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都道府県名 水防警報河川・海岸（都道府県知事指定）
（水防法第16条第1項）

熊本県
67河川

坪井川、井芹川、木山川、御船川、関川、木葉川、氷川、町山口川、除川、
千間江湖、砂川、大野川、浅川、五丁川、浜戸川、境川、繁根木川、岩野川、
堀川、黒川、大鞘川、河俣川、水俣川、湯出川、津奈木川、佐敷川、一町
田川、広瀬川、浦川、菜切川、行末川、白川、矢形川、八間川、鏡川、水
無川、二見川、田浦川、小田浦川、湯の浦川、大宮地川、流合川、湯山川、
内野川、今富川、下津深江川、今泉川、河内川、松原川、上津深江川、志
岐川、菊池川、河原川、合志川、唐人川、筑後川、天明新川、網津川、潤川、
千滝川、波多川、万江川、胸川、川辺川、和仁川、藻器堀川、健軍川

大分県
84河川

大分川、米良川、尼ヶ瀬川、七瀬川、平川、小槐木川、宮川、芹川、竹田川、
真玉川、桂川、石丸川、大野川、北鼻川、戸次古川、河原内川、原川、今
堤川、柴北川、茜川、平井川、真竹川、小賀川、三重川、玉田川、秋葉川、
稲葉川、玉来川、緒方川、寄藻川、向野川、田深川、武蔵川、安岐川、荒
木川、吉松川、堅田川、床木川、久留須川、山口川、門前川、炭崎川、八
坂川、高山川、朝見川、玖珠川、森川、松木川、町田川、野上川、有田川、
渡里川、吾々路川、高瀬川、赤石川、串川、熊崎川、末広川、臼杵川、温
井川、田井ヶ迫川、左津留川、志生木川、佐志生川、山国川、跡田川、海
添川、青江川、津久見川、市園川、小猫川、祓川、住吉川、丹生川、尾田川、
屋山川、蛎瀬川、犬丸川、駅館川、伊呂波川、津房川、深見川、伊美川、
旧大分川

宮崎県
35河川
3海岸

五ヶ瀬川、本庄川、高崎川、沖水川、萩原川、岩瀬川、北川、祝子川、耳川、
一ツ瀬川、三財川、三納川、清武川、広渡川、酒谷川、細田川、潟上川、
市木川、本城川、福島川、丸谷川、東岳川、瓜田川、大谷川、八重川、新
別府川、三ヶ所川、小川、沖田川、五十鈴川、塩見川、石崎川、加江田川、
長江川、小丸川
宮崎市沿岸、日南市沿岸、日向市・門川町及び延岡市沿岸

鹿児島県
19河川

平佐川、甲突川、天降川、手籠川、郡田川、万之瀬川、加世田川、米之津川、
神之川、長松川、下谷口川、花渡川、中洲川、雄川、新川、稲荷川、永田川、
本城川、井川

沖縄県 －
計 1494河川（3湖沼含む）、128海岸

12-1-4　水位周知河川（都道府県）
	 （令和 3 年 3 月 31 日現在）

都道府県名 洪水特別警戒水位への到達情報を通知及び周知する河川（水位周知河川）
都道府県知事指定（水防法第13条第2項）

北海道
136河川

南六号川、徳富川、雨竜川、琴似発寒川、中の川、琴似川、余市川、朱太川、
古平川、美国川、遊楽部川、落部川、長万部川、松倉川、鮫川、久根別川、
大野川、流渓川、木古内川、知内川、福島川、姫川、天野川、厚沢部川、
安野呂川、鶉川、厚真川、安平川、勇払川、知利別川、気門別川、江丹別川、
倉沼川、比布川、ポン川、置杵牛川、西達布川、富良野川、ヌッカクシ富
良野川、ベベルイ川、剣淵川、犬牛別川、温根別川、鵡川、頓別川、北見
幌別川、無加川、訓子府川、小町川、魚無川、佐呂間別川、興部川、斜里川、
猿間川、利別川、足寄川、茶路川、庶路川、尾幌川、標津川、豊栄川、辺
乙部川、幌向川、利根別川、牛朱別川、ぺーパン川、当麻川、双朱別川、
生田原川、新冠川、厚別川、静内川、古川、真沼津川、苫小牧川、白老川、
長流川、古丹別川、三毛別川、乳呑川、ウエンナイ川、豊平川、厚別川、
野津幌川、月寒川、望月寒川、精進川、輪厚川、柏木川、茂漁川、長都川、
千歳川、ママチ川、新ママチ川、常盤川、石川、胆振幌別川、来馬川、当
別川、途別川、売買川、美生川、ピウカ川、芽室川、星置川、パンケ歌志
内川、奈江豊平川、芭露川、東利根別川、熊穴川、多度志川、沼田弄川、
馬追運河、阿野呂川、尻別川、喜茂別川、倶登山川、向別川、様似川、兵
知安川、オムロシュベツ川、帯広川、新帯広川、ウツベツ川、柏林台川、
浦幌川、鈴蘭川、釧路川、別保川、堀株川、ペンケ歌志内川、空知川、沙
流川、パンケ新得川、ペケレベツ川、阿寒川

