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行政文書開示決定通知書

嶋津 暉之 様

関東地方整備局

平成26年 12月 7日 付けで請求され、
情報の公開に関する法律第 9条第 1

平成26年 12月 10日 付けで受理しました行政文書の開示について、行政機関の保有する

項の規定に基づき、 下記のとおり、開示することとしましたので通知します。

開示する行政文書の名称

[行 政文書名]

別紙のとおり

[請求文書名]

別紙のとおり

不開示とした部分とその理由

別紙のとおり

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法 (昭 和 37年法律第 160号 )第 5条の規定により、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して 60日 以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法 (昭和 37年法律第 139号 )の規定により、この

決定があったことを知った日から6ヶ 月以内に、国を被告として (訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)処

分の取消しの訴えを提起することができます。 (なお決定があったことを知つた日から6ヶ 月以内であつても、決定の日か

ら1年 を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

開示の実施の方法等

(1)開 示の実施の方法等 *同封の説明事項をお読みくださいぃ

開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、開示の実施を受けられます。

(実施の方法〉写しの交付 (CD― R)
なお、希望された開示の実施方法と異なる方法を希望される場合は、開示手数料が変動することがありますので、開示の実施方

法の申出をする前に、あらかじめ、関東地方整備局情報公開室までご連絡ください。

※開示実施手数料…「開示の実施方法等申出書」に貼付する収入印紙の額
(行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額―控除毎300円 )

(2)開 示を実施することができる日時、場所
「開示の実施方法等申出書」が提出された日の3日 後から2ヶ 月後まで (土・日0祝祭日を除く)

場島!畠臭亀男基島鳥繕皐公畠皇
:00から17:15まで                ,

(3)写 しの送付 を希望する場合の準備 日数、郵送料 (見込み額 )

日数 :「開示の実施方法等申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定

郵送料 (見込み額):140円 (CD― Rl枚の場合)

関東地方整備局情報公開室
〒330-9724埼 玉県さいたま市中央区新都心 2番地 1 さいたま新都心合同庁舎 2号館
TL 048-601-3151  内線 2024

行政文書の種類・数量等 開示の実施の方法
開示実施手数料の額

(算定基準)

行政文書全体につい
て開示の実施を受け
た場合の基本額

開示実施手数料※

別紙 の とお り

※開示の実施方法等の申し出は、この通知を受けた日から30日 以内に行ってください。



文書番号 請求文書名 行政文書の名称

国関整総情
第1979号 -1

悸習環操卍  関〕督州悸蜃肥翼論
第24条の許可 (銚子市水道)について

位置図、平面図、新宿取水場平面図及び横断図

面、取水塔構造図、取水塔取入口及びその他詳

細図

関係 (新規又は変更許可 )

関する河川法第23条及び第

24条の許可 (銚子市水道)について

位置図、平面図、新宿取水場平面図及び横断図面、取水塔構造図、取水塔

取入口及びその他詳細図

なし

国関整総情
第1979号 -2

年度95条 (暫定)水資源

開発公団
東総用水事業概要図、一般平面図、全体縦断図、
一般図その1、 一般図その2、 平面縦断図、一般

計画平面図、一般計画縦断図

東総用水事業 平成7年度95条 (暫定)水資源開発公団

東総用水事業概要図、一般平面図、全体縦断図、一般図その 1、 一般図そ

の2、 平面縦断図、一般計画平面図、一般計画縦断図

上記行取又署
第1号に規定す
ることができると
定により、又は1

いる情報 )、 同ギ

るため、公にす (

ハ (当 該個人が
遂行の内容に傷
するものである1

しました。

国関整総情
第1979号 -3

莉根川水系利根川|百おける水利使用に関する河

川法第23条及び第24条の許可 (香取市水道 (′ ]ヽ

見川・山田地区))について

小見川広域水道事業事業概要図、利根川取水場
一般平面図丈量図、利根川取水場一般縦断図、

利根川取水場取水口構造図、利根川取水場護岸

構造図(1)、 利根川取水場護岸構造図 (2)、 黒部

川取水場一般平面図、黒部川取水場取水管構造

図 (1)、 黒部川取水場取水管構造図 (2)、 黒部川

取水場取水口構造図、黒部川取水場護岸構造図

(1)、 黒部川取水場護岸構造図(2)

利根川水系利租川における水利使用に関する河川法第23条及び第24条の

(2)

