
別紙１（取水停止を指示した発電所）

No 水利権者名 水系名 発電所名 所在道府県 地整 主な無許可取水

1 東北電力㈱ 子吉川 郷内発電所 秋田県 東北 塵芥処理

2 東北電力㈱ 最上川 上郷発電所 山形県 東北 機器用（封水）

3 東北電力㈱ 阿賀野川 本名発電所 福島県 北陸 融雪

4 東北電力㈱ 阿賀野川 宮下発電所 福島県 北陸 融雪

5 東北電力㈱ 阿賀野川 新郷発電所 福島県 北陸 融雪

6 東北電力㈱ 阿賀野川 第二新郷発電所 福島県 北陸 融雪

7 東北電力㈱ 阿賀野川 上野尻発電所 福島県 北陸 融雪

8 東北電力㈱ 阿賀野川 第二鹿瀬発電所 新潟県 北陸 機器用（冷却）等

9 東北電力㈱ 阿賀野川 揚川発電所 新潟県 北陸 融雪等

10 東北電力㈱ 信濃川 藪神発電所 新潟県 北陸 塵芥処理

11 東北電力㈱ 信濃川 湯之谷発電所 新潟県 北陸 融雪

12 東京電力㈱ 信濃川 平発電所 長野県 北陸 発電用（封水）等

13 中部電力㈱ 大井川 赤石発電所 静岡県 中部 雑用水

14 中部電力㈱ 大井川 奥泉発電所 静岡県 中部 雑用水

15 中部電力㈱ 大井川 久野脇発電所 静岡県 中部 雑用水

16 中部電力㈱ 大井川 川口発電所 静岡県 中部 雑用水

17 中部電力㈱ 木曾川 奥美濃発電所 岐阜県 中部 雑用水

18 中部電力㈱ 木曾川 根尾発電所 岐阜県 中部 雑用水

19 中部電力㈱ 木曾川 西平発電所 岐阜県 中部 雑用水

20 中部電力㈱ 木曾川 下原発電所 岐阜県 中部 雑用水

21 中部電力㈱ 木曾川 大船渡発電所 岐阜県 中部 雑用水

22 中部電力㈱ 木曾川 七宗発電所 岐阜県 中部 消火栓

23 北陸電力㈱ 黒部川 朝日小川第一発電所 富山県 北陸 機器用（冷却）等

24 北陸電力㈱ 神通川 神通川第一発電所 富山県 北陸 雑用水

25 北陸電力㈱ 神通川 神通川第二発電所 富山県 北陸 機器用（冷却）等

26 北陸電力㈱ 神通川 神通川第三発電所 富山県 北陸 雑用水

27 北陸電力㈱ 神通川 新猪谷発電所 富山県 北陸 雑用水

28 北陸電力㈱ 常願寺川 和田川第二発電所 富山県 北陸 機器用（冷却）等

29 北陸電力㈱ 常願寺川 新中地山発電所 富山県 北陸 雑用水

30 北陸電力㈱ 常願寺川 常願寺川第三発電所 富山県 北陸 機器用（冷却）等

31 北陸電力㈱ 九頭竜川 西勝原第三発電所 福井県 近畿 雑用水

32 北陸電力㈱ 九頭竜川 富田発電所 福井県 近畿 雑用水

33 中国電力㈱ 日野川 新川平発電所 鳥取県 中国 雑用水

34 中国電力㈱ 旭　川 勝山第二発電所 岡山県 中国 雑用水

35 中国電力㈱ 高梁川 田原発電所 岡山県 中国 機器用（封水）

36 中国電力㈱ 高梁川 新成羽川発電所 岡山県 中国 雑用水

37 中国電力㈱ 太田川 南原発電所 広島県 中国 雑用水

38 九州電力㈱ 筑後川 松原発電所 大分県 九州 機器用（封水）

39 九州電力㈱ 球磨川 大平発電所 熊本県 九州 雑用水

40 九州電力㈱ 大分川 篠原発電所 大分県 九州 消火栓

41 九州電力㈱ 大淀川 大淀川第二発電所 宮崎県 九州 雑用水

42 電源開発㈱ 北上川 東和発電所 岩手県 東北 雑用水

43 電源開発㈱ 阿賀野川 田子倉発電所 福島県 北陸 雑用水

44 電源開発㈱ 信濃川 黒又川第一発電所 新潟県 北陸 機器用（冷却）等

45 電源開発㈱ 天竜川 秋葉第一発電所 静岡県 中部 雑用水

46 電源開発㈱ 九頭竜川 湯上発電所 福井県 近畿 雑用水

47 電源開発㈱ 新宮川 十津川第二発電所 和歌山県 近畿 雑用水

48 電源開発㈱ 新宮川 小森発電所 三重県 近畿 消火用水

49 電源開発㈱ 川内川 川内川第二発電所 鹿児島県 九州 機器用（冷却水）

50 東星興業㈱ 阿賀野川 新下平発電所 新潟県 北陸 塵芥処理

51 三重県 櫛田川 蓮発電所 三重県 中部 雑用水

52 三重県 宮川 長発電所 三重県 中部 雑用水

53 三重県 宮川 宮川第三発電所 三重県 中部 雑用水

54 チッソ㈱ 球磨川 内谷第一発電所 熊本県 九州 機器用（冷却水）


