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4-1-8　一級水系河川整備基本方針及び河川整備計画策定状況
【① 一級水系（国土交通⼤臣管理区間）】 令和 4 年 3 月 31 日現在

開発局・整備局 水系名 基本方針／大臣決定日 河川名 整備計画策定日
北海道 天

て

塩
しお

川
がわ 平成15年2月4日 天塩川 平成19年10月12日

北海道 渚
しょ

滑
こつ

川
がわ 平成20年6月11日 渚滑川 平成22年5月18日

北海道 湧
ゆう

別
べつ

川
がわ 平成20年3月26日 湧別川 平成22年11月8日

北海道 常
とこ

呂
ろ

川
がわ 平成19年3月30日 常呂川 平成21年2月25日

北海道 網
あば

走
しり

川
がわ 平成18年4月24日 網走川 平成27年9月17日

北海道 留
る

萌
もい

川
がわ

平成11年12月1日 留萌川 平成13年10月18日
（平成18年3月28日変更）

北海道 石
いし

狩
かり

川
がわ

平成16年6月14日

夕張川 平成17年4月12日
（平成27年3月25日変更）

千歳川 平成17年4月12日
（平成27年3月25日変更）

幾春別川 平成18年3月28日
豊平川 平成18年9月22日

空知川 平成18年12月28日
（平成30年3月29日変更）

雨竜川 平成19年5月9日
（平成29年7月7日変更）

石狩川上流 平成19年9月13日
石狩川下流 平成19年9月13日

北海道 尻
しり

別
べつ

川
がわ 平成20年3月26日 尻別川 平成22年4月30日

北海道 後
しり

志
べし

利
とし

別
べつ

川
がわ 平成18年2月14日 後志利別川 平成19年6月14日

北海道 鵡
む

川
かわ 平成19年11月22日 鵡川 平成21年2月25日

北海道 沙
さ

流
る

川
かわ 平成11年12月1日

沙流川 平成14年7月19日
（平成19年3月8日変更）平成17年11月18日変更

北海道 釧
くし

路
ろ

川
がわ 平成18年9月1日 釧路川 平成20年3月12日

北海道 十
と

勝
かち

川
がわ

平成19年3月30日 十勝川 平成22年9月6日
（平成25年6月17日変更）

東北 岩
いわ

木
き

川
がわ 平成17年5月20日 岩木川 平成19年3月30日

東北 高
たか

瀬
せ

川
がわ 平成16年10月29日 高瀬川 平成18年3月31日

東北 馬
ま

淵
べち

川
がわ 平成19年7月2日 馬淵川 平成22年1月28日

東北 北
きた

上
かみ

川
がわ 平成18年11月1日

北上川 平成24年11月20日
（平成30年6月29日変更）平成24年11月14日変更

開発局・整備局 水系名 基本方針／大臣決定日 河川名 整備計画策定日

東北 鳴
なる

瀬
せ

川
がわ

平成18年2月14日

鳴瀬川

平成19年8月3日	
（平成24年11月20日変更）

平成24年11月14日変更
（平成26年8月8日変更）	
（平成28年11月30日変更）
（令和2年1月27日変更）

東北 名
な

取
とり

川
がわ 平成19年3月30日

名取川 平成21年6月3日
（平成24年11月20日変更）平成24年11月14日変更

東北 阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川
がわ 平成16年1月26日

阿武隈川 平成19年3月30日
（平成24年11月20日変更）平成24年11月14日変更

東北 米
よね

代
しろ

川
がわ

平成14年4月4日 米代川 平成17年3月11日
（平成22年3月30日変更）

東北 雄
お

物
もの

川
がわ

平成20年1月28日 雄物川
平成26年11月28日

（平成29年4月13日変更）
（平成30年12月14日変更）

東北 子
こ

吉
よし

川
がわ 平成16年10月29日 子吉川 平成18年3月31日

東北 最
も

上
がみ

川
がわ

平成11年12月1日 最上川 平成14年11月19日
（平成30年1月5日変更）

東北 赤
あか

川
がわ 平成20年9月16日 赤川 平成24年8月8日

関東 久
く

慈
じ

川
がわ 平成20年3月26日 久慈川 平成30年8月22日

（令和2年9月4日変更）

関東 那
な

珂
か

川
がわ 平成18年4月24日 那珂川 平成28年1月29日

（令和2年9月4日変更）

関東 利
と

根
ね

川
がわ

平成18年2月14日

利根川・江戸川

平成25年5月15日
（平成28年2月9日変更）
（平成29年9月28日変更）
（令和2年3月30日変更）

鬼怒川 平成28年2月26日
霞ヶ浦 平成28年2月9日
小貝川 令和2年3月27日
渡良瀬川 平成29年12月13日
中川・綾瀬川

関東 荒
あら

川
かわ 平成19年3月30日 荒川 平成28年3月18日

関東 多
た

摩
ま

川
がわ

平成12年12月19日 多摩川 平成13年3月30日
（平成29年3月27日変更）

関東 鶴
つる

見
み

川
がわ 平成17年5月20日 鶴見川 平成19年3月14日

関東 相
さ

模
がみ

川
がわ 平成19年11月22日 相模川 平成30年7月19日

関東 富
ふ

士
じ

川
がわ 平成15年2月4日 富士川 平成18年9月15日

北陸 荒
あら

川
かわ 平成14年4月4日 荒川 平成16年3月10日

北陸 阿
あ

賀
が

野
の

川
がわ 平成19年11月22日 阿賀野川 平成28年5月26日
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開発局・整備局 水系名 基本方針／大臣決定日 河川名 整備計画策定日

