
様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 篠路
札幌市北区篠路町上
福移

石狩市浜町～当別町、
札幌市東区中沼町

石狩市厚田区聚富～
当別町当別太

北海道石狩市親船町、本町地区、親船東地区、船場町、志
美、新港東1丁目、新港南１丁目、花畔、生振

北海道石狩市八幡1丁目、八幡2丁目、八幡3丁目、八幡4丁
目、八幡5丁目、八幡町、若生、八幡町高岡、厚田区虹が原、
厚田区聚富、緑が原1丁目、緑ヶ原2丁目、北生振、美登位、
緑苑台、花川東、八幡町大曲、八幡町シップ
北海道札幌市北区、東区
北海道石狩郡当別町ビトエ、獅子内、当別太、川下、太美ス
ターライト、太美町、太美南

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew0.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 石狩大橋 江別市緑町558番地
江別市角山～岩見沢
市北村砂浜

当別町当別太 ～新篠
津村下篠津

北海道江別市工栄町、元野幌、新栄台、大麻、大麻ひかり
町、対雁、緑町西、緑町東、いずみ野、牧場町、若草町、王
子、一番町、萩ヶ岡、条丁目、上江別東町、上江別西町、上
江別南町、上江別、ゆめみ野南町、ゆめみ野東町、東野幌、
東光町、萌えぎ野西、萌えぎ野中央、萌えぎ野東、朝日町、
あけぼの町、江別太、豊幌花園町、豊幌美咲町、豊幌はみ
んぐ町
北海道北広島市北の里
北海道空知郡南幌町中樹林自治区、三重自治区、西町町内
会、第6区、第7区、第8区、第9区、第10区、第11区、第12区、
第14区、稲穂町内会
北海道岩見沢市北村砂浜、幌向町、幌向北条丁目、幌向南
条丁目、中幌向町、御茶の水町、上幌向町、西川町、北村幌
達布、上幌向北条丁目、上幌向南条丁目

北海道江別市篠津、美原
北海道石狩郡当別町川下、対雁、蕨岱、宇中小屋、字東裏、
字金沢
北海道石狩郡新篠津村川下、中原、西原、新西篠津、中篠
津、基線、豊野、平安、沼ノ端、上篠津、高倉、新高倉、西高
倉、川上、新湧、北新、西篠津、武田、拓新、下達布、上達
布、宍粟、市街地、新樺、袋達布、豊ヶ丘
北海道樺戸郡月形昭栄、共和、新栄、南新田、月浜

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew1.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 月形
岩見沢市北村豊正42
－12

岩見沢市北村砂浜～
美唄市西美唄町

新篠津村下篠津～月
形町南札比内１

北海道岩見沢市北村北都、北村中央、北村豊里、北村豊
正、北村中小屋、北村大願
北海道美唄市西美唄町大曲1区、西美唄町大曲2区、西美唄
町大曲3区、西美唄町富樫1区、西美唄町富樫2区、西美唄
町山形1区、西美唄町山形2区、西美唄町山形3区、西美唄
町元村美富、西美唄町元村1区、西美唄町元村2区、西美唄
町元村3区、西美唄町元村4区、上美唄町沼の端、上美唄町
1区、上美唄町2区、上美唄町中央、上美唄町東、上美唄町
南、開発町北、開発町南、開発町親和、開発町桜井、北美唄
1区、北美唄2区、沼の内西町

北海道江別市篠津、美原
北海道石狩郡当別町川下、対雁、蕨岱、宇中小屋、字東裏、
字金沢
北海道石狩郡新篠津村川下、中原、西原、新西篠津、中篠
津、基線、豊野、平安、沼ノ端、上篠津、高倉、新高倉、西高
倉、川上、新湧、北新、西篠津、武田、拓新、下達布、上達
布、宍粟、市街地、新樺、袋達布、豊ヶ丘
北海道樺戸郡月形町昭栄、共和、新栄、南新田、月浜、南耕
地、農事会、新生、赤川、北農場、豊ヶ丘、厚栄、南札比内、
市南、市北
北海道樺戸郡浦臼町晩生内1町内、晩生内2町内、晩生内3
町内、晩生内5町内、晩生内6町内、晩生内8町内

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew2.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 奈井江大橋 樺戸郡浦臼町黄臼内
美唄市西美唄町～奈
井江町、砂川市空知太

月形町南札比内１～浦
臼町、新十津川町弥生

北海道美唄市中村町南、中村町中央、中村町北、茶志内町
協和、茶志内町1区、茶志内町2区、茶志内町3区
北海道空知郡奈井江町高島1区、高島2区、高島6区、高島7
区、茶志内1区、茶志内2区、茶志内4区甲、空知団地、南町5
区、南町8区、本町4区、本町5区、本町9区、本町10区、北町2
区、北町3区、北町4区、北町5区、北町6区、瑞穂1区、瑞穂2
区、瑞穂3区、瑞穂4区、大和1区、大和2区、大和3区、大和4
区、大和5区、大和7区、
北海道砂川市北電社宅、豊沼第1、豊沼第2、豊沼第3、豊沼
第4、豊沼第5、豊沼第6、豊沼第8、豊栄、栄町、相和、睦親、
舟場、共栄、宮下第1、宮下第2、正和、駅前、大昭、十八日、
三砂、親友、東和、千歳第1、千歳第2、若葉、一心、共親、緑
軒、のぞみ、東雲、北光第1、北光第5、北光団地、焼山第4、
空知太第1、空知太すみれ、富平

北海道樺戸郡月形町厚栄、南札比内
北海道樺戸郡浦臼町晩生内1町内、晩生内2町内、晩生内3
町内、浦臼1町内、浦臼3-1町内、浦臼3-2町内、浦臼4町内、
浦臼5町内、浦臼6町内、浦臼7町内、浦臼8町内、鶴沼1町
内、鶴沼2町内、鶴沼3町内
北海道樺戸郡新十津川町花月区、弥生区、青葉区、菊水
区、中央区
北海道砂川市北光第２

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew3.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 橋本町
樺戸郡新十津川町中
央89番地

滝川市中島町 ～滝川
市江部乙町

新十津川町弥生～雨
竜町５区

北海道滝川市中島町、空知町、花月町、有明町、栄町、本
町、大町、緑町、東町、流通団地、一の坂町、幸町、泉町、西
滝川、北滝の川、明神町、新町、扇町、西町、江部乙町

北海道樺戸郡浦臼町浦臼１町内、鶴沼1町内、鶴沼2町内、
鶴沼3町内
北海道樺戸郡新十津川町花月区、弥生区、青葉区、菊水
区、中央区、みどり区、橋本区、大和区
北海道砂川市北光第2
北海道雨竜郡雨竜町第1町内、第2町内

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew4.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 納内
深川市納内町納内8
区の1

滝川市江部乙町～深
川市、旭川市神居古潭

雨竜町５区～妹背牛
町、深川市納内町

北海道滝川市江部乙町
北海道深川市向陽第1、向陽第4、稲田、広里第1、広里第2、
広里第3、広里第4、広里第5、豊里第3B、豊里第3C、音江第
1、内園第1、内園第2
北海道旭川市神居町神居古潭

北海道雨竜郡妹背牛町1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、
8区、10区
北海道深川市南区、南菊水、北菊水、巴、開西町、芽生、共
栄、文光町、一北星、西北星、新星、西町第一から第三、共
進、末広、大町、東大町、第1から第3堺町、新五月、南日の
出、北日の出、鉄道、旭町、新町、南5丁目、北5丁目、3丁
目、4丁目、緑町東、6・7丁目、北6・7丁目、太子町、新光町、
東町、花園、本8・9丁目、仲の町、駅前、丸の内、緑町西、南
1・2丁目、北仲1・2丁目、錦町、北区、二十四孝、旭区、幸
町、第1稲穂、稲穂、北水源、東水源、南水源、西入志別、東
入志別、石狩、７区、10区の1・3、8区の1から3、9区、時計
台、5区、6区の1、6区の2、グリーンタウン

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew5.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 豊平川 ○ 雁来
札幌市白石区菊水元
町3条1丁目24番地

札幌市東区中沼町～
札幌市中央区北１条東

江別市角山～札幌市
白石区菊水上町

北海道札幌市中央区、東区、北区 北海道札幌市白石区
北海道江別市角山、元野幌、大麻

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew6.html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 豊平川 ○ 藻岩
札幌市中央区南22条
西6丁目

札幌市中央区北１条東 
～札幌市南区南３９条
西

札幌市白石区菊水上
町～ 札幌市南区真駒
内本町

北海道札幌市中央区、東区、北区、西区、南区 北海道札幌市白石区、豊平区、南区 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew7.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 千歳川 ○ 裏の沢
空知郡南幌町南15線
23番地

江別市王子～北広島
市、恵庭市、千歳市幸
福

江別市大川通～南幌
町、長沼町、千歳市根
志越

北海道江別市東野幌、上江別、ゆめみ野、条丁目、緑町東、
緑町西、一番町、若草町、王子、対雁、いずみ野、牧場町
北海道北広島市北の里、共栄、東共栄、美咲き野、東の里、
中の沢、朝日町、稲穂町、南の里、富ヶ岡
北海道恵庭市北島、林田、穂栄、中島松、下島松、漁太、春
日、中央
北海道千歳市釜加、長都、都、幸福、清流

北海道江別市東光町、朝日町、あけぼの町、萌えぎ野、江別
太
北海道空知郡南幌町中樹林自治区、第6区、第7区、第8区、
第9区、第10区、第11区、第12区、第14区、第15区、稲穂町内
会、西町町内会、北町町内会、東町町内会、美園地区、三重
自治区、青葉自治区
北海道長沼町9区、13区、14区、15区、18区、19区、20区、21
区、22区、23区、24区、25区、26区、27区、28区、29区、30
区、31区
北海道根志越、中央、泉郷、祝梅

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew8.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 千歳川 ○ 西越
千歳市幸福1丁目849
番地

千歳市幸福～ 千歳市
錦町

千歳市根志越～ 千歳
市本町

北海道千歳市都、幸福、清流 北海道千歳市根志越、祝梅、寿、弥生、豊里、東郊、住吉 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew9.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 夕張川 ○ 清幌橋
空知郡南幌町南14線
西2号

江別市江別太～南幌
町、長沼町、由仁町山
形

江別市豊幌～南幌町、
岩見沢市栗沢町栗丘

北海道江別市東光町、朝日町、あけぼの町、萌えぎ野、江別
太
北海道夕張郡長沼町1区、2区、3区、7区、8区
北海道空知郡南幌町中樹林自治区、第6区、第8区、第9区、
第10区、第11区、第12区、稲穂町内会、西町町内会、三重自
治区、青葉自治区
北海道由仁町山形

北海道江別市豊幌花園町、豊幌美咲町、豊幌はみんぐ町
北海道岩見沢市北村砂浜、幌向町、幌向北条丁目、幌向南
条丁目、中幌向町、御茶の水町、上幌向町、栗沢町北斗、栗
沢町越前、栗沢町自協、栗沢町必成、栗沢町岐阜、栗沢町
小西
北海道空知郡南幌町第13区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew10.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 夕張川 ○ 円山
夕張郡栗山町字円山
160番地

由仁町山形～由仁町
川端

栗山町桜丘～ 栗山町
円山

北海道夕張郡由仁町山形、北栄、東栄、古川、岩内、東三
川、川端

北海道夕張郡栗山町市街地、湯地、富士、中里、共和、三日
月、角田、旭台、阿野呂、南学田、南角田、円山

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew11.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 幾春別川 ○ 西川向 岩見沢市西川向
岩見沢市北村幌達布
～ 岩見沢市東町

岩見沢市北村美唄達
布～ 三笠市岡山

北海道江別市豊幌花園町、豊幌美咲町、豊幌はみんぐ町
北海道岩見沢市北村砂浜、北村幌達布、幌向町、御茶の水
町、幌向北条丁目、幌向南条丁目、中幌向町、上幌向町、西
条丁目、若松町、大和町、大和条丁目、南町、南町条丁目、
西条丁目、北条丁目、東条丁目、元町東条丁目、東町条丁
目、東町

北海道岩見沢市北村美唄達布、北村中央、北村栄町、北村
赤川、北村大願、西川町、稔町、大願町
北海道三笠市岡山

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew12.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 幾春別川 ○ 藤松
三笠市清住町176番
地の3

三笠市萱野～三笠市
幾春別山手町

三笠市岡山～ 三笠市
幾春別錦町

北海道三笠市萱野、大里、本町、唐松青山町、唐松町1丁
目、唐松町2丁目、唐松栄町1丁目、唐松栄町3丁目、弥生藤
枝町、幾春別栗丘町、幾春別川向町、西桂沢、桂沢

北海道岩見沢市北村美唄達布、北村中央、北村栄町、北村
赤川、西川町、稔町、大願町
北海道三笠市岡山、いちきしり、本郷町、堤町、若松町、宮本
町、多賀町、幸町、有明町、若草町、美園町、清住町、東清
住町、弥生柳町、弥生町1丁目、弥生桜木町、幾春別千住
町、幾春別町1丁目から4丁目、幾春別滝見町、幾春別中島
町、幾春別錦町1丁目、奔別新町、西桂沢

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew13.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 空知川 ○ 赤平
赤平市東文京町1丁
目1番地地先

砂川市空知太～ 赤平
市、芦別市野花南町

滝川市中島町～ 赤平
市、芦別市滝里町

北海道砂川市空知太第1、空知太すみれ、富平、北光第1、
北光第5、北光団地、東雲、共親、緑軒、のぞみ、若葉、一
心、東和、千歳第1、千歳第2、大昭、親友、十八日、三砂、駅
前、正和、共栄、舟場、栄町、相和、睦親、宮下第1、宮下第2
北海道赤平市共和・幌岡地区共和町、共和・幌岡地区幌岡
町、文京地区西文京町、文京地区東文京地区、文京地区字
豊里（赤間地区）、文京地区北文京町、百戸地区百戸町西、
百戸地区百戸町東

北海道滝川市東滝川、中島町、空知町、花月町、栄町、有明
町、扇町、西町、泉町、本町、明神町、新町、大町、緑町、一
の坂町、東町、文京町、流通団地、南滝の川、幸町、西滝川
北海道赤平市住吉地区住吉町、豊里地区豊栄町、豊里地区
幸町、豊里地区昭和町、豊里地区美園町、赤平市街地区泉
町、赤平市街地区錦町、赤平市街地区大町、赤平市街地区
東大町、赤平市街地区本町、住友地区字赤平、茂尻地区元
町北、茂尻地区元町南、茂尻地区中央町南、茂尻地区中央
町北、茂尻地区新春日町、茂尻地区春日町、茂尻地区本
町、平岸地区桂町、平岸地区西町、平岸地区新光町、平岸
地区仲町、平岸地区東町
北海道芦別市常磐・福住地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew14.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 空知川 ○ 布部
富良野市東町布部大
橋

富良野市字島の下～ 
南富良野町字金山

富良野市字信濃沢～ 
南富良野町字金山

北海道富良野市字無、下5区、中5区、上5区、字山部、山部
東町、字東山
北海道空知郡南富良野町金山、下金山

北海道富良野市字無、字信濃沢、西町、北斗町、桂木町、花
園町、新富町、本町、朝日町、若松町、弥生町、末広町、字
下フラヌ、日の出町、幸町、若葉町、扇町、緑町、南町、字扇
山、栄町、春日町、住吉町、瑞穂町、西麻町、錦町、新光町、
北麻町、南麻町、東麻町、東雲町、字大沼、東町
北海道空知郡南富良野町金山、下金山

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew15.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 空知川 ○ 幾寅
南富良野町幾寅661
番地の1

南富良野町字幾寅
1889番～南富良野町
字幾寅514番

南富良野町字幾寅480
番～南富良野町字幾
寅地先

北海道空知郡南富良野町岐阜、西町、東町、旭町、千木町、
松井、川上、山畔

北海道空知郡南富良野町浅野 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew15.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 雨竜川 ○ 雨竜橋 妹背牛町千秋
妹背牛町字妹背牛～ 
秩父別町秩父別

雨竜町５区 ～北竜町、
沼田町旭町

北海道雨竜郡妹背牛町4区、6区、7区、8区、9区、11区
北海道雨竜郡秩父別町協栄、北部、西栄、新盛、屯田、南、
中央東、中央西、旭、和敬園、日の出
北海道雨竜郡沼田町沼田第1
北海道深川市新星、西北星、一北星、三北星

北海道雨竜郡雨竜町第1町内、第2町内、第6町内、第11町
内
北海道雨竜郡北竜町古作、碧水、共栄、板谷、和
北海道雨竜郡沼田町北竜第1、北竜第2、仲町、沼田第1、沼
田第3、旭町

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew16.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 雨竜川 ○ 多度志 雨竜郡沼田町共成
秩父別町秩父別～ 深
川市多度志町ペンケ

沼田町高穂第1～ 深
川市多度志町ヌップ

北海道妹背牛町8区、9区、11区
北海道雨竜郡秩父別町協栄、北部、西栄、新盛、屯田、南、
中央東、中央西、旭、和敬園、東、日の出
北海道深川市新星、西北星、一北星、三北星、多度志、宇
摩、北多度志、弥栄、中央、幌成、幌内、鷹泊、中多度志、川
向

北海道雨竜郡沼田町高穂、東予、共成
北海道深川市幌内、鷹泊、ウッカ

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew17.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 雨竜川 ○ 幌加内
雨竜郡幌加内町幌加
内市街地

幌加内町長留内～幌
加内町上幌加内

幌加内町長留内～ 幌
加内町雨煙別

北海道雨竜郡幌加内町新成生、上幌加内、振興、東栄、幌
加内、平和、親和

北海道雨竜郡幌加内町清月、長留内、雨煙別 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew18.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 当別川 ○ 篠路
札幌市北区篠路町上
福移

当別町八幡～当別町
栄町50番地先

当別町当別太～当別
町幸町122番地先

北海道江別市篠津
北海道石狩郡当別町川下、対雁、栄町、蕨岱

北海道石狩市北生振、美登位
北海道石狩郡当別町ビトエ、当別太、太美南、太美町、太美
スターライト、獅子内、川下、下川町、若葉

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew19.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 当別川 ○ 当別川下
石狩郡当別町字川下
926番地

石狩郡当別町栄町50
番地先～ 石狩郡当別
町川下131番5号地先

石狩郡当別町122番地
先～ 石狩郡当別町下
川町133番１地先

北海道江別市篠津
北海道石狩郡当別町川下、対雁、栄町、蕨岱

北海道石狩市北生振、美登位
北海道石狩郡当別町ビトエ、当別太、太美南、太美町、太美
スターライト、獅子内、川下、下川町、若葉

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew19.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 美唄川 ○ 月形
岩見沢市北村豊正42
－12

美唄市西美唄町元村1
区～美唄市開発町北

美唄市中村町南～美
唄市開発町桜井

北海道岩見沢市北村美唄達布、北村赤川、北村中央、北村
栄町、北村北都、北村豊里、北村豊正、北村中小屋、北村大
願、西川町、稔町
北海道三笠市岡山、いちきしり、本郷町、宮本町、若松町、堤
町、幸町、多賀町、若草町、有明町
北海道美唄市西美唄町大曲1区、西美唄町大曲2区、西美唄
町大曲3区、西美唄町富樫2区、西美唄町山形1区、西美唄
町山形2区、西美唄町山形3区、西美唄町元村1区、西美唄
町元村4区、西美唄町元村美富、上美唄町1区、上美唄町2
区、上美唄町沼の端、上美唄町中央、上美唄町南、上美唄
町東、豊葦町3区、豊葦町4区、開発町南、峰延町峰樺1区、
峰延町峰樺2区、開発町北

北海道美唄市開発町桜井、開発町親和、沼の内町南、沼の
内町西、沼の内町中央、沼の内町北、西美唄町元村2区、西
美唄町元村3区、中村町南、中村町中央、中村町北、北美唄
町1区、北美唄町2区、茶志内町1区、茶志内町2区、茶志内
町3区、茶志内町協和
北海道奈井江町高島1区、高島2区、高島6区、高島7区、茶
志内1区、茶志内2区、茶志内4区、空知団地、本町4区、本町
10区、北町2区、北町3区、北町4区、北町5区、瑞穂2区、瑞穂
3区、瑞穂4区、大和1区、大和2区、大和3区、大和4区、大和5
区、大和7区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew20.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 月寒川 ○ 雁来
札幌市白石区菊水元
町3条1丁目24番地

札幌市白石区米里5条
1丁目～札幌市白石区
北郷

札幌市白石区東米里
～札幌市白石区川北 北海道札幌市白石区

北海道札幌市白石区
北海道江別市角山

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew21.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 望月寒川 ○ 雁来
札幌市白石区菊水元
町3条1丁目24番地

札幌市白石区米里5条
3丁目～札幌市白石区
米里4条3丁目

札幌市白石区北郷～
札幌市白石区北郷

北海道札幌市白石区 北海道札幌市白石区 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew22.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 篠津川 ○ 石狩大橋 江別市緑町558番地
江別市中島～江別市
中島

江別市八幡～江別市
篠津 北海道石狩郡当別町川下、対雁、蕨岱

北海道石狩郡当別町川下、対雁、蕨岱
北海道江別市篠津、美原
北海道石狩郡新篠津村川下、中原

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew23.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 旧夕張川 ○ 裏の沢
空知郡南幌町南15線
23番地

長沼町30区～長沼町
30区

南幌町南17線西～南
幌町南21線西

北海道長沼町3区、7区、8区、9区、10区、14区、15区、18区、
20区、21区、22区、23区、24区、25区、26区、27区、28区、29
区、30区

北海道江別市東光町、朝日町、萌えぎ野中央、萌えぎ野西、
萌えぎ野東、あけぼの町、江別太
北海道長沼町中樹林自治区、三重自治区、青葉自治区、北
町町内会、西町町内会、東町町内会、美園地区、稲穂町内
会、第6区、第7区、第8区、第9区、第10区、第11区、第12区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew24.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 須部都川 ○ 月形
岩見沢市北村豊正42
－12

月形町新生～月形町
市北

岩見沢市北村豊正～
樺戸郡月形町市南

北海道樺戸郡月形町北農場、赤川、新生

北海道樺戸郡月形町市南、農事会、南耕地、耕和、月浜、昭
栄、共和、新栄、南新田
北海道石狩郡新篠津村北新、新湧、川上、上篠津、高倉、西
高倉、新高倉、沼ノ端、上達布、下達布、平安、豊野、拓新、
武田、基線、西篠津、新西篠津、中原、川下
北海道江別市篠津、美原

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew25.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 奈井江川 ○ 奈井江大橋 樺戸郡浦臼町黄臼内
奈井江町チャシュナイ
～奈井江町高島1区

奈井江町キナウスナイ
～奈井江町キナウスナ
イ

北海道空知郡奈井江町瑞穂１区、瑞穂2区、瑞穂3区、瑞穂4
区、大和1区、大和2区、大和3区、大和4区、大和5区、大和7
区、北町2区、北町3区、北町4区、北町5区、本町9区、本町10
区

北海道空知郡奈井江町高島2区、高島6区、茶志内4区甲、
空知団地
北海道美唄市中村町南、中村町中央、中村町北、茶志内町
協和、茶志内町1区、、茶志内町2区、茶志内町3区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew26.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 徳富川 ○ 橋本町
樺戸郡新十津川町中
央89番地

新十津川町字中央～
新十津川町字中央

新十津川町字中央～
新十津川町字中央

北海道樺戸郡新十津川町みどり区、橋本町、大和区

北海道樺戸郡新十津川町中央区、菊水区、青葉区、弥生
区、花月区
北海道砂川市北光第2
北海道浦臼町鶴沼1町内、鶴沼2町内、鶴沼3町内、浦臼1町
内

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew27.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 尾白利加川 ○ 橋本町
樺戸郡新十津川町中
央89番地

雨竜町字尾白利加～
雨竜町字尾白利加

新十津川町字大和～
新十津川町字大和

北海道雨竜郡雨竜町第1町内 北海道樺戸郡新十津川町大和区、橋本町、みどり区 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew28.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 恵岱別川 ○ 雨竜橋 妹背牛町千秋
北竜町和～北竜町和 雨竜町渭之津～ 雨竜

町渭之津
北海道雨竜郡北竜町和、板谷、古作、碧水、共栄 北海道雨竜郡雨竜町第6町内 ○

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew29.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 厚別川 ○ 厚別
江別市元野幌1131番
地

豊平川への合流点～
札幌市白石区東米里
2029番地先

豊平川への合流点～
札幌市厚別区厚別西
730-1

北海道札幌市東区、白石区
北海道札幌市東区、白石区、厚別区
北海道江別市角山、工栄町、元野幌、大麻、大麻ひかり町

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew30.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 漁川 ○ 日の出橋 恵庭市牧場35
千歳川への合流点～
恵庭市牧場204番地の
1地先

千歳川への合流点～
恵庭市牧場204番地の
1地先

北海道恵庭市北島、穂栄、林田、下島松、中島松、南島松、
恵み野北、恵み野東、恵み野南、中島町、有明町、大町、牧
場

北海道恵庭市漁太、春日、中央、上山口、戸磯、黄金北、黄
金中央、和光町、住吉町、緑町、京町、漁町、桜町、駒場町、
白樺町、本町、相生町
北海道千歳市釜加、長都

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew31.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 幌向川 ○ 豊幌
江別市豊幌南3線西1
号

夕張川への合流点～ 
岩見沢市栗沢町字北
斗

夕張川の合流点～ 岩
見沢市幌向南4条3丁
目

北海道岩見沢市栗沢町北斗、栗沢町栗部、栗沢町砺波、栗
沢町必成

北海道江別市豊幌美咲野、豊幌花園町、豊幌はみんぐ
北海道岩見沢市幌向町、幌向南条丁目、幌向北条丁目、中
幌向町、北村砂浜

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew32.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 旧美唄川 ○ 大豊橋
空知郡北村大願615-
4

幾春別川への合流点
～ 岩見沢市北村中小
屋

幾春別川への合流点
～岩見沢市北村中小
屋

北海道岩見沢市北村美唄達布、北村赤川、北村中央、北村
栄町、北村中小屋、北村大願、西川町、稔町
北海道三笠市岡山、いちきしり、本郷町、宮本町、若松町、堤
町、幸町、多賀町、若草町、有明町

北海道岩見沢市北村北都、北村豊里、北村豊正、北村中小
屋
北海道美唄市西美唄町大曲1区、西美唄町大曲2区、西美唄
町大曲3区、西美唄町富樫2区、西美唄町山形1区、西美唄
町山形2区、西美唄町山形3区、西美唄町元村1区、西美唄
町元村4区、西美唄町元村美富、上美唄町1区、上美唄町2
区、上美唄町沼の端、上美唄町中央、上美唄町南、上美唄
町東、豊葦町3区、豊葦町4区、開発町南、峰延町峰樺1区、
峰延町峰樺2区、開発町北、開発町桜井、開発町親和、沼の
内町南、沼の内町西、沼の内町中央、沼の内町北、西美唄
町元村2区、西美唄町元村3区、中村町南、中村町中央、中
村町北、北美唄町1区、北美唄町2区、茶志内町1区、茶志内
町2区、茶志内町3区、茶志内町協和
北海道奈井江町高島1区、高島2区、高島6区、高島7区、茶
志内1区、茶志内2区、茶志内4区、空知団地、本町4区、本町
10区、北町2区、北町3区、北町4区、北町5区、瑞穂2区、瑞穂
3区、瑞穂4区、大和1区、大和2区、大和3区、大和4区、大和5
区、大和7区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew33.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 産化美唄川 ○ 産化美唄 美唄市北美唄町２区
石狩川への合流点～
美唄市茶志内町沼の
内町北

石狩川への合流点～
美唄市茶志内町１区

北海道岩見沢市北村美唄達布、北村赤川、北村中央、北村
栄町、北村北都、北村豊里、北村豊正、北村中小屋、北村大
願、西川町、稔町
北海道三笠市岡山、いちきしり、本郷町、宮本町、若松町、堤
町、幸町、多賀町、若草町、有明町
北海道美唄市西美唄町大曲1区、西美唄町大曲2区、西美唄
町大曲3区、西美唄町富樫2区、西美唄町山形1区、西美唄
町山形2区、西美唄町山形3区、西美唄町元村1区、西美唄
町元村4区、西美唄町元村美富、上美唄町1区、上美唄町2
区、上美唄町沼の端、上美唄町中央、上美唄町南、上美唄
町東、豊葦町3区、豊葦町4区、開発町南、峰延町峰樺1区、
峰延町峰樺2区、開発町北、開発町桜井、開発町親和、沼の
内町南、沼の内町西、沼の内町中央、沼の内町北、西美唄
町元村2区、西美唄町元村3区、北美唄町1区、北美唄町2
区、茶志内町1区

北海道美唄市中村町南、中村町中央、中村町北、茶志内町
2区、茶志内町3区、茶志内町協和
北海道奈井江町高島1区、高島2区、高島6区、高島7区、茶
志内1区、茶志内2区、茶志内4区、空知団地、本町4区、本町
10区、北町2区、北町3区、北町4区、北町5区、瑞穂2区、瑞穂
3区、瑞穂4区、大和1区、大和2区、大和3区、大和4区、大和5
区、大和7区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew34.html

北海道開発局 札幌開発建設部 石狩川水系 嶮淵川 ○ 嶮淵 千歳市泉郷800番地
千歳川への合流点～
千歳市泉郷145番地

千歳川への合流点～
千歳市泉郷576番地

北海道長沼町24区、31区
北海道千歳市根志越、泉郷、中央

北海道長沼町9区、14区、15区、18区、20区、21区、22区、23
区、24区、25区、26区、27区、28区、29区、30区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_
kanri/kluhh40000005ew35.html

北海道開発局 函館開発建設部 後志利別川水系 後志利別川 ○ 住吉 瀬棚郡今金町 今金町 今金町 北海道瀬棚郡今金町住吉、花石、中里、奥沢、美利河 北海道瀬棚郡今金町種川、住吉、宮島、中里、美利河 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/hk/koumu

/eqp9bq00000004yx.html

北海道開発局 函館開発建設部 後志利別川水系 後志利別川 ○ 今金 瀬棚郡今金町 今金町からせたな町 今金町からせたな町
北海道瀬棚郡今金町豊田、鈴金、金原、八束、田代、稲穂
北海道久遠郡せたな町北檜山区兜野、愛知

北海道瀬棚郡今金町神丘、今金、御影、種川
北海道久遠郡せたな町瀬棚区南川
北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡、北檜山、徳島、西丹
羽、丹羽、東丹羽

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/hk/koumu

/eqp9bq00000004yx.html

北海道開発局 小樽開発建設部 尻別川水系 尻別川 ○ 名駒
磯谷郡蘭越町淀川４
１番地

蘭越町字淀川から同
町字港

蘭越町字栄から同町
字港

北海道磯谷郡蘭越町港町
北海道磯谷郡蘭越町共栄
北海道磯谷郡蘭越町名駒
北海道磯谷郡蘭越町淀川
北海道磯谷郡蘭越町清水
北海道磯谷郡蘭越町鮎川

北海道磯谷郡蘭越町港町
北海道磯谷郡蘭越町初田
北海道磯谷郡蘭越町御成
北海道磯谷郡蘭越町三和
北海道磯谷郡蘭越町栄

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ot/koumu

/vu2tjq0000000mdq.html

北海道開発局 小樽開発建設部 尻別川水系 尻別川 ○ 蘭越 磯谷郡蘭越町豊国
蘭越町字蘭越町から
同町字淀川

蘭越町字豊国から同
町字栄

北海道磯谷郡蘭越町淀川
北海道磯谷郡蘭越町大谷
北海道磯谷郡蘭越町蘭越町

北海道磯谷郡蘭越町栄
北海道磯谷郡蘭越町豊国

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ot/koumu

/vu2tjq0000000mdq.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 室蘭開発建設部 鵡川水系 鵡川 ○ 穂別
北海道勇払郡むかわ
町穂別

勇払郡むかわ町穂別
地先～勇払郡むかわ
町穂別和泉地先

勇払郡むかわ町穂別
地先～勇払郡むかわ
町穂別豊田地先

北海道勇払郡むかわ町穂別和泉、穂別 北海道勇払郡むかわ町穂別豊田、穂別 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tisui/nkl4jv00
000003pf.html

北海道開発局 室蘭開発建設部 鵡川水系 鵡川 ○ 栄
北海道勇払郡むかわ
町穂別栄

勇払郡むかわ町穂別
和泉地先～勇払郡む
かわ町花岡地先

勇払郡むかわ町穂別
豊田地先～勇払郡む
かわ町春日地先

北海道勇払郡むかわ町生田、花岡、有明、穂別仁和、穂別
和泉

北海道勇払郡むかわ町旭岡、春日、穂別栄、穂別豊田 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tisui/nkl4jv00
000003pf.html

北海道開発局 室蘭開発建設部 鵡川水系 鵡川 ○ 鵡川
北海道勇払郡むかわ
町洋光

勇払郡むかわ町花岡
地先～海

勇払郡むかわ町春日
地先～海

北海道勇払郡むかわ町米原、宮戸、汐見、生田、花岡

北海道勇払郡むかわ町豊城、二宮、田浦、大原、青葉、福
住、花園、末広、松風、美幸、文京、大成、晴海、洋光、若
草、駒場、春日、旭岡
北海道勇払郡厚真町鹿沼、清住、浜厚真

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tisui/nkl4jv00
000003pf.html

北海道開発局 室蘭開発建設部 沙流川水系 沙流川 ○ 幌毛志橋
北海道沙流郡平取町
本町字幌毛志

沙流郡平取町字荷負
167番の22地先の長知
内橋下流端～沙流郡
平取町字荷負65番の1
地先

沙流郡平取町字長知
内106番の2地先の長
知内橋下流端～沙流
郡平取町字長知内5番
の8地先

－ 北海道沙流郡平取町長知内 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tisui/
nkl4jv00000003pf.html

北海道開発局 室蘭開発建設部 沙流川水系 沙流川 ○ 平取
北海道沙流郡平取町
本町

沙流郡平取町字二風
谷地先～沙流郡平取
町字川向地先

沙流郡平取町字二風
谷地先～沙流郡平取
町字去場地先

北海道沙流郡平取町二風谷、小平、川向
北海道沙流郡平取町二風谷、本町、荷菜、去場、紫雲古津
北海道沙流郡日高町平賀、富川北、富川南

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tisui/nkl4jv00
000003pf.html

北海道開発局 室蘭開発建設部 沙流川水系 沙流川 ○ 富川
北海道沙流郡日高町
富川南

沙流郡平取町字川向
地先～海

沙流郡平取町字去場
地先～海

北海道沙流郡平取町川向
北海道沙流郡日高町福満、富川東、富浜

北海道沙流郡平取町本町、荷菜、去場、紫雲古津
北海道沙流郡日高町平賀、富川北、富川南

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/tisui/nkl4jv00
000003pf.html

北海道開発局 釧路開発建設部 釧路川水系 釧路川 ○ 弟子屈
弟子屈町湯の島2丁
目

弟子屈町字弟子屈原
野146号３地先

弟子屈町字鐺別原野
43線西19番1地先

北海道川上郡弟子屈町熊牛原野地区の釧路川沿い、仁多
地区、弟子屈原野地区の釧路川沿い、鐺別原野地区の釧路
川沿い、朝日地区の釧路川沿い、湯の島地区

北海道川上郡弟子屈町熊牛原野地区の釧路川沿い、サンペ
コタン地区、プイラクニ地区、ヌパシュナイ地区、札友内地区
の釧路川沿い、鐺別原野地区の釧路川沿い、泉地区、中央
地区、美里地区の釧路川沿い

○

http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/q
gmend0000004rnq-
att/qgmend0000004sh2.pdf

北海道開発局 釧路開発建設部 釧路川水系 釧路川 ○ 標茶 標茶町開運 支川オソベツ川合流点 支川オソベツ川合流点

北海道川上郡標茶町旭町地区、磯分内地区の釧路川沿い、
五十石地区の釧路川沿い、厚生地区のオソベツ川沿い、桜
町地区、ルルラン地区の釧路川沿い、多和地区の釧路川沿
い

北海道川上郡標茶町久著呂地区の釧路川沿い、御卒別地
区の釧路川及びオソベツ川沿い、沼幌地区の釧路川沿い、
磯分内地区の釧路川沿い、開運地区、厚生地区のオソベツ
川沿い、栄地区の釧路川沿い、常盤地区、川上地区、南標
茶地区

○

http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/q
gmend0000004rnq-
att/qgmend0000004sh2.pdf

北海道開発局 釧路開発建設部 釧路川水系 新釧路川 ○ 広里 釧路市広里 釧路川分派点～海 釧路川分派点～海

北海道釧路市愛国地区、愛国西地区、愛国東地区、旭町地
区、芦野地区、栄町地区、花園町地区、貝塚地区、共栄大通
地区、暁町地区、錦町地区、古川町地区、光陽町地区、幸町
地区、広里地区、黒金町地区、材木町地区、治水町地区、若
松町地区、寿地区、松浦町地区、城山地区、新釧路町地区、
新富町地区、川上町地区、川北町地区、双葉町地区、大川
町地区、中園町地区、中島町地区、東川町地区、入江町地
区、白金町地区、美原地区、武佐地区、文苑地区、豊川町地
区、北園地区、北大通地区、堀川町地区、末広町地区、柳町
地区、北海道阿寒郡鶴居村恩根内地区

北海道釧路市安原地区、昭和地区、昭和中央地区、昭和町
地区、昭和南地区、昭和北地区、鳥取大通地区、鳥取北地
区、鶴野地区、北斗地区、北海道釧路郡釧路町よし野地区、
わらび地区、遠矢地区、遠矢南地区、河畔地区、雁来地区、
桂地区、桂木地区、光和地区、国誉地区、トリトウシ地区、遠
野地区、別保地区、別保原野地区、若葉地区、曙地区、新開
地区、雪裡地区、中央地区、鳥通西地区、鳥通東地区、鳥里
地区、南陽台地区、富原地区、豊美地区、北見団地地区、北
都地区、睦地区、木場地区

○

http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/q

gmend0000004rnq-

att/qgmend0000004tid.pdf

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 十勝川 ○ 共栄橋
北海道上川郡清水町
字人舞東1線

上川郡清水町字熊牛３
８番の５地先～帯広市
左岸西帯広中島地先

上川郡新得町字屈足
東２線２５番地先～帯
広市右岸西北地先

北海道上川郡新得町字屈足(33号より南)、北海道上川郡清
水町北熊牛1(道道75号より東)、北海道上川郡清水町北熊牛
(熊牛18号より南)、北海道上川郡清水町中熊牛1から3(道道
75号より西)、北海道上川郡清水町西松沢、北松沢、本村(道
道75号より西)、北海道河西郡芽室町毛根北8から9線(西31
号より西)、北海道河西郡芽室町毛根北6から7線(西29号より
西)、北海道河西郡芽室町毛根北3から5線、北海道河西郡芽
室町西士狩北2から6線、北芽室北2から5線、北海道帯広市
西23条北3から北5、西24条北3から北4、北海道帯広市西21
条北3から北5、西22条北3から北5、北海道帯広市西19条北
3、西20条北3から北5

北海道上川郡新得町35区（東1線より東）、36区（東1線より
東）、北海道上川郡清水町人舞2から3（道道718号より東）、
東人舞、人舞共栄、北海道上川郡清水町人舞1から2（道道
718号より東）、北海道上川郡清水町大和、常盤、下羽帯、北
海道河西郡芽室町芽室北1から5線、北海道河西郡芽室町
芽室北1線、北海道河西郡芽室町東芽室北1線、芽室北1
線、北海道河西郡芽室町西士狩北1線、東芽室北1から2線、
北海道帯広市西25条北2、西24条北2から北3、西23条北2か
ら北3、北海道帯広市西22条北2から北3、西21条北1から北
3、北海道帯広市西20条北1から北3、西19条北1から北3、北
海道帯広市西18条北1から北3、西17条北3から南1、北海道
帯広市西16条北3から南2、西15条北10から南6、北海道帯広
市西14条北10から南6、西13条北10から南7、北海道帯広市
西12条北10から南8、西11条北10から南8、北海道帯広市西
10条北10から南10、西9条北10から南11、北海道帯広市西8
条北9から南11、西7条北9から南11、北海道帯広市西6条北9
から南9、西5条北9から南9、北海道帯広市西4条北6から南
9、西3条北3から南9、北海道帯広市西2条北3から南8、西1
条南1から南9、北海道帯広市依田町、大通北3から南9、東1
条北2から南9、北海道帯広市東2条北3から南9、東3条北3か
ら南10、北海道帯広市東4条北3から南11、東5条北2から南
11、北海道帯広市東6条北2から南11、東7条北2から南11、
北海道帯広市東8条北2から南11、東9条北2から南10、北海
道帯広市東10条北2から南11、東11条北2から南11、北海道
帯広市東12条北2から南10、東13条南2から南8、北海道帯広
市東14条南2から南6、東15条南3から南5

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
00002s13.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 十勝川 ○ 帯広
北海道帯広市大通北
2丁目2-2地先

河東郡音更町左岸然
別地区～中川郡池田
町左岸川合地先

帯広市右岸西北地区
～中川郡豊頃町右岸
統内地先

北海道河東郡音更町字然別北3から6線西、北海道河東郡
音更町字音更基線（9号より南）、字音更東1線、北海道河東
郡音更町大通1から18、大通20、大通北1、元町、北海道河東
郡音更町新通1から20、新通北1から2、東通10から20、北海
道河東郡音更町柳町南区、柳町仲区、柳町北区、北海道河
東郡音更町木野東通1から5、木野西通4から19、木野公園下
町、北海道河東郡音更町木野大通西1から19、木野大通東1
から19、北海道河東郡音更町宝来北3条4から6、宝来北4条4
から7、北海道河東郡音更町宝来北1条1から5、宝来北2条1
から6、北海道河東郡音更町宝来西町北1、宝来仲町北1、宝
来東町北1、北海道河東郡音更町宝来仲町南1から2、宝来
東町南1から2、北海道河東郡音更町宝来南2条7から8、宝来
西町南1から2、北海道河東郡音更町ひびきの仲町1から2、
ひびき野西町1から2、北海道河東郡音更町字下士幌北1線
東、ひびき野東町1から2、北海道河東郡音更町十勝川温泉
北7から12、北海道河東郡音更町十勝川温泉南1から20、十
勝川温泉北1から3、北海道河東郡音更町字下士幌北1から3
線東、字下士幌基線東、北海道中川郡池田町信取1と3（山
間部より東）、北海道中川郡池田町青山1から2（山間部より
東）、北海道中川郡池田町豊田1から2（山間部より東）、北海
道中川郡池田町千代田栄、千代田朝日、千代田西（山間部
より南）、北海道中川郡池田町利別南、利別東、利別1から
2、千代田三日月、北海道中川郡池田町東台1（東台1号橋よ
り西）、利別西、利別中央、北海道中川郡池田町川合1から
2、昭栄東（山間部より西）、昭栄3から5、北海道中川郡豊頃
町十弗（ＪＲ根室本線より西）、北栄、北海道中川郡豊頃町育
素多、礼文内（山間部より西）、北海道中川郡豊頃町幌岡、
豊頃（山間部及びＪＲ根室本線より西）

北海道帯広市西25条北2、西24条北2から北3、西23条北2か
ら北3、北海道帯広市西22条北2から北3、西21条北1から北
3、北海道帯広市西20条北1から北3、西19条北1から北3、北
海道帯広市西18条北1から北3、西17条北3から南1、北海道
帯広市西16条北3から南2、西15条北10から南6、北海道帯広
市西14条北10から南6、西13条北10から南7、北海道帯広市
西12条北10から南8、西11条北10から南8、北海道帯広市西
10条北10から南10、西9条北10から南11、北海道帯広市西8
条北9から南11、西7条北9から南11、北海道帯広市西6条北9
から南9、西5条北9から南9、北海道帯広市西4条北6から南
9、西3条北3から南9、北海道帯広市西2条北3から南8、西1
条南1から南9、北海道帯広市依田町、大通北3から南9、東1
条北2から南9、北海道帯広市東2条北3から南9、東3条北3か
ら南10、北海道帯広市東4条北3から南11、東5条北2から南
11、北海道帯広市東6条北2から南11、東7条北2から南11、
北海道帯広市東8条北2から南11、東9条北2から南10、北海
道帯広市東10条北2から南11、東11条北2から南11、北海道
帯広市東12条北2から南10、東13条南2から南8、北海道帯広
市東14条南2から南6、東15条南3から南5、北海道中川郡幕
別町千住1から2、札内市街（ＪＲ根室本線より東）、北海道中
川郡幕別町相川、猿別、千住東、稲志別、北海道中川郡幕
別町明野北（国道38号より東）、相川北、相川南、相川西、北
海道中川郡幕別町新川（国道38号より東）、明野南（国道38
号より東）、北海道中川郡豊頃町統内（国道38号より東、打
内川沿い）

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
00002s13.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 十勝川 ○ 茂岩
北海道中川郡豊頃町
中央新町1丁目地先

中川郡豊頃町左岸北
栄地先～海

豊頃町右岸礼作別地
先～海

北海道中川郡豊頃町十弗（ＪＲ根室本線より西）、北栄、北海
道中川郡豊頃町育素多、礼文内（山間部より西）、北海道中
川郡豊頃町幌岡、豊頃（山間部及びＪＲ根室本線より西）、北
海道十勝郡浦幌町字稲穂（稲穂橋より南、山間部より東）、
北海道十勝郡浦幌町字平和（下頃辺川より西）、北海道十勝
郡浦幌町字共栄（国道336号より西）、北海道十勝郡浦幌町
字愛牛、字大平、字吉野、北海道十勝郡浦幌町字ベツチヤ
ロ、字下浦幌（豊北）、字朝日、字養老、北海道十勝郡浦幌
町字ヌタベツト、字トイトッキ、字ウツナイ、北海道中川郡豊頃
町大津

北海道中川郡豊頃町統内（国道38号より東、打内川沿い）、
北海道中川郡豊頃町礼作別（国道38号より東、礼作別川沿
い）、北海道中川郡豊頃町礼作別（国道38号より東）、北海道
中川郡豊頃町農野牛（牛首別川より北）、二宮（牛首別川より
北）、北海道中川郡豊頃町茂岩（道道320号より東）、北海道
中川郡豊頃町牛首別（下牛首別川沿い）、北海道中川郡豊
頃町背負（山間部より東、下牛首別川沿い）、北海道中川郡
豊頃町安骨（山間部より東）、北海道中川郡豊頃町大津（山
間部より東）、旅来（山間部より東）

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
00002s13.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 帯広川 ○ 帯広
北海道帯広市大通北
2丁目2-2地先

帯広市東2条南1丁目2
番地先の国道鎮橋下
流端～十勝川への合
流点

帯広市東2条南1丁目2
番地先の国道鎮橋下
流端～十勝川への合
流点

北海道帯広市西21条北2から北3、北海道帯広市、西20条北
2から北3、西19条北1から北3北海道帯広市西18条北1から
北3、西17条北1から北3、北海道帯広市西16条南1から北3、
西15条北10から南4、北海道帯広市西14条北10から南4、西
13条北10から南4、北海道帯広市西12条北10から南3、西11
条北10から南3、北海道帯広市西10条北10から南3、西9条北
9から南3、北海道帯広市西8条北8から南5、西7条北7から南
6、北海道帯広市西6条北6から南5、西5条北5から南5、北海
道帯広市西4条北4から南5、西3条北3から南5、北海道帯広
市西2条北3から南5、西1条北5から南1、北海道帯広市東1条
北2から南5、依田町、大通北3から南5、北海道帯広市東2条
北2から南5、東3条北2から南5、北海道帯広市東4条北2から
南6、東5条北1から南6、北海道帯広市東6条南1から南7、東
7条南1から南6、北海道帯広市東8条南1から南6、東9条南1
から南6、北海道帯広市東10条南1から南6、東11条南1から
南6、北海道東12条南2から南6、帯広市東13条南2から南7、
北海道帯広市東14条南2から南6、東15条南3から南5

北海道帯広市西21条北2から北3、西20条北2から北3、北海
道帯広市西19条北1から北3、西18条北1から北3、北海道帯
広市西17条北1から北3、西16条北3から南1、北海道帯広市
西15条北10から南4、西14条北10から南4、北海道帯広市西
13条北10から南4、西12条北10から南3、北海道帯広市西11
条北10から南3、西10条北10から南3、北海道帯広市西9条北
9から南3、西8条北8から南5、北海道帯広市西7条北7から南
6、西6条北6から南5、北海道帯広市西5条北5から南5、西4
条北4から南5、北海道帯広市西3条北3から南5、西2条北3か
ら南5、北海道帯広市東1条北2から5、依田町、大通北3から
南5、北海道帯広市東2条北2から南5、東3条北1から南5、北
海道帯広市東4条北2から南6、東5条北1から南6、北海道帯
広市東6条南1から南7、東7条南1から南6、北海道帯広市東8
条南1から南6、東9条南1から南6、北海道帯広市東10条南1
から南6、東11条南1から南6、北海道帯広市東12条南2から
南6、東13条南2から南7、北海道帯広市東14条南2から南6、
東15条南3から南5

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000dog.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 利別川 ○ 東橋
北海道中川郡本別町
字勇足東3区

中川郡本別町本別100
番地の1地先～中川郡
池田町左岸大森地先

中川郡本別町本別11
番の2地先～中川郡本
別町右岸チエトイ地先

北海道中川郡本別町共栄、南1から4、北1から8、清流町、上
本別、北海道中川郡本別町共栄1（道東自動車道より西）、北
海道中川郡本別町勇足東1から5（道東自動車道より西）、北
海道中川郡池田町大森1から3（道東自動車道より西）、北海
道中川郡池田町高島西、高島東（道東自動車道より西）、北
海道中川郡池田町高島中央（道道237号より西）、北海道中
川郡池田町近牛（道道237号より西）、北海道中川郡池田町
清見2（山間部より西）、様舞（山間部より西）、北海道中川郡
池田町南1、1から10丁目、東2条、旭町1、旭町3から4

北海道中川郡本別町新町、栄町、美里別東下1、北海道中
川郡本別町弥生町、北海道中川郡本別町チエトイ1、北海道
中川郡本別町負箙2（道道499号より東）、北海道中川郡本別
町負箙1（チエトイ川より南）、北海道中川郡本別町勇足西3、
北海道中川郡本別町勇足西4、勇足西6、北海道中川郡池田
町常盤2から3（山間部より東）

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
00002sie.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 利別川 ○ 利別
北海道中川郡池田町
西3条南8丁目地先

中川郡池田町左岸高
島地先～十勝川への
合流点

中川郡池田町右岸美
加登地先～十勝川へ
の合流点

北海道中川郡池田町大森1から3（道東自動車道より西）、北
海道中川郡池田町高島西、高島東（道東自動車道より西）、
北海道中川郡池田町高島中央（道道237号より西）、北海道
中川郡池田町近牛（道道237号より西）、北海道中川郡池田
町清見2（山間部より西）、様舞（山間部より西）、北海道中川
郡池田町南1、1から10丁目、東2条、旭町1、旭町3から4、北
海道中川郡池田町東台1（東台1号橋より西）、北海道中川郡
池田町昭栄東（山間部より西）、昭栄3から5、北海道中川郡
豊頃町十弗（ＪＲ根室本線より西）、北栄、北海道中川郡豊頃
町育素多、礼文内（山間部より西）、北海道中川郡豊頃町幌
岡、豊頃（山間部及びＪＲ根室本線より西）、北海道十勝郡浦
幌町字平和（下頃辺川より西、ＪＲ根室本線より西）、北海道
十勝郡浦幌町字吉野（下頃辺川より西）、北海道十勝郡浦幌
町字養老（下頃辺川より西）、字太平、北海道十勝郡浦幌町
字下浦幌（豊北）、字愛牛、北海道十勝郡浦幌町字トイトッキ
（国道336号より北）、北海道十勝郡浦幌町字ベツチヤロ、字
ウツナイ

