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令 和 3 年 4 月 2 3 日 

気 象 庁 大 気 海 洋 部 

 

配信資料に関するお知らせ 

～流域雨量指数計算河川の追加等について～ 

（配信資料に関する技術情報  第 446 号、第 489 号関連） 

 

 配信資料に関する技術情報第 446 号における「流域雨量指数（BUFR4 形式）」及び同

第 489 号における「洪水警報の危険度分布（シェープファイル形式）」について、新

たに計算河川を追加するとともに、一部河川の流路データ及び河川名を修正しますの

で、下記のとおりお知らせします。 

 なお、流域雨量指数及び洪水警報の危険度分布のデータフォーマットに変更はあり

ません。 

 

  記 

 

 ○変更日時： 

   令和３年６月３日 13 時 00 分（日本時間）の配信データから 

 

 ○変更対象データ： 

 データ ファイル形式 

リアルタイム配信 

データ 

①流域雨量指数 BUFR4 

②洪水警報の危険度分布※1 シェープファイル 

あらかじめ提供する

データ 

③流域雨量指数計算河川及び洪水予報河川の 

 予報区間の流路データ 
シェープファイル 

④河川番号と河川名との対応一覧表※2 CSV 

   ※1 洪水危険度判定値が 0の流路部分は配信データには含まれません。この部分は、あら

  かじめ提供する③の流路データで表示可能です。 

   ※2 気象庁ホームページに掲載しているファイルも更新します。 

 

 これらのサンプルデータ等について気象業務支援センターに提供しています

ので、必要な場合は同センターにお問い合わせください。 
 

 



