
 
 

令 和 4 年 4 月 2 6 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４年５月 26 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 81003033
北海道 81003034
北海道 81003035
北海道 81003036
北海道 81007961 七号川
北海道 81012046 旧オソベツ川
北海道 81012047 トクシンウシ沢川
北海道 81012198
北海道 81013061 昭栄の北川
北海道 81013062 サッチャロベツ川
北海道 81013063 ペケレベツ二の沢川
北海道 81013064
北海道 81221015 旧勇払川
北海道 81241025 右の沢川
北海道 81506055 薫別三号川
北海道 81507025 勇知支流川
北海道 81516022 陣川
北海道 81516023 七五郎沢川
北海道 81516024
北海道 81519011 南部陣屋川
北海道 81519016 知来川
北海道 81519029 茶屋川
北海道 81520019 フシコベツ川
宮城県 82017651 西川
宮城県 82017652 内の原川
宮城県 82017653 北沢川
宮城県 82017654
群馬県 83028889 中山川
群馬県 83028890 水鏡川
群馬県 83028891 弁天川
群馬県 83028892 狩宿川
群馬県 83028893 奥万座川
群馬県 83028894 桑原川
群馬県 83028895 新林沢川
群馬県 83028896 銅金沢川
埼玉県 83028591 新槐堀川
埼玉県 83028884 元小山川
埼玉県 83028885 忍保川
埼玉県 83028886 谷中川
埼玉県 83028887 庄兵衛堀川
埼玉県 83028888 辰井川
埼玉県 83028967 新田川・窪川
千葉県 83544055



東京都 83029053 亀島川
東京都 83029054 大島川西支川
東京都 83029055 大横川南支川
東京都 83029056 越中島川
東京都 83030035 海老取川
東京都 83030154
東京都 83544051
東京都 83544052 内川
東京都 83544053
東京都 83544054 汐留川
新潟県 84035007
富山県 84039020 中川
富山県 84040010 冷川
富山県 84550018 新鍛冶川
富山県 84550019
福井県 86068239 芋ヶ平川
静岡県 85554027 東光寺谷川
滋賀県 86061593 中ノ池川
京都府 86061319 馬坂川
大阪府 86061026 茨木川
大阪府 86061027 新大正川
大阪府 86061028 上の川
大阪府 86061029 たち川
大阪府 86061030 傍示川
大阪府 86565047 二瀬川
兵庫県 86285025 熊井川
兵庫県 86563044 西汐入川放水路
和歌山県 86067147 公門谷
和歌山県 86287037 大滝川
和歌山県 86287119 富安川
鳥取県 87074084 新加茂川
鳥取県 87567071 旧永江川
岡山県 87079227 三ヶ市川
広島県 87296024 西能良川
広島県 87296126 前谷川
広島県 87573052 内田川
山口県 87298036 古宿川
長崎県 89099116 夫婦木川
長崎県 89585038 永田川
長崎県 89585039 鏡川
長崎県 89586070 黒仁田川
長崎県 89586335 大手川
鹿児島 89111025 鹿屋分水路



鹿児島 89322019 岸元川
鹿児島 89595062



○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 81003121 浦島内川
北海道 81007032 ポン須部都川
北海道 81007552
北海道 81012125
北海道 81012194 ユウバエガワ
北海道 81013275
北海道 81013276 猿別川
北海道 81013289 士幌川
北海道 81013439
北海道 81241024 標津川
北海道 81506041
北海道 81507040 勇知川
北海道 81519040 長万部川
北海道 81519043 国縫川
北海道 81520047 毛敷生川
宮城県 82017136 真野川
宮城県 82017172
宮城県 82017183
埼玉県 83028444 中川
埼玉県 83028546 御陣場川・元小山川
愛知県 85051135 八橋川
和歌山県 86566047 二タ間瀬川
鳥取県 87071016 大井手川
福岡県 89094021 広川
福岡県 89094129 上津荒木川
鹿児島 89321020 天降川
鹿児島 89595034 蒲生川
鹿児島 89595201 後郷川
鹿児島 89595203 別府川
※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 81001241 桑の沢川
北海道 81003112
北海道 81003113
北海道 81004047 イフサネッタ川
北海道 81004162 上ホロカトコロ川
北海道 81005026 栄の沢川
北海道 81005028 ヌッパオマナイ川
北海道 81005125 登栄川
北海道 81005126 弥生川
北海道 81005146 オンネキキン川
北海道 81005148 メナシユキキン川
北海道 81005149 ポンキキン川
北海道 81006011 八線沢川
北海道 81007014 軽川
北海道 81007015 中の川
北海道 81007018 当別川
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 81007039 北一線川
北海道 81007040 札的内川
北海道 81007068 オサナンケップ川
北海道 81007077 ウッペツ川
北海道 81007125 パンケチュウベシナイ川
北海道 81007148 二里川
北海道 81007216 阿野呂川
北海道 81007289 農場川
北海道 81007290 北農沢川
北海道 81007543 吉野川
北海道 81007572
北海道 81007576 十八線川
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 81012001 釧路川
北海道 81012011 仁々志別川
北海道 81012013 雪裡川
北海道 81012025 オソベツ川
北海道 81012036 鐺別川
北海道 81012037
北海道 81012111 下仁々志別川
北海道 81012116 幌呂川
北海道 81012128
北海道 81012129 アシベツ川