なし

国関整総情
第1979号 -4

佐原市水道 佐原市 新規 利下

佐原市上水道給水区域図面、佐原上水道樋管平

面図、佐原上水道樋管構造図、飯島取水場平面

図

佐原市水道 佐原市 新規 利下

佐原市上水道給水区域図面、佐原上水道樋管平面図、佐原上水道樋管構

造図、飯島取水場平面図

なし

国関整総情
第1979号 -5

房総導水路 水資源開発公団 更新 和l下

位置図、利根川樋門平面図、利根川樋門構造図
1、 利根川樋門構造図2、 利根川樋門ゲート構造

図

房総導水路 水資源開発公団 更新 和l下

位置図、利根川樋門平面図、利根川樋門構造図1、 利根川樋門構造図2、 利

根川樋門ゲート構造図

な し

国関整総情
第1979号 -6

利根川水系利根川等における水利使用 (房総導

水路)に係る水利使用規則の規定による工作物の

完成検査について 利根下流

利根川両総水門位置図、(1変 )利根川両総水門

平面図、(1変 )利根川両総水門一般図、(1変 )利

撮辟飾L糠〒別銘澗儒断尿稔
構造図 (3)、 (1変 )利根川両総水門ゲートー般図

(5)

→ 職
水門ゲートー般図 (5)

なし

国関整総情
第1979号 -7

神崎町簡易水道 神崎町 新規 (安定化)利根下

位置図、計画平面図、取水施設平面図その 1、 取

水施設平面図その2、 取水施設詳細図、護岸詳細

図

神崎町簡易水道 神崎町 新規 (安定化)利根下

位置図、計画平面図、取水施設平面図その 1、 取水施設平面図その2、 取水

施設詳細図、護岸詳細図

じし

国関整総情
第1979号 -8

利根川水系長門川における水利使用 (更新)に関

する河川法第23条及び第24条の許可 (長門川水

道)について 長門川水道企業団

位置図、取水口、取水ポンプ井構造図、取水ポン

プ設備図

利根川水系長門川における水利使用 (更新)に関する河川法第23条及び第

24条の許可 (長門川水道)について 長門川水道企業団

位置図、取水口、取水ポンプ井構造図、取水ポンプ設備図

じし

国関整総情
第1979号 -9

利根川水系利根川等における水利使用 (変更)に

関する河川法第23条及び第24条の許可 (千 葉県

水道 (木下 0印 膳))について

位置図及び給水区域図、木下取水場一般平面

図、木下取水場水位高低図、印膳取水場平面図、

印膳取水場低地排水路部分取水管一般図、ポン

プ設置平面図

利根71F水系利根川等における水利使用 (変更)に関する河川法第23条及び

第24条の許可 (千葉県          いて

位置図及び給水区域図         図、木下取水場水位高低図、

印膳取水場平面図、印膳取水場低地    分取水管一般図、ポンプ設置

平面図

なし

国関整総情
第1979号 -10

平成22年度 県南広域水道用水供給事業 (和 l

根川給水系)水利権申請書 茨城県

県南広域水道用水供給事業一般平面図(3拡 )、

浄水場全体配置図、取水排水管路系統図、水位

高低図及び計装フローシート、取水門一般平面

図、取水ロー般構造図、低水護岸平面図、取水

ゲート構造図、取水樋管構造図、沈砂池構造図、

取水ポンプ設備配置図

度 県南広域水道用水供給事業 (利根川給水系)水利権申請

言                  竿
砂池構造図、取水ポンプ設備配置図

な し



文書番号 請求文書名 行政文書の名称

国関整総情
第1979号 -11

東総広域水道 (貯留権)東総広域水道企業団

更新 利下
事業概要図、送水管施設図、笹川浄水場平面図、

2者共有区間一般平面図、笹川取水口位置図及

び一般平面図、笹川取水口平面縦断図、笹川取

水口取水口樋管構造図、笹川取水口樋管入ロ

ゲート構造図、黒部川護岸標準断面図

東総広域水道 (貯留権)東総広域水道企業団 更新 利下

事業概要図、送水管施設図、笹川浄水場平面図、2者共有区間一般平面

図、笹川取水口位置図及び一般平面図、笹川取水口平面縦断図、笹川取水

口取水口樋管構造図、笹川取水口樋管入ロゲート構造図、黒部川護岸標準

断面図

じし

国関整総情
第1979号 -12

河川法第23条申請書 (大―奈村)