○新規計算河川の追加

＜流域雨量指数計算河川＞（①②③④のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名

北海道 81007856 篠津川

北海道 81007857 篠津運河

北海道 81007904 パンケメムナイ川

北海道 81007960 永山２号川

北海道 81219019 ハチノハラ川

青森県 82527064 西滝川

岩手県 82017646 新川

岩手県 82017647

岩手県 82017648

岩手県 82017649

岩手県 82017650

埼玉県 83028962 青毛堀川

埼玉県 83028963 高野戸川

埼玉県 83028964

千葉県 83028965 六間川

千葉県 83028966 大堀川

東京都 83029048 旧中川

東京都 83029049 大横川

東京都 83029050 小名木川

東京都 83029051 竪川

東京都 83029052

東京都 83030034

東京都 83544050 渋谷川

石川県 84044106 日用川

長野県 84035830 小場ヶ沢川

岐阜県 85052179 間野谷

岐阜県 85053025 久尻川

岐阜県 85055048 志津野川

岐阜県 85055311 犀川

静岡県 85045175

静岡県 85554228 大谷川放水路

愛知県 85052180 雨山川

京都府 86061667 渋川

京都府 86562611 米田川

兵庫県 86061669 野尻川

兵庫県 86563510 富島川

和歌山県 86566088 大門川

和歌山県 86566089 有本川

鳥取県 87071027 新袋川

島根県 87074083 大橋川

広島県 87573051 椛坂川

福岡県 89092154 畑川

福岡県 89094061 東本川



福岡県 89094062 冷水川

福岡県 89094307

福岡県 89095024 山口川

福岡県 89581057 田代川

福岡県 89581058 相川

福岡県 89581059 原田川

福岡県 89581060 天籟寺川

福岡県 89581061 清滝川

福岡県 89582068 南面里川

福岡県 89582069 芋生川

福岡県 89582070 寺浦川

福岡県 89582071 手光今川

福岡県 89582222 南里水路

佐賀県 89096026 狩立川

大分県 89093027 中津川



○流路データの削除（②③のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名

北海道 81007021 篠津川

北海道 81007186 利根別川

北海道 81007366 ヌノッペ幹線用水路

北海道 81219016 貫気別川

山形県 82024020 鮭川

東京都 83029047 仙台堀川

東京都 83029124 大泉堀

東京都 83544018 汐留川

長野県 85050184 鼬ヶ沢川

兵庫県 86064112

和歌山県 86566504 七力谷

鳥取県 87071155 天木川

佐賀県 89094145 秋光川

佐賀県 89096025 松浦川

佐賀県 89097015 六角川

佐賀県 89098124 嘉瀬川

※シェープファイルからレコードそのものが削除されます。



○流路データの修正（②③のデータが対象）

＜流域雨量指数計算河川＞

都道府県 河川番号 河川名

北海道 81001013 サロベツ川

北海道 81001014 サロベツ川

北海道 81001028 問寒別川

北海道 81001116 福永川

北海道 81001136 目梨別九線川

北海道 81001162 ペンケルペシュペ川

北海道 81007015 中の川

北海道 81007022 篠津川

北海道 81007029 幾春別川

北海道 81007030 旧美唄川

北海道 81007031 須部都川

北海道 81007040 札的内川

北海道 81007047 樺戸境川

北海道 81007056 徳富川

北海道 81007085 エチラスケップ川

北海道 81007086 パンケメムナイ川

北海道 81007087 ペンケメムナイ川

北海道 81007143 野津幌川

北海道 81007147 三里川

北海道 81007148 二里川

北海道 81007158 長都川

北海道 81007161 ポン長都川

北海道 81007185 利根別川

北海道 81007188 東利根別川

北海道 81007191 志文川

北海道 81007207 杵臼川

北海道 81007208 時登川

北海道 81007216 阿野呂川

北海道 81007218 富野川

北海道 81007282 第一幹川

北海道 81007289 農場川

北海道 81007290 北農沢川

北海道 81007360 富良野川

北海道 81007365 冷水川（ポロピナイ川）

北海道 81007433 総富地川

北海道 81007434 杉原谷川

北海道 81007451 福井谷川

北海道 81007630 永山二号川

北海道 81007794 大曲川

北海道 81008031 真狩川

北海道 81008035 硫黄川

北海道 81008036 ソウスケ川

北海道 81008037 倶登山川



北海道 81008144 模範林川

北海道 81008149 大沢川

北海道 81008151 福田川

北海道 81008152 第二カシュンベツ川

北海道 81008153 カシュンベツ川

北海道 81009022 メップ川

北海道 81012011 仁々志別川

北海道 81012013 雪裡川

北海道 81012014 シセツリ川

北海道 81012018 久著呂川

北海道 81012025 オソベツ川

北海道 81012030 磯分内川

北海道 81012116 幌呂川

北海道 81012132 モセツリ川

北海道 81012145 サンタクンベ川

北海道 81013014 下牛首別川

北海道 81013026 帯広川

北海道 81013027 音更川

北海道 81013028 伏古別川

北海道 81013034 美生川

北海道 81013036 ピウカ川

北海道 81013037 芽室川

北海道 81013129 清見二線川

北海道 81013291 機関庫の川

北海道 81013446 広内川

北海道 81013448 パンケ新得川

北海道 81201001 声問川

北海道 81201002 声問川

北海道 81201011 サラキトマナイ川

北海道 81201013 タツニウシナイ川

北海道 81202001 猿払川

北海道 81202011 狩別川

北海道 81203001 頓別川

北海道 81203011 豊寒別川

北海道 81203012 クッチャロ川

北海道 81203013 クッチャロ川

北海道 81203014 エボト川

北海道 81203024 兵知安川

北海道 81203120 藤井川

北海道 81203121 一の沢川

北海道 81204001 北見幌別川

北海道 81204016 ペンケナイ川

北海道 81204017 四線川

北海道 81204018 オムロシュベツ川

北海道 81205001 徳志別川

北海道 81205111 志美宇丹川



北海道 81205113 ニタツナイ川

北海道 81215001 小平蘂川

北海道 81216013 後志種川

北海道 81219001 貫気別川

北海道 81219017 ポンヌキベツ川

北海道 81222001 厚真川

北海道 81230002 浦幌川

北海道 81231001 音別川

北海道 81231015 ムリ川

北海道 81232002 和天別川

北海道 81234001 阿寒川

北海道 81235013 尾幌川

北海道 81235014

北海道 81235114 オタクパウシ川

北海道 81235116 ポンルークシュポール川

北海道 81235117 ルークシュポール川

北海道 81236024 ノコベリベツ川

北海道 81237001 西別川

北海道 81241011 武佐川

北海道 81241014

北海道 81241115 ウラップ川

北海道 81501006 知来別川

北海道 81501007 鬼志別川

北海道 81501008 猿骨川

北海道 81501035 自衛隊川

北海道 81502004 エサシウエンナイ川

北海道 81502010 乙忠部川

北海道 81502013 フーレップ川

北海道 81502015 音標川

北海道 81507002 増幌川

北海道 81507003 ウエンナイ川

北海道 81507004 エノシコマナイ川

北海道 81507006 勇知川

北海道 81507009 大沢川

北海道 81507017 豊仙沢川

北海道 81507021 大空沢

北海道 81507023 タネトンナイ川

北海道 81507040 勇知川

北海道 81508017 六線沢川

北海道 81509015 浜益川

北海道 81509022 望来川

北海道 81509023 正利冠川

北海道 81510011 蘭島川

北海道 81511001 珊内川

北海道 81511036 十棒川

北海道 81512016 須築川



北海道 81512020 最内川

北海道 81513001 太櫓川

北海道 81513002 良瑠石川

北海道 81513003 本陣川

北海道 81513007 関内川

北海道 81513011 相沼内川

北海道 81513012 鮪歌三ツ谷川

北海道 81514004 古櫃川

北海道 81514005 椴川

北海道 81514007 天野川

北海道 81514008 大安在川

北海道 81514010 長内川

北海道 81514011 石崎川

北海道 81514014 二越川

北海道 81514017 茂草川

北海道 81515003 橋呉川

北海道 81515008 建有川

北海道 81516001 矢尻川

北海道 81516002 古武井川

北海道 81516006 熊別川

北海道 81516007 戸井川

北海道 81516010 松倉川

北海道 81516012 亀田川

北海道 81516015 大野川

北海道 81516016 戸切地川

北海道 81516019 茂辺地川

北海道 81516049 文月川

北海道 81517006 磯谷川

北海道 81517033 苅澗川

北海道 81517034 軍川

北海道 81518002 山崎川

北海道 81518003 早瀬川

北海道 81518006 ハシノスベツ川

北海道 81518007 ポン奥津内川

北海道 81518008 奥津内川

北海道 81518009 酒屋川

北海道 81518010 境川

北海道 81518012 落部川

北海道 81518017 桂川

北海道 81518018 鳥崎川

北海道 81518019 森川

北海道 81518020 茅部中の川

北海道 81518021 尾白内川

北海道 81519018 フラノベツ川

北海道 81519019 紋別川

北海道 81519020 ワルイ川



北海道 81519021 ポンワルイ川

北海道 81519023 茂訓縫川

北海道 81519024 ポロナイ川

北海道 81519025 ロクツ川

北海道 81520010 別々川

北海道 81522003 向別川

北海道 81522007 布辻川

北海道 81523010 様似川

北海道 81523011 海辺川

北海道 81524002 湧洞川

北海道 81524012 オピツマナイ川

北海道 81525001 チョロベツ川

北海道 81525004 風連別川

青森県 82014012 相内川

青森県 82014016 旧十川

青森県 82014115 太田川

青森県 82014144 本郷川

青森県 82014166 土淵川

青森県 82527022 湯ノ沢

青森県 82527027 天田内川

