
お知らせ
平成１７年５月３０日

　　岡山県の一級河川を管理する岡山河川事務所は、洪水時に迅速かつ的確な水防活動が実施される

　よう、水防管理団体と河川管理者とが水防に関する情報交換や協力体制の強化を目的に、水防連絡
　会を昭和５８年に設立し毎年開催しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　今年は、昨年の甚大な高潮災害や河川災害を踏まえ、危機管理体制の再構築を図るため、水防団
　（消防団）の方々と実施した合同巡視の状況報告、重要水防箇所の確認、情報の共有化及び意見交
　換を中心に下記のとおり開催します。

吉井川・旭　川　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　平成１７年６月２日（木）1３:３0～15:00

　　　　　　岡山衛生会館（三木記念ホール）

高梁川　平成１７年６月６日（月）1３:３0～15:00

　　　　　　　　　岡山厚生年金休暇センター（総社）

問い合わせ先

　　国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所

　　　　　電話　０８６－２２３－５１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　

洪水予報連絡会　　　　　　　　　　　　　水防連絡会　　　　　　　　　　　　
　副所長（技術）宮崎　　貢（内線２０５）　　　　　副所長（技術）小坂田　堅（内線２０４）

　調査設計課長　上橋　　昇（内線３５１）　　　　　管理第一課長　三輪　雅夫（内線３３１）

　洪水予報係長　山下　　誠（内線３５６）　　　　　管 理 係 長　烏田　和彦（内線３３２）

を実施します。

洪水予報連絡会及び水防連絡会
吉井川・旭川・高梁川の

　●　水防連絡会

　●　洪水予報連絡会

　水防法及び気象業務法の規定に基づき、中国地方整備局岡山河川事務所と岡山地方気象台とが、共
同で洪水予報業務を実施する洪水予報指定河川として岡山三川【吉井川及び金剛川：平成８年３月２
２日付（建設省、運輸者告示第１号）、旭川及び百間川：平成３年３月２７日付（建設省、運輸者告
示第２号）、高梁川及び小田川：平成９年３月２１日付（建設省、運輸者告示第３号）】が指定され
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　こうした中で、岡山県の一級河川を管理する岡山河川事務所は、洪水予報の円滑な運用を図るため、
関係官公庁及び諸団体で構成する洪水予報連絡会を毎年開催しています。　　　　　　　　　　　　
　つきましては、平成１７年の洪水予報連絡会を下記のとおり開催します。　　　　　　　　　　　
　なお、洪水予報河川には、全国１０９の一級水系の２０６河川が指定されています。



水防の基礎知識 表-１ 
 

 
 

表－１ 洪水予報指定河川、水防警報指定河川  

（国土交通大臣指定）  

 

(平成 17 年 4 月現在)

 整備局  水 系 
洪水予報河川 

(水防法第 10 条第 2 項) 

水防警報河川 

(水防法第 10 条の 6 第 1 項) 