北海道中川郡池田町美加登2から3（山間部より東）、北海道
中川郡池田町信取1と3（山間部より東）、北海道中川郡池田
町青山1から2（山間部より東）、北海道中川郡池田町豊田1
から2（山間部より東）、北海道中川郡池田町利別1から2、利
別東、利別西、利別中央、利別南、北海道中川郡池田町千
代田西（山間部より南）、千代田朝日、北海道中川郡池田町
川合1から2、千代田三日月、千代田栄

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
00002sie.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 札内川 ○ 第二大川橋
北海道帯広市大正町
本町

ヌウナイ川の合流点～
十勝川への合流点

ヌウナイ川の合流点～
十勝川への合流点

北海道河西郡中札内村新札内（東6線より東）、西札内（山間
部より東）、北海道帯広市中島町東6線（30号より北）、中島
町東7線、北海道帯広市中島町東5線（29号より北）、北海道
帯広市中島町東3線（28号より北）、北海道帯広市清川町東2
線（27号より北）、北海道帯広市清川町東1線（26号より北）、
北海道帯広市富士町基線、富士町東1線、北海道帯広市豊
西町基線（17号より南）、北海道帯広市川西町西1線、川西町
基線、川西町東1線、北海道帯広市稲田町南8から9線西、清
流東1から4、清流西1から4、北海道帯広市稲田町西1線、稲
田町基線、稲田町東1から2線、北海道帯広市西12条南34、
西12条南39から41、西13条南39から41、北海道帯広市西11
条南32から34、西11条南39から41、北海道帯広市西10条南
30から34、西10条南39から41、北海道帯広市西9条南29から
34、西9条南39から41、北海道帯広市西8条南29から34、西8
条南39から41、北海道帯広市西7条南27から34、西7条南39
から41、北海道帯広市西6条南18から34、西6条南39から41、
西7条南4から8、北海道帯広市西5条南3から9、西5条南15か
ら42、西6条南3から8、北海道帯広市西3条南3から38、西4条
南3から12、西4条南14から38、北海道帯広市西1条南2から
33、西1条南35から36、西2条南3から38、北海道帯広市東1
条南2から30、依田町、大通南2から34、北海道帯広市東4条
南1から29、東3条南1から29、東2条南1から30、北海道帯広
市東7条南1から25、東6条南1から26、東5条南1から27、北海
道帯広市東10条南1から20、東9条南1から23、東8条南1から
24、北海道帯広市東12条南1から14、東11条南1から18、北
海道帯広市東15条南3から5、東14条南2から6、東13条南2か
ら8

北海道河西郡中札内村元札内（西1線より西）、上札内（基線
より西）、北海道河西郡中札内村常盤、北海道河西郡中札内
村協和（東1線より西）、北海道河西郡中札内村東1条北1か
ら8、東3条北1、東4条北1から2、北海道河西郡中札内村西2
条北5、西2条北7から8、大通北1から8、北海道河西郡中札
内村東5条南1、東5条南5、西1条北1から9、西2条北1、北海
道河西郡中札内村東3条南1から5、東4条南1から3、東4条南
5から8、北海道河西郡中札内村大通南1から8、東1条南1か
ら8、東2条南2から5、北海道河西郡中札内村中札内、西1条
南1から5、西2条南1から8、北海道河西郡中札内村元大正
（国道236号より西）、新生（33号より南）、北海道帯広市幸福
町基線、幸福町東1線（28号より北）、北海道帯広市昭和町基
線、昭和町東1線（22号より南）、北海道帯広市大正町東1
線、大正町本町、昭和町西1から2線、北海道帯広市愛国町
基線、愛国町東1線、大正町西1線、大正町基線、北海道帯
広市愛国町南10から11線（基線から西）、愛国町西1線、北海
道帯広市愛国町、愛国町南8から9線、北海道中川郡幕別町
西和（東3線より西）、北海道中川郡幕別町千住1（途別川より
西）、千住2、北海道中川郡幕別町札内市街（南6線より北）

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000dyn.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 音更川 ○ 士幌
北海道河東郡士幌町
字百戸

河東郡士幌町字士幌
幹西3線187番地先～
河東郡音更町左岸東
音更地先

河東郡士幌町字上音
更基線204番地先～河
東郡音更町右岸駒場
地先

北海道河東郡士幌町字士幌幹西2線（幹西2線及びかんがい
用水路より西）、北海道河東郡士幌町字士幌幹西1線（かん
がい用水路及び幹線より西）、北海道河東郡士幌町字中士
幌幹線、北海道河東郡音更町字東和西4から5線、字東音更
幹西1線、字東音更幹線、北海道河東郡音更町字東和西3線
（字東和西3線8号より南）、北海道河東郡音更町字東和西2
線（字東和西2線5号付近）

北海道河東郡士幌町字中音更西1線（西1線より東）、北海道
河東郡士幌町字中音更東1線、字中音更基線、北海道河東
郡音更町字駒場東1線（道道337号より東）、北海道河東郡音
更町駒場東

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
000009e6.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 音更川 ○ 音更
北海道河東郡音更町
字下音更東1線37-7
地先

河東郡音更町左岸共
和地先～十勝川への
合流点

河東郡音更町右岸東
昭栄地先～十勝川へ
の合流点

北海道河東郡音更町字東和西4から5線、字東音更幹西1
線、字東音更幹線、北海道河東郡音更町字東和西3線（字東
和西3線8号より南）、北海道河東郡音更町字東和西2線（字
東和西2線5号付近）、北海道河東郡音更町宝来本通6、字下
士幌北1線東、北海道河東郡音更町宝来東町南1から2、宝
来東町北1、北海道河東郡音更町宝来仲町南1から2、宝来
仲町北1、北海道河東郡音更町宝来西町南1から2、宝来西
町北1、北海道河東郡音更町宝来北3条4から6、宝来北4条4
から7、北海道河東郡音更町宝来北1条1から6、宝来北2条1
から6、北海道河東郡音更町ひびき野東町1から2、宝来南2
条7から8、北海道河東郡音更町ひびき野西町1から2、ひび
き野仲町1から2

北海道河東郡音更町字駒場東1線（道道337号より東）、北海
道河東郡音更町駒場東、北海道河東郡音更町字音更基線
（9号より南）、字音更東1線、北海道河東郡音更町大通1から
18、大通20、大通北1、元町、北海道河東郡音更町東通10か
ら20、新通1から20、新通北1から2、北海道河東郡音更町柳
町南区、柳町仲区、柳町北区、北海道河東郡音更町木野大
通東1から19、木野大通西1から19、北海道河東郡音更町木
野東通1から5、木野公園下町、木野西通4から19

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/ctll1r00
000009e6.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 浦幌川 ○ 十勝太
北海道十勝郡浦幌町
字十勝太

浦幌十勝川合流点か
ら十勝郡浦幌町字生
剛136番地先まで

浦幌十勝川合流点か
ら十勝郡浦幌町字生
剛6番地先まで

北海道十勝郡浦幌町字生剛、字統太、字下浦幌、字下浦幌
東2線南、字下浦幌東3線南、字下浦幌東4線南、字下浦幌
南3線

北海道十勝郡浦幌町字吉野、字大平、字共栄、字養老、字
朝日、字生剛

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000b1c.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 下頃辺川 ○ 太平橋
北海道十勝郡浦幌町
字吉野

浦幌十勝川合流点か
ら十勝郡浦幌町字稲
穂361番地の1地先ま
で

浦幌十勝川合流点か
ら十勝郡浦幌町字稲
穂372番地地先まで

北海道十勝郡浦幌町字平和、字稲穂、字吉野、字大平、字
共栄、字養老、字朝日、字生鋼

北海道十勝郡浦幌町字ヌタベツト、字トイトツキ、字ウツナイ
地区、字ベツチヤロ、字養老地区、字愛牛、字大平、字吉
野、字平和、字稲穂、北海道中川郡豊頃町大津、幌岡

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000de3.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 猿別川 ○ 止若
北海道中川郡幕別町
本町109番地1地先

十勝川合流点から中
川郡幕別町字猿別129
番地先のＪＲ根室線鉄
橋下流点まで

十勝川合流点から中
川郡幕別町字猿別129
番地先のＪＲ根室線鉄
橋下流点まで

北海道中川郡幕別町相川北、相川南、相川西、相川、猿別、
千住東、稲志別、千住1

北海道中川郡幕別町新川、明野南、明野北、幕別市街、軍
岡、北海道中川郡豊頃町二宮、農野牛、礼作別、統内

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000be0.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 途別川 ○ 千住12号橋
北海道中川郡幕別町
字千住452番地地先

十勝川合流点から中
川郡幕別町字千住409
番地先のＪＲ根室線鉄
橋下流点まで

十勝川合流点から中
川郡幕別町字千住409
番地先のＪＲ根室線鉄
橋下流点まで

北海道中川郡幕別町千住1から2、札内市街
北海道中川郡幕別町相川北、相川南、相川西、相川、猿別、
千住東、稲志別、千住1

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000ej5.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 十弗川 ○ 東台1号橋
北海道中川郡池田町
東台45号

利別川合流点から中
川郡池田町字東台54
番地先まで

利別川合流点から中
川郡池田町字東台55
番地先まで

北海道中川郡豊頃町大津、育素多、礼文内、十弗、北栄、北
海道中川郡池田町昭栄東、昭栄3から5、東台、北海道中川
郡浦幌町字ヌタベツト、字トイトツキ、字ウツナイ地区、字ベツ
チヤロ、字養老、字愛牛、字大平、字吉野、字平和、幌岡

北海道中川郡池田町清見1、東台1 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000ctb.html

北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系 浦幌十勝川 ○ 十勝太
北海道十勝郡浦幌町
字十勝太

海から下頃辺川の合
流点まで

海から下頃辺川の合
流点まで

北海道十勝郡浦幌町字吉野、字大平、字共栄、字養老、字
朝日、字生鋼、字塩浦幌、字下浦幌東4線南、字下浦幌東5
線南、字十勝太

北海道十勝郡浦幌町字ヌタベツト、字トイトツキ、字ウツナイ
地区、字ベツチヤロ、字養老地区、字愛牛、字大平、字吉
野、北海道中川郡豊頃町大津

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/fns6al00
00000d3q.html

北海道開発局 旭川開発建設部 天塩川水系 天塩川 ○ 誉平
北海道中川郡中川町
字中川

中川町国府～中川町
豊里

中川町歌内～中川町
佐久

辰子丑地区(天塩町字タツネウシ・天塩町字ペンケビラ）
下国根府地区（天塩町字下コクネップ）
国府地区（中川町字国府）
大富一、二、三地区（中川町字大富）
誉二地区（中川町字誉）
豊里地区（中川町字豊里）
安川二、三地区（中川町字安川）

下国根府地区(天塩町字下コクネップ)
歌内地区(中川町字歌内)
国府地区(中川町字国府)
歌内地区中央一区地区(中川町字中川)
大富二地区(中川町字大富)
琴平地区(中川町字琴平)
誉二地区(中川町字誉)
佐久地区(中川町字佐久)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 天塩川水系 天塩川 ○ 美深橋
北海道中川郡美深町
敷島

音威子府村物満内～
名寄市智恵文

音威子府村筬島～名
寄市智東

物満内地区(音威子府村字物満内)
音威子府地区(音威子府村字音威子府)
小車地区(美深町字小車)
楠地区(美深町字楠)
西紋地区(美深町字西里,美深町字紋穂内)
大手地区(美深町字大手)
川西地区(美深町字川西)
智西・親和・中央・瑞和・振興・更正地区(名寄市字智恵文)

物満内地区(音威子府村字物満内)
音威子府地区(音威子府村字音威子府,音威子府村字上音
威子府)
咲来地区(音威子府村字咲来)
恩根内地区・東北地区(美深町字恩根内)
楠地区・清水地区(美深町字楠)
西紋地区(美深町字紋穂内)
富岡地区(美深町字富岡)
班渓地区(美深町字班渓)
第五自治会地区(美深町字敷島,美深町西3条北7丁目,美深
町字西1条北1～5丁目,美深町字東1条北1～3・5～7丁目,美
深町字大通北1～7丁目,美深町西3条北1～7丁目)
第一自治会地区(美深町字美深,美深町西1条南5～8丁目,美
深町東1条南5～6丁目,美深町東2条南5～6丁目,美深町大通
南5～6・8丁目,美深町東3～4条南8丁目)
第ニ自治会地区(美深町字西1条南1～4丁目,美深町字東1条
南1～4丁目,美深町字大通南1～4丁目,美深町西3条南1・4丁
目,美深町字東2条南1～3丁目)
第三自治会地区(美深町字西町)
新生自治会地区(美深町字東5条北5～7丁目,美深町東6条
北3丁目)
第一自治会地区、第二自治会地区(美深町西2条南4～8丁
目)
第三自治会地区、第四自治会地区、第五自治会地区(美深
町字西1条北1～5丁目,美深町字東1条北1～3・5～7丁目,美
深町字大通北1～7丁目,美深町西3条北1～7丁目)
第四自治会地区、第五自治会地区(美深町字東2～4条北4
～7丁目,美深町字敷島,美深町字北町)
東地区(美深町字辺渓)
智北地区・八幡地区(名寄市字智恵文)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 天塩川水系 天塩川 ○ 名寄大橋
北海道名寄市栄町名
寄大橋

名寄市内淵～名寄市
西風連

名寄市大橋～士別市
多寄

曙地区(名寄市字曙)
砺波地区(名寄市字砺波)
内淵地区(名寄市字内淵)
西風連地区(名寄市風連町字西風連)

大橋地区(名寄市字大橋,名寄市西5条北11丁目,名寄市大通
北10丁目,名寄市東2条北9丁目)
旭東北区(名寄市東3条北8丁目,名寄市東5条北8丁目)
第13区(名寄市東6条北5丁目)
11区、10区、9区、8区、3区、4区、第6区、7区、寺町区、北5
区、南5区、1区、中島区、栄町区、西町1区、西町2区、西町3
区(名寄市西1条南1丁目～15条南7丁目)
曙地区(名寄市西16条南9丁目)
西12区、2区、北新区(名寄市西1条北1丁目～4条北8丁目)
17区、19区、20区、栄町区(名寄市西5条北1丁目～13条北1
丁目)
第13区、第14区、11区、10区、9区、8区、15区(名寄市東1条
南1丁目～2条南10丁目)
第13区、第14区、旭東区、旭栄区、高見区（名寄市東3条南1
丁目～8条南9丁目）
東12区(名寄市東1条北1丁目～6条北5丁目)
11区、10区、9区、8区、15区、第16区(名寄市大通南1～12丁
目)
東12区、西12区、北新区、ﾉｰｽﾀｳﾝ、旭東北区(名寄市大通北
1～10丁目)
東風連地区(名寄市風連町字東風連,名寄市風連町字豊里)
共和地区(名寄市字共和)
下多寄地区(名寄市風連町字瑞生)
多寄町地区(士別市多寄町)
下士別町地区(士別市下士別町)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 旭川開発建設部 天塩川水系 天塩川 ○ 九十九橋
北海道士別市武徳町
46線東3号

士別市北町～士別市
登和利

士別市下士別～士別
市朝日町

北町地区(士別市北町,士別市北町北6号,士別市北町北5号
～2号,士別市北町北6号)
北光（西部）・北町・屯田・にってん地区(士別市西2条北9丁
目,士別市大通北9丁目)
北光（東部）・九十九地区(士別市東1～2条北7～9丁目,士別
市東3条北8丁目,士別市東4～5条北7～8丁目,士別市東6～7
条北7～9丁目,士別市東8条北3～6丁目,士別市東山町)
南進地区(士別市東8条15丁目)
川西町地区(士別市川西町)
上士別町地区(士別市上士別町川南14線,士別市上士別町
川南18～19線,士別市上士別町川南北15線,士別市上士別町
川南17線,士別市上士別町)

中士別町地区(士別市中士別町3線,士別市中士別町4～11
線)
上士別町地区(士別市上士別町11～21線,士別市上士別町
16～西内大部線,士別市上士別町23～29線)
朝日町中央地区(士別市朝日町中央)
朝日町登和里地区(士別市朝日町登和里)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 天塩川水系 名寄川 ○ 真勲別
北海道名寄市中名寄
幕別橋

然別川合流点～天塩
川合流点

然別川合流点～天塩
川合流点

大橋区(名寄市字大橋)
豊栄区(名寄市字豊栄)
第3区、4区、第6区、7区、寺町区、北5区、南5区、1区、栄町
区、中島区、西町1区、西町2区(名寄市西1条南1丁目～15条
南7丁目)
西町3区(名寄市西16条南9丁目)
西12区、2区、北新区(名寄市西1条北1丁目～4条北8丁目)
17区、19区、20区、栄町区(名寄市西5条北1丁目～13条北1
丁目)
第13区、第14区(名寄市東1条南1丁目～2条南10丁目)
第14区、旭栄区、旭東区(名寄市東3条南1丁目～8条南9丁
目)
ノースタウン、東12区(名寄市東1条北1丁目～6条北5丁目)
8区、9区、10区、11区、15区(名寄市大通南1～12丁目)
西12区、東12区、ノースタウン、旭東北区(名寄市大通北1～
10丁目)
旭東地区(名寄市字旭東)
中名寄地区（名寄市字朝日,名寄市字日彰,名寄市字緑丘)
上名寄第一、二、三地区(上川郡下川町上名寄)
中成地区(上川郡下川町西町)
旭町地区(上川郡下川町旭町)
共栄町地区(上川郡下川町共栄町)
錦町地区(上川郡下川町錦町)
幸町地区(上川郡下川町幸町)
南町地区(上川郡下川町南町)
緑町地区(上川郡下川町緑町)

日進地区(名寄市日進)
旭東地区(名寄市字旭東)
上名寄第一、二、三地区(下川町上名寄)
北町地区(下川町北町)
三の橋地区(下川町三の橋)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 天塩川水系 風連別川 ○ 北興橋
北海道名寄市風連町
字豊里

天塩川合流点～名寄
市風連町字東風連
1282番地先

天塩川合流点～名寄
市風連町字東風連
1282番地先

共和地区(名寄市字共和,名寄市風連町字瑞生,名寄市風連
町字東風連,名寄市風連町字豊里)
多寄町地区(士別市多寄町

大橋区(名寄市字大橋）
徳田区(名寄市字徳田）
豊栄区(名寄市字豊栄）
第3区、4区、第6区、7区、寺町区、北5区、南5区、1区、栄町
区、中島区、西町1区、西町2区(名寄市西1条南1丁目～15条
南7丁目)
西町3区(名寄市西16条南9丁目)
西12区、2区、北新区(名寄市西1条北1丁目～4条北8丁目)
17区、19区、20区、栄町区(名寄市西5条北1丁目～13条北1
丁目)
第13区、第14区(名寄市東1条南1丁目～2条南10丁目)
第14区、旭栄区、旭東区(名寄市東3条南1丁目～8条南9丁
目)
ノースタウン、東12区(名寄市東1条北1丁目～6条北5丁目)
8区、9区、10区、11区、15区(名寄市大通南1～12丁目)
西12区、東12区、ノースタウン、旭東北区(名寄市大通北1～
10丁目)
東風連地区(名寄市風連町字東風連)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 伊納
北海道旭川市江丹別
町伊納

旭川市江丹別町伊納
～旭川市神居

旭川市江丹別町春日
～旭川市江丹別町嵐
山

神居地区(神居町忠和,台場2条3～4丁目)
江丹別地区(江丹別町春日,江丹別町嵐山)
北野地区(鷹栖町9線西5号,鷹栖町10線西5号,鷹栖町12線西
4号)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 旭橋
北海道旭川市常磐通
3丁目旭橋

旭川市忠和～当麻町 旭川市旭岡～比布町

神居地区(高砂台2丁目,神居1条1丁目～3条20丁目,忠和1条
2丁目～9条4丁目,2条西2丁目～9条西4丁目,曙1条2丁目～3
条7丁目,曙北2条5丁目～3条7丁目)
西地区(1条通1～5丁目,2～4条通1～2丁目,5条通1～4丁目,
亀吉1条1丁目～3条3丁目)
中央地区(1条通6～10丁目,9条通6～10丁目,常盤公園,常盤
通1～3丁目,中常盤町1～3丁目)
大成地区(1条通11～16丁目,9条通11～16丁目)
新旭川地区(金星町1～3丁目,新富1条1丁目～3条2丁目,大
雪通1～9丁目,東1条1丁目～8条9丁目,パルプ町,新星町1～
5丁目,パルプ町1条4丁目～3条9丁目)
永山地区(秋月1条1丁目～3条2丁目,流通団地1条1丁目～4
条5丁目,永山1条1～19丁目, 永山2条1～15丁目,永山3～4条
1～10丁目,永山5条1～9丁目,永山6条1～8丁目,永山7条1～
5丁目,永山8条2～3丁目,永山9条1丁目,永山北3条6丁目～4
条6丁目,永山北1条6～10丁目,永山北2条6～11丁目,永山町
13～16丁目)
宇園別地区(当麻町宇園別1～3区)
中央地区(当麻町中央3～4区)
伊香牛地区（当麻町伊香牛1～3区)
東町・字愛別下流地区（愛別町字東町）

北星地区(花咲町1～7丁目,錦町11～24丁目,近文町11～25
丁目,川端町1条4丁目～7条10丁目,北門町7～22丁目,本町1
～3丁目,緑町12～25丁目,大町3条4～9丁目,旭町1条1丁目
～2条20丁目,大町1条1丁目～2条18丁目)
春光地区(末広東2～3条1～3丁目,春光町,住吉4条1丁目～7
条1丁目,字近文5線2号,字近文5線4号,春光1条7丁目～7条7
丁目,末広1～5条1～3丁目,末広東1～3条1～3丁目)
東鷹栖地区(末広東1条4～15丁目, 末広東2条4～13丁目,末
広東3条4～7丁目,末広1～2条4～15丁目,末広3～5条4～12
丁目,末広6条5～12丁目,東鷹栖4線10号,東鷹栖2線11～16
号,東鷹栖3線10～11号,東鷹栖1条1丁目～4条4丁目,東鷹栖
1線10～18号,東鷹栖東1線17～19号,東鷹栖東1条1丁目～3
条6丁目)
金富地区(愛別町字金富北2号線)
第1地区(比布町南1線2号,比布町基線2～3号)
第13地区(比布町南1線11～12号)
第14・15・16地区(比布町基線12～17号)
緑町地区(比布町緑町1丁目)
第1・2・3地区(比布町基線2～8号)
新町地区(比布町新町1～5丁目)
第1・2・3・7・12・13地区(比布町南1線2～12号)
新町・第1・2・3・7・8・12・13・14・15・16地区(比布町基線2～17
号)
第8・12・13地区(比布町北1線7～12号)
第7・12・13・14・15・16地区(比布町基線9～17号)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 石狩川 ○ 中愛別
北海道上川郡愛別町
中愛別中央3

愛別町～上川町 愛別町～上川町

永山地区（永山町13～15丁目）
宇園別地区（当麻町宇園別1～3区)
中央地区(当麻町中央7区)
北星地区(当麻町北星1区)
伊香牛地区(当麻町伊香牛1～3区)
東町・字愛別下流地区(愛別町字東町)
東町・字愛別上流地区(愛別町字東町）
愛別地区(愛別町字愛別南2号線,愛別町字愛別南4号線)
愛山地区(愛別町字愛山)
愛山町地区(愛別町字愛山町)
東雲地区(上川町字東雲)
菊水地区(上川町字菊水)

金富地区（愛別町字金富北2号線） 
寿町地区(比布町寿町5～6丁目)
東町地区(比布町東町1～3丁目)
南町地区(比布町南町2～3丁目)
第8・12地区(比布町北2線8～11号)
北町地区(比布町北町3丁目)
緑町地区（比布町緑町1丁目)
第1・2・3・7・12・13地区(比布町南1線2～12号)
新町・第1・2・3・4・7・8・12・13・14・15・16地区(比布町基線2～
17号)
第8・12・13・14・15・16地区(比布町北1線7～17号)
第8・12・13・15地区(比布町北2線8～16号)
南町地区(愛別町字南町北1号線)
本町地区(愛別町字本町北1号線)
新町地区(比布町新町1～5丁目)
豊里地区(愛別町字豊里北1号線)
中央地区(愛別町字中央町北1号線)
越路地区(上川町字越路)
旭町地区(上川町旭町)
栄町地区(上川町栄町)
共進地区(上川町字共進)
新光町地区(上川町新光町)
川端町地区(上川町川端町)
本町地区(上川町本町)
日東地区(上川町字日東)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 忠別川 ○ 暁橋
北海道上川郡東神楽
町19号南3東橋下流

旭川市神居～東神楽
町志比内

旭川市亀吉～東川町

神居地区(神居1～2条1～9丁目,神居3～4条1～8丁目,神居5
条1～7丁目,神居6条1～5丁目,神居7条1～3丁目,神居8～9
条1～2丁目,忠和1条2～5丁目,忠和2条3～6丁目,忠和3～6
条1～8丁目,忠和7条1～7丁目,忠和8条3～6丁目,忠和9条4
丁目)
神楽地区(神楽1条6～12丁目,神楽2条2～11丁目,神楽3条2
～12丁目,神楽4～6条1～14丁目,神楽7条7～14丁目,神楽岡
8～11条1丁目,神楽岡12条1～9丁目,神楽岡13～14条3～9丁
目,神楽岡15条3～5丁目,神楽岡16条3～4丁目,西神楽1線4
～8号,西神楽2線6～8号,西御料2条1丁目～5条2丁目,緑が
丘南2条1丁目～5条2丁目)
西神楽地区(西神楽1～2線9～17号,西神楽南2条4丁目)
東地区(旭神町)
ひじり野地区(東神楽町ひじり野南1条6～7丁目,東神楽町ひ
じり野北1～2条5～10丁目,東神楽町ひじり野北2条1丁目)
市街地地区(東神楽町北1～2条西4丁目)
中央地区(東神楽町北2～3条東2丁目)
志比内地区(東神楽町字志比内)

西地区(2条西2丁目～9条西4丁目,亀吉1～3条1～3丁目,8条
通1～5丁目,9条通1～2丁目,2条西2丁目～9条西4丁目,曙2
条3～8丁目,曙3条1～7丁目,曙1条1～8丁目,6～7条通1～4
丁目,宮下通1丁目,1～5条通1～5丁目,宮下通3～5丁目,曙北
2条5～8丁目,曙北3条6～7丁目)
中央地区(宮下通8～9丁目,常盤公園,常盤通3丁目,1～3条通
6～10丁目,4条通6～7丁目,5条通6丁目,宮下通6～10丁目)
大成地区(1条通11丁目,宮下通11～16丁目,宮前1～2条1～2
丁目)
東地区(宮前1条3～5丁目,宮前2条3丁目,1条通17～20丁目,2
条通18～19丁目,3条通18丁目,宮下通18～20丁目,南1条通
20丁目,南2～4条通20～22丁目,南5条通20～24丁目,南6条
通16～25丁目,南7条通17～25丁目,南8条通19～26丁目,南9
条通26丁目)
東旭川地区(東旭川町旭正,東旭川町共栄)
26～27地区(東川町1号南,東川町西2号南
27～28地区(東川町東2号北)
西町地区(東川町西町1～11丁目)
東町地区(東川町東町1～4丁目)
南町地区(東川町南町1～4丁目)
北町地区(東川町北町1～7丁目)
27～33地区(東川町東2～7号南)
27～35地区(東川町東2～10号南)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 美瑛川 ○ 西神楽 北海道旭川市西神楽
旭川市神居～旭川市
西神楽南

旭川市神楽～美瑛町
神居地区(神居町雨紛,忠和1条2丁目～9条4丁目,神居1条1
丁目～9条2丁目)
西神楽地区(西神楽南16～17号)

神楽地区(神楽1条6～10丁目,神楽2条2～10丁目,神楽3条2
丁目～7条14丁目,神楽岡8～9条1丁目,神楽岡10条1～5丁
目,神楽岡11条1～6丁目,神楽岡12条1丁目～16条4丁目,西
神楽1線4～8号,西神楽2線6～8号,西御料2条1丁目～5条2丁
目,緑が丘南2条1丁目～5条2丁目)
西神楽地区(西神楽1～2線9～17号,西神楽3線16～17号,西
神楽北1条1丁目～2条3丁目,西神楽南1条2丁目～2条4丁目,
西神楽南17号)
旭地区(美瑛町字旭第一,美瑛町字旭中央,美瑛町字旭北星)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 美瑛川 ○ 西一区
北海道上川郡美瑛町
西一区地先

美瑛町 美瑛町

水沢地区(美瑛町字水沢春日台第二,美瑛町字水沢新生)
美沢地区(美瑛町字美沢希望,美瑛町字美沢共生,美瑛町字
美沢共立,美瑛町字美沢双葉,美瑛町字美沢早崎,美瑛町字
美沢拓成,美瑛町字美沢中央,美瑛町字美沢美瑛共和,美瑛
町字美沢美生)
豊栄地区(美瑛町字豊栄)

花園地区(美瑛町花園1～3丁目)
西町地区(美瑛町西町1～4丁目)
大町地区(美瑛町大町1～4丁目)
北町地区(美瑛町北町1～3丁目)
栄町地区(美瑛町栄町1～4丁目)
寿町地区(美瑛町寿町1～4丁目)
南町地区(美瑛町南町1～5丁目)
本町地区(美瑛町本町1～4丁目)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 牛朱別川 ○ 中央橋
北海道旭川市東4条1
丁目中央橋

旭川市中常盤～旭川
市東旭川

旭川市金星町～旭川
市永山町

西地区(4条通1丁目,5条通1～3丁目,6条通1～5丁目,7条通1
～5丁目,8条通1～5丁目,9条通1～5丁目,2条西2丁目～9条
西4丁目,曙1条2丁目～3条7丁目,曙北2条5丁目～3条7丁目,
亀吉1条1丁目～3条3丁目)
中央地区(6～9条通6～10丁目,10条通8～10丁目,上常盤町1
～3丁目,常盤公園,常盤通1～3丁目,中常盤町1～3丁目)
東地区(6条通17丁目,7条通17～20丁目,8条通17～22丁目,9
～10条通17～23丁目,11条通19～23丁目,豊岡9条1丁目,豊
岡10～12条1～3丁目,豊岡13～14条1～4丁目,豊岡15条4丁
目)
東旭川地区(工業団地4条1丁目,工業団地5条2～3丁目,豊岡
15条5～8丁目,豊岡16条7～8丁目,東旭川北1条2～4丁目,東
旭川北2条1丁目,東旭川北3条5～6丁目,豊岡13～14条5丁
目)

新旭川地区(金星町1～3丁目,新星町1～5丁目,パルプ町,パ
ルプ町1条1～8丁目,パルプ町2条2～9丁目,パルプ町3条7～
9丁目,東3条1～11丁目,東4条1～10丁目,東5条1～11丁目,東
6～7条1～10丁目,東8条1～9丁目,新富2条1丁目～3条1丁
目,大雪通1～9丁目,東1～2条1～4丁目,東5条1～11丁目,東3
条1～11丁目)
永山地区(永山6条1～8丁目,永山7条1～9丁目,永山8～9条1
～10丁目,永山10条1～12丁目,永山11～12条1～4丁目,永山
13条2～3丁目,永山14条3丁目,永山町2～12丁目,永山1～2
条1丁目,永山3～5条1～2丁目,秋月3条1丁目)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 オサラッペ川 ○ 鷹栖橋
北海道上川郡鷹栖町
北野地先

石狩川合流点～上川
郡鷹栖町字近文571番
地の1地先

石狩川合流点～上川
郡鷹栖町字近文571番
地の1地先

北野地区(8線1号,8線西1～3号,9線1～2号,9線西1～2号,10
線2号,12線7号,13線8号,北野西4条2丁目,北野西5条1～2丁
目,北野東5条1～3丁目)
鷹栖地区(10線7号,11線6～8号,12線8～10号)
北斗地区(12線11号,13線9号～11号,14線9号～14号,15線11
～14号,16線11～12号)
中央地区(15～16線10号,16線13号)

北野地区(8線西3～4号,9線1号,9線西1～4号,10線1～2号,10
線西1号,11線2～5号,12線4～7号,13線6～8号,14線7～8
号,15線8号,北野西5条1～2丁目,北野東5条1丁目)
鷹栖地区(11線6号)
北斗地区(13線14号,14線9～15号,15線13～14号,16線11～14
号,17線14～15号)
中央地区(15～16線9～10号,17線10～13号,18線14号)

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系 辺別川 ○ 18号
北海道旭川市西神楽
18号地先

美瑛川合流点～上川
郡美瑛町字下宇莫別
784番1地先

美瑛川合流点～旭川
市西神楽511番地先

西神楽地区(西神楽南17号)
旭地区(美瑛町字旭第二,美瑛町字旭第三,美瑛町字旭第四,
美瑛町字旭第五,美瑛町字旭中央,美瑛町字旭北星)
下宇莫別地区(美瑛町字下宇莫別第5)

西神楽地区(西神楽1～2線18～29号,西神楽3線18～23号) ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系
永山新川・牛朱

別川
○ 北永 旭川市永山町13丁目

石狩川合流点～旭川
市永山町13丁目142番
地15地先

石狩川合流点～旭川
市永山町14丁目200番
地11地先

永山地区
新旭川地区

永山地区 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 旭川開発建設部 石狩川水系
永山新川・牛朱

別川
○ 鹿島橋

旭川市東旭川町桜岡
鹿島橋

旭川市永山町13丁目
142番地15地先～旭川
市東桜岡455番1地先

旭川市永山町14丁目
200番地11地先～上川
郡当麻町7046番5地先

東旭川地区
永山地区
中央地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80
000001fxq.html

北海道開発局 網走開発建設部 渚滑川水系 渚滑川 ○ 上渚滑
紋別市上渚滑町8丁
目

紋別市上渚滑町上東
から上渚滑町奥東

紋別市上渚滑町中渚
滑から上渚滑町更生

紋別市上渚滑町更生地区、紋別市上渚滑町上東地区、紋別
市上渚滑町和訓辺地区、紋別市上渚滑町中渚滑地区、紋別
市上渚滑町奥東地区

紋別市上渚滑町更生地区、紋別市上渚滑町上東地区、紋別
市上渚滑町中渚滑地区、紋別市上渚滑町地区、紋別市上渚
滑町下立牛地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001x4.html

北海道開発局 網走開発建設部 渚滑川水系 渚滑川 ○ 渚滑橋 紋別市渚滑町川向 紋別市渚滑町川向
紋別市渚滑町川向か
ら上渚滑町中渚滑

紋別市渚滑町宇津々地区、紋別市渚滑町川向地区、紋別市
渚滑町地区

紋別市上渚滑町中渚滑地区、紋別市上渚滑町下渚滑地区、
紋別市渚滑町元西地区、紋別市渚滑町川向地区、紋別市渚
滑町地区、紋別市落石町地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v

6dkjr00000001x4.html

北海道開発局 網走開発建設部 湧別川水系 湧別川 ○ 遠軽
紋別郡遠軽町南町3
丁目

湧別町札富美から遠
軽町清川

湧別町南兵村から遠
軽町野上

遠軽町西町地区、遠軽町大通南地区、遠軽町一条通南地
区、遠軽町二条通南地区、遠軽町二条通北地区、遠軽町一
条通北地区、遠軽町大通北地区、遠軽町学田地区、遠軽町
清川地区、遠軽町岩見通北地区、湧別町開盛地区

遠軽町福路地区、遠軽町南町地区、遠軽町東町地区、遠軽
町野上地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001ul.html

北海道開発局 網走開発建設部 湧別川水系 湧別川 ○ 中湧別
紋別郡湧別町北兵村
三区

湧別町川西から札富
美

湧別町港町から南兵
村

湧別町南兵村三区地区、湧別町北兵村三区地区、湧別町川
西地区、湧別町港町地区、湧別町札富美地区、湧別町旭町
地区、湧別町北兵村一区地区、湧別町開盛地区、湧別町富
美地区

湧別町栄町地区、湧別町緑町地区、湧別町曙町地区、湧別
町港町地区、湧別町錦町地区、湧別町東地区、湧別町中湧
別東町地区、湧別町中湧別北町地区、湧別町中湧別中町地
区、湧別町中湧別南町地区、湧別町上湧別屯田市街地地
区、湧別町南兵村一区地区、湧別町南兵村二区地区、湧別
町南兵村三区地区、湧別町北兵村一区地区、湧別町北兵村
三区地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v

6dkjr00000001ul.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 網走開発建設部 常呂川水系 常呂川 ○ 置戸
常呂郡置戸町字置戸
258

北見市光葉町から置
戸町中里

北見市開成から置戸
町拓殖

置戸町置戸地区、置戸町中里地区、置戸町境野地区、置戸
町川南地区、置戸町豊住地区、置戸町北光地区、訓子府町
日出地区、訓子府町穂波地区、訓子府町東町地区、訓子府
町旭町地区、訓子府町仲町地区、訓子府町栄町地区、訓子
府町若富町地区、訓子府町西富地区、訓子府町末広町地
区、訓子府町字東幸町地区、訓子府町字西幸町地区、訓子
府町字若葉町地区、北見市光葉町地区、北見市新生町地
区、北見市北央町地区、北見市北光地区、北見市北上地
区、北見市上ところ地区、北見市広明町地区、北見市花園町
地区、北見市川沿町地区、北見市錦町地区、北見市光西町
地区、北見市無加川町地区、北見市とん田東町地区、北見
市とん田西町地区、北見市常盤町地区、北見市中ノ島町地
区、北見市豊地、北見市広郷

置戸町拓殖地区、置戸町置戸地区、置戸町川南地区、訓子
府町大谷地区、訓子府町実郷地区、訓子府町末広町地区、
訓子府町清住地区、訓子府町字緑丘地区、訓子府町字豊坂
地区、北見市開成地区、北見市常川地区、北見市上ところ地
区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001pj.html

北海道開発局 網走開発建設部 常呂川水系 常呂川 ○ 北見 北見市川東39番地
北見市端野町忠志か
ら光葉町

北見市端野町忠志か
ら川東

北見市端野町忠志地区、北見市端野町一区地区、北見市端
野町二区地区、北見市端野町三区地区、北見市端野町端野
地区、北見市端野町川向地区、北見市小泉地区、北見市春
光町地区、北見市田端町地区、北見市朝日町地区、北見市
桜町地区、北見市清月町地区、北見市南町地区、北見市光
葉町地区、北見市ひかり野地区、北見市泉町地区、北見市
南仲町地区

北見市端野町一区地区、北見市端野町忠志地区、北見市端
野町協和地区、北見市端野町川向地区、北見市川東地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001pj.html

北海道開発局 網走開発建設部 常呂川水系 常呂川 ○ 上川沿 北見市常呂町字豊川
北見市常呂町常呂か
ら常呂町日吉

北見市常呂町共立か
ら常呂町日吉

北見市常呂町日吉地区、北見市常呂町福山地区、北見市常
呂町豊川地区、北見市常呂町共立地区、北見市常呂町土佐
地区、北見市常呂町常呂地区、北見市常呂町弁天地区、北
見市常呂町本通地区、北見市常呂町中央町地区、北海道北
見市常呂町栄町地区、北見市常呂町北進町地区、北見市常
呂町開進町地区、北見市常呂町末広地区、北見市常呂町西
町地区、北見市常呂町南町地区、北見市常呂町栄浦地区、
北見市常呂町岐阜地区、北見市常呂町富丘地区

北見市常呂町日吉地区、北見市常呂町福山地区、北見市常
呂町共立地区、北見市常呂町豊川地区、北見市常呂町豊浜
地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001pj.html

北海道開発局 網走開発建設部 常呂川水系 無加川 ○ 北光社 北見市常盤町6丁目
北見市中ノ島町から東
相内町

北見市花園町から豊
地

北見市端野町忠志地区、北見市端野町一区地区、北見市端
野町二区地区、北見市端野町三区地区、北見市端野町端野
地区、北見市中ノ島町地区、北見市小泉地区、北見市ひかり
野地区、北見市春光町地区、北見市田端町地区、北見市朝
日町地区、北見市桜町地区、北見市清月町地区、北見市泉
町地区、北見市南町地区、北見市南仲町地区、北見市常盤
町地区、北見市とん田東町地区、北見市とん田西町地区、北
見市光西町地区、北見市西富町地区、北見市東三輪地区、
北見市中央三輪地区、北見市西三輪地区、北見市東相内町
地区

北見市花園町地区、北見市川沿町地区、北見市錦町地区、
北見市末広町地区、北見市無加川町地区、北見市豊地地
区、北見市新生町地区、北見市北央町地区、北見市広明町
地区、北見市北光地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001s2.html

北海道開発局 網走開発建設部 網走川水系 網走川 ○ 津別 網走郡津別町字最上
美幌町美和から津別
町

美幌町豊幌から津別
町

津別町字最上地区、津別町字岩富地区、美幌町美和地区 津別町字達美地区、津別町字活汲地区、美幌町豊幌地区 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v
6dkjr00000001kh.html

北海道開発局 網走開発建設部 網走川水系 網走川 ○ 美幌
網走郡美幌町字鳥里
3丁目

美幌町美禽から美和 美幌町鳥里から豊幌 美幌町美和地区、美幌町昭野地区、美幌町美禽地区

美幌町鳥里地区、美幌町元町地区、美幌町元町北地区、美
幌町豊幌地区、美幌町瑞治地区、美幌町報徳地区、美幌町
日甜地区、美幌町美里地区、美幌町美芳地区、美幌町栄町
地区、美幌町新町地区、美幌町仲町地区、美幌町旭東地
区、美幌町東町地区、美幌町寿地区、美幌町日の出地区、
美幌町旭地区、美幌町美幸地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v

6dkjr00000001kh.html

北海道開発局 網走開発建設部 網走川水系 網走川 ○ 本郷
網走郡大空町女満別
本郷219

網走市三眺から嘉多
山、大空町女満別住吉
から女満別豊里、美幌
町美禽

網走市大曲から呼人、
大空町女満別湖南か
ら女満別本郷、美幌町
瑞治

美幌町美禽地区、大空町女満別住吉地区、大空町女満別豊
里地区、網走市嘉多山地区、網走市三眺地区、網走市北西
地区の一部、網走市緑町地区、網走市字二見ケ岡地区、網
走市新町地区

美幌町瑞治地区、大空町女満別本郷地区、大空町女満別湖
畔地区、大空町女満別湖南地区、大空町女満別公園１丁目
の一部、大空町女満別公園２丁目の一部、大空町女満別本
通６丁目の一部、大空町女満別東２条６丁目の一部、大空町
女満別西１条６丁目の一部、大空町女満別西２条６丁目の一
部、大空町女満別東陽１丁目の一部、大空町女満別公園通
の一部、網走市呼人地区、網走市大曲地区、網走市南西地
区の一部、網走市新町地区

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v

6dkjr00000001kh.html

北海道開発局 網走開発建設部 網走川水系 美幌川 ○ 美幌橋 網走郡美幌町字美芳 美幌町鳥里から稲美 美幌町瑞治から報徳
美幌町日の出地区、美幌町鳥里地区、美幌町美里地区、美
幌町美芳地区、美幌町三橋町地区

美幌町報徳地区、美幌町瑞治地区、美幌町日甜地区、美幌
町新町地区、美幌町仲町地区、美幌町栄町地区、美幌町旭
東地区、美幌町東町地区、美幌町旭地区、美幌町美幸地
区、美幌町寿地区、大空町女満別本郷地区、大空町女満別
湖畔地区、大空町女満別本通６丁目の一部、大空町女満別
東２条６丁目の一部、大空町女満別西１条６丁目の一部、大
空町女満別西２条６丁目の一部

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/v

6dkjr00000001n0.html

北海道開発局 留萌開発建設部 留萌川水系 留萌川 ○ 幌糠
留萌市大字留萌村字
幌糠1946

留萌市峠下～留萌市
街

留萌市峠下～留萌市
街

留萌市元町、留萌市船場町、留萌市明元町、留萌市栄町、
留萌市末広町、留萌市開運町、留萌市花園町、留萌市五十
嵐町、留萌市本町、留萌市錦町、留萌市旭町、留萌市住之
江町、留萌市野本町、留萌市元川町、留萌市千鳥町、留萌
市緑ヶ丘町、留萌市南町、留萌市潮静町、留萌市大和田町、
留萌市藤山町、留萌市幌糠町、留萌市字チバベリ、留萌市
東幌糠町、留萌市峠下

留萌市塩見町、留萌市堀川町、留萌市東雲町、留萌市字バ
ンゴベ、留萌市大和田町、留萌市藤山町、留萌市幌糠町、留
萌市中幌糠町、留萌市東幌糠町、留萌市字チバベリ、留萌
市峠下

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/f6h4sv0
000000afx.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

北海道開発局 留萌開発建設部 天塩川水系 天塩川 ○ 天塩大橋 天塩郡幌延町字幌延

天塩川：天塩町川口～
同町振老、天塩町円山
～同町下国根府　　　　　
　　　　　　　問寒別川：
幌延町問寒別

幌延町浜里～天塩町
下国根府

天塩郡天塩町作返、天塩郡天塩町北産士、天塩郡天塩町東
産士、天塩郡天塩町中産士、天塩郡天塩町円山、天塩郡天
塩町雄信内、天塩郡天塩町東雄信内、天塩郡天塩町西雄信
内、天塩郡天塩町更岸基線、天塩郡天塩町新成、天塩郡天
塩町辰子丑、天塩郡天塩町下国根府、天塩郡幌延町問寒
別、中川郡中川町歌内、中川郡中川町国府、中川郡中川町
大富

天塩郡幌延町浜里、天塩郡幌延町下沼、天塩郡幌延町元
町、天塩郡幌延町東町、天塩郡幌延町三条南三、天塩郡幌
延町四条南二、天塩郡幌延町五条南一、天塩郡幌延町五条
南二、天塩郡幌延町六条南一、天塩郡幌延町宮園町、天塩
郡幌延町幌延、天塩郡幌延町上幌延、天塩郡幌延町開進、
天塩郡幌延町雄興、天塩郡幌延町問寒別、天塩郡天塩町下
国根府、中川郡中川町歌内、天塩郡豊富町報徳、天塩郡豊
富町西豊富、天塩郡豊富町落合、天塩郡豊富町豊里、天塩
郡豊富町清明、天塩郡豊富町豊栄、天塩郡豊富町瑞穂南

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/f6h4sv0
000000ajp.html

北海道開発局 留萌開発建設部 天塩川水系 問寒別川 ○ 天塩大橋 天塩郡幌延町字幌延 幌延町問寒別 幌延町問寒別
天塩郡天塩町下国根府、天塩郡幌延町問寒別、中川郡中川
町歌内

天塩郡幌延町問寒別 ○
http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/f6h4sv0
000000ape.html

北海道開発局 留萌開発建設部 天塩川水系 雄信内川 ○ 天塩大橋 天塩郡幌延町字幌延
天塩町雄信内～天塩
町西雄信内

幌延町雄輿～天塩町
西雄信内

天塩郡天塩町円山、天塩郡天塩町東産士、天塩郡天塩町雄
信内、天塩郡天塩町西雄信内

天塩郡天塩町雄信内、天塩郡天塩町東雄信内、天塩郡天塩
町西雄信内、天塩郡幌延町雄輿

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/f6h4sv0
000000av3.html

北海道開発局 留萌開発建設部 天塩川水系 問寒別川 ○ 中問寒別
天塩郡幌延町字中問
寒

ヌプカナイ川合流点～
天塩郡幌延町字上問
寒６３７番

ヌプカナイ川合流点～
天塩郡幌延町字上問
寒６３７番

天塩郡幌延町問寒別、天塩郡幌延町中問寒、天塩郡幌延町
上問寒、天塩郡天塩町下国根府、中川郡中川町歌内

天塩郡幌延町問寒別、天塩郡幌延町中問寒、天塩郡幌延町
上問寒

○
http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/f6h4sv0
000000ape.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 岩木川 ○ 繁田 青森県五所川原市

岩木川・旧十川合流点
から十三湖水戸口

岩木川・旧十川合流点
から十三湖水戸口

つがる市木造丸山地区、木造越水地区、木造三ツ館地区、
木造下福原地区、木造遠山地区、木造堅固地区、木造夕日
岡地区、木造出崎地区、木造石館地区、木造平滝地区、木
造筒木坂地区、木造亀ヶ岡地区、木造館岡地区、木造大湯
町地区、木造菰槌地区、木造善積地区、木造兼館地区、木
造生田地区、木造林地区、木造下遠山里地区、木造出野里
地区、稲垣町千年地区、稲垣町吉出地区、稲垣町沼館地
区、稲垣町沼崎地区、稲垣町福富地区、稲垣町豊川地区、
稲垣町穂積地区、稲垣町繁田地区、稲垣町下繁田地区、豊
富町地区、車力町地区、下車力町地区、牛潟町地区、下牛
潟町地区、富萢町地区、森田町大館地区、五所川原市十三
地区

五所川原市金木町藤枝地区、金木町神原地区、金木町蒔田
地区、金木町川倉地区、金木町沢部地区、相内地区、十三
地区
つがる市稲垣町繁田
中泊町宮川地区、深郷田地区、八幡地区、大沢内地区、田
茂木地区、長泥地区、芦野地区、豊岡地区、福浦地区、富野
地区、豊島地区、薄市地区、高根地区、中里地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa
steprevention/flood/iwaki.html

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 岩木川 ○ 五所川原 青森県五所川原市

岩木川・十川合流点か
ら岩木川・旧十川合流
点

岩木川・十川合流点か
ら岩木川・旧十川合流
点

五所川原市小曲地区
つがる市柏広須地区、柏玉水地区、柏鷺坂地区、柏上古川
地区、柏桑野木田地区、柏下古川地区、柏稲盛地区、森田
町下相野地区、森田町中田地区、木造芦沼地区、木造出野
里地区、木造有楽町地区、木造大畑地区、木造大湯町地
区、木造兼館地区、木造亀ヶ岡地区、木造川除地区、木造菰
槌地区、木造柴田地区、木造清水地区、木造下遠山里地
区、木造館岡地区、木造千代田地区、木造土滝地区、木造
筒木坂地区、木造豊田地区、木造永田地区、木造中館地
区、木造濁川地区、木造蓮川地区、木造林地区、木造平滝
地区、木造善積地区、木造蓮花田地区、木造遠山地区、木
造今市地区、木造近野地区、木造堅固地区、木造吉岡下木
造地区、木造町居田地区、木造蓮沼地区、木造夕日岡地
区、木造萢中地区、木造出崎地区、木造横町地区、木造里
見地区、木造桜井地区、木造中の林地区、木造平野地区、
木造生田地区、木造石館地区、木造松原地区、木造立花地
区、稲垣町千年地区、稲垣町吉出地区、稲垣町沼館地区、
稲垣町沼崎地区、稲垣町福富地区、稲垣町豊川地区、稲垣
町穂積地区、稲垣町繁田地区、稲垣町下繁田地区、豊富
町、車力町、下車力町、牛潟町、下牛潟町、富萢町

