
浸水想定区域図の作成状況 Ｈ２５．３末時点

北海道開発局 留萌川 留萌川
H24.08.23
(H13.07.31)

http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/kasen/bosai/rumoi.html

北海道開発局 鵡川 鵡川 H14.01.31
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/bousai_info/bousai/sinsuiku/sins_
m.html

北海道開発局 沙流川 沙流川 H14.01.31
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/bousai_info/bousai/sinsuiku/sins_
s.html

北海道開発局 尻別川 尻別川 H14.03.29 http://www.ot.hkd.mlit.go.jp/d3/shinsui/index.htm

北海道開発局 後志利別川 後志利別川 H14.03.29 http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/water/sinsui/index.html

北海道開発局 十勝川 十勝川 H14.03.29
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/river_tokachi.html

北海道開発局 十勝川 浦幌十勝川 H22.08.12
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/index.html

北海道開発局 十勝川 浦幌川 H22.08.12
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/index.html

北海道開発局 十勝川 下頃辺川 H21.12.07
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/index.html

北海道開発局 十勝川 猿別川 H21.12.07
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/index.html

北海道開発局 十勝川 途別川 H21.12.07
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/index.html

北海道開発局 十勝川 十弗川 H21.12.07
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/index.html

北海道開発局 十勝川 利別川 H14.03.29
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/river_toshi.html

北海道開発局 十勝川 札内川 H14.03.29
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/river_satsu.html

北海道開発局 十勝川 音更川 H14.03.29
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/bousai/shinsui-
soutei/river_oto.html

北海道開発局 釧路川 釧路川
H20.12.24
(H14.03.29)

http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/kasen/sinsui/middle/kushiro.html

北海道開発局 釧路川 新釧路川
H20.12.24
(H14.03.29)

http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/kasen/sinsui/middle/sinkushiro.ht
ml

北海道開発局 網走川 網走川
H21.07.17
(H14 03 29)

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/shinsui/image/abasiri/abas
iri html

浸水想定区域図
公表時点・予定

浸水想定ＨＰアドレス水系名 河川名整備局名

(H14.03.29) iri.html

北海道開発局 網走川 美幌川 H21.07.17
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/shinsui/image/abasiri/biho
ro.html

北海道開発局 常呂川 常呂川
H21.06.11
(H14.03.29)

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/shinsui/image/tokoro/toko
ro.html

北海道開発局 常呂川 無加川 H21.06.11
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/shinsui/image/tokoro/muk
a.html

北海道開発局 湧別川 湧別川
H23.04.08
(H14.03.29)

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/shinsui/yubetu_M.html

北海道開発局 渚滑川 渚滑川
H22.09.02
(H14.03.29)

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/shinsui/image/shokotu/sh
okotu.html

北海道開発局 天塩川 天塩川 H14.03.29 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 天塩川 名寄川 H14.03.29 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 天塩川 風連別川 H24.03.30 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 天塩川 雄信内川 H22.03.31 http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/kasen/bosai/onoppunai.html

北海道開発局 天塩川 問寒別川 H22.03.31 http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/kasen/bosai/toikanbetsu.html

北海道開発局 天塩川 問寒別川 H22.03.31 http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/kasen/bosai/toikanbetsu.html

北海道開発局 石狩川 石狩川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/03ishikar
i/index.html

北海道開発局 石狩川 篠津川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/12sh
inotsu.pdf

北海道開発局 石狩川 須部都川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/13su
betsu.pdf

北海道開発局 石狩川 奈井江川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/15na
ie.pdf

北海道開発局 石狩川 徳富川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/16to
ppu.pdf

北海道開発局 石狩川 尾白利加川 H22.03.31
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/10oji
rarika.pdf

北海道開発局 石狩川 当別川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/18to
ubetsu.pdf

北海道開発局 石狩川 当別川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/18to
ubetsu.pdf

北海道開発局 石狩川 雨竜川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/01uryu/i
ndex.html
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北海道開発局 石狩川 恵岱別川 H22.03.31
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/11et
aibetsu.pdf

北海道開発局 石狩川 空知川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/02_2sora
chi/sorati_jyouryuu.pdf

北海道開発局 石狩川 幾春別川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/04ikusyu
nbetsu/index.html

北海道開発局 石狩川 夕張川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/05yubari
/index.html

北海道開発局 石狩川 千歳川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/07chitos
e/index.html

北海道開発局 石狩川 旧夕張川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/17ky
uuyu.pdf

