
付表５　知事が水防警報を発する指定河川・海岸、水位周知河川・海岸及び洪水予報河川区域

（１）河川関係

水系名 河川名 水防警報担当者 管理団体名 延長(m) 区　　　　　域
水位周知
河川

洪水予報
河川

錦川 錦川 岩国土木建築事務所長 岩国市 1,700 広瀬橋～広瀬新橋まで ○

錦川 錦川 岩国土木建築事務所長 岩国市 10,300 宇佐川合流点～渡里橋下流500mまで ○

錦川 錦川 岩国土木建築事務所長 岩国市 5,000 足谷川合流点～生見川合流点まで ○

錦川 錦川 岩国土木建築事務所長 岩国市 21,000 行波橋～河口まで ○

錦川 門前川 岩国土木建築事務所長 岩国市 4,680 錦川分派点～河口まで ○

錦川 生見川 岩国土木建築事務所長 岩国市 6,100 二反田橋～鮎谷橋まで ○

錦川 本郷川 岩国土木建築事務所長 岩国市 8,600 本郷橋～美郷橋下流80mまで ○

錦川 本郷川 岩国土木建築事務所長 岩国市 2,800 尾崎橋～錦川合流点まで ○

錦川 宇佐川 岩国土木建築事務所長 岩国市 13,400 上須川橋～錦川合流点まで ○

平田川 平田川 岩国土木建築事務所長 岩国市 3,700 二級河川上流端～河口まで ○

由宇川 由宇川 岩国土木建築事務所長 岩国市 7,300 柳井市境～河口まで ○

島田川 島田川 岩国土木建築事務所長 岩国市 15,200 岩国市周東町祖生末元橋～差川橋まで ○

島田川 東川 岩国土木建築事務所長 岩国市 5,100 風止橋下流430m～島田川合流点まで ○

屋代川 屋代川 柳井土木建築事務所長 周防大島町 4,400 屋代ダム～河口まで ○

三蒲川 三蒲川 柳井土木建築事務所長 周防大島町 1,100 河鶴橋上流210m～河口まで ○

宮崎川 宮崎川 柳井土木建築事務所長 周防大島町 1,600 横田下橋～河口まで ○

宮川 宮川 柳井土木建築事務所長 周防大島町 1,000 二級河川上流端～河口まで ○

土穂石川 土穂石川 柳井土木建築事務所長 柳井市 5,700 二級河川上流端～河口まで ○

柳井川 柳井川 柳井土木建築事務所長 柳井市 5,800 石井ダム～河口まで ○

田布施川 田布施川 柳井土木建築事務所長 田布施町/平生町/柳井市 7,800 光市境～河口まで ○

田布施川 灸川 柳井土木建築事務所長 柳井市/田布施町/平生町 5,300 二級河川上流端～田布施川合流点まで ○

大内川 大内川 柳井土木建築事務所長 平生町 3,000 二級河川上流端～河口まで ○

錦川 錦川 周南土木建築事務所長 周南市 12,400 大平橋下流650m～二俣橋まで ○

錦川 錦川 周南土木建築事務所長 周南市 1,800 向道ﾀﾞﾑ～小原水位局まで ○

錦川 渋川 周南土木建築事務所長 周南市 6,200 中国自動車道橋梁～錦川合流点まで ○

西光寺川 西光寺川 周南土木建築事務所長 周南市 3,650 二級河川上流端～河口まで ○

島田川 島田川 周南土木建築事務所長 周南市/光市 15,500 椎ノ木川合流点上流300ｍ～河口まで ○

切戸川 切戸川 周南土木建築事務所長 下松市 6,100 切山川合流点～河口まで ○

平田川 平田川 周南土木建築事務所長 下松市 3,600 花岡橋上流100m～河口まで ○

末武川 末武川 周南土木建築事務所長 下松市 1,300 米川小学校～中瀬橋まで ○

末武川 末武川 周南土木建築事務所長 下松市/周南市 5,400 山陽自動車道橋梁～河口まで ○

富田川 富田川 周南土木建築事務所長 周南市 7,900 川上ダム～河口まで ○

夜市川 夜市川 周南土木建築事務所長 周南市 8,800 柳橋上流800m～河口まで ○

佐波川 島地川 周南土木建築事務所長 周南市 3,500 夏切橋上流200m～山口市境まで ○