五所川原市栄町地区、田町地区、蓮沼地区、不魚住地区、
元町地区、鎌谷町地区、烏森地区、一ツ谷地区、新町地区、
柳町地区、岩木町地区、川端町地区、本町地区、布屋町地
区、弥生町地区、東町地区、大町地区、旭町地区、敷島町地
区、雛田地区、上平井町地区、中平井町地区、下平井町地
区、幾世森地区、寺町地区、柏原町地区、錦町地区、幾島町
地区、末広町地区、新宮町地区、芭蕉地区、蘇鉄地区、金山
地区、水野尾地区、米田地区、唐笠柳地区、石岡地区、吹畑
地区、漆川地区、太刀打地区、一野坪地区、湊地区、姥萢地
区、稲実地区、広田地区、七ツ館地区、田川地区、種井地
区、川山地区、長橋地区、沖飯詰地区、浅井地区、毘沙門地
区、長富地区、藻川地区、鶴ヶ岡地区、高瀬地区、若葉地
区、松島町地区、みどり町地区、新宮地区、中央地区、高野
地区、野里地区、羽野木沢地区、中泉地区、持子沢地区、福
山地区、梅田地区、松野木地区、金木町嘉瀬地区、金木町
中柏木地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa
steprevention/flood/iwaki.html

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 岩木川 ○ 幡龍橋 青森県板柳町

幡龍橋から岩木川・十
川合流点

幡龍橋から岩木川・十
川合流点

弘前市楢木地区、鬼沢地区、青女子地区、種市地区、小友
地区、三和地区、糠坪地区、笹館地区、大川地区、高杉地区
鶴田町妙堂崎地区、廻堰地区、木筒地区、野木地区、尾原
地区
五所川原市小曲地区
つがる市柏広須地区、柏玉水地区、柏鷺坂地区、柏上古川
地区、柏桑野木田地区、柏下古川地区、柏稲盛地区、森田
町床舞地区、森田町森田地区、森田町山田地区、森田町中
田地区、森田町下相野地区、森田町上相野地区、森田町大
館地区、木造芦沼地区、木造出野里地区、木造有楽町地
区、木造大畑地区、木造大湯町地区、木造兼館地区、木造
亀ヶ岡地区、木造川除地区、木造菊川地区、木造越水地区、
木造菰槌地区、木造柴田地区、木造清水地区、木造下遠山
里地区、木造下福原地区、木造館岡地区、木造千代田地
区、木造千代町地区、木造土滝地区、木造筒木坂地区、木
造豊田地区、木造永田地区、木造中館地区、木造濁川地
区、木造蓮川地区、木造林地区、木造平滝地区、木造福原
地区、木造丸山地区、木造三ツ館地区、木造善積地区、木
造蓮花田地区、木造上町地区、木造南広森地区、木造遠山
地区、木造今市地区、木造近野地区、木造堅固地区、木造
吉岡下木造地区、木造町居田地区、木造蓮沼地区、木造夕
日岡地区、木造萢中地区、木造出崎地区、木造横町地区、
木造里見地区、木造桜井地区、木造中の林地区、木造田町
地区、木造十文字地区、木造平野地区、木造生田地区、木
造吹原地区、木造石館地区、木造松原地区、木造立花地
区、稲垣町千年地区、稲垣町吉出地区、稲垣町沼館地区、
稲垣町福富地区、稲垣町穂積地区、稲垣町沼崎地区、稲垣
町豊川地区、下牛潟町、牛潟町

藤崎町亀岡地区、下俵舛地区、俵舛地区、林崎地区、西中
野目地区
板柳町板柳地区、福野田地区、灰沼地区、三千石地区、赤
田地区、掛落林地区、小幡地区、石野地区、野中地区、太田
地区、長野地区、辻地区、深味地区、大俵地区、五幾形地
区、狐森地区、高増地区、柏木地区、牡丹森地区、常海橋地
区、夕顔関地区、いたや町地区、横沢地区、飯田地区
鶴田町鶴田地区、強巻地区、沖地区、大巻地区、菖蒲川地
区、鶴泊地区、大性地区、山道地区、中野地区、胡桃舘地
区、境地区、横萢地区、瀬良沢地区
五所川原市湊地区、姥萢地区、広田地区、梅田地区、中泉
地区、烏森地区、末広町地区、漆川地区、水野尾地区、敷島
町地区、新宮地区、稲実地区、中央地区、唐笠柳地区、幾島
町地区、蓮沼地区、米田地区、新町地区、一野坪地区、田川
地区、栄町地区、長橋地区、みどり町地区、松島町地区、高
瀬地区、川端町地区、岩木町地区、毘沙門地区、大町地区、
若葉地区、柳町地区、一ツ谷地区、旭町地区、布屋町地区、
長富地区、不魚住地区、上平井町地区、中平井町地区、下
平井町地区、本町地区、太刀打地区、雛田地区、種井地区、
芭蕉地区、蘇鉄地区、弥生町地区、鎌谷町地区、元町地区、
沖飯詰地区、川山地区、七ツ館地区、東町地区、寺町地区、
田町地区、錦町地区、藻川地区、鶴ヶ岡地区、幾世森地区、
石岡地区、柏原町地区、吹畑地区、金山地区、金木町中柏
木地区、金木町嘉瀬地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa
steprevention/flood/iwaki.html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 岩木川 ○ 上岩木橋 青森県弘前市

弘前市上岩木橋から
幡龍橋

弘前市上岩木橋から
幡龍橋

弘前市駒越地区、真土地区、龍ノ口地区、鳥井野地区、如来
瀬地区、一町田地区、熊嶋地区、高屋地区、横町地区、浜の
町東地区、浜の町西地区、浜の町北地区、藤野地区、萢中
地区、藤代地区、土堂地区、石渡地区、外瀬地区、船水地
区、町田地区、藤内町地区、八代町地区、中崎地区、三世寺
地区、大川地区、蒔苗地区、元薬師堂地区、独狐地区、前坂
地区、高杉地区、糠坪地区、楢木地区、鬼沢地区、青女子地
区、種市地区、小友地区、三和地区、賀田地区、和田町地
区、平岡町地区

弘前市湯口地区、下湯口地区、悪戸地区、樋の口地区、常
盤坂地区、茜町地区、茂森町地区、西茂森地区、和徳町地
区、北横町地区、堅田地区、野田地区、神田地区、下白銀町
地区、大浦町地区、蔵主町地区、長坂町地区、笹森町地区、
田茂木町地区、田町地区、八幡町地区、禰宜町地区、亀甲
町地区、若党町地区、小人町地区、馬喰町地区、春日町地
区、栄町地区、西城北地区、東城北地区、宮園地区、山王町
地区、馬屋町地区、鷹匠町地区、新町地区、南袋町地区、駒
越町地区、平岡町地区、五十石町地区、紺屋町地区、和田
町地区、城西地区、河原町地区、南城西地区、撫牛子地区、
大久保地区、津賀野地区、百田地区、向外瀬地区、清野袋
地区、境関地区、青山地区、宮川地区、岩賀地区、和泉地
区、町田地区、船水地区、俵元地区、東和徳町地区、高崎地
区、茶畑町地区、袋町地区、西大工町地区、上白銀町地区、
茂森新町地区、城東北地区、藤代地区、浜の町東地区、黒
滝地区、五所地区
藤崎町藤崎地区、葛野地区、林崎地区、中島地区、矢沢地
区、水沼地区、中野目地区、吉向地区、亀岡地区、西中野目
地区、俵舛地区、下俵舛地区、柏木堰地区、五林地区、水木
地区、榊地区、郷山前地区、久井名舘地区、福舘地区、増館
地区、富柳地区、吉野田地区
板柳町板柳地区、福野田地区、灰沼地区、三千石地区、赤
田地区、掛落林地区、小幡地区、石野地区、野中地区、飯田
地区、横沢地区、太田地区、長野地区、辻地区、深味地区、
大俵地区、五幾形地区、狐森地区、高増地区、柏木地区、牡
丹森地区、滝井地区、館野越地区、常海橋地区、夕顔関地
区、五林平地区、いたや町地区
鶴田町鶴田地区、強巻地区、沖地区、大巻地区、菖蒲川地
区、鶴泊地区、大性地区、山道地区、中野地区、胡桃舘地
区、境地区、横萢地区、瀬良沢地区
五所川原市湊地区、姥萢地区、広田地区、梅田地区、中泉
地区、高野地区、羽野木沢地区、持子沢地区、七ツ館地区
青森市浪岡下石川地区、浪岡吉野田地区、浪岡増館地区、
浪岡郷山前地区、浪岡樽沢地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa
steprevention/flood/iwaki.html

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 平川 ○ 百田 青森県弘前市

平川第一鉄道橋から
岩木川合流点

平川第一鉄道橋から
岩木川合流点

弘前市堅田地区、神田地区、撫牛子地区、大久保地区、津
賀野地区、百田地区、向外瀬地区、清野袋地区、境関地区、
青山地区、宮川地区、岩賀地区、末広地区、和泉地区、町田
地区
平川市日沼地区
藤崎町藤崎地区

平川市日沼地区、蒲田地区、新山地区
田舎館村八反田地区、畑中地区、大曲地区、諏訪堂地区、
大根子地区、豊蒔地区、川部地区、大袋地区、和泉地区、境
森地区
藤崎町藤崎地区、葛野地区、藤越地区、林崎地区、中島地
区、小畑地区、矢沢地区、水沼地区、中野目地区、吉向地
区、亀岡地区、西中野目地区、俵舛地区、下俵舛地区、柏木
堰地区、西豊田地区、五林地区、水木地区、榊地区、若松地
区
板柳町板柳地区、福野田地区、灰沼地区、三千石地区、赤
田地区、掛落林地区、石野地区、野中地区、飯田地区、横沢
地区、太田地区、長野地区、辻地区、深味地区、大俵地区、
五幾形地区、狐森地区、高増地区、柏木地区、牡丹森地区、
滝井地区、館野越地区、常海橋地区、夕顔関地区、五林平
地区、いたや町地区
鶴田町鶴田地区、強巻地区、沖地区、菖蒲川地区、鶴泊地
区、大性地区、山道地区、中野地区、胡桃舘地区、境地区、
横萢地区、瀬良沢地区、大巻地区
五所川原市湊地区、姥萢地区、広田地区、梅田地区、中泉
地区、高野地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa

steprevention/flood/iwaki.html

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 浅瀬石川 ○ 百田 青森県弘前市

田舎館村朝日橋から
平川合流点

田舎館村朝日橋から
平川合流点

平川市日沼地区、蒲田地区、新山地区
田舎館村畑中地区、大曲地区、諏訪堂地区、大根子地区、
豊蒔地区、大袋地区

田舎館村川部地区、和泉地区、境森地区、前田屋敷地区
藤崎町藤崎地区、葛野地区、藤越地区、林崎地区、中島地
区、小畑地区、矢沢地区、水沼地区、中野目地区、吉向地
区、亀岡地区、西中野目地区、俵舛地区、下俵舛地区、柏木
堰地区、西豊田地区、五林地区、水木地区、榊地区、若松地
区、常盤地区
板柳町板柳地区、福野田地区、灰沼地区、三千石地区、赤
田地区、掛落林地区、石野地区、野中地区、飯田地区、横沢
地区、太田地区、長野地区、辻地区、深味地区、大俵地区、
五幾形地区、狐森地区、高増地区、柏木地区、牡丹森地区、
滝井地区、館野越地区、常海橋地区、夕顔関地区、五林平
地区、いたや町地区
鶴田町鶴田地区、沖地区、菖蒲川地区、鶴泊地区、大性地
区、山道地区、中野地区、胡桃舘地区、境地区、横萢地区、
瀬良沢地区、強巻地区
五所川原市湊地区、姥萢地区、広田地区、梅田地区、中泉
地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa

steprevention/flood/iwaki.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 旧大蜂川 ○ 幡龍橋 青森県板柳町

弘前市小友橋から岩
木川・旧大蜂川合流点

弘前市小友橋から岩
木川・旧大蜂川合流点

弘前市小友地区、三和地区、笹館地区
鶴田町野木地区、木筒地区、廻堰地区、妙堂崎地区、尾原
地区
つがる市柏桑野木田地区、柏広須地区、柏玉水地区、柏上
古川地区、柏稲盛地区、柏下古川地区、森田町上相野地
区、森田町下相野地区、森田町山田地区、森田町中田地
区、森田町森田地区、木造清水地区、木造有楽町地区、木
造千代田地区、木造福原地区、木造柴田地区、木造中館地
区、木造濁川地区、木造菰槌地区、木造林地区、木造下遠
山里地区、木造大畑地区、木造土滝地区、木造蓮花田地
区、木造蓮川地区、木造川除地区、木造芦沼地区、木造上
町地区、木造遠山地区、木造近野地区、木造吉岡下木造地
区、木造町居田地区、木造蓮沼地区、木造萢中地区、木造
横町地区、木造里見地区、木造桜井地区、木造中の林地
区、木造田町地区、木造十文字地区

弘前市小友地区、三和地区、種市地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa

steprevention/flood/iwaki.html

東北地方整備局
青森河川国道事務

所
岩木川水系 土淵川 ○ 百田 青森県弘前市

弘前市大久保橋から・
平川合流点

弘前市大久保橋から
平川合流点

弘前市神田地区、堅田地区、大久保地区、津賀野地区、百
田地区、向外瀬地区、清野袋地区、青山地区、岩賀地区、宮
川地区、町田地区
藤崎町藤崎地区

弘前市撫牛子地区、堅田地区、境関地区、和泉地区
平川市日沼地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/disa

steprevention/flood/iwaki.html

東北地方整備局 高瀬川河川事務所 高瀬川水系 高瀬川 ○ 小川原湖
青森県上北郡東北町
大字大浦字小川原湖
191番地

上北郡東北町大字上
野字北谷地347番の2
地先～高瀬川河口

上北郡東北町大字上
野字北谷地106番地先
～高瀬川河口

七戸町字下田坪、七戸町字上田坪、七戸町字榎林小川向、
七戸町字柴館道ノ下、七戸町字李沢道ノ下、七戸町字赤川
向、七戸町字川口、東北町間手場、東北町蓼内、東北町田ノ
沢、東北町舟ヶ沢、六ヶ所村大字倉内字家ノ上、六ヶ所村大
字倉内字南ノ又、六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎、六ヶ所村大字
倉内字湯ノ沢、六ヶ所村大字倉内字前谷地、六ヶ所村大字
倉内字谷地通、六ヶ所村大字平沼字道ノ上

東北町栄沼、東北町旭町、東北町沼崎本村、東北町大字大
浦字母衣平出生、東北町大字大浦字淋代、東北町大字大浦
字助十郎崎、六戸町大字犬落瀬字金沢、六戸町大字犬落瀬
字内山、三沢市仏沼、三沢市姉沼

○
http://www.thr.mlit.go.jp/takase/shinsou/in
dex.html

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 館坂橋

岩手県盛岡市北夕顔
瀬町

盛岡市四十四田ダム
下流700mから盛岡市
中津川合流点まで

盛岡市四十四田ダム
下流700mから盛岡市
雫石川合流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 明治橋

岩手県盛岡市仙北二
丁目

盛岡市中津川合流点
から矢巾町紫波町界ま
で

盛岡市雫石川合流点
から矢巾町紫波町界ま
で

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 紫波橋

岩手県紫波郡紫波町
犬吠森

矢巾町紫波町界から
花巻市東雲橋まで

矢巾町紫波町界から
花巻市東雲橋まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 朝日橋

岩手県花巻市高木字
小路

花巻市東雲橋から北
上市昭和橋まで

花巻市東雲橋から北
上市昭和橋まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 男山

岩手県北上市稲瀬町
字岩脇

北上市昭和橋から北
上市奥州市界まで

北上市昭和橋から北
上市金ケ崎町界まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 桜木橋

岩手県奥州市水沢区
佐倉河字上原

奥州市北上市界から
奥州市藤橋まで

金ケ崎町北上市界か
ら奥州市藤橋まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根下城地区、三ケ尻地区

岩手県奥州市水沢区常磐地区、水沢区佐倉河地区、岩手県奥州市水沢区真城地区、水沢区姉体地区、水沢区羽田地
区、岩手県奥州市水沢区黒石地区、江刺区岩谷堂地区、江刺区愛宕地区、岩手県奥州市江刺区田原地区、江刺区稲瀬
地区

岩手県盛岡市内丸地区、中央通地区、大通地区、菜園地区、岩手県盛岡市大沢川原地区、開運橋通地区、本町通地区、
岩手県盛岡市長田町地区、材木町地区、梨木町地区、上田地区、岩手県盛岡市西下台地区、館向町地区、高松地区、黒
石野地区、岩手県盛岡市岩脇町地区、箱清水地区、盛岡駅西通地区、岩手県盛岡市盛岡駅前通地区、盛岡駅前北通地
区、夕顔瀬町地区、岩手県盛岡市北夕顔瀬町地区、前九年地区、安倍館町地区、岩手県盛岡市新田町地区、城西町地
区、境田町地区、天昌寺町地区、岩手県盛岡市中屋敷町地区、上堂地区、厨川地区

岩手県盛岡市中ノ橋通地区、肴町地区、下ノ橋町地区、馬場町地区、岩手県盛岡市清水町地区、南大通地区、大慈寺町
地区、鉈屋町地区、岩手県盛岡市神子田町地区、茶畑地区、高崩地区、仙北地区、岩手県盛岡市東仙北地区、南仙北地
区、西仙北地区、東中野地区、岩手県盛岡市東安庭地区、門地区、本宮地区、向中野地区、岩手県盛岡市東見前地区、
西見前地区、三本柳地区、津志田町地区、岩手県盛岡市津志田中央地区、津志田西地区、津志田南地区、岩手県盛岡市
津志田地区、乙部地区、黒川地区、手代森地区、

岩手県紫波郡矢巾町高田地区、藤沢地区、西徳田地区、東徳田地区、岩手県紫波郡矢巾町間野 々地区、土橋地区、高
清水地区、
岩手県紫波郡紫波町栃内地区

岩手県紫波郡紫波町日詰地区、二日町地区、桜町地区、高水寺地区、岩手県紫波郡紫波町北日詰地区、南日詰地区、犬
渕地区、犬吠森地区、岩手県紫波郡紫波町星山地区、大巻地区、彦部地区、栃内地区、岩手県紫波郡紫波町東長岡地
区、西長岡地区、草刈地区、中島地区

岩手県花巻市石鳥谷町上口地区、石鳥谷町好地地区、岩手県花巻市石鳥谷町江曽地区、石鳥谷町西中島地区、岩手県
花巻市石鳥谷町黒沼地区、石鳥谷町八幡地区、岩手県花巻市石鳥谷町八重畑地区、石鳥谷町関口地区、岩手県花巻市
石鳥谷町新堀地区

岩手県花巻市四日町地区、浅沢地区、下幅地区、一日市地区、岩手県花巻市上小舟渡地区、下小舟渡地区、城内地区、
仲町地区、岩手県花巻市御田屋町地区、東町地区、高田地区、上町地区、岩手県花巻市豊沢町地区、双葉町地区、南川
原町地区、桜町地区、岩手県花巻市十二丁目地区、外台地区、外台川原地区、成田地区、岩手県花巻市矢沢地区、高木
地区、東十二丁目地区、東宮野目地区、
岩手県花巻市葛地区、田力地区、上似内地区、下似内地区、岩手県花巻市石鳥谷町八重畑地区、東中島地区

岩手県北上市成田地区、更木地区

岩手県北上市青柳町地区、大通り地区、川岸地区、九年橋地区、岩手県北上市黒沢尻地区、幸町地区、諏訪町地区、中
野町地区、岩手県北上市孫屋敷地区、若宮町地区、小鳥崎地区、里分地区、岩手県北上市立花地区、二子町地区、更木
地区、黒岩地区、岩手県北上市平沢地区、稲瀬町地区、相去町地区、鬼柳町地区、岩手県北上市下鬼柳地区

岩手県奥州市江刺区稲瀬地区



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 大曲橋

岩手県奥州市前沢区
白山字船橋

奥州市藤橋から平泉
町新高館橋まで

奥州市藤橋から平泉
町新高館橋まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 狐禅寺

岩手県一関市狐禅寺
字川口

平泉町新高館橋から
一関市舞川荷掛場地
先まで

平泉町新高館橋から
一関市弥栄北ノ沢地先
まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 北上川 ○ 諏訪前

岩手県一関市川崎町
薄衣字諏訪前

一関市舞川荷掛場地
内から宮城県境まで

一関市弥栄北ノ沢地内
から宮城県境まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 砂鉄川 ○ 妻神

岩手県一関市川崎町
門崎字小白

一関市東山町松川字
岩ノ下21番地先から北
上川合流点まで

一関市東山町松川字
岩ノ下39番地先から北
上川合流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 磐井川 ○ 釣山 岩手県一関市釣山下

一関市黒沢橋下流端
から北上川合流点まで

一関市黒沢橋下流端
から北上川合流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 人首川 ○ 桜木橋

岩手県奥州市水沢区
佐倉河字上原

奥州市水沢区羽田町
森91番の4地先から北
上川合流点まで

奥州市江刺区愛宕字
金谷364番地先から北
上川合流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 胆沢川 ○ 桜木橋

岩手県奥州市水沢区
佐倉河字上原

東北本線胆沢川橋梁
下流端から北上川合
流点まで

東北本線胆沢川橋梁
下流端から北上川合
流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 和賀川 ○ 男山

岩手県北上市稲瀬町
字岩脇

九年橋下流端から北
上川合流点まで

九年橋下流端から北
上川合流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 猿ヶ石川 ○ 安野

岩手県花巻市矢沢字
堰袋

花巻市東和町田瀬39
地割1番の1地先から
北上川合流点まで

花巻市東和町田瀬砥
森国有林104番の11地
先から北上川合流点ま
で

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 豊沢川 ○ 朝日橋

岩手県花巻市高木字
小路

豊沢橋下流端から北
上川合流点まで

豊沢橋下流端から北
上川合流点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 雫石川 ○ 明治橋

岩手県盛岡市仙北二
丁目

太田橋下流端から北
上川合流点

太田橋下流端から北
上川合流点

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 雫石川 ○ 太田橋

岩手県盛岡市中屋敷
１

御所ダム下流から盛岡
市太田橋下流端まで

御所ダム下流から盛岡
市太田橋下流端まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

岩手県花巻市四日町地区、浅沢地区、下幅地区、一日市地区、岩手県花巻市上小舟渡地区、下小舟渡地区、城内地区、
仲町地区、岩手県花巻市御田屋町地区、東町地区、高田地区、上町地区、岩手県花巻市豊沢町地区、双葉町地区、南川
原町地区、桜町地区、岩手県花巻市十二丁目地区、外台地区、外台川原地区、成田地区、岩手県花巻市矢沢地区、高木
地区、東十二丁目地区、東宮野目地区、
岩手県花巻市葛地区、田力地区、上似内地区、下似内地区、岩手県花巻市石鳥谷町八重畑地区、東中島地区

岩手県北上市成田地区、更木地区

岩手県盛岡市中ノ橋通地区、肴町地区、下ノ橋町地区、馬場町地区、岩手県盛岡市清水町地区、南大通地区、大慈寺町
地区、鉈屋町地区、岩手県盛岡市神子田町地区、茶畑地区、高崩地区、仙北地区、岩手県盛岡市東仙北地区、南仙北地
区、西仙北地区、東中野地区、岩手県盛岡市東安庭地区、門地区、本宮地区、向中野地区、岩手県盛岡市東見前地区、
西見前地区、三本柳地区、津志田町地区、岩手県盛岡市津志田中央地区、津志田西地区、津志田南地区、岩手県盛岡市
津志田地区、乙部地区、黒川地区、手代森地区、

岩手県紫波郡矢巾町高田地区、藤沢地区、西徳田地区、東徳田地区、岩手県紫波郡矢巾町間野 々地区、土橋地区、高
清水地区、
岩手県紫波郡紫波町栃内地区

岩手県盛岡市盛岡駅西通地区、盛岡駅前通地区、岩手県盛岡市盛岡駅前北通地区、夕顔瀬町地区、北夕顔瀬町地区、
岩手県盛岡市新田町地区、城西町地区、境田町地区、天昌寺町地区、岩手県盛岡市中屋敷町地区、稲荷町地区、北天昌
寺町地区、岩手県盛岡市上厨川地区、本宮地区、上太田地区、岩手県盛岡市中太田地区、下太田地区

岩手県西磐井郡平泉町平泉地区

岩手県一関市八幡町地区、城内地区、宮坂町地区、旭町地区、岩手県一関市新大町地区、駅前地区、南新町地区、新山
地区、岩手県一関市釣山地区、広街地区、田村町地区、大手町地区、岩手県一関市地主町地区、磐井町地区、桜木町地
区、大町地区、岩手県一関市上大槻街地区、東地主町地区、北豊隆地区、岩手県一関市北十軒街地区、久保地区、桜街
地区、下大槻街地区、岩手県一関市鳴神地区、二本木地区、沼田地区、樋渡地区、岩手県一関市東花王町地区、南十軒
街地区、豊町地区、要害地区、岩手県一関市宇南地区、五十人町地区、散田地区、吸川街地区、岩手県一関市南豊隆地
区、相去地区、柳町地区、柄貝地区、岩手県一関市西沢地区、宮下町地区、宮前地区、五代町地区、岩手県一関市竹山
町地区、中央町地区、青葉地区、幸町地区、岩手県一関市末広地区、銅谷町地区、山目地区、東五代地区、岩手県一関
市山目町地区、新町地区、中里地区、川辺地区、岩手県一関市石畑地区、上日照地区、上坊地区、町浦地区、岩手県一
関市三関地区、狐禅寺地区、舞川地区、川辺地区

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根下城地区、三ケ尻地区

岩手県奥州市水沢区常磐地区、水沢区佐倉河地区、岩手県奥州市水沢区真城地区、水沢区姉体地区、水沢区羽田地
区、岩手県奥州市水沢区黒石地区、江刺区岩谷堂地区、江刺区愛宕地区、岩手県奥州市江刺区田原地区、江刺区稲瀬
地区

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根下城地区、三ケ尻地区

岩手県奥州市水沢区常磐地区、水沢区佐倉河地区、岩手県奥州市水沢区真城地区、水沢区姉体地区、水沢区羽田地
区、岩手県奥州市水沢区黒石地区、江刺区岩谷堂地区、江刺区愛宕地区、岩手県奥州市江刺区田原地区、江刺区稲瀬
地区

岩手県北上市青柳町地区、大通り地区、川岸地区、九年橋地区、岩手県北上市黒沢尻地区、幸町地区、諏訪町地区、中
野町地区、岩手県北上市孫屋敷地区、若宮町地区、小鳥崎地区、里分地区、岩手県北上市立花地区、二子町地区、更木
地区、黒岩地区、岩手県北上市平沢地区、稲瀬町地区、相去町地区、鬼柳町地区、岩手県北上市下鬼柳地区

岩手県奥州市江刺区稲瀬地区

岩手県花巻市高木地区、東十二丁目地区、東和町東晴山地区、岩手県花巻市東和町安俵地区、東和町土沢地区、東和
町町井地区、岩手県花巻市東和町小友地区、東和町南成島地区、東和町落合地区、岩手県北上市臥牛地区

岩手県奥州市水沢区姉体地区、水沢区黒石地区、前沢区前沢地区

岩手県奥州市前沢区古城地区、前沢区白山地区、岩手県奥州市前沢区生母地区、衣川区衣里地区、岩手県西磐井郡平
泉町平泉字瀬原地区、長島地区

岩手県西磐井郡平泉町長島地区

岩手県一関市八幡町地区、城内地区、宮坂町地区、旭町地区、岩手県一関市新大町地区、駅前地区、南新町地区、新山
地区、岩手県一関市釣山地区、広街地区、田村町地区、大手町地区、岩手県一関市地主町地区、磐井町地区、桜木町地
区、大町地区、岩手県一関市上大槻街地区、東地主町地区、北豊隆地区、岩手県一関市北十軒街地区、久保地区、桜街
地区、下大槻街地区、岩手県一関市東花王町地区、南十軒街地区、豊町地区、要害地区、岩手県一関市宇南地区、五十
人町地区、散田地区、吸川街地区、岩手県一関市鳴神地区、二本木地区、沼田地区、樋渡地区、岩手県一関市南豊隆地
区、相去地区、柳町地区、柄貝地区、岩手県一関市西沢地区、中里地区、川辺地区、三関地区、岩手県一関市狐禅寺地
区、舞川地区、川辺地区、弥栄地区

岩手県一関市弥栄地区、花泉町永井地区、花泉町老松地区、岩手県一関市花泉町日形地区、川崎町門崎地区、川崎町
薄衣地区、岩手県一関市藤沢町黄海地区

岩手県一関市東山町松川地区、川崎町門崎地区、川崎町薄衣地区



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
岩手河川国道事務

所
北上川水系 中津川 ○ 山岸

岩手県盛岡市浅岸字
中道

盛岡市市道水道橋下
流端から北上川合流
点まで

盛岡市市道水道橋下
流端から北上川合流
点まで

○
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/son

ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
名取川水系 広瀬川 ○ 広瀬橋

宮城県仙台市若林区
河原町

仙台市広瀬橋から名
取川合流点

仙台市広瀬橋から名
取川合流点

仙台市宮城野区蒲生,仙台市宮城野区岡田,仙台市若林区一
本杉町,仙台市若林区三本塚,仙台市若林区上飯田,仙台市
若林区下飯田,仙台市若林区二木,仙台市若林区井土,仙台
市若林区今泉,仙台市若林区伊在,仙台市若林区六丁の目,
仙台市若林区六郷,仙台市若林区南小泉,仙台市若林区南材
木町,仙台市若林区古城,仙台市若林区文化町,仙台市若林
区新弓ノ町,仙台市若林区日辺,仙台市若林区沖野,仙台市若
林区河原町,仙台市若林区種次,仙台市若林区若林,仙台市
若林区荒井,仙台市若林区荒浜,仙台市若林区荒浜新,仙台
市若林区藤塚,仙台市若林区遠見塚,仙台市若林区長喜城,
仙台市若林区霞目,仙台市若林区飯田

仙台市太白区あすと長町,仙台市太白区八本松,仙台市太白
区大野田,仙台市太白区太子堂,仙台市太白区東大野田,仙
台市太白区東郡山,仙台市太白区諏訪町,仙台市太白区郡
山,仙台市太白区長町,仙台市太白区長町南

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka
sen_kaigan/nahi/sinsuisoutei_top.ht
ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
名取川水系 名取川 ○ 名取橋

宮城県仙台市太白区
中田町一丁目

仙台市名取川頭首工
から海

仙台市名取川頭首工
から海

仙台市宮城野区岡田,仙台市宮城野区岡田西町,仙台市宮城
野区福室,仙台市宮城野区蒲生,仙台市太白区あすと長町,仙
台市太白区八本松,仙台市太白区南大野田,仙台市太白区大
野田,仙台市太白区富沢,仙台市太白区富沢南,仙台市太白
区富田,仙台市太白区山田,仙台市太白区太子堂,仙台市太
白区東大野田,仙台市太白区東郡山,仙台市太白区諏訪町,
仙台市太白区郡山,仙台市太白区長町,仙台市太白区長町
南,仙台市太白区鹿野,仙台市若林区三本塚,仙台市若林区
上飯田,仙台市若林区下飯田,仙台市若林区二木,仙台市若
林区井土,仙台市若林区今泉,仙台市若林区伊在,仙台市若
林区六丁の目,仙台市若林区六丁の目東町,仙台市若林区六
郷,仙台市若林区卸町東,仙台市若林区日辺,仙台市若林区
沖野,仙台市若林区種次,仙台市若林区荒井,仙台市若林区
荒浜,仙台市若林区荒浜新,仙台市若林区藤塚,仙台市若林
区長喜城,仙台市若林区霞目,仙台市若林区飯田

仙台市太白区中田,仙台市太白区中田町,仙台市太白区四郎
丸,仙台市太白区東中田,仙台市太白区柳生,仙台市太白区
袋原,仙台市太白区西中田,名取市上余田,名取市下余田,名
取市下増田,名取市増田,名取市大曲,名取市小塚原,名取市
手倉田,名取市杉ケ袋,名取市杜せきのした,名取市牛野,名取
市田高,名取市美田園,名取市閖上,名取市閖上仏文寺,名取
市高柳,名取市高舘吉田,名取市高舘熊野堂

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka
sen_kaigan/nahi/sinsuisoutei_top.ht
ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
名取川水系 笊川 ○ 杉の下橋

宮城県仙台市太白区
富沢

仙台市唐松橋上流か
ら幹川合流点

仙台市唐松橋上流か
ら幹川合流点

仙台市太白区長町南,仙台市太白区大野田,仙台市太白区太
子堂,仙台市太白区諏訪町,仙台市太白区郡山

仙台市太白区南大野田,仙台市太白区富沢南,仙台市太白区
富沢

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka
sen_kaigan/nahi/sinsuisoutei_top.ht
ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 丸森

宮城県伊具郡丸森町
船場

福島県・宮城県境から
角田市枝野橋

福島県・宮城県境から
角田市枝野橋

角田市稲置,角田市横倉,角田市岡,角田市花島,角田市角田,
角田市梶賀,角田市君萱,角田市江尻,角田市高倉,角田市佐
倉,角田市小坂,角田市小田,角田市神次郎,角田市豊室,角田
市毛萱,丸森町舘矢間舘山,丸森町耕野,丸森町大張大蔵

角田市坂津田,角田市枝野,角田市小坂,角田市島田,角田市
藤田,角田市尾山,丸森町金山,丸森町小斎,丸森町大内,丸森
町町東

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka

sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht

ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 笠松

宮城県角田市枝野字
笠松

角田市枝野橋から岩
沼市阿武隈橋

角田市枝野橋から亘
理町阿武隈橋

名取市愛島笠島,名取市愛島小豆島,名取市愛島北目,名取
市下増田,名取市植松,名取市堀内,名取市本郷,名取市閖上,
角田市稲置,角田市横倉,角田市岡,角田市花島,角田市角田,
角田市笠島,角田市梶賀,角田市君萱,角田市江尻,角田市高
倉,角田市佐倉,角田市小坂,角田市小田,角田市神次郎,角田
市豊室,角田市毛萱,岩沼市たけくま,岩沼市阿武隈,岩沼市稲
荷町,岩沼市栄町,岩沼市押分,岩沼市下野郷,岩沼市梶橋,岩
沼市館下,岩沼市空港南,岩沼市桑原,岩沼市桑原西,岩沼市
桜,岩沼市山桜,岩沼市寺島,岩沼市小川,岩沼市松ヶ丘,岩沼
市吹上,岩沼市吹上西,岩沼市西六角,岩沼市早股,岩沼市相
の原,岩沼市大手町,岩沼市大昭和,岩沼市大和,岩沼市中央,
岩沼市朝日,岩沼市長岡,岩沼市土ケ崎,岩沼市東谷地,岩沼
市藤浪,岩沼市南長谷,岩沼市二木,岩沼市敷島,岩沼市武隈,
岩沼市北長谷,岩沼市本町,岩沼市末広,岩沼市里の杜,柴田
町下名生,柴田町海老穴,柴田町剣崎,柴田町四日市場,柴田
町小成田,柴田町松ケ越,柴田町上川名,柴田町上名生,柴田
町成田,柴田町船岡,柴田町船岡新栄,柴田町船岡中央,柴田
町船岡土手内,柴田町船岡東,柴田町船岡南,柴田町船迫,柴
田町中名生,柴田町槻木,柴田町槻木駅西,柴田町槻木下町,
柴田町槻木上町,柴田町槻木新町,柴田町槻木西,柴田町槻
木東,柴田町槻木白幡,柴田町入間田,柴田町富沢,柴田町葉
坂,丸森町舘矢間舘山

角田市坂津田,角田市枝野,角田市小坂,角田市島田,角田市
藤田,角田市鳩原,角田市尾山,角田市平貫,丸森町小斎,亘理
町逢隈（郡）,亘理町逢隈榎袋,亘理町逢隈牛袋,亘理町逢隈
高屋,亘理町逢隈鷺屋,亘理町逢隈鹿島,亘理町逢隈十文字,
亘理町逢隈小山,亘理町逢隈上郡,亘理町逢隈中泉,亘理町
逢隈田沢,亘理町逢隈蕨,亘理町下浜街道,亘理町吉田,亘理
町荒浜,亘理町芝西,亘理町上茨田,亘理町上中野地,亘理町
西郷,亘理町長瀞,山元町山寺

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka

sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht

ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 岩沼 宮城県岩沼市阿武隈

岩沼市阿武隈橋から
海

亘理町阿武隈橋から
海

名取市愛島小豆島,名取市愛島北目,名取市下増田,名取市
植松,名取市堀内,名取市本郷,名取市閖上,岩沼市たけくま,岩
沼市阿武隈,岩沼市稲荷町,岩沼市栄町,岩沼市押分,岩沼市
下野郷,岩沼市梶橋,岩沼市館下,岩沼市空港南,岩沼市桑原,
岩沼市桑原西,岩沼市桜,岩沼市山桜,岩沼市寺島,岩沼市小
川,岩沼市吹上,岩沼市吹上西,岩沼市西六角,岩沼市早股,岩
沼市相の原,岩沼市大手町,岩沼市大昭和,岩沼市大和,岩沼
市中央,岩沼市長岡,岩沼市土ケ崎,岩沼市東谷地,岩沼市藤
浪,岩沼市南長谷,岩沼市二木,岩沼市敷島,岩沼市武隈,岩沼
市北長谷,岩沼市本町,岩沼市末広,岩沼市里の杜

亘理町逢隈（郡）,亘理町逢隈榎袋,亘理町逢隈牛袋,亘理町
逢隈高屋,亘理町逢隈鷺屋,亘理町逢隈鹿島,亘理町逢隈十
文字,亘理町逢隈上郡,亘理町逢隈中泉,亘理町逢隈田沢,亘
理町逢隈蕨,亘理町下浜街道,亘理町吉田,亘理町荒浜,亘理
町芝西,亘理町上茨田,亘理町上中野地,亘理町西郷,亘理町
長瀞,山元町山寺

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka

sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht

ml

岩手県盛岡市内丸地区、大通地区、菜園地区、大沢川原地区、岩手県盛岡市開運橋通地区、本町通地区、愛宕町地区、
山岸地区、岩手県盛岡市中ノ橋通地区、紺屋町地区、上ノ橋町地区



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系 白石川 ○ 笠松

宮城県角田市枝野字
笠松

阿武隈急行鉄道橋上
流付近から阿武隈川
合流点

阿武隈急行鉄道橋上
流付近から阿武隈川
合流点

名取市愛島笠島,名取市愛島小豆島,名取市愛島北目,名取
市下増田,名取市植松,名取市堀内,名取市本郷,名取市閖上,
角田市稲置,角田市横倉,角田市岡,角田市花島,角田市角田,
角田市笠島,角田市梶賀,角田市君萱,角田市江尻,角田市高
倉,角田市佐倉,角田市小坂,角田市小田,角田市神次郎,角田
市豊室,角田市毛萱,岩沼市たけくま,岩沼市阿武隈,岩沼市稲
荷町,岩沼市栄町,岩沼市押分,岩沼市下野郷,岩沼市梶橋,岩
沼市館下,岩沼市空港南,岩沼市桑原,岩沼市桑原西,岩沼市
桜,岩沼市山桜,岩沼市寺島,岩沼市小川,岩沼市松ヶ丘,岩沼
市吹上,岩沼市吹上西,岩沼市西六角,岩沼市早股,岩沼市相
の原,岩沼市大手町,岩沼市大昭和,岩沼市大和,岩沼市中央,
岩沼市朝日,岩沼市長岡,岩沼市土ケ崎,岩沼市東谷地,岩沼
市藤浪,岩沼市南長谷,岩沼市二木,岩沼市敷島,岩沼市武隈,
岩沼市北長谷,岩沼市本町,岩沼市末広,岩沼市里の杜,柴田
町下名生,柴田町海老穴,柴田町剣崎,柴田町四日市場,柴田
町小成田,柴田町松ケ越,柴田町上川名,柴田町上名生,柴田
町成田,柴田町船岡,柴田町船岡新栄,柴田町船岡中央,柴田
町船岡土手内,柴田町船岡東,柴田町船岡南,柴田町船迫,柴
田町中名生,柴田町槻木,柴田町槻木駅西,柴田町槻木下町,
柴田町槻木上町,柴田町槻木新町,柴田町槻木西,柴田町槻
木東,柴田町槻木白幡,柴田町入間田,柴田町富沢,柴田町葉
坂,丸森町舘矢間舘山

角田市坂津田,角田市枝野,角田市小坂,角田市島田,角田市
藤田,角田市鳩原,角田市尾山,角田市平貫,丸森町小斎,亘理
町逢隈（郡）,亘理町逢隈榎袋,亘理町逢隈牛袋,亘理町逢隈
高屋,亘理町逢隈鷺屋,亘理町逢隈鹿島,亘理町逢隈十文字,
亘理町逢隈小山,亘理町逢隈上郡,亘理町逢隈中泉,亘理町
逢隈田沢,亘理町逢隈蕨,亘理町下浜街道,亘理町吉田,亘理
町荒浜,亘理町芝西,亘理町上茨田,亘理町上中野地,亘理町
西郷,亘理町長瀞,山元町山寺

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka
sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht
ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系

阿武隈川丸森地
区（29.8k-37.2k）
（氾濫水予測対

象区間）

○ 丸森
宮城県伊具郡丸森町
船場

福島県・宮城県境から
角田市枝野橋

福島県・宮城県境から
角田市枝野橋

角田市稲置,角田市横倉,角田市岡,角田市花島,角田市角田,
角田市梶賀,角田市君萱,角田市江尻,角田市高倉,角田市佐
倉,角田市小坂,角田市小田,角田市神次郎,角田市豊室,角田
市毛萱,丸森町舘矢間舘山,丸森町耕野,丸森町大張大蔵

角田市坂津田,角田市枝野,角田市小坂,角田市島田,角田市
藤田,角田市尾山,丸森町金山,丸森町小斎,丸森町大内,丸森
町町東

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka

sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht

ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系

阿武隈川笠松地
区8.4k-15.0k)

（氾濫水予測対
象区間）

○ 笠松
宮城県角田市枝野字
笠松

角田市枝野橋から岩
沼市阿武隈橋

角田市枝野橋から亘
理町阿武隈橋

名取市愛島笠島,名取市愛島小豆島,名取市愛島北目,名取
市下増田,名取市植松,名取市堀内,名取市本郷,名取市閖上,
角田市稲置,角田市横倉,角田市岡,角田市花島,角田市角田,
角田市笠島,角田市梶賀,角田市君萱,角田市江尻,角田市高
倉,角田市佐倉,角田市小坂,角田市小田,角田市神次郎,角田
市豊室,角田市毛萱,岩沼市たけくま,岩沼市阿武隈,岩沼市稲
荷町,岩沼市栄町,岩沼市押分,岩沼市下野郷,岩沼市梶橋,岩
沼市館下,岩沼市空港南,岩沼市桑原,岩沼市桑原西,岩沼市
桜,岩沼市山桜,岩沼市寺島,岩沼市小川,岩沼市松ヶ丘,岩沼
市吹上,岩沼市吹上西,岩沼市西六角,岩沼市早股,岩沼市相
の原,岩沼市大手町,岩沼市大昭和,岩沼市大和,岩沼市中央,
岩沼市朝日,岩沼市長岡,岩沼市土ケ崎,岩沼市東谷地,岩沼
市藤浪,岩沼市南長谷,岩沼市二木,岩沼市敷島,岩沼市武隈,
岩沼市北長谷,岩沼市本町,岩沼市末広,岩沼市里の杜,柴田
町下名生,柴田町海老穴,柴田町剣崎,柴田町四日市場,柴田
町小成田,柴田町松ケ越,柴田町上川名,柴田町上名生,柴田
町成田,柴田町船岡,柴田町船岡新栄,柴田町船岡中央,柴田
町船岡土手内,柴田町船岡東,柴田町船岡南,柴田町船迫,柴
田町中名生,柴田町槻木,柴田町槻木駅西,柴田町槻木下町,
柴田町槻木上町,柴田町槻木新町,柴田町槻木西,柴田町槻
木東,柴田町槻木白幡,柴田町入間田,柴田町富沢,柴田町葉
坂,丸森町舘矢間舘山

角田市坂津田,角田市枝野,角田市小坂,角田市島田,角田市
藤田,角田市鳩原,角田市尾山,角田市平貫,丸森町小斎,亘理
町逢隈（郡）,亘理町逢隈榎袋,亘理町逢隈牛袋,亘理町逢隈
高屋,亘理町逢隈鷺屋,亘理町逢隈鹿島,亘理町逢隈十文字,
亘理町逢隈小山,亘理町逢隈上郡,亘理町逢隈中泉,亘理町
逢隈田沢,亘理町逢隈蕨,亘理町下浜街道,亘理町吉田,亘理
町荒浜,亘理町芝西,亘理町上茨田,亘理町上中野地,亘理町
西郷,亘理町長瀞,山元町山寺

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka

sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht

ml

東北地方整備局
仙台河川国道事務

所
阿武隈川水系

阿武隈川岩沼地
区(0.0k-8.2k)

（氾濫水予測対
象区間）

○ 岩沼 宮城県岩沼市阿武隈
岩沼市阿武隈橋から
海

亘理町阿武隈橋から
海

名取市愛島小豆島,名取市愛島北目,名取市下増田,名取市
植松,名取市堀内,名取市本郷,名取市閖上,岩沼市たけくま,岩
沼市阿武隈,岩沼市稲荷町,岩沼市栄町,岩沼市押分,岩沼市
下野郷,岩沼市梶橋,岩沼市館下,岩沼市空港南,岩沼市桑原,
岩沼市桑原西,岩沼市桜,岩沼市山桜,岩沼市寺島,岩沼市小
川,岩沼市吹上,岩沼市吹上西,岩沼市西六角,岩沼市早股,岩
沼市相の原,岩沼市大手町,岩沼市大昭和,岩沼市大和,岩沼
市中央,岩沼市長岡,岩沼市土ケ崎,岩沼市東谷地,岩沼市藤
浪,岩沼市南長谷,岩沼市二木,岩沼市敷島,岩沼市武隈,岩沼
市北長谷,岩沼市本町,岩沼市末広,岩沼市里の杜

亘理町逢隈（郡）,亘理町逢隈榎袋,亘理町逢隈牛袋,亘理町
逢隈高屋,亘理町逢隈鷺屋,亘理町逢隈鹿島,亘理町逢隈十
文字,亘理町逢隈上郡,亘理町逢隈中泉,亘理町逢隈田沢,亘
理町逢隈蕨,亘理町下浜街道,亘理町吉田,亘理町荒浜,亘理
町芝西,亘理町上茨田,亘理町上中野地,亘理町西郷,亘理町
長瀞,山元町山寺

○

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/ka

sen_kaigan/abu/sinsuisoutei_top.ht

ml

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 鳴瀬川 ○ 三本木 宮城県大崎市

大崎市古川高倉　から　
美里町野田橋

大崎市古川高倉　から　
大崎市野田橋

大崎市三本木左岸上流 大崎市三本木右岸下流 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s

hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 鳴瀬川 ○ 野田橋 宮城県大崎市

美里町野田橋　から　
美里町砂山

大崎市野田橋　から　
大崎市木間塚

遠田郡美里町砂山 大崎市木間塚 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s

hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 鳴瀬川 ○ 鹿島台 宮城郡松島町

美里町砂山　から　河
口

大崎市木間塚　から　
河口

東松島市浜市・遠田郡美里町砂山 東松島市中下 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s

hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 吉田川 ○ 落合 宮城県黒川郡大和町

大和町高田橋　から　
大郷町粕川橋

大和町高田橋　から　
大郷町粕川橋

黒川郡大和町落合檜和田･黒川郡大和町吉田川上流 黒川郡大和町鶴巣･黒川郡大和町吉田川上流 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 吉田川 ○ 粕川 宮城県黒川郡大郷町

大郷町粕川橋　から　
大崎市二子屋橋

大郷町粕川橋　から　
松島町二子屋橋

大崎市鎌巻 大崎市二子屋 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 吉田川 ○ 鹿島台 宮城県宮城郡松島町

大崎市二子屋橋　から　
鳴瀬川合流点

松島町二子屋橋　から　
鳴瀬川合流点

宮城郡松島町若針 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 多田川 ○ 三本木 宮城県大崎市

大崎市古川西荒井　
から　鳴瀬川合流点

三本木高柳　から　鳴
瀬川合流点

大崎市多田川左岸 大崎市多田川右岸 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/naruse.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 鞍坪川 ○ 鹿島台 宮城県宮城郡松島町

東松島市西福田　から　
鳴瀬川合流点

東松島市西福田　から　
鳴瀬川合流点

東松島市鞍坪川左岸 東松島市鞍坪川右岸 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
鳴瀬川水系 竹林川 ○ 新田橋 宮城県黒川郡富谷町

富谷町新田橋　から　
吉田川合流点

富谷町新田橋　から　
吉田川合流点

富谷市竹林川上流 富谷市竹林川上流 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/naruse.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 北上川 ○ 米谷 宮城県登米市

県境　から　登米市登
米大橋

県境　から　登米市登
米大橋

登米市米谷･登米市安場 登米市大泉、登米市登米から巻 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 北上川 ○ 登米 宮城県登米市

登米市登米大橋　から　
登米市柳津大橋

登米市登米大橋　から　
登米市柳津大橋

登米市日根牛 登米市鴇浪から登米 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 北上川 ○ 柳津 宮城県登米市

登米市柳津大橋　から　
石巻市飯野川橋

登米市柳津大橋　から　
石巻市飯野川橋

石巻市相野谷 石巻市樫崎 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 北上川 ○ 飯野川上流 宮城県石巻市

石巻市飯野川橋　から　
河口

石巻市飯野川橋　から　
河口

石巻市橋浦 石巻市横川･石巻市三輪田 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 旧北上川 ○ 和渕 宮城県石巻市

北上川分派点　から　
石巻市天王橋

北上川分派点　から　
石巻市天王橋

石巻市大谷地 石巻市鹿又 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 旧北上川 ○ 大森 宮城県石巻市

石巻市天王橋　から　
河口

石巻市天王橋　から　
河口

石巻市不動沢・石巻市大谷地 石巻市鹿又 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 江合川 ○ 荒雄 宮城県大崎市

大崎市古川桜ノ目　か
ら　新江合川分派点

大崎市古川桜ノ目　か
ら　新江合川分派点

大崎市桜ノ目 大崎市荒雄 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 江合川 ○ 下谷地 宮城県大崎市

新江合川分派点　から　
涌谷町涌谷大橋

新江合川分派点　から　
涌谷町涌谷大橋

大崎市北小牛田・大崎市沼部 遠田郡涌谷町涌谷右岸 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 江合川 ○ 涌谷 宮城県遠田郡涌谷町

涌谷町涌谷大橋　から　
旧北上川合流点

涌谷町涌谷大橋　から　
旧北上川合流点

遠田郡涌谷町左平次 遠田郡涌谷町砂出・遠田郡涌谷町市道 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 新江合川 ○ 荒雄 宮城県大崎市

江合川分派点　から　
鳴瀬川合流点まで

江合川分派点　から　
鳴瀬川合流点まで

大崎市古川、遠田郡美里町 大崎市古川 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
北上川下流河川事

務所
北上川水系 二股川 ○ 大泉 宮城県登米市

登米市東和町米谷　か
ら　北上川合流点まで

登米市東和町米谷　か
ら　北上川合流点まで

登米市東和町米谷、登米市東和町米川 登米市東和町米谷、登米市東和町米川 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/disaster/s
hinsuisoutei/kitakami.html

