
＜別紙１＞

1 栂尾 京都府京都市右京区 0.1 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S58

2 清滝 京都府京都市右京区 0.03 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S56

3 黒田 京都府京都市右京区 0.1 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S60

4 新庄 京都府南丹市 0.7 淀川 警報他通信線 S52

5 洛北 京都府京都市左京区 0.05 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S55

6 喜撰山 京都府宇治市 46.6 淀川 警報他通信線 S49

7 内宮 京都府福知山市 0.02 由良川 照明他電源線、警報他通信線 S50

8 橋谷 京都府福知山市 0.04 由良川 警報他通信線 S52

9 和知 京都府船井郡京丹波町 0.6 由良川 照明他電源線、警報他通信線 S48

10 山家 京都府綾部市 0.1 由良川 警報他通信線 S56

11 小脇 京都府京丹後市 0.08 宇川 照明他電源線、警報他通信線 S48

12 熊川 福井県三方上中郡若狭町 0.01 北川 警報他通信線 S53

13 樫尾 奈良県吉野郡吉野町 0.4 紀ノ川 照明他電源線 不明

14 室生 奈良県宇陀市 0.02 淀川 警報他通信線 S55

15 川合 奈良県吉野郡天川村 0.7 新宮川 警報他通信線 S60

16 弥山 奈良県吉野郡天川村 0.04 新宮川 警報他通信線 不明

17 和田 奈良県吉野郡天川村 0.2 新宮川 警報他通信線 S60

18 奥吉野 奈良県吉野郡十津川村 120.6 新宮川 照明他電源線、警報他通信線等 S53

19 長殿 奈良県吉野郡十津川村 1.5 新宮川 巡視用通路 不明

20 荒川 滋賀県高島市 0.2 淀川 警報他通信線 S55

21 中村 滋賀県大津市 0.1 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S55

22 草野川 滋賀県長浜市 0.2 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S55

23 神崎川 滋賀県東近江市 0.1 淀川 照明他電源線、警報他通信線 S24

24 越方 和歌山県日高郡日高川町 0.5 日高川 警報他通信線 H9

25 阿瀬 兵庫県豊岡市 0.2 円山川 照明他電源線 S56

※申請漏れの設備が複数ある場合は、判明している最も古いものを記載
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26 岩中 兵庫県豊岡市 0.3 円山川 警報他通信線 S55

27 石井 兵庫県豊岡市 0.3 円山川 警報他通信線 S55

28 矢田川 兵庫県美方郡香美町村 1.1 矢田川 警報他通信線 S41

29 奥多々良木 兵庫県朝来市 193.2
市川・
円山川

警報他通信線等 S49

30 大河内 兵庫県神崎郡神河町 128.0 市川 警報他通信線 H4

31 市荒川 福井県吉田郡永平寺町 4.6 九頭竜川 警報他通信線 H13

32 寝覚 長野県木曽郡上松町 3.5 木曽川 警報他通信線 H9

33 須原 長野県木曽郡大桑村 1.1 木曽川 照明他電源線 S52

34 相之沢 長野県木曽郡大桑村 0.6 木曽川 照明他電源線 不明

35 木曽 長野県木曽郡大桑村 11.6 木曽川 警報他通信線 Ｈ10

36 読書 長野県木曽郡南木曽町 11.7 木曽川 照明他電源線、警報他通信線 不明

37 与川 長野県木曽郡南木曽町 0.2 木曽川 照明他電源線等 H11

38 妻篭 長野県木曽郡南木曽町 0.3 木曽川 照明他電源線等 H11

39 蘭川 長野県木曽郡南木曽町 0.1 木曽川 照明他電源線、警報他通信線 S49

40 山口 岐阜県中津川市 4.2 木曽川 照明他電源線、警報他通信線 不明

41 伊奈川 長野県木曽郡大桑村 4.1 木曽川 警報他通信線等 H11

42 三浦 長野県木曽郡王滝村 0.8 木曽川 警報他通信線等 H11

43 滝越 長野県木曽郡王滝村 2.9 木曽川 照明他電源線、警報他通信線 不明

44 御岳 長野県木曽郡木曽町 6.9 木曽川 警報他通信線等 H9

45 三尾 長野県木曽郡木曽町 3.6 木曽川 警報他通信線 不明

46 常盤 長野県木曽郡木曽町 1.5 木曽川 警報他通信線 不明

47 伊奈川第二 長野県木曽郡大桑村 2.2 木曽川 照明他電源線 S60

48 今渡 岐阜県可児市 2.0 木曽川 警報他通信線 H2

49 愛本 富山県黒部市 3.1 黒部川 警報他通信線 S53
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警報他通信線等の土地占用許可申請漏れ発電所一覧

NO. 発電所
出力
（万ｋＷ）

所在地 申請漏れ設備 設置年
※水系

50 黒部川第二 富山県黒部市 7.2 黒部川 照明他電源線等 H1

51 黒部川第三 富山県黒部市 8.1 黒部川 照明他電源線 S36

52 黒部川第四 富山県黒部市 33.5 黒部川 警報他通信線等 S36

53 平瀬 岐阜県大野郡白川村 1.1 庄川 照明他電源線、警報他通信線 S29

54 鳩谷 岐阜県大野郡白川村 4.0 庄川 照明他電源線、警報他通信線 S31

55 赤尾 富山県南砺市 3.3 庄川 照明他電源線、警報他通信線 S49

56 小牧 富山県砺波市 8.6 庄川 照明他電源線、警報他通信線 H7

57 雄神 富山県砺波市 1.4 庄川 警報他通信線 S50

58 利賀川第一 富山県砺波市 1.5 庄川 警報他通信線等 H3

59 利賀川第二 富山県南砺市 3.2 庄川 警報他通信線等 S61

60 祖山 富山県南砺市 5.4 庄川 照明他電源線、警報他通信線 S50

61 椿原 岐阜県大野郡白川村 3.9 庄川 警報他通信線 S49

62 角川 岐阜県飛騨市 2.3 神通川 照明他電源線、警報他通信線 S50

63 坂上 岐阜県飛騨市 0.9 神通川 照明他電源線、警報他通信線 S50

64 下小鳥 岐阜県飛騨市 14.2 神通川 照明他電源線、警報他通信線 S48

65 打保 岐阜県飛騨市 2.4 神通川 照明他電源線、警報他通信線 S50

66 成出 富山県南砺市 3.5 庄川 警報他通信線等 S49

67 新小原 富山県南砺市 4.5 庄川 警報他通信線 S55

68 小原 富山県南砺市 4.6 庄川 警報他通信線 S49

※申請漏れの設備が複数ある場合は、判明している最も古いものを記載


