
県土整備部河川課  

令和３(2021)年５月 26 日  

 

危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラの増設について 

  

１ 概要 

本県では、洪水時の監視体制の強化及び住民の円滑かつ迅速な避難行動のきっかけとするた

め、危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラを設置し、よりきめ細かな河川情報の提供に

努めているところである。 

令和元年度末までに、危機管理型水位計 42 箇所、簡易型河川監視カメラ 22 箇所を設置した

が、令和元年東日本台風において水位計や監視カメラを設置していない箇所でも決壊・越水等

の被害が発生したことを踏まえ、市町の要望を聞き取った上で、さらに、危機管理型水位計 67

箇所、簡易型河川監視カメラ 64 箇所を増設することとしている。 

 

２ 令和２年度設置状況【別紙１参照】 

令和２年度は、危機管理型水位計 48箇所（2箇所前倒し）、簡易型河川監視カメラ 35 箇所（1

箇所前倒し）を増設し、令和２年 10 月までに運用を開始した。 

 

３ 令和３年度設置予定【別紙２参照】 

令和３年度は、危機管理型水位計 19 箇所、簡易型河川監視カメラ 29 箇所を増設し、令和３

年 10 月までに運用開始を目指す。 

 

【年度別設置箇所数一覧表】 

年度 危機管理型水位計 簡易型河川監視カメラ 備考 

H30 19 箇所   

R1 23 箇所 22 箇所  

R2 48 箇所（46箇所） 35 箇所（34箇所） 危機管理型水位計は 2箇所前倒し 

簡易型河川監視カメラは 1箇所前倒し R3 19 箇所（21箇所） 29 箇所（30箇所） 

計 109 箇所 86 箇所  

※（ ）内は、令和元年度第２回協議会（R2.3.16）で報告した計画箇所数 

資料６ 



市町名 大字 地先 市町名 大字 地先

1 利根川水系 姿川 宇都宮市 下砥上町 島田橋 25 利根川水系 永野川 鹿沼市 上永野 石倉橋

2 利根川水系 田川 宇都宮市 下反町町 下反町橋 26 利根川水系 武子川 日光市 岩崎 篠沢橋

3 利根川水系 出流川 足利市 寺岡町 権田久橋 27 利根川水系 赤堀川 日光市 土沢 水無下原橋

4 利根川水系 清水川 足利市 小俣町 新清水川橋 28 利根川水系 杣井木川 小山市 下泉 杣井木泉橋

5 利根川水系 小俣川 足利市 小俣町 上野田橋 29 利根川水系 豊穂川 小山市 大行寺 新川橋

6 利根川水系 長途路川 足利市 大月町 隅田橋 30 利根川水系 五行川 真岡市 飯貝 昭和橋

7 利根川水系 永野川 栃木市 片栁町5丁目 二杉橋 31 利根川水系 江川 真岡市 亀山 亀山橋

8 利根川水系 永野川 栃木市 大平町西水代 永和橋 32 那珂川水系 百村川 大田原市 親園 百村中橋

9 利根川水系 永野川 栃木市 星野町 星野橋 33 那珂川水系 中川 矢板市 下太田 下太田橋

10 利根川水系 巴波川 栃木市 箱森町 原ノ橋 34 那珂川水系 江川 さくら市 金枝 江川橋

11 利根川水系 赤津川 栃木市 都賀町富張 本所橋 35 那珂川水系 荒川 那須烏山市 三箇 三箇橋

12 利根川水系 逆川 栃木市 都賀町深沢 逆川橋 36 那珂川水系 荒川 那須烏山市 向田 向田橋

13 利根川水系 出流川 栃木市 出流町 出流橋 37 利根川水系 姿川 下野市 箕輪 箕輪橋