東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
雄物川水系 雄物川 ○ 椿川 秋田県秋田市

大仙市秋田市行政
境から雄物川河口
まで

大仙市秋田市行政
境から雄物川河口
まで

秋田県秋田市新屋大川町、秋田県秋田市新屋扇町、秋田県
秋田市新屋表町、秋田県秋田市新屋鳥木町、秋田県秋田市
新屋比内町、秋田県秋田市新屋沖田町、秋田県秋田市新屋
前野町、秋田県秋田市新屋高美町、秋田県秋田市新屋渋谷
町、秋田県秋田市新屋田尻沢東町・中町・西町、秋田県秋田
市新屋町字渋谷地・字田尻沢、秋田県秋田市浜田字館ノ丸・
字町端・字町ノ下、秋田県秋田市豊岩、秋田県秋田市下浜
楢田・八田、秋田県秋田市雄和

秋田県秋田市大町三丁目～六丁目、秋田県秋田市旭北、秋
田県秋田市旭南、秋田県秋田市川元、秋田県秋田市川尻上
野町・大川町・御休町、秋田県秋田市川尻町字大川反、秋田
県秋田市山王、秋田県秋田市千秋明徳町、秋田県秋田市中
通、秋田県秋田市南通、秋田県秋田市楢山、秋田県秋田市
茨島、秋田県秋田市八橋運動公園、秋田県秋田市八橋本
町、秋田県秋田市八橋田五郎二丁目、秋田県秋田市八橋イ
サノ一丁目、秋田県秋田市八橋南、秋田県秋田市八橋字下
八橋、秋田県秋田市東通仲町、秋田県秋田市東通観音前、
秋田県秋田市東通館ノ越、秋田県秋田市東通一丁目・六丁
目・七丁目、秋田県秋田市手形字西谷地、秋田県秋田市新
屋豊町、秋田県秋田市新屋天秤野、秋田県秋田市新屋朝日
町、秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町、秋田県秋田市向浜一
丁目、秋田県秋田市牛島、秋田県秋田市卸町、秋田県秋田
市大住、秋田県秋田市仁井田、秋田県秋田市御野場、秋田
県秋田市四ツ小屋、秋田県秋田市上北手荒巻・大戸・百崎、
秋田県秋田市寺内蛭根、秋田県秋田市寺内後城、秋田県秋
田市寺内大小路、秋田県秋田市寺内神屋敷、秋田県秋田市
河辺豊成・畑谷

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
子吉川水系 子吉川 ○ 明法 秋田県由利本荘市

由利本荘市吉沢地
区から南福田地区
まで

由利本荘市吉沢地
区から石沢川合流
点まで

秋田県由利本荘市南福田地区、秋田県由利本荘市東鮎川
地区、秋田県由利本荘市黒沢地区、秋田県由利本荘市森子
地区、秋田県由利本荘市川西地区、秋田県由利本荘市吉沢
地区

秋田県由利本荘市鮎瀬地区、秋田県由利本荘市曲沢地区、
秋田県由利本荘市前郷地区、秋田県由利本荘市陳ヶ森地
区、秋田県由利本荘市久保田地区、秋田県由利本荘市蟹沢
地区、秋田県由利本荘市土倉地区、秋田県由利本荘市山本
地区、秋田県由利本荘市新上条地区、秋田県由利本荘市吉
沢地区

東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
子吉川水系 子吉川 ○ 二十六木橋 秋田県由利本荘市

由利本荘市南福田
地区から子吉川河
口まで

石沢川合流点から
子吉川河口まで

秋田県由利本荘市本荘市街地、秋田県由利本荘市薬師堂
地区、秋田県由利本荘市三条地区、秋田県由利本荘市宮内
地区、秋田県由利本荘市埋田地区、秋田県由利本荘市藤崎
地区、秋田県由利本荘市玉ノ池地区、秋田県由利本荘市葛
法地区、秋田県由利本荘市船岡地区、秋田県由利本荘市南
福田地区

秋田県由利本荘市石脇地区、秋田県由利本荘市川口地区、
秋田県由利本荘市福山地区、秋田県由利本荘市土谷地区、
秋田県由利本荘市二十六木地区、秋田県由利本荘市大中ノ
沢地区、秋田県由利本荘市三条地区、秋田県由利本荘市荒
町地区、秋田県由利本荘市万願寺地区、秋田県由利本荘市
上野地区

東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
子吉川水系 石沢川 ○ 鮎瀬 秋田県由利本荘市

由利本荘市鮎瀬地区
から子吉川合流点まで

由利本荘市上野地区
から子吉川合流
点まで

由利本荘市鮎瀬地区 由利本荘市上野地区、由利本荘市万願寺地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/kasen/shins
uimap/index.html

○
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/kasen/shins
uimap/index.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 雄物川 ○ 岩館 秋田県湯沢市小野

湯沢市役内川合流点
～湯沢市・羽後町柳田
橋

湯沢市役内川合流点
～湯沢市・羽後町柳田
橋

秋田県湯沢市酒蒔地区、湯沢市字中川原地区、湯沢市小野
地区、湯沢市字内川端地区、湯沢市字雄勝田地区、湯沢市
字上荻生田地区、湯沢市字上下舘地区、湯沢市字上六日町
地区、湯沢市字上二井田地区、湯沢市字下川原地区、湯沢
市字下二井田地区、湯沢市字下六日町地区、湯沢市字高屋
敷地区、湯沢市字田ノ沢地区、湯沢市字中屋敷地区、湯沢
市字西中川原地区、湯沢市字福島開地区、湯沢市字藤花地
区、湯沢市字鶴巻地区、湯沢市山田地区、湯沢市深堀地
区、湯沢市泉沢地区、雄勝郡羽後町貝沢集落

秋田県湯沢市字柴目地区、湯沢市字関合地区、湯沢市字千
刈地区、秋田県湯沢市字高前地区、湯沢市字鳥海地区、湯
沢市字平館地区、湯沢市字新川原地区、湯沢市字福俵地
区、湯沢市字旭田地区、湯沢市字下田面地区、湯沢市倉内
地区、湯沢市柳田地区、湯沢市金谷地区、湯沢市八幡地
区、湯沢市字大倉谷地地区、湯沢市字大森地区、湯沢市字
中野地区、湯沢市字栄田地区、湯沢市字館ノ堀地区、湯沢
市森地区、湯沢市字小豆田地区、湯沢市字大島地区、湯沢
市字沖鶴地区、湯沢市字鶴館地区、湯沢市字両神地区、湯
沢市字万石地区、湯沢市岡田町地区、湯沢市幸町地区、湯
沢市材木町地区、湯沢市清水町地区、湯沢市千石町地区、
湯沢市田町地区、湯沢市西新町地区、湯沢市元清水地区、
湯沢市字沼樋地区、湯沢市関口地区、湯沢市上関地区、湯
沢市下関地区、湯沢市相川地区、湯沢市桑崎地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 雄物川 ○ 柳田橋 秋田県湯沢市柳田

湯沢市・羽後町柳田橋
～湯沢市･羽後町皆瀬
川合流点

湯沢市・羽後町柳田橋
～湯沢市･羽後町皆瀬
川合流点

秋田県雄勝郡羽後町掵ノ上集落、羽後町京塚集落、羽後町
大久保集落、羽後町下開集落、羽後町清水集落、羽後町中
前集落、羽後町柏原集落、羽後町鳥居集落、羽後町三輪団
地集落、羽後町杉宮集落、羽後町田畑集落

秋田県湯沢市柳田地区、湯沢市八幡地区、湯沢市角間地
区、湯沢市字柴目地区、湯沢市字関合地区、湯沢市字高前
地区、湯沢市新川原地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 雄物川 ○ 雄物川橋

秋田県横手市雄物川
町

湯沢市･羽後町皆瀬川
合流点～大仙市横手
川合流点

湯沢市･羽後町皆瀬川
合流点～大仙市横手
川合流点

秋田県横手市大森町川西地区、横手市大森町大森地区、横
手市雄物川町矢神集落、大仙市内小友、横手市雄物川町狼
澤集落、雄勝郡羽後町鵜巣集落、雄勝郡羽後町上鵜巣集
落、雄勝郡羽後町下川原集落、雄勝郡羽後町嶋田集落、雄
勝郡羽後町養蚕集落、雄勝郡羽後町高尾田集落、雄勝郡羽
後町新町集落、雄勝郡羽後町四ツ屋集落、雄勝郡羽後町下
郡集落、雄勝郡羽後町上郡集落、雄勝郡羽後町大久保集
落、雄勝郡羽後町下開集落、横手市雄物川町大沢地区

秋田県横手市大雄阿気地区、横手市大雄野崎集落、横手市
大雄新町集落、横手市大雄福島集落、横手市大雄折橋集
落、横手市大雄高津野集落、横手市雄物川町館合地区、横
手市雄物川町沼館地区、横手市雄物川町福地地区、横手市
雄物川町里見地区、横手市平鹿町浅舞地区、横手市十文字
町睦合地区、大仙市藤木地区、大仙市角間川、仙北郡美郷
町大久保地域、横手市平鹿町中吉田、仙北郡美郷町万願寺
地域

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 雄物川 ○ 大曲橋

秋田県大仙市小貫高
畑

大仙市横手川合流点
～大仙市玉川合流点

大仙市横手川合流点
～大仙市玉川合流点

秋田県大仙市内小友、大仙市大曲西根、大仙市蛭川

秋田県大仙市花館地区、大仙市角間川、大仙市藤木地区、
大仙市大曲地区、大仙市戸地谷、大仙市堀見内、大仙市高
梨、大仙市橋本、仙北郡美郷町大久保地域、仙北郡美郷町
万願寺地域

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 雄物川 ○ 神宮寺 秋田県大仙市神宮寺

大仙市玉川合流点～
大仙市秋田市行政境

大仙市玉川合流点～
大仙市秋田市行政境

秋田県大仙市北野目、大仙市強首、大仙市寺館、大仙市高
城、大仙市九升田、大仙市大沢郷寺、大仙市正手沢、大仙
市木原田、大仙市金山沢、大仙市杉山田、大仙市大沢郷
宿、大仙市大巻、大仙市南外南楢岡地区、大仙市南外中
宿、大仙市南外落合、大仙市南外下袋、大仙市南外大向、
大仙市南外湯ノ又

秋田県大仙市協和峰吉川、大仙市協和小種、大仙市協和中
淀川、大仙市協和下淀川、大仙市神宮寺、大仙市刈和野、
大仙市宇留井谷地、大仙市北楢岡、大仙市花館間倉、大仙
市花館豊後野、大仙市土川

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 玉川 ○ 長野 秋田県大仙市長野

大仙市長野字開～大
仙市雄物川合流点

大仙市長野字八乙女
～大仙市雄物川合流
点

秋田県大仙市鑓見内、大仙市清水字七曲、大仙市清水字甲
沖田、大仙市清水字沖田大吹、大仙市長戸呂、大仙市四ツ
屋地区、大仙市花館地区

秋田県大仙市長野、大仙市長野字竹原 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 皆瀬川 ○ 岩崎橋 秋田県湯沢市岩崎

湯沢市・横手市成瀬川
合流点～横手市・湯沢
市雄物川合流点

湯沢市・横手市成瀬川
合流点～横手市・湯沢
市雄物川合流点

秋田県横手市増田町戸波、湯沢市八幡地区、湯沢市二井田
地区、湯沢市角間地区、湯沢市字高前地区、湯沢市字関合
地区、湯沢市字平館地区、湯沢市岩崎地区、横手市増田町
八木地区

秋田県横手市十文字町植田地区、横手市十文字町三重地
区、横手市十文字町佐賀会、横手市十文字町仁井田、横手
市増田町増田、大仙市角間川字木内、大仙市角間川字布
晒、大仙市角間川字門目、雄勝郡羽後町大久保集落、横手
市十文字町栄町

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 成瀬川 ○ 安養寺 秋田県横手市増田町

横手市増田町荻袋字
真当～皆瀬川合流点

横手市増田町大字真
人字山下～皆瀬川合
流点

秋田県横手市増田町増田荻袋、横手市増田町三又地区 秋田県横手市増田町増田地区、横手市増田町八木地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 丸子川 ○ 大曲橋

秋田県大仙市小貫高
畑

大仙市大盛橋～大仙
市雄物川合流点

大仙市大盛橋～大仙
市雄物川合流点

秋田県大仙市大曲地区 秋田県大仙市花館地区、大仙市戸地谷 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
湯沢河川国道事務

所
雄物川水系 横手川 ○ 大曲橋

秋田県大仙市小貫高
畑

大仙市出川合流点付
近～大仙市雄物川合
流点

大仙市出川合流点付
近～大仙市雄物川合
流点

秋田県大仙市角間川 秋田県大仙市藤木地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/
hanran_map/hanran_map.htm

東北地方整備局
能代河川国道事務

所
米代川水系 米代川 ○ 十二所 秋田県大館市十二所

大館市比内町扇田地
区から大館市外川原
地区（北秋田市境）

大館市山館地区から
大館市長坂地区

大館市扇田、大館市二井田、大館市吉富士・四羽出、大館
市板沢、大館市外川原

大館市山館・金谷、大館市池内、大館市根下戸・舟場、大館
市立花・川口、大館市山田渡・土貝、大館市横岩・岩瀬、大
館市出口１・坂地、大館市長坂・大巻

○
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/ka
sen/shinsui/shinsui4.htm

東北地方整備局
能代河川国道事務

所
米代川水系 米代川 ○ 鷹巣 秋田県北秋田市鷹巣

北秋田市向黒沢（大館
市境）から北秋田市蟹
沢地区

北秋田市糠沢地区か
ら北秋田市今泉地区

北秋田市摩当、北秋田市南鷹巣、北秋田市小猿部川、北秋
田市鷹巣左岸、北秋田市蟹沢

北秋田市糠沢、北秋田市鷹巣右岸上流、北秋田市鷹巣右岸
下流、北秋田市坊沢、北秋田市今泉

○
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/ka
sen/shinsui/shinsui4.htm

東北地方整備局
能代河川国道事務

所
米代川水系 米代川 ○ 二ツ井

秋田県能代市二ツ井
町

能代市二ツ井町麻生
地区から能代市富根
地区

能代市二ツ井町小繋
地区から能代市二ツ井
町富田地区

能代市下田平、能代市麻生、能代市仁鮒、能代市切石、能
代市富根

能代市小繋、能代市二ツ井、能代市冨田・外面 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/ka
sen/shinsui/shinsui4.htm

東北地方整備局
能代河川国道事務

所
米代川水系 米代川 ○ 向能代 秋田県能代市落合

能代市鶴形地区から
能代市下浜地区

能代市常盤地区から
能代市落合地区

能代市鰄渕・鶴形、能代市中川原・悪戸、能代市中島
能代市常盤、能代市轟・産物、能代市朴瀬、能代市吹越、能
代市落合

○
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/ka
sen/shinsui/shinsui4.htm

東北地方整備局
能代河川国道事務

所
米代川水系 藤琴川 ○ 二ツ井

秋田県能代市二ツ井
町

能代市二ツ井町荷上
場地区から米代川合
流点

能代市二ツ井町荷上
場地区から米代川合
流点

能代市藤琴川 能代市藤琴川、能代市二ツ井 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/ka
sen/shinsui/shinsui4.htm

東北地方整備局
能代河川国道事務

所
米代川水系 小猿部川 ○ 堂ヶ岱 秋田県北秋田市脇神

北秋田市脇神字法泉
坊沢65番地先から米
代川合流点まで

北秋田市脇神堂ヶ岱
屋敷廻60番地先から
米代川合流点まで

北秋田市小猿部川、北秋田市鷹巣左岸 北秋田市南鷹巣 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/ka
sen/shinsui/shinsui4.htm



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 最上川 ○ 糠野目

山形県東置賜郡高畠
町糠野目

松川頭首工上流から
置賜白川合流点まで

松川頭首工上流から
置賜白川合流点まで

山形県米沢市中田、山形県米沢市窪田、山形県東置賜郡高
畠町糠野目、山形県東置賜郡高畠町上平柳、山形県東置賜
郡高畠町小其塚、山形県東置賜郡高畠町蛇口、山形県東置
賜郡高畠町洲島、山形県東置賜郡川西町下平柳、山形県東
置賜郡川西町洲島、山形県東置賜郡川西町吉田、山形県東
置賜郡川西町高山、山形県東置賜郡川西町時田、山形県東
置賜郡川西町黒川、山形県東置賜郡川西町小松、山形県東
置賜郡川西町高豆蒄、山形県東置賜郡川西町下小松、山形
県東置賜郡川西町東大塚、山形県東置賜郡川西町大塚、山
形県東置賜郡川西町西大塚、山形県長井市時庭

山形県米沢市八木橋、山形県米沢市川井、山形県米沢市上
新田、山形県米沢市下新田、山形県東置賜郡高畠町糠野
目、山形県東置賜郡高畠町上平柳、山形県東置賜郡高畠町
福沢、山形県東置賜郡高畠町夏茂夏刈、山形県東置賜郡高
畠町夏茂津久茂、山形県東置賜郡高畠町石岡、山形県東置
賜郡高畠町大橋、山形県東置賜郡高畠町一本柳、山形県東
置賜郡高畠町深沼、山形県南陽市椚塚、山形県南陽市長
岡、山形県南陽市俎栁、山形県南陽市中ノ目、山形県南陽
市鍋田、山形県南陽市沖田、山形県南陽市宮崎、山形県南
陽市関根、山形県南陽市砂塚、山形県南陽市梨郷、山形県
南陽市竹原、山形県長井市下伊佐沢

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 最上川 ○ 小出 山形県長井市字小出

置賜白川合流点から
実淵川合流点まで

置賜白川合流点から
実淵川合流点まで

山形県長井市河井、山形県長井市時庭、山形県長井市泉、
山形県長井市館町南、山形県長井市館町北、山形県長井市
神明町、山形県長井市四ツ谷、山形県長井市ままの上、山
形県長井市東町、山形県長井市あら町、山形県長井市本
町、山形県長井市栄町、山形県長井市屋城町、山形県長井
市大町、山形県長井市高野町、山形県長井市十日町、山形
県長井市舟場、山形県長井市横町、山形県長井市緑町、山
形県長井市成田、山形県長井市五十川、山形県長井市白
兎、山形県長井市小出、山形県西置賜郡白鷹町高玉、山形
県西置賜郡白鷹町鮎貝、山形県西置賜郡白鷹町浅立、山形
県西置賜郡白鷹町広野、山形県西置賜郡白鷹町畔藤、山形
県西置賜郡白鷹町荒砥、山形県西置賜郡白鷹町菖蒲、山形
県西置賜郡白鷹町佐野原

山形県長井市五十川、山形県長井市日の出町、山形県長井
市小出、山形県長井市森、山形県西置賜郡白鷹町浅立、山
形県西置賜郡白鷹町広野、山形県西置賜郡白鷹町畔藤、山
形県西置賜郡白鷹町荒砥、山形県西置賜郡白鷹町菖蒲、山
形県西置賜郡白鷹町佐野原

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 最上川 ○ 長崎

山形県東村山市郡中
山町大字長崎字川向

月布川合流点から洲
川合流点まで

月布川合流点から洲
川合流点まで

山形県西村山郡朝日町常盤、山形県西村山郡朝日町三中、
山形県西村山郡朝日町玉ノ井、山形県西村山郡大江町藤
田、山形県西村山郡大江町左沢、山形県東村山郡中山町長
崎、山形県寒河江市島、山形県寒河江市高屋、山形県寒河
江市寒河江、山形県寒河江市新山町、山形県寒河江市末広
町、山形県寒河江市南町、山形県寒河江市栄町、山形県寒
河江市高田、山形県寒河江市日田、山形県寒河江市西根

山形県西村山郡大江町三郷甲、山形県西村山郡大江町三
郷乙、山形県東村山郡中山町小塩、山形県東村山郡中山町
あおば、山形県東村山郡中山町いずみ、山形県東村山郡中
山町岡、山形県東村山郡中山町長崎、山形県東村山郡中山
町中山、山形県東村山郡中山町土橋、山形県東村山郡中山
町達磨寺、山形県東村山郡中山町柳沢、山形県東村山郡中
山町向新田、山形県東村山郡中山町金沢

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 最上川 ○ 下野

山形県西村山郡河北
町谷地字下野

須川合流点から沢の
目川合流点まで

須川合流点から沢の
目川合流点まで

山形県寒河江市日田、山形県寒河江市西根、山形県西村山
郡河北町溝延、山形県西村山郡河北町田井、山形県西村山
郡河北町谷地、山形県西村山郡河北町谷地荒町東、山形県
西村山郡河北町谷地中央、山形県西村山郡河北町谷地ひ
な市、山形県西村山郡河北町吉田、山形県村山市稲下、山
形県村山市碁点、山形県村山市田沢、山形県北村山郡大石
田町来迎寺

山形県天童市藤内新田、山形県天童市塚野目、山形県天童
市高擶、山形県天童市矢野目、山形県天童市蔵増、山形県
天童市高野辺、山形県天童市窪野目、山形県天童市今町、
山形県天童市大町、山形県西村山郡河北町山王、山形県西
村山郡河北町谷地、
山形県西村山郡河北町新吉田、山形県東根市荷口、山形県
東根市藤助新田、山形県東根市羽入、山形県東根市野田、
山形県東根市島大堀、山形県東根市蟹沢、山形県東根市松
沢、山形県東根市長瀞、山形県村山市大久保、山形県村山
市河島、山形県村山市杉島、山形県村山市河島山、山形県
村山市楯岡、山形県村山市中央、山形県村山市駅西、山形
県村山市楯岡俵町、山形県村山市楯岡新町、山形県村山市
楯岡五日町、山形県村山市楯岡十日町、山形県村山市楯岡
晦日町、山形県村山市楯岡中町、山形県村山市西郷、山形
県村山市大淀、山形県村山市長島、山形県村山市土生田

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 須川 ○ 鮨洗

山形県山形市大字鮨
洗

飯塚橋上流から最上
川合流点まで

飯塚橋上流から最上
川合流点まで

山形県山形市門伝、山形県山形市村木沢、山形県山形市古
館、
山形県山形市下反田、山形県山形市船町、山形県山形市沼
木、
山形県山形市中野目、山形県山形市寺津、山形県東村山郡
山辺町大塚、山形県東村山郡山辺町近江、山形県東村山郡
山辺町三河尻、山形県東村山郡山辺町山辺、山形県東村山
郡中山町達磨寺、山形県東村山郡中山町長崎、山形県東村
山郡中山町向新田、山形県東村山郡中山町金沢、山形県東
村山郡中山町中山、山形県東村山郡中山町柳沢

山形県山形市村木沢、山形県山形市船町、山形県山形市沼
木、山形県山形市木ノ目田、山形県山形市中沼、山形県山
形市飯塚、山形県山形市西原、山形県山形市下椹沢、山形
県山形市志戸田、山形県山形市西見田、山形県山形市横
道、山形県山形市宮浦、山形県山形市砂田、山形県山形市
金石田、山形県山形市吉野宿、山形県山形市陣場新田、山
形県山形市内表、山形県山形市内表東、山形県山形市長
表、山形県山形市服部、山形県山形市高田、山形県山形市
割田、山形県山形市中道、山形県山形市馬洗場、山形県山
形市鮨洗、山形県山形市中野、山形県山形市成安、山形県
山形市灰塚、山形県山形市中野目、山形県天童市寺津

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 村山野川 ○ 下野

山形県西村山郡河北
町谷地字下野

舟戸橋から最上川合
流点まで

舟戸橋から最上川合
流点まで

山形県西村山郡河北町山王、山形県西村山郡河北町谷地、
山形県東根市荷口、山形県東根市藤助新田

山形県西村山郡河北町谷地、山形県西村山郡河北町新吉
田、山形県東根市藤助新田、山形県東根市羽入、山形県東
根市野田、山形県東根市島大堀、山形県東根市蟹沢、山形
県東根市松沢、山形県東根市長瀞、山形県村山市大久保、
山形県村山市河島、山形県村山市杉島、山形県村山市河島
山、山形県村山市楯岡、山形県村山市中央、山形県村山市
駅西、山形県村山市楯岡俵町、山形県村山市楯岡新町、山
形県村山市楯岡五日町、山形県村山市楯岡十日町、山形県
村山市楯岡晦日町、山形県村山市楯岡中町、山形県村山市
西郷

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 寒河江川 ○ 下野

山形県西村山郡河北
町谷地字下野

河北町溝延稲荷原353
番地先から最上川合
流点まで

寒河江市日田前野27
番の2地先から最上川
合流点まで

山形県西村山郡河北町溝延、山形県西村山郡河北町田井、
山形県西村山郡河北町谷地

山形県西村山郡河北町溝延、山形県寒河江市高屋、山形県
寒河江市寒河江、山形県寒河江市日田、山形県東村山郡中
山町長崎

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 馬見ヶ崎川 ○ 鮨洗

山形県山形市大字鮨
洗

白川橋から須川合流
点まで

白川橋から須川合流
点まで

山形県山形市成安、山形県山形市渋江、山形県山形市白
川、山形県山形市天神町、山形県山形市中野、山形県山形
市塚野目、山形県山形市中田、山形県山形市馬洗場

山形県山形市灰塚、山形県山形市中野目、山形県山形市渋
江、山形県山形市成安、山形県山形市千手堂

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 置賜白川 ○ 小出 山形県長井市字小出

白川鉄道橋から最上
川合流点まで

白川鉄道橋から最上
川合流点まで

山形県長井市時庭、山形県長井市泉、山形県長井市館町
南、山形県長井市館町北、山形県長井市神明町、山形県長
井市ままの上、山形県長井市屋城町、山形県長井市舟場、
山形県長井市緑町、山形県長井市成田、

山形県長井市時庭、山形県長井市河井 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 誕生川 ○ 糠野目

山形県東置賜郡高畠
町糠野目

誕生川橋から最上川
合流点まで

誕生川橋から最上川
合流点まで

山形県東置賜郡川西町高山、山形県東置賜郡川西町時田、
山形県東置賜郡川西町黒川、山形県東置賜郡川西町小松、
山形県東置賜郡川西町高豆蒄、山形県東置賜郡川西町下
小松、山形県東置賜郡川西町東大塚、山形県東置賜郡川西
町大塚、山形県東置賜郡川西町西大塚

山形県東置賜郡川西町吉田、山形県東置賜郡川西町洲島 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 吉野川 ○ 糠野目

山形県東置賜郡高畠
町糠野目

吉野川鉄道橋から最
上川合流点まで

吉野川鉄道橋から最
上川合流点まで

山形県南陽市椚塚、山形県南陽市大橋、山形県東置賜郡高
畠町深沼、山形県東置賜郡高畠町夏茂、山形県東置賜郡高
畠町石岡

山形県南陽市椚塚、山形県南陽市長岡、山形県南陽市俎
栁、山形県南陽市中ノ目、山形県南陽市鍋田、山形県南陽
市沖田、山形県南陽市宮崎、山形県南陽市関根、山形県東
置賜郡高畠町夏茂元津久茂

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 鬼面川 ○ 糠野目

山形県東置賜郡高畠
町糠野目

吉島橋上流から最上
川合流点まで

吉島橋上流から最上
川合流点まで

山形県東置賜郡川西町下平柳、山形県東置賜郡川西町洲
島

山形県東置賜郡高畠町小其塚、山形県東置賜郡高畠町蛇
口、山形県東置賜郡高畠町上平柳

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
山形河川国道事務

所
最上川水系 天王川 ○ 糠野目

山形県東置賜郡高畠
町糠野目

天王川橋から最上川
合流点まで

天王川橋から最上川
合流点まで

山形県米沢市下新田 山形県東置賜郡高畠町露藤 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
最上川水系 最上川 ○

山形県最上郡戸沢村古口草薙、山形県酒田市宮野浦地区、
山形県酒田市新堀地区、山形県酒田市広野地区、山形県酒
田市十坂地区、山形県酒田市黒森地区、山形県東田川郡庄
内町榎木、山形県東田川郡庄内町家根合、山形県東田川郡
庄内町廻館、山形県東田川郡庄内町吉岡、山形県東田川郡
庄内町吉方、山形県東田川郡庄内町久田、山形県東田川郡
庄内町宮曽根、山形県東田川郡庄内町京島、山形県東田川
郡庄内町近江新田、山形県東田川郡庄内町桑田、山形県東
田川郡庄内町古関、山形県東田川郡庄内町高田麦、山形県
東田川郡庄内町主殿新田、山形県東田川郡庄内町清川地
内、山形県東田川郡庄内町東興野、山形県東田川郡庄内町
荒鍋、山形県東田川郡庄内町出川原、山形県東田川郡庄内
町狩川緑町、山形県東田川郡庄内町今岡、山形県東田川郡
庄内町上幅、山形県東田川郡庄内町下幅、山形県東田川郡
庄内町囲町、山形県東田川郡庄内町貢地目、山形県東田川
郡庄内町吹払、山形県東田川郡庄内町栄町、山形県東田川
郡庄内町西興野、山形県東田川郡庄内町旭町、山形県東田
川郡庄内町東本町、山形県東田川郡庄内町新広町、山形県
東田川郡庄内町小出新田、山形県東田川郡庄内町松陽、山
形県東田川郡庄内町新田目、山形県東田川郡庄内町深川、
山形県東田川郡庄内町杉浦、山形県東田川郡庄内町生三、
山形県東田川郡庄内町西小野方、山形県東田川郡庄内町
西袋、山形県東田川郡庄内町西野、山形県東田川郡庄内町
赤渕新田、山形県東田川郡庄内町跡、山形県東田川郡庄内
町千河原、山形県東田川郡庄内町千本杉、山形県東田川郡
庄内町前田野目、山形県東田川郡庄内町大真木、山形県東
田川郡庄内町大野、山形県東田川郡庄内町沢新田、山形県
東田川郡庄内町中野、山形県東田川郡庄内町堤新田、山形
県東田川郡庄内町提興屋、山形県東田川郡庄内町田谷、山
形県東田川郡庄内町島田、山形県東田川郡庄内町南興屋、
山形県東田川郡庄内町南野新田、山形県東田川郡庄内町
南野、山形県東田川郡庄内町廿六木、山形県東田川郡庄内
町福原、山形県東田川郡庄内町福島、山形県東田川郡庄内
町平岡、山形県東田川郡庄内町返吉、山形県東田川郡庄内
町上堀野、山形県東田川郡庄内町中堀野、山形県東田川郡
庄内町下堀野、山形県東田川郡庄内町本小野方、山形県東
田川郡庄内町下朝丸、山形県東田川郡庄内町館、山形県東
田川郡庄内町興野、山形県東田川郡庄内町御殿町、山形県
東田川郡庄内町余目新田、山形県東田川郡庄内町仲町、山
形県東田川郡庄内町長畑、山形県東田川郡庄内町南口、山
形県東田川郡庄内町表町、山形県東田川郡庄内町落合、山
形県東田川郡庄内町連枝、山形県東田川郡庄内町茗荷瀬、
山形県東田川郡庄内町槇島、山形県鶴岡市藤島、山形県鶴
岡市越後京田、山形県鶴岡市藤岡、山形県鶴岡市須走、山
形県鶴岡市三和、山形県鶴岡市無音、山形県鶴岡市楪、山
形県鶴岡市八色木、山形県鶴岡市豊栄、山形県鶴岡市小中
島、山形県鶴岡市長沼、山形県東田川郡三川町上町、山形
県東田川郡三川町押切中町、山形県東田川郡三川町押切
下町、山形県東田川郡三川町落合、山形県東田川郡三川町
土口

山形県最上郡戸沢村古口柏沢、山形県酒田市浜田地区、山
形県酒田市琢成地区、山形県酒田市松陵地区、山形県酒田
市若浜地区、山形県酒田市富士見地区、山形県酒田市亀ケ
崎地区、山形県酒田市松原地区、山形県酒田市港南地区、
山形県酒田市泉地区、山形県酒田市西荒瀬地区、山形県酒
田市上田地区、山形県酒田市東平田地区、山形県酒田市北
平田地区、山形県酒田市中平田地区、山形県酒田市本楯地
区、山形県酒田市松山南部地区、山形県酒田市内郷地区、
山形県酒田市松嶺地区、山形県酒田市山寺地区、山形県酒
田市砂越地区、山形県酒田市郡鏡地区、山形県酒田市飛鳥
地区

臼ヶ沢 山形県酒田市
庄内町堀野地区から

戸沢村古口地区
酒田市竹田地区から

戸沢村古口地区



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
最上川水系 最上川 ○ 下瀬 山形県酒田市

酒田市新堀地区から
酒田市宮野浦地区

酒田市砂越地区から
酒田市下瀬地区

山形県酒田市宮野浦地区、山形県酒田市新堀地区、山形県
酒田市広野地区、山形県酒田市十坂地区、山形県酒田市黒
森地区、山形県東田川郡庄内町榎木、山形県東田川郡庄内
町家根合、山形県東田川郡庄内町吉岡、山形県東田川郡庄
内町久田、山形県東田川郡庄内町宮曽根、山形県東田川郡
庄内町高田麦、山形県東田川郡庄内町松陽、山形県東田川
郡庄内町深川、山形県東田川郡庄内町杉浦、山形県東田川
郡庄内町西小野方、山形県東田川郡庄内町西袋、山形県東
田川郡庄内町西野、山形県東田川郡庄内町生三、山形県東
田川郡庄内町跡、山形県東田川郡庄内町千河原、山形県東
田川郡庄内町大野、山形県東田川郡庄内町堤興屋、山形県
東田川郡庄内町島田、山形県東田川郡庄内町廿六木、山形
県東田川郡庄内町平岡、山形県東田川郡庄内町下朝丸、山
形県東田川郡庄内町館、山形県東田川郡庄内町興野、山形
県東田川郡庄内町御殿町、山形県東田川郡庄内町仲町、山
形県東田川郡庄内町長畑、山形県東田川郡庄内町南口、山
形県東田川郡庄内町表町、山形県東田川郡庄内町落合、山
形県東田川郡庄内町茗荷瀬、山形県東田川郡庄内町槇島、
山形県鶴岡市長沼、山形県東田川郡三川町上町、山形県東
田川郡三川町押切中町、山形県東田川郡三川町押切下町、
山形県東田川郡三川町落合、山形県東田川郡三川町土口

山形県酒田市浜田地区、山形県酒田市琢成地区、山形県酒
田市松陵地区、山形県酒田市若浜地区、山形県酒田市富士
見地区、山形県酒田市亀ケ崎地区、山形県酒田市松原地
区、山形県酒田市港南地区、山形県酒田市泉地区、山形県
酒田市西荒瀬地区、山形県酒田市上田地区、山形県酒田市
東平田地区、山形県酒田市北平田地区、山形県酒田市中平
田地区、山形県酒田市本楯地区、山形県酒田市内郷地区、
山形県酒田市松嶺地区、山形県酒田市山寺地区、山形県酒
田市砂越地区、山形県酒田市郡鏡地区、山形県酒田市飛鳥
地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
最上川水系 立谷沢川 ○ 臼ヶ沢 山形県酒田市 庄内町清川地区 庄内町腹巻野地区 山形県東田川郡庄内町清川地内 － ○

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
最上川水系 京田川 ○ 広田 山形県酒田市

酒田市広田橋付近か
ら最上川合流点

酒田市広田橋付近か
ら最上川合流点まで

山形県酒田市宮野浦地区、山形県酒田市広野地区、山形県
酒田市黒森地区

－ ○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
最上川水系 相沢川 ○ 石名坂 山形県酒田市

酒田市大石橋付近か
ら最上川合流点

酒田市大石橋付近か
ら最上川合流点

山形県酒田市松山南部地区

山形県酒田市浜田地区、山形県酒田市若浜地区、山形県酒
田市富士見地区、山形県酒田市亀ヶ崎地区、山形県酒田市
松原地区、山形県酒田市港南地区、山形県酒田市泉地区、
山形県酒田市新堀地区、山形県酒田市中平田地区、山形県
酒田市砂越地区、山形県酒田市飛鳥地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
赤川水系 赤川 ○ 熊出 山形県鶴岡市

鶴岡市熊出地区から
鶴岡市東荒屋地区

鶴岡市中野新田地区
から鶴岡市大杉地区

山形県鶴岡市本町二、山形県鶴岡市三光町、山形県鶴岡市
睦町、山形県鶴岡市三和町、山形県鶴岡市双葉町、山形県
鶴岡市千石町、山形県鶴岡市海老島町、山形県鶴岡市日
枝、山形県鶴岡市文園町、山形県鶴岡市長者町、山形県鶴
岡市城南町、山形県鶴岡市のぞみ町、山形県鶴岡市本町
一、山形県鶴岡市昭和町、山形県鶴岡市大東町、山形県鶴
岡市日出、山形県鶴岡市神明町、山形県鶴岡市苗津町、山
形県鶴岡市東原町、山形県鶴岡市伊勢原町、山形県鶴岡市
ほなみ町、山形県鶴岡市桜新町、山形県鶴岡市錦町、山形
県鶴岡市上畑町、山形県鶴岡市山王町、山形県鶴岡市泉
町、山形県鶴岡市新形町、山形県鶴岡市若葉町、山形県鶴
岡市家中新町、山形県鶴岡市馬場町、山形県鶴岡市茅原地
区、山形県鶴岡市東新斎町、山形県鶴岡市城北町、山形県
鶴岡市大部町、山形県鶴岡市余慶町、山形県鶴岡市日和田
町、山形県鶴岡市宝田、山形県鶴岡市本町三、山形県鶴岡
市陽光町、山形県鶴岡市青柳町、山形県鶴岡市稲生、山形
県鶴岡市美原町、山形県鶴岡市小真木原町、山形県鶴岡市
道形町、山形県鶴岡市大宝寺町、山形県鶴岡市末広町、山
形県鶴岡市日吉町、山形県鶴岡市宝町、山形県鶴岡市鳥居
町、山形県鶴岡市文下、山形県鶴岡市切添町、山形県鶴岡
市朝暘町、山形県鶴岡市みどり町、山形県鶴岡市大西町、
山形県鶴岡市西新斎町、山形県鶴岡市新海町、山形県鶴岡
市大塚町、山形県鶴岡市斎地区、山形県鶴岡市黄金地区中
橋、山形県鶴岡市黄金地区民田、山形県鶴岡市黄金地区高
坂、山形県鶴岡市京田地区、山形県鶴岡市栄地区、山形県
鶴岡市西郷地区（下川を除く）、山形県鶴岡市上山添、山形
県鶴岡市中田、山形県鶴岡市常盤木、山形県鶴岡市西荒
屋、山形県鶴岡市板井川、山形県鶴岡市西片屋、山形県鶴
岡市東荒屋、山形県鶴岡市桂荒俣、山形県鶴岡市下山添、
山形県鶴岡市丸岡、山形県鶴岡市三千刈、山形県鶴岡市熊
出、山形県酒田市浜中地区、山形県東田川郡三川町青山、
山形県東田川郡三川町天神堂、山形県東田川郡三川町尾
花、山形県東田川郡三川町猪子、山形県東田川郡三川町成
田新田、山形県東田川郡三川町東沼、山形県東田川郡三川
町すみよし、山形県東田川郡三川町門前、山形県東田川郡
三川町上町

山形県鶴岡市新屋敷、山形県鶴岡市平形、山形県鶴岡市長
沼、山形県鶴岡市渡前、山形県鶴岡市和名川、山形県鶴岡
市上藤島、山形県鶴岡市砂塚、山形県鶴岡市荒俣、山形県
鶴岡市宝徳、山形県鶴岡市幕野内、山形県鶴岡市大半田、
山形県鶴岡市箕升新田、山形県鶴岡市柳久瀬、山形県鶴岡
市羽黒町押口、山形県鶴岡市羽黒町後田、山形県鶴岡市羽
黒町高寺、山形県鶴岡市羽黒町黒瀬、山形県鶴岡市羽黒町
細谷、山形県鶴岡市羽黒町三ツ橋、山形県鶴岡市羽黒町狩
谷野目、山形県鶴岡市羽黒町松尾、山形県鶴岡市羽黒町石
野新田、山形県鶴岡市羽黒町赤川、山形県鶴岡市羽黒町昼
田、山形県鶴岡市羽黒町馬渡ノ内下、山形県鶴岡市羽黒町
富沢、山形県鶴岡市黒川、山形県鶴岡市松根、山形県鶴岡
市馬渡、山形県鶴岡市越中山、山形県鶴岡市中野新田、山
形県鶴岡市東岩本、山形県酒田市宮野浦地区、山形間酒田
市広野地区、山形県酒田市浜中地区、山形県酒田市黒森地
区
山形県酒田市十坂地区、山形県東田川郡三川町横山上、山
形県東田川郡三川町横山中、山形県東田川郡三川町横山
下、山形県東田川郡三川町土橋、山形県東田川郡三川町助
川、山形県東田川郡三川町堤野、山形県東田川郡三川町横
内、山形県東田川郡三川町竹原田、山形県東田川郡三川町
加沼、山形県東田川郡三川町小尺、山形県東田川郡三川町
横川、山形県東田川郡三川町三本木、山形県東田川郡三川
町袖東町、山形県東田川郡三川町桜木町、山形県東田川郡
三川町対馬、山形県東田川郡三川町上町、山形県東田川郡
三川町押切中町、山形県東田川郡三川町押切下町、山形県
東田川郡三川町落合、山形県東田川郡三川町土口

○
http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/river/bous
ai/sinsui/akagawa.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
赤川水系 赤川 ○ 羽黒橋 山形県鶴岡市

鶴岡市勝福寺地区か
ら鶴岡市湯野沢地区

鶴岡市馬渡地区から
三川町土橋・助川地区

山形県鶴岡市本町二、山形県鶴岡市三光町、山形県鶴岡市
睦町、山形県鶴岡市三和町、山形県鶴岡市双葉町、山形県
鶴岡市千石町、山形県鶴岡市海老島町、山形県鶴岡市日
枝、山形県鶴岡市文園町、山形県鶴岡市長者町、山形県鶴
岡市城南町、山形県鶴岡市のぞみ町、山形県鶴岡市本町
一、山形県鶴岡市昭和町、山形県鶴岡市大東町、山形県鶴
岡市日出、山形県鶴岡市神明町、山形県鶴岡市苗津町、山
形県鶴岡市東原町、山形県鶴岡市伊勢原町、山形県鶴岡市
ほなみ町、山形県鶴岡市桜新町、山形県鶴岡市錦町、山形
県鶴岡市上畑町、山形県鶴岡市山王町、山形県鶴岡市泉
町、山形県鶴岡市新形町、山形県鶴岡市若葉町、山形県鶴
岡市家中新町、山形県鶴岡市馬場町、山形県鶴岡市茅原地
区、山形県鶴岡市東新斎町、山形県鶴岡市城北町、山形県
鶴岡市大部町、山形県鶴岡市余慶町、山形県鶴岡市日和田
町、山形県鶴岡市宝田、山形県鶴岡市本町三、山形県鶴岡
市陽光町、山形県鶴岡市青柳町、山形県鶴岡市稲生、山形
県鶴岡市美原町、山形県鶴岡市小真木原町、山形県鶴岡市
道形町、山形県鶴岡市大宝寺町、山形県鶴岡市末広町、山
形県鶴岡市日吉町、山形県鶴岡市宝町、山形県鶴岡市鳥居
町、山形県鶴岡市文下、山形県鶴岡市切添町、山形県鶴岡
市朝暘町、山形県鶴岡市みどり町、山形県鶴岡市大西町、
山形県鶴岡市西新斎町、山形県鶴岡市新海町、山形県鶴岡
市大塚町、山形県鶴岡市斎地区、山形県鶴岡市黄金地区中
橋、山形県鶴岡市黄金地区民田、山形県鶴岡市黄金地区高
坂、山形県鶴岡市京田地区、山形県鶴岡市栄地区、山形県
鶴岡市西郷地区（下川を除く）、山形県鶴岡市上山添、山形
県鶴岡市桂荒俣、山形県鶴岡市下山添、山形県鶴岡市丸
岡、山形県鶴岡市三千刈、山形県鶴岡市熊出、山形県東田
川郡三川町青山、山形県東田川郡三川町天神堂、山形県東
田川郡三川町尾花、山形県東田川郡三川町猪子、山形県東
田川郡三川町成田新田、山形県東田川郡三川町東沼、山形
県東田川郡三川町すみよし、山形県東田川郡三川町門前、
山形県東田川郡三川町上町

山形県鶴岡市古郡、山形県鶴岡市新屋敷、山形県鶴岡市平
形、山形県鶴岡市長沼、山形県鶴岡市渡前、山形県鶴岡市
和名川、山形県鶴岡市上藤島、山形県鶴岡市砂塚、山形県
鶴岡市荒俣、山形県鶴岡市宝徳、山形県鶴岡市幕野内、山
形県鶴岡市大半田、山形県鶴岡市箕升新田、山形県鶴岡市
柳久瀬、山形県鶴岡市羽黒町押口、山形県鶴岡市羽黒町後
田、山形県鶴岡市羽黒町高寺、山形県鶴岡市羽黒町黒瀬、
山形県鶴岡市羽黒町細谷、山形県鶴岡市羽黒町三ツ橋、山
形県鶴岡市羽黒町狩谷野目、山形県鶴岡市羽黒町松尾、山
形県鶴岡市羽黒町石野新田、山形県鶴岡市羽黒町赤川、山
形県鶴岡市羽黒町昼田、山形県鶴岡市羽黒町馬渡ノ内下、
山形県鶴岡市羽黒町富沢、山形県鶴岡市黒川、山形県鶴岡
市松根、山形県鶴岡市馬渡、山形県酒田市宮野浦地区、山
形県酒田市広野地区、山形県酒田市浜中地区、山形県酒田
市黒森地区、山形県酒田市十坂地区、山形県東田川郡三川
町横山上、山形県東田川郡三川町横山中、山形県東田川郡
三川町横山下、山形県東田川郡三川町土橋、山形県東田川
郡三川町助川、山形県東田川郡三川町堤野、山形県東田川
郡三川町横内、山形県東田川郡三川町竹原田、山形県東田
川郡三川町加沼、山形県東田川郡三川町小尺、山形県東田
川郡三川町横川、山形県東田川郡三川町三本木、山形県東
田川郡三川町袖東町、山形県東田川郡三川町桜木町、山形
県東田川郡三川町対馬、山形県東田川郡三川町上町、山形
県東田川郡三川町押切中町、山形県東田川郡三川町押切
下町、山形県東田川郡三川町落合、山形県東田川郡三川町
土口

○
http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/river/bous
ai/sinsui/akagawa.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
赤川水系 赤川 ○ 浜中 山形県酒田市 三川町東郷地区

三川町横山地区から
酒田市黒森地区

山形県鶴岡市本町二、山形県鶴岡市三光町、山形県鶴岡市
睦町、山形県鶴岡市三和町、山形県鶴岡市双葉町、山形県
鶴岡市千石町、山形県鶴岡市海老島町、山形県鶴岡市日
枝、山形県鶴岡市文園町、山形県鶴岡市長者町、山形県鶴
岡市城南町、山形県鶴岡市のぞみ町、山形県鶴岡市本町
一、山形県鶴岡市昭和町、山形県鶴岡市大東町、山形県鶴
岡市日出、山形県鶴岡市神明町、山形県鶴岡市苗津町、山
形県鶴岡市東原町、山形県鶴岡市伊勢原町、山形県鶴岡市
ほなみ町、山形県鶴岡市桜新町、山形県鶴岡市錦町、山形
県鶴岡市上畑町、山形県鶴岡市山王町、山形県鶴岡市泉
町、山形県鶴岡市新形町、山形県鶴岡市若葉町、山形県鶴
岡市家中新町、山形県鶴岡市馬場町、山形県鶴岡市茅原地
区、山形県鶴岡市東新斎町、山形県鶴岡市城北町、山形県
鶴岡市大部町、山形県鶴岡市余慶町、山形県鶴岡市日和田
町、山形県鶴岡市宝田、山形県鶴岡市本町三、山形県鶴岡
市陽光町、山形県鶴岡市青柳町、山形県鶴岡市稲生、山形
県鶴岡市美原町、山形県鶴岡市小真木原町、山形県鶴岡市
道形町、山形県鶴岡市大宝寺町、山形県鶴岡市末広町、山
形県鶴岡市日吉町、山形県鶴岡市宝町、山形県鶴岡市鳥居
町、山形県鶴岡市文下、山形県鶴岡市切添町、山形県鶴岡
市朝暘町、山形県鶴岡市みどり町、山形県鶴岡市大西町、
山形県鶴岡市西新斎町、山形県鶴岡市新海町、山形県鶴岡
市大塚町、山形県鶴岡市斎地区、山形県鶴岡市黄金地区中
橋、山形県鶴岡市黄金地区民田、山形県鶴岡市黄金地区高
坂、山形県鶴岡市京田地区、山形県鶴岡市栄地区、山形県
鶴岡市西郷地区（下川を除く）、山形県鶴岡市下山添、山形
県鶴岡市丸岡、山形県鶴岡市三千刈、山形県東田川郡三川
町青山、山形県東田川郡三川町天神堂、山形県東田川郡三
川町尾花、山形県東田川郡三川町猪子、山形県東田川郡三
川町成田新田、山形県東田川郡三川町東沼、山形県東田川
郡三川町すみよし、山形県東田川郡三川町門前、山形県東
田川郡三川町上町

山形県鶴岡市新屋敷、山形県鶴岡市平形、山形県鶴岡市長
沼、山形県鶴岡市渡前、山形県鶴岡市和名川、山形県鶴岡
市上藤島、山形県鶴岡市砂塚、山形県鶴岡市荒俣、山形県
鶴岡市宝徳、山形県鶴岡市幕野内、山形県鶴岡市大半田、
山形県鶴岡市箕升新田、山形県鶴岡市羽黒町押口、山形県
鶴岡市羽黒町後田、山形県鶴岡市羽黒町細谷、山形県鶴岡
市羽黒町三ツ橋、山形県鶴岡市羽黒町狩谷野目、山形県鶴
岡市羽黒町松尾、山形県鶴岡市羽黒町赤川、山形県酒田市
宮野浦地区、山形間酒田市広野地区、山形県酒田市浜中地
区、山形県酒田市黒森地区、山形県酒田市十坂地区、山形
県東田川郡三川町横山上、山形県東田川郡三川町横山中、
山形県東田川郡三川町横山下、山形県東田川郡三川町土
橋、山形県東田川郡三川町助川、山形県東田川郡三川町堤
野、山形県東田川郡三川町横内、山形県東田川郡三川町竹
原田、山形県東田川郡三川町加沼、山形県東田川郡三川町
小尺、山形県東田川郡三川町横川、山形県東田川郡三川町
三本木、山形県東田川郡三川町袖東町、山形県東田川郡三
川町桜木町、山形県東田川郡三川町対馬、山形県東田川郡
三川町上町、山形県東田川郡三川町押切中町、山形県東田
川郡三川町押切下町、山形県東田川郡三川町落合、山形県
東田川郡三川町土口

○
http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/river/bous
ai/sinsui/akagawa.html

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
赤川水系 大山川 ○ 浜中 山形県酒田市 酒田市広岡新田地区 三川町成田新田地区 山形県東田川郡三川町門前

山形県酒田市広野地区、山形県東田川郡三川町天神堂、山
形県東田川郡三川町尾花、山形県東田川郡三川町猪子、山
形県東田川郡三川町成田新田、山形県東田川郡三川町東
沼

○
http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/river/bous
ai/sinsui/akagawa.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局
酒田河川国道事務