北海道 81012145 サンタクンベ川
北海道 81012171 クニクンナイ川
北海道 81013015 旧利別川
北海道 81013020 猿別川
北海道 81013023 士幌川
北海道 81013040 佐幌川
北海道 81013113 礼文内川
北海道 81013116 農野牛川
北海道 81013117
北海道 81013160 芽登川
北海道 81013161
北海道 81013270 ペペギリ川
北海道 81013273 サッチャルベツ川
北海道 81013274 イタラタラキ川
北海道 81013437 ペケレベツ川
北海道 81013440 金平川
北海道 81211011 幾品川
北海道 81211013 カクレノ沢川
北海道 81211111 猿間川
北海道 81211125 エトンビ川
北海道 81221011 勇払川
北海道 81221112 美々川
北海道 81221113 トキサタマップ川
北海道 81221123
北海道 81229001 歴舟川
北海道 81229011 振別川
北海道 81233001 庶路川
北海道 81233011 コイトイ川
北海道 81233111
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 81241001 標津川
北海道 81504006 東洋川
北海道 81504043 山園川
北海道 81504045 藻琴川
北海道 81506018 薫別川
北海道 81507006 勇知川
北海道 81516010 松倉川
北海道 81516011 鮫川
北海道 81517005 下岩戸川
北海道 81517007 ガロー川
北海道 81517037 黒羽尻川
北海道 81517038 大船川
北海道 81519009 シャミチセ川
北海道 81519017 長万部川



北海道 81519022 国縫川
北海道 81519025 ロクツ川
北海道 81519034 幌美内川
北海道 81519047 ルコツ川
北海道 81520006 錦多峰川
北海道 81520012 白老川
北海道 81520013 敷生川
北海道 81520016 岡志別川
北海道 81520034 錦岡川
北海道 81520043 ウトカンベツ川
北海道 81520045 飛生川
北海道 81520046 毛敷生川
北海道 81520051 サト岡志別川
北海道 81520217 ウツナイ川
青森県 82527058 合子沢川
宮城県 82017016 南沢川
宮城県 82017017 真野川
宮城県 82017133 上南沢川
宮城県 82017137 水沼川
宮城県 82017138 日向川
宮城県 82017169 萱刈川
宮城県 82017173 小山田川
宮城県 82017180 長沼川
宮城県 82017182 荒川
宮城県 82020012 白石川
宮城県 82020117 松川
宮城県 82020126 平家川
宮城県 82020127 大太郎川
宮城県 82020134 天津沢川
茨城県 83027018 藤井川
栃木県 83027176 天沼川
栃木県 83027179 中川
栃木県 83028282 越戸川
栃木県 83028328 湯西川
群馬県 83028636 藤木川
群馬県 83028672 衣沢川
群馬県 83028676 岩井川
群馬県 83028687 入山川
群馬県 83028703 岩城川
群馬県 83028772 小雨川
群馬県 83028798 万座川
群馬県 83028865 発知川
埼玉県 83028424 隼人堀川
埼玉県 83028440 中川
埼玉県 83028542 唐沢川
埼玉県 83028544 備前渠川



埼玉県 83028547 御陣場川
埼玉県 83029025 入間川
埼玉県 83029125 越戸川
埼玉県 83029179 山中沢
千葉県 83028104 大柏川
千葉県 83028208
千葉県 83028217 大津川
千葉県 83544011 浜野川
千葉県 83544012 都川
千葉県 83544038 支川都川
東京都 83029049 大横川
東京都 83030111 谷沢川
東京都 83544021 立会川
東京都 83544022 呑川
新潟県 84035043 島崎川
新潟県 84035153 新通川
新潟県 84035196 市野坪川
富山県 84038004 高橋川
富山県 84040011 松川
富山県 84040112 いたち川
富山県 84550016 新堀川
富山県 84550060 鍛冶川
福井県 86068001 九頭竜川
福井県 86068037 久沢川
福井県 86068182 田茂谷
福井県 86068221 田倉川
福井県 86068230 宇津尾谷川
福井県 86068231 滝ヶ谷川
福井県 86068232 広谷川
福井県 86068237
福井県 86323001 南川
福井県 86323013 久田川
福井県 86323113 槙谷川
福井県 86561037 五位川
福井県 86561038 奥麻生川
山梨県 83046212 濁川
山梨県 83046213
長野県 84035521 小仁熊川
長野県 84035522 別所川
長野県 84035814 矢出原川
長野県 84035815 板橋川
長野県 84035819 矢出川
長野県 85050072 日向沢川
長野県 85050205 前沢川
長野県 85050308 北の沢川
長野県 85050974 深沢川