青森県 82527028 新城川

青森県 82527029 入内川

青森県 82527030 堤川

青森県 82527031 赤川

青森県 82527054 孫内川

青森県 82527055 沖館川

青森県 82527056 駒込川

青森県 82527057 横内川

青森県 82527058 合子沢川

青森県 82527204

青森県 82527205 滝沢

青森県 82528013 野辺地川

青森県 82528018 清水川

青森県 82528032 二本木川

青森県 82528033 枇杷野川

青森県 82528038 盛田川

青森県 82529010 田名部川

青森県 82529019 川内川

青森県 82529022 男川

青森県 82529024 脇野沢川

青森県 82529031 青平川

青森県 82529035 女舘川

青森県 82530002 野牛川

青森県 82530005 正津川

青森県 82531003 老部川

青森県 82531006 老部川



青森県 82531008 戸鎖川

岩手県 82017092 南川

宮城県 82017023 江合川

宮城県 82017025 旧迫川

宮城県 82017166 古川

宮城県 82017167 旧古川

宮城県 82017203 熊川

宮城県 82017204 二迫川

宮城県 82018012 吉田川

宮城県 82018123 西川

宮城県 82018124 小西川

宮城県 82018126 明石川

宮城県 82018128 竹林川

宮城県 82018140 大江川

宮城県 82019011 増田川

宮城県 82019015 旧笊川

宮城県 82019016 笊川

宮城県 82019112 川内沢川

宮城県 82019119 芋沢川

宮城県 82250001 七北田川

宮城県 82250012 梅田川

宮城県 82250013 要害川

宮城県 82250014 高柳川

宮城県 82250015 八沢川

宮城県 82250016 萱場川

宮城県 82250020 八乙女川

宮城県 82535013 新井田川

宮城県 82536006 坂元川

宮城県 82536039 砂押川

山形県 82024188 鮭川

山形県 82024206 真室川

茨城県 83026125 浅川

茨城県 83541036 宿川

栃木県 83027042 湯坂川

栃木県 83027048 下黒尾川

栃木県 83027235 相の川

栃木県 83028242 野元川

栃木県 83028243 梓川

栃木県 83028245 大沼川

栃木県 83028275 山田川

栃木県 83028288 富沢川

栃木県 83028378

栃木県 83028389 恵川

栃木県 83028394 長畑川

栃木県 83028396 行川

栃木県 83028464 赤津川



栃木県 83028496 彦谷川

栃木県 83028901

群馬県 83028592 八幡川・滝川

埼玉県 83028102 大落古利根川

埼玉県 83028431 会の川

埼玉県 83028442 手子堀川

埼玉県 83029128 野火止用水

埼玉県 83029137 川越江川

千葉県 83028001 利根川

千葉県 83028027

千葉県 83028105

千葉県 83028195

千葉県 83028407 坂川

千葉県 83544202 桑納川

東京都 83028098 綾瀬川

東京都 83029004 平久川

東京都 83029005 大横川

東京都 83029011 旧中川

東京都 83029013 仙台堀川

東京都 83029014 小名木川

東京都 83029015 竪川

東京都 83029016 北十間川

東京都 83029018 神田川

東京都 83029019 石神井川

東京都 83029113 妙正寺川

東京都 83029114 江古田川

東京都 83029116 善福寺川

東京都 83029123 白子川

東京都 83029208 横十間川

東京都 83030001 多摩川

東京都 83030112 仙川

東京都 83030113 清水川

東京都 83030114 入間川

東京都 83544019 古川

神奈川県 83544024 新田間川

神奈川県 83544047 帷子川

新潟県 84035004 大河津分水路

新潟県 84035327 山王川

富山県 84038001 入川

富山県 84038004 高橋川

富山県 84039001 常願寺川

富山県 84039011 半俵川

富山県 84039013 和田川

富山県 84039014 牛首谷川

富山県 84039015

富山県 84039016 称名川



富山県 84039018 湯川

富山県 84039019 真川

富山県 84039112 真谷川

富山県 84039113 大谷川

富山県 84039114 東坂森谷川

富山県 84039115 足谷川

富山県 84039117 猪根谷川

富山県 84039119 東谷

富山県 84039120 人津谷川

富山県 84039121 雑穀谷川

富山県 84039122 スゴ谷川

富山県 84039123 スゴ一の谷

富山県 84040001 神通川

富山県 84040011 松川

富山県 84040012 井田川

富山県 84040013 熊野川

富山県 84040014 西派川

富山県 84040111 赤江川

富山県 84040112 いたち川

富山県 84040114 祖母川

富山県 84040116 田島川

富山県 84040117 宮島川

富山県 84040119 太田川

富山県 84040121 急滝川

富山県 84040122

富山県 84040123

富山県 84040124 虫谷川

富山県 84040130 坪野川

富山県 84040131 山田川

富山県 84040139 合場川

富山県 84040142 別荘川

富山県 84040144 井田川

富山県 84040146 大玉生川

富山県 84040147 野積川

富山県 84040148 仁歩川

富山県 84041101 鴨川

富山県 84041102 八幡川

富山県 84042011 地久子川

富山県 84042012 千保川

富山県 84042013 頭川川

富山県 84042014 祖父川

富山県 84042015 広谷川

富山県 84042016 中川

富山県 84042018 岸渡川

富山県 84042019 黒石川

富山県 84042023 子撫川



富山県 84042024 横江宮川

富山県 84042025 砂川

富山県 84042028 旅川

富山県 84042029 山田川

富山県 84042101 和田川

富山県 84042104 乱馬川

富山県 84042105 上黒石川

富山県 84042109 本堂川

富山県 84042112 干谷川

富山県 84042115 大井川

富山県 84042117 小谷谷川

富山県 84273001 早月川

富山県 84273011 小早月川

富山県 84273012 桑首谷

富山県 84273013 鍋増谷川

富山県 84273014 大熊谷川

富山県 84550004 笹川

富山県 84550005 木流川

富山県 84550006 小川

富山県 84550007 黒瀬川

富山県 84550008 片貝川

富山県 84550009 中川

富山県 84550010 鴨川

富山県 84550011 角川

富山県 84550012 中川

富山県 84550013 上市川

富山県 84550014 白岩川

富山県 84550015 古川

富山県 84550016 新堀川

富山県 84550017 下条川

富山県 84550037 舟川

富山県 84550041 布施川

富山県 84550044 坊田川

富山県 84550045 大座川

富山県 84550047 平塚川

富山県 84550048 郷川

富山県 84550049 千石川

富山県 84550051 小出川

富山県 84550052 川原田川

富山県 84550053 石割川

富山県 84550054 細川

富山県 84550055 八幡川

富山県 84550056 栃津川

富山県 84550057 大岩川

富山県 84550060 鍛冶川

富山県 84550061 堰場川



富山県 84550062

富山県 84550063 浄土寺川

富山県 84550064 下条川

富山県 84550065 沖田川

富山県 84550067 神谷川

富山県 84550202 導善寺川

富山県 84550208 寺田川

富山県 84550209 高野川

富山県 84550211 高知川

富山県 84551049 論田川

富山県 84551050 三尾川

富山県 84551052 堀田川

富山県 84551053 神代川

富山県 84551054 鞍骨川

富山県 84551055 脇之谷内川

富山県 84551321 上庄川

富山県 84551322 万尾川

富山県 84551323 仏生寺川

富山県 84551324 泉川

石川県 84043001 手取川

石川県 84043011 西川

石川県 84043012 熊田川

石川県 84044011 前川

石川県 84044012 八丁川

石川県 84275001 大聖寺川

石川県 84551001 珠洲大谷川

石川県 84551019 女良川

石川県 84552001 町野川

石川県 84552016 羽咋川

石川県 84552050 長曽川

福井県 86068011 竹田川

福井県 86068016 日野川

福井県 86068023 岩屋川

福井県 86068024 皿川

福井県 86068033 打波川

福井県 86068038 日ノ谷

福井県 86068039 面谷川

福井県 86068138 割谷川

福井県 86068144 熊河川

福井県 86068146 小沢川

福井県 86068147 蠅帽子川

福井県 86068159 奥河内谷

福井県 86068163 亥向谷川

福井県 86068164 美濃又川

福井県 86068165 谷山川

福井県 86068167 智奈洞谷川



福井県 86068168 三面谷川

福井県 86068178 久沢谷

福井県 86068180 根倉谷

福井県 86068181 林谷川

福井県 86068223 高倉谷川

福井県 86068228 樫尾谷

福井県 86068236 岩谷川

福井県 86069013 遠敷川

福井県 86069017 河内川

福井県 86069111 松永川

福井県 86323111 虫谷川

福井県 86323112 仁吾谷

福井県 86561006 笙の川

福井県 86561011 耳川

福井県 86561015 佐分利川

福井県 86561035 黒河川

福井県 86561043 はす川

福井県 86561044 前川

山梨県 83030033 小菅川

長野県 84035448 夜間瀬川

長野県 84035450 泡貝川

長野県 84035452 三沢川

長野県 84035453 伊沢川

長野県 84035455 角間川

長野県 84035595 塩沢川

長野県 84035596 舟沢川

長野県 84035597 小田川

長野県 84035598 権現川

長野県 84035600 松葉沢川

長野県 84035717 成沢川

長野県 84035961 西川

長野県 85050047 イタチ川

長野県 85050188 玉川

岐阜県 84041115 横谷

岐阜県 85052162 飯田洞川

岐阜県 85053139 深沢川

岐阜県 85055046 天王川

岐阜県 85055134 中之江川

岐阜県 85055141 中之江川

岐阜県 85055145 大谷川

静岡県 85045164

静岡県 85554012 巴川

静岡県 85554013 長沢川

静岡県 85554057 瀬名新川

