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番号 広域流域名 主な河川 包 括 区 域
都道府
県　名

1 天塩川 天塩川、留萌川 留萌、宗谷各支庁管内一円
上川支庁管内のうち２に含まれる区域を除く
地域

北海道

2 石狩川 石狩川 空知、石狩各支庁管内一円
上川支庁管内　旭川市、富良野市、鷹栖町、
　比布町、愛別町、当麻町、上川町、
　東川町、東神楽町、美瑛町、上富良野町、
　中富良野町、南富良野町及び占冠村
後志支庁管内　小樽市、積丹町、古平町、
　余市町、仁木町及び赤井川村

3 網走・湧別川 網走川、湧別川、
常呂川、渚滑川

網走支庁管内一円

4 十勝・釧路川 十勝川、釧路川 根室、釧路、十勝各支庁管内一円

5 沙流川 鵡川、沙流川 胆振支庁管内　苫小牧市、追分町、早来町、
　厚真町、穂別町、鵡川町及び白老町
日高支庁管内一円

6 渡島・尻別川 尻別川、
後志利別川

檜山、渡島支庁管内一円
後志支庁管内のうち２に含まれる区域を除く
地域
胆振支庁管内のうち５に含まれる区域を除く
地域

7 岩木川 岩木川 青森市、五所川原市、弘前市、黒石市、
北津軽郡、東津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、
西津軽郡一円

青　森

8 馬淵川 高瀬川、馬淵川 ７に含まれる区域を除く地域 青　森

二戸市、二戸郡一円、
九戸郡軽米町及び九戸村、
岩手郡葛巻町

岩　手

9 閉伊川 小本川、久慈川、
閉伊川

久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、
陸前高田市、
九戸郡種市町、大野村、山形村及び野田村、
下閉伊郡、気仙郡一円、上閉伊郡大槌町

岩　手

10 北上川 北上川、鳴瀬川 ８、９に含まれる区域を除く地域 岩　手

気仙沼市、古川市、石巻市、本吉郡、
栗原郡、玉造郡、遠田郡、桃生郡、登米郡、
牡鹿郡、加美郡、志田郡、黒川郡一円

宮　城

11 米代・雄物川 米代川、雄物川、
子吉川

全県一円 秋　田

12 最上川 最上川、赤川 全県一円 山　形
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13 阿武隈川 阿武隈川、名取川 10に含まれる区域を除く地域 宮　城

福島市、二本松市、相馬市、原町市、
いわき市、須賀川市、白河市、郡山市、
相馬郡、伊達郡、双葉郡、田村郡、安達郡、
石川郡、岩瀬郡、西白河郡一円

福　島

14 阿賀野川 阿賀野川、荒川 13、16に含まれる区域を除く地域 福　島

村上市、新発田市、豊栄市、新津市、
五泉市、岩船郡、北蒲原郡、東蒲原郡一円、
中蒲原郡のうち亀田町を除く地域

新　潟

15 信濃川 信濃川、関川、 14に含まれる区域を除く地域 新　潟

姫川 20、23に含まれる区域を除く地域 長　野

16 那珂川 久慈川、那珂川 東白河郡一円 福　島

北茨城市、高萩市、日立市、常磐太田市、
笠間市、水戸市、ひたちなか市、
久慈郡、那珂郡、多賀郡一円、
西茨城郡友部町、岩間町及び七会村、
東茨城郡大洗町、内原町、茨城町、
御前山町、桂村及び常北町、
鹿島郡旭村

茨　城

黒磯市、大田原市、矢坂市、那須郡一円、
塩谷郡喜連川町及び塩谷町、
芳賀郡茂木町

栃　木

17 利根川 利根川、荒川、 16に含まれる区域を除く地域 茨　城

多摩川 16に含まれる区域を除く地域 栃　木

全県一円 群　馬

全県一円 埼　玉

全県一円 千　葉

全都一円 東　京

18 相模川 相模川、鶴見川 全県一円 神奈川

富士吉田市、大月市、都留市、
北都留郡、南都留郡一円

山　梨

19 富士川 富士川、安倍川、 18に含まれる区域を除く地域 山　梨

大井川、狩野川 20に含まれる区域を除く地域 静　岡
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20 天竜川 天竜川、菊川 諏訪市、茅野市、岡谷市、伊那市、
駒ケ根市、飯田市、
諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡一円

