
（別添６）

報告データ関係

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 愛本新発電所 愛本新用水土地改良区 富山県 北陸 黒部川 使用水量 H2～

河川法手続関係

番号 水利権名 水利権者名 都道府県名整備局等名 水系名 主な報告内容

１ 菅平発電所 長野県 長野県 北陸 信濃川 上水槽除塵機設置

２ 菅平発電所 長野県 長野県 北陸 信濃川 水位計取替等

３ 長者原発電所 東北水力地熱㈱ 山形県 北陸 荒川 飲料水パイプの手続き漏れ

４ 金木戸発電所 神岡鉱業㈱ 岐阜県 北陸 神通川 取水口の位置変更の手続き漏れ

５ 矢代川第一発電所 日本曹達㈱ 新潟県 北陸 関川 取水量データ未提出等

６ 矢代川第二発電所 日本曹達㈱ 新潟県 北陸 関川 取水量データ未提出等

７ 矢代川第三発電所 日本曹達㈱ 新潟県 北陸 関川 取水量データ未提出等

８ 渋江川発電所 日本曹達㈱ 新潟県 北陸 関川 河川維持流量

９ 見座発電所 富山共同自家発電㈱ 富山県 北陸 神通川 放流警報用通信線等設置

１０ 長発電所 三重県 三重県 中部 宮川 えん堤せき柱補強鉄板取り付け

１１ 川口発電所 徳島県企業局 徳島県 四国 那賀川 取水ポンプ(機器用冷却水）の設置

１２ 鳴子川発電所 大分県 大分県 九州 筑後川 水位計取替

１３ 白川発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 白川 水槽余水路補修　等

１４ 七滝第一発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 緑川 自動除塵機コンベア更新　等

１５ 七滝第二発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 緑川 水路補修　等

１６ 内大臣川発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 緑川 余水路補修工事　等

１７ 津留発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 緑川 水路側壁倒壊対策工事　等

１８ 目丸発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 緑川 水路側壁無巻部ブロック積み　等

１９ 竹之川発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 球磨川 洪水門昇降機跡生コン打設　等

２０ 頭地発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 球磨川 水路復旧工事　等

２１ 内谷第一発電所 チッソ㈱ 熊本県 九州 球磨川 水路鉄管一部更新　等

２２ 芹川第一発電所 大分県 大分県 九州 大分川 取水口門扉ドラムカバー取付　等

２３ 芹川第二発電所 大分県 大分県 九州 大分川 除塵機一部修繕　等

２４ 芹川第三発電所 大分県 大分県 九州 大分川 発電所放水口制水門角落とし新設　等

２５ 別府発電所 大分県 大分県 九州 大分川 由布川水路橋管理通路新設　等

２６ 花合野川発電所 大分県 大分県 九州 大分川 取水堰倒伏ゲート新設

２７ 阿蘇野川発電所 大分県 大分県 九州 大分川 取水堰排砂門スピンドル他取替

２８ 大野川発電所 大分県 大分県 九州 大野川 魚道門扉取替　等

２９ 北川発電所 大分県 大分県 九州 五ヶ瀬川 桑原取水堰遠隔水位計新設　等



３０ 下赤発電所 大分県 大分県 九州 五ヶ瀬川 塵芥除去搬出設備新設　等

３１ 桑原発電所 大分県 大分県 九州 五ヶ瀬川 溢流門扉開度記録装置新設　等

３２ 馬見原発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 熊本県 九州 五ヶ瀬川 余水路飛散防止対策工　等

３３ 白水発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 熊本県 九州 五ヶ瀬川 水槽除塵機設置　等

３４ 川走川第一発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 熊本県 九州 五ヶ瀬川 取入制水門取替　等

３５ 川走川第二発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 熊本県 九州 五ヶ瀬川 水槽除塵機設置　等

３６ 水ヶ崎発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 自動除塵機新設　等

３７ 五ヶ瀬川発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 水槽除塵機設置　等

３８ 星山発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 水槽除塵機設置　等

３９ 黒原発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 主弁・ランナー更新　等

４０ 梁崎発電所 旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 主弁・ランナー更新　等

４１ 高千穂発電所 チッソ㈱ 宮崎県 九州 五ヶ瀬川 サージタンク補強工事　等

４２ 栗野発電所 チッソ㈱ 鹿児島県 九州 川内川 導水路維持工事　

４３ その他 山形県 － － － 送電線等　９件