静岡県 85554058 巴川

静岡県 85554219 草薙川



静岡県 85554220 吉田川

静岡県 85554221 小鹿沢川

愛知県 85052015 乙川

愛知県 85052124 男川

愛知県 85053004 荒子川

愛知県 85557022 大江川

三重県 85056025 加太川

三重県 85056112 鍋川

三重県 85056118 源明川

三重県 85058001 櫛田川

三重県 85058017 風呂屋川

三重県 85058122 宮の谷川

三重県 85280026 多志田川

三重県 85280120 貝野川

三重県 85280121 悟入谷川

三重県 85558003 三滝川

三重県 85558036 鳥居戸川

三重県 85560036 又口川

三重県 85560203 古和谷川

三重県 86061366 小山川

三重県 86067015 小鹿川

三重県 86067111 湯の谷川

滋賀県 86061280 萓尾川

滋賀県 86061284 馬門川

滋賀県 86061438 和田打川

滋賀県 86061469 狼川

滋賀県 86061470 十禅寺川

滋賀県 86061475 伊佐々川

滋賀県 86061479 中ノ井川

滋賀県 86061480 堺川

滋賀県 86061482 守山川

滋賀県 86061488 落合川

滋賀県 86061492 坊谷川

滋賀県 86061494 荒川

滋賀県 86061523 日野川

滋賀県 86061527 惣四郎川

滋賀県 86061528 寒尼川

滋賀県 86061530 法教寺川

滋賀県 86061535 池川

滋賀県 86061538 須川

滋賀県 86061545 西明寺川

滋賀県 86061546 大惣川

滋賀県 86061550 藤間川

滋賀県 86061556 蛇砂川

滋賀県 86061562 瓜生川

滋賀県 86061563 須田川



滋賀県 86061601 犬上川（北谷）

滋賀県 86061619 菜種川

滋賀県 86061624 黒田川

京都府 86060001 由良川

京都府 86060021 尾藤川

京都府 86060031 大谷川

京都府 86060035 安場川

京都府 86060037 田野川

京都府 86060041 上和知川

京都府 86060042 川谷川

京都府 86060143 台頭川

京都府 86060153 西坂川

京都府 86060168 実勢川

京都府 86061269 田原川

京都府 86562004 野田川

京都府 86562204 奥山川

大阪府 86061017 天竺川

大阪府 86061018 高川

大阪府 86061113 千里川

大阪府 86061126 正雀川

大阪府 86061128 山田川

大阪府 86061130 勝尾寺川

大阪府 86061134 石澄川

大阪府 86061136 山田川

大阪府 86061139 大川

大阪府 86061140 日下川

大阪府 86061142 佐保川

大阪府 86061144 川合裏川

大阪府 86061155 鍋田川

大阪府 86061157 清滝川

大阪府 86061158 讃良川

大阪府 86061163 女瀬川

大阪府 86061167 北川

大阪府 86061168 前川

大阪府 86061170 檜尾川

大阪府 86061171 穂谷川

大阪府 86061575 長瀬川

大阪府 86061663 木代川

大阪府 86061800 野間川

大阪府 86062013 落堀川

大阪府 86062111 西除川

大阪府 86062113 梅川

大阪府 86062114 太井川

大阪府 86062117 足谷川

大阪府 86062119 佐備川

大阪府 86062120 石見川



大阪府 86062121 天見川

大阪府 86565003 芦田川

大阪府 86565004 王子川

大阪府 86565007 津田川

大阪府 86565008 近木川

大阪府 86565009 見出川

大阪府 86565031 百舌鳥川

大阪府 86565032 和田川

大阪府 86565033 陶器川

大阪府 86565034 妙見川

大阪府 86565035 槇尾川

大阪府 86565037 秬谷川

大阪府 86565042 新家川

大阪府 86565201 百済川

大阪府 86565202 東槇尾川

大阪府 86565204 松尾川

大阪府 86565205 堀河谷

兵庫県 86060129 市の貝川

兵庫県 86060130 前山川

兵庫県 86060133 美和川

兵庫県 86060134 日ヶ奥川

兵庫県 86060136 国領川

兵庫県 86060148 宮立川

兵庫県 86061004 庄下川

兵庫県 86061016 旧猪名川

兵庫県 86061021 昆陽川

兵庫県 86061114 駄六川

兵庫県 86061122 大ツラ川

兵庫県 86061123 原川

兵庫県 86061124 阿古谷川

兵庫県 86061125 槻並川

兵庫県 86063016 奈佐川

兵庫県 86063018 六方川

兵庫県 86063023 三谷川

兵庫県 86063024 岩崎川

兵庫県 86063027 米地川

兵庫県 86063028 石和川

兵庫県 86063029 糸井川

兵庫県 86063030 東河川

兵庫県 86063032 与布土川

兵庫県 86063033 黒川

兵庫県 86063034 安井川

兵庫県 86063035 伊由谷川

兵庫県 86063036 多々良木川

兵庫県 86063037 神子畑川

兵庫県 86063038 田路川



兵庫県 86063112 岩井川

兵庫県 86063117 大岡川

兵庫県 86063118 知見川

兵庫県 86063119 観音寺川

兵庫県 86063121 阿瀬川

兵庫県 86063122 袴狭川

兵庫県 86063125 奥山川

兵庫県 86063126 畑川

兵庫県 86063128 河本川

兵庫県 86063129 西谷川

兵庫県 86063131 佐々木川

兵庫県 86063132 薬王寺川

兵庫県 86063135 赤花川

兵庫県 86063136 小佐川

兵庫県 86063137 八木谷川

兵庫県 86063138 出合川

兵庫県 86063139 建屋川

兵庫県 86063140 建屋川

兵庫県 86063141 東谷川

兵庫県 86063142 明延川

兵庫県 86063143 佐治見川

兵庫県 86063144 若杉川

兵庫県 86063145 八代川

兵庫県 86063146 佐中川

兵庫県 86063148 粟鹿川

兵庫県 86063149 磯部川

兵庫県 86063150 柴川

兵庫県 86063151 三保川

兵庫県 86063152 西谷川

兵庫県 86063500 大江川

兵庫県 86064012 北野川

兵庫県 86064013 権現川

兵庫県 86064015 草谷川

兵庫県 86064017 桜谷川

兵庫県 86064019 前谷川

兵庫県 86064021 万願寺川

兵庫県 86064022 東条川

兵庫県 86064023 出水川

兵庫県 86064025 油谷川

兵庫県 86064026 吉馬川

兵庫県 86064028 杉原川

兵庫県 86064029 比延谷川

兵庫県 86064030 畑谷川

兵庫県 86064032 門柳川

兵庫県 86064034 岩屋川

兵庫県 86064035 牧山川



兵庫県 86064036 福田川

兵庫県 86064037 中河原川

兵庫県 86064040 北油良川

兵庫県 86064041 井中川

兵庫県 86064042 芦田川

兵庫県 86064044 遠阪川

兵庫県 86064045 稲土川

兵庫県 86064046 大稗川

兵庫県 86064111 曇川

兵庫県 86064113 西川

兵庫県 86064114 金剛寺谷川

兵庫県 86064117 淡河川

兵庫県 86064122 美嚢川

兵庫県 86064124 下里川

兵庫県 86064125 善防川

兵庫県 86064127 普光寺川

兵庫県 86064128 芥田川

兵庫県 86064129 若井川

兵庫県 86064130 中谷川

兵庫県 86064131 大畑川

兵庫県 86064132 鴨川

兵庫県 86064133 神山川

兵庫県 86064135 三草川

兵庫県 86064137 大和川

兵庫県 86064138 仕出原川

兵庫県 86064139 野間川

兵庫県 86064141 思出川

兵庫県 86064142 奥荒田川

兵庫県 86064143 多田川

兵庫県 86064144 八幡谷川

兵庫県 86064145 五ヶ野川

兵庫県 86064146 高谷川

兵庫県 86064147 三原北川

兵庫県 86064148 清住谷川

兵庫県 86064149 奥村川

兵庫県 86064150 山田川

兵庫県 86064151 石戸川

兵庫県 86064152 上滝川

兵庫県 86064153 阿草川

兵庫県 86064154 大山川

兵庫県 86064155 宮田川

兵庫県 86064156 小坂川

兵庫県 86064157 住吉川

兵庫県 86064158 藤岡川

兵庫県 86064159 黒岡川

兵庫県 86064160 小枕川



兵庫県 86064161 尾根川

兵庫県 86064162 畑川

兵庫県 86064163 春日江川

兵庫県 86064164 曽地川

兵庫県 86064166 高野川

兵庫県 86064167 籾井川

兵庫県 86064168 小野奥谷川

兵庫県 86064169 水無川

兵庫県 86064170 筱見川

兵庫県 86064172 屏風川

兵庫県 86064173 千鳥川

兵庫県 86065011 前川

兵庫県 86065012 林田川

兵庫県 86065013 馬路川

兵庫県 86065014 中垣内川

兵庫県 86065015 栗栖川

兵庫県 86065016 篠首川

兵庫県 86065017 滝川

兵庫県 86065019 伊沢川

兵庫県 86065020 梯川

兵庫県 86065021 頃谷川

兵庫県 86065022 岡城川

兵庫県 86065023 染河内川

兵庫県 86065025 深河谷川

兵庫県 86065026 福知川

兵庫県 86065027 草木川

兵庫県 86065028 阿舎利川

兵庫県 86065029 公文川

兵庫県 86065031 倉床川

兵庫県 86065032 黒原川

兵庫県 86065033 三谷川

兵庫県 86065111 西瀬戸川

兵庫県 86065112 瀬戸川

兵庫県 86065113 山根川

兵庫県 86065115 三森川

兵庫県 86065116 古子川

兵庫県 86065117 小犬丸川

兵庫県 86065118 河原山川

兵庫県 86065119 谷川

兵庫県 86065120 斉木川

兵庫県 86065121 水谷川

兵庫県 86065122 八丈川

兵庫県 86065123 赤西川

兵庫県 86065124 中音水川

兵庫県 86065125 音水川

兵庫県 86065126 道谷川



兵庫県 86065127 東公文川

兵庫県 86281001 矢田川

兵庫県 86281011 守柄川

兵庫県 86281012 小原川

兵庫県 86281013 山田川

兵庫県 86281015 熊波川

兵庫県 86281016 久須部川

兵庫県 86281111 昆陽川

兵庫県 86281113 作山川

兵庫県 86281114 大野川

兵庫県 86282001 武庫川

兵庫県 86282012 天神川

兵庫県 86282016 太多田川

兵庫県 86282021 山田川

兵庫県 86282022 池尻川

兵庫県 86282023 青野川

兵庫県 86282024 内神川

兵庫県 86282025 相野川

兵庫県 86282111 天王寺川

兵庫県 86282114 末吉川

