
 
令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日 

東 北 地 方 整 備 局 

 

既存ダムの洪水調節機能強化に向け「治水協定」を締結 

～ダムの水害対策に使える容量が１．５倍に～ 
 

 

 

【治水協定の概要】 

・ 治水協定は、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者により、東北地方整備局管内の１級

河川１２水系毎に、１４８基のダムで締結しました（県別、水系別の治水協定を締結した

ダム一覧を参照）。 
 

・ 治水協定には、大雨が予想された場合、あらかじめダムの水位を低下させる「事前放流」

（別紙を参照）の実施方針等が示されています（治水協定一覧を参照）。 
 

・東北地方整備局管内の１級河川１２水系にある多目的ダムは、全６３基で１０億８，９０

０万m3の水害対策に使える容量を有しています。 
 

・このたび、利水者の協力により、多目的ダムに利水ダムを加えた全１４８基のダムで新た

に４億８，０００万m3の水害対策に使える容量が確保されました。 

 
 

 

  ＜発表記者会＞ 青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、秋田県政記者会、山形県政記者クラブ、 

          福島県政記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会 

 
 

≪問い合わせ先≫  ◎：主たる問い合わせ先  
 

国土交通省 東北地方整備局 

仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 電話（代）：022(225)2171 FAX:022(225)6094 
 

河川計画課  課  長  栗原 太郎 （ 内線：3611 ） 

◎河川計画課  課長補佐  沢田 健   （ 内線：3619 ） 

東北地方整備局は、令和元年12月12日に定められた「既存ダムの洪水調節機能の強化

に向けた基本方針」※別紙 を踏まえ、１級河川１２水系にあるダムの関係機関（河川・

ダム管理者と関係利水者）と「治水協定」を締結しました。 

治水協定の締結により、東北地方整備局管内のダムにおいて水害対策に使える容量

は、これまでのおよそ１．５倍となります。 

今後、ダム関係機関と連携し、これからの出水期に備えます。 
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利水容量の一部

堆砂容量

多目的ダムの場合

「事前放流」について

利水ダムの場合

利水容量の一部

堆砂容量

別紙

※「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」とは

記録的豪雨災害となった昨年の台風第19号や平成30年7月豪雨等を踏まえ、水
害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時に
おいて既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の
密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じることとした「既存ダムの洪水調節
機能の強化に向けた基本方針」が昨年12月12日に「既存ダムの洪水調節機能強化
に向けた検討会議」で定められました。

洪水調節容量

利水容量の一部をあらか
じめ低下させることで、水
害対策に使える容量を増
やします

利水容量の一部をあらか
じめ低下させることで、水
害対策に使える容量を増
やします
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治水協定一覧

協定締結日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日
令和2年5月29日

北上川水系（北上川上流）治水協定

阿武隈川水系（阿武隈川下流）治水協定
阿武隈川水系（阿武隈川上流）治水協定
名取川水系治水協定
鳴瀬川水系治水協定
北上川水系（北上川下流）治水協定

最上川水系治水協定
赤川水系治水協定

協定名 県名
宮城県
福島県
宮城県
宮城県
宮城県
岩手県

馬淵川水系治水協定
高瀬川水系治水協定
岩木川水系治水協定
米代川水系治水協定
雄物川水系治水協定
子吉川水系治水協定

山形県
山形県

青森県・岩手県
青森県
青森県

秋田県・岩手県
秋田県
秋田県
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夏坂 馬淵川 熊原川 青森県 〇 青森県
花木 馬淵川 杉倉川 青森県 〇 青森県
天間 高瀬川 坪川 青森県 〇 青森県
作田 高瀬川 作田川 青森県 〇 青森県
和田 高瀬川 高瀬川 青森県 〇 青森県
浅瀬石川 岩木川 浅瀬石川 東北地方整備局 ● 青森県
津軽 岩木川 岩木川 東北地方整備局 ● 青森県
遠部 岩木川 平川 青森県 ● 青森県
飯詰 岩木川 飯詰川 青森県 ● 青森県
久吉 岩木川 津刈川 青森県 ● 青森県
早瀬野 岩木川 虹貝川 青森県 〇 青森県
小田川 岩木川 小田川 青森県 〇 青森県
浪岡 岩木川 王余魚沢川 青森県 〇 青森県
二庄内 岩木川 二庄内川 青森県 〇 青森県
新小戸六 岩木川 山田川 青森県 〇 青森県
相馬 岩木川 作沢川 青森県 〇 青森県
本郷 岩木川 本郷川 浪岡川土地改良区 〇 青森県