北海道開発局 石狩川 豊平川 H14.07.05
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/06toyohi
ra/index.html

北海道開発局 石狩川 月寒川 H22.03.31
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/08ts
ukisamu.pdf

北海道開発局 石狩川 望月寒川 H22.03.31
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/09m
otsukisamu.pdf

北海道開発局 石狩川 美瑛川 H14.07.05 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 石狩川 忠別川 H22.01.28 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 石狩川 牛朱別川 H21.07.17 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 石狩川 厚別川 H22.03.31
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/19at
subetsu.pdf

北海道開発局 石狩川 漁川 H22.12.24
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/21iz
ari.pdf

北海道開発局 石狩川 嶮淵川 H22.12.24
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/22ke
nuhuti.pdf

北海道開発局 石狩川 幌向川 H22.12.24
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/23ho
romui.pdf

北海道開発局 石狩川 旧美唄川 H22.12.24
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/24ky
uubibai.pdf

北海道開発局 石狩川 美唄川 H22.09.03
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/14bi
bai.pdf

北海道開発局 石狩川 産化美唄川 H22.03.31
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/03sinsui/pdf/20sa
nkabibai.pdf

北海道開発局 石狩川 オサラッペ川 H21.12.07 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

北海道開発局 石狩川 辺別川 H22.01.28 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui/simurate/index.html

東北地方整備局 阿武隈川 阿武隈川 H14.04.30

東北地方整備局 阿武隈川 荒川 H22.03.30

東北地方整備局 阿武隈川 松川 H22.03.30

東北地方整備局 阿武隈川 広瀬川 H22.03.30

東北地方整備局 阿武隈川 白石川 H22.03.30

東北地方整備局 阿武隈川 摺上川 H22.03.30

東北地方整備局 阿武隈川 釈迦堂川 H22.03.30

東北地方整備局 阿武隈川 笹原川 H22.03.30

東北地方整備局 名取川 名取川 H13.11.30

東北地方整備局 名取川 広瀬川 H13.11.30

東北地方整備局 鳴瀬川 鳴瀬川 H14.03.15

東北地方整備局 鳴瀬川 吉田川 H14.03.15

東北地方整備局 鳴瀬川 多田川 H19.03.19

東北地方整備局 鳴瀬川 鞍坪川 H22.08.06
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/bosai/shinsui_sotei/kuratsubo
.htm

東北地方整備局 鳴瀬川 竹林川 H22.08.06
http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/bosai/shinsui_sotei/chikurin.h
tm

東北地方整備局 北上川 北上川 H14.06.28
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 旧北上川 H17.12.27

東北地方整備局 北上川 江合川 H14.06.28 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/bosai/shinsui_sotei/eai.htm
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東北地方整備局 北上川 新江合川 H17.12.27

東北地方整備局 北上川 磐井川 H17.12.27
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 雫石川 H17.12.27
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 中津川 H17.12.27
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 砂鉄川 H21.03.09
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 和賀川 H22.03.30

東北地方整備局 北上川 豊沢川 H22.03.30

東北地方整備局 北上川 猿ケ石川 H23.01.19
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 胆沢川 H22.03.30

東北地方整備局 北上川 人首川 H23.01.19
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/bousai/son
ae/sinsuisoutei/index.htm

東北地方整備局 北上川 二股川 H22.03.30 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/shinsui_soutei/futamata.htm

東北地方整備局 馬淵川 馬淵川 H13.11.30
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/other/flood/mabechi.ht
ml

東北地方整備局 高瀬川 高瀬川 H13.11.30
http://douga.thr.mlit.go.jp/kasen/hanran/takase/2005/data/fig
/fig_top.htm

東北地方整備局 岩木川 岩木川 H14.06.07 http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/other/flood/iwaki.html

東北地方整備局 岩木川 平川 H14.06.07
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/other/flood/hirakawa.ht
ml

東北地方整備局 岩木川 浅瀬石川 H18.03.30
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/other/flood/aseisi_map.
html

東北地方整備局 岩木川 土淵川 H23.04.22 －

東北地方整備局 岩木川 旧大蜂川 H23.04.22 －

東北地方整備局 米代川 米代川 H14.07.26 http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/shinsui/shinsui.htm

東北地方整備局 米代川 藤琴川 H22.03.30

東北地方整備局 雄物川 雄物川 H14.06.28
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/hanran_map/hanran
_map.htm

東北地方整備局 雄物川 玉川 H14.06.28
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/hanran_map/hanran
_map.htm