所
赤川水系 内川 ○ 羽黒橋 山形県鶴岡市

鶴岡市大宝寺地区か
ら鶴岡市宝田地区

鶴岡市大宝寺地区か
ら鶴岡市道形地区

山形県鶴岡市本町二、山形県鶴岡市三光町、山形県鶴岡市
睦町、山形県鶴岡市三和町、山形県鶴岡市双葉町、山形県
鶴岡市千石町、山形県鶴岡市海老島町、山形県鶴岡市文園
町、山形県鶴岡市長者町、山形県鶴岡市のぞみ町、山形県
鶴岡市本町一、山形県鶴岡市昭和町、山形県鶴岡市大東
町、山形県鶴岡市神明町、山形県鶴岡市苗津町、山形県鶴
岡市東原町、山形県鶴岡市錦町、山形県鶴岡市上畑町、山
形県鶴岡市山王町、山形県鶴岡市泉町、山形県鶴岡市新形
町、山形県鶴岡市若葉町、山形県鶴岡市家中新町、山形県
鶴岡市馬場町、山形県鶴岡市茅原地区、山形県鶴岡市東新
斎町、山形県鶴岡市城北町、山形県鶴岡市大部町、山形県
鶴岡市余慶町、山形県鶴岡市日和田町、山形県鶴岡市宝
町、山形県鶴岡市本町三、山形県鶴岡市陽光町、山形県鶴
岡市青柳町、山形県鶴岡市美原町、山形県鶴岡市小真木原
町、山形県鶴岡市道形町、山形県鶴岡市大宝寺町、山形県
鶴岡市末広町、山形県鶴岡市日吉町、山形県鶴岡市宝町、
山形県鶴岡市鳥居町、山形県鶴岡市文下、山形県鶴岡市み
どり町、山形県鶴岡市西新斎町、山形県鶴岡市京田地区、
山形県鶴岡市栄地区、山形県東田川郡三川町青山、山形県
東田川郡三川町天神堂、山形県東田川郡三川町尾花、山形
県東田川郡三川町猪子、山形県東田川郡三川町東沼、山形
県東田川郡三川町すみよし、山形県東田川郡三川町上町

山形県鶴岡市日出、山形県鶴岡市伊勢原町、山形県鶴岡市
ほなみ町、山形県鶴岡市桜新町、山形県鶴岡市切添町、山
形県鶴岡市朝暘町、山形県東田川郡三川町上町

○
http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/river/bous
ai/sinsui/akagawa.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 最上川 ○ 大石田
山形県北村山郡大石
田町大字四日町

沢の目川合流点から
丹生川合流点まで

沢の目川合流点から
丹生川合流点まで

山形県北村山郡大石田町上宿、山形県北村山郡大石田町
下宿、山形県北村山郡大石田町来迎寺、山形県北村山郡大
石田町坂ノ上、山形県北村山郡大石田町上ノ原、山形県北
村山郡大石田町黒滝、山形県北村山郡大石田町川前、山形
県北村山郡大石田町大浦、山形県北村山郡大石田町西畑

山形県北村山郡大石田町今宿、山形県北村山郡大石田町
新町、山形県北村山郡大石田町川端、山形県北村山郡大石
田町二丁目、山形県北村山郡大石田町東町、山形県北村山
郡大石田町愛宕町、山形県北村山郡大石田町本町、山形県
北村山郡大石田町佐田町、山形県北村山郡大石田町四日
町、山形県北村山郡大石田町横町、山形県北村山郡大石田
町緑町、山形県北村山郡大石田町桂木町、山形県北村山郡
大石田町井出、山形県北村山郡大石田町豊田、山形県北村
山郡大石田町駒籠、山形県北村山郡大石田町鷹巣、山形県
北村山郡大石田町海谷、山形県北村山郡大石田町岩ヶ袋、
山形県村山市土生田

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 最上川 ○ 堀内
山形県最上郡舟形町
堀内

丹生川合流点から鮭
川合流点まで

丹生川合流点から鮭
川合流点まで

山形県北村山郡大石田町川前、山形県北村山郡大石田町
大浦、山形県北村山郡大石田町西畑、山形県尾花沢市毒
沢、山形県最上郡舟形町実栗屋、山形県最上郡舟形町堀
内、山形県最上郡舟形町瀬脇、山形県最上郡舟形町本堀
内、山形県最上郡大蔵村烏川、山形県最上郡大蔵村白須
賀、山形県最上郡大蔵村比良稲沢、山形県最上郡大蔵村作
の巻、山形県新庄市畑、山形県最上郡戸沢村蔵岡、山形県
最上郡戸沢村真柄

山形県北村山郡大石田町豊田、山形県北村山郡大石田町
駒籠、山形県北村山郡大石田町鷹巣、山形県尾花沢市名木
沢、山形県最上郡舟形町太折、山形県最上郡舟形町富田、
山形県最上郡大蔵村清水１、山形県最上郡大蔵村清水2、
山形県最上郡大蔵村清水3、山形県最上郡大蔵村合海、山
形県新庄市本合海、山形県最上郡戸沢村金打防、山形県最
上郡戸沢村津谷、山形県最上郡戸沢村岩花、山形県最上郡
戸沢村出舟、山形県最上郡戸沢村皿嶋、山形県最上郡戸沢
村真柄

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 最上川 ○ 古口
山形県最上郡戸沢村
大字古口

鮭川合流点から戸沢
村古口〈30.8km〉まで

鮭川合流点から戸沢
村古口〈30.8km〉まで

山形県最上郡戸沢村古口、山形県最上郡戸沢村上台、山形
県最上郡戸沢村猪之鼻、山形県最上郡戸沢村蔵岡、山形県
最上郡戸沢村真柄

山形県最上郡戸沢村岩花、山形県最上郡戸沢村出舟、山形
県最上郡戸沢村皿嶋、山形県最上郡戸沢村津谷

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 鮭川 ○ 真木
山形県最上郡鮭川村
大字佐渡字真木

八千代橋から最上川
合流点まで

八千代橋から最上川
合流点まで

山形県最上郡真室川町木ノ下、山形県最上郡真室川町下村
（蟻喰）、山形県最上郡真室川町下村（蓮華城）、山形県最上
郡鮭川村石名坂、山形県最上郡鮭川村高土井、山形県最上
郡鮭川村庭月、山形県最上郡鮭川村西村、山形県最上郡鮭
川村京塚、山形県最上郡鮭川村山月立、山形県最上郡鮭川
村上大渕、山形県最上郡鮭川村川口、山形県新庄市前波、
山形県最上郡戸沢村向松阪、山形県最上郡戸沢村岩清水、
山形県最上郡戸沢村金打坊

山形県最上郡真室川町下村（中ノ瀬）、山形県最上郡鮭川村
岩木、山形県最上郡鮭川村向居、山形県最上郡戸沢村上松
阪、山形県最上郡戸沢村下松坂、山形県最上郡戸沢村名
高、山形県最上郡戸沢村津谷

○
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/h
anran/index.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 真室川 ○ 真室川
山形県最上郡真室川
町大字新町

高沢橋から鮭川合流
点まで

高沢橋から鮭川合流
点まで

山形県最上郡真室川町安久土、山形県最上郡真室川町本
町、山形県最上郡真室川町新橋通、山形県最上郡真室川町
末広町１、山形県最上郡真室川町末広町2、山形県最上郡
真室川町新町、山形県最上郡真室川町新栄町、山形県最上
郡真室川町内町、山形県最上郡鮭川村石名坂、山形県最上
郡鮭川村高土井、山形県最上郡鮭川村庭月

山形県最上郡真室川町宮沢、山形県最上郡真室川町高沢、
山形県最上郡真室川町木ノ下、山形県最上郡鮭川村西村

○
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bous
ai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 金山川 ○ 平岡橋
山形県最上郡真室川
町大字平岡

凝山橋から真室川合
流点まで

凝山橋から真室川合
流点まで

山形県最上郡真室川町新田平岡、山形県最上郡真室川町
漆坊、山形県最上郡真室川町糸出、山形県最上郡真室川町
安久土、山形県最上郡真室川町宮町１（駅西）、山形県最上
郡真室川町宮町2、山形県最上郡真室川町曙町、山形県最
上郡真室川町本町、山形県最上郡真室川町元町、山形県最
上郡真室川町新橋通、山形県最上郡真室川町新町、山形県
最上郡真室川町新栄町

山形県最上郡真室川町平岡上、山形県最上郡真室川町平
岡下、山形県最上郡金山町三枝

○
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bous
ai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 丹生川 ○ 大石田
山形県北村山郡大石
田町大字四日町

すいか橋から最上川
合流点まで

すいか橋から最上川
合流点まで

山形県北村山郡大石田町豊田
山形県北村山郡大石田町岩ヶ袋、山形県北村山郡大石田町
海谷

○
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bous
ai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 丹生川 ○ 岩ヶ袋
山形県北村山郡大石
田町大字岩ヶ袋

JR奥羽本線丹生川橋
梁からすいか橋まで

JR奥羽本線丹生川橋
梁からすいか橋まで

山形県北村山郡大石田町豊田、山形県北村山郡大石田町
井出、山形県北村山郡大石田町桂木町、山形県北村山郡大
石田町緑町、山形県北村山郡大石田町四日町、山形県北村
山郡大石田町横町、山形県北村山郡大石田町佐田町、山形
県北村山郡大石田町本町、山形県北村山郡大石田町愛宕
町、山形県北村山郡大石田町二丁目、山形県北村山郡大石
田町川端、山形県北村山郡大石田町新町、山形県北村山郡
大石田町東町

山形県北村山郡大志田町海谷、山形県北村山郡大石田町
岩ヶ袋

○
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bous
ai/sinsui/sinsui.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 最上小国川 ○ 堀内
山形県最上郡舟形町
堀内

舟形町富田〈1.0km〉か
ら最上川合流点まで

舟形町長者原〈1.0km〉
から最上川合流点まで

山形県最上郡舟形町富田 山形県最上郡舟形町長者原、山形県最上郡舟形町富田 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bous
ai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局 新庄河川事務所 最上川水系 最上小国川 ○ 長者原
山形県最上郡舟形町
大字長者原

富長橋から舟形町富
田〈1.0km〉まで

富長橋から舟形町長
者原〈1.0km〉まで

山形県最上郡舟形町富田 山形県最上郡舟形町長者原 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bous
ai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 須賀川

福島県須賀川市江持
字中丸238-1

福島県郡山市の御代
田橋から福島県須賀
川市の乙字大橋まで

福島県郡山市の御代
田橋から福島県須賀
川市の乙字大橋まで

福島県須賀川市森宿地区から須賀川市堤浜地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 阿久津

福島県郡山市阿久津
町字舘63

五百川合流点から福
島県郡山市の御代田
橋まで

五百川合流点から福
島県郡山市の御代田
橋まで

福島県郡山市八丁目地区から郡山市経蔵地区 福島県郡山市安原地区から郡山市御代田地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 本宮

福島県本宮市本宮字
下町

福島県二本松市の坊
主滝から五百川合流
点まで

福島県二本松市の坊
主滝から五百川合流
点まで

福島県本宮市本宮左岸地区 福島県本宮市本宮右岸地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 二本松

福島県二本松市安
達ヶ原4-135

移川合流点から福島
県二本松市の坊主滝
まで

移川合流点から福島
県二本松市の坊主滝
まで

福島県二本松市安達地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 福島

福島県福島市杉妻町
2-35

摺上川合流点から福
島県福島市の蓬莱橋
まで

摺上川合流点から福
島県福島市の蓬莱橋
まで

福島県福島市南町地区
福島県福島市瀬上地区から福島市上浜地区

福島県福島市岡部地区から福島市渡利地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 阿武隈川 ○ 伏黒

福島県伊達市伏黒字
下大川57

福島・宮城県境から摺
上川合流点まで

福島・宮城県境から摺
上川合流点まで

福島県伊達市五十沢地区から伊達郡桑折町上郡地区
福島県伊達市伊達地区

福島県伊達市舟生地区から伊達市伏黒地区
福島県伊達市箱崎地区

○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 釈迦堂川 ○ ○ 須賀川

福島県須賀川市江持
字中丸238-1

福島県須賀川市の中
宿橋から阿武隈川合
流点まで

福島県須賀川市の中
宿橋から阿武隈川合
流点まで

福島県須賀川市中宿地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 笹原川 ○ 阿久津

福島県郡山市阿久津
町字舘63

福島県郡山市安積町
の鉄道橋から阿武隈
川合流点まで

福島県郡山市安積町
の鉄道橋から阿武隈
川合流点まで

福島県郡山市安積地区 福島県郡山市安積地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 荒川 ○ 八木田

福島県福島市須川町
80

福島県福島市阿武隈
川合流点から福島市
地蔵原堰堤まで

福島県福島市阿武隈
川合流点から福島市
地蔵原堰堤まで

福島県福島市仁井田地区から福島市上名倉地区
福島県福島市御倉町地区から福島市笹木野地区
福島県福島市佐原地内

福島県福島市南町地区から福島市上名倉地区
福島県福島市荒井地内

○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 松川 ○ 福島

福島県福島市杉妻町
2-35

福島県福島市の松川
橋から阿武隈川合流
点まで

福島県福島市の松川
橋から阿武隈川合流
点まで

福島県福島市中下釜地区 福島県福島市五十辺地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 摺上川 ○ 福島

福島県福島市杉妻町
2-35

福島県福島市の幸橋
から阿武隈川合流点ま
で

福島県福島市の幸橋
から阿武隈川合流点ま
で

福島県福島市瀬上地区 福島県福島市瀬上地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm

東北地方整備局
福島河川国道事務

所
阿武隈川水系 広瀬川 ○ 伏黒

福島県伊達市伏黒字
下大川57

福島県伊達市梁川町
の鉄道橋から阿武隈
川合流点まで

福島県伊達市梁川町
の鉄道橋から阿武隈
川合流点まで

福島県伊達市梁川地区 福島県伊達市梁川地区 ○
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/sinsui/
index.htm



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 利根川 ○ 八斗島

群馬県伊勢崎市八斗
島町

群馬県伊勢崎市柴町
字小泉1555番地先か
ら
群馬県邑楽郡板倉町
大字飯野地先まで

群馬県佐波郡玉村町
大字小泉字飯玉前70
番6地先から
埼玉県羽生市大字常
木地先まで

■栃木県足利市、栃木市
■群馬県伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和
町、千代田町、大泉町、邑楽町
■埼玉県加須市

■茨城県五霞町
■埼玉県さいたま市見沼区、さいたま市緑区、さいたま市岩
槻区、熊谷市、川口市、行田市、加須市、本庄市、春日部
市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、桶
川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、
吉川市、白岡市、伊奈町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町
■東京都足立区、葛飾区、江戸川区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 利根川 ○ 栗橋 埼玉県久喜市栗橋町

群馬県邑楽郡板倉町
大字大高島地先から
茨城県猿島郡境町字
北野1920番地先まで

埼玉県羽生市大字常
木地先から
江戸川分派点まで

■茨城県古河市、常総市、坂東市、境町
■栃木県栃木市、小山市、野木町
■群馬県館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町
■埼玉県加須市
■東京都足立区、葛飾区、江戸川区

■茨城県五霞町
■埼玉県さいたま市見沼区、さいたま市緑区、さいたま市岩
槻区、川口市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷
市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白
岡市、宮代町、杉戸町、松伏町
■東京都足立区、葛飾区、江戸川区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 利根川 ○ 芽吹橋 千葉県野田市目吹

茨城県猿島郡境町字
北野1920番地先から
茨城県取手市新町地
先まで

江戸川分派点から
千葉県我孫子市青山
地先まで

■茨城県古河市、常総市、取手市、守谷市、坂東市、境町 ■千葉県野田市、柏市、流山市、我孫子市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 渡良瀬川 ○ 古河 茨城県古河市桜町

栃木県栃木市藤岡町
藤岡字山合5879番3地
先東武鉄道橋上流端
から
利根川への合流点ま
で

栃木県栃木市藤岡町
藤岡字鷲原5721番11
地先東武鉄道橋上流
端から
利根川への合流点ま
で

■茨城県古河市、境町
■栃木県栃木市、小山市、野木町

■群馬県館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽
町
■埼玉県加須市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 思川 ○ 乙女 栃木県小山市乙女

栃木県小山市大字乙
女字寒沢1119番地先
から
渡良瀬川への合流点
まで

栃木県下都賀郡野木
町大字友沼字角新田
1858 番1地先から
渡良瀬川への合流点
まで

■茨城県古河市、境町
■栃木県小山市、野木町

栃木県栃木市、小山市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 巴波川 ○ 中里 栃木県小山市中里

 栃木県小山市大字中
里字堤田1125番1地先
から 渡良瀬川への合
流点まで

栃木県栃木市大平町
伯仲249番の1地先か
ら 渡良瀬川への合流
点まで

栃木県小山市、野木町 栃木県栃木市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 小山川 ○ 八斗島

群馬県伊勢崎市八斗
島町

埼玉県深谷市高島字
前久保50番3地先新明
橋下流端から
利根川への合流部ま
で

埼玉県深谷市石塚字
住殿621番2地先新明
橋下流端
から
利根川への合流点ま
で

群馬県伊勢崎市
埼玉県さいたま市岩槻区、熊谷市、行田市、加須市、本庄
市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、蓮田市、白岡市

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 広瀬川 ○ 八斗島

群馬県伊勢崎市八斗
島町

群馬県伊勢崎市境中
島字向川原10番1地先
から 利根川への合流
点まで

群馬県伊勢崎市境中
島字石島1082番1地先
から 利根川への合流
点まで

■群馬県伊勢崎市、太田市
■埼玉県熊谷市

群馬県伊勢崎市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川上流河川事

務所
利根川水系 早川 ○ 八斗島

群馬県伊勢崎市八斗
島町

群馬県太田市武蔵島
町554番1地先から
利根川への合流点ま
で

群馬県太田市前島町
172番5地先から
利根川への合流点ま
で

■群馬県伊勢崎市、太田市
■埼玉県熊谷市

群馬県伊勢崎市、太田市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo0012
9.html

関東地方整備局
利根川下流河川事

務所
利根川水系 利根川 ○ 取手 茨城県取手市新町

茨城県取手市新町地
先～小貝川合流点ま
で

千葉県我孫子市青山
地先から
我孫子市布佐地先（市
の行政界）まで

茨城県龍ケ崎市、取手市 千葉県柏市、我孫子市、印西市、白井市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege004
50.html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

関東地方整備局
利根川下流河川事

務所
利根川水系 利根川 ○ 押付

茨城県北相馬郡利根
町押付新田

小貝川合流点～茨城
県北相馬郡利根町東
奥山新田21番4地先
（はん濫後において、
はん濫により浸水する
区域及びその水深を
示す場合には、茨城県
坂東市法師戸字秣場
660番10番地）まで

千葉県印西市相島地
先から
千葉県印西市大字平
岡地先（はん濫後にお
いて、はん濫により浸
水する区域及びその
水深を示す場合には、
千葉県野田市三ツ堀
字殿山1580番地7地
先）まで

茨城県龍ケ崎市、取手市、潮来市、稲敷市、神栖市、河内
町、利根町

千葉県成田市、佐倉市、柏市、八千代市、我孫子市、印西
市、白井市、香取市、酒々井町、栄町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege004
50.html

関東地方整備局
利根川下流河川事

務所
利根川水系 利根川 ○ 横利根 茨城県稲敷市西代

茨城県稲敷郡河内町
生板鍋子新田1842番9
地先
～海まで

千葉県印旛郡栄町大
字西字耕地650番6地
先
～海まで

茨城県龍ケ崎市、取手市、潮来市、稲敷市、神栖市、河内
町、利根町

千葉県銚子市、船橋市、成田市、佐倉市、八千代市、四街道
市、印西市、白井市、富里市、香取市、酒々井町、栄町、神
崎町、東庄町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege004
50.html

関東地方整備局
利根川下流河川事

務所
利根川水系 小貝川 ○ 押付

茨城県北相馬郡利根
町押付新田

茨城県龍ケ崎市大字
河原代町88番3地先か
ら
利根川への合流点ま
で

茨城県取手市宮和田
字東正寺裏524番2地
先から
利根川への合流点ま
で

利根川押付観測所に含まれる 利根川押付観測所に含まれる ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonegekoh
o00375.html

関東地方整備局
利根川下流河川事

務所
利根川水系 手賀川 ○ 曙橋 千葉県柏市曙橋

手賀沼からの流出点
から
利根川への合流点ま
で

手賀沼からの流出点
から
利根川への合流点ま
で

千葉県柏市、我孫子市、印西市 千葉県柏市、印西市、白井市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege005
55.html

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 利根川水系 常陸利根川 ○ 出島
茨城県かすみがうら
市坂

茨城県潮来市永山字
葭場170番1地先から
外浪逆浦への合流点
まで

茨城県潮来市永山字
向津65番3地先から
外浪逆浦への合流点
まで

茨城県潮来市、行方市
■茨城県潮来市、稲敷市、河内町、利根町
■千葉県香取市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00
004.html

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 利根川水系 常陸利根川 ○ 白浜 茨城県行方市白浜
外浪逆浦合流点から
利根川への合流点（常
陸川閘門）まで

外浪逆浦合流点から
利根川への合流点（常
陸川水閘門）まで

茨城県鹿嶋市、潮来市、神栖市
■茨城県神栖市
■千葉県香取市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00
004.html

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 利根川水系 霞ヶ浦 ○ 出島
茨城県かすみがうら
市坂

霞ヶ浦 霞ヶ浦 茨城県石岡市、潮来市、かすみがうら市、行方市、小美玉市
■茨城県土浦市、龍ケ崎市、稲敷市、かすみがうら市、神栖
市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
■千葉県香取市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00
004.html

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 利根川水系 北浦 ○ 白浜 茨城県行方市白浜 北浦 北浦 茨城県鹿嶋市、神栖市、鉾田市 茨城県潮来市、行方市、鉾田市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00
004.html

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 利根川水系 鰐川 ○ 白浜 茨城県行方市白浜

茨城県鹿嶋市大字大
船津字川迎2340番1地
先から
常陸利根川への合流
点まで

茨城県潮来市洲崎332
番地先から
常陸利根川への合流
点まで

茨城県鹿嶋市、神栖市 茨城県潮来市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00
004.html

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 利根川水系 横利根川 ○ 新横利根 茨城県稲敷市八筋川
常陸利根川分派点か
ら
利根川合流点まで

常陸利根川分派点か
ら
利根川合流点まで

千葉県香取市 茨城県稲敷市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00
004.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 江戸川 ○ 西関宿 埼玉県幸手市西関宿

利根川からの分派点
から
千葉県野田市岡田
1084地先まで

利根川からの分派点
から
埼玉県春日部市新宿
新田100番の1地先ま
で

■千葉県野田市

■茨城県五霞町
■埼玉県さいたま市岩槻区、春日部市、越谷市、久喜市、八
潮市、三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、松伏町
■東京都葛飾区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 江戸川 ○ 野田 千葉県野田市中野台
千葉県野田市東金野
井1410番の1地先から
海（旧川を除く）まで

埼玉県北葛飾郡松伏
町築比地2539番の1地
先から
海（旧川を除く）まで

■千葉県市川市、船橋市、松戸市、野田市、流山市、船橋市

■埼玉県春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、幸手
市、吉川市、杉戸町、松伏町
■千葉県市川市、浦安市
■東京都足立区、葛飾区、江戸川区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 利根運河 ○ 野田 千葉県野田市中野台
利根川分派点から
江戸川合流点まで

利根川分派点から
江戸川合流点まで

千葉県松戸市、柏市、流山市 千葉県野田市、柏市、流山市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 北千葉導水路 ○ 大谷口新田 千葉県松戸市新松戸

千葉県流山市野々下2
丁目623番の1地先か
ら
坂川合流点まで

千葉県流山市野々下2
丁目621番の1地先か
ら
坂川合流点まで

千葉県流山市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 坂川 ○ 大谷口新田 千葉県松戸市新松戸

千葉県流山市野々下2
丁目633番の6地先か
ら
千葉県松戸市新松戸6
丁目408地先まで

千葉県流山市野々下2
丁目633番の6地先か
ら
千葉県松戸市小金字
金切1169番の4地先ま
で

千葉県市川市、松戸市、流山市 千葉県松戸市、流山市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 坂川（放水路） ○ 大谷口新田 千葉県松戸市新松戸
坂川分派点から江戸
川合流点まで

坂川分派点から江戸
川合流点まで

千葉県市川市、松戸市 千葉県松戸市、流山市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 中川 ○ 吉川 埼玉県吉川市平沼

埼玉県北葛飾郡松伏
町大字下赤岩字内膳
堀内下1647の1地先か
ら
東京都葛飾区高砂2丁
目55の3地先まで

埼玉県北葛飾郡松伏
町大字下赤岩字大落
向937の1地先から
東京都葛飾区青戸2丁
目623の1地先まで

■埼玉県八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
■東京都葛飾区

■埼玉県草加市、越谷市、八潮市、吉川市、松伏町
■東京都足立区、葛飾区、江戸川区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局 江戸川河川事務所 利根川水系 綾瀬川 ○ 谷古宇 埼玉県草加市松江町

埼玉県越谷市大字蒲
生字西浦3793の3地先
から
東京都足立区神明1丁
目30の1地先まで

埼玉県草加市金明町
字中取出し1362 の7地
先から
東京都足立区南花畑3
丁目23の1地先まで

■埼玉県草加市、越谷市、八潮市
■東京都足立区、葛飾区

■埼玉県草加市、越谷市、八潮市、
■東京都足立区、葛飾区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogaw
a05185.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 渡良瀬川 ○ 高津戸

群馬県みどり市大
間々町大間々

群馬県みどり市大間々
町高津戸1078番17地
先から
栃木県足利市若草町
12番1地先まで

群馬県みどり市大間々
町大間々2245番4地先
から
栃木県足利市福富町
1819番3地先まで

■栃木県足利市、佐野市
■群馬県桐生市

■栃木県足利市
■群馬県桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和
町、千代田町、大泉町、邑楽町
■埼玉県加須市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 渡良瀬川 ○ 足利

栃木県足利市通４丁
目

栃木県足利市若草町
12番1地先から
栃木県栃木市藤岡町
藤岡字山合5879番3地
先東武鉄道橋上流端
まで

栃木県足利市福富町
1819番3地先から
栃木県栃木市藤岡町
藤岡字鷲原5721番11
地先東武鉄道橋上流
端まで

栃木県足利市、栃木市、佐野市
■栃木県栃木市
■群馬県館林市、板倉町、明和町、邑楽町
■埼玉県加須市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 桐生川 ○ 広見橋

群馬県桐生市東町５
丁目

群馬県桐生市菱町4丁
目字金葛2442番2地先
から
渡良瀬川への合流点
まで

群馬県桐生市天神町3
丁目360番12地先から
渡良瀬川への合流点
まで

■栃木県足利市
■群馬県桐生市

■栃木県足利市
■群馬県桐生市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 旗川 ○ 足利

栃木県足利市通４丁
目

栃木県足利市寺岡町
894番1地先から
渡良瀬川合流点まで

栃木県足利市寺岡町
870番1地先から
渡良瀬川合流点まで

■栃木県佐野市
■群馬県館林市

栃木県足利市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 秋山川 ○ 足利

栃木県足利市通４丁
目

栃木県佐野市植下町
字間之田町3336番地
先から
渡良瀬川合流点まで

栃木県佐野市大古屋
町字大古屋4541番地1
地先から
渡良瀬川合流点まで

栃木県栃木市、佐野市
■栃木県足利市、佐野市
■群馬県館林市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 矢場川 ○ 足利

栃木県足利市通４丁
目

栃木県足利市浄土川
戸1143番地先から
渡良瀬川合流点まで

群馬県邑楽郡邑楽町
秋妻字中耕地乙265番
地先から
渡良瀬川合流点まで

栃木県足利市 群馬県館林市、邑楽町、板倉町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務

所
利根川水系 多々良川 ○ 足利

栃木県足利市通４丁
目

群馬県館林市大字日
向字森木48番地先か
ら
矢場川合流点まで

群馬県館林市大字木
戸字広内177番地先か
ら
矢場川合流点まで

群馬県館林市、邑楽町 群馬県館林市、板倉町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/wataras
e_index015.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 鬼怒川 ○ 佐貫（下）
栃木県塩谷郡塩谷町
佐貫

栃木県塩谷郡塩谷町
大字風見1201番16地
先から
栃木県塩谷郡高根沢
町大字宝積寺字石神
1743番9地先まで

栃木県宇都宮市宮山
田町字カハタニ1302番
地先から
栃木県河内郡河内町
大字下岡本字東河原
4499番地先まで

栃木県宇都宮市、真岡市、矢板市、さくら市、上三川町、芳賀
町、塩谷町、高根沢町

栃木県宇都宮市、真岡市、上三川町、塩谷町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00003.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 鬼怒川 ○ 石井（右）
栃木県宇都宮市石井
町

栃木県宇都宮市板戸
町1692番地先から
栃木県真岡市上江連
字元屋敷393番地先ま
で

栃木県宇都宮市柳田
町1684番1地先から
栃木県小山市大字中
河原字前河原386番4
地先まで

■茨城県筑西市
■栃木県宇都宮市、真岡市、上三川町

■茨城県結城市、筑西市
■栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、下野市、上三川町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00003.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 鬼怒川 ○ 川島 茨城県筑西市下川島

茨城県筑西市下江連
字国神230番地先から
茨城県常総市新石下
字大正内3番2地先ま
で

茨城県筑西市下川島
字西河原220番地先か
ら
茨城県常総市古間木
字浅間前985番2地先
まで

茨城県下妻市、常総市、つくば市、筑西市
■茨城県古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東
市、八千代町
■栃木県小山市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00003.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 鬼怒川 ○
鬼怒川水海
道

茨城県常総市水海道
本町

茨城県常総市三坂町
字上坪1番1地先から
利根川への合流点ま
で

茨城県常総市花島町
字後田2026番1地先か
ら
利根川への合流点ま
で

茨城県常総市、取手市、つくば市、守谷市、つくばみらい市 茨城県古河市、常総市、守谷市、坂東市、八千代町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00003.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 小貝川 ○ 三谷 栃木県真岡市三谷

栃木県芳賀郡益子町
大字長堤字下田2435
番地先から
茨城県筑西市蕨字向
荒句698番地先まで

栃木県真岡市大字根
本2169番地先から
茨城県筑西市蕨字蕨
661番1地先まで

■茨城県下妻市、つくば市、筑西市
■栃木県真岡市、益子町

■茨城県筑西市
■栃木県真岡市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00004.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 小貝川 ○ 黒子 茨城県筑西市西保末

茨城県筑西市蕨字向
荒句698番地先から
茨城県つくば市吉沼字
鹿島2833番地先まで

茨城県筑西市蕨字蕨
661番1地先から
茨城県下妻市鯨字十
王堂567番地先まで

茨城県下妻市、常総市、つくば市、筑西市 茨城県下妻市、常総市、つくば市、筑西市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00004.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 小貝川 ○ 上郷 茨城県常総市本豊田

茨城県つくば市吉沼字
熊野2909番地先から
茨城県つくばみらい市
北袋字東1303番地先
まで

茨城県常総市館方堂ノ
後475番1地先から
茨城県常総市水海道
字淵頭4648番1地先ま
で

茨城県龍ケ崎市、常総市、取手市、つくば市、つくばみらい市 茨城県下妻市、常総市、取手市、つくば市、つくばみらい市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00004.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 小貝川 ○
小貝川水海
道

茨城県常総市水海道
淵頭町

茨城県つくばみらい市
北袋字東1303番地先
から
茨城県龍ヶ崎市大字
河原代町88番3地先ま
で

茨城県常総市水海道
字淵頭4648番地先か
ら
茨城県取手市宮和田
字東正寺裏524番2地
先まで

茨城県龍ケ崎市、常総市、取手市、つくばみらい市、利根町 茨城県龍ケ崎市、常総市、取手市、守谷市、つくばみらい市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00004.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 田川放水路 ○ 石井（右）
栃木県宇都宮市石井
町

田川からの分派点から
鬼怒川への合流点ま
で

田川からの分派点から
鬼怒川への合流点ま
で

栃木県小山市、下野市
■茨城県結城市、筑西市
■栃木県小山市、下野市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00004.html

関東地方整備局 下館河川事務所 利根川水系 大谷川 ○ 黒子 茨城県筑西市西保末

茨城県筑西市大字野
殿字大道下361番2地
先野殿橋上流端から
小貝川への合流点ま
で

茨城県筑西市大字野
殿根田1577番3地先野
殿橋上流端から
小貝川への合流点ま
で

茨城県筑西市 茨城県下妻市、常総市、筑西市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimo
date00004.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 荒川 ○ 熊谷 埼玉県熊谷市榎町

埼玉県深谷市荒川字
下川原5番の2地先か
ら
埼玉県上尾市大字平
方字横町434番の1地
先まで

埼玉県大里郡寄居町
大字赤浜字後古沢218
番の18地先から
埼玉県川越市大字中
老袋字田島289番の1
地先まで

■埼玉県さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮
区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、
さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、熊谷
市、川口市、行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、
深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、桶川市、
久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川
市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町
■東京都足立区

■埼玉県熊谷市、東松山市、深谷市、坂戸市、川島町、吉見
町、寄居町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 荒川 ○ 治水橋

埼玉県さいたま市西
区飯田新田

埼玉県上尾市大字平
方字横町433番の5地
先
から埼玉県戸田市早
瀬1丁目4335番地先ま
で

埼玉県川越市大字中
老袋字田島301番の1
地先から
東京都板橋区三園2丁
目80番の1地先まで

■埼玉県さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮
区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、
さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川口
市、上尾市、蕨市、戸田市
■東京都足立区

■埼玉県さいたま市西区、川越市、朝霞市、志木市、和光
市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町
■東京都千代田区、台東区、北区、荒川区、板橋区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 入間川 ○ 小ヶ谷 埼玉県川越市小ヶ谷

埼玉県川越市大字的
場字飛桶下1563番の1
地先から
埼玉県比企郡川島町
大字角泉字亀尾388番
の1地先まで

埼玉県川越市大字池
辺字権現脇臺1057番
の2地先から
埼玉県川越市大字府
川字高畑1112番の8地
先まで

埼玉県川越市、坂戸市、川島町
埼玉県さいたま市西区、川越市、朝霞市、志木市、和光市、
富士見市、ふじみ野市、川島町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 入間川 ○ 菅間 埼玉県川越市鹿飼

埼玉県比企郡川島町
大字角泉字亀尾388番
の1地先から
荒川への合流点まで

埼玉県川越市大字府
川字高畑1112番の10
地先から
荒川への合流点まで

埼玉県坂戸市、川島町
■埼玉県さいたま市西区、川越市、朝霞市、志木市、和光
市、富士見市、ふじみ野市、川島町
■東京都北区、板橋区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 小畔川 ○ 八幡橋 埼玉県川越市名細

埼玉県川越市吉田下
河原添 614番地先（東
武鉄道東上線鉄道橋
上流端）から
越辺川への合流点ま
で

埼玉県川越市大字吉
田下河原添608番の2
地先（東武鉄道東上線
鉄道橋上流端）から
越辺川への合流点ま
で

埼玉県川越市、坂戸市、川島町 埼玉県川越市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 越辺川 ○ 入西 埼玉県坂戸市沢木

埼玉県比企郡鳩山町
大字赤沼字天神下57
番の2地先から
入間川への合流点ま
で

埼玉県入間郡毛呂山
町大字苦林字清水346
番地先から
入間川への合流点ま
で

埼玉県東松山市、坂戸市、川島町、吉見町、鳩山町 埼玉県川越市、坂戸市、毛呂山町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 高麗川 ○ 坂戸 埼玉県坂戸市上吉田

埼玉県坂戸市大字森
戸字市前1163番地先
から
越辺川への合流点ま
で

埼玉県坂戸市大字森
戸字赤城847番地先か
ら
越辺川への合流点ま
で

埼玉県坂戸市、毛呂山町 埼玉県川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html

関東地方整備局
荒川上流河川事務

所
荒川水系 都幾川 ○ 野本

埼玉県東松山市下押
垂

埼玉県東松山市大字
石橋字川原山2番の1
地先から
越辺川への合流点ま
で

埼玉県東松山市大字
下唐子字榎町83番の3
地先から
越辺川への合流点ま
で

埼玉県東松山市、坂戸市、川島町、吉見町 埼玉県東松山市、坂戸市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index0
38.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

関東地方整備局
荒川下流河川事務

所
荒川水系 荒川 ○

岩淵水門
（上）

東京都北区志茂五丁
目

埼玉県戸田市早瀬1-
4329地先から
海まで

東京都板橋区三園2-
80-5地先から
海まで

■さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央
区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さ
いたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、川口市、草加
市、越谷市、蕨市、戸田市、八潮市、三郷市、吉川市
■東京都足立区、葛飾区、江戸川区

■埼玉県さいたま市西区、朝霞市、志木市、和光市、富士見
市、ふじみ野市
■東京都千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、墨田
区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、江戸川区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00057
.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 多摩川水系 多摩川 ○ 調布橋 東京都青梅市上長渕

東京青梅市大柳1575
番地先から
東京都国立市泉2丁目
6番地先まで

東京青梅市畑中1丁目
18番地先から
東京都日野市落川
1397番地先

東京都立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、国立市、
福生市、狛江市、羽村市

東京都八王子市、青梅市、昭島市、日野市、多摩市、あきる
野市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 多摩川水系 多摩川 ○ 石原
東京都調布市多摩川
３丁目

東京都府中市四谷6丁
目58番地先から
東京都狛江市駒井町3
丁目434番地先まで

東京都多摩市一ノ宮1
丁目45番地先から
神奈川県川崎市多摩
区宿河原7丁目2246番
地先まで

東京都世田谷区、府中市、調布市、国立市、狛江市
■東京都日野市、多摩市、稲城市
■神奈川県川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 多摩川水系 多摩川 ○
田園調布
（上）

東京都大田区田園調
布

東京都世田谷区喜多
見2丁目4540番地先か
ら
海まで

神奈川県川崎市多摩
区堰1丁目429番地先
から
海まで

東京都品川区、大田区、世田谷区、狛江市
神奈川県横浜市鶴見区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎
市中原区、高津区、多摩区

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 多摩川水系 浅川 ○ 浅川橋
東京都八王子市大横
町

東京都八王子市中野
上町4丁目3895番地先
から
多摩川への合流点ま
で

東京都八王子市元本
郷町4丁目483番地先
から
多摩川への合流点ま
で

東京都八王子市、日野市 東京都八王子市、日野市、多摩市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 多摩川水系 大栗川 ○ 報恩橋 東京都多摩市連光寺

東京都多摩市関戸3丁
目16番地先から
多摩川への合流点ま
で

東京都多摩市関戸5丁
目1番地先から
多摩川への合流点ま
で

東京都多摩市 東京都多摩市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 鶴見川水系 鶴見川 ○ 亀の子橋
神奈川県横浜市港北
区小机町

神奈川県横浜市都筑
区川向町634番地から
横浜市港北区新羽町
1659番地まで

横浜市港北区小机町
1795番地から横浜市
港北区大倉山7丁目12
番地

神奈川県横浜市都筑区、横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 鶴見川水系 鶴見川 ○ 綱島
神奈川県横浜市港北
区綱島東

横浜市港北区新羽町
1659番地から
海まで

横浜市港北区大倉山7
丁目12番地から
海まで

神奈川県横浜市鶴見区、横浜市港北区、川崎市川崎区、川
崎市幸区

神奈川県横浜市鶴見区、横浜市港北区 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 鶴見川水系 矢上川 ○ 矢上橋
神奈川県川崎市幸区
北加瀬

神奈川県川崎市幸区
矢上4番地先から
鶴見川合流点まで

神奈川県横浜市港北
区日吉3丁目14番地先
から
鶴見川合流点まで

神奈川県横浜市鶴見区、川崎市幸区 神奈川県横浜市港北区 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 鶴見川水系 早淵川 ○ 高田橋
神奈川県横浜市港北
区新吉田町

横浜市港北区高田東4
丁目948番地先から
鶴見川合流点まで

横浜市港北区新吉田
町東2丁目816番地先
から
鶴見川合流点まで

神奈川県横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 鶴見川水系 烏山川 ○ 鳥山
神奈川県横浜市港北
区鳥山町

横浜市港北区鳥山町
533番地先から
鶴見川合流点まで

横浜市港北区根岸町2
番地先から
鶴見川合流点まで

神奈川県横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局 京浜河川事務所 相模川水系 相模川 ○ 神川橋 神奈川県平塚市田村

神奈川県高座郡寒川
町一之宮3175番地先
から
海まで

神奈川県平塚市田村
6256番地先から
海まで

神奈川県平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町 神奈川県平塚市、大磯町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_inde
x070.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
久慈川水系 久慈川 ○ 富岡

茨城県常陸大宮市富
岡

茨城県常陸大宮市辰ノ
口字水門2079番1地先
の辰ノ口堰から
茨城県常陸太田市上
河合町字上河原1195
番地先まで

茨城県常陸大宮市岩
崎字岩花下1111番1地
先辰ノ口堰から
茨城県那珂市額田北
郷字愛宕下1885番2地
先まで

茨城県日立市、常陸大宮市、常陸太田市、那珂市、東海村 茨城県常陸大宮市、常陸太田市、那珂市、東海村 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
久慈川水系 久慈川 ○ 榊橋

茨城県日立市下土木
内町

茨城県常陸太田市上
河合町字上河原1195
番地先から
海まで

茨城県那珂市額田北
郷字愛宕下1885番2地
先から
海まで

茨城県日立市、常陸太田市、那珂市、東海村 茨城県那珂市、東海村 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
久慈川水系 里川 ○ 機初

茨城県常陸太田市幡
町

茨城県常陸太田市茅
根町字川原240番地先
から
久慈川合流地点まで

茨城県常陸太田市瑞
龍町字大平2959番1地
先から
久慈川合流点まで

茨城県日立市、常陸太田市、東海村 茨城県常陸太田市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
久慈川水系 山田川 ○ 常井橋

茨城県常陸太田市大
方町

茨城県常陸太田市和
田字下川原1562番地
先芦間堰から
久慈川合流地点まで

茨城県常陸太田市東
連地字道下2109番1地
先芦間堰から
久慈川合流点まで

茨城県日立市、常陸太田市、東海村 茨城県常陸太田市、那珂市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
那珂川水系 那珂川 ○ 小口

茨城県那須郡那珂川
町小口

栃木県大田原市亀久
字大平419番4地先か
ら
茨城県常陸大宮市野
田字船場1846番1地先
まで

栃木県大田原市佐良
土字野島2835番1地先
から
栃木県芳賀郡茂木町
大字飯野字中川原
1571番1地先まで

■茨城県常陸大宮市
■栃木県大田原市、那珂川町、那須烏山市

栃木県那須烏山市、茂木町、市貝町、那珂川町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
那珂川水系 那珂川 ○ 野口

茨城県常陸大宮市野
口

茨城県常陸大宮市野
田字船場1846番1地先
から
茨城県水戸市下国井
町字船渡132番1地先
まで

栃木県芳賀郡茂木町
大字飯野字中川原
1571番1地先から
茨城県水戸市渡里町
字長者山3175番1地先
まで

茨城県水戸市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、城里町
■茨城県水戸市、常陸大宮市、那珂市、城里町
■栃木県茂木町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
那珂川水系 那珂川 ○ 水府橋 茨城県水戸市根本

茨城県水戸市下国井
町字船渡132番1地先
から
海まで

茨城県水戸市渡里町
字長者山3175番1地先
から
海まで

茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市 茨城県水戸市、ひたちなか市、茨城町、大洗町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
那珂川水系 藤井川 ○ 野口

茨城県常陸大宮市野
口

茨城県水戸市藤井町
藤井町字下高畑92番4
地先藤井新橋上流端
から
那珂川合流地点まで

茨城県水戸市飯富町
塙下54番1地先藤井新
橋上流端から
那珂川合流地点まで

茨城県水戸市、城里町 茨城県水戸市、城里町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
那珂川水系 桜川 ○ 水府橋 茨城県水戸市根本

茨城県水戸市千波町
字千波山2486番2地先
千波大橋上流端から
那珂川合流地点まで

茨城県水戸市中央2丁
目3020番2地先千波大
橋上流端から
那珂川合流地点まで

茨城県水戸市 茨城県水戸市、ひたちなか市、茨城町、大洗町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
常陸河川国道事務

所
那珂川水系 涸沼川 ○ 水府橋 茨城県水戸市根本

茨城県茨城郡茨城町
大字下石崎字海東
2995番2地先から
那珂川合流地点まで

茨城県茨城郡大洗町
神山町字神山5233番
地先から
那珂川合流地点まで

茨城県水戸市、ひたちなか市、茨城町、大洗町 茨城県大洗町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi005
69.html

関東地方整備局
高崎河川国道事務

所
利根川水系 烏川 ○ 高松 群馬県高崎市高松町

群馬県高崎市並榎町
637番1地先から
群馬県高崎市倉賀野
町地先まで

群馬県高崎市下豊岡
字下北久保860番2地
先から
鏑川合流点まで

群馬県高崎市 群馬県高崎市、藤岡市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/shinsuis
outeikuiki.html

関東地方整備局
高崎河川国道事務

所
利根川水系 烏川 ○ 岩鼻 群馬県高崎市岩鼻町

群馬県高崎市倉賀野
町地先から
利根川への合流点

鏑川合流点から
利根川への合流点ま
で

群馬県高崎市、玉村町
■群馬県高崎市、伊勢崎市、藤岡市
■埼玉県本庄市、深谷市、上里町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/shinsuis
outeikuiki.html

関東地方整備局
高崎河川国道事務

所
利根川水系 神流川 ○ 若泉

埼玉県児玉郡神川町
大字渡瀬字下町

群馬県藤岡市浄法寺
地先から
烏川への合流点まで

埼玉県児玉郡神川町
大字新宿字寄島地先
から
烏川への合流点まで

群馬県高崎市、藤岡市
■群馬県伊勢崎市
■埼玉県本庄市、深谷市、神川町、上里町

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/shinsuis
outeikuiki.html

関東地方整備局
高崎河川国道事務

所
利根川水系 鏑川 ○ 山名 群馬県高崎市山名町

群馬県高崎市山名町
字田中地地先から
烏川への合流点まで

群馬県藤岡市大字落
合字長津地先から烏
川への合流点まで

群馬県高崎市、藤岡市 群馬県高崎市、藤岡市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/shinsuis
outeikuiki.html

関東地方整備局
高崎河川国道事務

所
利根川水系 碓氷川 ○ 高松 群馬県高崎市高松町

群馬県高崎市下豊岡
町字西元屋敷地先か
ら
烏川への合流点まで

群馬県高崎市乗附町
字内田地先から
烏川への合流点まで

群馬県高崎市 群馬県高崎市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/shinsuis
outeikuiki.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系

富士川(釜無川
含む)

○ 船山橋
山梨県韮崎市竜岡町
若尾新田

山梨県韮崎市水神1丁
目4621の4番地武田橋
上流端から
笛吹川合流点まで

山梨県韮崎市神山町
大字鍋山字釜無川河
原武田橋上流端から
山梨県南アルプス市東
南湖地先まで

山梨県甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、中央市、市
川三郷町、富士川町、昭和町

山梨県韮崎市、南アルプス市、富士川町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系

富士川(釜無川
含む)

○ 清水端
山梨県南巨摩郡富士
川町清水端

山梨県西八代郡市川
三郷町下大鳥居地先
から
山梨県南巨摩郡身延
町宮木地先まで

山梨県南巨摩郡富士
川町大椚地先から
山梨県南巨摩郡身延
町飯富地先まで

山梨県市川三郷町、富士川町、身延町 山梨県富士川町、身延町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系

富士川(釜無川
含む)

○ 南部
山梨県南巨摩郡南部
町内船

山梨県南巨摩郡身延
町波高島地先から
海まで

山梨県南巨摩郡身延
町上沢地先から
海まで

■山梨県身延町、南部町、
■静岡県富士宮市、富士市

■山梨県身延町、南部町、
■静岡県清水市清水区、富士宮市、富士市

○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系 笛吹川 ○ 石和

山梨県笛吹市石和町
市部

山梨県山梨市大字七
日市場字上川窪1233
の1番地先岩手橋上流
端から
富士川（釜無川を含
む）への合流点

山梨県山梨市大字東
字御堂渕453番地先岩
手橋上流端から
富士川（釜無川を含
む）への合流点

山梨県甲府市、山梨市、笛吹市、中央市、市川三郷町 山梨県甲府市、山梨市、笛吹市、中央市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系 御勅使川 ○ 堀切

山梨県南アルプス市
野牛島

山梨県韮崎市竜岡町
下条南割字西原596地
先御勅使川橋上流端
から
釜無川への合流点ま
で

山梨県南アルプス市六
科字御崎441番地先御
勅使川橋上流端から
釜無川への合流点ま
で

韮崎市 南アルプス市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系 塩川 ○ 金剛地 山梨県甲斐市宇津谷

山梨県甲斐市大字宇
津谷字滝沢5577番の1
地先塩川橋上流端か
ら釜無川への合流点ま
で

山梨県韮崎市韮崎町
字甲岡3252番地先塩
川橋上流端から釜無
川への合流点まで

甲斐市 韮崎市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系 日川 ○ 日川

山梨県笛吹市一宮町
田中

山梨県笛吹市一宮町
大字田中字山之神132
番の5地先日川橋上流
端から
笛吹川合流点まで

山梨県山梨市大字一
町田中字前田92番地
先日川橋上流端から
笛吹川合流点まで

笛吹市 山梨市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系 重川 ○ 重川 山梨県山梨市歌田

山梨県山梨市大字一
町田中字北河原813番
の5地先重川橋上流端
から
笛吹川合流点まで

山梨県山梨市下石森
小字雲林586番の1地
先重川橋上流端から
笛吹川合流点まで

山梨市 山梨市 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html

関東地方整備局
甲府河川国道事務

所
富士川水系 早川 ○ 早川橋

山梨県南巨摩郡身延
町遅沢

山梨県南巨摩郡身延
町大字遅沢字塩沢
2407番地先早川橋上
流端から
富士川合流点まで

同県同郡身延町大字
粟倉811番地先早川橋
上流端から
富士川合流点まで

身延町 ○
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00672
.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

北陸地方整備局
羽越河川国道事務

所
荒川水系 荒川 ○ 葛籠山 新潟県村上市葛籠山 村上市 村上市 村上市、胎内市 村上市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/ri
ver/suppose/index.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/b
ousai/arakawa/index.html

北陸地方整備局
羽越河川国道事務

所
荒川水系 荒川 ○ 上関 新潟県関川村上関 岩船郡関川村 岩船郡関川村 関川村 関川村 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/ri
ver/suppose/index.htm
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/b
ousai/arakawa/index.html

北陸地方整備局
阿賀野川河川事務

所
阿賀野川水系 阿賀野川 ○ 馬下 新潟県五泉市

五泉市馬下から新潟
市秋葉区下新

阿賀野市小松から新
潟市千唐仁

五泉市、新潟市秋葉区 新潟市江南区、阿賀野市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/sonae/sins
ui/index.html

北陸地方整備局
阿賀野川河川事務

所
阿賀野川水系 阿賀野川 ○ 満願寺 新潟県新潟市

新潟市秋葉区下新か
ら新潟市東区松浜

阿賀野市千唐仁から
新潟市北区松浜

新潟市江南区、新潟市中央区、新潟市秋葉区、五泉市 新潟市江南区、新潟市北区、新潟市秋葉区、阿賀野市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/sonae/sins
ui/index.html

北陸地方整備局
阿賀野川河川事務

所
阿賀野川水系 早出川 ○ 善願 新潟県五泉市

五泉市赤海字下島
1053番の3地先の善願
橋～阿賀野川合流点

五泉市赤海字善願
2892番地先の善願橋
～阿賀野川合流点

新潟市秋葉区、五泉市 新潟市秋葉区、五泉市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/sonae/sins
ui/index.html

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 阿賀野川水系 阿賀川 ○ 山科 福島県喜多方市
喜多方市山都町三
津合～喜多方市
塩川町会知