岐阜県 84040171 双六川
岐阜県 84040174 北ノ俣川
岐阜県 84041035 小芦倉谷
岐阜県 84041117 繊砂谷
岐阜県 84041122 ワリ谷
岐阜県 84041123 大白水谷
岐阜県 84041124 小白水谷
岐阜県 85054184 椹谷
岐阜県 85054221 温川
岐阜県 85054301 内ヶ谷川
岐阜県 85054314 若栃谷
岐阜県 85054348 濁川
岐阜県 85054350 益田川
岐阜県 85055017 山除川
岐阜県 85055233 川浦谷川
岐阜県 85055235 海ノ溝谷
静岡県 85050146 大千瀬川
静岡県 85277011 新川
静岡県 85554019 木屋川
静岡県 85554020 栃山川
愛知県 85050024 大入川
愛知県 85051127 境川
愛知県 85053157 成沢川
三重県 85057022 伊勢地川
三重県 85558001 朝明川
三重県 86061360 折戸川
三重県 86067188 平谷川
滋賀県 86061449 針畑川
滋賀県 86061475 伊佐々川
滋賀県 86061493 由良谷川
滋賀県 86061505 櫟野川
滋賀県 86061515 唐戸川
滋賀県 86061516 山中川
滋賀県 86061522 新川
滋賀県 86061556 蛇砂川
滋賀県 86061557 山本川
滋賀県 86061571 茶屋川
滋賀県 86061594 ドン川
滋賀県 86061597 南川
滋賀県 86061640 東俣谷川
滋賀県 86061642 足俣川
京都府 86060180 小畠川
京都府 86061448 久多川
京都府 86562015 竹野川
京都府 86562053 常吉川
京都府 86562054 久住川



大阪府 86061019 糸田川
大阪府 86061113 千里川
大阪府 86061129 大正川
大阪府 86061130 勝尾寺川
大阪府 86061159 寝屋川
大阪府 86061164 田能川
大阪府 86062122 加賀田川
大阪府 86565016 大川
大阪府 86565031 百舌鳥川
大阪府 86565040 樫井川
大阪府 86565043 金熊寺川
大阪府 86565045 菟砥川
大阪府 86565201 百済川
兵庫県 86061115 江原川
兵庫県 86061119 塩川
兵庫県 86063024 岩崎川
兵庫県 86063119 観音寺川
兵庫県 86063121 阿瀬川
兵庫県 86063134 坂野川
兵庫県 86063500 大江川
兵庫県 86064013 権現川
兵庫県 86064039 葛野川
兵庫県 86064113 西川
兵庫県 86064148 清住谷川
兵庫県 86065001 揖保川
兵庫県 86065024 引原川
兵庫県 86065031 倉床川
兵庫県 86065032 黒原川
兵庫県 86281014 湯舟川
兵庫県 86281114 大野川
兵庫県 86285117 大日山川
兵庫県 86285118 幕山川
兵庫県 86285120 桜山川
兵庫県 86285133 大地川
兵庫県 86562103 久斗川
兵庫県 86562209 久谷川
兵庫県 86563029 西汐入川
兵庫県 86563041 苧谷川
兵庫県 86563505 普光沢川
兵庫県 86564016 洲本川
兵庫県 86564041 初尾川
奈良県 86067159 神納川
和歌山県 86066025 名手川
和歌山県 86066034 弁天谷川
和歌山県 86067142 三越川
和歌山県 86286031 御殿川



和歌山県 86287011 西川
和歌山県 86287012 下川
和歌山県 86287015 江川
和歌山県 86287111 斉川
鳥取県 87071111 大井手川
鳥取県 87071126 有富川
鳥取県 87073034 本谷川
鳥取県 87074012 加茂川
鳥取県 87074013 加茂川
鳥取県 87567008 浜村川
鳥取県 87567038 永江川
島根県 87074082 山郡川
岡山県 87077161 白水川
岡山県 87078051 宮城川
岡山県 87078170 土用川
岡山県 87079219 西川
岡山県 87572001 石谷川
広島県 87075248 亀谷川
広島県 87075251 領家川
広島県 87075252 田総川
広島県 87080020 泉川
広島県 87080113 本谷川
広島県 87080114 加屋川
広島県 87080140 御調川
広島県 87296014 尾原川
広島県 87296021 東丁田川
広島県 87296112 梨和川
広島県 87296117 徳良川
広島県 87296125 谷河内川
広島県 87297125 丹田川
広島県 87297126 番蔵川
広島県 87573007 栗原川
広島県 87573050 永慶寺川
広島県 87573303 中津岡川
山口県 87298011 御庄川
山口県 87298111 柱野川
高知県 88579054 領石川
高知県 88579118 国分川
福岡県 89094130 上津荒木川
福岡県 89094132 藤田浦川
佐賀県 89094133 広川
長崎県 89099113 小ヶ倉川
長崎県 89586062 長谷川
長崎県 89586319 山田川
長崎県 89588021 八郎川
長崎県 89588037 現川川



