
災害情報普及支援室連絡先一覧
平成２６年９月現在

構成員 役職

北海道 石狩川 札幌開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
治水専門官（情
報担当）

河川管理課
TEL：011-611-0340

http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/00saigai_siensitsu/index.html

北海道 後志利別川 函館開発建設部
室長
スタッフ

課長
流域計画官
工務専門官

工務課
TEL：0138-42-7604

http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/water/index.html

北海道 尻別川 小樽開発建設部
室長
スタッフ

課長
課長補佐
上席工務専門官

工務課
TEL：0134-23-5195

http://www.ot.hkd.mlit.go.jp/d3/siri_gaiyo.html

北海道 天塩川、石狩川の一部 旭川開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
治水専門官（情
報担当）

治水課
TEL：0166-32-4245

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/index.html

北海道 鵡川、沙流川 室蘭開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
治水専門官（情
報担当）

治水課
TEL：0143-25-7045

http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/bousai_info/bousai__info.htm

北海道 釧路川 釧路開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
治水専門官（情
報担当）

治水課
TEL：0154-24-7250

http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/kasen/shiensitu/index.html

北海道 十勝川 帯広開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
上席治水専門官
治水専門官（情
報担当）

治水課
TEL：0155-24-4105

http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/kasen.htm

北海道 渚滑川、湧別川、常呂川、網走開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
治水専門官（情
報担当）

治水課
TEL：0152-44-6445

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/bousai/bousai-index.html

北海道 留萌川、天塩川の一部 留萌開発建設部

室長
スタッフ

課長
課長補佐
治水専門官（情
報担当）

治水課
TEL：0164-43-5515

http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査課長

室長 総括地域防災調整官

担当課長 調査第一課長

各災害情報普及支援室のアドレス水系名 事務所名等地整名
問い合わせ先

〔担当課〕

災害情報普及支援室

http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disasteprevention/index.html青森河川国道事務所馬淵川、岩木川東北
ＴＥＬ：017-734-4521
［調査第一課］

ＴＥＬ：019-624-3166
[調査第一課]

http://www.thr.mlit.go.jp/takase/saigaijyouhoufukyuushienshitsu/saigaijyouhoufukyuushie
n.html

東北 北上川上流 http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/sonae/index.htm

東北 高瀬川 高瀬川河川事務所
ＴＥＬ：0178-28-7135
[調査課]

岩手河川国道事務所



室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 河川管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 防災情報課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 河川管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 河川管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 河川管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 河川管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

担当課長 河川管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査課長

担当課長 管理課長

室長 副所長（技術河川）

担当課長 調査第一課長

室長 副所長（技術）
スタッフ 防災対策課長

水防企画係長
水防調整係長

関東 利根川上流 利根川上流河川事務所
〔防災対策課〕
TEL：0480-52-3956

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00214.html

ＴＥＬ：022-248-4131
［調査第一課、河川管理

課］

ＴＥＬ：0225-95-0194
［調査第一課、防災情報
課］

ＴＥＬ：018-823-4167
［調査第一課、河川管理
課］

ＴＥＬ：0183-73-3174
［調査第一課、河川管理
課］

ＴＥＬ：0185-70-1001
［調査第一課、河川管理
課］

ＴＥＬ：023-688-8421
［調査第一課、河川管理
課］

東北 阿武隈川下流、名取川 http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/bousai/saigai_shienshitu/index.html仙台河川国道事務所

http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/bosai/saigaijyoho.html

http://www.thr.mlit.go.jp/akita/03_kawa.html#saigai

http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/04_jimusyo/soudan/index.htm

http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/saigaifukyuusien/f_saigaifukyuusien.htm

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/saigai/

http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/bousai/saigaijohofukyu.html

http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bousai/01_index.html

北上川下流河川事務所

秋田河川国道事務所

http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/bousai/sjfs_index.html
ＴＥＬ：024-546-4331
［調査第一課］