青森県
33河川

旧十川、十川、後長根川、金木川、松野木川、浪岡川、腰巻川、高瀬川、
赤川、浅水川、古間木川、熊原川、種子川、奥入瀬川、五戸川、新井田川、
今別川、蟹田川、野内川、野辺地川、枇杷野川、小湊川、田名部川、脇野
沢川、大畑川、小川、中村川、新城川、沖館川、西滝川、明神川、天田内川、
赤川

岩手県
40河川

安家川、宇部川、鵜住居川、関口川、気仙川、大股川、矢作川、夏井川（岩
手県）、久慈川、長内川、甲子川、小鎚川、小本川、瀬月内川、雪谷川、盛川、
大川、大槌川、津軽石川、安比川、馬淵川、普代川、閉伊川、衣川、猿ヶ
石川、猿沢川、夏川、砂鉄川、雫石川、諸葛川、松川、人首川、千厩川、
曽慶川、早瀬川、胆沢川、稗貫川、北上川、和賀川、簗川

宮城県
34河川

荒川、斎川、小田川、内川、雉子尾川、高城川、砂押川、坂元川、鹿折川、
七北田川、梅田川、大川、津谷川、芋埣川、夏川、萱刈川、旧迫川、江合川、
三迫川、出来川、小山田川、瀬峰川、西川、大水門川、田尻川、二股川、
旧笊川、広瀬川、増田川、吉田川、渋井川、多田川、鳴瀬川、二迫川

秋田県
30河川

米代川、大湯川、小坂川、阿仁川、藤琴川、長木川、役内川、横手川、丸
子川、岩見川、旭川、草生津川、芋川、馬場目川、三種川、福士川、新城川、
福部内川、玉川、桧木内川、下内川、猿田川、窪堰川、川口川、矢島川、
斉内川、小阿仁川、小猿部川、綴子川、熊沢川
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都道府県名 洪水特別警戒水位への到達情報を通知及び周知する河川（水位周知河川）
都道府県知事指定（水防法第13条第2項）

山形県
64河川

最上川、犬川、堀立川、砂川、誕生川、羽黒川、吉野川、鬼面川、天王川、
織機川、黒川、置賜白川、荒川、横川、置賜野川、寒河江川、月布川、沼川、
馬見ヶ崎川、乱川、倉津川、前川、村山高瀬川、押切川、立谷川、小鶴沢川、
石子沢川、白水川、村山野川、日塔川、富並川、朧気川、野尻川、大旦川、
指首野川、升形川、泉田川、角川、金山川、大以良川、上台川、真室川、
鮭川、立谷沢川、湯尻川、藤島川、相沢川、京田川、新井田川、青竜寺川、
月光川、庄内高瀬川、荒瀬川、小牧川、田沢川、黒瀬川、内川、赤川、五
十川、温海川、庄内小国川、鼠ヶ関川、三瀬川、倉沢川

福島県
34河川

阿賀川、伊南川、宮川、田付川、湯川、阿武隈川、逢瀬川、安達太良川、
今出川、社川、釈迦堂川、松川、大森川、大滝根川、濁川、東根川、油井川、
右支夏井川、好間川、新川、仁井田川、久慈川、川上川、鮫川、小高川、
小泉川、真野川、真野川、請戸川、高瀬川（福島県）、請戸川、藤原川、蛭
田川、富岡川

