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5-1-7　水源地域ビジョン策定ダム一覧表
令和4年 3月末時点

No. 区分 地整等 ダム名 水系名 河川名 所在道府県 ビジョン
策定年月

1 直轄 北海道 桂沢 石狩川 幾春別川 北海道 H18.3
2 直轄 北海道 金山 石狩川 空知川 北海道 H13.12
3 直轄 北海道 大雪 石狩川 石狩川 北海道 H15.3
4 直轄 北海道 漁川 石狩川 漁川 北海道 H14.12
5 直轄 北海道 豊平峡 石狩川 豊平川 北海道 H18.3
6 直轄 北海道 定山渓 石狩川 小樽内川 北海道 H18.3
7 直轄 北海道 滝里 石狩川 空知川 北海道 H15.11
8 直轄 北海道 忠別 石狩川 忠別川 北海道 H17.3

9 直轄 北海道 夕張
シューパロ 石狩川 夕張川 北海道 H27.7

10 直轄 北海道 岩尾内 天塩川 天塩川 北海道 H15.9
11 直轄 北海道 鹿ノ子 常呂川 常呂川 北海道 H16.12
12 直轄 北海道 十勝 十勝川 十勝川 北海道 H17.6
13 直轄 北海道 札内川 十勝川 札内川 北海道 H15.11
14 直轄 北海道 美利河 後志利別川 後志利別川 北海道 H17.3
15 直轄 北海道 留萌 留萌川 チバベリ川 北海道 H20.12
16 直轄 東北 田瀬 北上川 猿ケ石川 岩手県 H18.3
17 直轄 東北 湯田 北上川 和賀川 岩手県 H17.3
18 直轄 東北 四十四田 北上川 北上川 岩手県 H23.7
19 直轄 東北 御所 北上川 雫石川 岩手県 H14.10
20 直轄 東北 胆沢 北上川 胆沢川 岩手県 H24.9
21 直轄 東北 白川 最上川 置賜白川 山形県 H17.3
22 直轄 東北 寒河江 最上川 寒河江川 山形県 H17.3
23 直轄 東北 長井 最上川 置賜野川 山形県 H23.3
24 直轄 東北 鳴子 北上川 江合川 宮城県 H18.3
25 直轄 東北 釜房 名取川 碁石川 宮城県 H16.3
26 直轄 東北 浅瀬石川 岩木川 浅瀬石川 青森県 H17.4
27 直轄 東北 津軽 岩木川 岩木川 青森県 H28.3
28 直轄 東北 玉川 雄物川 玉川 秋田県 H16.3
29 直轄 東北 七ヶ宿 阿武隈川 白石川 宮城県 H18.3