柳川 柳川 防府土木建築事務所長 防府市 2,800 二級河川上流端～河口まで ○

馬刀川 馬刀川 防府土木建築事務所長 防府市 2,100 切石橋～河口まで ○

南若川 南若川 防府土木建築事務所長 山口市 7,400 大蔵橋～河口まで ○

井関川 井関川 防府土木建築事務所長 山口市 6,200 新道下橋～河口まで ○

幸之江川 今津川 防府土木建築事務所長 山口市 2,500 国道２号橋～幸之江川合流点まで ○



水系名 河川名 水防警報担当者 管理団体名 延長(m) 区　　　　　域
水位周知
河川

洪水予報
河川

佐波川 島地川 防府土木建築事務所長 山口市 7,700 周南市境～徳地下畑まで ○

佐波川 島地川 防府土木建築事務所長 山口市 2,500 徳地伏野上～佐波川合流点まで ○

椹野川 椹野川 防府土木建築事務所長 山口市 22,400 杖坂川合流点～河口まで ○

椹野川 仁保川 防府土木建築事務所長 山口市 5,500 深野橋～椹野川合流点まで ○

椹野川 一の坂川 防府土木建築事務所長 山口市 4,800 一の坂ダム～椹野川合流点まで ○

椹野川 吉敷川 防府土木建築事務所長 山口市 6,260 二級河川上流端～椹野川合流点まで ○

椹野川 前田川 防府土木建築事務所長 山口市 2,685 二級河川上流端～錦川合流点まで ○

椹野川 九田川 防府土木建築事務所長 山口市 6,800 二級河川上流端～椹野川合流点まで 〇

阿武川 阿武川 防府土木建築事務所長 山口市 21,100 福谷川合流点～篠目川合流点まで ○

阿武川 蔵目喜川 萩土木建築事務所長 萩市 5,100 御舟子川合流点～影畑まで ○

阿武川 蔵目喜川 萩土木建築事務所長 萩市 1,900 鈴倉橋～萩市境まで ○

阿武川 蔵目喜川 防府土木建築事務所長 山口市 3,100 大山橋～白井谷川合流点まで ○

阿武川 生雲川 防府土木建築事務所長 山口市 13,000 二級河川上流端～柳瀬橋下流200ｍまで ○

厚東川 厚東川 宇部土木建築事務所長 宇部市 18,500 厚東川ﾀﾞﾑ～河口まで ○

厚東川 中川 宇部土木建築事務所長 宇部市 4,300 二級河川上流端～梅田川合流点まで ○

真締川 真締川 宇部土木建築事務所長 宇部市 6,500 市道高嶺中山線～河口まで ○

有帆川 有帆川 宇部土木建築事務所長 宇部市/山陽小野田市 16,000 伊佐地橋上流400ｍ～河口まで ○

厚狭川 厚狭川 宇部土木建築事務所長 山陽小野田市 11,900 随光川合流点～河口まで ○

厚東川 厚東川 宇部土木建築事務所長 美祢市 17,900 半田橋～山口秋吉台公園自動車道線下郷駐輪場まで ○

厚東川 大田川 宇部土木建築事務所長 美祢市 11,800 桂坂川合流点～瀬々川橋まで ○

厚狭川 厚狭川 宇部土木建築事務所長 美祢市 7,600 重安橋上流120m～ＪＲ南大嶺駅まで ○

厚狭川 厚狭川 宇部土木建築事務所長 美祢市 9,600 祖母ヶ河内橋～山陽小野田市境まで ○

木屋川 木屋川 下関土木建築事務所長 下関市 27,200 木屋川ダム～河口まで ○

神田川 神田川 下関土木建築事務所長 下関市 7,500 市道阿内1号橋～河口まで ○

武久川 武久川 下関土木建築事務所長 下関市 3,700 二級河川上流端～河口まで ○

綾羅木川 綾羅木川 下関土木建築事務所長 下関市 4,300 石原橋～河口まで ○

友田川 友田川 下関土木建築事務所長 下関市 2,400 県道安生橋～河口まで ○

川棚川 川棚川 下関土木建築事務所長 下関市 4,580 上畔大橋上流850m～河口まで ○

木屋川 田部川 下関土木建築事務所長 下関市 7,800 旧下関市境～木屋川合流点まで ○

粟野川 粟野川 下関土木建築事務所長 下関市 19,200 杢路子川上流1.3km～河口まで ○

木屋川 木屋川 長門土木建築事務所長 長門市 5,900 俵山温泉～下関市豊田境まで ○