東北 阿武隈川上流 福島河川国道事務所

東北 最上川上流

東北 最上川下流、赤川
ＴＥＬ：0234-27-3331
［調査第一課、河川管理
課］

ＴＥＬ：0233-22-0251
［調査課、管理課］

東北 鳴瀬川、北上川下流

東北 最上川中流

東北 子吉川、雄物川下流

山形河川国道事務所

酒田河川国道事務所

新庄河川事務所

東北 雄物川上流

東北 米代川

湯沢河川国道事務所

能代河川国道事務所



室長 副所長（技術）
スタッフ 防災対策課長

専門職
水防企画係長
防災対策係長

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査課長

専門調査員
管理課管理係長

室長 副所長（調査）
スタッフ 防災対策課長

水防企画係長
専門員

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査課長

専門官
管理課専門職
砂防調査課調査
係長

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査課長

調査係長
管理課専門官

室長 副所長（技術）
スタッフ 防災情報課長

調査課長
水防企画係長

室長 総括地域防災調整官

スタッフ 水防・品質確保
室長
専門官
専門調査員

室長 副所長（技術）
スタッフ 建設専門官

防災情報課長
専門官
水防企画係長

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査第一課長

専門官
水防企画係長

室長 副所長（技術）
スタッフ 河川管理課長

専門官
管理第二係長
工務第一課長
河川調査係長

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査第一課長

水防企画係長
関東 富士川 甲府河川国道事務所

〔調査第一課〕
TEL：055-252-8884

http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00414.html

関東 利根川上流の一部、烏川 高崎河川国道事務所
〔河川管理課〕
TEL：027-345-6041

http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00309.html

関東 久慈川、那珂川 常陸河川国道事務所
〔調査第一課〕
TEL：029-240-4069

http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00399.html

関東 多摩川、鶴見川、相模川 京浜河川事務所
〔防災情報課〕
TEL：045-503-4018

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00449.html

関東 荒川下流 荒川下流河川事務所
〔水防・品質確保室〕
TEL：03-3902-3220

http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00266.html

関東 荒川上流 荒川上流河川事務所
〔防災情報課〕
TEL：049-246-6384

http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00440.html

関東 小貝川、鬼怒川 下館河川事務所
〔調査課〕
TEL：0296-25-2171

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/bousai/johofukyushien.htm

関東 渡良瀬川 渡良瀬川河川事務所
〔調査課〕
TEL：0284-73-5558

http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/watarase_index032.html

関東
江戸川、北千葉導水路、
利根運河、坂川、中川、
綾瀬川

江戸川河川事務所
〔防災対策課〕
TEL：04-7125-7436

-

関東
常陸利根川、鰐川、北
浦、横利根川、霞ヶ浦

霞ヶ浦河川事務所
〔調査課〕
TEL：0299-63-2415

http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi_index042.html

関東 利根川下流 利根川下流河川事務所
〔防災対策課〕
TEL：0478-52-6365

-



室長 副所長

スタッフ 調査課長

室長 副所長

スタッフ 調査課長

室長 副所長

スタッフ 工務課長

室長 副所長

スタッフ 調査設計課長

室長 副所長

スタッフ 防災情報課長

室長 副所長

スタッフ 防災情報課長

室長 副所長

スタッフ 調査第一課長

室長 副所長

スタッフ 調査課長

室長 副所長

スタッフ 調査第一課長

室長 副所長

スタッフ 調査第一課長

室長 副所長

スタッフ 調査第一課長

調査係長

水防企画係長

水防調整係長

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/bohsai/johofukyushien/index.html

中部 狩野川 沼津河川国道事務所
［調査第一課］
TEL： 055-934-2009

http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/sjfs/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/saigaijyou/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/siensitu/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/river/siensitu/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/bo_info/saigai_info/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/topics_detail_41_410_eb5598777f9f748681aec4132d4f8f
40.html

北陸

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/river/siensitu/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/sonae/siensitu/index.html

http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa/with-river/shien-shitsu/shienshitsu.ht

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shienshitsu/shienshitsu.html

関川、姫川

黒部川

常願寺川、神通川、庄
川、小矢部川

手取川、梯川

羽越河川国道事務所

阿賀野川河川事務所

阿賀川河川事務所

信濃川下流河川事務所

信濃川河川事務所

千曲川河川事務所

高田河川国道事務所

黒部河川事務所

富山河川国道事務所

金沢河川国道事務所

阿賀野川

阿賀野川（阿賀川）

信濃川（下流）

信濃川（中流）

信濃川（千曲川）

［調査第一課］
TEL：076-264-9910

北陸

北陸

北陸

北陸

北陸

北陸

北陸

北陸

北陸

荒川

［防災情報課］
TEL：0258-32-3273

［防災情報課］
TEL：026-227-7611

［調査第一課］
TEL：025-521-4542

［調査課］
TEL：0765-52-4686

［調査第一課］
TEL：076-443-4701

［調査課］
TEL：0254-62-6038

［調査課］
TEL：0250-23-4461

［工務課］
TEL：0242-26-6441

［調査設計課］
TEL：025-266-7139



室長 副所長(調査）

スタッフ 調査課長

水防企画係長

室長 副所長（河川）

スタッフ 調査第一課長

水防企画係長

室長 副所長（河川）

スタッフ 調査課長

水防企画係長

室長 副所長（調査）

スタッフ 調査課長

水防企画係長

室長 副所長

スタッフ 総括地域防災調整官

調査・品質確保課専門職

水防企画係長

室長 副所長

スタッフ 防災情報課長

調査課長

保全対策官

調査係長

水防企画係長

室長 副所長（調査）

スタッフ 調査課長

専門官

計画係長

室長 副所長（河川）

スタッフ 調査第一課長

計画係長

水防企画係長

近畿 九頭竜川、北川 福井河川国道事務所 室長 副所長 0776-35-2661（代表） -

室長 副所長（調査・計画）

調査課長
調査係長
計画係長

近畿 由良川 福知山河川国道事務所 室長 副所長 0773-22-5104（代表） http://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/bousai/index.html