東北地方整備局 雄物川 皆瀬川 H14.06.28
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/hanran_map/hanran
_map.htm

東北地方整備局 雄物川 成瀬川 H18.3.30
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/hanran_map/hanran
_map.htm

東北地方整備局 雄物川 丸子川 H22.03.30
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/hanran_map/hanran
_map.htm

東北地方整備局 雄物川 横手川 H22.03.30
http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/01_kawa/hanran_map/hanran
_map.htm

東北地方整備局 子吉川 子吉川 H13.07.31

東北地方整備局 子吉川 石沢川 H18.03.30

東北地方整備局 最上川 最上川 H14.08.28 http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/hanran/index.html

東北地方整備局 最上川 須川 H14.08.28 http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/hanran/index.html

東北地方整備局 最上川 鮭川 H14.08.28 http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/hanran/index.html

東北地方整備局 最上川 真室川 H18.03.30

東北地方整備局 最上川 金山川 H18.03.30

東北地方整備局 最上川 村山野川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 寒河江川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 馬見ヶ崎川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 置賜白川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 鬼面川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 天王川 H22.03.30
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東北地方整備局 最上川 吉野川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 誕生川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 相沢川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 京田川 H22.03.30

東北地方整備局 最上川 最上小国川 H22.09.09 http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bousai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局 最上川 丹生川 H22.09.09 http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bousai/sinsui/sinsui.html

東北地方整備局 赤川 赤川 H14.02.15

東北地方整備局 赤川 大山川 H22.03.30

東北地方整備局 赤川 内川 H22.03.30

関東地方整備局 H14.6.28

関東地方整備局 那珂川 涸沼川（涸沼含む） H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 那珂川 桜川 H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 那珂川 藤井川 H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 久慈川 久慈川 H14.6.28 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 久慈川 里川 H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 久慈川 山田川 H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 利根川 利根川 H17.3.28
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

関東地方整備局 利根川 利根川（上流部） H18.7.6
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

関東地方整備局 利根川 広瀬川 H18.7.6
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

htt // kt lit j /t j / i i/ i i t i/ hi t ht

那珂川那珂川 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00108.html

関東地方整備局 利根川 小山川 H18.7.6
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

関東地方整備局 利根川 早川（利根川） H18.7.6
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

関東地方整備局 利根川 思川 H18.7.6
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

関東地方整備局 利根川 巴波川 H18.7.6
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/saigai/sinsuisoutei/shin_top.ht
m

関東地方整備局 利根川 渡良瀬川 H17.3.31 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/bousai/shinsui/index.htm

関東地方整備局 利根川 霞ヶ浦 H17.7.7 http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00004.html

関東地方整備局 利根川 北浦 H17.7.7 http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00004.html

関東地方整備局 利根川 常陸利根川 H17.7.7 http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00004.html

関東地方整備局 利根川 鰐川 H17.7.7 http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00004.html

関東地方整備局 利根川 横利根川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00004.html

関東地方整備局 利根川 江戸川 H17.3.28 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 中川 H18.2.15 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 綾瀬川 H18.2.15 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 利根運河 H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei3/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 北千葉導水路 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei4/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 坂川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei4/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 坂川放水路 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/soutei4/shin_top.htm

関東地方整備局 利根川 鬼怒川 H17.3.31 http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/08_hanra/kinu/kinu.htm

関東地方整備局 利根川 小貝川
H14.6.28
H17.7.7

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/08_hanra/kokai.htm

関東地方整備局 利根川 大谷川 H18.7.6 http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/08_hanra/ooya/ooya.htm
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関東地方整備局 利根川 烏川 H17.10.20 http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/river/bousai_sou.htm

関東地方整備局 利根川 鏑川 H17.10.20 http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/river/bousai_sou.htm

関東地方整備局 利根川 碓氷川 H17.10.20 http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/river/bousai_sou.htm

関東地方整備局 利根川 神流川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/river/bousai_sou.htm

関東地方整備局 利根川 桐生川 H17.3.31 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/bousai/shinsui/index.htm

関東地方整備局 利根川 秋山川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/bousai/shinsui/index.htm

関東地方整備局 利根川 矢場川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/bousai/shinsui/index.htm

関東地方整備局 利根川 多々良川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/bousai/shinsui/index.htm

関東地方整備局 利根川 旗川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/bousai/shinsui/index.htm

関東地方整備局 荒川 荒川
H16.9.10
H17.7.8

http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index038.html
http://www3.ktr.mlit.go.jp/arage/itgis/arahzd/app/map/main.js

