
（別添１）

取水量に関し、機器や手作業により修正をしていたもの

番号 水利権名 水利権者名 水系名 データの種類 時期

1 一の渡発電所 東北電力㈱ 青森県 平川市 岩木川 取水量・使用水量 H7～

２ 浅瀬石川発電所 東北電力㈱ 青森県 黒石市 岩木川 使用水量 H7～

３ 小中島発電所 東北電力㈱ 青森県 三戸郡三戸町 馬淵川 使用水量 H5～

４ 葛根田第一発電所 東北電力㈱ 岩手県 岩手郡雫石町 北上川 使用水量 S56～

５ 葛根田第二発電所 東北電力㈱ 岩手県 岩手郡雫石町 北上川 使用水量 S56～

６ 米内発電所 東北電力㈱ 岩手県 盛岡市 北上川 使用水量 S55～

７ 大渕発電所 東北電力㈱ 岩手県 二戸市 馬淵川 使用水量 S59～

８ 福岡発電所 東北電力㈱ 岩手県 二戸市 馬淵川 使用水量 S59～

９ 舌崎発電所 東北電力㈱ 岩手県 二戸市 馬淵川 使用水量 S59～

１０ 磐井川発電所 東北電力㈱ 岩手県 一関市 北上川 使用水量 S56～

１１ 猿ヶ石発電所 東北電力㈱ 岩手県 花巻市 北上川 使用水量 S50～

１２ 水神発電所 東北電力㈱ 岩手県 北上市 北上川 使用水量 S50～

１３ 附馬牛発電所 東北電力㈱ 岩手県 遠野市 北上川 使用水量 H5～

１４ 下台発電所 東北電力㈱ 秋田県 大館市 米代川 使用水量 H3～

１５ 湯瀬発電所 東北電力㈱ 秋田県 鹿角市 米代川 使用水量 H3～

１６ 小又川発電所 東北電力㈱ 秋田県 北秋田市 米代川 使用水量 H7～

１７ 袖川発電所 東北電力㈱ 秋田県 由利本荘市 子吉川 取水量・使用水量 H5～

１８ 鳥海川第一発電所 東北電力㈱ 秋田県 由利本荘市 子吉川 使用水量 S56～

１９ 鳥海川第二発電所 東北電力㈱ 秋田県 由利本荘市 子吉川 使用水量 S56～

２０ 鳥海川第三発電所 東北電力㈱ 秋田県 由利本荘市 子吉川 使用水量 S56～

２１ 板平発電所 東北電力㈱ 秋田県 由利本荘市 子吉川 取水量・使用水量 S56～

２２ 郷内発電所 東北電力㈱ 秋田県 由利本荘市 子吉川 使用水量 S56～

２３ 滝の原発電所 東北電力㈱ 秋田県 湯沢市 雄物川 使用水量 S57～

２４ 樺山発電所 東北電力㈱ 秋田県 湯沢市 雄物川 使用水量 S57～

２５ 先達発電所 東北電力㈱ 秋田県 仙北市 雄物川 使用水量 H5～

２６ 生保内発電所 東北電力㈱ 秋田県 仙北市 雄物川 取水量・使用水量 S53～

２７ 夏瀬発電所 東北電力㈱ 秋田県 仙北市 雄物川 取水量・使用水量 S62～

２８ 神代発電所 東北電力㈱ 秋田県 仙北市 雄物川 使用水量 S54～

２９ 大倉発電所 東北電力㈱ 宮城県 仙台市 名取川 使用水量 H5～

３０ 大堀発電所 東北電力㈱ 宮城県 仙台市 名取川 使用水量 H5～

３１ 三居沢発電所 東北電力㈱ 宮城県 仙台市 名取川 使用水量 H5～

３２ 碁石川発電所 東北電力㈱ 宮城県 仙台市 名取川 使用水量 S62～

発電所所在地
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３３ 茂庭発電所 東北電力㈱ 宮城県 仙台市 名取川 使用水量 S63～