泉川 泉川 長門土木建築事務所長 長門市 2,000 岡～河口まで ○

掛淵川 掛淵川 長門土木建築事務所長 長門市 9,500 長門市畑～河口まで ○

掛淵川 大坊川 長門土木建築事務所長 長門市 2,000 二ノ瀬橋～掛淵川合流点まで ○

深川川 深川川 長門土木建築事務所長 長門市 7,400 四ノ瀬橋～河口まで ○

三隅川 三隅川 長門土木建築事務所長 長門市 12,200 大里川合流点～河口まで ○

阿武川 阿武川 萩土木建築事務所長 萩市 18,000 阿武川ダム～河口まで ○

阿武川 橋本川 萩土木建築事務所長 萩市 5,000 阿武川分流点～河口まで ○

阿武川 明木川 萩土木建築事務所長 萩市 9,400 金焼瀬～阿武川合流点まで ○

大井川 大井川 萩土木建築事務所長 萩市 5,400 茶屋ケ原橋下流400ｍ～西見橋上流500ｍまで ○

大井川 大井川 萩土木建築事務所長 萩市 4,200 萩市大井迫田～河口まで ○

須佐川 須佐川 萩土木建築事務所長 萩市 1,600 蛍橋～河口まで ○



水系名 河川名 水防警報担当者 管理団体名 延長(m) 区　　　　　域
水位周知
河川

洪水予報
河川

田万川 田万川 萩土木建築事務所長 萩市 2,100 城ヶ谷～及谷川合流点まで ○

田万川 田万川 萩土木建築事務所長 萩市 14,300 田添橋～河口まで ○

阿武川 玉江川 萩土木建築事務所長 萩市 4,100 二級河川上流端～橋本川合流点まで ○

田万川 原中川 萩土木建築事務所長 萩市 4,600 二級河川上流端～田万川合流点まで ○

郷川 郷川 萩土木建築事務所長 阿武町 9,600 二級河川上流端～河口まで ○

計 86箇所 638,655



(２)海岸関係

知事が水防警報を発する海岸
海岸名 水防警報担当者 管 理 団 体 名 延 長 (m) 備考

山口南沿岸周防大島町地先海岸 柳井土木建築事務所長 周防大島町 182,332

岩国土木建築事務所長

岩国港湾管理事務所長

岩国土木建築事務所長

岩国港湾管理事務所長

山口南沿岸柳井市地先海岸 柳井土木建築事務所長 柳井市 67,799

山口南沿岸田布施町地先海岸 柳井土木建築事務所長 田布施町 16,803

山口南沿岸平生町地先海岸 柳井土木建築事務所長 平生町 24,374

山口南沿岸上関町地先海岸 柳井土木建築事務所長 上関町 89,272

周南土木建築事務所長

周南港湾管理事務所長

周南土木建築事務所長

周南港湾管理事務所長

周南土木建築事務所長

周南港湾管理事務所長

山口南沿岸防府市地先海岸 防府土木建築事務所長 防府市 81,771

山口南沿岸山口市地先海岸 防府土木建築事務所長 山口市 68,439

宇部土木建築事務所長

宇部港湾管理事務所長

宇部土木建築事務所長

宇部港湾管理事務所長

山口南沿岸下関市地先海岸 下関土木建築事務所長 下関市 123,094

山口北沿岸下関市地先海岸 下関土木建築事務所長 下関市 103,477

山口北沿岸長門市地先海岸 長門土木建築事務所長 長門市 141,160

山口北沿岸萩市地先海岸 萩土木建築事務所長 萩市 151,377

山口北沿岸阿武町地先海岸 萩土木建築事務所長 阿武町 33,973

計 １９箇所 1,504,018

水位周知海岸
海岸名 延長（m)

山口南沿岸 1,074,031

135,578

山口南沿岸下松市地先海岸 下松市 57,962

山口南沿岸山陽小野田市地先海岸 山陽小野田市 48,396

山口南沿岸光市地先海岸 光市 41,688

山口南沿岸宇部市地先海岸 宇部市 59,597

区域

下関市豊浦町南境界～広島県境まで

山口南沿岸岩国市地先海岸 岩国市 74,634

山口南沿岸和木町地先海岸 和木町 2,292

山口南沿岸周南市地先海岸 周南市