関東地方整備局 荒川 入間川 H17.7.8 http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index038.html

関東地方整備局 荒川 越辺川 H17.7.8 http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index038.html

関東地方整備局 荒川 小畔川 H17.7.8 http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index038.html

関東地方整備局 荒川 高麗川 H17.7.8 http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index038.html

関東地方整備局 荒川 都幾川 H17.7.8 http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index038.html

関東地方整備局 鶴見川 鶴見川 H13.7.31 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00195.html

関東地方整備局 鶴見川 矢上川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00195.html

関東地方整備局 鶴見川 早淵川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00195.html

関東地方整備局 鶴見川 鳥山川 H19.4.25 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00195.html

関東地方整備局 多摩川 多摩川 H14.2.28 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00194.html

関東地方整備局 多摩川 浅川 H17.7.7 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00196.html

関東地方整備局 相模川 相模川 H14.8.30 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00197.html

関東地方整備局 富士川 富士川 H14.5.24 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

関東地方整備局 富士川 笛吹川 H14.5.24 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

関東地方整備局 富士川 早川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

関東地方整備局 富士川 御勅使川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

関東地方整備局 富士川 塩川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

関東地方整備局 富士川 日川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

関東地方整備局 富士川 重川 H19.1.11 http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/bosai/fusuigai/hazardmap.htm

北陸地方整備局 荒川 荒川 H22.03.16
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/river/suppose/index.
html

北陸地方整備局 阿賀野川 阿賀野川 H14.01.31 http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/sonae/sinsui/index.html

北陸地方整備局 阿賀野川 阿賀川 H14.03.29
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa/with-
river/agagawa_shinsui_soutei/top.html

北陸地方整備局 阿賀野川 早出川 H18.07.25 http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/sonae/sinsui/index.html

北陸地方整備局 阿賀野川 日橋川 H18.07.25
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agagawa/with-
river/agagawa_shinsui_soutei/top.html

北陸地方整備局 信濃川 信濃川下流 H14.04.30 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/sonae/hanran/index.html

北陸地方整備局 信濃川 信濃川 H14.04.30 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/hanran/

北陸地方整備局 信濃川 信濃川上流部 H19.6.27 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/hanran/index2.html

北陸地方整備局 信濃川 千曲川 H15.03.07 http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/shinsui/index.html

北陸地方整備局 信濃川 関屋分水路 H14.04.30 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/sonae/hanran/index.html



浸水想定区域図
公表時点・予定

浸水想定ＨＰアドレス水系名 河川名整備局名

北陸地方整備局 信濃川 大河津分水路 H14.04.30 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/sonaete/hanran/index.html

北陸地方整備局 信濃川 魚野川 H19.6.27 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/hanran/index2.html

北陸地方整備局 信濃川 犀川 H15.03.07 http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/shinsui/index.html

北陸地方整備局 信濃川 犀川上流 H19.1.16 http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/shinsui/index.html

北陸地方整備局 関川 関川 H14.01.31
http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/bousai/sekikawasinsui/index.
html

北陸地方整備局 関川 保倉川 H18.08.01 http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/1233086552066.html

北陸地方整備局 姫川 姫川 H14.08.30
http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/bousai/himekawasinsui/index.
html

北陸地方整備局 黒部川 黒部川 H16.05.28
http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/bo_info/sinsui/h16/sinsui.htm
l

北陸地方整備局 常願寺川 常願寺川 H14.09.20 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 神通川 神通川 H14.09.20 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 神通川 井田川 H18.07.25 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 神通川 熊野川 H18.07.25 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 神通川 西派川 H14.09.20 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 庄川 庄川 H14.09.20 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 小矢部川 小矢部川 H14.09.20 http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/kuikizu.html

北陸地方整備局 手取川 手取川 H14.08.30
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bousai/shinsui/tedo/
zu.html

北陸地方整備局 梯川 梯川 H14.01.31
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bousai/shinsui/kake/
zu.html

中部地方整備局 庄内川 庄内川 H19.08.29
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/kihon/bousai/shinsui/index.ht
ml

中部地方整備局 庄内川 土岐川 H19.08.29
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/kihon/bousai/shinsui/index.ht
ml

htt // b lit j / h i/kih /b i/ hi i/i d ht
中部地方整備局 庄内川 矢田川 H19.08.29

http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/kihon/bousai/shinsui/index.ht
ml