北陸 信
しな

濃
の

川
がわ

平成20年6月11日 信濃川
平成26年1月6日

（平成27年1月6日変更）
（令和元年8月28日変更）

北陸 関
せき

川
かわ 平成19年3月30日 関川 平成21年3月2日

北陸 姫
ひめ

川
かわ 平成20年6月11日 姫川 平成27年3月23日

北陸 黒
くろ

部
べ

川
がわ 平成18年9月1日 黒部川 平成21年11月27日

北陸 常
じょう

願
がん

寺
じ

川
がわ 平成17年11月18日 常願寺川 平成21年11月27日

北陸 神
じん

通
づう

川
がわ 平成20年6月11日 神通川 平成29年12月13日

北陸 庄
しょう

川
がわ 平成19年7月2日 庄川 平成20年7月14日

北陸 小
お

矢
や

部
べ

川
がわ 平成20年1月28日 小矢部川 平成27年3月23日

北陸 手
て

取
どり

川
がわ 平成15年10月2日 手取川 平成18年12月13日

北陸 梯
かけはし

川
がわ 平成20年6月11日 梯川 平成28年3月7日

中部 狩
か

野
の

川
がわ

平成12年12月19日 狩野川 平成17年12月16日
（平成28年12月9日変更）

中部 安
あ

倍
べ

川
かわ 平成16年6月14日 安倍川 平成20年3月27日

中部 大
おお

井
い

川
がわ 平成18年11月1日 大井川 平成23年10月25日

中部 菊
きく

川
かわ 平成18年2月14日 菊川 平成29年2月24日

中部 天
てん

竜
りゅう

川
がわ 平成20年7月25日 天竜川 平成21年7月30日

中部 豊
とよ

川
がわ

平成11年12月1日 豊川 平成13年11月28日
（平成18年4月6日変更）

中部 矢
や

作
はぎ

川
がわ 平成18年4月24日 矢作川 平成21年7月30日

中部 庄
しょう

内
ない

川
がわ 平成17年11月18日 庄内川 平成20年3月3日

中部 木
き

曽
そ

川
がわ

平成19年11月22日 木曽川
平成20年3月28日	

（平成27年1月5日変更）
（令和2年3月31日変更）

中部 鈴
すず

鹿
か

川
がわ 平成20年6月11日 鈴鹿川 平成28年12月1日

中部 雲
くも

出
ず

川
がわ 平成18年9月1日 雲出川 平成26年11月25日

中部 櫛
くし

田
だ

川
がわ 平成15年10月2日 櫛田川 平成17年8月3日

中部 宮
みや

川
がわ 平成19年11月22日 宮川 平成27年11月16日

近畿 由
ゆ

良
ら

川
がわ

平成11年12月1日 由良川 平成15年8月28日	
（平成25年6月5日変更）

近畿 淀
よど

川
がわ 平成19年8月16日 淀川 平成21年3月31日

近畿 大
やま

和
と

川
がわ 平成21年3月6日 大和川 平成25年11月28日

近畿 円
まる

山
やま

川
がわ 平成20年1月28日 円山川 平成25年3月29日

近畿 加
か

古
こ

川
がわ 平成20年9月16日 加古川 平成23年12月27日

近畿 揖
い

保
ぼ

川
がわ 平成19年3月30日 揖保川 平成25年7月31日

近畿 紀
き

の川
かわ 平成17年11月18日 紀の川 平成24年12月5日

開発局・整備局 水系名 基本方針／大臣決定日 河川名 整備計画策定日

近畿 新
しん

宮
ぐう

川
がわ 平成20年6月11日

新宮川 令和4年3月31日
令和3年10月15日変更　※

近畿 九
く

頭
ず

竜
りゅう

川
がわ 平成18年2月14日 九頭竜川 平成19年2月15日

近畿 北
きた

川
がわ 平成20年6月11日 北川 平成24年10月2日

中国 千
せん

代
だい

川
がわ 平成18年4月24日 千代川 平成19年5月16日

中国 天
てん

神
じん

川
がわ 平成18年4月24日 天神川 平成22年3月5日

中国 日
ひ

野
の

川
がわ 平成21年3月6日 日野川 平成28年3月14日

中国 斐
ひ

伊
い

川
かわ 平成14年4月4日

斐伊川 平成22年9月30日
平成21年3月6日変更

中国 江
ごう

の川
かわ 平成19年11月22日 江の川 平成28年2月24日

中国 高
たか

津
つ

川
がわ 平成18年2月14日 高津川 平成20年7月3日

中国 吉
よし

井
い

川
がわ 平成21年3月6日 吉井川 平成29年12月15日

中国 旭
あさひ

川
がわ 平成20年1月28日 旭川 平成25年3月15日

（令和元年6月28日変更）

中国 高
たか

梁
はし

川
がわ

平成19年8月16日 高梁川
平成22年10月14日

（平成29年6月26日変更）
（令和4年3月24日変更）

中国 芦
あし

田
だ

川
がわ 平成16年6月14日 芦田川 平成20年12月4日

（令和2年12月10日変更）

中国 太
おお

田
た

川
がわ 平成19年3月30日 太田川 平成23年5月16日

（令和2年11月25日変更）
中国 小

お

瀬
ぜ

川
がわ 平成20年3月26日 小瀬川 平成27年6月25日

中国 佐
さ

波
ば

川
がわ 平成18年11月1日 佐波川 平成26年5月29日

四国 吉
よし

野
の

川
がわ

平成17年11月18日 吉野川 平成21年8月28日
（平成29年12月20日変更）

四国 那
な

賀
か

川
がわ

平成18年4月24日 那賀川

平成19年6月14日	
（平成27年2月23日変更）	
（平成28年11月25日変更）
（令和元年7月12日変更）

四国 土
ど

器
き

川
がわ 平成19年8月16日 土器川 平成24年9月4日

四国 重
しげ

信
のぶ

川
がわ 平成18年4月24日 重信川 平成20年8月1日

四国 肱
ひじ

川
かわ 平成15年10月2日 肱川 平成16年5月13日

（令和元年12月18日変更）
四国 物

もの

部
べ

川
がわ 平成19年3月30日 物部川 平成22年4月2日

四国 仁
に

淀
よど

川
がわ

平成20年3月26日 仁淀川 平成25年12月20日
（平成28年12月8日変更）

四国 渡
わたり

川
がわ

平成21年2月9日 四万十川 平成13年12月27日	
（平成27年2月20日変更）



229 230

開発局・整備局 水系名 基本方針／大臣決定日 河川名 整備計画策定日

九州 遠
おん

賀
が

川
がわ 平成16年6月14日 遠賀川 平成19年4月12日

（令和4年3月24日変更）

九州 山
やま

国
くに

川
がわ

平成18年9月1日 山国川 平成22年10月20日	
（平成25年8月7日変更）

九州 筑
ちく

後
ご

川
がわ