17ダム
四十四田 北上川 北上川 東北地方整備局 ● 岩手県
田瀬 北上川 猿ヶ石川 東北地方整備局 ● 岩手県
湯田 北上川 和賀川 東北地方整備局 ● 岩手県
御所 北上川 雫石川 東北地方整備局 ● 岩手県
胆沢 北上川 胆沢川 東北地方整備局 ● 岩手県
遠野 北上川 来内川 岩手県 ● 岩手県
綱取 北上川 中津川 岩手県 ● 岩手県
入畑 北上川 夏油川 岩手県 ● 岩手県
早池峰 北上川 稗貫川 岩手県 ● 岩手県
遠野第二 北上川 来内川 岩手県 ● 岩手県
石羽根 北上川 和賀川 東北自然エネルギー(株) 〇 岩手県
外山 北上川 外山川 東北電力(株) 〇 岩手県
山王海 北上川 滝名川 岩手県 〇 岩手県
豊沢 北上川 豊沢川 岩手県 〇 岩手県
岩洞 北上川 丹藤川 岩手県企業局 〇 岩手県
葛丸 北上川 葛丸川 岩手県 〇 岩手県
相川 北上川 相川 藤沢土地改良区 〇 岩手県
金越沢 北上川 黄海川 一関市 〇 岩手県
衣川１号 北上川 衣川 奥州市 〇 岩手県
鶯宿 北上川 鶯宿川 雫石町 〇 岩手県
煙山 北上川 岩崎川 矢巾町 〇 岩手県
外桝沢 北上川 外桝沢川 雫石町 〇 岩手県
レン滝 北上川 南畑川 雫石町 〇 岩手県
矢櫃 北上川 矢櫃川 雫石町 〇 岩手県
衣川２号 北上川 南股川 奥州市 〇 岩手県
衣川３号 北上川 北沢川 奥州市 〇 岩手県
衣川４号 北上川 三沢川 奥州市 〇 岩手県
衣川５号 北上川 滝の沢川 奥州市 〇 岩手県
千松 北上川 二股川 藤沢土地改良区 〇 岩手県
大志田 馬淵川 平糠川 二戸市、一戸町 〇 岩手県
荒沢１号 馬淵川 安比川 八幡平市 〇 岩手県
荒沢２号 馬淵川 鍋越川 八幡平市 〇 岩手県
荒沢３号 馬淵川 白沢川 八幡平市 〇 岩手県
根石 米代川 根石川 八幡平市 〇 岩手県

34ダム
七ヶ宿 阿武隈川 白石川 東北地方整備局 ● 宮城県
村田 阿武隈川 荒川 村田町 〇 宮城県
川原子 阿武隈川 川原子沢川 白石市 〇 宮城県
釜房 名取川 碁石川 東北地方整備局 ● 宮城県
大倉 名取川 大倉川 宮城県 ● 宮城県
樽水 名取川 増田川 宮城県 ● 宮城県
青下第１ 名取川 青下川 仙台市水道局 〇 宮城県
青下第２ 名取川 青下川 仙台市水道局 〇 宮城県
青下第３ 名取川 青下川 仙台市水道局 〇 宮城県
愛子 名取川 斉勝川 仙台市 〇 宮城県
漆沢 鳴瀬川 鳴瀬川 宮城県 ● 宮城県
南川 鳴瀬川 南川 宮城県 ● 宮城県
宮床 鳴瀬川 宮床川 宮城県 ● 宮城県
二ツ石 鳴瀬川 二ツ石川 宮城県 〇 宮城県
孫沢 鳴瀬川 孫沢川 鳴瀬川沿岸土地改良区 〇 宮城県
花川 鳴瀬川 花川 色麻町外１市１ヶ村花川ダム管理組合 〇 宮城県
嘉太神 鳴瀬川 吉田川 吉田川流域溜池大和町外３市３ヶ町村組合 〇 宮城県
牛野 鳴瀬川 善川 大衡村外１町牛野ダム管理組合 〇 宮城県
鳴子 北上川 江合川 東北地方整備局 ● 宮城県
花山 北上川 迫川 宮城県 ● 宮城県
化女沼 北上川 長者川 宮城県 ● 宮城県
荒砥沢 北上川 二迫川 宮城県 ● 宮城県
上大沢 北上川 上大沢川 宮城県 ● 宮城県
小田 北上川 長崎川 宮城県 ● 宮城県
長沼 北上川 迫川 宮城県 ● 宮城県
菅生 北上川 小山田川 小山田川沿岸土地改良区 〇 宮城県
宿の沢 北上川 宿の沢川 小山田川沿岸土地改良区 〇 宮城県
岩堂沢 北上川 岩堂沢 宮城県 〇 宮城県
栗駒 北上川 三迫川 宮城県 〇 宮城県