中部地方整備局 鈴鹿川 鈴鹿川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 鈴鹿川 鈴鹿川派川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 鈴鹿川 内部川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 雲出川 雲出川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 雲出川 雲出古川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 雲出川 中村川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 雲出川 波瀬川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 櫛田川 櫛田川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 櫛田川 佐奈川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 宮川 宮川 H21.06.30 http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/shinsui/shinsui/index.html

中部地方整備局 豊川 豊川 H14.02.28
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai/shinsui/toyokawa/
toyogawa.html

中部地方整備局 豊川 豊川放水路 H14.02.28
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai/shinsui/toyokawa/
toyogawa_housui.html

中部地方整備局 狩野川 狩野川 H14.03.15 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

中部地方整備局 狩野川 黄瀬川 H21.7.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

中部地方整備局 狩野川 大場川 H21.7.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

中部地方整備局 狩野川 狩野川放水路 H21.7.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

中部地方整備局 狩野川 来光川 H21.7.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

中部地方整備局 狩野川 柿沢川 H21.7.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/bosai/safety/sinsui.html

中部地方整備局 天竜川 天竜川　上流
H14.03.15
（H19.8.29）

http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/disaster/map/index.html
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中部地方整備局 天竜川 天竜川　下流 H24.12.07 http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/tenryu.html

中部地方整備局 矢作川 矢作川 H14.03.15
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/bohsai/shinsui/yahagigaw
a/index.html

中部地方整備局 菊川 菊川 H21.5.22 http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/kiku.html

中部地方整備局 菊川 牛淵川 H21.5.22 http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/kiku.html

中部地方整備局 菊川 下小笠川 H24.12.7 http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/mosimo/kiku.html

中部地方整備局 木曽川 木曽川 H23.03.07 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/kiso/index.html

中部地方整備局 木曽川 長良川 H23.03.07
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/nagara/index.ht
ml

中部地方整備局 木曽川 伊自良川 H23.03.07 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/ijira/index.html

中部地方整備局 木曽川 揖斐川 H23.03.07 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/ibi/index.html

中部地方整備局 木曽川 根尾川 H23.03.07 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/neo/index.html

中部地方整備局 木曽川 牧田川 H23.03.07
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/makita/index.ht
ml

中部地方整備局 木曽川 杭瀬川 H23.03.07
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/kouse/index.ht
ml

中部地方整備局 木曽川 多度川 H24.12.7 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/tado/index.html

中部地方整備局 木曽川 肱江川 H24.12.7 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/rootup/flood/hijie/index.html

中部地方整備局 安倍川 安倍川 H21.07.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bousai/index.html

中部地方整備局 安倍川 藁科川 H21.07.10 http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bousai/index.html

中部地方整備局 大井川 大井川 H15.03.20 http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/06_bousai/index.html

近畿地方整備局 由良川 由良川 H13.08.31
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/bousai/shinsui/index.ht
ml

近畿地方整備局 由良川 土師川 H18.06.15
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/bousai/shinsui/index.ht
ml

近畿地方整備局 紀の川 紀の川 H13.12.20 http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/shinsuisoutei

近畿地方整備局 紀の川 貴志川 H18.8.25 http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/shinsuisoutei

近畿地方整備局 大和川 大和川 H14.03.15 http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/outline/disaster/disa_01.html

近畿地方整備局 大和川 佐保川 H19.5.30 http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/outline/disaster/disa_01.html

近畿地方整備局 大和川 曽我川 H19.5.30 http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/outline/disaster/disa_01.html

近畿地方整備局 新宮川 熊野川 H14.03.15 http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/sinsui2004.html

近畿地方整備局 新宮川 相野谷川 H18.06.15 http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/sinsui2006.html

近畿地方整備局 円山川 円山川 H14.03.15 http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/index.html

近畿地方整備局 円山川 出石川 H14.03.15 http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/index.html

近畿地方整備局 円山川 奈佐川 H18.03.30 http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/index.html

近畿地方整備局 九頭竜川 九頭竜川 H14.03.15 http://www.fukui.kkr.mlit.go.jp/chisui/jigyou/kuzu_kawa.html

近畿地方整備局 九頭竜川 日野川 H14.03.15 http://www.fukui.kkr.mlit.go.jp/chisui/jigyou/kuzu_kawa.html

近畿地方整備局 淀川 野洲川 H14.03.15
http://www.biwakokasen.go.jp/simulation/sinsuisoutei/yasu/si
nsuisoutei.html

近畿地方整備局 淀川
淀川(宇治川含

む)
H14.06.14 http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/safe/inundation/index.html