近畿
淀川水系
（桂川・木津川下流・宇治
川・本川）

淀川河川事務所 室長 副所長 072-843-2861（代表） -

077-546-0844（代表） http://www.biwakokasen.go.jp/others/dsstinfspt/index.html琵琶湖河川事務所
淀川水系
（野洲川、瀬田川）

スタッフ近畿

中部
鈴鹿川、雲出川、
櫛田川、宮川

三重河川国道事務所
［調査第一課］
TEL：059-229-2216

http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/saigai_fukyu/index.html

中部
木曽川下流、長良川下
流
揖斐川下流

木曽川下流河川事務所
［調査課］
TEL：0594-24-5715

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/saigai_info/index.html

中部
木曽川中流、長良川中
流
揖斐川中流

木曽川上流河川事務所
［防災情報課］
TEL：058-251-4265

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/saigai_jouhou/index.html

中部 庄内川 庄内川河川事務所
［調査・品質確保課］
TEL：052-914-6711

http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/saigaijouhou/index.html

中部 豊川、矢作川 豊橋河川事務所
［調査課］
TEL：0532-48-8107

http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/saigaishien/index.html

中部 天竜川上流 天竜川上流河川事務所
［調査課]
TEL：0265-81-6415

http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaster/siensitu.html

中部 菊川、天竜川下流 浜松河川国道事務所
［調査第一課］
TEL：053-466-0116

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/fukyuushien.html

中部 安倍川、大井川 静岡河川事務所
［調査課］
TEL：054-273-9100

http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/05_jigyou/11_saigai/index.html



室長 副所長（調査）
調査課長
水防企画係長

近畿 円山川 豊岡河川国道事務所 室長 副所長 0796-22-3126（代表） -

近畿 揖保川・加古川 姫路河川国道事務所 室長 副所長 079-282-8211（代表） -

近畿
淀川水系
（猪名川）

猪名川河川事務所 室長 副所長 072-751-1111（代表） -

近畿 紀の川 和歌山河川国道事務所 室長 副所長 073-424-2471（代表） -

近畿
新宮川水系
（熊野川）

紀南河川国道事務所 室長 副所長 0739-22-4564（代表） -

近畿
淀川水系
（木津川上流）

木津川上流河川事務所 室長 副所長 0595-63-1611（代表） http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/outline/bousai/01.html

室長 （技）副所長 ［河川管理課（防災担当）］

スタッフ 河川管理課長 0857-22-8435 

室長 （技）副所長 ［調査設計第一課（防災担当）］

スタッフ 調査設計第一課長 0858-26-6221

室長 （技）副所長 ［調査設計課］

スタッフ 調査設計課長 0859-27-5484

室長 （技）副所長 ［防災情報課］

スタッフ 防災情報課長 0853-21-1850

室長 （技）副所長 ［河川管理課（防災担当）］

スタッフ 河川管理課建設専門官 0855-22-3122

室長 （技）副所長 ［防災情報課・調査設計課］

スタッフ 防災情報課長 086-223-5187

室長 （技）副所長 ［調査設計第一課］

スタッフ 調査設計第一課長 084-923-2628

室長 （技）副所長 ［調査設計課］

スタッフ 調査設計課建設専門官 0824-63-4121

室長 （技）副所長 ［調査設計第一課（防災担当）］

スタッフ 調査設計第一課長 082-222-9245

室長 （技）副所長 ［河川管理課（防災担当）］

スタッフ 河川管理課長 0835-22-1890

室長 副所長（河川）
河川調査課長
河川管理課長

スタッフ四国 吉野川 徳島河川国道事務所
［河川調査課］
088-654-9611

http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/bousai/fukyuu/fukyuu.htm

中国 佐波川 山口河川国道事務所

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/sien/sienfiles/slide0001.htm

http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/bosai/saigaihukyu.htm

http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/saigaijouhou.htm

http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bousai/shienshitsu/index.html

http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/modules/topetcs5/index.php?id=16

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/saigaijyouhofukkyusienshitsu/sien_top.html

http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/kasen/kasen_16/saigaijouhoufukyuusiensitsu
.html

http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/saigai/index.html

http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/info/shienshitsu/saigaiinfo.htm

http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/river/saba/support.html