一般図、取水口及び取水井構造図
河川法第23条申請書 (大―奈村)

一般図、取水口及び取水井構造図

し

国関整総情
第1979号 -13

度 河川の管理 流水の占用の許可関

係 (新規及び変更許可)利根川水系利根川にお

ける水利使用 (変更)に関する河川法第23条及び

第24条の許可 (ヤマサ醤油工業用水)について

給排水系統図(其の一)、 取水ポンプ等配置図、取

水設備平面図、取水設備構造図1、 取水設備構造

図2、 取水設備構造図3、 取水設備構造図4

覇 罵 酬2層げな乗鶏経畠囲 顧冨季習鶏掃確 轟暑漏b第
用水)について
ポンプ等配置図、取水設備平面図、取水設備
取水設備構造図3、 取水設備構造図4

し

国関整総情
第1979号 -14

利根川水系長門川における水利使用 (酒直取水

施設 )

に係る工作物の完成検査について(冨 1申 )

酒直機場全体平面図、更新機場ポンプ設備平面

図、更新機場ポンプ設備横断面図、更新機場ポン

プ設備縦断面図

利根川水系長門川における水利使用 (酒直取水施設 )

に係る工作物の完成検査について(冨 1申 )

酒直機場全体平面図、更新機場ポンプ設備平面図、更新機場ポンプ設備横

断面図、更新機場ポンプ設備縦断面図

なし

国関整総情
第1979号 -15

五井姉崎地区工業用水道 水利権申請書 平成2
2年度 千葉県
工業用水道事業概要図(五井姉崎地区)、 佐倉浄

水場一般平面図、取水ロー般構造図、平面及び

求積図、導水路構造図

三井姉崎地区工業用水道 水利権申請書 平成22年度 千葉県
工業用水道事業概要図 (五井姉崎地区)、 佐倉浄水場一般平面図、取水ロ

ー般構造図、平面及び求積図、導水路構造図

まし

国関整総情
第1979号 -16

平成25年度 河川の管理 流水の占用の許可関

係 (暫定許可)利根川水系西印施沼等における

水利使用に関する河川法第23条の許可 (千葉地

区工業用水道)について

位置図、浄水場配置図、全体計画図、ポンプ廻り

配管及び管受台構造図

平成25年度 河川の管理 流水の占用の許可関係 (暫定許可)利根川水

系西印膳沼等における水利使用に関する河川法第23条の許可 (千葉地区

工業用水道)について

位置図、浄水場配置図、全体計画図、ポンプ廻り配管及び管受台構造図

な し

国関整総情
第1979号 -17

UFEスチールエ業用水道 水利使用更新許可申

請書 23年 3月

千葉地区工業用水道系統図、取水ポンプ室平面

図、印膳沼浄水場一般平面図、印施沼浄水場位

置図

JFEス チールエ業用水道 水利使用更新許可申請書 23年3月

千葉地区工業用水道系統図、取水ポンプ室平面図、印膳沼浄水場一般平面

図、印施沼浄水場位置図

な し

国関整総情
第1979号 -18

入利根用水機場 千葉県 変更 利下
位置図、平面及び縦断図、揚水機場構造図

大利根用水機場 千葉県 変更 利下
位置図、平面及び縦断図、揚水機場構造図

な し

国関整総情
第1979号 -19

=芝万百蕩研蒸磯場 千葉県 更新 利下

位置図1/4、 位置図2/4、 位置図3/4、 位置図
4/4、 一般平面図、ポンプ系統図

-2分目揚排水機場 千葉県 更新 利下

位置図1/4、 位置図2/4、 位置図3/4、 位置図4/4、 一般平面図、ポン

プ系統図

なし

国関整総情
第1979号 -20

東玖樋 豊浦土地改良区

位置図、東状樋平面図、実測横断図、東状樋一般

図、開閉装置構造図・操作台詳細図

面 豊浦土地改良区
位置図、東状樋平面図、実測横断図、東状樋一般図、開閉装置構造図・操

作台詳細図        メ

なし

国関整総情
第1979号 -21

西状樋 ′lヽ見川町豊浦土地改良区

位置図、西状樋平面図、実測横断図、西状樋一般

図

西状樋 ′1ヽ見川町豊浦土地改良区
位置図、西状樋平面図、実測横断図、西状樋一般図

なし

国関整総情
第1979号 -22