近畿地方整備局 淀川 木津川 H14.06.14 http://www.kizujyo.go.jp/life/04.html

近畿地方整備局 淀川 桂川 H14.06.14 http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/safe/inundation/index.html

近畿地方整備局 淀川 柘植川 H14.06.14 http://www.kizujyo.go.jp/life/04.html

近畿地方整備局 淀川 服部川 H14.06.14 http://www.kizujyo.go.jp/life/04.html

近畿地方整備局 淀川 名張川 H14.06.14 http://www.kizujyo.go.jp/life/04.html

近畿地方整備局 淀川 宇陀川 H14.06.14 http://www.kizujyo.go.jp/life/04.html
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近畿地方整備局 淀川 猪名川 H14.06.14 http://www.inagawa.kkr.mlit.go.jp/safe/prevention/index.html

近畿地方整備局 淀川 藻川 H14.06.14 http://www.inagawa.kkr.mlit.go.jp/safe/prevention/index.html

近畿地方整備局 加古川 加古川 H14.06.14
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 加古川 東条川 H21.4.20
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 加古川 万願寺川 H21.4.20
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 揖保川 揖保川 H14.06.14
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 揖保川 中川 H20.5.30
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 揖保川 元川 H20.5.30
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 揖保川 栗栖川 H20.5.30
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 揖保川 林田川 H20.5.30
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 揖保川 引原川 H20.5.30
http://www.himeji.kkr.mlit.go.jp/outline/river/database/shinsui
/index.html

近畿地方整備局 北川 北川 H14.08.30 http://www.fukui.kkr.mlit.go.jp/chisui/jigyou/kita.html

近畿地方整備局 北川 遠敷川 H14.08.30 http://www.fukui.kkr.mlit.go.jp/chisui/jigyou/kita.html

中国地方整備局 千代川 千代川
H20.11.14

H24.6.21(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood/index.html

中国地方整備局 千代川 新袋川
H20.11.14

H24.6.21(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood/index.html

中国地方整備局 千代川 八東川 H20.11.14 http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood/index.html

中国地方整備局

中国地方整備局 天神川 天神川 H20.11.14 http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/bosai/sinsui.htm

中国地方整備局 天神川 小鴨川
H14.01.31

H21.3.11(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/bosai/sinsui.htm

中国地方整備局 天神川 国府川
H14.01.31

H21.3.11(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/river/bosai/sinsui.htm

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/flood/index.html
H20.11.14

H24.6.21(変更）
袋川千代川

中国地方整備局 天神川 三徳川 H21.03.11 浸水想定区域がない（白図）のため、図面として告示しない

中国地方整備局 日野川 日野川
H14.3.15

H22.3.10（変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/kouhyou/index.htm

中国地方整備局 日野川 法勝寺川
H14.3.15

H22.3.10（変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/kouhyou/index.htm

中国地方整備局 高津川 高津川
H18.03.10

H21.4.15(変更)
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/sinsuisoutei/takatug
awa/index.html

中国地方整備局 高津川 匹見川
H18.03.10

H21.4.15(変更)
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/sinsuisoutei/takatug
awa/index.html

中国地方整備局 高津川 高津川派川
H18.03.10

H21.4.15(変更)
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/sinsuisoutei/takatug
awa/index.html

中国地方整備局 高津川 白上川
H18.03.10

H21.4.15(変更)
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/sinsuisoutei/takatug
awa/index.html

中国地方整備局 斐伊川 斐伊川
H14.3.15

H25.3.26(変更)
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/01_bosai/sinnsui/cont_in
dex.html

中国地方整備局 斐伊川

斐伊川
（宍道湖、大橋
川、中海、境水

道）

H18.5.26
H25.3.26(変更)

http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/01_bosai/sinnsui/cont_in
dex.html

中国地方整備局 斐伊川 神戸川
H18.5.30

H25.3.26(変更)
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/01_bosai/sinnsui/cont_in
dex.html

中国地方整備局 吉井川 吉井川
H17.6.7

H22.3.24(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/ind
ex.html

中国地方整備局 吉井川 金剛川
H17.6.7

H22.3.24(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/ind
ex.html

中国地方整備局 旭川 旭川
H17.6.7

H22.3.24(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/ind
ex.html

中国地方整備局 旭川 百間川
H17.6.7

H22.3.24(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/ind
ex.html

中国地方整備局 高梁川 高梁川
H17.6.7

H22.3.24(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/ind
ex.html

中国地方整備局 高梁川 小田川
H17.6.7

H22.3.24(変更）
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/ind
ex.html

中国地方整備局 江の川 江の川 H14.1.31
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/bousai/sinsuisoutei/gounoka
wa/shinsui.htm

