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5-1-13　ダム再生事業の一覧
①ダム再生（再開発）事業のダム一覧【事業中】	 令和 3年 4月 1日時点

事業中の再生（再開発）ダム
合計（直轄＋水機構＋補助）　33ダム

<直轄・水機構>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 新桂沢ダム しんかつらざわ 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

2 雨竜第一ダム うりゅうだいいち 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

3 雨竜第二ダム うりゅうだいに 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

4 漆沢ダム うるしざわ 鳴瀬川 1級 東北 宮城県 東北地方整備局 国土交通省

5 四十四田ダム しじゅうしだ 北上川 1級 東北 岩手県 東北地方整備局 国土交通省

6 御所ダム ごしょ 北上川 1級 東北 岩手県 東北地方整備局 国土交通省

7 藤原ダム ふじわら 利根川 1級 関東 群馬県 関東地方整備局 国土交通省

8 奈良俣ダム ならまた 利根川 1級 関東 群馬県 （独）水資源機構（独）水資源機構

9 大町ダム等 おおまち 信濃川 1級 北陸 長野県 北陸地方整備局 国土交通省

10 佐久間ダム さくま 天竜川 1級 中部 静岡県／
愛知県 中部地方整備局 国土交通省

11 新丸山ダム しんまるやま 木曽川 1級 中部 岐阜県 中部地方整備局 国土交通省

12 矢作ダム やはぎ 矢作川 1級 中部 岐阜県／
愛知県 中部地方整備局 国土交通省

13 美和ダム みわ 天竜川 1級 中部 長野県 中部地方整備局 国土交通省

14 天ヶ瀬ダム あまがせ 淀川 1級 近畿 京都府 近畿地方整備局 国土交通省

15 九頭竜ダム くずりゅう 九頭竜川 1級 近畿 福井県 近畿地方整備局 国土交通省

16 旭川ダム あさひがわ 旭川 1級 中国 岡山県 中国地方整備局 国土交通省

17 湯原ダム ゆばら 旭川 1級 中国 岡山県 中国地方整備局 国土交通省

18 長安口ダム ながやすぐち 那賀川 1級 四国 徳島県 四国地方整備局 国土交通省

19 小見野々ダム こみのの 那賀川 1級 四国 徳島県 四国地方整備局 国土交通省

20 早明浦ダム さめうら 吉野川 1級 四国 高知県 （独）水資源機構 （独）水資源機構

21 岩瀬ダム いわせ 大淀川 1級 九州 宮崎県 九州地方整備局 国土交通省

<補助>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 佐幌ダム さほろ 十勝川 1級 北海道 北海道 北海道 都道府県

2 千五沢ダム せんござわ 阿武隈川 1級 東北 福島県 福島県 都道府県

3 松川ダム まつかわ 天竜川 1級 関東 長野県 長野県 都道府県

4 裾花ダム すそばな 信濃川 1級 関東 長野県 長野県 都道府県

5 奥裾花ダム おくすそばな 信濃川 1級 関東 長野県 長野県 都道府県

6 胎内川ダム たいないがわ 胎内川 2級 北陸 新潟県 新潟県 都道府県

7 新保川ダム しんぼがわ 国府川 2級 北陸 新潟県 新潟県 都道府県

8 引原ダム ひきはら 揖保川 1級 近畿 兵庫県 兵庫県 都道府県

9 木屋川ダム こやがわ 木屋川 2級 中国 山口県 山口県 都道府県

10 五名ダム ごみょう 湊川 2級 四国 香川県 香川県 都道府県

11 長柄ダム ながら 綾川 2級 四国 香川県 香川県 都道府県

12 浦上ダム うらかみ 浦上川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

②ダム再生（再開発）事業のダム一覧【完成】	 令和 3年 4月 1日時点

完成した再生（再開発）ダム
合計（直轄＋補助）　35ダム

<直轄>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 夕張シューパロダム ゆうばりしゅーぱろ 石狩川 1級 北海道 北海道 北海道開発局 国土交通省

2 胆沢ダム いさわ 北上川 1級 東北 岩手県 東北地方整備局 国土交通省

3 津軽ダム つがる 岩木川 1級 東北 青森県 東北地方整備局 国土交通省

4 長井ダム ながい 最上川 1級 東北 山形県 東北地方整備局 国土交通省

5 浅瀬石川ダム あせいしがわ 岩木川 1級 東北 青森県 東北地方整備局 国土交通省

6 川治ダム かわじ 利根川 1級 関東 栃木県 関東地方整備局 国土交通省

7 五十里ダム いかり 利根川 1級 関東 栃木県 関東地方整備局 国土交通省

8 横山ダム よこやま 木曽川 1級 中部 岐阜県 中部地方整備局 国土交通省

9 鹿野川ダム かのがわ 肱川 1級 四国 愛媛県 四国地方整備局 国土交通省



415 416

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

10 下筌ダム しもうけ 筑後川 1級 九州 大分県／
熊本県 九州地方整備局 国土交通省

11 松原ダム まつばら 筑後川 1級 九州 大分県 九州地方整備局 国土交通省

12 鶴田ダム つるだ 川内川 1級 九州 鹿児島県 九州地方整備局 国土交通省

13 福地ダム ふくじ 福地川 2級 沖縄 沖縄県 沖縄総合事務局 内閣府

14 金武ダム きん 億首川 2級 沖縄 沖縄県 沖縄総合事務局 内閣府

15 倉敷ダム くらしき 比謝川 2級 沖縄 沖縄県 沖縄総合事務局 内閣府

<補助>

再生（再開発）
ダム名 読み仮名 水系名 級 地方区分 ダム所在

都道府県 事業主体① 事業主体②

1 新中野ダム しんなかの 亀田川 2級 北海道 北海道 北海道 都道府県

2 花山ダム はなやま 北上川 1級 東北 宮城県 宮城県 都道府県

3 坂本ダム さかもと 利根川 1級 関東 群馬県 群馬県 都道府県

4 中禅寺ダム ちゅうぜんじ 利根川 1級 関東 栃木県 栃木県 都道府県

5 藤井川ダム ふじいがわ 那珂川 1級 関東 茨城県 茨城県 都道府県

6 笠堀ダム かさぼり 信濃川 1級 北陸 新潟県 新潟県 都道府県

7 熊野川ダム くまのがわ 神通川 1級 北陸 富山県 富山県 都道府県

8 狭山池ダム さやまいけ 大和川 1級 近畿 大阪府 大阪府 都道府県

9 白川ダム しらかわ 大和川 1級 近畿 奈良県 奈良県 都道府県

10 川上ダム かわかみ 富田川 2級 中国 山口県 山口県 都道府県

11 笹倉ダム ささくら 益田川 2級 中国 島根県 島根県 都道府県

12 美田ダム みた 美田川 2級 中国 島根県 島根県 都道府県

13 内海ダム うちのみ 別当川 2級 四国 香川県 香川県 都道府県

14 萱瀬ダム かやぜ 郡川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

15 西山ダム にしやま 中島川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

16 氷川ダム ひかわ 氷川 2級 九州 熊本県 熊本県 都道府県

17 本河内高部ダム ほんごうちこうぶ 中島川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

18 本河内低部ダム ほんごうちていぶ 中島川 2級 九州 長崎県 長崎県 都道府県

19 南畑ダム みなみはた 那珂川 2級 九州 福岡県 福岡県 都道府県

20 浜田ダム はまだ 浜田川 2級 中国 島根県 島根県 都道府県