茨城県
17河川

大北川、花園川、花貫川、十王川、押川、五行川、巴川，涸沼川、前川、
久慈川（常陸大宮市）、久慈川（大子町）、里川、浅川、茂宮川、関根川、
八間堀川、恋瀬川

栃木県
5河川 巴波川、内川、旗川、五行川、桐生川

群馬県
19河川

利根川（上流）、利根川（下流）、早川、広瀬川、粕川、荒砥川、桃ノ木川、
赤城白川、谷田川、烏川、井野川、榛名白川、鏑川、鮎川、高田川、碓氷川、
韮川、蛇川、新堀川

埼玉県
14河川

小山川、鴨川、市野川、福川、中川、元荒川、入間川、柳瀬川、鴻沼川、
黒目川、女堀川、大落古利根川、新方川、唐沢川

千葉県
26河川

坂川、新坂川、真間川、根木名川、黒部川、都川、養老川、小櫃川、小糸川、
一宮川、夷隅川、海老川、高崎川、矢那川、平久里川、加茂川、小野川、
椎津川、栗山川、作田川、真亀川、南白亀川、村田川、木戸川、湊川、手
賀沼

東京都
5河川 石神井川、善福寺川、丸子川、谷沢川、呑川

神奈川県
85河川

（1湖沼含む）

平瀬川、ニケ領本川、五反田川、三沢川、鶴見川、矢上川、有馬川、早淵川、
鳥山川、砂田川、大熊川、麻生川、恩田川、梅田川、小出川、目久尻川、
玉川、細田川、小鮎川、荻野川、中津川（県西）、鳩川、道保川、串川、帷
子川、今井川、大岡川、宮川、侍従川、鷹取川、平作川、下山川、森戸川（横
須賀）、田越川、滑川、神戸川、境川、柏尾川、平戸永谷川、いたち川、阿
久和川、宇田川、和泉川、舞岡川、名瀬川、引地川、蓼川、金目川、河内
川（県西）、鈴川、渋田川、歌川、室川、座禅川、善波川、板戸川、水無川、
葛葉川、葛川、不動川、中村川、森戸川（小田原）、狩川、要定川、洞川、
川音川、四十八瀬川、河内川（平塚）、山王川、早川、芦ノ湖、新崎川、千
歳川、永池川、竹川、中津川（厚木）、内川、千の川、大根川、藤沢川、尺
里川、皆瀬川、平瀬川支川、真光寺川、松越川

山梨県
15河川

芦川、釜無川、鎌田川、境川、戸川、御勅使川、貢川、重川、相川、滝戸川、
滝沢川、濁川、坪川、日川、平等川

都道府県名 洪水特別警戒水位への到達情報を通知及び周知する河川（水位周知河川）
都道府県知事指定（水防法第13条第2項）

長野県
31河川

千曲川、高瀬川、天竜川、木曽川、夜間瀬川、松川（須坂）、穂高川、田川、
薄川、蛭川、沢山川、依田川、遠山川、阿智川、宮川、上川、姫川、松川（飯
田）、犀川、神川、浦野川、女鳥羽川、浅川、鳥居川、百々川、鮎川、砥川、
横河川、松川（白馬）、万水川、八木沢川

新潟県
37河川

阿賀野川、早出川、能代川、五十嵐川、刈谷田川、渋海川、魚野川、関川、
保倉川、姫川、三面川、加治川、鯖石川、国府川、胎内川、加茂川、下条川、
栖吉川、黒川、破間川、鵜川、矢代川、柿崎川、門前川、高根川、三国川、
正善寺川、渋江川、小阿賀野川、猿橋川、常浪川、太田川、荒川（県）、信
濃川（県）、安野川、羽茂川、佐梨川

富山県
41河川

熊野川、山田川（小矢部川）、坪野川、いたち川、土川、和田川、小矢部川、
祖父川、岸渡川、子撫川、横江宮川、渋江川、旅川、山田川（神通川）、千
保川、舟川、小川、山合川、中川、沖田川、下条川、仏生寺川、上庄川、
余川川、阿尾川、黒瀬川、片貝川、布施川、早月川、角川、上市川、白岩川、
栃津川、大岩川、吉田川、高橋川、鴨川、境川、笹川、木流川、宇波川