兵庫県 86282116 長尾川

兵庫県 86282118 沢谷川

兵庫県 86283001 市川

兵庫県 86283012 神谷川

兵庫県 86283013 須加院川

兵庫県 86283014 矢田部川

兵庫県 86283015 恒屋川

兵庫県 86283016 平田川

兵庫県 86283017 西谷川

兵庫県 86283018 七種川

兵庫県 86283019 雲津川

兵庫県 86283020 岡部川

兵庫県 86283021 小畑川

兵庫県 86283022 尾市川

兵庫県 86283023 振古川

兵庫県 86283024 甲良川

兵庫県 86283025 越知川

兵庫県 86283026 小田原川

兵庫県 86283027 犬見川

兵庫県 86283028 栃原川

兵庫県 86283029 白口川

兵庫県 86283111 河内川

兵庫県 86283112 倉谷川

兵庫県 86283113 東山川

兵庫県 86283114 猪篠川

兵庫県 86283115 追上川



兵庫県 86284001 夢前川

兵庫県 86284011 水尾川

兵庫県 86284012 菅生川

兵庫県 86284013 明神川

兵庫県 86284015 河原川

兵庫県 86284016 寺河内川

兵庫県 86284111 大井川

兵庫県 86284113 護持川

兵庫県 86285001 千種川

兵庫県 86285012 矢野川

兵庫県 86285013 高田川

兵庫県 86285014 安室川

兵庫県 86285015 鞍居川

兵庫県 86285016 岩木川

兵庫県 86285017 細野川

兵庫県 86285018 佐用川

兵庫県 86285019 滝谷川

兵庫県 86285020 大下り川

兵庫県 86285021 志文川

兵庫県 86285022 西山川

兵庫県 86285023 岩野辺川

兵庫県 86285024 河内川

兵庫県 86285111 小河川

兵庫県 86285112 能下川

兵庫県 86285113 榊川

兵庫県 86285114 梨ヶ原川

兵庫県 86285115 大富川

兵庫県 86285116 秋里川

兵庫県 86285118 幕山川

兵庫県 86285122 西河内川

兵庫県 86285124 金近川

兵庫県 86285125 長谷川

兵庫県 86285126 庵川

兵庫県 86285127 滝谷川

兵庫県 86285128 弦谷川

兵庫県 86285129 角亀川

兵庫県 86285130 本郷川

兵庫県 86285131 添谷川

兵庫県 86562023 竹野川

兵庫県 86562025 安木川

兵庫県 86562026 佐津川

兵庫県 86562027 上計川

兵庫県 86562028 香住谷川

兵庫県 86562029 長谷川

兵庫県 86562098 木谷川

兵庫県 86562100 土生川



兵庫県 86562102 三谷川

兵庫県 86562103 久斗川

兵庫県 86562104 田君川

兵庫県 86562106 照来川

兵庫県 86562107 二又川

兵庫県 86562109 三倉谷川

兵庫県 86562110 春来川

兵庫県 86562208 和田川

兵庫県 86562209 久谷川

兵庫県 86562210 中辻川

兵庫県 86562501 西川

兵庫県 86562502 岸田川

兵庫県 86562503 大栃川

兵庫県 86562701 弘仙川

兵庫県 86563001 新川

兵庫県 86563002 東川

兵庫県 86563008 石屋川

兵庫県 86563011 木津川

兵庫県 86563015 塩屋谷川

兵庫県 86563016 福田川

兵庫県 86563017 山田川

兵庫県 86563018 朝霧川

兵庫県 86563020 谷八木川

兵庫県 86563021 赤根川

兵庫県 86563022 瀬戸川

兵庫県 86563023 喜瀬川

兵庫県 86563025 鹿島川

兵庫県 86563026 天川

兵庫県 86563027 八家川

兵庫県 86563028 汐入川

兵庫県 86563031 苅藻川

兵庫県 86563032 烏原川

兵庫県 86563035 天上川

兵庫県 86563036 櫨谷川

兵庫県 86563037 瀬戸川

兵庫県 86563038 木見川

兵庫県 86563039 思出川

兵庫県 86563040 網干川

兵庫県 86563041 苧谷川

兵庫県 86563501 大津茂川

兵庫県 86563502 大川

兵庫県 86563503 亀の尾川

兵庫県 86563505 普光沢川

兵庫県 86563506 佐方川

兵庫県 86563507 新川

兵庫県 86563701 性海寺川



兵庫県 86564001 野島川

兵庫県 86564002 富島川

兵庫県 86564003 育波川

兵庫県 86564004 室津川

兵庫県 86564005 新川

兵庫県 86564006 郡家川

兵庫県 86564007 覗川

兵庫県 86564008 山田川

兵庫県 86564010 鳥飼川

兵庫県 86564012 津井川

兵庫県 86564013 塩屋川

兵庫県 86564014 本庄川

兵庫県 86564017 岩戸川

兵庫県 86564018 志筑川

兵庫県 86564019 生穂川

兵庫県 86564020 佐野川

兵庫県 86564021 浦川

兵庫県 86564022 楠本川

兵庫県 86564023 茶間川

兵庫県 86564031 奥所川

兵庫県 86564032 堺川

兵庫県 86564034 成相川

兵庫県 86564035 諭鶴羽川

兵庫県 86564037 樋戸野川

兵庫県 86564039 奥畑川

兵庫県 86564040 鮎屋川

兵庫県 86564041 初尾川

兵庫県 86564042 宝珠川

兵庫県 86564043 倭文川

兵庫県 86564201 新川

兵庫県 86564202 馬乗捨川

兵庫県 86564204 山路川

兵庫県 86564208 猪鼻川

兵庫県 86564209 宝明寺川

兵庫県 86564210 長田川

兵庫県 86564211 倭文川

奈良県 86061331 遅瀬川

奈良県 86061343 宇野川

奈良県 86061344 大野川

奈良県 86061347 内牧川

奈良県 86061354 宇賀志川

奈良県 86061356 笠間川

奈良県 86061357 中山川

奈良県 86061358 本郷川

奈良県 86061362 山粕川

奈良県 86061363 桃俣川



奈良県 86061804 黒岩川

奈良県 86062018 葛下川

奈良県 86062024 飛鳥川

奈良県 86062025 寺川

奈良県 86062030 西門川

奈良県 86062130 芦川

奈良県 86062136 葛城川

奈良県 86062146 高取川

奈良県 86062149 今木川

奈良県 86062150 冬野川

奈良県 86062151 米川

奈良県 86062152 粟原川

奈良県 86062158 菩提仙川

奈良県 86066139 丹生川

奈良県 86066141 宗川

奈良県 86066146 笠木川

奈良県 86066147 脇川

奈良県 86066148 八幡川

奈良県 86066162 宇智川

奈良県 86066163 北川

奈良県 86066165 秋野川

奈良県 86066170 比曽川

奈良県 86066172 千股川

奈良県 86066178 小名川

奈良県 86066180 鷲家川

奈良県 86066181 文殊川

奈良県 86066184 中井川

奈良県 86066186 麦谷川

奈良県 86066187 谷尻川

奈良県 86066188 平野川

奈良県 86066189 高見川

奈良県 86066190 高原川

奈良県 86066191 武木川

奈良県 86066192 下多古川

奈良県 86066193 井光川

奈良県 86066194 中奥川

奈良県 86066196 伯母谷川

奈良県 86066199 奥玉谷

奈良県 86066202 黒石谷

奈良県 86066203 白倉又谷

奈良県 86066204 黒倉又谷

奈良県 86066501 音無川

奈良県 86067145 西川

奈良県 86067154 芦廻瀬川

奈良県 86067159 神納川

奈良県 86067160 榎谷



奈良県 86067161 三田谷

奈良県 86067162 小井谷

奈良県 86067163 月谷

奈良県 86067164 旭川

奈良県 86067166 長殿谷

奈良県 86067173 桧股川

奈良県 86067176 西之谷

奈良県 86067177 九尾谷水流

奈良県 86067178 五色谷川

奈良県 86067179 深谷川

奈良県 86067181 小泉川

奈良県 86067187 小原川

奈良県 86067202 小又川

奈良県 86067209 奥地川

奈良県 86067210 池郷川

奈良県 86067214 前鬼川

奈良県 86067216 大黒構谷

奈良県 86067217 中ノ又谷

奈良県 86067218 水晶谷

奈良県 86067219 岩屋谷

奈良県 86067222 天ヶ瀬川

和歌山県 86066001 紀の川

和歌山県 86066011 土入川

和歌山県 86066012 鳴滝川

和歌山県 86066013 千手川

和歌山県 86066015 住吉川

和歌山県 86066016 根来川

和歌山県 86066018 貴志川

和歌山県 86066020 海神川

和歌山県 86066021 佐川

和歌山県 86066023 松井川

和歌山県 86066024 中津川

和歌山県 86066026 名手谷川

和歌山県 86066027 穴伏川

和歌山県 86066028 堂田川

和歌山県 86066029 四邑川

和歌山県 86066030 西谷川

和歌山県 86066031 中谷川

和歌山県 86066032 檜谷川

和歌山県 86066033 小黒谷川

和歌山県 86066035 中谷川

和歌山県 86066036 嵯峨谷川

和歌山県 86066037 田原川

和歌山県 86066038 丹生川

和歌山県 86066039 吉原川

和歌山県 86066040 山田川



和歌山県 86066041 橋本川

和歌山県 86066042 白猪谷川

和歌山県 86066043 榊谷川

和歌山県 86066044 高橋川

和歌山県 86066045 去年川

和歌山県 86066111 打手川

和歌山県 86066112 高川

和歌山県 86066113 山田川

和歌山県 86066114 柘榴川

和歌山県 86066115 丸田川

和歌山県 86066116 野田原川

和歌山県 86066117 梅本川

和歌山県 86066118 真国川

和歌山県 86066119 神路谷川

和歌山県 86066120 本川

和歌山県 86066121 清川

和歌山県 86066122 湯子川

和歌山県 86066123 鳴戸川

和歌山県 86066124 烏子川

和歌山県 86066125 西谷川

和歌山県 86066126 重谷川

和歌山県 86066127 重谷川

和歌山県 86066128 日向谷川

和歌山県 86066129 下津川

和歌山県 86066130 西川

和歌山県 86066131 不動谷川

和歌山県 86066132 三尾川

和歌山県 86066133 菖蒲谷川

和歌山県 86066134 東谷川

和歌山県 86066135 北又川

和歌山県 86066136 清川

和歌山県 86066500 春日川

和歌山県 86066602 大谷川

和歌山県 86067016 田長谷

和歌山県 86067115 桑ノ木谷

和歌山県 86067116 口高田川

和歌山県 86067117 里高田川

和歌山県 86067118 内鹿野川

和歌山県 86067120 谷口川