平成15年10月2日 筑後川 平成18年7月20日
（平成30年3月29日変更）

九州 矢
や

部
べ

川
がわ 平成19年11月22日

矢部川 平成24年2月2日	
（平成28年11月14日変更）平成26年6月12日変更

九州 松
まつ

浦
うら

川
がわ 平成18年4月24日 松浦川 平成21年7月21日

九州 六
ろっ

角
かく

川
がわ 平成21年2月9日 六角川 平成24年8月16日

（令和2年7月1日変更）
九州 嘉

か

瀬
せ

川
がわ 平成18年11月1日 嘉瀬川 平成19年10月16日

九州 本
ほん

明
みょう

川
がわ

平成12年12月19日 本明川 平成17年3月31日	
（平成28年3月29日変更）

九州 菊
きく

池
ち

川
がわ 平成20年3月26日 菊池川 平成23年9月29日

九州 白
しら

川
かわ 平成12年12月19日 白川 平成14年7月23日

（令和2年1月23日変更）
九州 緑

みどり

川
かわ 平成20年7月25日 緑川 平成25年1月29日

九州 大
おお

分
いた

川
がわ 平成18年2月14日 大分川 平成18年11月14日

九州 球
く

磨
ま

川
がわ 平成19年5月11日

球磨川
令和3年12月17日変更　※

九州 大
おお

野
の

川
がわ

平成11年12月1日 大野川 平成12年11月27日	
（平成26年12月24日変更）

九州 番
ばん

匠
じょう

川
がわ 平成16年1月26日 番匠川 平成18年5月26日

九州 五
ご

ヶ
か

瀬
せ

川
がわ 平成16年1月26日

五ヶ瀬川 平成20年2月8日
令和3年10月15日変更　※

九州 小
お

丸
まる

川
がわ 平成20年3月26日 小丸川 平成25年8月7日

九州 川
せん

内
だい

川
がわ 平成19年8月16日 川内川 平成21年7月21日

九州 大
おお

淀
よど

川
がわ 平成15年2月4日

大淀川 平成18年3月22日
（平成30年6月29日変更）平成28年7月14日変更

九州 肝
きも

属
つき

川
がわ 平成19年3月30日 肝属川 平成24年8月16日

※	気候変動の影響による降雨量の増大を考慮するとともに、各水系の特性を踏まえた上で流域治水の
観点を反映した基本方針の見直し

【②	一級水系（都道府県知事及び政令指定都市の長の管理区間）】	 令和 4年 4月 1日現在

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
都道府県策定日

01　北海道 石狩川水系 石狩川中流当別圏域 平成14年1月25日
01　北海道 石狩川水系 石狩川中流徳富川圏域 平成14年7月5日

01　北海道 石狩川水系 石狩川中流空知川圏域 平成21年3月11日当初
令和4年6月16日部分改訂

01　北海道 石狩川水系 石狩川中流岩見沢圏域
平成21年3月11日当初
平成29年7月21日部分改訂
令和4年2月27日部分改訂

01　北海道 石狩川水系 石狩川下流夕張川圏域 平成19年9月7日
01　北海道 石狩川水系 石狩川下流千歳圏域 平成21年3月11日

01　北海道 石狩川水系 石狩川下流札幌圏域
（伏籠川地区・豊平川地区）

平成20年4月2日当初
平成23年1月31日部分改訂
平成31年2月21日部分改訂

01　北海道 石狩川水系 石狩川上流深川圏域
平成21年3月31日当初
平成23年4月18日部分改訂
平成30年7月11日部分改訂

01　北海道 石狩川水系 石狩川上流富良野圏域
平成21年3月11日当初
平成30年3月6日部分改訂
令和4年4月12日部分改訂

01　北海道 石狩川水系 石狩川上流旭川圏域

平成26年12月5日当初
平成29年12月21日部分改訂
平成31年3月26日部分改訂
令和3年12月2日部分改訂

01　北海道 天塩川水系 天塩川上流圏域

平成16年11月1日当初
平成23年7月26日部分改訂
平成29年2月28日部分改訂
令和2年5月26日部分改訂
令和3年5月10日部分改訂

01　北海道 天塩川水系 天塩川下流圏域 平成29年8月31日

01　北海道 釧路川水系 釧路川下流圏域 平成21年7月8日当初
平成29年7月18日部分改訂

01　北海道 湧別川水系 湧別川圏域 平成23年7月26日
01　北海道 十勝川水系 十勝川左岸圏域 平成24年2月6日

01　北海道 十勝川水系 十勝川右岸圏域

平成24年2月6日当初
平成28年5月13日部分改訂
平成30年8月27日部分改訂
令和2年5月28日部分改訂
令和3年10月12日部分改訂

01　北海道 尻別川水系 尻別川圏域 令和3年3月26日
01　北海道 後志利別川水系 後志利別川圏域 平成29年3月31日

01　北海道 沙流川水系 沙流川圏域 平成30年2月8日当初
令和4年4月12日部分改訂

01　北海道 網走川水系 網走川圏域 令和2年2月26日

01　北海道 常呂川水系 常呂川圏域 平成30年5月17日当初
令和3年3月19日部分改訂

01　北海道 留萌川水系 留萌川圏域 令和3年3月18日

02　青森県 馬淵川水系 八戸圏域
平成15年10月31日当初
平成22年7月12日変更
平成26年12月19日変更
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02　青森県 高瀬川水系 （分割なし） 平成19年3月19日
02　青森県 岩木川水系 五所川原圏域 平成20年1月18日

02　青森県 岩木川水系 弘前圏域
平成20年1月18日当初
平成22年11月17日変更
平成26年4月30日変更

03　岩手県 北上川水系 遠野圏域 平成14年4月23日
03　岩手県 北上川水系 北上圏域 平成15年9月26日
03　岩手県 北上川水系 盛岡北圏域 平成27年10月13日
03　岩手県 北上川水系 盛岡西圏域 平成17年4月8日

03　岩手県 北上川水系 盛岡東圏域
平成20年4月11日当初
平成26年4月8日変更
平成28年4月6日変更

03　岩手県 北上川水系 胆江圏域 平成22年10月26日
03　岩手県 北上川水系 迫川圏域 平成27年10月23日
03　岩手県 北上川水系 両磐圏域 平成28年4月27日
03　岩手県 馬淵川水系 馬淵川上流圏域 平成27年12月8日

04　宮城県 北上川水系 北上川（1）流域 平成15年7月22日当初
平成29年8月25日変更

04　宮城県 北上川水系 北上川（2）圏域 平成20年8月26日当初
平成26年9月26日変更

04　宮城県 北上川水系 両磐（北上川（3））圏域 平成28年10月28日
04　宮城県 北上川水系 旧北上川圏域 平成21年12月18日
04　宮城県 北上川水系 迫川圏域 平成27年10月23日
04　宮城県 北上川水系 江合川（1）圏域 平成21年12月18日