石川県
28河川

大聖寺川、犀川、浅野川、河原田川、新堀川（柴山潟）、動橋川、前川、安
原川、伏見川、高橋川、大野川、金腐川、森下川、羽咋川、子浦川、御祓川、
米町川、町野川、河北潟、津幡川、宇ノ気川、鍋谷川、八丁川、二宮川、
熊木川、八ヶ川、小又川、若山川

岐阜県
24河川

伊自良川、鳥羽川、牧田川、武儀川、津保川（上流）、津保川（下流）、可
児川、土岐川、阿木川、中津川、宮川（上流）、高原川、木曽川、杭瀬川、
泥川、長良川（上流）、板屋川、犀川、糸貫川、境川、新境川、大谷川、相川、
津屋川、荒城川

静岡県
54河川

仿僧川、敷地川、逆川、今ノ浦川、宇刈川、葉梨川、都田川、井伊谷川、
釣橋川、潤井川、高橋川、沼川、小潤井川、赤淵川、安間川、阿多古川、
二俣川、気田川、水窪川、馬込川、芳川、栃山川、木屋川、湯日川、坂口
谷川、勝間田川、新中川、巴川、長尾川、丸子川、足久保川、藁科川、萩
間川、興津川、庵原川、山切川、稲生沢川、那賀川、大場川、来光川、黄
瀬川、狩野川、修善寺川、大見川、大井川、大代川、大津谷川、河津川、
青野川、仁科川、伊東大川、山川、鮎沢川、新野川

愛知県
24河川

矢田川、香流川、八田川、内津川、五条川、大山川、青木川、扇川、山崎川、
蟹江川、領内川、福田川、阿久比川、矢作古川、広田川、乙川、籠川、逢
妻女川、猿渡川、音羽川、柳生川、梅田川、佐奈川、五条川（上流）

三重県
38河川

木津川、柘植川、服部川、五十鈴川、板屋川、員弁川、三滝川、中ノ川、
安濃川、阪内川、金剛川、銚子川、朝明川、鹿化川、志登茂川、岩田川、
相川、三渡川、外城田川、天白川、堀切川、愛宕川、名古須川、加茂川、
赤羽川、船津川、海蔵川、雲出川、碧川、笹笛川、大堀川、大内山川、椋川、
横川、産田川、美濃屋川、宮川、熊野川

福井県
18河川

九頭竜川、日野川、足羽川、兵庫川、荒川、赤根川、清滝川、江端川、天
王川、浅水川、鞍谷川、吉野瀬川、耳川、はす川、遠敷川、佐分利川、関
屋川、井の口川

滋賀県
10河川

愛知川、安曇川、芹川、大戸川、天野川、宇曽川、犬上川、余呉川、草津川、
姉川
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京都府
34河川

桂川（京北）、弓削川、山科川、天神川、小畑川、小泉川、田原川（宇治田
原町）、普賢寺川、大谷川、山田川、井関川、赤田川、和束川、煤谷川、犀川、
上林川、伊佐津川、志楽川、大手川、野田川、福田川、竹野川、佐濃谷川、
宇川、和久川、牧川、土師川、宮川、川上谷川、筒川、犬飼川、田原川（南
丹市）、棚野川、高屋川

大阪府
26河川

余野川、箕面川、千里川、天竺川、兎川、高川、茨木川、山田川、芥川、
女瀬川、檜尾川、水無瀬川、天野川、穂谷川、船橋川、東除川、西除川、
石津川、春木川、津田川、近木川、見出川、佐野川、樫井川、男里川、芦
田川

兵庫県
70河川

竹田川、猪名川、円山川、奈佐川、出石川、稲葉川、八木川、大屋川、建
屋川、加古川、美嚢川、志染川、淡河川、万勝寺川、万願寺川、下里川、
東条川、千鳥川、野間川、杉原川、篠山川、宮田川、柏原川、高谷川、葛
野川、揖保川、林田川、栗栖川、菅野川、引原川、武庫川、有馬川、夙川、
芦屋川、高橋川、住吉川、石屋川、都賀川、新湊川、妙法寺川、福田川、
山田川、明石川、伊川、谷八木川、赤根川、瀬戸川、喜瀬川、法華山谷川、
天川、市川、越知川、夢前川、菅生川、大津茂川、千種川、佐用川、志文川、
竹野川、佐津川、矢田川、湯舟川、岸田川、久斗川、大栃川、宝珠川、洲
本川、三原川、都志川、郡家川