和歌山県 86067121 和田川

和歌山県 86067122 奥山谷

和歌山県 86067123 小原谷

和歌山県 86067124 赤木川

和歌山県 86067125 東の川

和歌山県 86067126 滝本川

和歌山県 86067128 小井谷川



和歌山県 86067129 いらはら川

和歌山県 86067130 津荷谷川

和歌山県 86067131 大津荷谷川

和歌山県 86067132 請川谷川

和歌山県 86067133 大塔川

和歌山県 86067134 皆瀬谷川

和歌山県 86067135 四村川

和歌山県 86067136 栗垣内谷

和歌山県 86067137 奴田谷

和歌山県 86067138 武住谷

和歌山県 86067139 湯川川

和歌山県 86067140 音無川

和歌山県 86067189 四滝谷川

和歌山県 86067224 蓑尾谷川

和歌山県 86067225 十九良谷

和歌山県 86067226 高山谷

和歌山県 86067227 黒蔵谷

和歌山県 86067228 笹ノ瀬川

和歌山県 86067229 中小屋谷

和歌山県 86286011 西谷川

和歌山県 86286012 鳥尾川

和歌山県 86286014 田口川

和歌山県 86286015 賢谷川

和歌山県 86286016 船坂谷川

和歌山県 86286017 早月谷川

和歌山県 86286018 長谷川谷川

和歌山県 86286019 糸川

和歌山県 86286020 修理川

和歌山県 86286021 四村川

和歌山県 86286022 三瀬川谷川

和歌山県 86286023 楠本谷川

和歌山県 86286024 遠井谷川

和歌山県 86286025 宮川谷川

和歌山県 86286026 湯川川

和歌山県 86286027 沼谷川

和歌山県 86286029 横谷川

和歌山県 86286030 内子谷川

和歌山県 86286031 有田川

和歌山県 86286032 角間木谷川

和歌山県 86286111 玉川

和歌山県 86286112 五名谷川

和歌山県 86286113 伏羊川

和歌山県 86286114 由良谷川

和歌山県 86287001 日高川

和歌山県 86287011 西川

和歌山県 86287012 下川



和歌山県 86287013 熊野川

和歌山県 86287014 土生川

和歌山県 86287015 江川

和歌山県 86287016 別所川

和歌山県 86287017 中津川

和歌山県 86287018 沖野川

和歌山県 86287019 藤野川

和歌山県 86287020 伊佐の川

和歌山県 86287021 高津尾川

和歌山県 86287022 鷲の川

和歌山県 86287023 三十井川

和歌山県 86287024 弥谷川

和歌山県 86287025 野々川

和歌山県 86287026 愛川

和歌山県 86287027 初湯川

和歌山県 86287028 猪谷川

和歌山県 86287029 寒川

和歌山県 86287030 立花川

和歌山県 86287031 玉谷

和歌山県 86287032 手谷川

和歌山県 86287035 古川

和歌山県 86287036 小森谷

和歌山県 86287111 斉川

和歌山県 86287112 北吉田川

和歌山県 86287113 志賀川

和歌山県 86287114 猪内川

和歌山県 86287115 江川

和歌山県 86287116 西の川

和歌山県 86287117 朔日川

和歌山県 86287118 小藪川

和歌山県 86287120 西ノ河谷

和歌山県 86287121 東ノ河谷

和歌山県 86288001 富田川

和歌山県 86288011 高瀬川

和歌山県 86288012 庄川

和歌山県 86288013 馬川

和歌山県 86288014 岡川

和歌山県 86288015 汗川

和歌山県 86288016 清水谷川

和歌山県 86288017 鉛山谷川

和歌山県 86288018 内の井川

和歌山県 86288019 西谷川

和歌山県 86288020 石船川

和歌山県 86288021 鍛冶屋川

和歌山県 86288022 中川

和歌山県 86288023 生馬川



和歌山県 86288111 板木川

和歌山県 86288112 小川谷川

和歌山県 86288113 高原谷川

和歌山県 86288114 熊野川谷川

和歌山県 86288115 内井川谷

和歌山県 86288201 瀬田川

和歌山県 86289011 安宅川

和歌山県 86289012 三ヶ川

和歌山県 86289013 城川

和歌山県 86289014 深谷川

和歌山県 86289015 将軍川

和歌山県 86289016 前の川

和歌山県 86289017 西の又川

和歌山県 86289018 安川

和歌山県 86289019 大内川

和歌山県 86289020 野中川

和歌山県 86289111 宮城川

和歌山県 86289112

和歌山県 86289113 熊野川

和歌山県 86289114 法師川

和歌山県 86289115 法師谷

和歌山県 86289116 竹の又川

和歌山県 86289117 和田川

和歌山県 86289118 又井川

和歌山県 86289119 下の川

和歌山県 86289120 十丈又川

和歌山県 86290001 古座川

和歌山県 86290011 池野山川

和歌山県 86290012 小川

和歌山県 86290013 立合川

和歌山県 86290014 三尾川

和歌山県 86290015 久留美谷

和歌山県 86290016 佐本川

和歌山県 86290017 平井川

和歌山県 86290018 東成川

和歌山県 86290111 大谷川

和歌山県 86290112 美里谷川

和歌山県 86290113 宇筒井川

和歌山県 86290114 大桑谷

和歌山県 86290115 成見川

和歌山県 86290116 那智焼谷

和歌山県 86290117 ナベワレ谷

和歌山県 86290118

和歌山県 86290119 小節川

和歌山県 86290120 南平川

和歌山県 86290121 里川



和歌山県 86290122 比曽原川

和歌山県 86290123 西野谷川

和歌山県 86290124 中野川

和歌山県 86290125 栗垣内川

和歌山県 86290126 添野川

和歌山県 86290127 栃ノ谷

和歌山県 86290128 玉ノ谷

和歌山県 86565018 阿振川

和歌山県 86565019 堤川

和歌山県 86566003 日方川

和歌山県 86566004 加茂川

和歌山県 86566005 山田川

和歌山県 86566007 江上川

和歌山県 86566008 由良川

和歌山県 86566009 王子川

和歌山県 86566010 上野川

和歌山県 86566011 楠井川

和歌山県 86566012 津井川

和歌山県 86566014 富の川

和歌山県 86566015 切目川

和歌山県 86566016 西岩代川

和歌山県 86566017 東岩代川

和歌山県 86566018 南部川

和歌山県 86566019 芳養川

和歌山県 86566021 見草川

和歌山県 86566022 朝来帰川

和歌山県 86566023 周参見川

和歌山県 86566024 和深川

和歌山県 86566025 江須の川

和歌山県 86566026 江住川

和歌山県 86566027 和深川

和歌山県 86566028 安指川

和歌山県 86566029 田子川

和歌山県 86566031 亀の川

和歌山県 86566032 和田川

和歌山県 86566033 四箇井川

和歌山県 86566034 宮井川

和歌山県 86566036 宮川

和歌山県 86566037 市坪川

和歌山県 86566038 熊井川

和歌山県 86566039 北谷川

和歌山県 86566040 中村川

和歌山県 86566042 奈良井川

和歌山県 86566043 西の地川

和歌山県 86566044 大中地川

和歌山県 86566045 室川



和歌山県 86566046 西神の川

和歌山県 86566047 二タ間瀬川

和歌山県 86566048 大又川

和歌山県 86566049 古川

和歌山県 86566050 瓜谷川

和歌山県 86566051 奥谷川

和歌山県 86566052 玉川

和歌山県 86566053 辺川

和歌山県 86566054 市井の川

和歌山県 86566055 東神野川

和歌山県 86566056 木の川

和歌山県 86566057 軽井川

和歌山県 86566058 田川

和歌山県 86566059 小畔川

和歌山県 86566060 西郷川

和歌山県 86566061 小恒川

和歌山県 86566062 稲成川

和歌山県 86566063 右会津川

和歌山県 86566064 左会津川

和歌山県 86566065 太間川

和歌山県 86566066 沼田谷川

和歌山県 86566067 広瀬谷

和歌山県 86566068 住木谷

和歌山県 86566069 小河内川

和歌山県 86566070 小川

和歌山県 86566071 佐部川

和歌山県 86566072 庄川

和歌山県 86566073 井鹿川

和歌山県 86566074 中野川

和歌山県 86566075 小匠川

和歌山県 86566076 森河川

和歌山県 86566077 串ノ谷川

和歌山県 86566078 色谷川

和歌山県 86566079 太田川

和歌山県 86566080 湯川川

和歌山県 86566081 大谷川

和歌山県 86566082 井谷川

和歌山県 86566083 長谷川

和歌山県 86566084 木の川

和歌山県 86566085 荒木川

和歌山県 86566086 佐野川

和歌山県 86566087 下戸川

和歌山県 86566201 入谷川

和歌山県 86566202 高野川

和歌山県 86566203 荒光川

和歌山県 86566204 小川谷川



和歌山県 86566205 左向谷川

和歌山県 86566207 谷川

和歌山県 86566208 池の川

和歌山県 86566209 熊野川

和歌山県 86566210 楠川

和歌山県 86566211 高野川

和歌山県 86566212 山手川

和歌山県 86566213 大栗須川

和歌山県 86566301 田並川

和歌山県 86566302 有田川

和歌山県 86566303 高富川

和歌山県 86566304 二色川

和歌山県 86566305 くじ野川

和歌山県 86566306 津荷川

和歌山県 86566307 田原川

和歌山県 86566308 太田川

和歌山県 86566309 与根子川

和歌山県 86566310 二河川

和歌山県 86566311 那智川

和歌山県 86566312 狗子の川

和歌山県 86566313 長野川

和歌山県 86566314 佐野川

鳥取県 87071013 野坂川

鳥取県 87071014 袋川

鳥取県 87071018 曳田川

鳥取県 87071019 宇戸川

鳥取県 87071021 佐治川

鳥取県 87071025 横瀬川

鳥取県 87071112 三山口川

鳥取県 87071113 辛川

鳥取県 87071114 湖山川

鳥取県 87071119 高岡川

鳥取県 87071127 猪子川

鳥取県 87071128 砂見川

鳥取県 87071129 私都川

鳥取県 87071130 明辺川

鳥取県 87071131 大江川

鳥取県 87071132 見槻川

鳥取県 87071133 西谷川

鳥取県 87071134 平木谷川

鳥取県 87071135 新興寺谷川

鳥取県 87071136 小畑川

鳥取県 87071137 清徳川

鳥取県 87071138 細見川

鳥取県 87071140 三倉川

鳥取県 87071141 屋堂羅川



