
担当河川 管理延長 担当課又は係 連絡先（代表） 住所

鳥取河川国道事務所 占用調整課 0857-22-8435 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

千代川      9.0

袋川      9.9

新袋川      3.2

千代川     17.0

八東川      1.3

袋川      3.2

神護川      1.6

古神護川      0.1

倉吉河川国道事務所  河川管理課 0858-26-6221  鳥取県倉吉市福庭町1-18

天神川     14.6

小鴨川     16.2

国府川      8.9

三徳川      2.2

日野川河川事務所  調査・品質確保課 0859-27-5484  鳥取県米子市古豊千678

日野川     17.0

法勝寺川     10.9

印賀川      4.8

中原川      1.6

秋原川      0.4

浜田河川国道事務所  占用調整課 0855-22-2480  島根県浜田市相生町3973

江の川下流出張所 江の川     28.8  - 0855-52-2926  島根県江津市渡津町2011-2

川本出張所 江の川     57.5  - 0855-72-0431  島根県邑智郡川本町大字因原24

高津川     14.2

高津川派川      2.8

白上川      2.0

匹見川      1.0

出雲河川事務所  占用調整課 0853-21-1850  出雲市塩冶有原町5丁目1番地

剣先川      3.7

八間川      0.7

斐伊川放水路      4.1

神戸川     12.0

神戸川     11.8

角井川      1.6

斐伊川     11.4

槻ノ屋川      0.9

下布施川      1.6

八代川      0.6

三沢川      0.2

奥下布施川      1.3

高津川出張所

中海出張所

千代水出張所

河原出張所

天神川出張所

尾原ダム管理支所

 鳥取県鳥取市河原町長瀬56-1

 鳥取県鳥取市晩稲40-2

 島根県安来市東赤江町福井1637

 島根県益田市高津1丁目6-1

 鳥取県米子市古豊千678

 島根県松江市東津田町2338

事務所・出張所名

0857-28-6229

0857-85-0517

0854-23-7433

0856-22-0533

平田出張所

 -

 -

 -

日野川出張所

斐伊川(中海,
宍道湖,大橋
川)

    32.1

斐伊川(本川,
宍道湖)

    35.4

大橋川出張所

菅沢ダム管理支所

斐伊川(中海,
境水道)

    39.9

 鳥取県鳥取市国府町殿206-40857-58-0581

 鳥取県日野郡日南町菅沢字川西山112-100859-87-0311

 島根県出雲市西平田町580853-63-2524 -

0854-73-0222  島根県飯石郡飯南町角井1891-20

 - 0854-48-0780

国管理河川における河川法申請窓口一覧
平成24年4月30日現在（単位：km）

 -

 鳥取県倉吉市見日町1230858-23-6551 -

 島根県雲南市木次町平田211-5

殿ダム管理支所

志津見ダム管理支所  -

0852-22-2280 -

0859-27-3464

 -

 -

 -



担当河川 管理延長 担当課又は係 連絡先（代表） 住所事務所・出張所名

岡山河川事務所  占用調整課 086-223-5101  岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

西大寺出張所 吉井川     21.9  - 086-942-2497  岡山県岡山市東区金岡東町1丁目7-8

吉井川     10.9

金剛川      3.8

旭川出張所 旭川     17.5  - 086-272-0125  岡山県岡山市中区藤原西町2丁目3-30

百間川出張所 百間川     12.9  - 086-277-7469  岡山県岡山市中区沖元地先

高梁川     26.5

高梁川派川      2.0

小田川      6.9

福山河川国道事務所  占用調整課 084-923-2620  広島県福山市三吉町4-4-13

芦田川     33.7

高屋川      5.9

三次河川国道事務所  占用調整課 0824-63-4121  広島県三次市十日市西六丁目2番1号

江の川     41.3

神野瀬川      5.5

馬洗川      5.8

西城川      1.3

吉田出張所 江の川     24.0  - 0826-42-0770  広島県安芸高田市吉田町常友1200

上下川     11.7

杉谷川      0.9

大谷川      1.3

田総川      4.4

木屋川      1.0

太田川河川事務所  占用調整課 082-221-2436  広島県広島市中区八丁堀3-20

太田川      8.0

旧太田川      7.3

天満川      6.4

元安川      5.4

太田川      8.5

旧太田川      1.4

古川      7.2

戸坂川      0.1

太田川     25.1

三篠川      9.5

根谷川      5.4

太田川     32.2

滝山川      4.9

小瀬川出張所 小瀬川     13.4  - 0827-52-2245  山口県岩国市小瀬字沖原282-6

山口河川国道事務所  河川管理課 0835-22-1785  山口県防府市国衙1丁目10-20

佐波川出張所 佐波川     27.9  - 0835-22-0898  山口県防府市古祖原18-43

島地川ダム管理支所 島地川      6.6  - 0834-67-2878  山口県周南市大字高瀬257

高梁川出張所

加計出張所

芦田川河口堰管理支所

大芝出張所

可部出張所

灰塚ダム管理支所

三次出張所

吉井川上流出張所

 広島県広島市安佐北区可部2丁目22-7

 広島県広島市西区大芝3丁目1-1

 広島県広島市西区己斐東1丁目1-1己斐出張所

芦田川出張所

 広島県三次市三良坂町仁賀1575

 広島県三次市十日市日東五丁目18番1号

 広島県福山市簑島町字釣ヶ端367-3

 広島県福山市本庄5丁目3-12

0824-44-4360

0824-63-4686

084-923-8478

084-953-8048

 -

 -

 -

 -

 -

 -

0826-22-1521

 岡山県倉敷市西阿知町西原793086-465-1763 -

082-812-2216

082-237-3404

082-271-1418

 広島県山県郡安芸太田町加計886-2

 -

 -

 岡山県和気郡和気町和気字下821-20869-93-0138 -

芦田川      9.3



担当河川 管理延長 担当課又は係 連絡先（代表） 住所事務所・出張所名

小瀬川      8.9

前飯谷川      1.2

笹ケ谷川      2.0

長谷川      5.3

百合谷川      1.2

岸根川      1.4

佐坂川      2.1

瀬戸ノ内川      0.6

日宛川      0.7

芦田川     10.2

宇津戸川      2.1

滝山川      8.0  管理係 0826-22-1501
 広島県山県郡安芸太田町大字加計1956

番地の2

吉井川      9.5

西屋川      0.1

箱川      0.2

河内川      1.1

得谷川      0.6

苫田ダム管理所

弥栄ダム管理所

土師ダム管理所

八田原ダム管理所

温井ダム管理所

 広島県世羅郡世羅町大字小谷字苫谷山
1100-1

0847-24-0490 管理係

 岡山県苫田郡鏡野町久田下原1592-40868-52-2151 管理係

 管理係

 管理係

 広島県大竹市小方町小方813-1

0826-52-2455

0827-57-3135

 広島県安芸高田市八千代町土師369-24江の川      9.2


