H18

５１８ 滝発電所 電源開発㈱ 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 S45 ～ H18

５１９ 黒又川第一発電所 電源開発㈱ 新潟県 北陸 信濃川 使用水量等 S45 ～ H18

５２０ 黒又川第二発電所 電源開発㈱ 新潟県 北陸 信濃川 使用水量等 S45 ～ H18

５２１ 末沢発電所 電源開発㈱ 新潟県 北陸 信濃川 使用水量 S45 ～ H18

５２２ 手取川第一発電所 電源開発㈱ 石川県 北陸 手取川 取水量等 H12 ～ H18

５２３ 御母衣第二発電所 電源開発㈱ 岐阜県 北陸 庄川 使用水量 S45 ～ H18

５２４ 尾上郷発電所 電源開発㈱ 岐阜県 北陸 庄川 使用水量 S45 ～ H18

５２５ 佐久間発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５２６ 佐久間第二発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５２７ 水窪発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５２８ 新豊根発電所 電源開発㈱ 愛知県 中部 天竜川 取水量 S48～

５２９ 秋葉第一発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５３０ 秋葉第二発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５３１ 秋葉第三発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５３２ 船明発電所 電源開発㈱ 静岡県 中部 天竜川 取水量 S48～

５３３ 早木戸発電所 電源開発㈱ 長野県 中部 天竜川 取水量 S48～
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５３４ 長野
な が の

発電所 電源開発㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５３５ 湯上
ゆ が み

発電所 電源開発㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５３６ 尾鷲
お わ せ

第一発電所 電源開発㈱ 奈良県 近畿 新宮川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５３７ 十津川
と つ か わ

第一発電所 電源開発㈱ 奈良県 近畿 新宮川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５３８ 十津川
と つ か わ

第二発電所 電源開発㈱ 奈良県 近畿 新宮川 使用水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５３９ 池原
い け は ら

発電所 電源開発㈱ 奈良県 近畿 新宮川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５４０ 小森
こ も り

発電所 電源開発㈱ 三重県 近畿 新宮川 使用水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５４１ 西吉野
に し よ し の

第一発電所 電源開発㈱ 奈良県 近畿 新宮川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５４２ 西吉野
に し よ し の

第二発電所 電源開発㈱ 奈良県 近畿 新宮川 取水量 Ｈ１１～Ｈ１８

５４３ 早明浦発電所 電源開発(株) 高知県 四国 吉野川 使用水量 Ｓ４７～Ｈ１７

５４４ 瀬戸石発電所 電源開発㈱ 熊本県 九州 球磨川 使用水量 H3年～

５４５ 川内川第一発電所 電源開発㈱ 鹿児島県 九州 川内川 使用水量 H3年～

５４６ 川内川第二発電所 電源開発㈱ 鹿児島県 九州 川内川 使用水量 H3年～