喜多方市山都町小
舟寺～喜多方市
塩川町会知

会津坂下町 喜多方市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa
/

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 阿賀野川水系 阿賀川 ○ 宮古 福島県河沼郡会津坂下町

喜多方市塩川町会
知～会津若松市
蟹川

喜多方市塩川町会
知～会津若松市
中四合

会津坂下町、会津若松市 湯川村、会津若松市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa
/

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 阿賀野川水系 阿賀川 ○ 馬越 福島県大沼郡会津美里町
会津若松市蟹川～会
津美里町穂馬

会津若松市中四合
～会津若松市大
戸町

会津若松市、会津美里町 会津若松市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa
/

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 阿賀野川水系 日橋川 ○ 南大橋 福島県喜多方市
阿賀川合流点～堂島
橋区間

阿賀川合流点～堂島
橋区間

湯川村、会津若松市 喜多方市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa
/

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 阿賀野川水系 湯川 ○ 新湯川 福島県会津若松市
阿賀川合流点～会津
若松市御旗町八番の
三十二

阿賀川合流点～会津
若松市緑町二番の十
六

会津若松市 会津若松市、喜多方市、湯川村 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa
/

北陸地方整備局
信濃川下流河川事

務所
信濃川水系

信濃川下流・関
屋分水路

○ ○ 尾崎 新潟県三条市
燕市大川津から加茂
市五反田

長岡市中条新田から
加茂市下中組

新潟市南区、新潟市西蒲区、加茂市 長岡市、見附市、三条市、加茂市、田上町 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/sonae/ha
nran/index.html

北陸地方整備局
信濃川下流河川事

務所
信濃川水系

信濃川下流・関
屋分水路

○ ○ 保明新田
新潟県南蒲原郡田上
町

加茂市五反田から新
潟市南区西酒屋

田上町保明新田～新
潟市江南区覚路津

新潟市南区、加茂市 新潟市秋葉区、田上町、加茂市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/sonae/ha
nran/index.html

北陸地方整備局
信濃川下流河川事

務所
信濃川水系

信濃川下流・関
屋分水路

○ ○ 帝石橋 新潟県新潟市
新潟市南区西酒屋か
ら新潟市西区関屋

新潟市江南区酒屋か
ら新潟市中央区浜浦
町

新潟市南区、新潟市西蒲区、新潟市西区 新潟市中央区、新潟市江南区 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/sonae/ha
nran/index.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系
信濃川・大河津

分水路
○ 大河津 新潟県燕市

新潟県長岡市から新
潟県長岡市

新潟県長岡市から新
潟県長岡市

長岡市、燕市
新潟市西区、新潟市南区、新潟市西蒲区、長岡市、燕市、弥
彦村

○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系
信濃川・大河津

分水路
○ 長岡 新潟県長岡市

新潟県長岡市から新
潟県長岡市

新潟県長岡市から新
潟県長岡市

長岡市 長岡市、見附市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系
信濃川・大河津

分水路
○ 小千谷 新潟県小千谷市

新潟県長岡市から新
潟県長岡市

新潟県長岡市から新
潟県長岡市

長岡市、小千谷市 長岡市、小千谷市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系 信濃川（上流部） ○ 十日町（姿） 新潟県十日町市
新潟県十日町市から
新潟県長岡市

新潟県十日町市から
新潟県長岡市

長岡市、小千谷市、十日町市 長岡市、小千谷市、十日町市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index2.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系 魚野川 ○ 堀之内 新潟県魚沼市
新潟県魚沼市から新
潟県長岡市

新潟県魚沼市から新
潟県長岡市

長岡市、魚沼市 長岡市、魚沼市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index2.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系 魚野川 ○ 小出 新潟県魚沼市
新潟県南魚沼市から
新潟県魚沼市

新潟県魚沼市から新
潟県魚沼市

魚沼市、南魚沼市 魚沼市、南魚沼市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index2.html

北陸地方整備局 信濃川河川事務所 信濃川水系 魚野川 ○ 六日町 新潟県南魚沼市
新潟県南魚沼市から
新潟県南魚沼市

新潟県南魚沼市から
新潟県魚沼市

南魚沼市 南魚沼市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/h
anran/index2.html

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 千曲川 ○ 生田 長野県上田市
上田市大屋字向川原
(大屋橋)地先から坂城
町上五明(昭和橋)地先

上田市大屋字南遠川
原地先から坂城町坂
城(昭和橋)地先

上田市、坂城町、千曲市 上田市、坂城町 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 千曲川 ○ 杭瀬下 長野県千曲市
坂城町上五明(昭和橋)
地先から長野市牛島
(犀川合流点)地先

坂城町坂城(昭和橋)地
先から長野市牛島(犀
川合流点)地先

千曲市、長野市 千曲市、長野市、須坂市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 千曲川 ○ 立ヶ花 長野県中野市
長野市大豆島(犀川合
流点)地先から飯山市
一山十二平地先

長野市牛島(犀川合流
点)地先から野沢温泉
村平林広見地先

長野市、中野市、飯山市 長野市、須坂市、小布施町、飯山市、木島平村 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html　
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 犀川 ○ 小市 長野県長野市
長野市大字塩生字臥
部（両郡橋）～千曲川
合流点

長野市篠ノ井大字小松
原字高松（両郡橋）地
先～千曲川合流点

長野市 長野市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 犀川（上流部） ○ 稲核ダム 長野県松本市

松本市安曇(新淵橋)地
先～安曇野市豊科高
家(奈良井川合流点)地
先

松本市波田(新淵橋)地
先～松本市島内(奈良
井川合流点)地先

松本市、安曇野市 松本市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 犀川（上流部） ○ 熊倉 長野県安曇野市

安曇野市豊科高家(奈
良井川合流点)地先か
ら安曇野市穂高北穂
高(三川合流点)地先

松本市島内(奈良井川
合流点)地先から安曇
野市明科中川手(三川
合流点)地先）

安曇野市 安曇野市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html　
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 信濃川水系 犀川（上流部） ○ 陸郷 長野県安曇野市

安曇野市穂高北穂高
地先～東筑摩郡生坂
村北陸郷沢口（日野
橋）地先

安曇野市明科中川手
（三川合流点）地先～
東筑摩郡生坂村（日野
橋）地先

安曇野市 安曇野市、生坂村 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/s
hinsui/index.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
高田河川国道事務

所
関川水系 関川 ○ 高田

新潟県上越市北城町
１丁目

上越市中央から上越
市島田

上越市港町から上越
市長者町

上越市 上越市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/bousai/se
kikawasinsui/index.html

北陸地方整備局
高田河川国道事務

所
姫川水系 姫川 ○ 山本

新潟県糸魚川市大字
山本

糸魚川市須沢から糸
魚川市西川原

糸魚川市寺島から糸
魚川市根小屋

糸魚川市 糸魚川市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/bousai/hi
mekawasinsui/index.html

北陸地方整備局 黒部河川事務所 黒部川水系 黒部川 ○ 愛本
富山県黒部市宇奈月
町愛本地先

黒部市宇奈月温泉字
尾ノ沼一番の一地先か
ら海まで

黒部市宇奈月温泉町
舟見明日音沢字尾瀬
場谷二番の乙地先か
ら海まで

黒部市 入善町、朝日町 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/bo_info/si
nsui/h16/sinsui.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/bo_info/u
sinsui/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
常願寺川水系 常願寺川 ○ 大川寺

富山県富山市大山上
野地先

富山県富山市岡田か
ら富山市高来（海）まで

富山県立山町横江か
ら富山市水橋山王町
（海）まで

富山市 富山市、立山町、舟橋村 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
神通川水系 神通川 ○ 大沢野大橋

富山県富山市葛原地
先

富山県富山市長川原
から富山市有沢まで

富山県富山市長走か
ら富山市安野屋町まで

富山市 富山市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
神通川水系 神通川 ○ 神通大橋

富山県富山市神通町
地先

富山県富山市鵯島か
ら富山市草島（海）

富山県富山市安野屋
町から富山市草島
（海）

富山市、射水市 富山市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
神通川水系 井田川 ○ 杉原橋

富山県富山市八尾町
福島地先

富山県富山市鵯島（神
通川合流点）から富山
市八尾町福島（十三石
橋）まで

富山県富山市有沢（神
通川合流点）から富山
市八尾町天満町（十三
石橋）まで

富山市 富山市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
神通川水系 熊野川 ○ 熊野橋

富山県富山市栗山地
先

富山県富山市布瀬町
（神通川合流点）から
富山市栗山（興南大
橋）まで

富山県富山市布瀬町
（神通川合流点）から
富山市安養寺（興南大
橋）まで

富山市 富山市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
神通川水系 西派川 ○ 大沢野大橋

富山県富山市葛原地
先

富山県富山市八尾町
西神通から富山市八
尾町西神通まで

富山県富山市八尾町
西神通から富山市八
尾町西神通まで

富山市 富山市 ○
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
庄川水系 庄川 ○ 小牧

富山県砺波市庄川町
小牧地先

富山県砺波市庄川町
金屋から砺波市東保
（庄川大橋）まで

富山県砺波市庄川町
庄から砺波市東保（庄
川大橋）まで

高岡市、射水市、砺波市、南砺市、小矢部市 高岡市、射水市、砺波市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
庄川水系 庄川 ○ 大門

富山県射水市大門新
地先

富山県砺波市東保か
ら射水市庄西町（海）ま
で

富山県砺波市東保か
ら射水市港町（海）まで

高岡市、射水市、砺波市、南砺市、小矢部市 高岡市、射水市、砺波市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
小矢部川水系 小矢部川 ○ 津沢

富山県小矢部市津沢
地先

富山県小矢部市鴨島
から小矢部市矢水町
（渋江川合流点）まで

富山県南砺市本江か
ら小矢部市茄子島（渋
江川合流点）まで

小矢部市 高岡市、小矢部市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
小矢部川水系 小矢部川 ○ 石動

富山県小矢部市東福
町地先

富山県小矢部市綾子
から小矢部市田川（子
撫川合流点）まで

富山県小矢部市茄子
島から小矢部市芹川
（子撫川合流点）まで

高岡市、小矢部市 高岡市、小矢部市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
小矢部川水系 小矢部川 ○ 長江

富山県小矢部市長江
地先

富山県小矢部市田川
から高岡市伏木港町
（海）まで

富山県小矢部市芹川
から射水市庄西町
（海）まで

高岡市 高岡市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/k
uikizu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/h
anran/index.html

北陸地方整備局
富山河川国道事務

所
小矢部川水系 渋江川 ○ 蓮沼

富山県小矢部市蓮沼
地先

富山県小矢部市蓮沼
から小矢部市矢水町ま
で

富山県小矢部市矢水
町から小矢部市矢水
町まで

小矢部市 小矢部市

北陸地方整備局
金沢河川国道事務

所
手取川水系 手取川 ○ 鶴来

石川県白山市鶴来大
国町

石川県白山市広瀬町
ルの部１０番の２地点
から海まで

石川県白山市白山町
タ２３番地先から海ま
で

能美市、小松市、川北町 白山市、能美市、野々市市。川北町 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bo
usai/shinsui/tedo/zu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bo
usai/shinsui/ugoku/index.html

北陸地方整備局
金沢河川国道事務

所
梯川水系 梯川 ○ 埴田 石川県小松市埴田町

石川県小松市中海町
ロ１９番地先から海ま
で

石川県小松市正蓮寺
町ゲバ谷１２番の１地
先から海まで

小松市 能美市、小松市 ○

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bo
usai/shinsui/kake/zu.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bo
usai/shinsui/ugoku/index.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 狩野川 ○ 徳倉 駿東郡清水町徳倉

沼津市、清水町、函南
町、伊豆の国市

沼津市、清水町、三島
市、函南町、伊豆の国
市

沼津市、清水町、函南町、伊豆の国市 沼津市、清水町、三島市、函南町、伊豆の国市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogaw

a/sinsui/top.html

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 狩野川 ○ 大仁 伊豆の国市大仁 伊豆の国市、伊豆市 伊豆の国市、伊豆市 伊豆の国市、伊豆市 伊豆の国市、伊豆市 ○

http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogaw

a/sinsui/top.html

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 黄瀬川 ○ 本宿 駿東郡長泉町本宿

沼津市、清水町、長泉
町

沼津市 沼津市、清水町、長泉町 沼津市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogaw
a/sinsui/top.html

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 大場川 ○ 大場 田方郡函南町間宮 三島市、函南町 三島市、函南町 三島市、函南町 三島市、函南町 ○

http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogaw

a/sinsui/top.html

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 狩野川放水路 ○ 鏡橋 伊豆の国市墹之上 沼津市、伊豆の国市 沼津市、伊豆の国市

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 来光川 ○ 蛇ヶ橋 田方郡函南町肥田 函南町 函南町 函南町 函南町 ○

http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogaw

a/sinsui/top.html

中部地方整備局
沼津河川国道事務

所
狩野川水系 柿沢川 ○ 蛇ヶ橋 田方郡函南町肥田 函南町、伊豆の国市 函南町、伊豆の国市 函南町、伊豆の国市 函南町、伊豆の国市 ○

http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogaw

a/sinsui/top.html

中部地方整備局 静岡河川事務所 安倍川水系 安倍川 ○ 牛妻 静岡市
河口(0.0k-200m)～静
岡市葵区田町地先
(5.5k)

河口(0.0k-30m)～静岡
市駿河区向敷地地先
(5.5k)

静岡市 静岡市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bo
usai/01_map/index.html

中部地方整備局 静岡河川事務所 安倍川水系 安倍川 ○ 手越 静岡市

静岡市葵区田町地先
(5.5k)～静岡市葵区油
島地先の玉機橋（旧玉

機橋）(22.0k+150m)

静岡市駿河区向敷地
地先(5.5k)～静岡市葵
区中澤地先の玉機橋

（旧玉機橋）
(22.0k+220m)

静岡市 静岡市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bo
usai/01_map/index.html

中部地方整備局 静岡河川事務所 安倍川水系 藁科川 ○ 奈良間 静岡市

安倍川合流点(0.0k)～
静岡市葵区大原字稲
木山1726番-2-4地先

(9.0k)

安倍川合流点(0.0k)～
静岡市葵区富厚里字
八重ヶ瀬1052番-2地

先(9.0k)

静岡市 静岡市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bo
usai/01_map/index.html

中部地方整備局 静岡河川事務所 大井川 大井川 ○ 神座 島田市

島田市向谷地先
(16.6k)～島田市鵜網
字孫作34番地-3地先
(24.2k)

島田市金谷東（16.6k）
～島田市神尾字鎧349
番地-1地先(24.2k)

島田市 島田市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bo
usai/01_map/index.html

中部地方整備局 静岡河川事務所 大井川 大井川 ○ 細島 島田市
河口(0.0k-475m)～島
田市向谷地先(16.6k)

河口(0.0k-625m)～島
田市金谷東（16.6k）

焼津市、藤枝市、島田市 牧之原市、吉田町、島田市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bo
usai/01_map/index.html

中部地方整備局
天竜川上流河川事

務所
天竜川水系 天竜川　上流 ○ 伊那富 上伊那郡辰野町

伊那市、辰野町、箕輪
町、南箕輪村

伊那市、辰野町、箕輪
町、南箕輪村

伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaster/

map/index.html

中部地方整備局
天竜川上流河川事

務所
天竜川水系 天竜川　上流 ○ 沢渡 伊那市

伊那市、駒ヶ根市、飯
島町、松川町、中川村

伊那市、駒ヶ根市、飯
島町、松川町、宮田
村、中川村

伊那市、駒ヶ根市、飯島町、 松川町、中川村 伊那市、駒ヶ根市、飯島町、松川町、宮田村、中川村 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaster/

map/index.html

中部地方整備局
天竜川上流河川事

務所
天竜川水系 天竜川　上流 ○ 市田 下伊那郡高森町

 飯田市、松川町、豊丘
村、喬木村

飯田市、松川町、高森
町

 飯田市、松川町、豊丘村、喬木村 飯田市、松川町、高森町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaster/

map/index.html

中部地方整備局
天竜川上流河川事

務所
天竜川水系 天竜川　上流 ○ 天竜峡 飯田市 飯田市、喬木村 飯田市 飯田市、喬木村 飯田市 ○

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

中部地方整備局
浜松河川国道事務

所
天竜川水系 天竜川　下流 ○ 鹿島

浜松市天竜区二俣鹿
島

磐田市寺谷新田～浜
松市天竜区二俣鹿島

浜松市浜北区竜南～
浜松市天竜区二俣鹿
島

浜松市、磐田市 浜松市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bous
ai/shinsui_tenryu/

中部地方整備局
浜松河川国道事務

所
天竜川水系 天竜川　下流 ○ 中ノ町 浜松市東区中野町

河口～磐田市寺谷新
田

河口～浜松市浜北区
竜南

磐田市 浜松市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bous
ai/shinsui_tenryu/

中部地方整備局
浜松河川国道事務

所
菊川水系 菊川 ○ 加茂 菊川市加茂

河口～菊川市富田川
原田

河口～菊川市富田長
行平

菊川市、掛川市 菊川市、掛川市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bous
ai/shinsui_kiku/

中部地方整備局
浜松河川国道事務

所
菊川水系 牛淵川 ○ 横地 菊川市東横地

菊川市赤土字州崎～
菊川市牛淵里

菊川市下平川字東方
田～菊川市牛淵里

菊川市、掛川市 菊川市、掛川市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bous
ai/shinsui_kiku/

中部地方整備局
浜松河川国道事務

所
菊川水系 牛淵川 ○ 堂山 菊川市堂山新田

合流点～菊川市赤土
字州崎

合流点～菊川市下平
川字東方田

菊川市、掛川市 菊川市、掛川市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bous
ai/shinsui_kiku/

中部地方整備局
浜松河川国道事務

所
菊川水系 下小笠川 ○ 川久保 掛川市川久保

合流点～掛川市下土
方字椿藪

合流点～掛川市下土
方字椿藪

菊川市、掛川市 菊川市、掛川市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bous
ai/shinsui_kiku/

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

中部地方整備局 豊橋河川事務所 豊川水系 豊川 ○ 石田 新城市庭野 13.4k～27.6k 13.4k～27.6k 新城市、豊川市、豊橋市 新城市、豊川市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai

/shinsui/toyokawa/toyogawa.html

中部地方整備局 豊橋河川事務所 豊川水系 豊川 ○ 当古 豊川市当古町 0.0k～13.4k 0.0k～13.4k 豊橋市 豊川市、豊橋市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai

/shinsui/toyokawa/toyogawa.html

中部地方整備局 豊橋河川事務所 豊川水系 豊川放水路 ○ 放水路第一 豊川市柑子町 0.0k～6.6k 0.0k～6.6k 豊川市、豊橋市 豊川市、豊橋市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai

/shinsui/toyokawa/toyogawa_housui.html

中部地方整備局 豊橋河川事務所 矢作川水系 矢作川 ○ 高橋 豊田市中島町 29.4k～41.8k 29.4k～41.8k 豊田市、岡崎市 豊田市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai

/shinsui/yahagigawa/index.html

中部地方整備局 豊橋河川事務所 矢作川水系 矢作川 ○ 岩津 岡崎市西蔵前町 9.5k～29.4k 9.5k～29.4k 岡崎市、西尾市、幸田町 豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、高浜市、知立市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai
/shinsui/yahagigawa/index.html

中部地方整備局 豊橋河川事務所 矢作川水系 矢作川 ○ 米津 西尾市米津町 -2.2k～9.5k -2.2k～9.5k 西尾市 西尾市、碧南市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai

/shinsui/yahagigawa/index.html

中部地方整備局 庄内川河川事務所 庄内川水系 庄内川 ○ 枇杷島
愛知県清須市西枇杷
島町小田井一丁目

名古屋市
名古屋市、清須市、あ
ま市、大治町

名古屋市
名古屋市、北名古屋市、清須市、あま市、大治町、蟹江町、
一宮市、稲沢市

○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bo

usai/shinsui/

中部地方整備局 庄内川河川事務所 庄内川水系 庄内川 ○ 志段味
愛知県名古屋市守山
区中志段味舟場

名古屋市、瀬戸市 名古屋市、春日井市 名古屋市、瀬戸市
名古屋市、春日井市、北名古屋市、小牧市、豊山町、清須
市、あま市

○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bo

usai/shinsui/

中部地方整備局 庄内川河川事務所 庄内川水系 庄内川 ○ 多治見
岐阜県多治見市豊岡
町三丁目

多治見市 多治見市 多治見市 多治見市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bo

usai/shinsui/

中部地方整備局 庄内川河川事務所 庄内川水系 庄内川 ○ 土岐
岐阜県土岐市土岐津
町高山

土岐市 土岐市 土岐市 多治見市、土岐市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bo

usai/shinsui/

中部地方整備局 庄内川河川事務所 庄内川水系 矢田川 ○ 瀬古
愛知県名古屋市守山
区川西一丁目

名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bo

usai/shinsui/

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 木曽川 ○ 今渡 可児市今渡町西浅間

64.4km+100m～今渡ダ
ム直下流　70.4km

61.2km～今渡ダム直
下流 70.4km

可児市 美濃加茂市、坂祝町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 木曽川 ○ 犬山 犬山市栗栖 43.2km～64.4km+100m 43.4km～61.2km

名古屋市（西区、中川区、港区）、一宮市、津島市、犬山市、
江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古
屋市、弥富市、あま市、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛
島村、各務原市

岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 木曽川 ○ 笠松

羽島郡笠松町柳原町
地先

22.8km+100m～43.2km 24.4km～43.4km
名古屋市（西区、中川区、港区）、一宮市、津島市、江南市、
稲沢市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、大
治町、蟹江町、飛島村

岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 長良川 ○ 忠節

岐阜市忠節町５丁目
地先

40.0km+100m～56.2km 39.8km～56.2km 岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町
岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、海津市、養老
町、輪之内町、安八町、北方町

○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 長良川 ○ 墨俣 大垣市墨俣町字下町

木曽川合流点 
24.4km+100m～
40.0km+100m

30.2km～39.8km 岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町
岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、海津市、養老
町、輪之内町、安八町、北方町

○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 伊自良川 ○ 古川橋

岐阜市木田柿ヶ瀬地
先

長良川合流点0.0km～
繰舟橋 5.6km

長良川合流点0.0km～
繰舟橋 5.6km

岐阜市 岐阜市、瑞穂市、北方町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 揖斐川 ○ 岡島

揖斐郡揖斐川町岡島
地先

44.0km～川口橋 
61.0km

44.0km～川口橋 
61.0km

岐阜市、大垣市、瑞穂市、本巣市、海津市、養老町、神戸
町、輪之内町、安八町、北方町

大垣市、瑞穂市、神戸町、揖斐川町、大野町、池田町 ○

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 揖斐川 ○ 万石 大垣市万石地先 27.2km～44.0km 27.8km～44.0km

大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、海津市、養老町、輪之内
町、安八町、北方町

大垣市、養老町、神戸町、輪之内町 ○

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 根尾川 ○ 山口 揖斐郡大野町稲富

揖斐川合流点0.0km～
山口頭首工 
12.0km+100m

揖斐川合流点0.0km～
山口頭首工 
12.0km+100m

岐阜市、大垣市、瑞穂市、本巣市、輪之内町、安八町、北方
町

神戸町、大野町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 牧田川 ○ 烏江

養老郡養老町烏江地
先

揖斐川合流点0.0km～
広瀬橋 15.8km

揖斐川合流点0.0km～
広瀬橋 15.8km

大垣市、養老町、垂井町 海津市、養老町、輪之内町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 杭瀬川 ○ 塩田橋

大垣市静里町川足地
先

相川合流点 
5.0km+100m～塩田橋 
8.8km

相川合流点 
5.0km+100m～塩田橋 
8.8km

大垣市、輪之内町 大垣市、養老町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川上流河川事

務所
木曽川水系 杭瀬川 ○ 高渕 大垣市高渕町地先

牧田川合流点0.0km～
相川合流点 
5.0km+100m

牧田川合流点0.0km～
相川合流点 
5.0km+100m

大垣市、輪之内町 養老町 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/sh
insuisoutei/index.html

中部地方整備局
木曽川下流河川事

務所
木曽川水系 木曽川 ○ 木曽成戸

岐阜県海津市海津町
成戸

河口(-2.0k-162m)～上
下流管理境界
(22.8k+90m)

河口(0.0k-55m)～上下
流管理境界(24.4k)

稲沢市、津島市、愛西市、弥富市、蟹江町、飛島村、木曽岬
町

海津市、桑名市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/fl
ood/kiso/index.html

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



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

中部地方整備局
木曽川下流河川事

務所
木曽川水系 長良川 ○ 長良成戸

岐阜県海津市海津町
成戸

揖斐川合流点(2.8k)～
上下流管理境界
(24.4k+113m)

揖斐川合流点(5.4k-
160m)～上下流管理境
界(30.2k)

愛西市、桑名市 羽島市、海津市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/fl
ood/nagara/index.html

中部地方整備局
木曽川下流河川事

務所
木曽川水系 揖斐川 ○ 今尾

岐阜県養老郡養老町
大巻

河口(-1.0k)～長良川
左岸合流点(2.8k)、長
良川右岸合流点(5.4k-
160m)～上下流管理境
界(26.8k)

河口(-0.6k)～上下流
管理境界(24.8k+50m)

海津市 海津市、桑名市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/fl
ood/ibi/index.html

中部地方整備局
木曽川下流河川事

務所
木曽川水系 多度川 ○ 多度橋

三重県桑名市多度町
香取

揖斐川合流点(0.2k)～
大臣管理区間
(1.8k+220m)

揖斐川合流点(0.2k)～
大臣管理区間
(1.8k+154m)

海津市、桑名市 桑名市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/fl
ood/tado/index.html

中部地方整備局
木曽川下流河川事

務所
木曽川水系 肱江川 ○ 肱江川

三重県桑名市多度町
中須

揖斐川合流点(0.2k)～
大臣管理区間
(2.0k+99m)

揖斐川合流点(0.2k)～
大臣管理区間
(2.0k+97m)

桑名市 桑名市 ○
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/fl
ood/hijie/index.html

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
鈴鹿川水系 鈴鹿川 ○ 亀山 亀山市野村町海本 亀山市、鈴鹿市 亀山市、鈴鹿市 亀山市、鈴鹿市 亀山市、鈴鹿市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
鈴鹿川水系 鈴鹿川 ○ 高岡 鈴鹿市一の宮町 鈴鹿市、四日市市 鈴鹿市、四日市市 鈴鹿市、四日市市 鈴鹿市、四日市市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
鈴鹿川水系 鈴鹿川派川 ○ 高岡 鈴鹿市一の宮町 鈴鹿市、四日市市 鈴鹿市、四日市市 鈴鹿市、四日市市 鈴鹿市、四日市市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
鈴鹿川水系 内部川 ○ 河原田 四日市市河原田町 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
鈴鹿川水系 安楽川 ○ 川崎 亀山市田村町 鈴鹿市 鈴鹿市、亀山市 鈴鹿市 鈴鹿市、亀山市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
雲出川水系 雲出川 ○ 大仰 津市一志町大仰 津市 津市、松阪市 津市 津市、松阪市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
雲出川水系 雲出川 ○ 雲出橋 松阪市小野江町 津市 津市、松阪市 津市 津市、松阪市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
雲出川水系 雲出古川 ○ 雲出橋 松阪市小野江町 津市 津市、松阪市 津市 津市、松阪市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
雲出川水系 中村川 ○ 島田橋 松阪市嬉野八田町 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
雲出川水系 波瀬川 ○ 下川原橋 津市一志町井関 津市 津市 津市 津市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
櫛田川水系 櫛田川 ○ 両郡 多気郡多気町相可 松阪市 松阪市、多気町 松阪市 松阪市、多気町 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
櫛田川水系 櫛田川 ○ 櫛田橋 松阪市豊原町 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市、多気町、明和町 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
櫛田川水系 佐奈川 ○ 西山橋 多気郡多気町西山 多気郡多気町 多気郡多気町 多気町 多気町 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
宮川水系 宮川 ○ 岩出 度会郡玉城町岩出 伊勢市、玉城町 伊勢市 伊勢市、玉城町 伊勢市 ○

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

中部地方整備局
三重河川国道事務

所
宮川水系 勢田川 ○ 岡本 伊勢市岡本町 伊勢市 伊勢市 伊勢市 伊勢市 ○

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



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

近畿地方整備局 淀川河川事務所 淀川水系 淀川 ○ 枚方 大阪府枚方市桜町
桂川、宇治川、木津川
三川の合流点から海ま
で

桂川、宇治川、木津川
三川の合流点から海ま
で

大阪府大阪市、大阪府守口市、大阪府枚方市、大阪府寝屋
川市、大阪府大東市、大阪府門真市、大阪府東大阪市、京
都府八幡市

大阪府大阪市、大阪府吹田市、大阪府豊中市大島町３丁目
の一部、大阪府高槻市、大阪府茨木市、大阪府摂津市、大
阪府三島郡島本町、京都府乙訓郡大山崎町

○

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/activity

/maintenance/possess/sim/bosai_sonae_0

1hyo.html

近畿地方整備局 淀川河川事務所 淀川水系 宇治川 ○ 槇尾山
京都府宇治市宇治山
王

京都府宇治市宇治塔
之川36番の2地先から
桂川、宇治川、木津川
三川の合流点まで

京都府宇治市大字紅
斎25番の8から桂川、
宇治川、木津川三川の
合流点まで

京都府京都市伏見区、京都府宇治市、京都府城陽市上津屋
地区、京都府城陽市平川地区、京都府八幡市長町地区、京
都府八幡市樋ノ口地区、京都府八幡市川口高原地区、京都
府久世郡久御山町

京都府京都市伏見区、京都府宇治市、京都府八幡市長町地
区、京都府久世郡久御山町

○

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/activity

/maintenance/possess/sim/bosai_sonae_0

1hyo.html

近畿地方整備局 淀川河川事務所 淀川水系 木津川 ○ 加茂
京都府木津川市加茂
町北船屋

京都府木津川市加茂
町山田野田3から淀川
への合流点まで

京都府相楽郡和束町
大字木屋字桶渕22-2
から淀川への合流点ま
で

京都府八幡市、京都府京田辺市松井区、京都府京田辺市西
八区、京都府京田辺市東林区、京都府京田辺市健康村自治
会、京都府京田辺市岡村区、京都府京田辺市三野区、京都
府京田辺市薪区、京都府京田辺市新田辺東住宅自治会、京
都府京田辺市新田辺西住宅自治会、京都府京田辺市田辺
団地、京都府京田辺市浜新田、京都府京田辺市田辺区、京
都府京田辺市河原区、京都府京田辺市東区、京都府京田辺
市草内区、京都府京田辺市新興戸自治会、京都府京田辺市
山本区、京都府京田辺市二又区、京都府京田辺市出垣内
区、京都府京田辺市江津区、京都府木津川市吐師、京都府
木津川市相楽、京都府木津川市木津町、京都府木津川市木
津、京都府木津川市鹿背山、京都府木津川市加茂町大野、
京都府木津川市加茂町里、京都府木津川市加茂町駅西、京
都府木津川市加茂町駅東、京都府木津川市加茂町北、京都
府木津川市加茂町兎並、京都府相楽郡笠置町、京都府相楽
郡精華町、大阪府枚方市

京都府京都市伏見区、京都府宇治市、京都府城陽市市辺地
区、京都府城陽市観音堂地区、京都府城陽市久世地区、京
都府城陽市上津屋地区、京都府城陽市寺田地区、京都府城
陽市富野地区、京都府城陽市中地区、京都府城陽市長池地
区、京都府城陽市奈島地区、京都府城陽市平川地区、京都
府城陽市枇杷庄地区、京都府城陽市水主地区、京都府八幡
市、京都府木津川市山城町上狛、京都府木津川市山城町綺
田、京都府木津川市山城町平尾、京都府木津川市山城町北
河原、京都府木津川市山城町椿井、京都府久世郡久御山
町、京都府綴喜郡井手町玉水区、京都府綴喜郡井手町高月
区、京都府綴喜郡井手町水無区、京都府綴喜郡井手町上井
手区、京都府綴喜郡井手町西部区、京都府綴喜郡井手町石
垣区、京都府綴喜郡井手町東部区、京都府綴喜郡井手町南
区、京都府綴喜郡井手町南部区、京都府綴喜郡井手町北
区、京都府綴喜郡井手町北部区、京都府相楽郡笠置町、京
都府相楽郡和束町

○

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/activity

/maintenance/possess/sim/bosai_sonae_0

1hyo.html

近畿地方整備局 淀川河川事務所 淀川水系 桂川 ○ 桂
京都市西京区桂浅原
町

京都府京都市右京区
嵯峨亀ノ尾町無番地か
ら淀川合流点まで

京都府京都市西京区
嵐山元禄山町国有林
38林班ル小班地先か
ら淀川への合流点まで

京都府京都市下京区、京都府京都市南区、京都府京都市右
京区、京都府京都市伏見区、京都府八幡市長町（宇治川以
北）地区、京都府久世郡久御山町

京都府京都市南区、京都府京都市伏見区、京都府京都市西
京区、京都府向日市物集女、京都府向日市寺戸、京都府向
日市森本、京都府向日市鶏冠井、京都府向日市上植野、京
都府長岡京市、京都府乙訓郡大山崎町、大阪府三島郡島本
町

○

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/activity

/maintenance/possess/sim/bosai_sonae_0

1hyo.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
加古川水系 加古川 ○ 板波

西脇市高松町中川原
537-13

兵庫県加東市多井田
字大上48番地先から
美濃川合流点まで

兵庫県加東市上滝野
字塩谷1番1地先から
美濃川合流点まで

（兵庫県）兵庫県小野市池尻町、兵庫県小野市市場町、兵庫
県小野市王子町、兵庫県小野市大島町、兵庫県小野市樫山
町、兵庫県小野市片山町、兵庫県小野市鹿野町、兵庫県小
野市喜多町、兵庫県小野市久保木町、兵庫県小野市久茂
町、兵庫県小野市敷地町、兵庫県小野市下大部町、兵庫県
小野市下来住町、兵庫県小野市住永町、兵庫県小野市高田
町、兵庫県小野市垂井町、兵庫県小野市田園町、兵庫県小
野市西本町、兵庫県小野市葉多町、兵庫県小野市古川町、
兵庫県小野市丸山町
（兵庫県）兵庫県加東市家原、兵庫県加東市出水、兵庫県加
東市上田、兵庫県加東市多井田、兵庫県加東市貝原、兵庫
県加東市北野、兵庫県加東市窪田、兵庫県加東市久保木
町、兵庫県加東市佐保、兵庫県加東市沢部、、兵庫県加東
市新町、兵庫県加東市曽我、兵庫県加東市田中、兵庫県加
東市大門、兵庫県加東市鳥居、兵庫県加東市中古瀬、兵庫
県加東市西古瀬、兵庫県加東市西垂水、兵庫県加東市野
村、兵庫県加東市古川町、兵庫県加東市福吉、兵庫県加東
市穂積
（兵庫県）兵庫県三木市別所町正法寺

（兵庫県）兵庫県小野市粟生町、兵庫県小野市阿形町、兵庫
県小野市旭新町、兵庫県小野市旭町、兵庫県小野市河合中
町、兵庫県小野市河合西町、兵庫県小野市来住町、兵庫県
小野市黍田町、兵庫県小野市昭和町、兵庫県小野市新部
町、兵庫県小野市神明町、兵庫県小野市西脇町、兵庫県小
野市復井町、兵庫県小野市三和町
（兵庫県）兵庫県加東市河高、兵庫県加東市下滝野（一丁目
～五丁目）
（兵庫県）兵庫県加西市網引町

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri
ver/database/shinsui/kako_map.html

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
加古川水系 万願寺川 ○ 万願寺

小野市西脇町神子ヶ
渕

小野市西脇町字古新
田林100番地先～加古
川合流点まで

小野市西脇町字池の
尻792番地先～加古川
合流点まで

（兵庫県）兵庫県小野市粟生町 （兵庫県）兵庫県小野市阿形町、兵庫県小野市西脇町 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri
ver/database/shinsui/kako_map.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
加古川水系 東条川 ○ 国包 加古川市上荘町国包

小野市久保木町字下
川田1211番3地先～加
古川合流点まで

小野市古川町字川ノ上
785番3地先～加古川
合流点まで

（兵庫県）兵庫県小野市喜多町、兵庫県小野市高田町、兵庫
県小野市鹿野町

（兵庫県）兵庫県小野市古川町
（兵庫県）兵庫県加東市西古瀬

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri
ver/database/shinsui/kako_map.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 揖保川 ○ 山崎第二 宍粟市山崎町船元

兵庫県宍粟市一宮町
安積字ドウドウ873番
地先から菅野川合流
点まで

兵庫県宍粟市一宮町
安積字岩谷山1409の2
番地先から菅野川合
流点まで

（兵庫県）兵庫県宍粟市一宮町（安黒、伊和、嶋田、杉田、須
行名、西安積、東市場）、兵庫県宍粟市山崎町（上寺、宇原、
上比地、川戸、岸田、木ノ谷、高所、神谷、鹿沢、下宇原、須
賀沢、杉ケ瀬、清野、鶴木、中、野々上、三谷、矢原、）

（兵庫県）兵庫県宍粟市一宮町（安積、閏賀）、兵庫県宍粟市
山崎町（五十波、生谷、今宿、御名、金谷、田井、下広瀬、下
比地、庄能、千本屋、段、中井、中広瀬、中比地、野、船元、
三津、山崎、山田、与位）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

（兵庫県） 兵庫県加古川市尾上町（旭一丁目～旭三丁目、
池田、今福、口里、長田、安田、養田、養田一丁目～養田三
丁目）、兵庫県加古川市加古川町（粟津、稲屋、大野、河原、
北在家、木村、寺家町、篠原町、友沢、中津、西河原、平野、
備後、本町、溝之口、南備後、美乃利）、兵庫県加古川市金
沢町、兵庫県加古川市新神野（一丁目～八丁目）、兵庫県神
野町（石守、石守三丁目、神野、西条、西之山、日岡苑、福
留）、兵庫県加古川市野口町（坂井、坂元、坂元北一丁目～
坂元北五丁目、長砂、水足、良野）、兵庫県加古川市平岡町
（一色、一色西一丁目、一色西二丁目、一色東一丁目～一
色東三丁目、中野、八反田）、兵庫県加古川市西条山手（一
丁目、二丁目）、兵庫県加古川市別府町（朝日町、石町、新
野辺、新野辺北町一丁目～新野辺北町八丁目、中島町、西
町、西脇、西脇二丁目、西脇三丁目、東町、別府、本町一丁
目、本町二丁目、緑町、港町、宮田町、元町）、兵庫県加古川
市八幡町（上西条、下村、宗佐、中西条、野村、船町）
（兵庫県）兵庫県播磨町北本荘（六丁目、七丁目）、兵庫県播
磨町宮西（一丁目、二丁目）

（兵庫県）兵庫県姫路市別所町小林
（兵庫県） 兵庫県加古川市上荘町（井ノ口、小野、薬栗、国
包、都染、見土呂）、兵庫県加古川市志方町横大路、兵庫県
加古川市西神吉町（大国、岸、辻、中西、西村）、兵庫県加古
川市東神吉町（天下原、砂部、神吉、出河原、西井之口、升
田）、兵庫県加古川市平荘町（池尻、一本松、神木、小畑、
里、西山、養老）、兵庫県加古川市米田町（船頭、平津）
（兵庫県）兵庫県高砂市阿弥陀、兵庫県高砂市阿弥陀町（阿
弥陀、魚橋、生石、北池、南池）、兵庫県高砂市荒井町（扇
町、御旅一丁目、御旅二丁目、紙町、小松原一丁目～小松
原四丁目、新浜一丁目、新浜二丁目、千鳥一丁目～千鳥三
丁目、中新町、中町、蓮池一丁目～蓮池三丁目、東本町、日
之出町、南栄町、若宮町）、兵庫県高砂市伊保（一丁目～四
丁目）、兵庫県高砂市伊保崎（一丁目～六丁目）、兵庫県高
砂市伊保崎南、兵庫県高砂市伊保町（梅井、中筋）、兵庫県
高砂市伊保東（一丁目、二丁目）、兵庫県高砂市伊保港町
（一丁目、二丁目）、兵庫県高砂市今市（一丁目、二丁目）、
兵庫県高砂市梅井（一丁目～六丁目）、兵庫県高砂市春日
野町、兵庫県高砂市神爪（一丁目～五丁目）、兵庫県高砂市
金ヶ田町、兵庫県高砂市時光寺町、兵庫県高砂市松陽（一
丁目～四丁目）、兵庫県高砂市末広町、兵庫県高砂市曽根
町、兵庫県高砂市高砂町（相生町、藍屋町、朝日町一丁目、
朝日町二丁目、今津町、魚町、戎町、沖浜町、鍵町、鍛冶屋
町、狩網町、木曽町、北渡海町、北本町、細工町、材木町、
栄町、清水町、次郎助町、船頭町、大工町、高瀬町、田町、
釣船町、西宮町、農人町、浜田町一丁目、浜田町二丁目、東
農人町、東浜町、東宮町、松波町、南材木町、南渡海町、南
浜町、南本町、宮前町、向島町、横町、猟師町）、兵庫県高砂
市高須、兵庫県高砂市童山、兵庫県高砂市中島（一丁目～
三丁目）、兵庫県高砂市中筋（一丁目～五丁目）、兵庫県高
砂市西畑（一丁目～四丁目）、兵庫県高砂市緑丘（一丁目、
二丁目）、兵庫県高砂市美保里、兵庫県高砂市百合丘、兵
庫県高砂市米田団地、兵庫県高砂市米田町（神爪、古新、
塩市、島、米田、米田新、平津）
（兵庫県）兵庫県播磨町北本荘（六丁目、七丁目）、兵庫県播
磨町宮西（一丁目、二丁目）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri
ver/database/shinsui/kako_map.html

国包 加古川市上荘町国包
美濃川合流点から海ま
で

美濃川合流点から海ま
で

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
加古川水系 加古川 ○



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 中川 ○ 龍野 たつの市龍野町水神

揖保川(いぼがわ)から
の分岐点(ぶんきてん)
から海(うみ)まで

揖保川(いぼがわ)から
の分岐点(ぶんきてん)
から海(うみ)まで

（兵庫県）兵庫県姫路市網干区(興浜、浜田）
（兵庫県）兵庫県たつの市御津町（朝臣、碇岩、岩見、釜屋、
苅屋、黒崎、中島）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 元川 ○ 龍野 たつの市龍野町水神

中川からの分岐点から
中川との合流点まで

中川からの分岐点から
中川との合流点まで

（兵庫県）兵庫県たつの市御津町（苅屋）
（兵庫県）兵庫県たつの市御津町（朝臣、碇岩、岩見、釜屋、
黒崎、中島）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 林田川 ○ 誉 たつの市誉田町誉

たつの市龍野町片山
字川向492番地先の県
道中井橋～揖保川合
流点まで

たつの市龍野町片山
字川向492番地先の県
道中井橋～揖保川合
流点まで

（兵庫県）兵庫県姫路市網干区(大江島、大江島寺前町、大
江島古川町、興浜、垣内北町、垣内中町、垣内西町、垣内東
町、垣内本町、垣内南町、北新在家、坂出、坂上、新在家、
田井、高田、津市場、浜田、福井、宮内、余子浜、和久）、兵
庫県姫路市大津区恵美酒町（１丁目、２丁目）、姫路市大津
区大津町（1丁目～4丁目）、姫路市大津区勘兵衛町（1丁目
～5丁目）、兵庫県姫路市大津区（北天満町、吉美）、兵庫県
姫路市大津区新町（1丁目、2丁目）姫路市大津区天神町（1
丁目、2丁目）、兵庫県姫路市大津区（天満、長松、西土井、
平松、真砂町）、兵庫県姫路市勝原区（朝日谷、大谷、熊見、
宮田、山戸、丁）、兵庫県姫路市余部区（上川原、上余部、下
余部）
（兵庫県）兵庫県たつの市龍野町（中井）、兵庫県たつの市誉
田町（内山、福田、誉）
（兵庫県揖保郡）兵庫県太子町(阿曽、鵤、糸井、岩見構、老
原、王子、太田、沖代、佐用岡、下阿曽、常全、竹広、立岡、
塚森、東出、東南、東保、馬場、福地、船代、松尾、松ケ下、
宮本、矢田部、吉福、米田、蓮常寺)

（兵庫県）兵庫県たつの市揖保町（揖保上、揖保中、今市、
栄、東用、中臣、西構、萩原、真砂、松原、門前、山下）、兵庫
県たつの市神岡町（大住寺、東觜崎）、兵庫県たつの市龍野
町（旭町、大手、小宅北、片山、上川原、原町、北龍野、島
田、下霞城、水神町、末政、大道、立町、堂本、中霞城、中
村、日飼、日山、福の神、宮脇、門の外、柳原、四箇）、たつ
の市龍野町下川原（1丁目、2丁目、3丁目、4丁目）、兵庫県
たつの市龍野町富永（1丁目～4丁目）、兵庫県たつの市龍野
町本町（1丁目～4丁目）、兵庫県たつの市誉田町（井上、片
吹、上沖、下沖、長真、広山、高駄）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 栗栖川 ○ 東栗栖 たつの市新宮町芝田

たつの市新宮町平野
字前ヶ原562番地先の
県道平野橋～揖保川
合流点まで

たつの市新宮町平野
字前ヶ原562番地先の
県道平野橋～揖保川
合流点まで

（兵庫県）兵庫県たつの市新宮町（井野原、大屋、上笹、北
村、香山、芝田、佐野、下笹、下野、下野田、新宮、仙正、曽
我井、段之上、中野庄、觜崎、平野、船渡、宮内、吉島）

（兵庫県）兵庫県たつの市新宮町（野保、馬立） ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 引原川 ○ 三軒家 宍粟市一宮町三軒家

宍粟市一宮町安積一
ツ橋319番地先の閏賀
井堰下流端～揖保川
合流点まで

宍粟市一宮町安積一
ツ橋319番地先の閏賀
井堰下流端～揖保川
合流点まで

（兵庫県）兵庫県宍粟市一宮町（安積、安黒、伊和、嶋田、須
行名、東市場）

（兵庫県）兵庫県宍粟市一宮町（閏賀、杉田、西安積） ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/ri

ver/database/shinsui/ibo_map.html

（兵庫県）兵庫県姫路市網干区(大江島、大江島寺前町、大
江島古川町、興浜、垣内北町、垣内中町、垣内西町、垣内東
町、垣内本町、垣内南町、北新在家、坂出、坂上、新在家、
田井、高田、津市場、浜田、福井、宮内、余子浜、和久）、兵
庫県姫路市大津区恵美酒町（１丁目、２丁目）、姫路市大津
区大津町（1丁目～4丁目）、姫路市大津区勘兵衛町（1丁目
～5丁目）、兵庫県姫路市大津区（北天満町、吉美）、兵庫県
姫路市大津区新町（1丁目、2丁目）姫路市大津区天神町（1
丁目、2丁目）、兵庫県姫路市大津区（天満、長松、西土井、
平松、真砂町）、兵庫県姫路市勝原区（朝日谷、大谷、熊見、
宮田、山戸、丁）、兵庫県姫路市広畑区吾妻町（1丁目～3丁
目）、兵庫県姫路市広畑区大町（1丁目～3丁目）、兵庫県姫
路市広畑区（北河原町、小坂、才、則直、富士町）、兵庫県姫
路市広畑区北野町（1丁目、2丁目）、兵庫県姫路市広畑区小
松町（1丁目～4丁目）、兵庫県姫路市広畑区清水町（1丁目、
2丁目）、兵庫県姫路市広畑区末広町（1丁目～3丁目）、兵庫
県姫路市広畑区正門通（1丁目～4丁目）、兵庫県姫路市広
畑区高浜町（1丁目～4丁目）、兵庫県姫路市広畑区鶴町（１
丁目、２丁目）、兵庫県姫路市広畑区長町（1丁目、2丁
目）、、兵庫県姫路市広畑区早瀬町（1丁目～3丁目）、兵庫
県姫路市広畑区東新町（1丁目～3丁目）、、兵庫県姫路市広
畑区本町（1丁目～6丁目）、兵庫県姫路市広畑区夢前町（1
丁目～4丁目）、兵庫県姫路市余部区（上川原、上余部、下
余部）
（兵庫県）兵庫県たつの市揖保町（揖保上、揖保中、今市、
栄、東用、中臣、西構、萩原、真砂、松原、門前、山下）、兵庫
県たつの市神岡町（大住寺、東觜崎）、兵庫県たつの市龍野
町（旭町、大手、小宅北、片山、上川原、原町、北龍野、島
田、下霞城、水神町、末政、大道、立町、堂本、中井、中霞
城、中村、日飼、日山、福の神、宮脇、門の外、柳原、四箇）、
たつの市龍野町下川原（1丁目、2丁目、3丁目、4丁目）、兵
庫県たつの市龍野町富永（1丁目～4丁目）、兵庫県たつの市
龍野町本町（1丁目～4丁目）、兵庫県たつの市誉田町（井
上、内山、片吹、上沖、下沖、長真、広山、福田、誉、高駄）
（兵庫県揖保郡）兵庫県太子町(阿曽、鵤、糸井、岩見構、老
原、王子、太田、沖代、佐用岡、下阿曽、常全、竹広、立岡、
塚森、東出、東南、東保、馬場、福地、船代、松尾、松ケ下、
宮本、矢田部、吉福、米田、蓮常寺)

（兵庫県）兵庫県たつの市揖西町（芦原台、小神、清水）、兵
庫県たつの市揖保川町（市場、馬場、浦部、片島、、神戸北
山、黍田、金剛山、正條、新在家、野田、原、半田、袋尻、二
塚、本條、養久、山津屋）、兵庫県たつの市新宮町（野保、井
野原、馬立、大屋、上笹、北村、香山、芝田、佐野、下笹、下
野、下野田、新宮、仙正、曽我井、段之上、中野庄、觜崎、平
野、船渡、宮内、吉島）、兵庫県たつの市御津町（朝臣、碇
岩、岩見、釜屋、苅屋、黒崎、中島）

近畿地方整備局
姫路河川国道事務

所
揖保川水系 揖保川 ○ 龍野 たつの市龍野町水神

菅野川合流点から海ま
で

菅野川合流点から海ま
で

○



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局
木津川上流河川事

務所
淀川水系 木津川 ○ 岩倉 三重県伊賀市岩倉

三重県伊賀市大内字
川原2686番の1地先か
ら京都府相楽郡笠置
町笠置字野田坂1まで

三重県伊賀市守田町
荒内大内橋地先から
京都府相楽郡笠置町
大字切山小字宮毛田3
まで

奈良県奈良市広岡町地区、京都府相楽郡笠置町、京都府相
楽郡南山城村、三重県伊賀市島ヶ原地区、三重県伊賀市長
田地区、三重県伊賀市朝屋地区、三重県伊賀市大野木地
区、三重県伊賀市大内地区、三重県伊賀市笠部地区、三重
県伊賀市猪田地区

京都府相楽郡笠置町、京都府相楽郡和束町、京都府相楽郡
南山城村、三重県伊賀市島ヶ原地区、三重県伊賀市岩倉地
区、三重県伊賀市西高倉地区、三重県伊賀市東高倉地区、
三重県伊賀市小田町、三重県伊賀市木興町地区、三重県伊
賀市上野下幸坂町地区、三重県伊賀市八幡町地区、三重県
伊賀市守田町地区、三重県伊賀市西山地区、三重県伊賀市
久米町地区、三重県伊賀市四十九町地区