14 利根川水系 柏倉川 栃木市 柏倉町 種入橋 38 利根川水系 新川 下野市 上古山 柳橋

15 利根川水系 旗川 佐野市 並木町 稲岡橋 39 利根川水系 田川 下野市 町田 町田橋

16 利根川水系 秋山川 佐野市 水木町 岩鼻橋 40 利根川水系 大羽川 益子町 七井中央 道下橋

17 利根川水系 歳川 佐野市 下羽田町 羽田大橋 41 那珂川水系 坂井川 茂木町 茂木 正明寺橋

18 利根川水系 彦間川 佐野市 閑馬町 大網橋 42 利根川水系 桜川 市貝町 市塙 古宿橋

19 利根川水系 思川 鹿沼市 久野 清南橋 43 利根川水系 野元川 芳賀町 下高根沢 宮田上橋

20 利根川水系 黒川 鹿沼市 楡木町 楡木橋 44 利根川水系 黒川 壬生町 羽生田 黒川橋

21 利根川水系 黒川 鹿沼市 板荷 堂坂橋 45 利根川水系 松川 塩谷町 飯岡 石尊橋

22 利根川水系 大芦川 鹿沼市 下南摩町 赤石橋 46 利根川水系 井沼川 高根沢町 平田 新井沼橋

23 利根川水系 粟野川 鹿沼市 口粟野 清瀬橋 47 那珂川水系 奈良川 那須町 芦野 仲橋

24 利根川水系 荒井川 鹿沼市 野尻 中山橋 48 那珂川水系 武茂川 那珂川町 健武 大鳥橋

市町名 大字 地先 市町名 大字 地先

1 利根川水系 田川 宇都宮市 簗瀬町 旭陵橋 19 利根川水系 武子川 鹿沼市 深津 武子川橋

2 利根川水系 出流川 足利市 寺岡町 権田久橋 20 利根川水系 田川 日光市 木和田島 田川橋

3 利根川水系 清水川 足利市 小俣町 新清水川橋 21 利根川水系 行川 日光市 小代 赤行橋

4 利根川水系 永野川 栃木市 片栁町5丁目 二杉橋 22 利根川水系 杣井木川 小山市 下泉 杣井木泉橋

5 利根川水系 永野川 栃木市 皆川城内町 大砂橋 23 利根川水系 豊穂川 小山市 大行寺 新川橋

6 利根川水系 永野川 栃木市 星野町 星野橋 24 那珂川水系 百村川 大田原市 親園 百村中橋

7 利根川水系 巴波川 栃木市 箱森町 原ノ橋 25 那珂川水系 中川 矢板市 下太田 下太田橋

8 利根川水系 逆川 栃木市 都賀町深沢 逆川橋 26 那珂川水系 江川 さくら市 金枝 江川橋

9 利根川水系 出流川 栃木市 出流町 出流橋 27 那珂川水系 荒川 那須烏山市 向田 向田橋

10 利根川水系 藤川 栃木市 皆川城内町 新皆橋 28 那珂川水系 荒川 那須烏山市 藤田 藤田橋

11 利根川水系 三杉川 栃木市 岩舟町古江 東川橋 29 那珂川水系 江川 那須烏山市 月次 江川橋

12 利根川水系 旗川 佐野市 並木町 稲岡橋 30 那珂川水系 江川 那須烏山市 向田 新橋

13 利根川水系 秋山川 佐野市 水木町 岩鼻橋 31 利根川水系 新川 下野市 上古山 柳橋

14 利根川水系 菊沢川 佐野市 堀米町 菊沢川橋 32 利根川水系 田川 下野市 町田 田川橋

15 利根川水系 歳川 佐野市 下羽田町 羽田大橋 33 利根川水系 黒川 壬生町 藤井 藤井橋

16 利根川水系 思川 鹿沼市 口粟野 天満橋 34 利根川水系 黒川 壬生町 羽生田 黒川橋

17 利根川水系 思川 鹿沼市 久野 清南橋 35 那珂川水系 奈良川 那須町 芦野 仲橋

18 利根川水系 黒川 鹿沼市 日光奈良部町 黒川橋

※着色部はR3年度設置予定からR2年度に前倒しした箇所

設置箇所
NO 水系名 河川名

設置箇所

【簡易型河川監視カメラ】
令和２(2020)年度　設置箇所一覧表

