
（別添４）

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 鷹泊発電所 北海道 北海道 北海道 石狩川 取水量 不明

２ 二股発電所 北海道 北海道 北海道 石狩川 取水量 不明

３ 川端発電所 北海道 北海道 北海道 石狩川 取水量 不明

４ 石羽根発電所 東北水力地熱（株） 岩手県 東北 北上川 取水量 Ｈ８－Ｈ１７

５ 上先達発電所 東星興業（株） 秋田県 東北 雄物川 取水量 Ｓ４６－Ｈ１８

６ 平良発電所 東星興業（株） 秋田県 東北 雄物川 取水量 Ｓ５２－Ｈ１８

７ 鮎川発電所 東星興業（株） 秋田県 東北 子吉川 取水量 Ｓ４２－Ｈ１８

８ 大越発電所 東星興業（株） 山形県 東北 最上川 取水量 Ｓ５９－Ｈ１８

９ 赤谷川第二発電所 東京発電㈱ 群馬県 関東 利根川 取水量 不明～H１８

１０ 赤谷川第三発電所 東京発電㈱ 群馬県 関東 利根川 使用水量 不明～H１８

１１ 栃本発電所 東京発電㈱ 埼玉県 関東 荒川 取水量 不明～H１８

１２ 宮平発電所 東京発電㈱ 埼玉県 関東 荒川 取水量 不明～H１８

１３ 大滝発電所 東京発電㈱ 埼玉県 関東 荒川 取水量 不明～H１８

１４ 熊久保発電所 王子製紙㈱ 静岡県 関東 富士川 取水量 不明～H１９

１５ 的場発電所 王子製紙㈱ 静岡県 関東 富士川 取水量 不明～H１９

１６ 岩船発電所 荒川水力電気(株) 新潟県 北陸 荒川 使用水量 S37～H18

１７ 大石発電所 荒川水力電気(株) 新潟県 北陸 荒川 使用水量 S37～H18

１８ 本郷発電所 東星興業(株) 福島県 北陸 阿賀野川 取水量 S61～H18

１９ 日中発電所 東星興業(株) 福島県 北陸 阿賀野川 取水量 S17～H18

２０ 玉川発電所 東星興業(株) 山形県 北陸 荒川 取水量 H11～H18

２１ 新下平発電所 東星興業(株) 新潟県 北陸 阿賀野川 取水量 H14～H18

２２ 新小荒発電所 東星興業(株) 新潟県 北陸 阿賀野川 取水量 H15～H18

２３ 湯野上発電所 昭和電工(株) 福島県 北陸 阿賀野川 使用水量 不明

２４ 青木発電所 昭和電工(株) 長野県 北陸 信濃川 使用水量 不明

２５ 常磐発電所 昭和電工(株) 長野県 北陸 信濃川 使用水量 不明

２６ 広津発電所 昭和電工(株) 長野県 北陸 信濃川 使用水量 不明

２７ 赤松発電所 昭和電工(株) 長野県 北陸 信濃川 使用水量 不明

２８ 長者原発電所 東北水力地熱(株) 山形県 北陸 荒川 取水量 H8～H17



（別添４）

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

２９ 姫川第六発電所 黒部川電力(株) 新潟県 北陸 姫川 使用水量 H5～

３０ 滝上発電所 黒部川電力(株) 新潟県 北陸 姫川 使用水量 H5～

３１ 長栂発電所 黒部川電力(株) 新潟県 北陸 姫川 使用水量 H5～

３２ 北小谷発電所 黒部川電力(株) 長野県 北陸 姫川 使用水量 H5～

３３ 大網発電所 電気化学工業(株) 長野県 北陸 姫川 取水量 H10～H18

３４ 大所川発電所 電気化学工業(株) 新潟県 北陸 姫川 取水量 H10～H18

３５ 横川第一発電所 電気化学工業(株) 長野県 北陸 姫川 取水量 H10～H18

３６ 横川第二発電所 電気化学工業(株) 長野県 北陸 姫川 取水量 H10～H18

３７ 小滝川発電所 電気化学工業(株) 新潟県 北陸 姫川 取水量 H10～H18

３８ 久婦須川発電所 日本海発電㈱ 富山県 北陸 神通川 取水量 H15～H18

３９ 猟師ヶ原発電所 日本海発電㈱ 富山県 北陸 神通川 取水量 S60～H18

４０ 新熊野川発電所 日本海発電㈱ 富山県 北陸 神通川 取水量 H14～H18

４１ 熊野川発電所 日本海発電㈱ 富山県 北陸 神通川 取水量 S60～H18

４２ 見座発電所 富山共同自家発電㈱ 富山県 北陸 神通川 取水量 H6～H18

４３ 葛山発電所 富山共同自家発電㈱ 富山県 北陸 神通川 取水量 H6～H18

４４ 王子特殊紙中津工場 王子特殊紙㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 H16～

４５ 川上発電所 王子特殊紙㈱ 岐阜県 中部 木曾川 取水量 H16～

４６ 宮川第二発電所 三重県 三重県 中部 宮川 取水量 不明

４７ 宮川第三発電所 三重県 三重県 中部 宮川 取水量 不明

４８ 大和谷発電所 三重県 三重県 中部 宮川 取水量等 不明

４９ 青田発電所 三重県 三重県 中部 櫛田川 取水量 不明

５０ 新
し ん

薬師
や く し

発電所 日本海発電㈱ 福井県 近畿 九頭竜川 取水量 Ｈ７～Ｈ１８