３４ 人来田発電所 東北電力㈱ 宮城県 仙台市 名取川 使用水量 S62～

３５ 釜房発電所 東北電力㈱ 宮城県 柴田郡川崎町 名取川 使用水量 S62～

３６ 遠刈田発電所 東北電力㈱ 宮城県 刈田郡蔵王町 阿武隈川 使用水量 H1～

３７ 曲竹発電所 東北電力㈱ 宮城県 刈田郡蔵王町 阿武隈川 使用水量 H1～

３８ 横川発電所 東北電力㈱ 宮城県 刈田郡七ｹ宿町 阿武隈川 使用水量 H1～

３９ 関発電所 東北電力㈱ 宮城県 刈田郡七ｹ宿町 阿武隈川 使用水量 H1～

４０ 刈田発電所 東北電力㈱ 宮城県 白石市 阿武隈川 使用水量 H1～

４１ 白石発電所 東北電力㈱ 宮城県 白石市 阿武隈川 使用水量 H1～

４２ 蔵本発電所 東北電力㈱ 宮城県 白石市 阿武隈川 使用水量 H9～

４３ 鳴子発電所 東北電力㈱ 宮城県 大崎市 北上川 使用水量 H8～

４４ 池月発電所 東北電力㈱ 宮城県 大崎市 北上川 使用水量 H3～

４５ 漆沢発電所 東北電力㈱ 宮城県 加美郡加美町 鳴瀬川 使用水量 H3～

４６ 門沢発電所 東北電力㈱ 宮城県 加美郡加美町 鳴瀬川 使用水量 H3～

４７ 栗駒発電所 東北電力㈱ 宮城県 栗原市 北上川 使用水量 H6～

４８ 山内発電所 東北電力㈱ 宮城県 栗原市 北上川 使用水量 H5～

４９ 花山発電所 東北電力㈱ 宮城県 栗原市 北上川 使用水量 H3～

５０ 柳渕発電所 東北電力㈱ 山形県 最上郡大蔵村 最上川 使用水量 H5～

５１ 瀬見発電所 東北電力㈱ 山形県 最上郡最上町 最上川 使用水量 H5～

５２ 本道寺発電所 東北電力㈱ 山形県 西村山郡西川町 最上川 使用水量 H2～

５３ 水ヶ瀞発電所 東北電力㈱ 山形県 西村山郡西川町 最上川 使用水量 H2～

５４ 沼山発電所 東北電力㈱ 山形県 西村山郡西川町 最上川 使用水量 S56～

５５ 吉川発電所 東北電力㈱ 山形県 西村山郡西川町 最上川 使用水量 S52～

５６ 白岩発電所 東北電力㈱ 山形県 寒河江市 最上川 使用水量 S52～

５７ 上郷発電所 東北電力㈱ 山形県 西村山郡朝日町 最上川 使用水量 S54～

５８ 旭発電所 東北電力㈱ 山形県 西村山郡朝日町 最上川 使用水量 S54～

５９ 舘山発電所 東北電力㈱ 山形県 米沢市 最上川 使用水量 S51～

６０ 月の沢発電所 東北電力㈱ 山形県 東田川郡庄内町 最上川 使用水量 S50～

６１ 立谷沢川第一発電所 東北電力㈱ 山形県 東田川郡庄内町 最上川 使用水量 S50～

６２ 立谷沢川第二発電所 東北電力㈱ 山形県 東田川郡庄内町 最上川 取水量・使用水量 S50～

６３ 月山発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 H13～

６４ 梵字川発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 S53～
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６５ 名川発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 S53～

６６ 八久和発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 S55～

６７ 大針発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 S55～

６８ 新落合発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 S53～

６９ 落合発電所 東北電力㈱ 山形県 鶴岡市 赤川 使用水量 S52～

７０ 滝野発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 S56～

７１ 穴原発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 S52～

７２ 蓬莱発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 S52～

７３ 信夫発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 S53～

７４ 土湯発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 H10～

７５ 荒川発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 H10～

７６ 仏台発電所 東北電力㈱ 福島県 二本松市 阿武隈川 使用水量 S52～

７７ 沢上発電所 東北電力㈱ 福島県 二本松市 阿武隈川 使用水量 S52～

７８ 小瀬川発電所 東北電力㈱ 福島県 二本松市 阿武隈川 使用水量 S52～

７９ 大笹生発電所 東北電力㈱ 福島県 福島市 阿武隈川 使用水量 H3～

８０ 移川発電所 東北電力㈱ 福島県 田村郡三春町 阿武隈川 使用水量 H8～

８１ 青石発電所 東北電力㈱ 福島県 田村郡三春町 阿武隈川 使用水量 S61～

８２ 前田川発電所 東北電力㈱ 福島県 須賀川市 阿武隈川 使用水量 S55～

８３ 真船発電所 東北電力㈱ 福島県 西白河郡西郷村 阿武隈川 使用水量 H7～

８４ 東和発電所 電源開発㈱ 岩手県 花巻市 北上川 取水量 Ｓ４５～

８５ 胆沢第一発電所 電源開発㈱ 岩手県 奥州市 北上川 取水量・使用水量 Ｓ４５～