04　宮城県 名取川水系 名取川水系【県管理区間】
平成22年3月9日
令和4年3月1日変更
（東北地方整備局）

04　宮城県 名取川水系 増田川圏域 平成21年3月27日当初
平成26年12月9日変更

04　宮城県 阿武隈川水系 五間堀川圏域 平成26年12月9日
04　宮城県 阿武隈川水系 白石川圏域 平成20年6月9日

04　宮城県 阿武隈川水系 阿武隈川圏域
平成24年3月9日
令和3年9月14日変更
（東北地方整備局）

04　宮城県 鳴瀬川水系 鳴瀬川圏域

平成19年10月31日当初
平成27年6月12日第1回変更
平成28年12月9日第2回変更
令和2年6月30日第3回変更

04　宮城県 鳴瀬川水系 多田川ブロック 平成13年7月31日
令和3年9月14日第1回変更

05　秋田県 子吉川水系 子吉圏域 平成13年6月5日
平成27年4月15日変更

05　秋田県 米代川水系 鹿角圏域 平成14年9月19日

05　秋田県 米代川水系 北秋田圏域
平成17年10月24日当初
平成21年3月30日変更
平成27年3月31日変更

05　秋田県 雄物川水系 秋田圏域 平成17年11月21日
平成27年4月15日変更

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
都道府県策定日

05　秋田県 雄物川水系 仙北・平鹿圏域 平成20年12月11日
令和2年2月4日変更

05　秋田県 雄物川水系 玉川・田沢湖圏域 平成26年2月6日
06　山形県 最上川水系 庄内圏域 平成15年9月24日

06　山形県 最上川水系 最上圏域 平成15年9月24日当初
平成19年1月16日変更

06　山形県 最上川水系 村山圏域

平成15年9月24日当初
平成25年3月1日変更
平成27年3月24日変更
令和4年3月1日変更

06　山形県 最上川水系 置賜圏域

平成15年9月24日当初
平成26年6月20日変更
平成27年3月24日変更
令和4年3月1日変更

06　山形県 赤川水系 赤川圏域 平成25年3月1日
07　福島県 阿武隈川水系 福島圏域 平成28年8月5日
07　福島県 阿武隈川水系 二本松圏域 平成15年3月31日
07　福島県 阿武隈川水系 郡山圏域 平成18年3月27日
07　福島県 阿武隈川水系 社川圏域 平成21年7月23日
07　福島県 阿賀野川水系 猪苗代湖圏域 平成16年3月29日
07　福島県 阿賀野川水系 阿賀川下流圏域 平成16年3月29日

07　福島県 阿賀野川水系 阿賀川上流圏域
平成21年10月5日当初
平成27年3月20日変更
平成30年4月16日変更

07　福島県 阿賀野川水系 只見川圏域
平成21年10月5日当初
平成27年3月20日変更
平成30年4月16日変更

07　福島県 久慈川水系 久慈川上流圏域 平成28年8月5日

08　茨城県 利根川水系 霞ヶ浦圏域 平成13年9月3日当初
平成27年11月30日変更

08　茨城県 利根川水系 小貝川圏域 平成13年9月3日当初
平成24年2月29日変更

08　茨城県 利根川水系 利根川圏域

平成16年2月5日当初
平成24年2月29日変更
平成28年3月28日変更
平成28年6月29日変更
平成30年1月15日変更
平成31年3月27日変更

08　茨城県 那珂川水系 那珂川圏域
平成24年3月5日当初
平成28年10月7日変更
令和2年10月8日変更

08　茨城県 那珂川水系 涸沼川圏域 平成22年3月31日

08　茨城県 久慈川水系 久慈川圏域 平成27年8月21日当初
令和2年10月8日変更

09　栃木県 那珂川水系 那珂川上流圏域 平成14年5月24日
09　栃木県 那珂川水系 那珂川下流圏域 平成22年5月21日

09　栃木県 那珂川水系 箒川圏域
平成14年5月24日当初
平成19年6月29日変更
平成29年8月8日変更
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09　栃木県 那珂川水系 荒川圏域 平成18年3月22日当初
平成26年12月5日変更

09　栃木県 那珂川水系 逆川圏域 平成21年4月28日

09　栃木県 利根川水系 小貝川圏域
平成16年9月17日当初
平成17年10月28日変更
平成28年7月15日変更

09　栃木県 利根川水系 田川圏域

平成16年9月17日当初
平成20年12月16日変更
平成25年4月19日変更
平成26年11月18日変更
令和3年4月20日変更

09　栃木県 利根川水系 思川圏域

平成19年7月27日当初
平成27年3月20日変更
令和元年9月27日変更
令和2年10月27日変更

09　栃木県 利根川水系 巴波川圏域
平成16年9月17日当初
平成29年8月8日変更
令和3年4月20日変更

09　栃木県 利根川水系 渡良瀬川上流圏域

平成21年6月23日当初
平成24年4月17日変更
平成25年10月23日変更
令和2年10月27日変更

10　群馬県 利根川水系 石田川圏域 平成13年12月14日
10　群馬県 利根川水系 神流川圏域 平成14年5月31日

10　群馬県 利根川水系 烏川圏域 平成15年3月10日当初
平成27年11月20日変更

10　群馬県 利根川水系 邑楽・館林圏域 平成16年2月27日当初
平成30年10月5日変更

10　群馬県 利根川水系 鏑川圏域 平成17年2月25日当初
平成22年3月31日変更

10　群馬県 利根川水系 利根川中流圏域 平成20年6月9日当初
平成27年6月23日変更

10　群馬県 利根川水系 渡良瀬川圏域 平成24年2月22日
10　群馬県 利根川水系 碓氷川圏域 平成29年6月2日
10　群馬県 利根川水系 吾妻川圏域 令和3年10月14日
10　群馬県 利根川水系 利根川上流圏域 令和3年3月26日

10　群馬県 阿賀野川水系 只見川圏域
平成21年10月5日当初
平成27年3月20日変更
平成30年4月16日変更

11　埼玉県 荒川水系 荒川上流ブロック 平成18年2月7日

11　埼玉県 荒川水系 荒川中流右岸ブロック 平成18年2月7日
令和3年7月19日変更

11　埼玉県 荒川水系 荒川左岸ブロック 平成18年2月7日
11　埼玉県 荒川水系 新河岸川ブロック 平成18年2月7日
11　埼玉県 利根川水系 小山川ブロック 平成18年3月24日