長　野

掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、浜北市、
天竜市、湖西市、周智郡、小笠郡、磐田郡、
引佐郡、浜名郡一円

静　岡

21 神通・庄川 黒部川、庄川、 全県一円 富　山

神通川、常願寺
川、
小矢部川

高山市、吉城郡一円
大野郡丹生川村、清見村、荘川村、白川村
及び宮村

岐　阜

22 九頭竜川 手取川、九頭竜川、全県一円 石　川

梯川 24に含まれる区域を除く地域 福　井

23 木曽川 木曽川、庄内川、 木曽郡一円 長　野

矢作川、豊川 21に含まれる区域を除く地域 岐　阜

全県一円 愛　知

24 由良川 由良川、北川 敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、
大飯郡一円

福　井

舞鶴市、綾部市、福知山市、宮津市、
与謝郡、竹野郡、熊野郡、中郡、加佐郡、
天田郡一円、北桑田郡美山町、
船井郡瑞穂町、丹波町及び和知町

京　都

25 淀川 淀川、大和川 上野市、名張市、名賀郡、阿山郡一円 三　重

全県一円 滋　賀

24に含まれる区域を除く地域 京　都

全府一円 大　阪

五條市、吉野郡を除く地域 奈　良

26 宮川 雲出川、櫛田川、
宮川、鈴鹿川

25、27に含まれる区域を除く地域 三　重

27 熊野川 熊野川（新宮川） 尾鷲市、熊野市、南牟婁郡、北牟婁郡一円 三　重

吉野郡天川村、野迫川村、大塔村、
上北山村、下北山村及び十津川村

奈　良

新宮市、田辺市、東牟婁郡、西牟婁郡一円 和歌山
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28 紀ノ川 紀ノ川 五條市、
吉野郡のうち27に含まれる区域を除く地域

奈　良

27に含まれる区域を除く地域 和歌山

29 加古川 揖保川、加古川 31に含まれる区域を除く地域 兵　庫

30 高梁・吉井川 吉井川、高梁川、 全県一円 岡　山

旭川 神石郡一円、比婆郡東城町 広　島

31 円山・千代川 円山川、千代川、
天神川、日野川

豊岡市、朝来郡、養父郡、出石郡、城崎郡、
美方郡一円

兵　庫

全県一円 鳥　取

32 江の川 江の川、斐伊川 34に含まれる区域を除く地域 島　根

三次市、庄原市、双三郡、甲奴郡一円、
比婆郡のうち東城町を除く地域、
高田郡のうち向原町を除く地域、
山県郡大朝町及び千代田町、
世羅郡世羅西町

広　島

33 芦田・佐波川 芦田川、太田川、 30、32に含まれる区域を除く地域 広　島

佐波川、小瀬川 34に含まれる区域を除く地域 山　口

34 高津川 高津川 益田市、美濃郡、鹿足郡一円 島　根

萩市、長門市、下関市、阿武郡、大津郡、
豊浦郡一円

山　口

35 重信・肱川 土器川、重信川、 全県一円 香　川

肱川 37に含まれる区域を除く地域 愛　媛

36 吉野川 吉野川、那賀川 全県一円 徳　島

長岡郡一円、
土佐郡土佐町、本川村及び大川村

高　知

37 物部・四万十川 物部川、仁淀川、
四万十川

宇和島市、南宇和郡、北宇和郡、
上浮穴郡一円

愛　媛

36に含まれる区域を除く地域 高　知

38 遠賀・大野川 遠賀川、山国川、
大野川、大分川、
番匠川

北九州市、中間市、直方市、飯塚市、
行橋市、田川市、山田市、豊前市、
遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡、
京都郡、築上郡一円

福　岡

39に含まれる区域を除く地域 大　分
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39 筑後川 筑後川、六角川、 38に含まれる区域を除く地域 福　岡

松浦川、矢部川、 全県一円 佐　賀

嘉瀬川 日田市、玖珠郡、日田郡一円 大　分

40 本明川 本明川 全県一円 長　崎

41 菊池・球磨川 菊池川、白川、
緑川、球磨川

全県一円 熊　本

42 大淀川 大淀川、五ヶ瀬
川、
小丸川

全県一円 宮　崎

43 川内・肝属川 川内川、肝属川 全県一円 鹿児島

44 沖縄 全県一円 沖　縄
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