29ダム

●：多目的ダム
〇：利水ダム

治水協定を締結したダム一覧（県別１／２）

ダム名 水系 河川名 管理者 所在県

青森県　合計

岩手県　合計

宮城県　合計
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森吉山 米代川 小又川 東北地方整備局 ● 秋田県
森吉 米代川 小又川 秋田県 ● 秋田県
萩形 米代川 小阿仁川 秋田県 ● 秋田県
素波里 米代川 粕毛川 秋田県 ● 秋田県
早口 米代川 早口川 秋田県 ● 秋田県
山瀬 米代川 岩瀬川 秋田県 ● 秋田県
砂子沢 米代川 砂子沢川 秋田県 ● 秋田県
鹿倉 米代川 荒川 小坂町 〇 秋田県
玉川 雄物川 玉川 東北地方整備局 ● 秋田県
皆瀬 雄物川 皆瀬川 秋田県 ● 秋田県
鎧畑 雄物川 玉川 秋田県 ● 秋田県
旭川 雄物川 旭川 秋田県 ● 秋田県
岩見 雄物川 三内川 秋田県 ● 秋田県
板戸 雄物川 皆瀬川 秋田県 ● 秋田県
協和 雄物川 淀川 秋田県 ● 秋田県
大松川 雄物川 松川 秋田県 ● 秋田県
夏瀬 雄物川 玉川 東北電力(株) 〇 秋田県
神代 雄物川 玉川 東北電力(株) 〇 秋田県
相野々 雄物川 横手川 秋田県南旭川水系土地改良区 〇 秋田県
大深 雄物川 玉川 秋田県 〇 秋田県
南外 雄物川 西の又川 大仙市 〇 秋田県
金沢 雄物川 中の目川 秋田県仙南土地改良区 〇 秋田県
一丈木 雄物川 赤倉川 秋田県仙北平野土地改良区 〇 秋田県
大内 子吉川 畑川 秋田県 ● 秋田県
小羽広 子吉川 芋川 由利本荘市 〇 秋田県

25ダム
白川 最上川 置賜白川 東北地方整備局 ● 山形県
寒河江 最上川 寒河江川 東北地方整備局 ● 山形県
長井 最上川 置賜野川 東北地方整備局 ● 山形県
木地山 最上川 置賜野川 山形県 ● 山形県
蔵王 最上川 馬見ヶ崎川 山形県 ● 山形県
高坂 最上川 鮭川 山形県 ● 山形県
前川 最上川 前川 山形県 ● 山形県
白水川 最上川 白水川 山形県 ● 山形県
神室 最上川 金山川 山形県 ● 山形県
田沢川 最上川 田沢川 山形県 ● 山形県
綱木川 最上川 綱木川 山形県 ● 山形県
留山川 最上川 留山川 山形県 ● 山形県
最上小国川流水型 最上川 最上小国川 山形県 ● 山形県
上郷 最上川 最上川 東北電力(株) 〇 山形県
新鶴子 最上川 丹生川 山形県 〇 山形県
水窪 最上川 刈安川 山形県 〇 山形県
桝沢 最上川 桝沢川 山形県 〇 山形県
水ヶ瀞 最上川 寒河江川 東北電力(株) 〇 山形県
生居川 最上川 生居川 上山市土地改良区 〇 山形県
木川 最上川 朝日川 山形県企業局 〇 山形県
立谷沢川第1 最上川 立谷沢川 東北電力(株) 〇 山形県
菖蒲川 最上川 菖蒲川 上山市土地改良区 〇 山形県
銀山川 最上川 銀山川 山形県 〇 山形県
三又 最上川 京田川 鶴岡市 〇 山形県
本沢 最上川 本沢川 最上川中流土地改良区 〇 山形県
月山 赤川 梵字川 東北地方整備局 ● 山形県
荒沢 赤川 赤川 山形県 ● 山形県
八久和 赤川 梵字川 東北電力(株) 〇 山形県
梵字川 赤川 梵字川 東北電力(株) 〇 山形県
新落合 赤川 赤川 東北電力(株) 〇 山形県