11　埼玉県 利根川水系 中川・綾瀬川ブロック
平成18年4月12日
令和元年9月11日変更
令和3年7月19日変更

12　千葉県 利根川水系 手賀沼・印旛沼・根木名川圏域 平成19年7月10日

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
都道府県策定日

12　千葉県 利根川水系 江戸川左岸圏域 平成18年12月27日
12　千葉県 利根川水系 香取・銚子圏域 平成18年12月27日

13　東京都 利根川水系 中川・綾瀬川圏域 平成18年3月29日当初
平成28年6月16日変更

13　東京都 荒川水系 神田川流域 平成22年11月17日当初
平成28年3月11日変更

13　東京都 荒川水系 石神井川 平成18年3月29日当初
平成28年3月11日変更

13　東京都 荒川水系 江東内部河川 平成17年9月30日当初
平成28年6月16日変更

13　東京都 荒川水系 柳瀬川流域 平成18年3月29日
13　東京都 荒川水系 黒目川流域 平成18年3月29日

13　東京都 荒川水系 新河岸川及び白子川 平成18年3月29日当初
平成30年4月6日変更

13　東京都 荒川水系 隅田川圏域 平成19年6月14日当初
平成28年6月16日変更

13　東京都 荒川水系 霞川圏域 平成18年3月29日
13　東京都 荒川水系 芝川･新芝川 平成21年12月10日

13　東京都 多摩川水系 海老取川
平成21年12月10日当初
平成27年4月7日変更
平成31年3月26日変更

13　東京都 多摩川水系 平井川流域 平成19年6月14日
13　東京都 多摩川水系 残堀川 平成19年6月14日

13　東京都 多摩川水系 野川流域
平成18年3月29日当初
平成21年12月10日変更
平成29年7月18日変更

13　東京都 多摩川水系 浅川圏域 平成18年6月26日
13　東京都 多摩川水系 秋川流域河川整備計画 平成25年3月28日
13　東京都 多摩川水系 多摩川上流圏域河川整備計画 平成25年3月28日
13　東京都 多摩川水系 三沢川 平成27年4月7日
13　東京都 多摩川水系 谷沢川及び丸子川流域 平成29年7月18日
13　東京都 鶴見川水系 鶴見川圏域 平成19年3月14日
14　神奈川県 鶴見川水系 鶴見川圏域 平成19年3月14日
14　神奈川県 相模川水系 相模川・中津川 平成30年7月19日
14　神奈川県 相模川水系 永池川 平成23年1月5日
14　神奈川県 相模川水系 小出川・千の川 平成27年4月6日
14　神奈川県 多摩川水系 三沢川 平成27年4月7日
14　神奈川県 多摩川水系 平瀬川ブロック 令和4年2月28日
15　新潟県 荒川水系 荒川圏域 平成19年6月29日
15　新潟県 阿賀野川水系 新井郷川圏域 平成15年2月21日
15　新潟県 阿賀野川水系 阿賀野川圏域 平成29年2月10日

15　新潟県 阿賀野川水系 只見川圏域

平成22年3月16日（新潟県）
（平成21年10月27日福島県）
平成27年4月10日変更（新潟県）
（平成27年3月31日変更	福島県）
平成31年4月23日変更（新潟県）
（平成30年5月22日変更	福島県）

15　新潟県 信濃川水系 信濃川上流圏域 平成29年5月16日
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15　新潟県 信濃川水系 信濃川中流圏域

平成13年7月31日当初
平成20年3月28日変更
平成28年6月3日変更
令和1年9月6日変更

15　新潟県 信濃川水系 破間川流域 平成13年2月2日

15　新潟県 信濃川水系 魚野川圏域 平成16年4月13日当初
令和1年5月31日変更

15　新潟県 信濃川水系 渋海川圏域 平成22年3月2日

15　新潟県 信濃川水系 信濃川下流（平野部）圏域 平成16年8月27日当初
平成26年12月12日変更

15　新潟県 信濃川水系 信濃川下流（山地部）圏域
平成18年8月8日当初
平成19年11月16日変更
平成25年4月23日変更

15　新潟県 関川水系 関川圏域 令和2年4月21日
15　新潟県 姫川水系 姫川圏域
16　山梨県 相模川水系 相模川上流（東部）圏域 平成17年3月29日
16　山梨県 相模川水系 相模川上流（富士北麓）圏域 令和2年8月20日
16　山梨県 富士川水系 笛吹川上流圏域 平成13年9月3日

16　山梨県 富士川水系 笛吹川下流圏域

平成21年2月9日当初
平成22年9月21日変更
平成25年7月9日変更
平成28年10月19日変更

16　山梨県 富士川水系 釜無川圏域 平成17年10月26日
16　山梨県 富士川水系 富士川圏域 令和3年3月25日

17　長野県 天竜川水系 諏訪圏域

平成16年1月28日当初
平成17年3月9日変更
平成22年3月9日変更
平成26年4月2日変更
令和3年2月19日変更

17　長野県 天竜川水系 飯田圏域 平成22年8月10日
17　長野県 天竜川水系 伊那圏域 平成24年11月22日
17　長野県 関川水系 関川圏域 令和2年4月21日
17　長野県 信濃川水系 南佐久圏域 平成21年2月23日
17　長野県 信濃川水系 長野圏域（浅川） 平成19年8月22日
17　長野県 信濃川水系 長野圏域（犀川） 平成22年8月10日
17　長野県 信濃川水系 上小圏域（東御市） 平成17年10月13日
17　長野県 信濃川水系 上小圏域（矢出沢川） 平成23年8月31日
17　長野県 信濃川水系 松本圏域（黒沢川） 平成24年12月12日
17　長野県 信濃川水系 北信圏域 平成27年7月2日

17　長野県 信濃川水系 長野圏域 平成29年6月2日当初
平成31年4月8日変更

18　富山県 黒部川水系 黒部川圏域
18　富山県 常願寺川水系 常願寺川圏域
18　富山県 神通川水系 神通川右岸圏域 平成17年6月20日

18　富山県 神通川水系 神通川左岸圏域 平成22年10月12日
令和2年9月4日

18　富山県 庄川水系 庄川圏域 平成16年3月30日
18　富山県 小矢部川水系 小矢部川上流圏域

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
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18　富山県 小矢部川水系 小矢部川下流圏域 平成16年6月3日
19　石川県 手取川水系 手取川上流圏域
19　石川県 手取川水系 手取川下流左岸圏域 令和2年11月17日
19　石川県 手取川水系 手取川下流右岸圏域
19　石川県 梯川水系 前川圏域 平成17年3月29日
19　石川県 梯川水系 梯川下流右岸圏域
19　石川県 梯川水系 梯川上流圏域
20　岐阜県 木曽川水系 木曽川中流圏域 平成24年11月27日
20　岐阜県 木曽川水系 木曽川上流圏域 平成13年1月5日