中国地方整備局 江の川 神野瀬川 H17.06.07 http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1.htm

中国地方整備局 江の川 馬洗川 H17.06.07 http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1.htm
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中国地方整備局 江の川 西城川 H14.1.31 http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/sinsui/p1.htm

中国地方整備局 芦田川 芦田川 H14.3.15
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/kasen/kasen_10/kasen_10.
html

中国地方整備局 芦田川 高屋川 H14.3.15
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/kasen/kasen_10/kasen_10.
html

中国地方整備局 太田川 太田川 H13.7.31 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川 根谷川 H13.7.31 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川 三篠川 H13.10.31 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川 古川 H21.6.22 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川 元安川 H21.6.22 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川 旧太田川 H21.6.22 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 太田川 天満川 H21.6.22 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood2/flood2.html

中国地方整備局 小瀬川 小瀬川 H14.1.31 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/bousai/flood3/flood3.html

中国地方整備局 佐波川 佐波川 H14.3.15 http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/river/flooding.html

四国地方整備局 渡川 四万十川
H13.07.31

H21.12.18（更新）
http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/press/2009/091218.pdf

四国地方整備局 渡川 後川 H21.4.28 http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/press/2009/090428.pdf

四国地方整備局 渡川 中筋川 H21.4.28 http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/press/2009/090428.pdf

四国地方整備局 土器川 土器川
H13.08.31

H21.03.19（変更）
http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/infomｅ
/hanran_kuiki/kiken.htm

四国地方整備局 那賀川 那賀川 H14.1.31 http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

四国地方整備局 那賀川 派川那賀川 H19.9.25 http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

四国地方整備局 那賀川 桑野川 H19.9.25 http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

H14 01 31
四国地方整備局 物部川 物部川

H14.01.31
H21.03.19（変更）

http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/infomation/sinsui/sinsui2.html

四国地方整備局 仁淀川 仁淀川 H14.1.31 http://www.skr.mlit.go.jp/kochi/infomation/sinsui/sinsui1.html

四国地方整備局 重信川 重信川 H14.1.31 http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/suibou.html

四国地方整備局 重信川 石手川 H20.3.25 http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/suibou.html

四国地方整備局 吉野川 吉野川 H14.8.30
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/bousai/kouzuimap/index.h
tm

四国地方整備局 吉野川 旧吉野川 H19.3.30
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/bousai/kouzuimap_kyuu/in
dex.htm

四国地方整備局 吉野川 今切川 H19.3.30
http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/bousai/kouzuimap_kyuu/in
dex.htm

四国地方整備局 肱川 肱川 H15.11.28 http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawa/kuiki.pdf

四国地方整備局

九州地方整備局 本明川 本明川 H13.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/html/bousai/pdf/shinnsuiso
uteikuikizu_map.pdf

九州地方整備局 本明川 半造川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/html/bousai/pdf/shinnsuiso
uteikuikizu_map.pdf

九州地方整備局 番匠川 番匠川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou/2011_sinsuikuiki_ind
ex.html

九州地方整備局 番匠川 堅田川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou/2011_sinsuikuiki_ind
ex.html

九州地方整備局 番匠川 井崎川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou/2011_sinsuikuiki_ind
ex.html

九州地方整備局 番匠川 久留須川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/2011_siryou/2011_sinsuikuiki_ind
ex.html

九州地方整備局 遠賀川 遠賀川 H14.3.15 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 彦山川 H14.3.15 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 黒川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 笹尾川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 犬鳴川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

http://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kawa/yaochi_1.pdfH20.8.4肱川 矢落川
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九州地方整備局 遠賀川 八木山川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 中元寺川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 金辺川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 穂波川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 遠賀川 西川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/prevents/hazardmap/index.html

九州地方整備局 肝属川 肝属川 H14.3.15
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/river/chisui/chisui-
hasardomap.html

九州地方整備局 肝属川 高山川 H14.3.15
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/river/chisui/chisui-
hasardomap.html

九州地方整備局 肝属川 姶良川 H14.3.15
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/river/chisui/chisui-
hasardomap.html

九州地方整備局 肝属川 串良川 H14.3.15
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/river/chisui/chisui-
hasardomap.html

九州地方整備局 肝属川 下谷川 H18.3.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/river/chisui/chisui-
hasardomap.html