奈良県
23河川

大和川、佐保川、富雄川、秋篠川、高瀬川、布留川、竜田川、葛城川、高
田川、曽我川、葛下川、高取川、飛鳥川、寺川、宇陀川、芳野川、紀の川、
丹生川、高見川、岩井川、能登川、地蔵院川、米川

和歌山県
17河川

左会津川、富田川、日置川、南部川、太田川、周参見川、和田川、亀の川、
橋本川、日方川、加茂川、山田川、広川、印南川、切目川、那智川、貴志川

鳥取県
19河川

加茂川（鳥取）、旧加茂川、蒲生川、小田川（鳥取）、塩見川、大路川、野
坂川、河内川、勝部川、日置川、八東川、私都川、東郷池、三徳川、佐陀川、
精進川、日野川（霞）、板井原川、小松谷川

島根県
18河川

斐伊川、飯梨川、伯太川、意宇川、赤川、三刀屋川、津和野川、静間川、
三瓶川、下府川、浜田川、三隅川（島根）、久野川、高津川、八尾川、八戸川、
敬川、神戸川

岡山県
24河川

小田川（岡山）、吉井川、笹ケ瀬川上流、吉野川（吉井川）、梶並川、加茂川、
宮川、滝川、旭川（上流）、宇甘川、備中川、高梁川、成羽川、倉敷川、里
見川、金剛川、八塔寺川、千町川、千町古川、干田川、干田川放水路、香
澄川、砂川（旭川）、砂川（笹ヶ瀬川）

広島県
61河川

太田川、根谷川、安川、水内川、三篠川、鈴張川、南原川、府中大川、高
屋川、箱田川、加茂川、神谷川、吉野川、有地川、出口川、芦田川、瀬戸川、
御調川、砂川、服部川、河手川、志路原川、西城川、北溝川、戸郷川、冠川、
多治比川、馬洗川、上下川、国兼川、美波羅川、神野瀬川、布野川、板木川、
比和川、成羽川、瀬野川、二河川、八幡川、黒瀬川（上流）、賀茂川（広島）、
沼田川（上流）、天井川、入野川、仏通寺川、梨和川、菅川、本郷川（広島）、
野呂川、和久原川、西野川、藤井川、羽原川、山南川、永慶寺川、御手洗川、
可愛川、岡ノ下川、三津大川、手城川、椋梨川

都道府県名 洪水特別警戒水位への到達情報を通知及び周知する河川（水位周知河川）
都道府県知事指定（水防法第13条第2項）

山口県
64河川

錦川、宇佐川、生見川、本郷川、渋川、島田川、東川、一の坂川、吉敷川、
前田川、九田川、厚東川、大田川、中川、阿武川、橋本川、蔵目喜川、生
雲川、明木川、玉江川、屋代川、三蒲川、宮崎川、宮川、平田川（岩国市）、
平田川（下松市）、由宇川、柳井川、田布施川、灸川、末武川、大内川、切
戸川、富田川、夜市川、島地川、柳川、馬刀川、南若川、今津川、井関川、
真締川、有帆川、厚狭川、木屋川、田部川、神田川、武久川、綾羅木川、
友田川、川棚川、粟野川、深川川、三隅川、掛淵川、大坊川、泉川、大井川、
須佐川、田万川、原中川、土穂石川、西光寺川、郷川

徳島県
15河川

宮川内谷川、川田川、鮎喰川、園瀬川、桑野川、日和佐川、海部川、貞光川、
那賀川、福井川、飯尾川、新池川、江川、ほたる川、宍喰川

香川県
11河川

新川、春日川、綾川、金倉川、財田川、湊川、本津川、大束川、高瀬川、
津田川、鴨部川

愛媛県
21河川

渦井川、加茂川、関川、岩松川、喜木川、金生川、肱川、小田川、国領川、
小野川、石手川、久万川、須賀川、千丈川、僧都川、蒼社川、大谷川、中
山川、広見川、三間川、立岩川

