
管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

長野国道事務所
国道18号、国道19号、国

道20号
管理第一課 026-264-7007

管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

千曲川河川事務所 千曲川、犀川 管理課 026－227－7611

松本砂防事務所
姫川、高瀬川、梓川、安房

トンネル
調査課 0263－33－1115

大町ダム管理所 大町ダム 管理係 0261－22－4511

管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

飯田国道事務所 国道１９号、国道１５３号 管理第二課 0265-53-7206

天竜川上流河川事務
所

天竜川、三峰川、与田切
川、片桐松川、山室川

管理課 0265-81-6414

天竜川ダム統合管理事
務所

小渋川(小渋ダム) 0265-88-3743

三峰川総合開発工事
事務所

三峰川(美和ダム) 0265-98-8921

多治見砂防国道事務所 木曽川 砂防調査課 0572-25-8024

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

中部地方整備局　防災室

TEL 052-953-8357

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

●光ファイバ管理者一覧

長野県

TEL 025-266-1171（内線3231、3232）

●光ファイバ管理者一覧

長野県

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

長野県

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

北陸地方整備局 企画部  広域計画課

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

関東地方整備局 企画部  企画課

TEL 048-600-1329

●光ファイバ管理者一覧

https://www.ktr.mlit.go.jp/nagano/
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/
http://www.hrr.mlit.go.jp/matumoto/
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
https://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/index.htm
https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/index.htm
https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/
https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/
https://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/
https://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/
https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/
https://www.cbr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm


管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

神通川水系砂防事務所

高原川、平湯川、蒲田川、岩坪
谷、

餌掛谷、白谷、安房谷、滝谷、
トヤ谷、焼岳、白水谷、黒谷、

外ヶ谷、左俣谷、右俣谷

調査課 0578－82－1220

管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

岐阜国道事務所
国道２１号、国道２２号、国道４
１号、国道１５６号、国道２５８

号
防災情報課 058－271－9811

高山国道事務所 国道４１号 管理第一課 0577－36－3823

多治見砂防国道事務所
国道１９号、国道２１号、木曽

川、妻木川
道路管理課
砂防調査課

0572－25－8027
0572－25－8024

木曽川上流河川事務所
木曽川、長良川、揖斐川、杭瀬
川、牧田川、根尾川、伊自良
川、犀川

管理課 058－251－1325

越美山系砂防事務所
揖斐川、坂内川、大谷川、日坂
川、白川、坂本

0585－22－2161

木曽川水系ダム統合管理
事務所

揖斐川(横山ダム)、
木曽川(丸山ダム)

058－255－2562

庄川河川事務所
小里川ダム管理支所

小里川(小里川ダム) 0573－59－0056

●光ファイバ管理者一覧

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

北陸地方整備局 企画部　広域計画課

TEL 025-370-6687

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

岐阜県

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

中部地方整備局 防災室

TEL 052-953-8357

●光ファイバ管理者一覧

岐阜県

http://www.hrr.mlit.go.jp/jintsu/
https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/
https://www.cbr.mlit.go.jp/takayama/
https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/
https://www.cbr.mlit.go.jp/etsumi/
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisodamu/index.php
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisodamu/index.php
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
https://www.cbr.mlit.go.jp/
https://www.cbr.mlit.go.jp/
https://www.cbr.mlit.go.jp/


管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

静岡国道事務所
国道１号、国道５２号、国道１３

９号
管理第二課 054-250-8907

浜松河川国道事務所
国道１号

菊川、下小笠川、牛渕川、丹野
川、天竜川、新豊根ダム

道路管理第二課

河川管理課

053-466-0151

053-466-0118

沼津河川国道事務所

国道１号、国道１３８号、国道２
４６号

狩野川、大場川、柿田川、富士
海岸

道路管理課

河川管理課

055-934-2006

055-934-2011

静岡河川事務所 安倍川、大井川、藁科川 管理課 054-273-9105

富士砂防事務所 潤井川 調査課 0544-27-5387

長島ダム管理所 大井川(長島ダム) 0547-59-1021

管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

甲府河川国道事務所 富士川 河川管理課 055-252-5491(代)

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

中部地方整備局　防災室

TEL 052-953-8357

●光ファイバ管理者一覧

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

静岡県

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

関東地方整備局 企画部　企画課

TEL 048-600-1329

●光ファイバ管理者一覧

静岡県

https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/
https://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/
https://www.cbr.mlit.go.jp/fujisabo/
https://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/
https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/
https://www.cbr.mlit.go.jp/
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm


管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

名古屋国道事務所

国道１号、国道１９号、国道２２
号、国道２３号、国道４１号、国
道153号、国道155号、国道302

号

管理第一課 052-853-7324

豊橋河川事務所 豊川、宇連川、矢作川 管理課 0532-48-8105

庄内川河川事務所 庄内川、矢田川、土岐川 管理課 052-914-6714

矢作ダム管理所 矢作川(矢作ダム) 管理課 0565-68-2321

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

中部地方整備局　防災室

TEL 052-953-8357

●光ファイバ管理者一覧

愛知県

https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/
http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/
https://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/
https://www.cbr.mlit.go.jp/


管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

三重河川国道事務所

国道１号、国道２３号、国道258
号

鈴鹿川、内部川、雲出川、中村
川、櫛田川、

佐奈川、宮川、勢田川、五十鈴
川

道路管理第一課

河川管理課

059-229-2221

059-229-2217

北勢国道事務所 国道２５号 管理課 0593-63-5518

紀勢国道事務所 国道４２号 管理第一課 0598-52-5366

木曽川下流河川事務所
木曽川、揖斐川、長良川、多度

川、肱江川
管理課 0594-24-5717

蓮ダム管理所 蓮川(蓮ダム) 0598-45-0371

管理者名 管理施設名 担当課 電話番号

木津川上流河川事務所
木津川、服部川、名張川、宇陀

川
調査課 0595-63-1611

●光ファイバ管理者一覧

三重県

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

●光ファイバ管理者一覧

三重県

※最新の整備状況、開放状況については管理事務所HPを参考にしてください。

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部　情報通信技術課

TEL 06-6942-1141

TEL 052-953-8357

●河川・道路管理用光ファイバの民間開放に関する問い合わせ先

中部地方整備局　防災室
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