30ダム
三春 阿武隈川 大滝根川 東北地方整備局 ● 福島県
摺上川 阿武隈川 摺上川 東北地方整備局 ● 福島県
堀川 阿武隈川 堀川 福島県 ● 福島県
蓬莱 阿武隈川 阿武隈川 東北電力(株) 〇 福島県
千五沢 阿武隈川 北須川 石川町 〇 福島県
信夫 阿武隈川 阿武隈川 東北電力(株) 〇 福島県
犬神 阿武隈川 黄金川 社川沿岸土地改良区 〇 福島県
西郷 阿武隈川 鳥首川 阿武隈川上流土地改良区 〇 福島県
山ノ入 阿武隈川 山ノ入川 二本松市 〇 福島県
藤倉 阿武隈川 産ヶ沢川 伊達西根堰土地改良区 〇 福島県
岳 阿武隈川 原瀬川 二本松市 〇 福島県
龍生 阿武隈川 釈迦堂川 天栄村 〇 福島県
三ツ森溜池 阿武隈川 七瀬川 大玉土地改良区 〇 福島県

13ダム

●：多目的ダム
〇：利水ダム

所在県

福島県　合計

治水協定を締結したダム一覧（県別２／２）

ダム名 水系 河川名 管理者

山形県　合計

秋田県　合計

82690421
四角形

82690421
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七ヶ宿 阿武隈川 白石川 東北地方整備局 ● 宮城県
三春 阿武隈川 大滝根川 東北地方整備局 ● 福島県
摺上川 阿武隈川 摺上川 東北地方整備局 ● 福島県
堀川 阿武隈川 堀川 福島県 ● 福島県
村田 阿武隈川 荒川 村田町 〇 宮城県
蓬莱 阿武隈川 阿武隈川 東北電力(株) 〇 福島県
千五沢 阿武隈川 北須川 石川町 〇 福島県
信夫 阿武隈川 阿武隈川 東北電力(株) 〇 福島県
犬神 阿武隈川 黄金川 社川沿岸土地改良区 〇 福島県
西郷 阿武隈川 鳥首川 阿武隈川上流土地改良区 〇 福島県
山ノ入 阿武隈川 山ノ入川 二本松市 〇 福島県
藤倉 阿武隈川 産ヶ沢川 伊達西根堰土地改良区 〇 福島県
岳 阿武隈川 原瀬川 二本松市 〇 福島県
川原子 阿武隈川 川原子沢川 白石市 〇 宮城県
龍生 阿武隈川 釈迦堂川 天栄村 〇 福島県
三ツ森溜池 阿武隈川 七瀬川 大玉土地改良区 〇 福島県

16ダム
釜房 名取川 碁石川 東北地方整備局 ●
大倉 名取川 大倉川 宮城県 ● 宮城県
樽水 名取川 増田川 宮城県 ● 宮城県
青下第１ 名取川 青下川 仙台市水道局 〇 宮城県
青下第２ 名取川 青下川 仙台市水道局 〇 宮城県
青下第３ 名取川 青下川 仙台市水道局 〇 宮城県
愛子 名取川 斉勝川 仙台市 〇 宮城県

7ダム
漆沢 鳴瀬川 鳴瀬川 宮城県 ● 宮城県
南川 鳴瀬川 南川 宮城県 ● 宮城県
宮床 鳴瀬川 宮床川 宮城県 ● 宮城県
二ツ石 鳴瀬川 二ツ石川 宮城県 〇 宮城県
孫沢 鳴瀬川 孫沢川 鳴瀬川沿岸土地改良区 〇 宮城県
花川 鳴瀬川 花川 色麻町外１市１ヶ村花川ダム管理組合 〇 宮城県
嘉太神 鳴瀬川 吉田川 吉田川流域溜池大和町外３市３ヶ町村組合 〇 宮城県
牛野 鳴瀬川 善川 大衡村外１町牛野ダム管理組合 〇 宮城県