高知県
4河川 国分川、鏡川、松田川、宇治川

福岡県
41河川

大刀洗川、小石原川、矢部川、沖端川、遠賀川、西川、諏訪川、紫川、矢
矧川、釣川、八並川、山田川、西郷川、今川、小波瀬川、長峡川、祓川、
佐井川、御笠川、雷山川、多々良川、板櫃川、金山川、穂波川、泉河内川、
建花寺川、那珂川、宇美川、室見川、樋井川、瑞梅寺川、堂面川、城井川、
宝満川、広川、巨瀬川、庄内川、竹馬川、大根川、東谷川、高良川

佐賀県
31河川

秋光川、大木川、田手川、城原川、巨勢川、佐賀江川、晴気川、今出川、
中通川、武雄川、高橋川、半田川、祗園川、八田江、本庄江、塩田川、鹿
島川、中川、石木津川、玉島川、横田川、伊万里川、有田川、福所江、松
浦川、牛津江川、寒水川、新田川、通瀬川、安良川、宇木川

長崎県
29河川

浦上川、永田川、宮村川、鏡川、郡川、厳原本川、江迎川、佐護川、佐々川、
佐世保川、山田川、志佐川、時津川、小森川、雪浦川、川棚川、早岐川、
相浦川、大手川、大上戸川、中島川、長与川、釣道川、内田川、八郎川、
彼杵川、福江川、半造川、有家川

熊本県
66河川

（1湖沼含む）

坪井川、井芹川、木山川、御船川、関川、木葉川、氷川、町山口川、除川、
千間江湖、砂川、大野川、浅川、五丁川、浜戸川、境川、繁根木川、岩野川、
堀川、黒川、大鞘川、河俣川、湯出川、津奈木川、佐敷川、一町田川、広
瀬川、浦川、菜切川、行末川、白川、矢形川、八間川、鏡川、水無川、二
見川、田浦川、小田浦川、湯の浦川、大宮地川、流合川、湯山川、内野川、
今富川、下津深江川、今泉川、河内川、松原川、上津深江川、志岐川、菊
池川、河原川、合志川、唐人川、筑後川、天明新川、網津川、潤川、千滝川、
波多川、万江川、胸川、川辺川、和仁川、藻器堀川、健軍川
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大分県
85河川

大分川（庄内）、大分川（湯布院）、大分川（挾間）、米良川、尼ヶ瀬川、七
瀬川、平川、小槐木川、宮川、芹川、竹田川、真玉川、桂川、石丸川、大
野川、北鼻川、戸次古川、河原内川、原川、今堤川、柴北川、茜川、平井川、
真竹川、小賀川、三重川、玉田川、秋葉川、稲葉川、玉来川、緒方川、寄
藻川、向野川、田深川、武蔵川、安岐川、荒木川、吉松川、堅田川、床木川、
久留須川、山口川、門前川、炭崎川、八坂川、高山川、朝見川、玖珠川、
森川、松木川、町田川、野上川、有田川、渡里川、吾々路川、高瀬川、赤
石川、串川、熊崎川、末広川、臼杵川、温井川、田井ヶ迫川、左津留川、
志生木川、佐志生川、山国川、跡田川、海添川、青江川、津久見川、市園川、
小猫川、祓川、住吉川、丹生川、尾田川、屋山川、蛎瀬川、犬丸川、伊呂
波川、津房川、深見川、伊美川、旧大分川

宮崎県
32河川

五ヶ瀬川、本庄川、高崎川、沖水川、萩原川、岩瀬川、北川、祝子川、耳川、
一ツ瀬川、三財川、三納川、細田川、潟上川、市木川、本城川、福島川、
丸谷川、東岳川、瓜田川、大谷川、八重川、新別府川、三ヶ所川、小川、
沖田川、五十鈴川、塩見川、石崎川、加江田川、小丸川、長江川

鹿児島県
17河川

平佐川、甲突川、天降川、手籠川、郡田川、米之津川、神之川、長松川、
下谷口川、花渡川、中洲川、雄川、新川、稲荷川、永田川、本城川、井川

沖縄県
8河川 安里川、久茂地川、真嘉比川、安謝川、国場川、小波津川、比謝川、天願川

計 1580河川（2湖沼含む）

12-1-5　水防団員数・年齢構成比の推移	 令和 3年 4月 1日時点
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