熊本県 89094234 田の原川
熊本県 89101121 豆札川
熊本県 89103048 仁原川
鹿児島 89321001 天降川
鹿児島 89595004 別府川
鹿児島 89595204 前郷川
※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

釧路川・新釧路川
石狩川下流
幾春別川
白石川
最上川上流
阿武隈川上流
秋山川
入間川流域
信濃川下流・中ノ口川
揖保川下流
錦川水系錦川下流部
遠賀川下流部
彦山川
筑後川下流部
徳須恵川890902001300

860606000102
350002000102
890901000102
890901010300
890906000102

820211000101
820201000101
830303053000
830304006400
840403000102

予報区域コード

810109000100
810103000102
810103018200
820201000400



○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 81001064 智恵文川 智恵文川北川
北海道 81004047 上ホロカトコロ川 イフサネッタ川
北海道 81005026 オンネキキン川 栄の沢川
北海道 81005028 ポンキキン川 ヌッパオマナイ川
北海道 81005125 弥生川 登栄川
北海道 81211011 猿間川 幾品川
北海道 81211013 エトンビ川 カクレノ沢川
北海道 81504006 藻琴川 東洋川
岩手県 82017509 荢桶沢 お桶沢
岩手県 82533041 根井沢 根井沢川
宮城県 82017133 地志貝川 上南沢川
茨城県 83028023 根木名川
群馬県 83028636 桑原川・藤木川 藤木川
群馬県 83028672 中山川・衣沢川 衣沢川
群馬県 83028676 水鏡川・岩井川 岩井川
群馬県 83028687 新林沢川・入山川 入山川
群馬県 83028703 上岩城川・岩城川 岩城川
群馬県 83028772 狩宿川・小雨川 小雨川
群馬県 83028798 奥万座川・万座川 万座川
群馬県 83028865 銅金沢川・発知川 発知川
埼玉県 83028416 隼人堀川
埼玉県 83028440 新槐堀川 中川
埼玉県 83028547 御陣場川
埼玉県 83029179 湯基入 山中沢
千葉県 83264016 古敷谷川
東京都 83029012 油堀川 大横川
新潟県 84035196 市野坪川
長野県 84035521 別所川 小仁熊川
長野県 84035814 西川 矢出原川
長野県 84035819 西川 矢出川
長野県 85050308 深沢川 北の沢川
岐阜県 85053131 大原川 平園川
静岡県 83046111 桃沢川 廻沢川
静岡県 83046112 境川 内房境川
静岡県 85045113 梅ノ木沢 梅の木沢川
静岡県 85047018 八重沢 八重沢川
静岡県 85048033 東河内 東河内川
静岡県 85048038 赤石沢 赤石沢川
静岡県 85048122 平野沢
静岡県 85276111 磐田田中川 祝川
静岡県 85276112 磐田田中川



静岡県 85276121 西ノ谷川 西之谷川
静岡県 85276136 神代地川
静岡県 85553028 中川 熱海仲川
静岡県 85553033 清越川
静岡県 85554005 向田川
静岡県 85554012 巴川 長尾川
静岡県 85554057 瀬名新川 継川
静岡県 85554223 廻沢川 岡部川
愛知県 85050024 大千瀬川 大入川
滋賀県 86061494 荒川 荒川西流
滋賀県 86061528 寒尼川 寒尻川
滋賀県 86061601 犬上川（北谷） 犬上川北流
滋賀県 86061602 犬上川（南谷） 犬上川（南流）
滋賀県 86061635 五井戸川 山路川
滋賀県 86061910 西野放水路 余呉川西野放水路
京都府 86562054 竹野川 久住川
和歌山県 86286031 有田川 御殿川
鳥取県 87074012 旧加茂川 加茂川
広島県 87075248 田総川 亀谷川
広島県 87075284 後相生川 後相合川
広島県 87080020 御調川 泉川
山口県 87299112 中村川 勝間中村川
山口県 87300111 河内川
徳島県 88578303 助任川 大岡川
徳島県 88578304 助任川 住吉島川
高知県 88579054 国分川 領石川
高知県 88580036 しだの川
長崎県 89586062 長谷川