8ダム
四十四田 北上川 北上川 東北地方整備局 ● 岩手県
田瀬 北上川 猿ヶ石川 東北地方整備局 ● 岩手県
湯田 北上川 和賀川 東北地方整備局 ● 岩手県
鳴子 北上川 江合川 東北地方整備局 ● 宮城県
御所 北上川 雫石川 東北地方整備局 ● 岩手県
胆沢 北上川 胆沢川 東北地方整備局 ● 岩手県
遠野 北上川 来内川 岩手県 ● 岩手県
綱取 北上川 中津川 岩手県 ● 岩手県
入畑 北上川 夏油川 岩手県 ● 岩手県
早池峰 北上川 稗貫川 岩手県 ● 岩手県
遠野第二 北上川 来内川 岩手県 ● 岩手県
花山 北上川 迫川 宮城県 ● 宮城県
化女沼 北上川 長者川 宮城県 ● 宮城県
荒砥沢 北上川 二迫川 宮城県 ● 宮城県
上大沢 北上川 上大沢川 宮城県 ● 宮城県
小田 北上川 長崎川 宮城県 ● 宮城県
長沼 北上川 迫川 宮城県 ● 宮城県
石羽根 北上川 和賀川 東北自然エネルギー(株) 〇 岩手県
外山 北上川 外山川 東北電力(株) 〇 岩手県
山王海 北上川 滝名川 岩手県 〇 岩手県
豊沢 北上川 豊沢川 岩手県 〇 岩手県
岩洞 北上川 丹藤川 岩手県企業局 〇 岩手県
葛丸 北上川 葛丸川 岩手県 〇 岩手県
相川 北上川 相川 藤沢土地改良区 〇 岩手県
金越沢 北上川 黄海川 一関市 〇 岩手県
衣川１号 北上川 衣川 奥州市 〇 岩手県
菅生 北上川 小山田川 小山田川沿岸土地改良区 〇 宮城県
宿の沢 北上川 宿の沢川 小山田川沿岸土地改良区 〇 宮城県
岩堂沢 北上川 岩堂沢 宮城県 〇 宮城県
栗駒 北上川 三迫川 宮城県 〇 宮城県
鶯宿 北上川 鶯宿川 雫石町 〇 岩手県
煙山 北上川 岩崎川 矢巾町 〇 岩手県
外桝沢 北上川 外桝沢川 雫石町 〇 岩手県
レン滝 北上川 南畑川 雫石町 〇 岩手県
矢櫃 北上川 矢櫃川 雫石町 〇 岩手県
衣川２号 北上川 南股川 奥州市 〇 岩手県
衣川３号 北上川 北沢川 奥州市 〇 岩手県
衣川４号 北上川 三沢川 奥州市 〇 岩手県
衣川５号 北上川 滝の沢川 奥州市 〇 岩手県
千松 北上川 二股川 藤沢土地改良区 〇 岩手県

40ダム
大志田 馬淵川 平糠川 二戸市、一戸町 〇 岩手県
夏坂 馬淵川 熊原川 青森県 〇 青森県
花木 馬淵川 杉倉川 青森県 〇 青森県
荒沢１号 馬淵川 安比川 八幡平市 〇 岩手県
荒沢２号 馬淵川 鍋越川 八幡平市 〇 岩手県
荒沢３号 馬淵川 白沢川 八幡平市 〇 岩手県

6ダム

治水協定を締結したダム一覧（水系別１／２）

ダム名 水系 河川名 管理者
●：多目的ダム
〇：利水ダム

所在県

阿武隈川水系　合計

名取川水系　合計

鳴瀬川水系　合計

北上川水系　合計

馬淵川水系　合計

82690421
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天間 高瀬川 坪川 青森県 〇 青森県
作田 高瀬川 作田川 青森県 〇 青森県
和田 高瀬川 高瀬川 青森県 〇 青森県

3ダム
浅瀬石川 岩木川 浅瀬石川 東北地方整備局 ● 青森県
津軽 岩木川 岩木川 東北地方整備局 ● 青森県
遠部 岩木川 平川 青森県 ● 青森県
飯詰 岩木川 飯詰川 青森県 ● 青森県
久吉 岩木川 津刈川 青森県 ● 青森県
早瀬野 岩木川 虹貝川 青森県 〇 青森県
小田川 岩木川 小田川 青森県 〇 青森県
浪岡 岩木川 王余魚沢川 青森県 〇 青森県
二庄内 岩木川 二庄内川 青森県 〇 青森県
新小戸六 岩木川 山田川 青森県 〇 青森県
相馬 岩木川 作沢川 青森県 〇 青森県
本郷 岩木川 本郷川 浪岡川土地改良区 〇 青森県