岩木川 岩木川、平川 岩木川、平川、浅瀬石川 

高瀬川 高瀬川 高瀬川 

馬淵川 馬淵川 馬淵川 

北上川 北上川、江合川 北上川、旧北上川、江合川、新江合川、磐井

川、雫石川、中津川 

鳴瀬川 鳴瀬川、吉田川 鳴瀬川、吉田川 

名取川 名取川、広瀬川 名取川、広瀬川 

阿武隈川 阿武隈川 阿武隈川 

米代川 米代川 米代川 

雄物川 雄物川、皆瀬川、玉川 雄物川、玉川、皆瀬川、成瀬川 

子吉川 子吉川 子吉川、石沢川 

最上川 最上川、須川、鮭川 最上川、鮭川、真室川、須川、金山川 

東 北 

赤川 赤川 赤川 

久慈川 久慈川 久慈川、里川、山田川 

那珂川 那珂川 那珂川、涸沼川(涸沼含)、桜川、藤井川 

利根川 利根川、渡良瀬川、鬼怒川、

小貝川、江戸川、常陸利根川

(浪逆浦含)、鰐川、北浦、霞ケ

浦、桐生川、烏川、鏑川 

利根川、常陸利根川(浪逆浦含)、鰐川、北浦、

横利根川、霞ケ浦、長門川、小貝川、大谷川、

利根運河、鬼怒川、江戸川、旧江戸川、坂川、

坂川放水路、北千葉導水路、中川、綾瀬川、渡

良瀬川、思川、巴波川、秋山川、矢場川、多々

良川、旗川、桐生川、早川、小山川、広瀬川、

烏川、神流川、鏑川、碓氷川 

荒川 荒川、入間川、越辺川、都幾

川、高麗川、小畔川 

荒川、隅田川、入間川、越辺川、都幾川、高麗

川、小畔川 

多摩川 多摩川、浅川 多摩川、浅川 

鶴見川 鶴見川 鶴見川、矢上川、早淵川、烏山川 

関 東 

相模川 相模川 相模川 



 富士川 富士川(釜無川含)、笛吹川 富士川(釜無川含)、早川、笛吹川、日川、重

川、御勅使川、塩川 

荒川 荒川 荒川 

阿賀野川 阿賀野川(阿賀川含) 阿賀野川(阿賀川含)、日橋川、早出川 

信濃川 信濃川(千曲川含)、大河津分

水路、関屋分水路、犀川 

信濃川、信濃川放水路、犀川、魚野川 

関川 関川 関川 

姫川 姫川 姫川 

黒部川 黒部川 黒部川 

常願寺川 常願寺川 常願寺川 

神通川 神通川、西派川 神通川、井田川、熊野川、西派川 

庄川 庄川 庄川 

小矢部川 小矢部川 小矢部川 

手取川 手取川 手取川 

北 陸 

梯川 梯川 梯川 

狩野川 狩野川 狩野川、黄瀬川、大場川、狩野川放水路 

安倍川 安倍川 安倍川、藁科川 

大井川 大井川 大井川 

菊川 菊川 菊川、牛淵川 

天竜川 天竜川 天竜川 

豊川 豊川、豊川放水路 豊川、豊川放水路 

矢作川 矢作川 矢作川 

庄内川 庄内川 庄内川、矢田川(山口川含) 

木曽川 木曽川、揖斐川、長良川、根

尾川 

木曽川、揖斐川、根尾川、牧田川、杭瀬川、 

長良川、伊自良川 

鈴鹿川 鈴鹿川、鈴鹿川派川 鈴鹿川、内部川、鈴鹿川派川 

雲出川 雲出川、雲出古川 雲出川、中村川、波瀬川、雲出古川 

櫛田川 櫛田川 櫛田川 

中 部 

宮川 宮川 宮川 

由良川 由良川 由良川、土師川 

淀川 淀川、琵琶湖、木津川、桂

川、 

猪名川、藻川、服部川、拓殖

川、名張川、宇陀川、野洲川 

淀川、桂川、野洲川、木津川、名張川、宇陀

川、猪名川、藻川 

大和川 大和川 大和川、石川、曾我川、佐保川 

近 畿 

円山川 円山川、出石川 円山川、奈佐川、出石川 



加古川 加古川 加古川 

揖保川 揖保川 揖保川 

紀の川 紀の川 紀の川、貴志川 

新宮川 熊野川 熊野川、相野谷川 

九頭竜川 九頭竜川、日野川 九頭竜川、日野川 

 