大倉水門
香取市水門等位置図、平面図、位置図、大倉樋門
一般図、大倉樋門高欄配置図

大倉水門
香取市水門等位置図、平面図、位置図、大倉樋門一般図、大倉樋門高欄配

置図

な し

国関整総情
第1979号 -23

23条許可申請書 両総土

地改良区
位置図、揚水機場取水工図、揚水機場平面図、揚

水機場構造図、佐原樋管一般図

佐原揚水機 河川法第23条許可申請書 両総土地改良区

位置図、揚水機場取水工図、揚水機場平面図、揚水機場構造図、佐原樋管
一般図

なし



文書番号 請求文書名 行政文書の名称

国関整総情
第1979号 -24

利根川水系利根川における水利使用 (変更)に関
する河川法第23条及び第24条に係る同法第95
条の協議 (北総東部用水事業)について
全体平面図、取水口及び開渠平面縦断図、樋門
樋管及び導水路平面縦断図、樋管一般図 (1)、 樋
管一般図(2)、 船戸揚水機場一般図

利根川水系利根川における水利使用 (変更)に関する河川法第23条及び第
24条に係る同法第95条の協議 (北総東部用水事業)について
全体平面図、取水口及び開渠平面縦断図、樋門樋管及び導水路平面縦断
図、樋管一般図 (1)、 樋管一般図 (2)、 船戸揚水機場一般図

なし

国関整総情
第1979号 -25

両総土地改良事業 農林水産大臣 変更(2402
6・ 55)和lT 2/2
利根川両総水門位置図、利根川両総水門平面
図、利根川両総水門一般図、利根川両総水門―

般構造図(1)、 利根川両総水門一般構造図 (2)、

利根川両総水門一般構造図 (3)、 利根川両総水
門構造図(1)、 利根川両総水門構造図 (2)、 利根
川両総水門構造図 (3)、 利根川両総水門構造図
(4)、 利根川両総水門構造図 (5)、 利根川両総水
門構造図 (6)、 利根川両総水門構造図 (7)、 利根
川両総水門構造図 (8)、 利根川両総水門構造図
(9)、 利根川両総水門構造図(10)、 利根川両総
水門構造図(11)、 利根川両総水門構造図(12)

両総土地改良事業 農林水産大臣 変更(24026・ 55)利 下 2/2
利根川両総水門位置図、利根川両総水門平面図、利根川両総水門一般図、
利根川両総水門一般構造図(1)、 利根川両総水門一般構造図 (2)、 利根川
両総水門一般構造図 (3)、 利根川両総水門構造図 (1)、 利根川両総水門構
造図 (2)、 利根川両総水門構造図 (3)、 利根川両総水門構造図 (4)、 利根川
両総水門構造図 (5)、 利根川両総水門構造図 (6)、 利根川両総水門構造図
(7)、 利根川両総水門構造図 (8)、 利根川両総水門構造図 (9)、 利根川両総
水門構造図 (10)、 利根川両総水門構造図(11)、 利根川両総水門構造図
(12)

なし

国関整総情
第1979号 -26

佐原市 飯島第二状樋 変更 利下
位置図、飯島第二樋管平面図、飯島第二樋管―

般図、本体構造図 (その1)、 本体構造図(その2)

佐原市 飯島第二状樋 変更 利下
位置図、飯島第二樋管平面図、飯島第二樋管一般図、本体構造図(その1)

本体構造図(その2)

なし

飯島状樋
香取市水門等位置図、全体平面図、縦断図

飯島状樋
香取市水門等位置図、全体平面図、縦断図

なし

国関整総情
第1979号 -28

多田島状桶 佐原市 変更 利下
位置図、平面図(占 用)、 平面図(行為)、 一般図、
多田島樋管構造図 (その 1)、 多田島樋管構造図
(その2)、 多田島樋管構造図 (その3)、 堤防護岸
工詳細図 (その 1)、 堤防護岸工詳細図(その2)、

堤防護岸工詳細図 (その3)

多田島状桶 佐原市 変更 利下
位置図、平面図 (占 用)、 平面図 (行為)、 一般図、多田島樋管構造図(その
1)、 多田島樋管構造図(その2)、 多田島樋管構造図(その3)、 堤防護岸エ
詳細図 (その 1)、 堤防護岸工詳細図(その2)、 堤防護岸工詳細図 (その3)