九州地方整備局 菊池川 菊池川 H14.3.29 http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-kikuchigawa.pdf

九州地方整備局 菊池川 合志川 H14.3.29 http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-koshigawa.pdf

九州地方整備局 菊池川 繁根木川 H20.12.22 http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-hanegigawa.pdf

九州地方整備局 菊池川 木葉川 H20.12.22 http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-konohagawa.pdf

九州地方整備局 菊池川 岩野川 H20.12.22 http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-iwanogawa.pdf

九州地方整備局 菊池川 迫間川 H20.12.22 http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-hazamagawa.pdf

九州地方整備局 菊池川 上内田川 H20.12.22
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/image/map-
kamiuchidagawa.pdf

九州地方整備局 矢部川 矢部川 H14.3.29
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 小丸川 小丸川 H14.3.29 http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/shinsui/kuik02.html

htt // lit j / hik /b i/03
九州地方整備局 筑後川 筑後川 H14.5.31

http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 早津江川 H14.5.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 庄手川 H14.5.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 佐賀江川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 城原川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 宝満川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 巨瀬川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 佐田川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 花月川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 筑後川 玖珠川 H18.6.30
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 緑川 緑川 H14.5.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_m/index.
htm

九州地方整備局 緑川 加勢川 H14.5.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_m/index.
htm

九州地方整備局 緑川 御船川 H14.5.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_m/index.
htm

九州地方整備局 緑川 浜戸川 H14.5.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_m/left.ht
m

九州地方整備局 白川 白川 H14.11.29
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_s/index.h
tm

九州地方整備局 松浦川 松浦川 H14.11.29 http://202.61.25.130/information/sinsui/matsuura/index.html

九州地方整備局 松浦川 徳須恵川 H14.11.29 http://202.61.25.130/information/sinsui/matsuura/index.html

九州地方整備局 松浦川 厳木川 H14.11.29 http://202.61.25.130/information/sinsui/matsuura/index.html

九州地方整備局 大淀川 大淀川 H15.3.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/shinsui/ohyodo/index.html

九州地方整備局 大淀川 本庄川 H15.3.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/shinsui/ohyodo/honjou/ind
ex.html
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九州地方整備局 大淀川 深年川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/shinsui/aya_fukatoshi/kunit
omi.html

九州地方整備局 大淀川 綾北川 H18.7.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/shinsui/aya_fukatoshi/ayaki
ta.html

九州地方整備局 山国川 山国川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/img/areamap.jpg

九州地方整備局 山国川 中津川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/img/areamap.jpg

九州地方整備局 嘉瀬川 嘉瀬川 H16.12.10
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 嘉瀬川 祇園川 H19.8.31
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-
sinsui/sinsui_soutei/index.html

九州地方整備局 六角川 六角川 H16.12.10 http://202.61.25.130/information/sinsui/matsuura/index.html

九州地方整備局 六角川 牛津川 H16.12.10 http://202.61.25.130/information/sinsui/matsuura/index.html

九州地方整備局 六角川 武雄川 H16.12.10 http://202.61.25.130/information/sinsui/matsuura/index.html

九州地方整備局 大野川 大野川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 大野川 乙津川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 大野川 判田川 H22.3.1 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 大野川 立小野川 H22.3.1 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 大分川 大分川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 大分川 七瀬川 H16.12.11 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 大分川 賀来川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/kawa/sentaku.html

九州地方整備局 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/kasen/soutei/gokase.htm

九州地方整備局 五ヶ瀬川 大瀬川 H16.12.10 http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/kasen/soutei/oose.htm

九州地方整備局 五ヶ瀬川 北川 H18.7.31 http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/kasen/soutei/kitagawa.htm

htt // lit j / b k /k / t i/h i ht
九州地方整備局 五ヶ瀬川 祝子川 H18.7.31

http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/kasen/soutei/hourigawa.ht
m

九州地方整備局 球磨川 球磨川 H16.12.17 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/shinsui/index.htm

九州地方整備局 球磨川 南川 H16.12.17
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/shinsui/kuma_001.ht
m

九州地方整備局 球磨川 前川 H16.12.17
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/shinsui/kuma_001.ht
m

九州地方整備局 球磨川 川辺川 H16.12.17
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/shinsui/kuma_009.ht
m

九州地方整備局 川内川 川内川 H16.12.17 http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/

九州地方整備局 川内川 羽月川 H18.3.30 http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/

九州地方整備局 川内川 長江川 H18.3.30 http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/

九州地方整備局 川内川 隈之城川 H18.3.30 http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/