12ダム
森吉山 米代川 小又川 東北地方整備局 ● 秋田県
森吉 米代川 小又川 秋田県 ● 秋田県
萩形 米代川 小阿仁川 秋田県 ● 秋田県
素波里 米代川 粕毛川 秋田県 ● 秋田県
早口 米代川 早口川 秋田県 ● 秋田県
山瀬 米代川 岩瀬川 秋田県 ● 秋田県
砂子沢 米代川 砂子沢川 秋田県 ● 秋田県
根石 米代川 根石川 八幡平市 〇 岩手県
鹿倉 米代川 荒川 小坂町 〇 秋田県

9ダム
玉川 雄物川 玉川 東北地方整備局 ● 秋田県
皆瀬 雄物川 皆瀬川 秋田県 ● 秋田県
鎧畑 雄物川 玉川 秋田県 ● 秋田県
旭川 雄物川 旭川 秋田県 ● 秋田県
岩見 雄物川 三内川 秋田県 ● 秋田県
板戸 雄物川 皆瀬川 秋田県 ● 秋田県
協和 雄物川 淀川 秋田県 ● 秋田県
大松川 雄物川 松川 秋田県 ● 秋田県
夏瀬 雄物川 玉川 東北電力(株) 〇 秋田県
神代 雄物川 玉川 東北電力(株) 〇 秋田県
相野々 雄物川 横手川 秋田県南旭川水系土地改良区 〇 秋田県
大深 雄物川 玉川 秋田県 〇 秋田県
南外 雄物川 西の又川 大仙市 〇 秋田県
金沢 雄物川 中の目川 秋田県仙南土地改良区 〇 秋田県
一丈木 雄物川 赤倉川 秋田県仙北平野土地改良区 〇 秋田県

15ダム
大内 子吉川 畑川 秋田県 ● 秋田県
小羽広 子吉川 芋川 由利本荘市 〇 秋田県

2ダム
白川 最上川 置賜白川 東北地方整備局 ● 山形県
寒河江 最上川 寒河江川 東北地方整備局 ● 山形県
長井 最上川 置賜野川 東北地方整備局 ● 山形県
木地山 最上川 置賜野川 山形県 ● 山形県
蔵王 最上川 馬見ヶ崎川 山形県 ● 山形県
高坂 最上川 鮭川 山形県 ● 山形県
前川 最上川 前川 山形県 ● 山形県
白水川 最上川 白水川 山形県 ● 山形県
神室 最上川 金山川 山形県 ● 山形県
田沢川 最上川 田沢川 山形県 ● 山形県
綱木川 最上川 綱木川 山形県 ● 山形県
留山川 最上川 留山川 山形県 ● 山形県
最上小国川流水型 最上川 最上小国川 山形県 ● 山形県
上郷 最上川 最上川 東北電力(株) 〇 山形県
新鶴子 最上川 丹生川 山形県 〇 山形県
水窪 最上川 刈安川 山形県 〇 山形県
桝沢 最上川 桝沢川 山形県 〇 山形県
水ヶ瀞 最上川 寒河江川 東北電力(株) 〇 山形県
生居川 最上川 生居川 上山市土地改良区 〇 山形県
木川 最上川 朝日川 山形県企業局 〇 山形県
立谷沢川第1 最上川 立谷沢川 東北電力(株) 〇 山形県
菖蒲川 最上川 菖蒲川 上山市土地改良区 〇 山形県
銀山川 最上川 銀山川 山形県 〇 山形県
三又 最上川 京田川 鶴岡市 〇 山形県
本沢 最上川 本沢川 最上川中流土地改良区 〇 山形県

25ダム
月山 赤川 梵字川 東北地方整備局 ● 山形県
荒沢 赤川 赤川 山形県 ● 山形県
八久和 赤川 梵字川 東北電力(株) 〇 山形県
梵字川 赤川 梵字川 東北電力(株) 〇 山形県
新落合 赤川 赤川 東北電力(株) 〇 山形県

5ダム

治水協定を締結したダム一覧（水系別２／２）
●：多目的ダム
〇：利水ダム

所在県

赤川水系　合計

ダム名 水系 河川名 管理者

高瀬川水系　合計

岩木川水系　合計

米代川水系　合計

雄物川水系　合計

子吉川水系　合計

最上川水系　合計
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