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zo

ne/

近畿地方整備局
木津川上流河川事

務所
淀川水系 服部川 ○ 岩倉 三重県伊賀市岩倉

三重県伊賀市服部町
字向中川原2145番の1
地先から木津川合流
点まで

三重県伊賀市服部町
字上河原1354番の1地
先から木津川合流点ま
で

三重県伊賀市東高倉地区、三重県伊賀市小田町地区、三重
県伊賀市平野北谷地区、三重県伊賀市平野山之下地区、三
重県伊賀市平野見能地区、三重県伊賀市平野樋之口地区、
三重県伊賀市平野城北町地区、三重県伊賀市平野上川原
地区、三重県伊賀市平野六反田地区、三重県伊賀市平野西
町地区、三重県伊賀市平野清水地区、三重県伊賀市平野中
川原地区、三重県伊賀市服部町地区

三重県伊賀市東高倉地区、三重県伊賀市三田地区、三重県
伊賀市服部町地区

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zo

ne/

近畿地方整備局
木津川上流河川事

務所
淀川水系 柘植川 ○ 岩倉 三重県伊賀市岩倉

三重県伊賀市山神字
竹ノ下272番地先から
服部川合流点まで

三重県伊賀市山神字
谷尻404番地先から服
部川合流点まで

三重県伊賀市三田地区、三重県伊賀市山神地区、三重県伊
賀市土橋地区、三重県伊賀市西条地区

三重県伊賀市三田地区、三重県伊賀市大谷地区、三重県伊
賀市山神地区、三重県伊賀市土橋地区

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zo

ne/

近畿地方整備局
木津川上流河川事

務所
淀川水系 名張川 ○ 名張 三重県名張市南町

三重県名張市大字下
比奈知松尾411番地地
先から奈良県山辺郡
山添村吉田1133番の2
地先まで

三重県名張市大字下
比奈知下垣内1186番
地地先から三重県伊
賀市大滝970番地地先
まで

奈良県山辺郡山添村、三重県名張市薦生地区、三重県名張
市夏秋地区、三重県名張市松原町地区、三重県名張市大屋
戸地区、三重県名張市葛尾地区、三重県名張市桔梗が丘１
番町の一部、三重県名張市栄町地区、三重県名張市黒田地
区、三重県名張市箕曲中村地区、三重県名張市瀬古口地
区、三重県名張市夏見地区

奈良県山辺郡山添村、三重県名張市八幡地区、三重県名張
市家野地区、三重県名張市蔵持町里地区、三重県名張市蔵
持町原出地区、三重県名張市蔵持町芝出地区、三重県名張
市東町地区、三重県名張市朝日町地区、三重県名張市上八
町地区、三重県名張市松崎町地区、三重県名張市木屋町地
区、三重県名張市南町地区、三重県名張市豊後町地区、三
重県名張市新町地区、三重県名張市丸ノ内地区、三重県名
張市平尾地区、三重県名張市本町地区、三重県名張市上本
町地区、三重県名張市中町地区、三重県名張市榊町地区、
三重県名張市柳原町地区、三重県名張市鍛冶町地区、三重
県名張市夏見地区

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zo

ne/

近畿地方整備局
木津川上流河川事

務所
淀川水系 宇陀川 ○ 名張 三重県名張市南町

奈良県宇陀市室生区
大野1469番地地先か
ら名張川合流点まで

奈良県宇陀市室生区
大野3846番地地先か
ら名張川合流点まで

奈良県宇陀市室生三本松地区、奈良県宇陀市室生大野地
区、三重県名張市黒田地区、三重県名張市結馬地区、三重
県名張市井手地区、三重県名張市安部田地区

奈良県宇陀市室生三本松地区、奈良県宇陀市室生大野地
区、奈良県宇陀市室生砥取地区、三重県名張市箕曲中村地
区、三重県名張市赤目町相楽地区、三重県名張市赤目町新
川地区、三重県名張市赤目町丈六地区、三重県名張市矢川
地区、三重県名張市安部田地区、三重県名張市赤目町一ノ
井地区

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zo

ne/

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 淀川水系 野洲川 ○ 野洲 滋賀県野洲市野洲
湖南市石部北4丁目
2193番地先～琵琶湖
への流入点

湖南市菩提寺字平尾
2111番9地先～琵琶湖
への流入点

草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市 守山市、野洲市、湖南市、近江八幡市 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/simulation

/sinsuisoutei/index.html

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 淀川水系 瀬田川 ○ 関ノ津 滋賀県大津市関津
瀬田川洗堰～大津市
関津2丁目341番3地先

瀬田川洗堰～大津市
石山南郷町1220番1地
先

大津市 大津市 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/simulation

/sinsuisoutei/index2.html

近畿地方整備局 猪名川河川事務所 淀川水系 猪名川 ○ 小戸 大阪府池田市西本町
大阪府池田市古江町
69番地先
～神崎川への合流点

兵庫県川西市滝山字
上ノ宮9番地先
～神崎川への合流点

豊中市（稲津町、蛍池西町３丁目、原田元町、原田西町、原
田中、原田南、今在家町、三国、三和町、庄内栄町、庄内幸
町、庄内西町、庄内東町、庄内宝町、庄本町、上津島、神州
町、千成町、曽根西町１丁目及び２丁目、曽根南町、走井２
丁目、大黒町、大島町、島江町、南空港町、二葉町、日出
町、服部元町１丁目、服部寿町、服部西町、服部南町、服部
豊町、穂積、名神口、野田町、利倉、利倉東）
池田市（ダイハツ町、栄町、栄本町、古江町、呉服町、室町、
城南２丁目、新町、神田、菅原町、西本町、中川原町、槻木
町、桃園、姫室町、豊島南２丁目、豊島北１丁目、満寿美町、
木部町）
伊丹市（下河原、中村、桑津１丁目から３丁目、 西桑津、 東
桑津、森本、口酒井１丁目から３丁目、口酒井字出口及び字
東川原、 岩屋）

豊中市（利倉西）
尼崎市（下食満、田能、上食満、中食満、下食満、椎堂、東園
田町）
川西市（栄根、栄町、鴬の森町、下加茂、加茂１丁目及び４
丁目から６丁目、火打、花屋敷１丁目、久代１丁目から２丁目
及び５丁目から６丁目、絹延町、出在家町、小花、小戸、滝山
町、中央町、東久代、南花屋敷１丁目及び４丁目、日高町、
萩原１丁目、美園町）
伊丹市（伊丹１丁目及び５丁目から８丁目、稲野町１丁目か
ら５丁目及び７丁目、御願塚２丁目から４丁目、若菱町、鋳物
師１丁目及び３丁目から５丁目、東有岡、藤ノ木、南町、南本
町３丁目から７丁目、梅ノ木２丁目、柏木町、平松３丁目から
７丁目、北伊丹、北園、北河原、北本町）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/safe/pre

vention/familiarity.html



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局 猪名川河川事務所 淀川水系 藻川 ○ 小戸 大阪府池田市西本町
猪名川からの分派点
～猪名川合流点

猪名川からの分派点
～猪名川合流点

豊中市（利倉西）
尼崎市（下食満、田能、上食満、中食満、下食満、椎堂、東園
田町）

尼崎市（下坂部、開明町、額田町、梶ケ島、瓦宮、久々知、
久々知西町、宮内町、琴浦町、金楽寺町、栗山町、建家町、
元浜町、玄番南之町、玄番北之町、戸ノ内町、御園、御園
町、口田中、杭瀬寺島、杭瀬南新町、杭瀬北新町、杭瀬本
町、高田町、今福、菜切山町、三反田町、寺町、次屋、汐町、
若王寺、小中島、昭和通、昭和南通３丁目から9丁目、上坂
部、常光寺、食満１丁目から３丁目及び５丁目から７丁目、神
崎町、神田中通、神田南通、神田北通、水明町、崇徳院、西
御園町、西向島町、西高洲町、西桜木町、西川、西大物町、
西長洲町、西難波町、西本町、西本町北通３丁目から５丁
目、善法寺町、大庄西町、大庄中通３丁目から５丁目、大西
町、大物町、竹谷町、中在家町、猪名寺、潮江、長洲西通、
長洲中通、長洲東通、長洲本通、塚口町１丁目から５丁目、
塚口本町１丁目から７丁目、東桜木町、東七松町２丁目、東
大物町、東塚口町、東難波町、東浜町、東本町、道意町、南
七松町、南城内、南清水、南竹谷町、南塚口町、尾浜町、
浜、浜田町３丁目から５丁目、富松町１丁目、扶桑町、武庫
川町、蓬川荘園、蓬川町、北城内、北大物町、北竹谷町、名
神町１丁目及び２丁目、弥生ケ丘町、立花町１丁目）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/safe/pre

vention/familiarity.html

近畿地方整備局
紀南河川国道事務

所
新宮川水系 熊野川 ○ 成川

三重県南牟婁郡紀宝
町

三重県南牟婁郡紀宝
町北檜杖字尾友平野
199番の1地先から海ま
で

和歌山県新宮市南檜
杖字滝下シ527番の1
地先から海まで

三重県紀宝町 和歌山県新宮市 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/shins
uisoutei.html

近畿地方整備局
紀南河川国道事務

所
新宮川水系 相野谷川 ○ 高岡

三重県南牟婁郡紀宝
町

三重県南牟婁郡紀宝
町大里字坂野前1904
番の1地先から熊野川
合流点まで

三重県南牟婁郡紀宝
町大里字上野998番地
先から熊野川合流点ま
で

三重県紀宝町 三重県紀宝町 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/shins

uisoutei.html

近畿地方整備局
紀南河川国道事務

所
新宮川水系 市田川 ○ 下田 和歌山県新宮市下田

和歌山県新宮市字下
田4259番地先の市道
橋から熊野川合流点ま
で

和歌山県新宮市字下
田4259番地先の市道
橋から熊野川合流点ま
で

和歌山県新宮市 和歌山県新宮市 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/shins

uisoutei.html

近畿地方整備局
福知山河川国道事

務所
由良川水系 由良川 ○ 綾部 京都府綾部市味方

京都府綾部市野田町
から京都府福知山市
前田まで

京都府綾部市味方町
から京都府福知山市
猪崎まで

京都府綾部市（野田町、寺町、並松町、川糸町、青野町、西
町、若竹町、本町、新宮町、月見町、田町、駅前通、幸通、西
新町、天神町、相生町、広小路、井倉新町、井倉町、宮代
町、岡町、延町、大島町、小貝町、高津町）
京都府福知山市（川北、土、前田）

京都府綾部市（味方町、里町、位田町、栗町、今田町、小西
町、石原町、舘町、豊里町、小貝町、私市町）
京都府福知山市（私市、川北、猪崎）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/bou

sai/sinsui_kuikizu/kuikizu.html

近畿地方整備局
福知山河川国道事

務所
由良川水系 由良川 ○ 福知山 京都府福知山市寺町

京都府福知山市前田
から海まで

京都府福知山市猪崎
から海まで

京都府福知山市（観音寺、輿、石原、戸田、川北、土、前田、
堀、土師、土師宮町、土師新町、猪崎、広峯町、東羽合町、
駅南町、駅前町、篠尾、篠尾新町、天田、末広町、岡ノ、裏
ノ、中ノ、内記、京、上新、下新、西長、東長、鍜冶、呉服、上
柳、下柳、上紺屋、下紺屋、西、菱屋、寺、鋳物師、厚、厚中
町、厚東町、昭和町、昭和新町、新庄、半田、奥野部、問屋
町、和久市、和久市町、岩井、岩井東町、荒河新町、荒河東
町、荒河、漆端、波江、牧、石本、勅使、立原、野花、上天
津、瘤木、長尾、一尾、下天津）
京都府福知山市大江町（日藤、公庄、蓼原、河守、天田内、
金屋、波美、北有路、三河、高津江）
京都府舞鶴市（大俣、地頭、西片寺、岡田由里、志高、大川、
八戸地、八田、丸田、和江）
京都府宮津市（石浦、由良）

京都府福知山市（猪崎、中、池部、安井、筈巻、下天津）
京都府福知山市大江町（夏間、在田、常津、尾藤、千原、南
有路、二箇）
京都府舞鶴市（桑飼上、桑飼下、久田美、三日市、上東、下
東、中山、水間、蒲江、油江、西神崎）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/bou
sai/sinsui_kuikizu/kuikizu.html

近畿地方整備局
福知山河川国道事

務所
由良川水系 土師川 ○ 福知山 京都府福知山市寺町

京都府福知山市堀か
ら由良川への合流点ま
で

京都府福知山市土師
から由良川への合流
点まで

京都府福知山市（堀、東羽合町、駅南町、駅前町、篠尾、篠
尾新町、天田、末広町、岡ノ、裏ノ、中ノ、内記、京、上新、下
新、西長、東長、鍜冶、呉服、上柳、下柳、上紺屋、下紺屋、
西、菱屋、寺、鋳物師、厚、厚中町、厚東町、昭和町、昭和新
町、新庄、半田、奥野部、問屋町、和久市、和久市町、岩井、
岩井東町、荒河新町、荒河東町、荒河）

京都府福知山市（堀、土師、土師宮町、土師新町） ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/bou

sai/sinsui_kuikizu/kuikizu.html

近畿地方整備局
福井河川国道事務

所
九頭竜川水系 九頭竜川 ○

中角水位観
測所

福井県福井市中角町
福井県吉田郡永平寺
町谷口１字総社山２１
８番地先から海まで

福井県吉田郡永平寺
町鳴鹿山鹿３５字逆水
沖５番１地先から海ま
で

福井市、永平寺町 福井市、坂井市、あわら市、永平寺町 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/disa

ster/disa01.html

近畿地方整備局
福井河川国道事務

所
九頭竜川水系 日野川 ○

深谷水位観
測所

福井県福井市三ツ屋
町

福井県福井市朝宮町３
２字１７番地先から九
頭竜川合流点まで

福井県福井市種池町２
７字勘要道３０番の１
地先から九頭竜川合
流点まで

福井市 福井市 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/disa

ster/disa01.html



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局
福井河川国道事務

所
北川水系 北川 ○

高塚水位観
測所

福井県小浜市高塚

福井県三方上中郡若
狭町新道７３号赤岩３
番地先の
瓜生大井根堰堤下流
端　から　海まで

福井県三方上中郡若
狭町瓜生７８号の２番
地先の
瓜生大井根堰堤下流
端　から  海まで

小浜市、若狭町 小浜市、若狭町 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/disa

ster/disa01.html

近畿地方整備局
福井河川国道事務

所
北川水系 遠敷川 ○

高塚水位観
測所

福井県小浜市高塚

福井県小浜市遠敷１１
２号鰐街道３６番の１
地先の
国道２７号遠敷橋　か
ら　北川幹川合流点ま
で

福井県小浜市国分４７
号馬場１０番の１地先
の国道２７号遠敷橋　
から　北川幹川合流点
まで

小浜市 小浜市 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/disa

ster/disa01.html

近畿地方整備局 大和川河川事務所 大和川水系 大和川 ○ 板東
奈良県大和郡山市額
田部南町

王寺町藤井～川西町
吐田

三郷町立野南～大和
郡山市額田部南町

奈良県
天理市（庵治町）
生駒郡安堵町（窪田）
磯城郡川西町（梅戸、下永、唐院、吐田、保田、結崎）
磯城郡三宅町（小柳、但馬、伴堂、屏風）
北葛城郡王寺町（王寺、葛下、久度、藤井、舟戸、本町、元
町）
北葛城郡広陵町（大場、萱野、沢）
北葛城郡河合町（池部、泉台、大輪田、川合、薬井、城内、長
楽、穴闇、西穴闇）

奈良県
大和郡山市（長安寺町、西町、額田部北町、額田部寺町、額
田部南町、八条町、宮堂町）
天理市(中町、二階堂北菅田町、二階堂南菅田町、南六条
町）
生駒郡三郷町（勢野西、勢野東、立野北、立野南）
生駒郡斑鳩町（阿波、五百井、稲葉車瀬、稲葉西、興留、小
吉田、神南、高安、服部、目安、目安北）
生駒郡安堵町（岡崎、笠目、かしの木台、窪田、西安堵、東
安堵）
磯城郡川西町（下永、吐田）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/prepare/

disaster/disa_03.html

大阪府
大阪市（天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、阿倍
野区、住吉区、東住吉区、西成区、住之江区、平野区、中央
区）
八尾市（相生町、青山町、曙川東、曙町、明美町、旭ヶ丘、跡
部北の町、跡部本町、跡部南の町、植松町、老原、太田、太
田新町、刑部、大字刑部、恩智北町、恩智中町、恩智南町、
垣内、柏村町、春日町、上尾町、上之島町北、上之島町南、
亀井町、萱振町、北亀井町、北木の本、北久宝寺、北本町、
木の本、大字木本、久宝寺、教興寺、空港、光南町、郡川、
小阪合町、桜ヶ丘、志紀町、志紀町西、志紀町南、渋川町、
清水町、神宮寺、神武町、末広町、荘内町、太子堂、田井
中、高町、高美町、高安町北、高安町南、竹渕、竹渕西、竹
渕東、天王寺屋、中田、永畑町、西木の本、西久宝寺、西高
安町、西弓削、沼、服部川、光町、東老原、東久宝寺、東太
子、東本町、東町、東山本新町、東山本町、東弓削、大字東
弓削、福栄町、福万寺町、福万寺町北、福万寺町南、二俣、
大字二俣、本町、松山町、緑ヶ丘、南植松町、南亀井町、南
木の本、南久宝寺、南小阪合町、南太子堂、南本町、都塚、
大字都塚、八尾木、大字八尾木、八尾木北、八尾木東、安中
町、山本高安町、山本町、山本町北、山本町南、弓削町、弓
削町南、陽光園、龍華町、若草町、若林町）

松原市（天美北）
柏原市（旭ヶ丘、石川町、円明町、片山町、国分市場、国分
西、国分東条町、国分本町、田辺、玉手町）
藤井寺市（川北、小山）
東大阪市（足代、足代北、足代新町、足代南、荒川、池島町、
永和、近江堂、大蓮北、大蓮東、大蓮南、柏田西、柏田東
町、柏田本町、金岡、上小阪、川俣、岸田堂北町、岸田堂
西、岸田堂南町、衣摺、源氏ケ丘、小阪、寿町、小若江、三ノ
瀬、新喜多、渋川町、下小阪、俊徳町、新池島町、新上小
阪、太平寺、高井田、高井田中、高井田西、高井田本通、高
井田元町、長栄寺、長堂、友井、中小阪、長瀬町、西堤西、
西堤、西堤学園町、西堤楠町、西堤本通西、西堤本通東、東
上小阪、菱屋西、宝持、御厨、御厨栄町、御厨中、御厨西ノ
町、御厨南、森河内西、森河内東、横沼町、吉松、若江西新
町）

近畿地方整備局 大和川河川事務所 大和川水系 佐保川 ○ 番条
奈良県大和郡山市番
条町

大和郡山市額田部南
町～奈良市西九条町

大和郡山市額田部寺
町～大和郡山市観音
寺町

奈良県
奈良市（杏町、西九条町）
大和郡山市（伊豆七条町、大江町、下三橋町、長安寺町、中
城町、額田部南町、八条町、発志院町、番条町、稗田町、美
濃庄町、宮堂町、横田町、若槻町）
天理市（中町、二階堂北菅田町、二階堂南菅田町、南六条
町）
川西町（下永）

奈良県
大和郡山市（池沢町、今国府町、柏木町、観音寺町、北大工
町、車町、材木町、椎木町、新紺屋町、杉町、高田口町、高
田町、丹後庄町、長安寺町、筒井町、天井町、洞泉寺町、西
野垣内町、西町、額田部北町、額田部寺町、額田部南町、野
垣内町、番条町、稗田町、本庄町、馬司町、南大工町、矢田
町通、柳町）
生駒郡安堵町（岡崎、笠目、かしの木台、窪田、西安堵、東
安堵）
川西町（吐田）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/prepare/

disaster/disa_03.html

近畿地方整備局 大和川河川事務所 大和川水系 曽我川 ○ 保田
奈良県磯城郡川西町
保田

河合町川合～河合町
長楽

川西町保田～川西町
小柳

奈良県
北葛城郡広陵町（大場、萱野、沢、弁財天、的場、南）
北葛城郡河合町（池部、川合、長楽、穴闇）

奈良県
磯城郡川西町（保田）
磯城郡三宅町（小柳、但馬、伴堂）
北葛城郡河合町（川合、長楽）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/prepare/

disaster/disa_03.html

近畿地方整備局
豊岡河川国道事務

所
円山川水系 円山川 ○ 立野 兵庫県豊岡市立野

豊岡市日高町浅倉～
海まで

豊岡市日高町赤崎～
海まで

豊岡市、豊岡市日高町、豊岡市城崎町 豊岡市、豊岡市日高町、豊岡市出石町 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/in
dex.html

近畿地方整備局
豊岡河川国道事務

所
円山川水系 出石川 ○ 弘原

兵庫県豊岡市出石町
弘原

豊岡市出石町鍛冶屋
～円山川合流点

豊岡市出石町小人～
円山川合流点

豊岡市、豊岡市出石町 豊岡市、豊岡市出石町 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/in
dex.html

近畿地方整備局 大和川河川事務所 大和川水系 大和川 ○ ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/prepare/

disaster/disa_03.html

柏原
大阪府藤井寺市大井
５丁目

堺市堺区～柏原市片
山

大阪市住之江区～柏
原市青谷

大阪府
大阪市（東住吉区、平野区）
堺市（堺区、北区、西区）
八尾市（太田）
松原市（天美我堂、天美北、天美西、天美東、天美南、大堀、
小川、北新町、一津屋、別所、三宅中、三宅西、三宅東、若
林）
柏原市（青谷、安堂町、今町、大県、上市、河原町、清州、大
正、太平寺、高井田、堂島町、平野、古町、法善寺、本郷、山
ノ井町）
羽曳野市（碓井、川向、誉田、島泉）
藤井寺市（梅が園町、大井、国府、古室、小山、小山新町、小
山藤の里町、小山藤美町、沢田、惣社、津堂、道明寺、西大
井、西古室、林、船橋町、北條町、御舟町）+K40



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局
豊岡河川国道事務

所
円山川水系 奈佐川 ○ 宮井 兵庫県豊岡市宮井

豊岡市堂ヶ瀬～豊岡
市福田

豊岡市宮井～豊岡市
福田

豊岡市宮井等 豊岡市栃江等 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/in
dex.html

近畿地方整備局
豊岡河川国道事務

所
円山川水系 奈佐川 ○ 立野 兵庫県豊岡市立野

豊岡市福田～円山川
合流点

豊岡市福田～円山川
合流点

豊岡市森津等 豊岡市福田等 ○
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/in

dex.html

近畿地方整備局
和歌山河川国道事

務所
紀の川水系 紀の川 ○ 五條

奈良県
五條市三在町1680

栄山寺橋（奈良県五條
市）から和歌山県伊都
郡九度山町・同かつら
ぎ町境

栄山寺橋（奈良県五條
市）から和歌山県橋本
市・同伊都郡かつらぎ
町境

奈良県

五條市（御山町、黒駒町、大津町、丹原町、中町、
野原西、野原中、野原東、霊安寺町）

和歌山県
橋本市（向副、賢堂、清水、南馬場、学文路）

和歌山県
伊都郡九度山町（九度山、入郷、慈尊院）

和歌山県
伊都郡かつらぎ町（山崎、三谷、兄井、寺尾、西渋
田、東渋田、島、平沼田）

奈良県

五條市（下之町、釜窪町、今井、小島町、須恵、相
谷町、五條、本町、新町、二見、犬飼町、上野町）

和歌山県
橋本市（橋本、隅田町下兵庫、隅田町河瀬、古佐
田、東家、市脇、野、岸上、神野々、高野口町伏
原、高野口町小田、高野口町名古曽、高野口町名
倉、高野口町向島、高野口町大野）

和歌山県
伊都郡かつらぎ町（中飯降、西飯降、妙寺、丁ノ
町、大藪、大谷、佐野、蛭子、新田、笠田東、笠田
中、萩原、窪、高田、背ノ山）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/shinsu
isoutei

近畿地方整備局
和歌山河川国道事

務所
紀の川水系 紀の川 ○ 三谷

和歌山県
伊都郡かつらぎ町三
谷

和歌山県伊都郡九度
山町・同かつらぎ町境
から貴志川合流点（和
歌山県岩出市）

和歌山県橋本市・同伊
都郡かつらぎ町境から
貴志川合流点（和歌山
県岩出市・紀の川市）

和歌山県

紀の川市（荒見、高尾、国主、勝神、上野山、尼寺、
北涌、麻生津中、西脇、杉原、風市、遠方、桃山
町段新田、桃山町段、桃山町市場、桃山町調月、
桃山町、桃山町最上、桃山町神田、桃山町元）

和歌山県

紀の川市（穴伏、名手市場、名手西野、後田、黒土、藤
崎、王子、東野、井田、粉河、松井、嶋、上田井、
竹房、窪、打田、上野、花野、尾崎、西野山、中井
阪、畑野上、下井坂、西井坂）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/shinsu

isoutei

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/shinsu

isoutei

和歌山県

岩出市（岡田、高塚、清水、宮、荊本、高瀬、西野、畑
毛、中島、中黒、吉田、金屋、中迫、溝川、大町、
備前、山）

和歌山県
和歌山市（楠本、中、西庄、平井、平岡、藤田、松
江、松江中、松江西、本脇、中筋日延、里、川辺、
山口西、神波、島、北野、宇田森、永穂、弘西、
北、西田井、府中、田屋、小豆島、直川、六十谷、
園部、船所、大谷、楠見中、粟、市小路、栄谷、福
島、梶取、北島、野崎、狐島、島橋北ノ丁、島橋東
ノ丁、島橋西ノ丁、島橋南ノ丁、湊、松江東、松江
北、榎原、古屋、木ノ本、中野、土入、向、次郎
丸、延時）

船戸
和歌山県

岩出市船戸
貴志川合流点（和歌山
県岩出市）から海まで

貴志川合流点（和歌山
県紀の川市）から海ま

で

和歌山県
岩出市（山崎、船戸）

和歌山県
和歌山市（葵町、秋葉町、朝日、網屋町、石橋丁、井戸、今
福、植松丁、宇治藪下、内原、上町、江南、大垣内、岡円福
院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、岡織屋小路、岡南ノ丁、尾崎丁、
小野町、駕町、片岡町、上三毛、北牛町、北新戎ノ丁、北新
桶屋町、北新金屋丁、北新中ノ丁、北新博労町、北新元金屋
丁、北甚五兵衛丁、北中元町、北土佐丁、北ノ新地、北ノ新
地榎丁、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒丁、北ノ新地下
六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、紀三井寺、金龍寺
丁、九家ノ丁、久保丁、蔵小路、毛見、雑賀崎、材木丁、鷺ノ
森中ノ丁、鷺ノ森西ノ丁、鷺ノ森南ノ丁、鷺ノ森明神丁、作事
丁、下三毛、新庄、新堀東、新和歌浦、十三番丁、砂山南、
関戸、専光寺門前丁、船場町、相坂、谷、寺内、出口甲賀
丁、出口新端ノ丁、出口中ノ丁、出口端ノ丁、中ノ店中ノ丁、
中ノ店南ノ丁、新高町、西河岸町、西小二里、西高松、西長
町、西ノ店、西浜、畑屋敷榎町、畑屋敷円福院東ノ丁、畑屋
敷円福院西ノ丁、畑屋敷雁木丁、畑屋敷葛屋丁、畑屋敷新
道丁、畑屋敷千体仏丁、畑屋敷中ノ丁、畑屋敷端ノ丁、畑屋
敷東ノ丁、畑屋敷西ノ丁、畑屋敷兵庫ノ丁、畑屋敷袋町、畑
屋敷松ヶ枝丁、八番丁、東田中、東長町、広瀬通丁、広瀬中
ノ丁、冬野、松ヶ丘、三木町堀詰、三木町南ノ丁、満屋、湊北
町、湊通丁南、湊通丁北、南牛町、元寺町西ノ丁、元寺町南
ノ丁、元寺町北ノ丁、本脇、吉里、吉原、和歌浦中、和歌浦
西、和歌浦南、和歌川町、吐前、金谷、布施屋、禰宜、和佐
関戸、井ノ口、和佐中、下和佐、岩橋、来栖、出島、松島、加
納、有本、中之島、本町、出水、新在家、黒田、納定、吉田、
秋月、鳴神、太田、井辺、神前、津秦、有家、北出島、南出
島、杭ノ瀬、新中島、西、和田、吉礼、森小手穂、東布経丁、
西布経丁、友田町、美園町、田中町、木広町、吹屋町、新生
町、手平、小雑賀、北中島、田尻、三葛、布引、和歌浦東、塩
屋、打越町、東高松、宇須、中島、雄松町、島崎町、三沢町、
汐見町、新留町、源蔵馬場、一筋目、二筋目、三筋目、四筋
目、西蔵前丁、杉ノ馬場、堀風丁、嘉家作丁、宇治家裏、畳
屋町、湊紺屋町、湊本町、元博労町、橋丁、寄合町、鷺ノ森、
九家ノ丁、船大工町、西鍛冶屋町、板屋町、ト半町、二番丁、
六番丁、九番丁、十番丁、十二番丁、駿河町、福町、万町、
南大工町、東鍛冶屋町、西大工町、北町、東釘貫丁、宇治袋
町、西釘貫丁、北釘貫丁、元寺町、北新、東旅籠町、住吉
町、匠町、中ノ店、米屋町、鷹匠町、谷町、芦辺丁、弁財天
丁、岡山丁、南片原、南細工丁、北細工丁、西紺屋丁、東紺
屋丁、橋向丁、茶屋町、南材木丁、毛革屋丁、餌差町、柳
町、楠右衛門小路、北ノ新地、畑屋敷、北新、西仲間町、東
仲間町、鈴丸丁、新雑賀町、新堺町、雑賀町、南雑賀町、三
木町、北休賀町、南休賀町、新通、新大工町、新中通、数寄
屋丁、雑賀道、北田辺丁、南田辺丁、土佐町、船津町、築
港、湊御殿、湊、西浜、今福）

紀の川 ○近畿地方整備局
和歌山河川国道事

務所
紀の川水系



様式１

洪水予報等情報一覧（都道府県管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

整備局名 事務所等 水系名 河川名
洪水予報

河川

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域(想定最大規模 浸水想定区域の提供情報水位周知
河川

近畿地方整備局
和歌山河川国道事

務所
紀の川水系 貴志川 ○ 貴志

和歌山県
紀の川市貴志川町北

和歌山県紀の川市貴
志川町神戸地先から
紀の川との合流地点ま
で

和歌山県紀の川市貴
志川町井ノ口地先から
紀の川との合流地点ま
で

和歌山県
紀の川市（貴志川町神戸、貴志川町北山、貴志川町前田、
貴志川町丸栖）

和歌山県
紀の川市（貴志川町井ノ口、貴志川町岸小野、貴志川町北、
桃山町調月、桃山町最上、桃山町市場、桃山町神田、桃山
町元、桃山町段、桃山町段新田）

○
http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/shinsu

isoutei



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

中国地方整備局
鳥取河川国道事務

所
千代川水系 千代川 ○ 行徳 鳥取市古海 新袋川合流点～海 新袋川合流点～海 鳥取市 鳥取市 ○

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood
/index.html

中国地方整備局
鳥取河川国道事務

所
千代川水系 千代川 ○ 袋河原

鳥取市河原町袋河原
字中古川448-2

八東川合流点～新袋
川合流点

八東川合流点～新袋
川合流点

鳥取市 鳥取市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood
/index.html

中国地方整備局
鳥取河川国道事務

所
千代川水系 千代川 ○ 用瀬 鳥取市用瀬町別府

鳥取市用瀬町古用瀬
～八東川合流点

鳥取市用瀬町用瀬～
八東川合流点

鳥取市 鳥取市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood
/index.html

中国地方整備局
鳥取河川国道事務

所
千代川水系 新袋川・袋川 ○ 宮ノ下 鳥取市国府町宮ノ下

鳥取市国府町岡益～
幹川合流点

鳥取市国府町谷～幹
川合流点

鳥取市 鳥取市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood
/index.html

中国地方整備局
鳥取河川国道事務

所
千代川水系 八東川 ○ 片山

鳥取市河原町今在家
字青木120

鳥取市河原町今在家
～幹川合流点

八頭郡八頭町米岡～
幹川合流点

鳥取市、八頭町 鳥取市、八頭町 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood
/index.html

中国地方整備局
鳥取河川国道事務

所
千代川水系 袋川 ○ 湯所下流 鳥取市湯所

鳥取市相生町～幹川
合流点

鳥取市材木町～幹川
合流点

鳥取市 鳥取市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood
/index.html

中国地方整備局
倉吉河川国道事務

所
天神川水系 天神川 ○ 小田 鳥取県倉吉市小田 倉吉市八屋から海まで 倉吉市巌城から海まで

鳥取県北栄町国坂場地区、北栄町江北地区、北栄町田井地
区、北栄町弓原地区、北栄町下神地区、北栄町松神地区、
北栄町東園地区、北栄町北条島地区、北栄町北尾地区、北
栄町米里地区、鳥取県倉吉市上北条地区、上灘地区

鳥取県湯梨浜町はわい長瀬地区、湯梨浜町田後地区、湯梨
浜町門田地区、湯梨浜町長江地区、湯梨浜町上浅津地区、
湯梨浜町下浅津地区、湯梨浜町光吉地区、湯梨浜町久留地
区、湯梨浜町赤池地区、湯梨浜町橋津地区、倉吉市上井地
区、倉吉市西郷地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/b
osai/sinsui.htm

中国地方整備局
倉吉河川国道事務

所
天神川水系 天神川 ○ 竹田橋 鳥取県倉吉市伊木

三朝町大字牧字墓ノ前
２６２-１から倉吉市八
屋まで

三朝町大字赤松字築
出し７から倉吉市巌城
まで

鳥取県倉吉市上灘地区、三朝町賀茂地区
鳥取県倉吉市上井地区、倉吉市西郷地区、鳥取県三朝町賀
茂地区、三朝町三朝地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/b
osai/sinsui.htm

中国地方整備局
倉吉河川国道事務

所
天神川水系 小鴨川 ○ 河原町 鳥取県倉吉市河原町

倉吉市関金町泰久寺
字神田１０９６-１から
天神川合流点まで

倉吉市関金町今西字
上山根１０４８-１から
天神川合流点まで

鳥取県倉吉市上灘地区、倉吉市小鴨地区、倉吉市上小鴨地
区、倉吉市関金地区

鳥取県倉吉市明倫地区、倉吉市成徳地区、倉吉市上灘地
区、倉吉市小鴨地区、倉吉市上小鴨地区、倉吉市関金地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/b
osai/sinsui.htm

中国地方整備局
倉吉河川国道事務

所
天神川水系 国府川 ○ 福光 鳥取県倉吉市福光

倉吉市大字上福田字
井手領７４７-３から小
鴨川合流点まで

倉吉市大字上福田字
小井手２４０から小鴨
川合流点まで

鳥取県倉吉市社地区、倉吉市北谷地区、倉吉市高城地区
鳥取県倉吉市小鴨地区、倉吉市社地区、倉吉市北谷地区、
倉吉市高城地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/b
osai/sinsui.htm

中国地方整備局
倉吉河川国道事務

所
天神川水系 三徳川 ○ 三朝

鳥取県東伯郡三朝町
三朝

三朝町大字横手字橋
本266-1から天神川合
流点まで

三朝町大字山田字福
呂799-3から天神川合
流点まで

鳥取県東伯郡三朝町本泉地区、三朝町大瀬地区、三朝町横
手地区

鳥取県東伯郡三朝町大瀬地区、三朝町山田地区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/b
osai/sinsui.htm

中国地方整備局 日野川河川事務所 日野川水系 日野川 ○ 車尾 鳥取県米子市車尾
鳥取県米子市八幡地
先から米子市皆生新
田地先（河口）まで

鳥取県米子市水浜地
先から日吉津村今吉
地先（河口）まで

米子市八幡、福市、観音寺、長砂町、陽田町、東山町、勝田
町、昭和町、道笑町、弥生町、明治町、万能町、麹町、富士
見町、日野町、東町、西町、加茂町、四日市町、朝日町、尾
高町、岩倉町、天神町、内町、中島、上福原、皆生、米原、西
福原、東福原、両三柳

米子市水浜、東八幡、高島、古豊千、吉岡、熊党、一部、赤
井手、上新印、下新印、浦津、蚊帳、佐蛇、日吉津村富吉、
今吉、日吉津、二本木

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/river/k
ouhyou/index.html

中国地方整備局 日野川河川事務所 日野川水系 日野川 ○ 溝口
鳥取県西伯郡伯耆町
溝口

鳥取県西伯郡伯耆町
荘字清水田55番地先
から鳥取県米子市八
幡地先まで

鳥取県西伯郡伯耆町
宮原字宮ノ上ミ226番
の8地先から鳥取県米
子市水浜地先まで

伯耆町宇代、小野、大殿 伯耆町溝口、大江、上細見、立岩、吉定、岸本、吉長、遠藤 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/river/k
ouhyou/index.html

中国地方整備局 日野川河川事務所 日野川水系 法勝寺川 ○ 福市 鳥取県米子市兼久

鳥取県西伯郡南部町
鴨部字下河原1611番
の2地先から鳥取県米
子市宗像地先（日野川
合流点）まで

鳥取県西伯郡南部町
鴨部字下河原1614番
地先から鳥取県米子
市福市地先（日野川合
流点）まで

南部町原、西、福成、境、米子市榎原、宗像、福市
南部町法勝寺、倭、阿賀、清水川、三崎、境、大袋、米子市
兼久、福市

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/river/k
ouhyou/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 斐伊川 ○ 灘分 島根県出雲市灘分町
出雲市出島町～出雲
市西代町

出雲市島村町～出雲
市斐川町

出雲市 出雲市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 斐伊川 ○ 大津 島根県出雲市大津町
出雲市西代町～出雲
市大津町

出雲市斐川町～出雲
市斐川町

出雲市 出雲市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 斐伊川 ○ 上島 島根県出雲市上島町
出雲市大津町～出雲
市上島町

出雲市斐川町～出雲
市斐川町

出雲市 出雲市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 斐伊川 ○ 新伊萱 島根県雲南市加茂町
出雲市上島町～雲南
市三刀屋町

出雲市斐川町～雲南
市木次町

出雲市、雲南市 出雲市、雲南市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 斐伊川 ○ 木次 島根県雲南市木次町
雲南市三刀屋町～雲
南市木次町

雲南市木次町～雲南
市木次町

雲南市 雲南市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系
斐伊川（宍道湖、
大橋川、中海、

境水道）
○ 松江

島根県松江市白潟本
町

松江市福富町～出雲
市出島町

松江市馬潟町～出雲
市島村町

出雲市、松江市 出雲市、松江市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系
斐伊川（宍道湖、
大橋川、中海、

境水道）
○ 中海湖心 島根県松江市八束町

松江市美保関町～松
江市福富町

境港市潮見町～松江
市八幡町

松江市 松江市、安来市、境港市、米子市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 神戸川 ○ 古志橋 島根県出雲市古志町
出雲市西園町～出雲
市馬木町

出雲市大社町～出雲
市上塩冶町

出雲市 出雲市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局 出雲河川事務所 斐伊川水系 神戸川 ○ 馬木 島根県出雲市馬木町
出雲市馬木町～出雲
市馬木町

出雲市上塩冶町～出
雲市所原町

出雲市 出雲市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/bous
ai/shinsui-soutei/still/index.html

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
高津川水系 高津川 ○ 高角

島根県益田市高津二
丁目

匹見川合流地点付近
から海まで

匹見川合流地点付近
から海まで

島根県益田市 島根県益田市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/takatugawa/index.html

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
高津川水系 高津川 ○ 神田 島根県益田市神田町

卬の木堰から匹見川
合流点付近まで

卬の木堰から匹見川
合流点付近まで

島根県益田市 島根県益田市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/takatugawa/index.html

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
高津川水系 匹見川 ○ 横田 島根県益田市横田町

剣先取水堰から高津
川合流点まで

剣先取水堰から高津
川合流点まで

島根県益田市 島根県益田市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/takatugawa/index.html

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
高津川水系 高津川派川 ○ 高角

島根県益田市高津二
丁目

高津川本川派川点か
ら高津川本川合流点ま
で

高津川本川派川点か
ら高津川本川合流点ま
で

島根県益田市 島根県益田市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/takatugawa/index.html

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
高津川水系 白上川 ○ 内田 島根県益田市内田町

大双堰上流１００ｍか
ら高津川派川合流点ま
で

大双堰上流１００ｍか
ら高津川派川合流点ま
で

島根県益田市 島根県益田市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/takatugawa/index.html

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
江の川水系 江の川（下流） ○ 川平

島根県江津市松川町
市村

江津市長良川合流点
付近から海まで

江津市長良川合流点
付近から海まで

島根県江津市 島根県江津市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/gounokawa/shinsui.htm

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
江の川水系 江の川（下流） ○ 谷住郷

島根県江津市桜江町
谷住郷

川本町濁川合流点下
流５００ｍ付近から江
津市長良川合流点付
近まで

川本町濁川合流点下
流５００ｍ付近から江
津市長良川合流点付
近まで

島根県江津市、島根県邑智郡川本町 島根県江津市、島根県邑智郡川本町 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/gounokawa/shinsui.htm

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
江の川水系 江の川（下流） ○ 川本

島根県邑智郡川本町
川本

川本町祖式川合流点
上流５００ｍ付近から
川本町濁川合流点下
流５００ｍ付近まで

川本町祖式川合流点
上流５００ｍ付近から
川本町濁川合流点下
流５００ｍ付近まで

島根県邑智郡川本町 島根県邑智郡川本町 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/gounokawa/shinsui.htm

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
江の川水系 江の川（下流） ○ 都賀

島根県邑智郡美郷町
都賀本郷

美郷町、邑南町境から
川本町祖式川合流点
上流５００ｍ付近まで

美郷町、邑南町境から
川本町祖式川合流点
上流５００ｍ付近まで

島根県邑智郡美郷町 島根県邑智郡美郷町 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/gounokawa/shinsui.htm

中国地方整備局
浜田河川国道事務

所
江の川水系 江の川（下流） ○ 大津

島根県邑智郡邑南町
下口羽

広島県境から美郷町、
邑南町境まで

なし 島根県邑智郡邑南町 なし ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/s
insuisoutei/gounokawa/shinsui.htm

中国地方整備局 岡山河川事務所 吉井川水系 吉井川 ○ 津瀬
岡山県和気郡和気町
津瀬

和気郡和気町岩戸字
コホッカ谷606番地先
（32k800地点)～
17k400地点まで

和気郡和気町大字田
原上字日ノ谷奥1527番
の24地先(32k800地点)
～17k400地点まで

岡山県和気郡和気町
岡山県赤磐市
岡山県岡山市東区

岡山県和気郡和気町
岡山県赤磐市
岡山県岡山市東区
岡山県岡山市中区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 吉井川水系 吉井川 ○ 御休
岡山県岡山市東区一
日市

17k400地点～海まで 17k400地点～海まで
岡山県岡山市東区
岡山県備前市
岡山県瀬戸内

岡山県岡山市東区
岡山県岡山市中区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 吉井川水系 金剛川 ○ 尺所
岡山県和気郡和気町
尺所

和気郡和気町大字藤
野字小松原第1799の1
地先(3k800地点)～吉
井川合流点まで

和気郡和気町大字藤
野字東野第56の1地先
(3k800地点)～吉井川
合流点まで

岡山県和気郡和気町 岡山県和気郡和気町 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 旭川水系 旭川 ○ 下牧
岡山県岡山市北区下
牧

岡山市北区牟佐字高
尾1673地先(17k100地
点)～11k500地点まで

岡山市北区玉柏字宮
本2744地先(17k450地
点)～11k500地点まで

岡山県岡山市北区
岡山県岡山市中区
岡山県岡山市東区

岡山県岡山市北区
岡山県岡山市南区
岡山県倉敷市

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 旭川水系 旭川 ○ 三野
岡山県岡山市北区三
野

11k500地点～8k000地
点まで

11k500地点～8k000地
点まで

岡山県岡山市中区
岡山県岡山市北区
岡山県岡山市南区
岡山県倉敷市

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 旭川水系 旭川 ○ 相生橋
岡山県岡山市北区内
山下

8k000地点～海まで 8k000地点～海まで 岡山県岡山市中区
岡山県岡山市北区
岡山県岡山市南区
岡山県倉敷市

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 旭川水系 百間川 ○ 原尾島橋
岡山県岡山市中区原
尾島

旭川の分派点～海ま
で

旭川の分派点～海ま
で

岡山県岡山市中区
岡山県岡山市東区

岡山県岡山市中区
岡山県岡山市東区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

中国地方整備局 岡山河川事務所 高梁川水系 高梁川 ○ 日羽 岡山県総社市日羽

総社市大字宍粟字杖ノ
元564の1の豪渓秦橋
下流端(23k200地点)～
13k000地点まで

総社市大字宍粟字杖ノ
元564の1の豪渓秦橋
下流端(23k200地点)～
13k000地点まで

岡山県倉敷市
岡山県総社市
岡山県岡山市北区
岡山県岡山市南区

岡山県倉敷市
岡山県総社市

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 高梁川水系 高梁川 ○ 酒津 岡山県倉敷市酒津 13k000地点～海まで 13k000地点～海まで

岡山県倉敷市
岡山県都窪郡早島町
岡山県岡山市北区
岡山県岡山市南区

岡山県倉敷市
岡山県浅口市

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局 岡山河川事務所 高梁川水系 小田川 ○ 矢掛
岡山県小田郡矢掛町
矢掛

倉敷市真備町妹字市
場3100の2地先(7k900
地点)～高梁川合流点
まで

倉敷市真備町猿掛
3367の1地先(7k900地
点)～高梁川合流点ま
で

岡山県倉敷市
岡山県総社市

岡山県倉敷市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/
hanran_sim/sim/index.html

中国地方整備局
三次河川国道事務

所
江の川水系 江の川（上流） ○ 吉田

広島県安芸高田市吉
田町内堀

土師ダム下流から板木
川合流点まで

土師ダム下流から板木
川合流点まで

広島県安芸高田市吉田町桂地区、広島県安芸高田市吉田
町吉田地区、広島県安芸高田市甲田町下小原地区

広島県安芸高田市吉田町下入江地区、広島県安芸高田市
吉田町国司地区、広島県安芸高田市吉田町吉田地区、広島
県安芸高田市甲田町下小原地区、広島県三次市上川立町
地区、広島県三次市下川立町地区、広島県三次市下志和地
町地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1
.htm

中国地方整備局
三次河川国道事務

所
江の川水系 江の川（上流） ○ 粟屋 広島県三次市粟屋町

板木川合流点から馬
洗川合流点まで

板木川合流点から馬
洗川合流点まで

広島県三次市粟屋町地区
広島県三次市下志和地町地区、広島県三次市青河町地区、
広島県三次市西酒屋町地区、広島県三次市十日市地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1
.htm

中国地方整備局
三次河川国道事務

所
江の川水系 江の川（上流） ○ 尾関山

広島県三次市三次町
五日市

馬洗川合流点から県
境まで

馬洗川合流点から県
境まで

広島県三次市粟屋町地区、広島県安芸高田市高宮町佐々
部地区、広島県安芸高田市高宮町川根地区

広島県三次市三次町地区、広島県三次市日下町地区、広島
県三次市作木町香淀地区、広島県三次市作木町門田地区、
広島県三次市作木町大津地区、広島県三次市作木町伊賀
和志地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1
.htm

中国地方整備局
三次河川国道事務

所
江の川水系 神野瀬川 ○ 神野瀬川

広島県三次市三原町
中三原

布野川合流点から江
の川合流点まで

布野川合流点から江
の川合流点まで

広島県三次市三原町地区、広島県三次市三次町地区
広島県三次市布野町下布野地区、広島県三次市三原町地
区、広島県三次市日下町地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1
.htm

中国地方整備局
三次河川国道事務

所
江の川水系 馬洗川 ○ 南畑敷

広島県三次市南畑敷
町

八次堰から江の川合
流点まで

八次堰から江の川合
流点まで

広島県三次市南畑敷町地区、広島県三次市十日市地区
広島県三次市四拾貫町地区、広島県三次市畠敷町地区、広
島県三次市三次町地区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1
.htm

中国地方整備局
三次河川国道事務

所
江の川水系 西城川 ○ 三次

広島県三次市三次町
太才

馬洗川合流点上流
1.3kmから馬洗川合流
点まで

馬洗川合流点上流
1.3kmから馬洗川合流
点まで

広島県三次市三次町地区 広島県三次市三次町地区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1
.htm

中国地方整備局
福山河川国道事務

所
芦田川水系 芦田川 ○ 山手 広島県福山市山手町

有地川合流点から海ま
で

有地川合流点から海ま
で

広島県福山市 広島県福山市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/safety
/flood-image/index.html

中国地方整備局
福山河川国道事務

所
芦田川水系 芦田川 ○ 府中 広島県府中市府川町

大渡橋下流から有地
川合流点まで

大渡橋下流から有地
川合流点まで

広島県福山市，広島県府中市 広島県福山市，広島県府中市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/safety
/flood-image/index.html

中国地方整備局
福山河川国道事務

所
芦田川水系 芦田川 ○ 矢野原

広島県府中市河佐町
矢野原

八田原ダム下流から大
渡橋まで

八田原ダム下流から大
渡橋まで

広島県府中市 広島県府中市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/safety
/flood-image/index.html

中国地方整備局
福山河川国道事務

所
芦田川水系 高屋川 ○ 御幸 広島県福山市御幸町

大仙坊橋上流付近か
ら芦田川合流点まで

大仙坊橋上流付近か
ら芦田川合流点まで

広島県福山市 広島県福山市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/safety
/flood-image/index.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 太田川(上流) ○ 土居
広島県山県郡安芸太
田町土居

柴木川合流点から滝
山川合流点まで

柴木川合流点から滝
山川合流点まで

安芸太田町筒賀
安芸太田町加計
安芸太田町戸河内

安芸太田町筒賀
安芸太田町加計
安芸太田町戸河内

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 太田川(上流) ○ 加計
広島県山県郡安芸太
田町加計中之渡

滝山川合流点から西
宗川合流点まで

滝山川合流点から西
宗川合流点まで

安芸太田町 加計 
安芸太田町 筒賀 
広島市 佐伯区湯来

安芸太田町 加計 
安芸太田町 筒賀 
広島市 佐伯区湯来

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 太田川(上流) ○ 飯室
広島市安佐北区安佐
町大字飯室

西宗川合流点から安
佐北区亀山町１丁目ま
で

西宗川合流点から安
佐南区八木町字馬淵
まで

安芸太田町 加計
広島市 安佐北区

安芸太田町 加計
広島市 安佐北区
広島市 安佐南区

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 太田川(下流) ○ 中野
広島市安佐北区可部
1丁目

安佐北区亀山町１丁目
から根谷川、三篠川合
流点まで

安佐南区八木町字馬
淵から根谷川、三篠川
合流点まで

広島市 安佐北区 広島市 安佐南区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 太田川(下流) ○ 矢口第一
広島市安佐北区口田
1丁目

根谷川、三篠川合流点
から旧太田川分派点ま
で

根谷川、三篠川合流点
から旧太田川分派点ま
で

広島市 安佐北区
広島市 東区

広島市 安佐南区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 太田川(下流) ○ 祇園大橋
広島市西区大宮3丁
目

旧太田川分派点から
海（太田川放水路河
口）まで

旧太田川分派点から
海（太田川放水路河
口）まで

広島市 西区 広島市 西区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 根谷川 ○ 新川橋
広島市安佐北区可部
南2丁目