北川 北川、遠敷川 北川、遠敷川 

千代川 千代川、袋川 千代川、袋川、旧袋川、八東川 

天神川 天神川、国府川、小鴨川 天神川、小鴨川、国府川、三徳川 

日野川 日野川、法勝寺川 日野川、法勝寺川 

斐伊川 斐伊川 斐伊川 

江の川 江の川、馬洗川、西城川、神

野瀬川 

江の川、神野瀬川、馬洗川、西城川 

高津川 高津川、匹見川 高津川、派川高津川、白上川、匹見川 

吉井川 吉井川、金剛川 吉井川、金剛川 

旭川 旭川、百間川 旭川、百間川 

高梁川 高梁川、小田川 高梁川、小田川 

芦田川 芦田川、高屋川 芦田川、高屋川 

太田川 太田川、三篠川、根谷川 太田川、天満川、元安川、三篠川、根谷川、滝 

山川、古川、旧太田川 

小瀬川 小瀬川 小瀬川 

中 国 

佐波川 佐波川 佐波川 

吉野川 吉野川 吉野川、旧吉野川、今切川 

那賀川 那賀川 那賀川、派川那賀川、桑野川 

土器川 土器川 土器川 

重信川 重信川 重信川、石手川 

肱川 肱川 肱川、矢落川 

物部川 物部川 物部川 

仁淀川 仁淀川 仁淀川 

四 国 

渡川 四万十川 四万十川、中筋川、後川 

遠賀川 遠賀川、彦山川 遠賀川、黒川、笹尾川、犬鳴川、八木山川、彦

山川、中元寺川、金辺川、穂波川 

山国川 山国川、中津川 山国川、中津川 

筑後川 筑後川、庄手川、早津江川 筑後川、早津江川、佐賀江川、城原川、宝満

川、巨瀬川、佐田川、花月川、庄手川、玖珠川 

矢部川 矢部川 矢部川 

九 州 

松浦川 松浦川、徳須恵川、厳木川 松浦川、徳須恵川、厳木川 



六角川 六角川、牛津川、武雄川 六角川、牛津川、武雄川 

嘉瀬川 嘉瀬川 嘉瀬川、祇園川 

本明川 本明川 本明川、半造川 

菊池川 菊池川、合志川 菊池川、繁根木川、木葉川、岩野川、合志川、

追間川、上内田川 

白川 白川 白川 

緑川 緑川、浜戸川、御船川、加勢

川 

緑川、浜戸川、御船川、加勢川 

球磨川 球磨川、南川、前川 球磨川、南川、前川 

大分川 大分川、七瀬川 大分川、七瀬川、賀来川 

大野川 大野川、乙津川 大野川、乙津川 

番匠川 番匠川 番匠川、堅田川、井崎川、久留須川 

五ケ瀬川 五ケ瀬川、大瀬川 五ケ瀬川、北川、祝子川、大瀬川 

小丸川 小丸川 小丸川 

大淀川 大淀川、本庄川 大淀川、本庄川、深年川、綾北川 

川内川 川内川 川内川、羽月川、長江川、隈之城川 

 

肝属川 肝属川、串良川、高山川、姶

良川 

肝属川、串良川、高山川、姶良川、下谷川 

天塩川 天塩川、名寄川 天塩川、名寄川 

渚滑川 渚滑川 渚滑川 

湧別川 湧別川 湧別川 

常呂川 常呂川 常呂川、無加川 

網走川 網走川 網走川、美幌川 

留萌川 留萌川 留萌川 

石狩川 石狩川、雨龍川、空知川、幾

春別川、夕張川、千歳川、豊

平川、忠別川、美瑛川 

石狩川、忠別川、美瑛川、雨龍川、空知川、幾

春別川、夕張川、千歳川、豊平川 

後志利別川 後志利別川 後志利別川 

鵡川 鵡川 鵡川 

沙流川 沙流川 沙流川 

釧路川 釧路川、新釧路川 釧路川、新釧路川 

十勝川 十勝川、利別川、札内川、音

更川 

十勝川、利別川、札内川、音更川 

北海道開発局 

尻別川 尻別川 尻別川 

    計  109 水系、206 河川 計  109 水系、324 河川 

 