中国 江の川上流 三次河川国道事務所

中国 太田川、小瀬川 太田川河川事務所

中国 吉井川、旭川、高梁川 岡山河川事務所

中国 芦田川 福山河川国道事務所

中国 斐伊川 出雲河川事務所

中国 江の川下流、高津川 浜田河川国道事務所

中国 天神川 倉吉河川国道事務所

中国 日野川 日野川河川事務所

072-971-1381（代表） http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/outline/disaster/disa_05.html

中国 千代川 鳥取河川国道事務所

大和川 大和川河川事務所 スタッフ近畿



室長 副所長（技術）管理

調査課長
管理課長

室長 副所長（河川）
計画課長
工務第一課長

室長 副所長（河川）
調査第一課長
河川管理課長

室長 副所長（河川）
調査課長
河川管理課長

室長 副所長（河川）
防災対策推進官
調査課長
河川管理課長

室長 副所長（河川）
工務第一課長
計画課長
河川管理課長

室長 副所長（技術）
防災情報課長
調査課長
管理課長

室長 副所長（技術）
建設専門官
調査課長
管理課長

室長 副所長（河川）
地域防災調整官
調査課長

室長 副所長（河川）
調査第一課長
防災課長
工務第一課長
河川管理課長

室長 副所長（河川）
調査第一課長
河川管理課長

室長 副所長（河川）
事業対策官
調査第一課長
防災課長

室長 副所長（河川）
事業対策官
調査第一課長

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査課長
室長 副所長（河川）

調査課長
河川管理課長

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

肝属川 大隅河川国道事務所

番匠川 佐伯河川国道事務所

四国

九州

九州

九州

九州

九州

九州

九州

九州

九州 球磨川 八代河川国道事務所
〔調査第一課〕
TEL：0965-32-4135

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htmスタッフ

〔調査第一課〕
TEL：0994-65-2541

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

川内川 川内川河川事務所 〔調査課〕
TEL：0996-22-3271

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

スタッフ

五ヶ瀬川 延岡河川国道事務所
〔調査第一課〕
TEL：0982-31-1155

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

大淀川、小丸川 宮崎河川事務所
〔調査第一課〕
TEL：0985-24-8221

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htmスタッフ

〔調査課〕
TEL：0972-22-1880

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

大分川、大野川 大分河川国道事務所
〔調査第一課〕
TEL：097-544-4167

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

遠賀川 遠賀川河川事務所
〔防災情報課〕
TEL：0949-22-1830

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

山国川 山国川河川事務所
〔調査課〕
TEL：0979-24-0571

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

渡川 中村河川国道事務所
［工務第一課］
0880-34-7301

http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/bosai/supportroom.html

四国 物部川、仁淀川 高知河川国道事務所
［調査課］
088-832-0779

http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/spread/spread.html

四国 肱川 大洲河川国道事務所
［調査課］
0893-24-5189

http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/bosai/saigai_info.html

四国 重信川 松山河川国道事務所
［調査第一課］
089-972-6621

http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/saigaijouhouhukyu.html

四国 土器川 香川河川国道事務所
［計画課］
087-821-1623

http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/river/saigaijoho/saigaijoho.html

四国 那賀川 那賀川河川事務所
［調査課］
0884-22-6461

http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/disaster-prev/selfdefence.html



室長 副所長（河川）
調査第一課長
河川管理課長
工務第一課長

室長 副所長（技術）
スタッフ 調査課長
室長 副所長（技術）

地域防災調整官
事業対策官（防災）
防災情報課長

室長 副所長（技術）
施設管理課長
管理第二課長

室長 副所長（技術）
調査課長
建設専門官

室長 副所長（河川）
スタッフ 調査第一課長

沖縄
災害情報普及センター
沖縄総合事務局　開発
建設部

室長 低潮線保全官 098-866-1911 http://www.dc.ogb.go.jp/bousai/bousaijouhou/renrakusaki.html

九州

九州

九州 本明川 長崎河川国道事務所

菊池川 菊池川河川国道事務所

〔調査第一課〕
TEL：095-839-9211

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

九州

九州

九州

嘉瀬川
筑後川河川事務所
（佐賀庁舎）

〔施設管理課〕
TEL：0952-41-8801

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

松浦川、六角川 武雄河川事務所
〔防災情報課〕
TEL：0954-23-5151

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

スタッフ

スタッフ

〔調査課〕
TEL：0968-44-2171

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htm

筑後川、矢部川、嘉瀬川
筑後川河川事務所
（久留米庁舎）

〔防災情報課〕
TEL：0942-33-8828

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htmスタッフ

白川、緑川 熊本河川国道事務所
〔調査第一課〕
TEL：096-382-1111

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/jieisuibou/jieisuibou_index.htmスタッフ