20　岐阜県 木曽川水系 飛騨川圏域 平成13年1月5日
令和4年1月25日変更

20　岐阜県 木曽川水系 大江川圏域
20　岐阜県 木曽川水系 津屋川圏域 平成13年1月5日

20　岐阜県 木曽川水系 長良川上流圏域
（曽部地川） 平成15年3月20日

20　岐阜県 木曽川水系 揖斐川圏域
20　岐阜県 木曽川水系 犀川圏域 平成16年12月22日
20　岐阜県 木曽川水系 伊自良川圏域 平成18年7月24日

20　岐阜県 木曽川水系 長良川圏域
平成18年9月11日当初
平成31年3月28日変更
令和2年12月23日変更

20　岐阜県 木曽川水系 牧田川圏域
平成16年3月5日当初
平成21年7月23日変更
平成27年10月2日変更

20　岐阜県 木曽川水系 境川圏域 平成21年7月23日

20　岐阜県 神通川水系 宮川圏域 平成13年1月5日当初
平成18年12月25日変更

20　岐阜県 庄内川水系 土岐川圏域 平成21年7月23日
20　岐阜県 矢作川水系 矢作川上流圏域

21　静岡県 天竜川水系 一雲済川圏域
（天竜川下流中遠ブロック） 平成14年9月3日

21　静岡県 天竜川水系 安間川圏域
（天竜川下流西遠ブロック） 平成16年4月9日

21　静岡県 天竜川水系 中部山岳ブロック
21　静岡県 菊川水系 菊川（指定区間） 平成20年3月14日
21　静岡県 狩野川水系 中流田方平野ブロック 平成17年9月9日
21　静岡県 狩野川水系 富士山麓ブロック（黄瀬川）
21　静岡県 狩野川水系 伊豆天城ブロック
21　静岡県 富士川水系 富士山麓ブロック（沼川） 平成24年5月7日
21　静岡県 富士川水系 富士山麓ブロック（潤井川）
21　静岡県 富士川水系 富士山麓ブロック（田子江川） 平成26年2月14日
21　静岡県 富士川水系 南アルプス周辺渓流ブロック
21　静岡県 安倍川水系 指定区間
21　静岡県 安倍川水系 指定区間（秋山川） 平成24年3月9日
21　静岡県 安倍川水系 指定区間（大門川） 平成24年2月17日
21　静岡県 大井川水系 下流ブロック 令和3年4月16日
21　静岡県 大井川水系 七曲ブロック 令和元年7月19日
21　静岡県 大井川水系 奥大井ブロック
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22　愛知県 矢作川水系 乙川圏域 平成14年7月18日当初
平成19年6月29日変更

22　愛知県 矢作川水系 矢作川中流圏域 平成16年11月19日当初
平成27年10月30日変更

22　愛知県 矢作川水系 矢作川下流圏域
平成22年3月23日当初
平成28年6月3日変更（矢作古川・
広田川編）

22　愛知県 矢作川水系 矢作川上流圏域 令和2年8月7日当初

22　愛知県 庄内川水系 新川圏域

平成19年10月30日当初
平成26年10月17日変更
平成29年6月2日変更
令和2年6月26日変更
令和3年12月21日変更

22　愛知県 庄内川水系 堀川圏域 平成22年10月13日

22　愛知県 庄内川水系 庄内川上流圏域 平成25年10月1日当初
平成26年10月17日変更

22　愛知県 豊川水系 豊川上流圏域
22　愛知県 豊川水系 豊川下流圏域
22　愛知県 木曽川水系 郷瀬川圏域 平成21年3月24日
22　愛知県 木曽川水系 鍋田川圏域 平成28年7月19日
22　愛知県 天竜川水系 天竜川上流圏域

23　三重県 鈴鹿川水系 鈴鹿川（指定区間） 平成13年5月7日
平成30年11月20日変更

23　三重県 木曽川水系 木曽川（指定区間） 平成28年7月19日
23　三重県 雲出川水系 雲出川（指定区間）
23　三重県 櫛田川水系 櫛田川（指定区間）

23　三重県 宮川水系 宮川（指定区間） 平成29年3月10日
令和2年3月24日変更

23　三重県 新宮川水系 熊野川（指定区間） 平成29年10月24日
23　三重県 淀川水系 淀川（指定区間） 平成29年3月10日
24　福井県 九頭竜川水系 下流部ブロック 平成19年2月15日
24　福井県 九頭竜川水系 上流部ブロック 平成19年2月15日
24　福井県 九頭竜川水系 足羽川ブロック 平成19年2月15日

24　福井県 九頭竜川水系 中流部ブロック 平成19年2月15日当初
平成22年6月30日変更

24　福井県 九頭竜川水系 日野川ブロック

平成19年2月15日当初
平成21年8月17日[変更]
平成29年9月29日[第二回変更]
平成31年3月6日［第三回変更］

24　福井県 北川水系 北川
平成21年6月2日当初
平成26年6月9日［変更］
平成30年5月28日［第二回変更］

25　滋賀県 淀川水系 東近江圏域 平成17年7月11日当初
平成22年7月26日変更

25　滋賀県 淀川水系 甲賀・湖南圏域 平成22年11月5日当初
平成26年12月11日変更

25　滋賀県 淀川水系 志賀・大津圏域 平成24年3月28日
25　滋賀県 淀川水系 信楽・大津圏域 平成25年3月13日

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
都道府県策定日

25　滋賀県 淀川水系 湖東圏域 平成25年12月24日

25　滋賀県 淀川水系・
北川水系 湖西圏域 平成28年3月18日

25　滋賀県 淀川水系・
木曽川水系 湖北圏域 平成28年9月30日当初

令和3年3月30日変更
26　京都府 由良川水系 由良川上流圏域 平成19年8月3日

26　京都府 由良川水系 由良川下流圏域
平成24年4月17日当初
平成27年3月27日変更
令和2年3月23日変更

26　京都府 淀川水系 鴨川 平成22年1月15日
26　京都府 淀川水系 木津川圏域 平成24年5月18日
26　京都府 淀川水系 桂川下流圏域 平成24年4月17日