【危機管理型水位計】
令和２(2020)年度　設置箇所一覧表

設置箇所

NO 水系名 河川名
設置箇所

NO 水系名 河川名

NO 水系名 河川名

別紙１



市町名 大字 地先 市町名 大字 地先

1 利根川水系 赤津川 栃木市 野中町 永宮橋付近 11 那珂川水系 逆川 茂木町 飯 逆川橋付近

2 利根川水系 逆川 栃木市 西方町真名子 真上橋付近 12 那珂川水系 神井川 茂木町 茂木 激特橋付近

3 利根川水系 思川 栃木市 西方町金崎 小倉橋付近 13 那珂川水系 鮎田川 茂木町 林 下橋付近

4 利根川水系 荒川 栃木市 川原田町 北橋付近 14 那珂川水系 塩田川 茂木町 増井 増井橋付近

5 利根川水系 江川 栃木市 藤岡町中根 下車橋付近 15 那珂川水系 深沢川 茂木町 飯 飯島橋付近

6 利根川水系 蓮花川 栃木市 藤岡町甲 江戸尻橋付近 16 利根川水系 大川 芳賀町 稲毛田 下久根橋付近

7 利根川水系 江川 真岡市 八木岡 鬼越橋 17 那珂川水系 荒川 塩谷町 大宮 荒川橋付近

8 利根川水系 五行川 真岡市 横田 横田橋下流 18 利根川水系 冷子川 高根沢町 平田 新冷子川橋付近

9 那珂川水系 相の川 大田原市南金丸 19 那珂川水系 久那川 那珂川町 北向田 都橋付近

10 利根川水系 姿川 下野市 上古山 関沢橋付近

市町名 大字 地先 市町名 大字 地先

1 利根川水系 赤津川 栃木市 都賀町富張 本所橋付近 16 那珂川水系 坂井川 茂木町 坂井 松本橋付近

2 利根川水系 柏倉川 栃木市 柏倉町 たつみがえり橋付近 17 那珂川水系 神井川 茂木町 茂木 激特橋

3 利根川水系 思川 栃木市 西方町金崎 小倉橋付近 18 那珂川水系 鮎田川 茂木町 林 下橋

4 利根川水系 荒川 栃木市 川原田町 北橋付近 19 那珂川水系 塩田川 茂木町 増井 増井橋

5 利根川水系 江川 栃木市 藤岡町中根 下車橋付近 20 那珂川水系 深沢川 茂木町 飯 飯島橋

6 利根川水系 蓮花川 栃木市 藤岡町甲 江戸尻橋付近 21 利根川水系 松川 塩谷町 飯岡 石尊橋付近

7 利根川水系 五行川 真岡市 横田 横田橋下流 22 那珂川水系 巻川 大田原市 中田原 二本松橋

8 利根川水系 五行川 真岡市 飯貝 花ノ木橋 23 那珂川水系 荒川 塩谷町 熊ノ木 落合橋付近

9 利根川水系 江川 真岡市 亀山 亀山橋 24 那珂川水系 権津川 那珂川町 三輪 三輪橋付近

10 利根川水系 江川 真岡市 八木岡 鬼越橋 25 那珂川水系 武茂川 那珂川町 健武 大鳥橋付近

11 利根川水系 姿川 下野市 上古山 関沢橋付近 26 那珂川水系 箒川 那須塩原市 金沢 堰場橋付近

12 利根川水系 小貝川 益子町 北中 石岡橋 27 那珂川水系 熊川 那須塩原市 島方 旭橋付近

13 利根川水系 小貝川 市貝町 市塙 28 那珂川水系 江川 さくら市 下河戸 宮下橋付近

14 利根川水系 野元川 芳賀町 東水沼 野元橋付近 29 那珂川水系 奈良川 那須町 芦野 石淵橋付近

15 那珂川水系 坂井川 茂木町 茂木 正明寺橋付近

水系名 河川名
設置予定箇所

設置予定箇所

NO 水系名 河川名
設置予定箇所

NO

河川名
設置予定箇所

水系名 河川名NO

【危機管理型水位計】
令和３(2021)年度　設置予定箇所一覧表

【簡易型河川監視カメラ】
令和３(2021)年度　設置予定箇所一覧表

NO水系名

別紙２