鳥取県 87071143 糸白見川

鳥取県 87071144 根安川

鳥取県 87071146 落折川

鳥取県 87071149 小河内川

鳥取県 87071151 三王谷川

鳥取県 87071154 波多川

鳥取県 87071156 大屋川

鳥取県 87071158 八河谷川

鳥取県 87072001 天神川

鳥取県 87072012 栗尾川

鳥取県 87072013 円谷川

鳥取県 87072014 三徳川

鳥取県 87072017 福本川

鳥取県 87072112 絵下谷川

鳥取県 87072125 剣見川

鳥取県 87072126 矢送川

鳥取県 87072135 小鹿川

鳥取県 87072136 波関川

鳥取県 87072137 坪谷川

鳥取県 87073001 日野川

鳥取県 87073011 法勝寺川

鳥取県 87073012 別所川

鳥取県 87073013 清山川

鳥取県 87073014 大江川

鳥取県 87073015 野上川

鳥取県 87073016 白水川

鳥取県 87073017 小江尾川

鳥取県 87073018 船谷川

鳥取県 87073020 荒田川

鳥取県 87073021 舟場川

鳥取県 87073023 小川尻川

鳥取県 87073025 近江川

鳥取県 87073027 小原川

鳥取県 87073028 石見川

鳥取県 87073029 木谷川

鳥取県 87073030 萩山川

鳥取県 87073033 坂郷川

鳥取県 87073111 小松谷川

鳥取県 87073115 山田谷川

鳥取県 87073116 東長田川

鳥取県 87073117 前谷川

鳥取県 87073118 下谷川

鳥取県 87073119 富江川

鳥取県 87073120 添谷川

鳥取県 87073121 藤屋川

鳥取県 87073123 久那谷川



鳥取県 87073124 美用谷川

鳥取県 87073125 真住川

鳥取県 87073129 中原川

鳥取県 87073130 菅沢川

鳥取県 87073131 吉鈩川

鳥取県 87073136 佐木谷川

鳥取県 87073138 小濁川

鳥取県 87073139 大原川

鳥取県 87073140 九塚川

鳥取県 87073141 白谷川

鳥取県 87073142 井原川

鳥取県 87073143 谷中川

鳥取県 87073144

鳥取県 87073145 細谷川

鳥取県 87073146 湯河川

鳥取県 87567001 陸上川

鳥取県 87567005 内海川

鳥取県 87567006 小沢見川

鳥取県 87567007 河内川

鳥取県 87567009 勝部川

鳥取県 87567010 園川

鳥取県 87567011 原川

鳥取県 87567012 橋津川

鳥取県 87567014 加勢蛇川

鳥取県 87567015 馬込川

鳥取県 87567016 洗川

鳥取県 87567017 瀬戸川

鳥取県 87567018 八橋川

鳥取県 87567019 別所川

鳥取県 87567020 月の輪川

鳥取県 87567021 勝田川

鳥取県 87567022 黒川

鳥取県 87567023 甲川

鳥取県 87567024 下市川

鳥取県 87567025 宮川

鳥取県 87567026 真子川

鳥取県 87567027 名和川

鳥取県 87567028 阿弥陀川

鳥取県 87567029 江東川

鳥取県 87567031 小田川

鳥取県 87567033 塩見川

鳥取県 87567035 末用川

鳥取県 87567036 水谷川

鳥取県 87567037 佐谷川

鳥取県 87567039 日置川

鳥取県 87567040 山田川



鳥取県 87567041 八葉寺川

鳥取県 87567042 今西川

鳥取県 87567043 東郷川

鳥取県 87567044 舎入川

鳥取県 87567045 埴見川

鳥取県 87567046 羽衣石川

鳥取県 87567050 亀谷川

鳥取県 87567052 山川谷

鳥取県 87567053 倉坂川

鳥取県 87567054 今田川

鳥取県 87567055 牛飼川

鳥取県 87567056 矢筈川

鳥取県 87567057 尾張川

鳥取県 87567058 後谷川

鳥取県 87567059 桶谷

鳥取県 87567060 倉谷川

鳥取県 87567061 寺谷川

鳥取県 87567062 蛇の川

鳥取県 87567063 東谷川

鳥取県 87567064 川手川

鳥取県 87567065 坊領川

鳥取県 87567067 天井川

鳥取県 87567069 精進川

鳥取県 87567201 荒金川

鳥取県 87567203 蔵内川

鳥取県 87567204 川上川

鳥取県 87567300 谷川

鳥取県 87567302 宇田川

鳥取県 87567303 佐陀川

島根県 87074001 斐伊川

島根県 87074014 万歳川

島根県 87074016 吉田川

島根県 87074020 意東川

島根県 87074023 本庄川

島根県 87074025 馬橋川

島根県 87074029 講武川

島根県 87074031 古曽志川

島根県 87074034 秋鹿川

島根県 87074036 大野川

島根県 87074037 草野川

島根県 87074038 伊野川

島根県 87074039 小境川

島根県 87074046 玉湯川

島根県 87074048 来待川

島根県 87074050 佐々布川

島根県 87074053 学頭屋川



島根県 87074055 宇那手川

島根県 87074059 加瀬屋川

島根県 87074112 安田川

島根県 87074124 山佐川

島根県 87074126 奥谷川

島根県 87074129 宇波川

島根県 87074132 東比田川

島根県 87074133 木呂畑川

島根県 87074136 津田平川

島根県 87074138 須田川

島根県 87074141 東岩坂川

島根県 87074142 桑並川

島根県 87074145 朝酌川

島根県 87074146 持田川

島根県 87074149 湯谷川

島根県 87074153 多久谷川

島根県 87074154 野石谷川

島根県 87074166 高瀬川

島根県 87074167 網場川

島根県 87074168 万蔵寺川

島根県 87075024 祖式川

島根県 87075111 南川

島根県 87075119 家古屋川

島根県 87075121 白角川

島根県 87075123 久佐川

島根県 87075126 重富川

島根県 87075131 来尾川

島根県 87075133 早水川

島根県 87075146 奥三俣川

島根県 87075147 飯谷川

島根県 87075149 右原川

島根県 87075152 千原川

島根県 87076012 本俣賀川

島根県 87076014 後溢川

島根県 87076112 二条川

島根県 87076117 角井川

島根県 87076119 滝谷川

島根県 87076120 石谷川

島根県 87076122 能登川

島根県 87076124 落合川

島根県 87076127 小原川

島根県 87076128 七村川

島根県 87076130 広見川

島根県 87291013 小野川

島根県 87291016 高津屋川

島根県 87291112 野尻川



島根県 87291114 朝原川

島根県 87291116 反辺谷川

島根県 87291118 藤木川

島根県 87292013 小国川

島根県 87293014 井川川

島根県 87293015 矢原川

島根県 87293016 板井川

島根県 87293017 本郷川

島根県 87293019 小角川

島根県 87293111 丸茂川

島根県 87568004 澄水川

島根県 87568008 唐川川

島根県 87568013 小田川

島根県 87568015 波根川

島根県 87568016 大原川

島根県 87568018 逢浜川

島根県 87568019 野田川

島根県 87568021 潮川

島根県 87568022 湯里川

島根県 87568023 福光川

島根県 87568031 鰐淵寺川

島根県 87568034 十間川

島根県 87568036 常楽寺川

島根県 87568037 姉谷川

島根県 87568038 宇杉川

島根県 87568039 宮本川

島根県 87568040 芦谷川

島根県 87568041 笹川

島根県 87568044 箱坂川

島根県 87568203 新宮川

島根県 87568204 銀山川

島根県 87568205 戸蔵川

島根県 87568206 亀谷川

島根県 87568208 忍原川

島根県 87569006 久代川

島根県 87569009 折居川

島根県 87569010 岡見川

島根県 87569012 沖田川

島根県 87569013 津田川

島根県 87569033 七瀬川

島根県 87569045 三谷川

島根県 87569202 本溢川

島根県 87569203 波田川

島根県 87569205 都茂川

島根県 87569302 東喜阿弥川

広島県 87081001 太田川



広島県 87081002 旧太田川

広島県 87573016 高野川

広島県 87573026 瀬野川

山口県 87301122 山崎川

香川県 88575301 桜川

福岡県 89092001 遠賀川

福岡県 89092013 黒川

福岡県 89092015 犬鳴川

福岡県 89092017 近津川

福岡県 89092018 藤野川

福岡県 89092019 彦山川

福岡県 89092024 穂波川

福岡県 89092113 吉原川

福岡県 89092114 戸切川

福岡県 89092116 北田川

福岡県 89092118 笹尾川

福岡県 89092119 八木山川

福岡県 89092120 小谷川

福岡県 89092121 倉久川

福岡県 89092122 有木川

福岡県 89092123 上有木川

福岡県 89092124 山口川

福岡県 89092125 畑川

福岡県 89092126 黒丸川

福岡県 89092127 福地川

福岡県 89092128 福智川

福岡県 89092129 岩屋川

福岡県 89092130 弁城川

福岡県 89092131 中元寺川

福岡県 89092135 安宅川

福岡県 89092136 木浦川

福岡県 89092137 伊方川

福岡県 89092138 金辺川

福岡県 89092140 呉川

福岡県 89092144 深倉川

福岡県 89092145 汐井川

福岡県 89092148 内住川

福岡県 89092149 馬敷川

福岡県 89092150 大分川

福岡県 89092151 山口川

福岡県 89092152 泉河内川

福岡県 89093012 友枝川

福岡県 89093111 東友枝川

福岡県 89093112 有田川

福岡県 89094018 山ノ井川

福岡県 89094027 高良川



福岡県 89094030 大谷川

福岡県 89094037 桂川

福岡県 89094133 広川

福岡県 89094144 秋光川

福岡県 89094150 草場川

福岡県 89094153 宝珠川

福岡県 89094155 三並川

福岡県 89094157 山家川

福岡県 89094161 不動川

福岡県 89094162 三光川

福岡県 89094163 堺川

福岡県 89094164 川原川

福岡県 89094165 山曽谷川

福岡県 89094168 甘水川

福岡県 89094175 妙見川

福岡県 89094177 隈上川

福岡県 89094183 宝珠山川

福岡県 89095001 矢部川

福岡県 89095011 楠田川

福岡県 89095012 飯江川

福岡県 89095014 白木川

福岡県 89095015 辺春川