26　京都府 淀川水系 宇治川圏域
当初：平成26年3月25日
変更：平成29年3月17日
変更：平成29年7月21日

26　京都府 淀川水系 桂川上流圏域 平成30年8月3日

27　大阪府 淀川水系 寝屋川ブロック 平成14年7月16日当初
平成27年3月31日変更

27　大阪府 淀川水系 淀川左岸ブロック 平成15年4月8日当初
平成27年3月12日変更

27　大阪府 淀川水系 猪名川上流ブロック 平成16年4月2日当初
平成30年7月19日変更

27　大阪府 淀川水系 猪名川下流ブロック 平成30年7月19日

27　大阪府 淀川水系 淀川右岸ブロック 平成16年7月29日当初
平成30年7月19日変更

27　大阪府 淀川水系 西大阪ブロック
平成19年8月24日当初
平成27年3月31日変更
令和2年3月5日変更

27　大阪府 淀川水系 神崎川ブロック
平成19年2月14日当初
平成25年8月12日変更
平成30年7月19日変更

27　大阪府 淀川水系 神崎川下流ブロック 平成27年2月20日
27　大阪府 大和川水系 石川ブロック 平成28年10月3日

27　大阪府 大和川水系 西除川ブロック 平成17年5月6日当初
平成28年10月3日変更

28　兵庫県 淀川水系 猪名川圏域 平成29年3月7日当初
令和2年1月16日変更

28　兵庫県 淀川水系 神崎川圏域 平成27年3月12日

28　兵庫県 円山川水系 出石川圏域 平成14年6月24日当初
平成21年6月2日変更

28　兵庫県 円山川水系 円山川上流圏域 平成14年10月22日
28　兵庫県 円山川水系 円山川下流圏域 平成21年10月13日

28　兵庫県 加古川水系 丹波圏域 平成15年1月7日当初
平成23年8月8日変更

28　兵庫県 加古川水系 中流圏域 平成25年8月8日
28　兵庫県 加古川水系 下流圏域 平成16年11月18日

28　兵庫県 由良川水系 竹田川圏域
平成14年10月29日当初
平成24年6月19日変更
平成28年5月25日第2回変更
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28　兵庫県 揖保川水系 揖保川圏域 平成29年3月7日
29　奈良県 大和川水系 生駒いかるが圏域 平成14年8月9日
29　奈良県 大和川水系 平城圏域 平成14年8月28日

29　奈良県 大和川水系 布留飛鳥圏域
平成17年8月2日当初
平成20年5月29日変更
平成22年3月30日変更

29　奈良県 大和川水系 曽我葛城圏域 平成23年9月2日
29　奈良県 淀川水系 奈良県圏域 平成24年1月17日
29　奈良県 紀の川水系 吉野川 平成22年3月24日

30　和歌山県 新宮川水系 熊野川圏域 平成21年9月15日当初
平成29年10月5日変更

30　和歌山県 紀の川水系 和歌山市域 平成23年8月30日
30　和歌山県 紀の川水系 紀泉圏域 平成26年7月29日
30　和歌山県 紀の川水系 貴志川圏域 平成29年3月31日
31　鳥取県 天神川水系 加茂川 平成17年6月30日

31　鳥取県 千代川水系 湖山川（上流ブロック） 平成20年5月16日
平成26年2月26日変更

31　鳥取県 千代川水系 八東川ブロック 平成21年9月28日当初
令和元年10月25日変更

31　鳥取県 千代川水系 大路川ブロック 平成22年9月1日

31　鳥取県 千代川水系 千代川下流左岸ブロック（大井手
川、野坂川） 平成27年12月25日

31　鳥取県 日野川水系 日野川（指定区間）

平成13年3月30日当初
平成17年6月30日変更
平成27年3月30日変更
平成28年1月21日変更

31　鳥取県 斐伊川水系 加茂川 平成21年7月30日
32　島根県 斐伊川水系 宍道湖南西域 平成13年1月5日

32　島根県 斐伊川水系 宍道湖北西域 平成16年12月24日
平成30年3月19日（変更）

32　島根県 斐伊川水系 斐伊川（上流域） 平成16年12月24日
平成25年10月9日（変更）

32　島根県 斐伊川水系 中海支川域 平成18年5月31日
32　島根県 斐伊川水系 新内藤川流域 平成20年10月24日
32　島根県 斐伊川水系 神戸川中流域 平成21年12月9日
32　島根県 斐伊川水系 神戸川上流域 平成25年10月17日

32　島根県 斐伊川水系 宍道湖東域
平成22年8月27日
平成26年4月3日変更
平成27年3月26日変更

32　島根県 斐伊川水系 中流支川域 平成28年12月7日
令和4年3月10日変更

32　島根県 江の川水系 江の川下流支川域
平成13年6月22日
平成26年6月5日変更
令和4年3月10日変更

32　島根県 江の川水系 出羽川流域 平成15年8月7日
平成26年1月27日変更

32　島根県 江の川水系 八戸川流域
平成22年3月31日
令和2年3月11日変更
令和3年11月22日変更

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
都道府県策定日

32　島根県 高津川水系 上流域
平成21年12月22日
平成26年1月27日変更
平成26年3月27日変更

32　島根県 高津川水系 下流支川域 平成27年3月9日
33　岡山県 旭川水系 下流ブロック 平成27年3月2日
33　岡山県 旭川水系 中流ブロック 平成15年3月3日
33　岡山県 旭川水系 上流ブロック 平成26年3月27日
33　岡山県 高梁川水系 下流ブロック 平成27年3月26日

33　岡山県 高梁川水系 中上流ブロック
平成21年4月28日
平成26年5月1日変更
令和3年10月8日変更

33　岡山県 高梁川水系 小田川 平成22年6月29日
令和2年8月17日変更

33　岡山県 吉井川水系 中上流ブロック 平成22年3月29日
33　岡山県 吉井川水系 吉野川ブロック 平成26年3月27日
34　広島県 江の川水系 江の川本川ブロック 平成13年6月20日