南原川合流点から太
田川合流点まで

南原川合流点から太
田川合流点まで

広島市 安佐北区 広島市 安佐北区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 三篠川 ○ 中深川
広島市安佐北区深川
4丁目

柳瀬橋から太田川合
流点まで

柳瀬橋から太田川合
流点まで

広島市 安佐北区 広島市 安佐北区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 古川 ○ 古川
広島市安佐南区古市
１丁目

太田川分派点　～　太
田川合流点まで

太田川分派点　～　太
田川合流点まで

広島市 安佐南区 広島市 安佐南区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 元安川 ○ 三篠橋
広島市中区基町１番
地

元安川河口　　～　旧
太田川

元安川河口　　～　旧
太田川

広島市　中区
広島市　南区

広島市　中区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 旧太田川 ○ 三篠橋
広島市中区基町１番
地

旧太田川河口　～　太
田川との合流点

旧太田川河口　～　太
田川との合流点

広島市　中区 広島市　西区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 太田川水系 天満川 ○ 三篠橋
広島市中区基町１番
地

天満川河口　　～　旧
太田川との合流点

天満川河口　　～　旧
太田川との合流点

広島市　中区 広島市　西区 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川河川事務所 小瀬川水系 小瀬川 ○ 両国橋
山口県岩国市小瀬墨
屋堂

前渕橋から海まで 前渕橋から海まで
岩国市
和木町

大竹市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood3/flood3-Oz.htm

中国地方整備局 太田川河川事務所 小瀬川水系 小瀬川 ○ 小川津
山口県岩国市小瀬小
川津

弥栄ﾀﾞﾑ下流から前渕
橋まで

弥栄ﾀﾞﾑ下流から前渕
橋まで

岩国市 大竹市 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai
/flood3/flood3-Oz.htm

中国地方整備局
山口河川国道事務

所
佐波川水系 佐波川 ○ 堀 山口県山口市徳地堀

中国自動車道から島
地川合流点まで

中国自動車道から島
地川合流点まで

山口市徳地堀 山口市徳地庄方 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/river/
flooding.html

中国地方整備局
山口河川国道事務

所
佐波川水系 佐波川 ○ 漆尾

山口県山口市徳地伊
賀地

島地川合流点から佐
波川10.5km金波地先
まで

島地川合流点から佐
波川10.5km金波地先
まで

山口市徳地伊賀地、山口市徳地麻生、防府市和字、防府市
真尾

山口市徳地庄方、山口市徳地岸見、防府市奈美、防府市和
田

○
http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/river/
flooding.html

中国地方整備局
山口河川国道事務

所
佐波川水系 佐波川 ○ 新橋 山口県防府市新橋

佐波川10.5km金波地
先から海まで

佐波川10.5km金波地
先から海まで

防府市畑、防府市新橋、防府市植松、防府市西浦 防府市上右田、防府市大崎、防府市佐野、防府市小島 ○
http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/river/
flooding.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
池田（有堤）
水位観測所

徳島県三好市井川町
西井川

徳島県三好市池田町
から徳島県阿波市阿
波町

徳島県三好市池田町
から徳島県吉野川市
山川町

三好市箸蔵、太刀野、芝生
東みよし町昼間、宮岡
美馬市西村中鳥、沼田、郡里、脇町第三(岩倉)、脇町第二
(脇町)、脇町第一(猪尻)
阿波市切戸

三好市池田、井川
東みよし町加茂第二(加茂)、加茂第一(中庄)
つるぎ町半田、貞光、太田
美馬市小島、舞中島、穴吹
吉野川市山川

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
池田（無堤）
水位観測所

徳島県三好市井川町
西井川

徳島県三好市池田町
から徳島県阿波市阿
波町

徳島県三好市池田町
から徳島県吉野川市
山川町

三好市箸蔵、太刀野、芝生
東みよし町昼間、宮岡
美馬市西村中鳥、沼田、郡里、脇町第三(岩倉)、脇町第二
(脇町)、脇町第一(猪尻)
阿波市切戸

三好市池田、井川
東みよし町加茂第二(加茂)、加茂第一(中庄)
つるぎ町半田、貞光、太田
美馬市小島、舞中島、穴吹
吉野川市山川

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
岩津（有堤）
水位観測所

徳島県阿波市阿波町
岩津

（氾濫注意水位まで）
徳島県阿波市阿波町
から徳島県阿波市吉
野町

（氾濫注意水位まで）
徳島県吉野川市山川
町から徳島県吉野川
市鴨島町

阿波市西林、川久保、西原、伊沢、勝命、市場、吉野
上板町全域
板野町全域
藍住町全域
北島町全域
松茂町全域
鳴門市大麻、大津、里浦
徳島市応神、高潮左岸(川内)

吉野川市川田、瀬詰、川島、鴨島
石井町全域
徳島市徳島第二(国府から不動)、徳島第一(田宮から住吉)、
高潮右岸(住吉から沖ノ洲)

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
岩津（有堤）
水位観測所

徳島県阿波市阿波町
岩津

（避難判断水位以上）
徳島県阿波市阿波町
から河口

（避難判断水位以上）
徳島県吉野川市山川
町から河口

阿波市西林、川久保、西原、伊沢、勝命、市場、吉野
上板町全域
板野町全域
藍住町全域
北島町全域
松茂町全域
鳴門市大麻、大津、里浦
徳島市応神、高潮左岸(川内)

吉野川市川田、瀬詰、川島、鴨島
石井町全域
徳島市徳島第二(国府から不動)、徳島第一(田宮から住吉)、
高潮右岸(住吉から沖ノ洲)

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
岩津（無堤）
水位観測所

徳島県阿波市阿波町
岩津

（氾濫注意水位まで）
徳島県阿波市阿波町
から徳島県阿波市吉
野町

（氾濫注意水位まで）
徳島県吉野川市山川
町から徳島県吉野川
市鴨島町

阿波市西林、川久保、西原、伊沢、勝命、市場、吉野
上板町全域
板野町全域
藍住町全域
北島町全域
松茂町全域
鳴門市大麻、大津、里浦
徳島市応神、高潮左岸(川内)

吉野川市川田、瀬詰、川島、鴨島
石井町全域
徳島市徳島第二(国府から不動)、徳島第一(田宮から住吉)、
高潮右岸(住吉から沖ノ洲)

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
岩津（無堤）
水位観測所

徳島県阿波市阿波町
岩津

（避難判断水位以上）
徳島県阿波市阿波町
から吉野川河口

（避難判断水位以上）
徳島県吉野川市山川
町から吉野川河口

阿波市西林、川久保、西原、伊沢、勝命、市場、吉野
上板町全域
板野町全域
藍住町全域
北島町全域
松茂町全域
鳴門市大麻、大津、里浦
徳島市応神、高潮左岸(川内)

吉野川市川田、瀬詰、川島、鴨島
石井町全域
徳島市徳島第二(国府から不動)、徳島第一(田宮から住吉)、
高潮右岸(住吉から沖ノ洲)

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
中央橋水位
観測所

徳島県阿波市吉野町
柿原

（氾濫注意水位まで）
徳島県阿波市吉野町
から徳島県板野郡上
板町

（氾濫注意水位まで）
徳島県吉野川市鴨島
町から徳島県名西郡
石井町

阿波市吉野
上板町全域
板野町全域
藍住町全域
北島町全域
松茂町全域
鳴門市大麻、大津、里浦
徳島市応神、高潮左岸(川内)

吉野川市鴨島
石井町全域
徳島市徳島第二(国府から不動)、徳島第一(田宮から住吉)、
高潮右岸(住吉から沖ノ洲)

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 吉野川 ○
第十水位観
測所

徳島県板野郡上板町
第十新田

（氾濫注意水位まで）
徳島県板野郡上板町
から吉野川河口

（氾濫注意水位まで）
徳島県名西郡石井町
から吉野川河口

上板町全域
板野町全域
藍住町全域
北島町全域
松茂町全域
鳴門市大麻、大津、里浦
徳島市応神、高潮左岸(川内)

石井町全域
徳島市徳島第二(国府から不動)、徳島第一(田宮から住吉)、
高潮右岸(住吉から沖ノ洲)

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 旧吉野川 ○
大寺橋水位
観測所

徳島県板野郡板野町
川端

徳島県板野郡上板町
佐藤塚から徳島県板
野郡北島町高房

徳島県板野郡上板町
第十新田から徳島県
板野郡北島町高房

板野町板野
鳴門市大麻、喜来、大津、旧吉野川高潮左岸(里浦)

藍住町川端、勝瑞
北島町全域
松茂町全域

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 旧吉野川 ○
鍋川水位観
測所

徳島県板野郡松茂町
広島

徳島県板野郡北島町
高房から旧吉野川河
口

徳島県板野郡北島町
高房から旧吉野川河
口

鳴門市喜来、大津、旧吉野川高潮左岸(里浦)
北島町全域
松茂町全域

○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局
徳島河川国道事務
所

吉野川水系 今切川 ○
今切川河口
堰上流水位
観測所

徳島県板野郡北島町
鯛浜

徳島県板野郡北島町
高房から今切川河口

徳島県板野郡北島町
高房から今切川河口

北島町全域
松茂町全域

徳島市今切右岸(応神、川内)、今切高潮右岸(川内) ○
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima
/bousai/sinsui/top_index.html

四国地方整備局 那賀川河川事務所 那賀川水系 那賀川 ○ 古庄（上流）
徳島県阿南市羽ノ浦
町古庄

徳島県阿南市十八女
町から徳島県阿南市
楠根町

徳島県阿南市加茂町
から徳島県阿南市吉
井町

阿南市、小松島市 阿南市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa
/disaster-prev/floodsim/index.html

四国地方整備局 那賀川河川事務所 那賀川水系 那賀川 ○ 古庄（下流）
徳島県阿南市羽ノ浦
町古庄

徳島県阿南市羽ノ浦町
から河口

徳島県阿南市上大野
町から河口

阿南市、小松島市 阿南市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa
/disaster-prev/floodsim/index.html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

四国地方整備局 那賀川河川事務所 那賀川水系 派川那賀川 ○ 大原
徳島県阿南市長生町
松ノ元

阿南市長生町諏訪の
端28番の2地先から河
口まで

阿南市長生町権現池5
番の1地先から河口ま
で

阿南市 阿南市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa
/disaster-prev/floodsim/index.html

四国地方整備局 那賀川河川事務所 那賀川水系 桑野川 ○ 大原
徳島県阿南市長生町
松ノ元

阿南市長生町諏訪の
端28番の2地先から河
口まで

阿南市長生町権現池5
番の1地先から河口ま
で

阿南市 阿南市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa
/disaster-prev/floodsim/index.html

四国地方整備局
香川河川国道事務
所

土器川 土器川 ○ 祓川橋
仲多度郡まんのう町
羽間

香川県仲多度郡まん
のう町炭所西地先（海
から18.85km） から 海
まで

香川県仲多度郡まん
のう町炭所西地先（海
から18.85km） から 海
まで

丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町 丸亀市、坂出市、宇多津町、まんのう町 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/ri
ver/sinsui/index.html

四国地方整備局
松山河川国道事務
所

重信川水系 重信川 ○ 出合 伊予郡松前町西高柳 東温市下林から海 東温市見奈良から海 松山市、東温市、伊予市、砥部町、松前町 松山市、東温市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam

/river/sinsuisouteikuikizu.html

四国地方整備局
松山河川国道事務
所

重信川水系 石手川 ○ 湯渡 松山市樽味町
松山市東野１丁目から
幹川合流点

松山市石手３丁目から
幹川合流点

松山市 松山市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam

/river/sinsuisouteikuikizu.html

四国地方整備局
大洲河川国道事務
所

肱川水系 肱川 ○ 大洲第二 大洲市大洲
大洲市柚木字尾坂358
番の1地先(冨士橋）～
海（河口）

大洲市柚木字冨士897
番の1地先(冨士橋）～
海（河口）

大洲市阿蔵、伊州子、豊中 大洲市如法寺、東大洲、春賀、八多喜、白滝 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kaw

a/sinsui.html

四国地方整備局
大洲河川国道事務
所

肱川水系 矢落川 ○ 大洲第二 大洲市大洲

大洲市新谷字山口乙
1598番の１地先（新谷）
～幹川合流点（本川合
流点）

大洲市新谷字定行丙
27番の１地先（新谷）～
幹川合流点（本川合流
点）

大洲市新谷 大洲市新谷 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kaw

a/sinsui.html

四国地方整備局
大洲河川国道事務
所

肱川水系 矢落川 ○ 新谷 大洲市新谷

大洲市新谷字山口乙
1598番の1地先～大洲
市新谷甲394番地の9
地先

大洲市新谷字定行丙
27番の1地先～大洲市
新谷甲343番地の2地
先

大洲市新谷 大洲市新谷 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kaw

a/sinsui.html

四国地方整備局
高知河川国道事務
所

物部川水系 物部川 ○ 深渕 香南市野市町深渕
香美市土佐山田町神
保ノ木　～　海

香美市土佐山田町楠
目　～　海

香南市野市町、香南市吉川町、香美市土佐山田町 香美市土佐山田町、南国市、高知市 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/real
time/flood/flood.html

四国地方整備局
高知河川国道事務
所

仁淀川水系 仁淀川 ○ 伊野 吾川郡いの町谷
吾川郡いの町加田
～海

高岡郡日高村下分　～　
海

高知市春野町、いの町 土佐市、いの町、日高村、佐川町 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/real

time/flood/flood.html

四国地方整備局
高知河川国道事務
所

仁淀川水系 宇治川 ○ 枝川 吾川郡いの町枝川
吾川郡いの町枝川～
幹川合流点

吾川郡いの町枝川～
幹川合流点

いの町 いの町 未

四国地方整備局
中村河川国道事務
所

渡川水系 四万十川 ○ 具同 高知県四万十市具同
高知県四万十市佐田
三段畑道ノ西1409番地
から海まで

高知県四万十市佐田
鏡ヶ城山3189番のイ地
先から海まで

四万十市佐田地区、百笑地区、岩崎地区、不破地区、中村
地区、佐岡地区、右山地区、古津賀地区、井沢地区、角崎地
区、竹島地区、鍋島地区、下田地区

四万十市入田地区、具同地区、楠島地区、山路地区、実崎
地区、間崎地区、初崎地区

○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura

/ema-sinsui.html

四国地方整備局
中村河川国道事務
所

渡川水系 後川 ○ 秋田 高知県四万十市麻生

高知県四万十市蕨岡
字北坂折甲160番地先
の県道橋から幹川合
流点まで

四万十市蕨岡地区、藤地区、麻生地区、秋田地区、安並地
区、佐岡地区、古津賀地区

四万十市藤地区、田野川地区、敷地地区、中村地区、右山
地区、角崎地区

○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura

/ema-sinsui.html

四国地方整備局
中村河川国道事務
所

渡川水系 中筋川 ○ 磯ノ川
高知県四万十市磯ノ
川

高知県四万十市有岡
字沖前1431番の1地先
から幹川合流点まで

高知県四万十市九樹
字カゲヒラ1485番の1
地先から幹川合流点ま
で

四万十市有岡地区、磯ノ川地区、生ノ川地区、荒川地区、国
見地区、楠島地区、具同地区

四万十市江ノ村地区、森沢地区、山路地区、実崎地区 ○
http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura

/ema-sinsui.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 遠賀川 ○ 日の出橋 直方市
直方市から小竹町
まで

直方市から飯塚市
まで

福岡県直方市、福岡県宮若市、福岡県小竹町
福岡県中間市、福岡県北九州市八幡西区、福岡県直方市、
福岡県小竹町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 遠賀川 ○ 中間 中間市
芦屋町から直方市
まで

芦屋町から北九州
市八幡西区まで

福岡県芦屋町、福岡県遠賀町、福岡県中間市、福岡県鞍手
町、福岡県直方市

福岡県芦屋町、福岡県北九州市若松区、福岡県水巻町、福
岡県中間市、福岡県北九州市八幡西区、福岡県直方市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 遠賀川 ○ 川島 飯塚市 飯塚市から嘉麻市まで 飯塚市から嘉麻市まで 福岡県小竹町、福岡県飯塚市、福岡県嘉麻市 福岡県小竹町、福岡県飯塚市、福岡県嘉麻市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 彦山川 ○ 伊田 田川市 直方市から添田町まで 直方市から添田町まで
福岡県直方市、福岡県福智町、福岡県糸田町、福岡県田川
市、福岡県大任町、福岡県添田町

福岡県直方市、福岡県福智町、福岡県田川市、福岡県大任
町、福岡県添田町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 黒川 ○ 石園 北九州市
中間市から北九州市
八幡西区まで

中間市から北九州市
八幡西区まで

福岡県中間市、福岡県北九州市八幡西区 福岡県北九州市八幡西区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 笹尾川 ○ 野面 北九州市
中間市から北九州市
八幡西区まで

中間市から北九州市
八幡西区まで

福岡県中間市、福岡県北九州市八幡西区、直方市 福岡県中間市、福岡県北九州市八幡西区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 犬鳴川 ○ 宮田橋 宮若市
直方市から宮若市
まで

直方市から宮若市
まで

福岡県遠賀町、福岡県鞍手町、福岡県中間市、福岡県鞍手
町、福岡県直方市、福岡県宮若市

福岡県直方市、福岡県小竹町、福岡県宮若市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 八木山川 ○ 生見 宮若市 宮若市から宮若市まで 宮若市から宮若市まで 福岡県宮若市 福岡県宮若市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 中元寺川 ○ 春日橋 田川市 福智町から田川市まで 福智町から川崎町まで
福岡県福智町、福岡県糸田町、福岡県田川市、福岡県川崎
町

福岡県福智町、福岡県糸田町、福岡県田川市、福岡県川崎
町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 金辺川 ○ 夏吉 田川市 田川市から香春町まで 福智町から香春町まで 福岡県福智町、福岡県田川市、福岡県香春町 福岡県福智町、福岡県田川市、福岡県香春町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 穂波川 ○ 秋松橋 飯塚市 飯塚市から桂川町まで 飯塚市から桂川町まで 福岡県飯塚市、福岡県桂川町 福岡県飯塚市、福岡県桂川町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 遠賀川河川事務所 遠賀川水系 西川 ○ 木月 鞍手郡鞍手町 芦屋町から遠賀町まで 芦屋町から遠賀町まで 福岡県芦屋町、福岡県遠賀町 福岡県芦屋町、福岡県遠賀町、福岡県中間市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/si
mulation/shisen.html

九州地方整備局 山国川河川事務所 山国川水系 山国川 ○ 下唐原 築上郡上毛町
福岡県築上郡上毛
町大字百留地先か
ら海まで

大分県中津市三光
土田字フシキロ地
先から海まで

大分県中津市、福岡県上毛町、福岡県吉富町 大分県中津市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/
bousai/shinsuisoutei.html

九州地方整備局 山国川河川事務所 山国川水系 山国川 ○ 柿坂 中津市

大分県中津市耶馬
溪町大字柿坂ソノ
327 番地先から福
岡県築上郡上毛町
大字百留地先まで

大分県中津市耶馬
溪町大字大島中曽
2224 番地から大
分県中津市三光土
田字フシキロ地先
まで

大分県中津市本耶馬渓町 大分県中津市本耶馬渓町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/
bousai/shinsuisoutei.html

九州地方整備局 山国川河川事務所 山国川水系 中津川 ○ 下唐原 築上郡上毛町
福岡県築上郡上毛
町大字百留地先か
ら海まで

大分県中津市三光
土田字フシキロ地
先から海まで

大分県中津市 大分県中津市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/
bousai/shinsuisoutei.html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大野川水系 大野川 ○ 白滝橋 大分市

大分市竹中（国管
理区間上流端）か
ら大分市一の洲
（海）

大分市上戸次（国
管理区間上流端）
から大分市志村
（海）

大分県大分市戸次校区 大分県大分市戸次校区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa2.
html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大野川水系 乙津川 ○ 白滝橋 大分市

大分市毛井（乙津
川分派点）から大
分市西ノ洲（海）

大分市大津留（乙
津川分派点）から
大分市中ノ洲（海）

大分県大分市戸次校区 大分県大分市戸次校区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa2.
html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大野川水系 判田川 ○ 白滝橋 大分市

大分市下判田（判
田川約480 ｍ地
点）から大分市下
判田（大野川合流
点）

大分市下判田（判
田川約480 ｍ地
点）から大分市下
判田（大野川合流
点）

大分県大分市戸次校区 大分県大分市戸次校区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa2.
html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大野川水系 立小野川 ○ 白滝橋 大分市

大分市下判田（国
管理区間上流端：
国道橋）から大分
市下判田（判田川
合流点）

大分市下判田（国
管理区間上流端：
国道橋）から大分
市下判田（判田川
合流点）

大分県大分市戸次校区 大分県大分市戸次校区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa2.
html

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大分川水系 大分川 ○ 同尻 由布市

由布市挟間町下市
（国管理区間上流
端：天神橋）から
大分市畑中（七瀬
川合流点）

由布市挟間町鬼崎
（国管理区間上流
端：天神橋）から
大分市光吉（七瀬
川合流点）

大分県由布市挾間町、大分県大分市横瀬西校区、大分県大
分市横瀬校区

大分県由布市挾間町、大分県大分市横瀬西校区、大分県大
分市横瀬校区

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa1.
html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大分川水系 大分川 ○ 府内大橋 大分市

大分市畑中（七瀬
川合流点）から大
分市豊海（海）

大分市光吉（七瀬
川合流点）から大
分市西ノ洲（海）

大分県大分市南大分校区 大分県大分市南大分校区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa1.
html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大分川水系 七瀬川 ○ 胡麻鶴 大分市

大分市廻栖野（国
管理区間上流端：
旧田吹橋）から大
分市下宗方（大分
川合流点）

大分市廻栖野（国
管理区間上流端：
旧田吹橋）から大
分市光吉（大分川
合流点）

大分県大分市稙田校区 大分県大分市稙田校区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa1.
html

九州地方整備局
大分河川国道事務

所
大分川水系 賀来川 ○ 宮苑 大分市

大分市宮苑（国管理区
間上流端：宮苑井堰）
から大分市賀来南（大
分川合流点）

大分市東院（国管理区
間上流端：宮苑井堰）
から大分市東院（大分
川合流点）

大分県大分市 大分県大分市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/kawa1.
html

九州地方整備局
佐伯河川国道事務

所
番匠川水系 番匠川 ○ 番匠橋 佐伯市

佐伯市女島から佐
伯市本匠　波奇

佐伯市灘から佐伯
市本匠　波寄

大分県佐伯市本匠波寄 大分県佐伯市本匠波寄 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou
/sinsuikuiki/index.html

九州地方整備局
佐伯河川国道事務

所
番匠川水系 堅田川 ○ 堅田橋 佐伯市

佐伯市長谷から佐伯
市蛇崎

佐伯市長良から佐伯
市長良

大分県佐伯市 大分県佐伯市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou
/sinsuikuiki/index.html

九州地方整備局
佐伯河川国道事務

所
番匠川水系 井崎川 ○ 蕨野橋 佐伯市

佐伯市大坂本から佐
伯市小田

佐伯市稽古屋から佐
伯市上小倉

大分県佐伯市 大分県佐伯市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou
/sinsuikuiki/index.html

九州地方整備局
佐伯河川国道事務

所
番匠川水系 久留須川 ○ 間庭橋 佐伯市

佐伯市上直見から佐
伯市三股

佐伯市下直見から佐
伯市三股

大分県佐伯市 大分県佐伯市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou
/sinsuikuiki/index.html

九州地方整備局
延岡河川国道事務

所
五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 ○ 松山 延岡市

延岡市貝の畑町
2413 番地の1 地
先から海まで

延岡市下三輪町
1661 番の25 地
先から海まで

宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/
bousai/

九州地方整備局
延岡河川国道事務

所
五ヶ瀬川水系 大瀬川 ○ 三ツ瀬 延岡市

五ヶ瀬川からの分
派点から海まで

五ヶ瀬川の分派点
から海まで

宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/
bousai/

九州地方整備局
延岡河川国道事務

所
五ヶ瀬川水系 北川 ○ 川島橋 延岡市

延岡市川島町から五ヶ
瀬川行流点

延岡市無鹿町から五ヶ
瀬川行流点

宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/
bousai/

九州地方整備局
延岡河川国道事務

所
五ヶ瀬川水系 祝子川 ○ 祝子川 延岡市

延岡市樫山町から五ヶ
瀬川行流点

延岡市中川原町から
五ヶ瀬川行流点

宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/
bousai/

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 大淀川 ○ 高岡 宮崎市

宮崎市糸原から宮
崎市高岡町浦之名
（有田橋から柚ノ
木崎橋まで）

宮崎市富吉から宮
崎市高岡町高浜
（有田橋から柚ノ
木崎橋まで）

宮崎県宮崎市、宮崎県宮崎市高岡町 宮崎県宮崎市、宮崎県宮崎市高岡町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 大淀川 ○ 柏田 宮崎市

宮崎市高洲町から
宮崎市大瀬町（河
口から有田橋ま
で）

宮崎市田吉から宮
崎市有田（河口か
ら有田橋まで）

宮崎県宮崎市 宮崎県宮崎市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 大淀川 ○ 岳下 都城市

都城市野々美谷町
から都城市五十町
瀬戸上（庄内川合流点
から大岩田橋まで）

都城市金田から都
城市五十町渕脇
（庄内川合流点か
ら大岩田橋まで）

宮崎県都城市 宮崎県都城市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 大淀川 ○ 樋渡 都城市

都城市高崎町縄瀬
から都城市野々美
谷町（樋渡橋の下流か
ら庄内川合流
点まで）

都城市高城町有水
から都城市金田町
（樋渡橋の下流か
ら庄内川合流点ま
で）

宮崎県都城市、宮崎県都城市高崎町 宮崎県都城市高城町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 本庄川 ○ 嵐田 東諸県郡国富町

宮崎市大瀬町から
綾町大字南俣（柳
瀬橋から上畑橋ま
で）

宮崎市糸原から綾
町大字入野（柳瀬
橋から上畑橋ま
で）

宮崎県宮崎市、宮崎県東諸県郡国富町、宮崎県東諸県郡綾
町

宮崎県宮崎市、宮崎県東諸県郡国富町、宮崎県東諸県郡綾
町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 深年川 ○ 太田原 東諸県郡国富町

本庄川合流点から国
富町大字本庄

本庄川合流点から国
富町大字本庄

宮崎県宮崎市、宮崎県東諸県郡国富町 宮崎県東諸県郡国富町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
大淀川水系 綾北川 ○ 入野橋 東諸県郡綾町

本庄川合流点から綾
町大字北俣

本庄川合流点から綾
町大字北俣

宮崎県東諸県郡国富町、宮崎県東諸県郡綾町 宮崎県東諸県郡国富町、宮崎県東諸県郡綾町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-ooyodo.html

九州地方整備局
宮崎河川国道事務

所
小丸川水系 小丸川 ○ 小丸大橋 児湯郡高鍋町

高鍋町持田から木
城町高城

高鍋町蚊口浦から
木城町椎木

宮崎県児湯郡高鍋町、宮崎県児湯郡木城町 宮崎県児湯郡高鍋町、宮崎県児湯郡木城町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/s
hinsui-omaru.html

九州地方整備局
大隅河川国道事務

所
肝属川水系 肝属川 ○ 俣瀬 肝属郡東串良町

鹿屋市吾平町下名か
ら海

鹿屋市吾平町下名か
ら海

鹿児島県肝属郡東串良町
　川東・新川西・川西・池之原地区
鹿児島県鹿屋市串良町
　下小原・岡崎・上小原地区
鹿児島県肝属郡肝付町
　波見・野崎・新富・前田・後田・宮下・富山地区
鹿児島県鹿屋市吾平町
　下名・上名・麓地区
鹿児島県鹿屋市
　川東町

鹿児島県肝属郡東串良町
　川東・新川西・川西・池之原地区
鹿児島県鹿屋市串良町
　下小原・岡崎・上小原地区
鹿児島県肝属郡肝付町
　波見・野崎・新富・前田・後田・宮下・富山地区
鹿児島県鹿屋市吾平町
　下名・上名・麓地区
鹿児島県鹿屋市
　川東町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/
bosai/kimotsuki/flood.html

九州地方整備局
大隅河川国道事務

所
肝属川水系 肝属川 ○ 王子橋 鹿屋市

鹿屋市祓川町
3947 から吾平町
下名

鹿屋市祓川町
3947 から吾平町
下名

鹿児島県鹿屋市
　川東町・新川町・白崎町・朝日町・本町・川西町
　田崎町・新栄町・共栄町・向江町・北田町
　王手町・西王手町・古前城町・王子町・打馬町
　西祓川町・下祓川町・祓川町・名貫町・飯隈町
　永野田町
鹿児島県鹿屋市吾平町
　下名・麓地区

鹿児島県鹿屋市
　川東町・新川町・白崎町・朝日町・本町・川西町
　田崎町・新栄町・共栄町・向江町・北田町
　王手町・西王手町・古前城町・王子町・打馬町
　西祓川町・下祓川町・祓川町・名貫町・飯隈町
　永野田町
鹿児島県鹿屋市吾平町
　下名・麓地区

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/
bosai/kimotsuki/flood.html

九州地方整備局
大隅河川国道事務

所
肝属川水系 高山川 ○ 高山橋 肝属郡肝付町

肝属郡肝付町田布
尾地先から幹川合
流点

肝属郡肝付町築ヶ
城地先から幹川合
流点

鹿児島県肝属郡東串良町
　新川西・川西・池之原・岩弘・川東地区
鹿児島県鹿屋市串良町
　下小原・岡崎・有里・細山田地区
鹿児島県肝属郡肝付町
　前田・新富地区

鹿児島県肝属郡東串良町
　新川西・川西・池之原・岩弘・川東地区
鹿児島県鹿屋市串良町
　下小原・岡崎・有里・細山田地区
鹿児島県肝属郡肝付町
　前田・新富地区

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/
bosai/kimotsuki/flood.html

九州地方整備局
大隅河川国道事務

所
肝属川水系 姶良川 ○ 姶良橋 鹿屋市

鹿屋市吾平町水流
地先から幹川合流
点

鹿屋市吾平町車田
地先から幹川合流
点

鹿児島県鹿屋市吾平町
　下名・上名・麓地区

鹿児島県鹿屋市吾平町
　下名・上名・麓地区

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/
bosai/kimotsuki/flood.html

九州地方整備局
大隅河川国道事務

所
肝属川水系 串良川 ○ 豊栄 肝属郡東串良町

鹿屋市串良町大字細
山田から幹川合流点

鹿屋市串良町大字
川久保から幹川合
流点

鹿児島県鹿屋市串良町
　下小原・上小原地区
鹿児島県肝属郡肝付町
　波見・野崎・新富・前田・後田・宮下地区
鹿児島県肝属郡東串良町
　新川西・川西地区

鹿児島県鹿屋市串良町
　下小原・上小原地区
鹿児島県肝属郡肝付町
　波見・野崎・新富・前田・後田・宮下地区
鹿児島県肝属郡東串良町
　新川西・川西地区

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/
bosai/kimotsuki/flood.html

九州地方整備局
大隅河川国道事務

所
肝属川水系 下谷川 ○ 鉄道橋 鹿屋市

鹿屋市新栄町から幹
川合流点

鹿屋市新栄町から幹
川合流点

鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/
bosai/kimotsuki/flood.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 川内川 ○ 川内 薩摩川内市
薩摩川内市楠元町
から海

薩摩川内市東郷町
から海

鹿児島県薩摩川内市東郷地区 鹿児島県薩摩川内市東郷地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 川内川 ○ 宮之城 薩摩郡さつま町
鶴田ダムから薩摩
川内市楠元町

鶴田ダムから薩摩
川内市東郷町

鹿児島県薩摩郡さつま町柏原地区 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 川内川 ○ 栗野橋 姶良郡湧水町
湧水町大字鶴丸地
先から鶴田ダム

湧水町大字般若寺
地先から鶴田ダム

鹿児島県姶良郡湧水町川添地区 鹿児島県姶良郡湧水町川添地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 川内川 ○ 真幸 えびの市
えびの市大字原田
地先からえびの市
大字亀沢地先

えびの市大字原田
地先からえびの市
大字岡松地先

宮崎県えびの市飯野地区 宮崎県えびの市飯野地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 羽月川 ○ 花北 伊佐市
伊佐市グランド橋から
幹川合流点

伊佐市グランド橋から
幹川合流点

鹿児島県伊佐市 鹿児島県伊佐市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 長江川 ○ 真幸 えびの市
えびの市大字栗下
地先から川内川へ
の合流点

えびの市大字栗下
地先から川内川へ
の合流点

宮崎県えびの市飯野地区 宮崎県えびの市飯野地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 隈之城川 ○ 川内 薩摩川内市
薩摩川内市隈之城
町から川内川への
合流点

薩摩川内市向田町
から川内川への合
流点

鹿児島県薩摩川内市東郷地区 鹿児島県薩摩川内市東郷地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 樋渡川 ○ 川内 薩摩川内市
薩摩川内市東郷町か
ら
川内川の合流点

薩摩川内市東郷町か
ら
川内川の合流点

鹿児島県薩摩川内市東郷地区 鹿児島県薩摩川内市東郷地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html

九州地方整備局 川内川河川事務所 川内川水系 綿打川 ○ 栗野橋 姶良郡湧水町
湧水町大字米永地策」
から川内川への合流
点

湧水町大字米永地策」
から川内川への合流
点

鹿児島県姶良郡湧水町川添地区 鹿児島県姶良郡湧水町川添地区 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/ko
uhyou/index.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 球磨川 ○ 萩原 八代市 八代市から八代市 八代市から八代市 熊本県八代市 熊本県八代市 ○

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 球磨川 ○ 大野 球磨郡球磨村 八代市から球磨村 八代市から球磨村

熊本県球磨郡球磨村
熊本県葦北郡芦北町
熊本県八代市

熊本県球磨郡球磨村
熊本県八代市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 球磨川 ○ 渡 球磨郡球磨村 球磨村から人吉市 球磨村から人吉市

熊本県球磨郡球磨村
熊本県人吉市

熊本県球磨郡球磨村
熊本県人吉市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 球磨川 ○ 人吉 人吉市 人吉市から錦町 人吉市から相良村

熊本県人吉市
熊本県球磨郡錦町

熊本県人吉市
熊本県球磨郡相良村

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k
uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 球磨川 ○ 一武 球磨郡錦町

錦町からあさぎり
町

相良村からあさぎ
り町

熊本県球磨郡錦町
熊本県球磨郡あさぎり町

熊本県球磨郡相良村
熊本県球磨郡あさぎり町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 球磨川 ○ 多良木 球磨郡多良木町

あさぎり町から湯
前町

あさぎり町から水
上村

熊本県球磨郡あさぎり町
熊本県球磨郡多良木町
熊本県球磨郡湯前町
熊本県球磨郡

熊本県球磨郡あさぎり町
熊本県球磨郡多良木町
熊本県球磨郡水上村

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 南川 ○ 萩原 八代市 八代市から八代市 八代市から八代市 熊本県八代市 熊本県八代市 ○

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 前川 ○ 萩原 八代市 八代市から八代市 八代市から八代市 熊本県八代市 熊本県八代市 ○

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k
uma_shinsui.html

九州地方整備局
八代河川国道事務

所
球磨川水系 川辺川 ○ 県川辺 球磨郡相良村

球磨郡相良村から県
道柳瀬橋まで

球磨郡相良村から県
道柳瀬橋まで

熊本県相良村 熊本県相良村 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/k

uma_shinsui.html

九州地方整備局
熊本河川国道事務

所
緑川水系

緑川
（浜戸川含む）

○ 城南 熊本市
熊本県熊本市から
熊本県宇土市

熊本県甲佐町から
熊本県熊本市

熊本県熊本市
熊本県宇土市
熊本県宇城市

熊本県熊本市
熊本県上益城郡嘉島町
熊本県上益城郡御船町
熊本県上益城郡甲佐町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto

/bousai/sinsuisoutei.html

九州地方整備局
熊本河川国道事務

所
緑川水系 緑川 ○ 中甲橋 下益城郡美里町 熊本県甲佐町 熊本県甲佐町

熊本県熊本市
熊本県上益城郡甲佐町
熊本県下益城郡美里町

熊本県上益城郡甲佐町
熊本県上益城郡御船町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto

/bousai/sinsuisoutei.html

九州地方整備局
熊本河川国道事務

所
緑川水系 加勢川 ○ 大六橋 上益城郡嘉島町

熊本県嘉島町から
熊本県熊本市

熊本県熊本市
熊本県熊本市
熊本県上益城郡御船町
熊本県上益城郡嘉島町

熊本県熊本市
熊本県上益城郡嘉島町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto

/bousai/sinsuisoutei.html

九州地方整備局
熊本河川国道事務

所
緑川水系 御船川 ○ 御船 上益城郡御船町 熊本県御船町

熊本県御船町から
熊本県嘉島町

熊本県上益城郡御船町
熊本県上益城郡嘉島町

熊本県熊本市
熊本県上益城郡御船町
熊本県上益城郡嘉島町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto

/bousai/sinsuisoutei.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 菊池川 ○ 玉名 玉名市 玉名市から和水町 玉名市から和水町

熊本県玉名市横島・大浜・小島
熊本県玉名市岩崎・河崎・石貫
熊本県玉名市西迫間・川部田・下小田
熊本県玉名市青木・溝田
熊本県玉名市津留
熊本県玉名市天水町立花・小天・尾田
熊本県玉名郡和水町内田、長小田、久井原
熊本県玉名郡和水町原口、藤田
熊本県玉名郡和水町竈門
熊本県玉名郡和水町下津原
熊本県玉名郡玉東町稲佐・木葉

熊本県玉名市滑石・岱明～六田・松木 
熊本県玉名市西迫間・川部田・下小田
熊本県玉名市月田
熊本県玉名市永徳時、高瀬、溝上
熊本県玉名郡和水町平野

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 菊池川 ○ 山鹿 山鹿市 和水町から山鹿市 和水町から山鹿市

熊本県玉名郡和水町下津原
熊本県和水町大屋・焼米
熊本県山鹿市坂田・小原
熊本県山鹿市志々岐・南島・長坂
熊本県山鹿市小柳・分田
熊本県山鹿市川北・中川

熊本県玉名郡和水町平野 
熊本県玉名郡和水町岩
熊本県山鹿市椿井
熊本県山鹿市西牧
熊本県山鹿市保多田・鍋田
熊本県山鹿市石・宗方・山鹿・中・古閑
熊本県山鹿市方保田・藤井
熊本県山鹿市北町・明治町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 菊池川 ○ 広瀬 菊池市 山鹿市から菊池市 山鹿市から菊池市

熊本県山鹿市分田・中川
熊本県木柑子・広瀬
熊本県菊池市村田
熊本県菊池市出田・赤星

熊本県山鹿市藤井・中川・中富・梶屋
熊本県菊池市七城町加恵・高島・高田・荒牧・砂田・西寺
熊本県菊池市七城町菰入・清水・長田・橋田・亀尾

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 合志川 ○ 佐野 菊池市 山鹿市から菊池市 山鹿市から菊池市

熊本県山鹿市分田
熊本県熊本市北区植木町田底
熊本県熊本市北区植木町米塚・舟島
熊本県熊本市北区植木町亀甲・古閑
熊本県菊池郡泗水町田島・下住吉
熊本県菊池郡泗水町南田島

熊本県山鹿市中川
熊本県熊本市北区植木町舟島
熊本県菊池郡七城町橋田
熊本県菊池郡泗水町田島
熊本県菊池市出田・赤星

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 繁根木川 ○ 岩崎 玉名市
玉名市大字玉名字西
原2297-1地先から菊
池川合流点まで

玉名市富尾字平町
164-2地先から菊池川
合流点まで

熊本県玉名市 熊本県玉名市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 木葉川 ○ 津留 玉名市
玉名市大字津留字辻
835地先から菊池川合
流点まで

玉名市大字津留字南
口23-1地先から菊池
川合流点まで

熊本県玉名市 熊本県玉名市・玉東町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 岩野川 ○ 城 山鹿市

山鹿市寺島字宮田
1363地先の池田橋下
流端から菊池川合流
点まで

山鹿市寺島字宮田
1363地先の池田橋下
流端から菊池川合流
点まで

熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 迫間川 ○ 隈府 菊池市
菊池市豊間字前田71
地先の市道橋から菊
池川合流点まで

菊池市豊間字前田71
地先の市道橋から菊
池川合流点まで

熊本県山鹿市
熊本県菊池市

熊本県山鹿市
熊本県菊池市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 菊池川河川事務所 菊池川水系 上内田川 ○ 袋田 山鹿市
菊池市七城町瀬戸口
字西前田10地先から
迫間川合流点まで

山鹿市鹿本町石淵字
蛇口瀬758地先から迫
間川合流点まで

熊本県山鹿市
熊本県菊池市

熊本県山鹿市
熊本県菊池市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/htm

l/bousai07.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 筑後川 ○ 瀬ノ下 久留米市
福岡県久留米市東櫛
原町から海まで

福岡県久留米市高野１
丁目から海まで

福岡県久留米市
福岡県柳川市
福岡県筑後市
福岡県大川市
福岡県三潴郡大木町
佐賀県三養基郡みやき町

福岡県久留米市
福岡県大川市
佐賀県佐賀市
佐賀県鳥栖市
佐賀県神埼市
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
佐賀県三養基郡上峰町
佐賀県三養基郡みやき町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 筑後川 ○ 荒瀬 うきは市
夜明ダムから福岡県久
留米市田主丸町恵利
まで

夜明ダムから福岡県朝
倉市長田まで

福岡県久留米市
福岡県うきは市
福岡県朝倉市

福岡県久留米市
福岡県朝倉市
福岡県三井郡大刀洗町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 筑後川 ○ 片ノ瀬 久留米市

福岡県久留米市田主
丸町恵利から福岡県
久留米市東櫛原町ま
で

福岡県朝倉市長田か
ら福岡県久留米市高
野１丁目まで

福岡県久留米市
福岡県朝倉市
福岡県うきは市

福岡県久留米市
福岡県小郡市
福岡県朝倉市
福岡県三井郡大刀洗町
佐賀県鳥栖市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 筑後川 ○ 小渕 日田市
大分県日田市高瀬か
ら夜明ダムまで

大分県日田市三芳小
渕町から夜明ダムまで

大分県日田市 大分県日田市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 筑後川 ○ 杖立 小国町
熊本県阿蘇郡小国町
下城から熊本県阿蘇
郡小国町下城まで

熊本県阿蘇郡小国町
下城から大分県日田
市天瀬町出口まで

熊本県阿蘇郡小国町 大分県日田市、熊本県阿蘇郡小国町 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 早津江川 ○ 瀬ノ下 久留米市
筑後川からの分派点
から海まで

筑後川からの分派点
から海まで

佐賀県佐賀市
佐賀県神埼市

福岡県大川市
佐賀県佐賀市 ○

http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 庄手川 ○ 小渕 日田市
筑後川からの分派点
から筑後川への合流
点まで

筑後川からの分派点
から筑後川への合流
点まで

大分県日田市 大分県日田市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 佐賀江川 ○ 日出来橋 神埼市
城原川からの合流点
から筑後川への合流
点まで

城原川からの合流点
から筑後川への合流
点まで

福岡県大川市
佐賀県佐賀市
佐賀県神埼市

佐賀県佐賀市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 城原川 ○ 日出来橋 神埼市
佐賀県神埼市神埼町
鶴から佐賀江川への
合流点まで

佐賀県神埼市神埼町
鶴から佐賀江川への
合流点まで

福岡県大川市
佐賀県神埼市
佐賀県佐賀市
佐賀県吉野ヶ里町

佐賀県神埼市
佐賀県佐賀市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 宝満川 ○ 端間 小郡市
福岡県小郡市二森か
ら筑後川への合流点ま
で

福岡県小郡市二森か
ら筑後川への合流点ま
で

福岡県久留米市
福岡県小郡市
福岡県朝倉市
福岡県大刀洗町
佐賀県鳥栖市

福岡県久留米市
福岡県小郡市
佐賀県鳥栖市
佐賀県神埼市
佐賀県みやき町
佐賀県上峰町
佐賀県吉野ヶ里町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 巨瀬川 ○ 中央橋 久留米市
福岡県久留米市田主
丸町田主丸から筑後
川への合流点まで

福岡県久留米市田主
丸町田主丸から筑後
川への合流点まで

福岡県久留米市
福岡県うきは市

福岡県久留米市
福岡県うきは市
福岡県朝倉市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 佐田川 ○ 金丸橋 朝倉市
福岡県朝倉市小田か
ら筑後川への合流点ま
で

福岡県朝倉市小田か
ら筑後川への合流点ま
で

福岡県朝倉市
福岡県久留米市
福岡県大刀洗町
福岡県朝倉市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 花月川 ○ 花月 日田市
大分県日田市花月か
ら筑後川への合流点ま
で

大分県日田市花月か
ら筑後川への合流点ま
で

大分県日田市 大分県日田市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 玖珠川 ○ 小渕 日田市
大分県日田市日高か
ら筑後川への合流点ま
で

大分県日田市日高か
ら筑後川への合流点ま
で

大分県日田市 大分県日田市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 広川 ○ 瀬ノ下 久留米市
福岡県久留米市大善
寺町藤吉から筑後川
への合流点まで

福岡県久留米市大善
寺町中津から筑後川
への合流点まで

福岡県久留米市
福岡県柳川市
福岡県筑後市
福岡県大川市
福岡県三潴郡大木町

福岡県久留米市
佐賀県三養基郡みやき町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 田手川 ○ 田手橋 神埼郡吉野ヶ里町
佐賀県神埼市千代田
町下坂から筑後川へ
の合流点まで

佐賀県神埼市千代田
町詫田から筑後川へ
の合流点まで

福岡県久留米市
佐賀県神埼市
佐賀県吉野ヶ里町
佐賀県みやき町
佐賀県上峰町

福岡県大川市
佐賀県神埼市
佐賀県佐賀市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 小石原川 ○ 栄田橋 三井郡大刀洗町
福岡県三井郡大刀洗
町栄田から筑後川へ
の合流点まで

福岡県三井郡大刀洗
町栄田から筑後川へ
の合流点まで

福岡県久留米市
福岡県大刀洗町
福岡県朝倉市

福岡県久留米市
福岡県小郡市
福岡県大刀洗町
福岡県朝倉市
佐賀県鳥栖市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 筑後川水系 隈上川 ○ 西隈ノ上 うきは市
福岡県うきは市浮羽町
朝田から筑後川への
合流点まで

福岡県うきは市浮羽町
小塩から筑後川への
合流点まで

福岡県久留米市
福岡県朝倉市
福岡県うきは市

福岡県うきは市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 矢部川水系 矢部川 ○ 船小屋 筑後市
福岡県みやま市瀬高
町廣瀬から海まで

福岡県八女市矢原か
ら海まで

福岡県みやま市
福岡県大牟田市

福岡県久留米市
福岡県柳川市
福岡県八女市
福岡県筑後市
福岡県大川市
福岡県みやま市
福岡県三潴郡大木町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 矢部川水系 飯江川 ○ 安手橋 みやま市
福岡県みやま市瀬高
町太神から矢部川へ
の合流点まで

福岡県みやま市瀬高
町太神から矢部川へ
の合流点まで

福岡県みやま市
福岡県大牟田市

福岡県みやま市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 筑後川河川事務所 矢部川水系 楠田川 ○ 船小屋 筑後市
福岡県みやま市高田
町江浦から矢部川へ
の合流点まで

福岡県みやま市高田
町徳島から矢部川へ
の合流点まで

福岡県みやま市
福岡県大牟田市

福岡県みやま市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/s

hinsuisoutei/index.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 嘉瀬川水系 嘉瀬川 ○ 川上 佐賀市
佐賀市大和町から海ま

で
佐賀市大和町から海ま

で
佐賀県佐賀市

佐賀県佐賀市
佐賀県小城市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo

usai/kouzuisinsuisouteikuikikasegawa.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 嘉瀬川水系 祇園川 ○ 徳万 佐賀市
佐賀県小城市三日月
町堀江から嘉瀬川へ
の合流点まで

佐賀県小城市三日月
町堀江から嘉瀬川へ
の合流点まで

佐賀県佐賀市
佐賀県小城市

佐賀県佐賀市
佐賀県小城市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo

usai/kouzuisinsuisouteikuikikasegawa.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 六角川水系 六角川 ○ 潮見橋 武雄市
武雄市橘町地先か
ら海まで

武雄市橘町地先か
ら海まで

佐賀県武雄市
佐賀県杵島郡大町町
佐賀県杵島郡江北町

佐賀県武雄市
佐賀県嬉野市
佐賀県杵島郡白石町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuiki.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 六角川水系 牛津川 ○ 妙見橋 多久市
多久市多久町地先
から六角川合流点
まで

多久市多久町地先
から六角川合流点
まで

佐賀県佐賀市
佐賀県多久市
佐賀県小城市

佐賀県多久市
佐賀県小城市
佐賀県杵島郡江北町
佐賀県杵島郡大町町

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuiki.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 六角川水系 武雄川 ○ 潮見橋 武雄市
武雄市武雄町地先か
ら海まで

武雄市武雄町地先か
ら海まで

佐賀県武雄市
佐賀県杵島郡大町町

佐賀県武雄市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuiki.html



様式１

洪水予報等情報一覧（国管理河川） 平成29年9月30日時点

観測所名 所在地 左岸 右岸 左岸側 右岸側 公表状況 情報提供WEBサイト アドレス

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基準水位観測所 受け持ち区間 氾濫が発生した場合の浸水想定区域 浸水想定区域の提供情報
整備局名 事務所等 水系名 河川名

洪水予報
河川

水位周知
河川

九州地方整備局 武雄河川事務所 松浦川水系 松浦川 ○ 川西橋 伊万里市
武雄市若木町本部
地先から海まで

武雄市若木町本部
地先から海まで

佐賀県唐津市
佐賀県伊万里市
佐賀県武雄市

佐賀県唐津市
佐賀県伊万里市
佐賀県武雄市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuikimatuura.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 松浦川水系 松浦川 ○ 牟田部 唐津市
武雄市若木町本部
地先から海まで

武雄市若木町本部
地先から海まで

佐賀県唐津市 佐賀県唐津市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuikimatuura.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 松浦川水系 徳須恵川 ○ 徳須恵橋 唐津市
伊万里市南波多町
高瀬地先から松浦
川合流点まで

伊万里市南波多町
高瀬地先から松浦
川合流点まで

佐賀県唐津市
佐賀県伊万里市

佐賀県唐津市
佐賀県伊万里市

○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuikimatuura.html

九州地方整備局 武雄河川事務所 松浦川水系 厳木川 ○ 中島橋 唐津市
唐津市厳木町広瀬
地先から松浦川合
流点まで

唐津市厳木町広瀬
地先から松浦川合
流点まで

佐賀県唐津市 佐賀県唐津市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/prepare_bo
usai/kouzuisinsuisouteikuikimatuura.html

九州地方整備局
長崎河川国道事務

所
本明川水系 本明川 ○ 裏山 諫早市

諫早市本明名字高
羽突15 番の1 地
先から海まで

諫早市栄田名字宮
の前139 番の1
地先から海まで

長崎県諫早市 長崎県諫早市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/bousai/
souteikuikizu/index.html

九州地方整備局
長崎河川国道事務

所
本明川水系 半造川 ○ 埋津 諫早市

諫早市船越名字埋津
924 番の33 地先（埋津
橋下流端）から幹川合
流点まで

諫早市小川町35 番地
の1 地先（埋津橋下流
端）から幹川合流点ま
で

長崎県諫早市 長崎県諫早市 ○
http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/bousai/
souteikuikizu/index.html