福岡県 89095016 星野川

福岡県 89095018 田代川

福岡県 89095111 大根川

福岡県 89095112 松尾川

福岡県 89095113 下横山川

福岡県 89095114 横山川

福岡県 89095115 納又川

福岡県 89095117 龍川内川

福岡県 89095118 熊渡川

福岡県 89313001 今川

福岡県 89313011 江尻川

福岡県 89313014 喜多良川

福岡県 89313015 大阪川

福岡県 89313016 十津川

福岡県 89313017 奥山川

福岡県 89314001 祓川

福岡県 89581006 紫川

福岡県 89581008 大川

福岡県 89581011 貫川

福岡県 89581012 長峡川

福岡県 89581014 城井川

福岡県 89581021 岩岳川

福岡県 89581022 佐井川

福岡県 89581034 板櫃川



福岡県 89581035 神嶽川

福岡県 89581037 東谷川

福岡県 89581038 合馬川

福岡県 89581039 瀧ノ口川

福岡県 89581040

福岡県 89581043 山崎川

福岡県 89581044 初代川

福岡県 89581045 矢山川

福岡県 89581049 枝川内川

福岡県 89581201 白川

福岡県 89582001 矢矧川

福岡県 89582002 汐入川

福岡県 89582003 釣川

福岡県 89582005 西郷川

福岡県 89582009 多々良川

福岡県 89582012 樋井川

福岡県 89582013 金屑川

福岡県 89582014 室見川

福岡県 89582019 瑞梅寺川

福岡県 89582025 福吉川

福岡県 89582031 野間川

福岡県 89582033 樽見川

福岡県 89582034 大井川

福岡県 89582036 山田川

福岡県 89582037 高瀬川

福岡県 89582038 朝町川

福岡県 89582039 本木川

福岡県 89582040 大根川

福岡県 89582041 青柳川

福岡県 89582042 宇美川

福岡県 89582043 猪野川

福岡県 89582046 大佐野川

福岡県 89582049 梶原川

福岡県 89582050

福岡県 89582053 油山川

福岡県 89582054 日向川

福岡県 89582055 竜谷川

福岡県 89582201 横山川

福岡県 89582202 米多比川

福岡県 89582203 谷山川

福岡県 89582204 薬王寺川

福岡県 89582205 須恵川

福岡県 89582206 綿打川

福岡県 89582207 内野川

福岡県 89582211 小河内川

福岡県 89582212 轟川



福岡県 89582214 仲山川

福岡県 89582219 川付川

福岡県 89586013 大牟田川

福岡県 89586014 堂面川

福岡県 89586015 隈川

福岡県 89586036 白銀川

福岡県 89586037 長溝川

佐賀県 89094013 城原川

佐賀県 89094025 宝満川

佐賀県 89094111 巨勢川

佐賀県 89094112 黒川

佐賀県 89094114 焼原川

佐賀県 89094116 中池江川

佐賀県 89094128 寒水川

佐賀県 89094136 安良川

佐賀県 89094141 山下川

佐賀県 89094142 本川川

佐賀県 89094306 六田川

佐賀県 89096001 松浦川

佐賀県 89096020 黒尾岳川

佐賀県 89096021 多々良川

佐賀県 89096024 鳥海川

佐賀県 89096132 三間坂川

佐賀県 89097001 六角川

佐賀県 89097014 馬神川

佐賀県 89097114 仁位所川

佐賀県 89097118 天山川

佐賀県 89097128 大山路川

佐賀県 89097130 庭木川

佐賀県 89098001 嘉瀬川

佐賀県 89098014 田中川

佐賀県 89098016 熊の川川

佐賀県 89098022 初瀬川

佐賀県 89098023 高瀬川

佐賀県 89098115 名尾川

佐賀県 89098122 山中川

佐賀県 89582026 玉島川

佐賀県 89584034 白野川

佐賀県 89586020 塩田川

佐賀県 89586039 八幡川

佐賀県 89586054 高野川

佐賀県 89586055 流矢川

佐賀県 89586057 糸岐川

佐賀県 89586301 伊福川

長崎県 89583018 洲藻川

熊本県 89100015 内田川



熊本県 89100019 岩村川

熊本県 89100025 合志川

熊本県 89100135 上内田川

熊本県 89100140 広谷川

熊本県 89101117 今町川

熊本県 89102014 加勢川

熊本県 89102118 秋津川

熊本県 89102119 矢形川

熊本県 89102122 赤井川

熊本県 89102124 金山川

熊本県 89103001 球磨川

熊本県 89103002 球磨川

熊本県 89103044 柳橋川下流

熊本県 89103046 牛繰川

熊本県 89103047 友津留川

熊本県 89103048 仁原川

熊本県 89103050 小川内川

熊本県 89103148 柳橋川上流

熊本県 89103149 奥野川

熊本県 89586008 宮崎川

熊本県 89586011 浦川

熊本県 89589004 郡浦川

熊本県 89589021 楠甫川

熊本県 89589025 下津浦川

熊本県 89589028 白州川

熊本県 89589301 隅田川

熊本県 89589303 町山口川

熊本県 89589320 今富川

熊本県 89589322 下津深江川

熊本県 89589328 内野川

熊本県 89590003 赤松川

大分県 89094043 大肥川

大分県 89094184 渡里川

大分県 89094191 城内川

大分県 89104011 七歩川

大分県 89104013 寒田川

大分県 89105002 小中島川

大分県 89105003 乙津川

大分県 89105013 原川

大分県 89105014 挾間川

大分県 89105015 清水川

大分県 89105019 高江川

大分県 89105111 今堤川

大分県 89105114 判田川

大分県 89105120 王子川

大分県 89105144 馬背戸川



大分県 89106001 番匠川

大分県 89106011 堅田川

大分県 89106015 久留須川

大分県 89106019 上津川川

大分県 89106120 山口川

大分県 89315001 駅館川

大分県 89315002 黒川

大分県 89581026 犬丸川

大分県 89581050 五十石川

大分県 89581053 金色川

大分県 89581202 五十石川

大分県 89591006 真玉川

大分県 89591012 竹田津川

大分県 89591015 岐部川

大分県 89591021 清流川

大分県 89591022 治郎丸川

大分県 89591024 池の内川

大分県 89591044 横手川

大分県 89591056 船部川

大分県 89591063 荒木川

大分県 89591205 溝井川

大分県 89591306 新川

大分県 89591308 春木川

大分県 89592004 小猫川

大分県 89592010 臼杵川

大分県 89592011 たたら川

大分県 89592017 戸穴川

大分県 89592023 河内川

大分県 89592033 久土川

宮崎県 89108001 小丸川

宮崎県 89108014 黒水川

宮崎県 89109001 大淀川

宮崎県 89109011 八重川

宮崎県 89109014 大谷川

宮崎県 89109016 内の丸川

宮崎県 89109112 八重川

宮崎県 89109114 深年川

宮崎県 89109116 仮屋原川

宮崎県 89109117 三名川

宮崎県 89109119 後川

宮崎県 89318001 一ツ瀬川

宮崎県 89318013 猿ヶ瀬川

宮崎県 89318020 銀鏡川

宮崎県 89318022 亀谷

宮崎県 89318115 三納川

宮崎県 89318120 吉田川



宮崎県 89318125 田野川

宮崎県 89318126 囲川

宮崎県 89592029 須美江川

宮崎県 89593007 赤岩川

宮崎県 89593010 心見川

宮崎県 89593014 石崎川

宮崎県 89593015 清武川

宮崎県 89593032 井替川

宮崎県 89593033 石田川

宮崎県 89593052 新宮川

宮崎県 89593053 蠣原川

鹿児島 89110017 銀杏木川

鹿児島 89110024 荒瀬川

鹿児島 89110111 網津川

鹿児島 89110118 中間川

鹿児島 89110132 枯木野川

鹿児島 89595018 新川

鹿児島 89596004 荒川

鹿児島 89596008 神之川

鹿児島 89596013 大浦川

沖縄県 90601007 大保川

※複数の県をまたがって流れる河川はそれぞれの県で記載されている場合があります。

＜洪水予報河川の予報区間＞

予報区域名

天塩川

石狩川下流

幾春別川

岩木川

平川下流

青森県堤川水系　堤川・駒込川

吉田川

江合川

七北田川

鮭川

渋谷川・古川

信濃川中流

常願寺川

神通川

手取川

由良川下流

大津川水系大津川・槇尾川

紀の川

袋川・新袋川

天神川

太田川下流

870702000100

870709000102

840411000100

860609000102

270013000100

860602000100

870701000900

820211007300

130006000100

840403000103

840407000100

840408000102

820207006102

20036000100

820203000400

820204007100

40028000100

予報区域コード

810101000100

810103000102

810103018200

820207000100



彦山川

六角川

菊池川水系

緑川水系

球磨川

番匠川

大野川水系

山国川下流部

駅館川水系駅館川

大淀川下流部

小丸川

清武川水系清武川

440008000100

890914000102

890915000100

450026000100

890910000100

890911000100

890917000100

890918000100

890920000102

890901010300

890904000100

890908000100



○河川名の修正（④のデータが対象）

都道府県 河川番号 河川名（修正前） 河川名（修正後）

北海道 81011037 パンケヌーシ川 パンケヌシ川

北海道 81224015 トマチャイン川 トマチャナイ川

埼玉県 83028431 葛西用水路 会の川

富山県 84042105 狐島用水路 上黒石川

長野県 84035596 舟沢川

長野県 85050047 鼬ヶ沢川 イタチ川

静岡県 85554221 小鹿沢川

愛知県 85052124 乙川 男川

奈良県 86066163 宇智川 北川

和歌山県 86566035 宮井川 連絡水路

広島県 87075248 田総川

広島県 87079136 奥迫川

広島県 87081002 太田川(太田川放水路) 旧太田川

福岡県 89092143 別所河内川

福岡県 89095115 納又川

福岡県 89095118 熊渡川

福岡県 89313017 奥山川

福岡県 89581039 瀧ノ口川

福岡県 89581045 矢山川

福岡県 89582212 轟川

佐賀県 89097130 六角川 庭木川