34　広島県 江の川水系 西城川・神野瀬川ブロック 平成14年12月2日当初
平成20年2月8日変更

34　広島県 江の川水系 馬洗川ブロック 平成15年9月18日
34　広島県 高梁川水系 成羽川ブロック 平成13年6月20日

34　広島県 太田川水系 太田川下流ブロック 平成14年2月6日当初
平成24年3月23日変更

34　広島県 太田川水系 三篠川ブロック 平成15年7月1日当初
令和2年5月22日変更

34　広島県 芦田川水系 芦田川上流ブロック 平成14年2月6日当初
平成18年6月9日変更

34　広島県 芦田川水系 芦田川下流ブロック 平成15年7月1日当初
令和2年7月13日変更

35　山口県 佐波川水系 佐波川（横曽根川） 平成23年1月27日

36　徳島県 吉野川水系 三好西部圏域
平成15年9月1日（当初）
平成25年12月24日（変更）
（徳島県）

36　徳島県 吉野川水系 旧吉野川圏域
平成18年2月27日（当初）
平成27年3月31日（変更）
（徳島県）

36　徳島県 吉野川水系 中央南部圏域（飯尾川） 平成19年3月8日
（徳島県）

36　徳島県 吉野川水系 中央南部圏域（飯尾川除く） 平成24年12月10日
（徳島県）

36　徳島県 吉野川水系 新町川圏域 平成27年3月17日
（徳島県）

36　徳島県 吉野川水系 中央北部圏域 令和2年6月5日
（徳島県）

36　徳島県 吉野川水系 美馬圏域 平成28年2月6日
（徳島県）

36　徳島県 那賀川水系 －

平成19年6月14日（当初）
平成27年2月23日（変更）
平成28年11月25日（変更）
令和元年7月11日（変更）
（徳島県）
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37　香川県 土器川水系 － －

38　愛媛県 肱川水系 肱川中下流圏域

平成16年5月13日（当初）
令和元年12月18日（変更）
令和4年6月22日（変更）
（愛媛県）

38　愛媛県 肱川水系 肱川上流圏域 平成20年9月3日
（愛媛県）

38　愛媛県 重信川水系 御坂川 平成25年3月29日
（愛媛県）

39　高知県 仁淀川水系 宇治川圏域 平成18年4月18日
（高知県）

39　高知県 物部川水系 物部川圏域 平成22年4月30日
（高知県）

39　高知県 吉野川水系 吉野川上流圏域 平成24年1月20日
（高知県）

39　高知県 仁淀川水系 仁淀川圏域 平成28年12月27日
（高知県）

39　高知県 渡川水系 渡川圏域 平成27年2月20日
（高知県）

40　福岡県 筑後川水系 筑後川水系中流平野左岸圏域 平成14年7月15日
（県公報第2054号）

40　福岡県 遠賀川水系 遠賀川水系上流圏域

平成23年3月2日
（県公報第3236号）
（平成27年10月6日変更）
（県公報第3737号）

40　福岡県 遠賀川水系 遠賀川水系下流左岸圏域 平成22年7月6日
（県公報第3295号）

40　福岡県 遠賀川水系 遠賀川水系遠賀川中流
・犬鳴川圏域

平成25年7月16日
（県公報第3517号）

40　福岡県 矢部川水系 矢部川水系 平成26年5月30日
（県公報第3603号）

40　福岡県 筑後川水系 筑後川中流都市圏域 平成26年12月3日
（県公報第3656号）

40　福岡県 筑後川水系 筑後川中流平野右岸圏域 平成30年7月4日
（県公報第4013号）

41　佐賀県 松浦川水系 松浦川中流圏域 平成14年7月15日
41　佐賀県 松浦川水系 松浦川上流圏域 平成15年11月13日
41　佐賀県 筑後川水系 西田川 平成25年4月5日
41　佐賀県 六角川水系 牛津川圏域 平成27年7月22日
41　佐賀県 筑後川水系 筑後川水系東圏域 平成27年9月24日
41　佐賀県 嘉瀬川水系 嘉瀬川水系－県管理区間－ 平成29年3月28日
41　佐賀県 筑後川水系 筑後川水系中圏域 平成29年6月20日
41　佐賀県 筑後川水系 筑後川水系西圏域 平成29年6月20日
41　佐賀県 六角川水系 本川圏域 令和2年9月9日
41　佐賀県 松浦川水系 下流圏域 令和3年10月25日
42　長崎県 本明川水系 本明川 平成17年4月19日
42　長崎県 本明川水系 仁反田川
42　長崎県 本明川水系 山田川 平成15年7月15日

都道府県名 水系名 圏域・ブロック 整備計画／
都道府県策定日

43　熊本県 白川水系 白川（熊本市） 令和2年1月31日
43　熊本県 白川水系 白川（菊陽・大津） 令和2年1月31日
43　熊本県 白川水系 白川（黒川） 平成14年8月21日
43　熊本県 緑川水系 木部川 平成19年3月14日
43　熊本県 緑川水系 鶯川 平成20年11月18日
43　熊本県 緑川水系 潤川 平成26年6月10日
43　熊本県 緑川水系 天明新川
43　熊本県 緑川水系 加勢川上流（仮）
43　熊本県 菊池川水系 菊池川水系上流圏域 平成24年8月3日
43　熊本県 菊池川水系 木葉川 令和2年10月6日
43　熊本県 球磨川 球磨川
44　大分県 大分川水系 大分川下流圏域 平成19年1月11日
44　大分県 大野川水系 大野川上流圏域 平成27年4月1日
44　大分県 大野川水系 大野川下流圏域 平成14年3月12日
44　大分県 大野川水系 大野川中流圏域 平成14年9月30日
44　大分県 筑後川水系 日田圏域 令和元年5月8日
44　大分県 番匠川水系 番匠川圏域 平成18年5月26日
44　大分県 番匠川水系 提内川圏域・久留須川圏域 平成30年3月30日
44　大分県 山国川水系 山国川圏域 平成26年3月24日

45　宮崎県 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川圏域
平成15年3月27日当初
平成22年1月19日変更
平成29年2月16日変更

45　宮崎県 五ヶ瀬川水系 北川圏域 平成17年3月7日
45　宮崎県 五ヶ瀬川水系 祝子川圏域 平成18年5月9日
45　宮崎県 川内川水系 えびの圏域 平成16年3月25日

45　宮崎県 大淀川水系 大淀川 平成18年3月22日当初
平成30年6月29日変更

45　宮崎県 大淀川水系 高岡上流地区 平成22年7月29日当初
平成30年6月29日変更

45　宮崎県 大淀川水系 新別府川 平成27年9月24日当初
平成30年6月29日変更

45　宮崎県 小丸川水系 宮田川圏域 平成22年1月19日
46　鹿児島県 川内川水系 川内川下流圏域 平成27年5月29日
46　鹿児島県 川内川水系 川内川上流圏域 平成27年5月29日
46　鹿児島県 肝属川水系 甫木川 平成27年12月8日
46　鹿児島県 肝属川水系 肝属川流域（甫木川除き） 平成29年4月14日

46　鹿児島県 大淀川水系 庄内川溝之口川 平成27年5月29日
平成30年6月29日（変更）

46　鹿児島県 大淀川水系 大淀川流域（庄内川溝之口川除き）平成27年5月22日