な し

国関整総情
第1979号 -29

利根川水系利根川における水利使用 (更新)に関
する河川法第23条及び第24条の許可 (万世水
Fヨ )について 利根下流
万世樋管受益図、万世排水機場計画平面図、万
世樋管 (占 用)平面図、既設樋管一般図、万世樋
管一般図、本体構造図(その 1)、 本体構造図 (そ

の2)、 本体構造図 (その3)

利根川水系利根川における水利使用 (更新)に関する河川法第23条及び第
24条の許可 (万世水門)について 利根下流
万世樋管受益図、万世排水機場計画平面図、万世樋管 (占 用)平面図、既設
樋管一般図、万世樋管一般図、本体構造図 (その1)、 本体構造図 (その2)、

本体構造図 (その3)

し

国関整総情
第1979号 -30

六角用水樋管 新利根川土地改良区 新規 (法定
化)利根下
用水系統図、平面図、杭伏図、川表翼壁構造図、
川裏翼壁構造図、樋管構造図 (その 1)、 樋管構造
図 (その2)

六角用水樋管 新利根川土地改良区 新規 (法定化)利根下
用水系統図、平面図、杭伏図、川表翼壁構造図、川裏翼壁構造図、樋管構
造図(その 1)、 樋管構造図(その2)

なし

国関整総情
第1979号 -31

今日高谷状樋 両総土地改良区
位置図、全体平面図、今樋管全体図、樋管本体構
造図(その 1)、 樋管本体構造図(その2)

今 0高谷状樋 両総土地改良区
位置図、全体平面図、今樋管全体図、樋管本体構造図(その 1)、 樋管本体
構造図(その2)

なし

国関整総情
第1979号 -32

神崎樋管・松崎用排水樋管 香取郡西部土地改
良区 新規 (法定化)利根下
申請位置図、揚水機据付図、松崎第2機場構造
図、神崎樋管一般図、平面図、一般構造図、平面
回

神崎樋管・松崎用排水樋管 香取郡西部土地改良区 新規 (法定化)利根
下
申請位置図、揚水機据付図、松崎第2機場構造図、神崎樋管一般図、平面
図、一般構造図、平面図

蟹し

国関整総情
第1979号 -33

橋向状樋
位置図、平面図、一般図、高水護岸構造図、川表
取付護岸一般図、川裏取付護岸一般図

橋向状樋
位置図、平面図、一般図、高水護岸構造図、川表取付護岸一般図、川裏取
付護岸一般図

なし

国関整総情
第1979号 -34

十平玖樋
位置図、平面図、一般図

十平状樋
位置図、平面図、一般図

なし

国関整総情
第1979号 -35

高岡揚排水機、変更、千葉県、利下
位置図、各区域別受益図、計画用排水系統図、全
体図

高岡揚排水機、変更、千葉県、利下
位置図、各区域別受益図、計画用排水系統図、全体図

なし
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国関整総情
第1979号 -36

利根川水系利根川における水利使用 (更新)に関
する河川法第23条及び第24条の許可 (金江津 0

田川用水樋管)について(利 下)

用排水系統図、一般計画平面図、計画平面図、一

般平面図、一般平面縦断図、金江津用排水機場
一般図

利根川水系利根川における水利使用 (更新)に関する河川法第23条及び第
24条の許可 (金江津・田川用水樋管)について(利 下)   ,
用排水系統図、一般計画平面図、計画平面図、一般平面図、一般平面縦断
図、金江津用排水機場一般図

なし

国関整総情
第1979号 -37

滑川下状樋 下総町 変更 利根下
位置図、平面図、縦断図、構造詳細図その 1、 構
造詳細図、堤防横断図

滑川下状樋 下総町 変更 利根下
位置図、平面図、縦断図、構造詳細図その 1、 構造詳細図、堤防横断図

なし

国関整総情
第1979号 -38

根木名川地区土地改良事業 千葉県 更新 利下
位置図、一般平面図、構造図 (その 1)、 構造図 (そ

の2)、 構造図 (その3)

根木名川地区土地改良事業 千葉県 更新 利下
位置図、一般平面図、構造図(その 1)、 構造図(その2)、 構造図 (その3)