５１ 青蓮寺
し ょ う れ ん じ

発電所 三重県 三重県 近畿 淀川 使用水量 Ｓ６０～Ｈ１８

５２ 舂米発電所 鳥取県 鳥取県 中国 千代川 使用水量 H8～H17

５３ 佐治発電所 鳥取県 鳥取県 中国 千代川 使用水量 H8～H17

５４ 小鹿第一発電所 鳥取県 鳥取県 中国 天神川 取水量 H8～H17

５５ 小鹿第二発電所 鳥取県 鳥取県 中国 天神川 取水量 H8～H17

５６ 日野川第一発電所 鳥取県 鳥取県 中国 日野川 取水量 H8～H1７



（別添４）

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

５７ 三成発電所 島根県 島根県 中国 斐伊川 取水量 H8～H17

５８ 加茂発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

５９ 滝ノ谷発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量
H8～H11、
H15、Ｈ１７

６０ 久賀発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 Ｈ１４～Ｈ１７

６１ 越畑発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 Ｈ１４～Ｈ１７

６２ 津川発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 Ｈ８～Ｈ１７

６３ 倉見発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 Ｈ９～Ｈ１２

６４ 梶並発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 Ｈ１７

６５ 阿波発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 H8～H17

６６ 大町発電所 岡山県 岡山県 中国 吉井川 取水量 Ｈ９～Ｈ１７

６７ 旭川第一発電所 岡山県 岡山県 中国 旭川 取水量 Ｈ８～Ｈ１７

６８ 旭川第二発電所 岡山県 岡山県 中国 旭川 取水量 Ｈ８～Ｈ１７

６９ 新見発電所 岡山県 岡山県 中国 高梁川 取水量 Ｈ８～Ｈ１６

７０ 千屋発電所 岡山県 岡山県 中国 高梁川 取水量 Ｈ１０

７１ 水内川第一発電所
広島市

農業協同組合
広島県 中国 太田川 取水量 H１５～H１７

７２ 小瀬川発電所 山口県 山口県 中国 小瀬川 取水量 H13～H17

７３ 佐波川発電所 山口県 山口県 中国 佐波川 取水量 Ｈ８～Ｈ１７

７４ 坂州発電所 徳島県企業局 徳島県 四国 那賀川 使用水量 不明

７５ 日野谷発電所 徳島県企業局 徳島県 四国 那賀川 使用水量 不明

７６ 川口発電所 徳島県企業局 徳島県 四国 那賀川 使用水量 不明

７７ 永瀬発電所 高知県企業局 高知県 四国 物部川 使用水量 Ｈ１３～Ｈ１７

７８ 吉野発電所 高知県企業局 高知県 四国 物部川 使用水量 Ｈ１３～Ｈ１７

７９ 杉田発電所 高知県企業局 高知県 四国 物部川 使用水量 Ｈ１３～Ｈ１７

８０ 高藪発電所 住友共同電力(株) 高知県 四国 吉野川 使用水量 Ｓ６２～Ｈ１７

８１ 仙道発電所 住友共同電力(株) 高知県 四国 物部川 使用水量 Ｓ６２～Ｈ１７

８２ 川口発電所 住友共同電力(株) 高知県 四国 物部川 使用水量 Ｓ６２～Ｈ１７

８３ 五王堂発電所 住友共同電力(株) 高知県 四国 物部川 使用水量 Ｓ６２～Ｈ１７

８４ 小美野発電所 住友共同電力(株) 愛媛県 四国 吉野川 使用水量 Ｓ６２～Ｈ１７



（別添４）

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

８５ 緑川第一発電所 熊本県 熊本県 九州 緑川 取水量 H４年～

８６ 緑川第二発電所 熊本県 熊本県 九州 緑川 取水量 H4年～

８７ 緑川第三発電所 熊本県 熊本県 九州 緑川 取水量 H13年～

８８ 七滝川第一発電所 チッソ（株） 熊本県 九州 緑川 取水量 不明

８９ 七滝川第二発電所 チッソ（株） 熊本県 九州 緑川 取水量 不明

９０ 津留発電所 チッソ（株） 熊本県 九州 緑川 取水量 不明

９１ 藤本発電所 熊本県 熊本県 九州 球磨川 取水量 S61年～

９２ 市房第一発電所 熊本県 熊本県 九州 球磨川 取水量 H7年～

９３ 市房第二発電所 熊本県 熊本県 九州 球磨川 取水量 H7年～

９４ 川辺川第二発電所 チッソ（株） 熊本県 九州 球磨川 取水量 不明

９５ 高千穂発電所 チッソ（株） 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 取水量 不明