No. 区分 地整等 ダム名 水系名 河川名 所在道府県 ビジョン
策定年月

30 直轄 東北 三春 阿武隈川 大滝根川 福島県 H19.3
31 直轄 東北 月山 赤川 梵字川 山形県 H17.9
32 直轄 東北 摺上川 阿武隈川 摺上川 福島県 H18.3
33 直轄 東北 森吉山 米代川 小又川 秋田県 H23.3
34 直轄 関東 藤原 利根川 利根川 群馬県 H15.3
35 直轄 関東 相俣 利根川 赤谷川 群馬県 H14.3
36 直轄 関東 薗原 利根川 片品川 群馬県 H16.3
37 直轄 関東 品木 利根川 湯川 群馬県 H17.3
38 直轄 関東 八ッ場 利根川 吾妻川 群馬県 R2.3
39 直轄 関東 五十里 利根川 男鹿川 栃木県 H25.8
40 直轄 関東 川俣 利根川 鬼怒川 栃木県 H25.8
41 直轄 関東 川治 利根川 鬼怒川 栃木県 H25.8
42 直轄 関東 湯西川 利根川 湯西川 栃木県 H25.8
43 直轄 関東 二瀬 荒川 荒川 埼玉県 H16.3
44 直轄 関東 宮ヶ瀬 相模川 中津川 神奈川県 H15.2
45 直轄 北陸 大石 荒川 大石川 新潟県 H17.3
46 直轄 北陸 手取川 手取川 手取川 石川県 H16.3
47 直轄 北陸 大町 信濃川 高瀬川 長野県 H15.3
48 直轄 北陸 大川 阿賀野川 阿賀川 福島県 H14.12
49 直轄 北陸 三国川 信濃川 三国川 新潟県 H16.2
50 直轄 北陸 宇奈月 黒部川 黒部川 富山県 H16.7
51 直轄 北陸 横川 荒川 横川 山形県 H20.3
52 直轄 中部 美和 天竜川 三峰川 長野県 H15.11
53 直轄 中部 小渋 天竜川 小渋川 長野県 H17.11
54 直轄 中部 新豊根 天竜川 大入川 愛知県 H18.3
55 直轄 中部 矢作 矢作川 矢作川 愛知県・岐阜県 H18.3
56 直轄 中部 横山 木曽川 揖斐川 岐阜県 H19.2
57 直轄 中部 丸山 木曽川 木曽川 岐阜県 H19.3
58 直轄 中部 蓮 櫛田川 蓮川 三重県 H15.3
59 直轄 中部 長島 大井川 大井川 静岡県 H16.3
60 直轄 中部 小里川 庄内川 小里川 岐阜県 H15.5
61 直轄 近畿 天ヶ瀬 淀川 淀川 京都府 H17.1
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62 直轄 近畿 真名川 九頭竜川 真名川 福井県 H18.2
63 直轄 近畿 九頭竜 九頭竜川 九頭竜川 福井県 H18.2
64 直轄 中国 菅沢 日野川 印賀川 鳥取県 H19.3
65 直轄 中国 土師 江の川 江の川 広島県 H18.2
66 直轄 中国 島地川 佐波川 島地川 山口県 H18.3
67 直轄 中国 弥栄 小瀬川 小瀬川 広島県 H10.10
68 直轄 中国 八田原 芦田川 芦田川 広島県 H19.3
69 直轄 中国 温井 太田川 滝山川 広島県 H20.5
70 直轄 中国 苫田 吉井川 吉井川 岡山県 H21.3
71 直轄 中国 灰塚 江の川 上下川 広島県 H21.9
72 直轄 中国 志津見 斐伊川 神戸川 島根県 H24.3
73 直轄 中国 尾原 斐伊川 斐伊川 島根県 H25.9
74 直轄 中国 殿 千代川 袋川 鳥取県 H23.5
75 直轄 四国 柳瀬 吉野川 銅山川 愛媛県 H15.11
76 直轄 四国 石手川 重信川 石手川 愛媛県 H17.2
77 直轄 四国 野村 肱川 肱川 愛媛県 H17.3
78 直轄 四国 鹿野川 肱川 肱川 愛媛県 H22.3
79 直轄 四国 大渡 仁淀川 仁淀川 高知県 H16.3
80 直轄 四国 中筋川 渡川 中筋川 高知県 H14.12
81 直轄 四国 長安口 那賀川 那賀川 徳島県 H28.3
82 直轄 九州 鶴田 川内川 川内川 鹿児島県 H14.7
83 直轄 九州 緑川 緑川 緑川 熊本県 H15.8
84 直轄 九州 下筌 筑後川 津江川 熊本県 H14.3
85 直轄 九州 松原 筑後川 筑後川 大分県 H14.3
86 直轄 九州 耶馬渓 山国川 山移川 大分県 H15.3
87 直轄 九州 ななせ 大分川 七瀬川 大分県 R2.3
88 直轄 九州 厳木 松浦川 厳木川 佐賀県 H14.3
89 直轄 九州 竜門 菊池川 迫間川 熊本県 H16.3
90 直轄 九州 嘉瀬川 嘉瀬川 嘉瀬川 佐賀県 H25.3
91 直轄 沖縄 安波 安波川 安波川 沖縄県 H15.3
92 直轄 沖縄 普久川 安波川 普久川 沖縄県 H15.3
93 直轄 沖縄 羽地 羽地大川 羽地大川 沖縄県 H17.2
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94 直轄 沖縄 漢那 漢那福地川 漢那福地川 沖縄県 H18.1
95 直轄 沖縄 新川 新川川 新川川 沖縄県 H15.3
96 直轄 沖縄 大保 大保川 大保川 沖縄県 H21.12
97 直轄 沖縄 福地 福地川 福地川 沖縄県 H15.3
98 直轄 沖縄 辺野喜 辺野喜川 辺野喜川 沖縄県 H15.3
99 直轄 沖縄 金武 億首川 億首川 沖縄県 H26.2
100 水機構 関東 浦山 荒川 浦山川 埼玉県 H15.3
101 水機構 関東 滝沢 荒川 中津川 埼玉県 H16.3
102 水機構 関東 下久保 利根川 神流川 群馬県、埼玉県 H15.3
103 水機構 関東 草木 利根川 渡良瀬川 群馬県 H13.7
104 水機構 関東 奈良俣 利根川 楢俣川 群馬県 H21.11
105 水機構 関東 矢木沢 利根川 利根川 群馬県 H21.11
106 水機構 中部 阿木川 木曽川 阿木川 岐阜県 H16.3
107 水機構 中部 岩屋 木曽川 馬瀬川 岐阜県 H15.3
108 水機構 中部 徳山 木曽川 揖斐川 岐阜県 H19.2
109 水機構 中部 味噌川 木曽川 木曽川 長野県 H14.2
110 水機構 近畿 一庫 淀川 一庫大路次川 兵庫県 H15.4
111 水機構 近畿 高山 淀川 名張川 京都府 H15.2
112 水機構 近畿 室生 淀川 宇陀川 奈良県 H15.2
113 水機構 近畿 青蓮寺 淀川 青蓮寺川 三重県 H16.2
114 水機構 近畿 日吉 淀川 桂川 京都府 H14.3
115 水機構 近畿 比奈知 淀川 名張川 三重県 H16.2
116 水機構 近畿 布目 淀川 布目川 奈良県 H13.3
117 水機構 四国 新宮 吉野川 銅山川 愛媛県 H15.11
118 水機構 四国 早明浦 吉野川 吉野川 高知県 H14.2
119 水機構 四国 池田 吉野川 吉野川 徳島県 H16.3
120 水機構 四国 富郷 吉野川 銅山川 愛媛県 H15.11
121 水機構 九州 寺内 筑後川 佐田川 福岡県 H14.8
122 水機構 九州 小石原川 筑後川 小石原川 福岡県 R2.3
123 水機構 九州 大山 筑後川 赤石川 大分県 H23.10