なし

国関整総情
第1979号 -39

成田用水事業 水資源開発公団 更新 利根下
成田用水事業計画一般図、取水施設一般図、新
川揚水機場一般図

成田用水事業 水資源開発公団 更新 利根下
成田用水事業計画一般図、取水施設一般図、新川揚水機場一般図

なし

国関整総情
第1979号 -40

利根川水系利根川における水利使用 (更新)に関
する河川法第23条及び第24条の許可 (水神揚水
機場)について
位置図、案内図、一般平面図、横断樋管構造図、
ポンプ場一般図

利根川水系利根川における水利使用 (更新)に関する河川法第23条及び第
24条の許可 (水神揚水機場)について
位置図、案内図、一般平面図、横断樋管構造図、ポンプ場一般図

な し

国関整総情
第1979号 -41

北辺田矢口揚排水機場河川法23・ 24条許可申
請書 (H20・ 3月 申請 )

かんがい区域位置図、計画平面、縦断面図、用排
水機場計画一般図

北辺田矢口揚排水機場河川法23・ 24条許可申請書 (H20・ 3月 申請 )

かんがい区域位置図、計画平面、縦断面図、用排水機場計画一般図
なし

国関整総情
第1979号 -42

利根川水系北印施沼における水利使用に関する
河川法第23条及び第24条の許可に関する同法
第95条の協議 (F口 膳沼土地改良事業)について
用水系統図、本埜機場付近平面図

利根川水系北印膳沼における水利使用に関する河川法第23条及び第24条
の許可に関する同法第95条の協議 (E口 膳沼土地改良事業)について
用水系統図、本埜機場付近平面図

な し

国関整総情
第1979号 -43

請方揚排水機場 千葉県 変更 利下
位置図、構造図 (その 1)、 構造図 (その2)、 一般
図、高水護岸展開図

請方揚排水機場 千葉県 変更 利下
位置図、構造図 (その1)、 構造図 (その2)、 一般図、高水護岸展開図

なし

国関整総情
第1979号 -44

河川協議 国営手賀沼干拓事業 河川協議書 関
東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業計画平面図、高野山揚水機場一般図、小森
揚水機場平面図、中野口揚水機場構造図、第一

干拓揚水機場平面図及び排管図

河川協議 国営手賀沼干拓事業 河川協議書 関東農政局利根川水系土地
改良調査管理事務所
事業計画平面図、高野山揚水機場一般図、小森揚水機場平面図、中野口揚
水機場構造図、第一干拓揚水機場平面図及び排管図

な し

国関整総情
第1979号 -45

木下揚水機場 木下土地改良区 変更 利下
木下 揚水施設・送水管平面図、木下 揚水施設・

送水管縦断面図・構造図、印西町木下揚水機場
吐・出水槽構造図

木下揚水機場 木下土地改良区 変更 利下
木下 揚水施設・送水管平面図、木下 揚水施設・送水管縦断面図・構造
図、印西町木下揚水機場吐・出水槽構造図

な し

国関整総情
第1979号 -46

豊田樋管 豊田新利根土地改良区 変更 利下
位置図、豊田樋管関係図面、豊田堰関係図面

豊田樋管 豊田新利根土地改良区 変更 利下
位置図、豊田樋管関係図面、豊田堰関係図面

なし

国関整総情
第1979号 -47

河川法第二十三条許可申請書 鶴舞用水機場
平成14年度 茨城県
鶴舞揚水機場水利権申請位置図、鶴舞機場一般
平面図、鶴舞揚水機場その 1

河川法第二十三条許可申請書 鶴舞用水機場 平成14年度 茨城県
鶴舞揚水機場水利権申請位置図、鶴舞機場一般平面図、鶴舞揚水機場そ
σ )1              

・

なし

国関整総情
第1979号 -48

利根川水系黒部川における水利使用(更新)に関
する河川法第23条及び第24条 の許可 (東部揚水
機場)について
東部用水位置図、東部機場機器配置平面図、東
部揚水機場構造図(其ノ1)

利根川水系黒部川における水利使用(更新)に関する河川法第23条及び第
24条の許可 (東部揚水機場)について
東部用水位置図、東部機場機器配置平面図、東部揚水機場構造図(其ノ1)

なし

国関整総情
第1979号 -49

利根川水系黒部川における水利使用 (更新)に関
する河川法第23条及び第24条の許可 (黒部川左
岸揚水機場)について
黒部川左岸用水位置図、場内配置図

利根川水系黒部川における水利使用 (更新)に関する河川法第23条及び第
24条の許可 (黒部川左岸揚水機場)について
黒部川左岸用水位置図、場内配置図

なし


