
水系名 種別 ダム名 河川名 管理者名 目的

新宮川 直轄 猿谷 熊野川 近畿地方整備局 NP

新宮川 利水 川迫 熊野川 関西電力(株) P

新宮川 利水 九尾 熊野川 関西電力(株) P

新宮川 利水 二津野 熊野川 電源開発(株) P

新宮川 利水 風屋 熊野川 電源開発(株) P

新宮川 利水 旭 旭川 関西電力(株) P

新宮川 利水 坂本 東の川 電源開発(株) P

新宮川 利水 池原 北山川 電源開発(株) P

新宮川 利水 瀬戸 瀬戸谷川 関西電力(株) P

新宮川 利水 奥里 滝川 電源開発(株) P

新宮川 利水 七色 北山川 電源開発(株) P

新宮川 利水 小森 北山川 電源開発(株) P

新宮川水系

紀の川 直轄 大滝 紀の川 近畿地方整備局 FNPWI

紀の川 利水 大迫 紀の川 農林水産省近畿農政局 AWP

紀の川 利水 津風呂 津風呂川 農林水産省近畿農政局 AW

紀の川 利水 一の木 古田川 五條市、下市町 A

紀の川 利水 山田 野田原川 山田ダム土地改良区 A

紀の川水系 ５ダム

大和川 補助 狭山池 西除川 大阪府 FN

大和川 補助 天理 布留川 奈良県 FNW

大和川 補助 初瀬 大和川 奈良県 FNW

大和川 補助 白川 高瀬川、楢川 奈良県 F

大和川 補助 岩井川 岩井川 奈良県 FN

大和川 補助 大門 大門川 奈良県 FN

大和川 利水 滝畑 石川 大阪府環境農林水産部 FAW

大和川水系 ７ダム

淀川 直轄 天ヶ瀬 淀川（宇治川） 近畿地方整備局 FWP

淀川 水機構 一庫 猪名川 水資源機構 FNW

淀川 水機構 高山 名張川 水資源機構 FNWP

淀川 水機構 青蓮寺 名張川 水資源機構 FNAWP

淀川 水機構 比奈知 名張川 水資源機構 FNWP

淀川 水機構 室生 宇陀川 水資源機構 FNW

淀川 水機構 日吉 桂川 水資源機構 FNW

淀川 水機構 布目 布目川 水資源機構 FNW

淀川 補助 滝川 滝川 三重県 FNW

淀川 補助 余呉湖 余呉川 滋賀県 FN

淀川 補助 日野川 日野川 滋賀県 FN

１２ダム

対象ダムリスト（水系別）

参考資料１



淀川 補助 石田川 石田川 滋賀県 FN

淀川 補助 宇曽川 宇曽川 滋賀県 FN

淀川 補助 青土 野洲川 滋賀県 FNWI

淀川 補助 姉川 姉川 滋賀県 FNP

淀川 補助 箕面川 箕面川 大阪府 FN

淀川 利水 犬上川 犬上川 犬上川沿岸土地改良区 AP

淀川 利水 野洲川 野洲川 甲賀市、湖南市、守山市、栗東市、野洲市 A

淀川 利水 永源寺 愛知川 滋賀県 AP

淀川 利水 蔵王 日野川 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 A

淀川 利水 喜撰山 寒谷川 関西電力(株) P

淀川 利水 須川 前川 奈良市 W

淀川 利水 上津 遅瀬川 農林水産省近畿農政局（奈良市、天理市、山添村、宇陀市） AW

淀川 利水 真泥 日野川 上野土地改良区 A

淀川 利水 宮奥 宇陀川 宇陀市 AW

淀川水系 ２５ダム

加古川 補助 みくまり 三熊川 兵庫県 FNW

加古川 利水 大川瀬 東条川 農林水産省近畿農政局 AW

加古川 利水 呑吐 山田川 農林水産省近畿農政局 AW

加古川 利水 鴨川 鴨川 農林水産省近畿農政局 A

加古川 利水 糀屋 仕出原川 農林水産省近畿農政局 AI

加古川 利水 権現第一 権現川 兵庫県企業庁 I

加古川 利水 権現第三 権現川 兵庫県企業庁 I

加古川 利水 八幡谷 川原川 篠山川沿岸土地改良区 A

加古川 利水 鍔市 鍔市川 篠山川沿岸土地改良区 A

加古川 利水 佐仲 小坂川 篠山川沿岸土地改良区 A

加古川 利水 藤岡 藤岡川 篠山川沿岸土地改良区 A

加古川水系 １１ダム

揖保川 補助 引原 引原川 兵庫県 FNIP

揖保川 補助 安富 林田川 兵庫県 FN

揖保川 利水 草木 草木川 関西電力(株) P

揖保川水系 ３ダム

円山川 補助 大路 大路川 兵庫県 FNW

円山川 補助 但東 横谷川 兵庫県 FNW

円山川 補助 与布土 与布土川 兵庫県 FNW

円山川 利水 多々良木 多々良木川 関西電力(株) P

円山川 利水 大町大池 東河川 朝来市 A

円山川水系 ５ダム

由良川 補助 大野 由良川 京都府 FP

由良川 補助 畑川 畑川 京都府 FNW

由良川 補助 三宝 大谷川 兵庫県 FNW



由良川 補助 栗柄 滝の尻川 兵庫県 FNW

由良川 利水 和知 由良川 関西電力(株) P

由良川 利水 由良川 由良川 関西電力(株) P

由良川 利水 豊富 榎原川 豊富用水土地改良区 A

由良川ダム ７ダム

九頭竜川 直轄 九頭竜 九頭竜川 近畿地方整備局 FP

九頭竜川 直轄 真名川 真名川 近畿地方整備局 FNP

九頭竜川 補助 広野 日野川 福井県 FNIP

九頭竜川 補助 笹生川 真名川 福井県 FNWP

九頭竜川 補助 龍ヶ鼻 竹田川 福井県 FNWP

九頭竜川 補助 永平寺 永平寺川 福井県 FNW

九頭竜川 補助 桝谷 桝谷川 福井県 FNIWA

九頭竜川 補助 浄土寺川 浄土寺川 福井県 FNW

九頭竜川 利水 雲川 雲川 北陸電力(株) P

九頭竜川 利水 仏原 九頭竜川 北陸電力(株) P

九頭竜川 利水 鷲 九頭竜川 電源開発(株) P

九頭竜川 利水 石徹白 石徹白川 電源開発(株) P

九頭竜川 利水 山原 石徹白川 電源開発(株) P

九頭竜川 利水 小原 滝波川 北陸電力(株) P

九頭竜川 利水 滝波 滝波川 福井市 F

九頭竜川水系 １５ダム

北川 補助 河内川 河内川 福井県 FNIWA

北川水系 １ダム

近畿管内ダム ９１ダム


