
市町名 大字 地先

1 利根川水系 姿川 宇都宮市 大谷町 大杉橋
2 利根川水系 尾名川 足利市 大久保町 分校橋
3 利根川水系 赤津川 栃木市 吹上町 伊吹橋
4 利根川水系 小曽戸川 佐野市 葛生東1丁目 槐橋
5 利根川水系 小藪川 鹿沼市 塩山町 小藪橋
6 利根川水系 古大谷川 日光市 川室 川室橋
7 利根川水系 田川 小山市 高椅 田川橋
8 利根川水系 五行川 真岡市 八木岡 鷲ノ宮橋
9 那珂川水系 松葉川 大田原市 黒羽田町 下高橋
10 那珂川水系 内川 矢板市 荒井 木戸崎橋
11 那珂川水系 箒川 那須塩原市 中塩原 明神橋
12 那珂川水系 荒川（塩谷） 那須烏山市 岩子 新荒川橋
13 利根川水系 小宅川 益子町 七井 車橋
14 那珂川水系 逆川（茂木） 茂木町 飯野 伊川勢橋
15 利根川水系 小貝川 市貝町 市塙 峰崎橋
16 利根川水系 五行川 芳賀町 上延生 五行橋
17 利根川水系 黒川（日光） 壬生町 福和田 地蔵橋
18 利根川水系 泉川 塩谷町 船生（井戸神） 井戸神橋
19 那珂川水系 三蔵川 那須町 伊王野 坂本橋
計
1 利根川水系 山田川 宇都宮市 上田原町 富岡橋
2 利根川水系 名草川 足利市 利保町 新梶川橋
3 利根川水系 姥川 足利市 梁田町 塩島橋
4 利根川水系 藤川 栃木市 皆川城内町 新皆橋
5 利根川水系 三杉川 栃木市 岩舟町古江 東川橋
6 利根川水系 菊沢川 佐野市 堀米町 菊沢川橋
7 利根川水系 菊沢川 佐野市 田島町 田島橋
8 利根川水系 小藪川 鹿沼市 西鹿沼町 露取橋
9 利根川水系 武子川 鹿沼市 仁神堂町 仁神堂橋
10 利根川水系 田川 日光市 木和田島 田川橋
11 利根川水系 行川 日光市 小代 赤行橋
12 那珂川水系 湯坂川 大田原市 大豆田 豆田橋
13 久慈川水系 押川 大田原市 須賀川 新波止橋
14 那珂川水系 宮川 矢板市 川崎反町 宮川橋
15 那珂川水系 江川（烏山） 那須烏山市 月次 江川橋
16 那珂川水系 江川（烏山） 那須烏山市 向田 新橋
17 利根川水系 田川 下野市 谷地賀 谷地賀橋
18 利根川水系 武名瀬川 上三川町 上蒲生 上蒲生
19 那珂川水系 木須川 茂木町 小深 小深橋
20 利根川水系 野元川 芳賀町 東水沼 野元橋
21 利根川水系 五行川 高根沢町 平田 神ノ前橋
22 利根川水系 大沼川 高根沢町 花岡 中央橋
23 那珂川水系 坂井川 茂木町 坂井 松本橋
計
1 利根川水系 姿川 宇都宮市 下砥上町 島田橋
2 利根川水系 田川 宇都宮市 下反町町 下反町橋
3 利根川水系 出流川（佐野） 足利市 寺岡町 権田久橋
4 利根川水系 清水川（足利） 足利市 小俣町 新清水川橋
5 利根川水系 小俣川 足利市 小俣町 上野田橋
6 利根川水系 長途路川 足利市 大月町 隅田橋
7 利根川水系 永野川 栃木市 片栁町5丁目 二杉橋
8 利根川水系 巴波川 栃木市 箱森町 原ノ橋
9 利根川水系 赤津川 栃木市 都賀町富張 本所橋
10 利根川水系 逆川（西方） 栃木市 都賀町深沢 逆川橋
11 利根川水系 出流川（栃木） 栃木市 出流町 出流橋
12 利根川水系 柏倉川 栃木市 柏倉町 種入橋
13 利根川水系 永野川 栃木市 大平町西水代 永和橋
14 利根川水系 永野川 栃木市 星野町 星野橋

H31.3月設置　18河川、19箇所

　R2.3月設置　20河川、23箇所

H30年度～R2年度

NO 水系名 河川名
設置箇所

危機管理型水位計



15 利根川水系 旗川 佐野市 並木町 稲岡橋
16 利根川水系 秋山川 佐野市 水木町 岩鼻橋
17 利根川水系 歳川 佐野市 下羽田町 羽田大橋
18 利根川水系 彦間川 佐野市 閑馬町 大網橋
19 利根川水系 思川 鹿沼市 久野 清南橋
20 利根川水系 黒川（日光） 鹿沼市 楡木町 楡木橋
21 利根川水系 大芦川 鹿沼市 下南摩町 赤石橋
22 利根川水系 粟野川 鹿沼市 口粟野 清瀬橋
23 利根川水系 荒井川 鹿沼市 野尻 中山橋
24 利根川水系 永野川 鹿沼市 上永野 石倉橋
25 利根川水系 黒川（日光） 鹿沼市 板荷 堂坂橋
26 利根川水系 武子川 日光市 岩崎 篠沢橋
27 利根川水系 赤堀川 日光市 土沢 水無下原橋
28 利根川水系 杣井木川 小山市 下泉 杣井木泉橋
29 利根川水系 豊穂川 小山市 大行寺 新川橋
30 利根川水系 五行川 真岡市 飯貝 花ノ木橋
31 利根川水系 江川（真岡） 真岡市 亀山 亀山橋
32 那珂川水系 百村川 大田原市 親園 百村中橋
33 那珂川水系 中川 矢板市 下太田 下太田橋
34 那珂川水系 江川（烏山） さくら市 金枝 江川橋
35 那珂川水系 荒川（塩谷） 那須烏山市 三箇 三箇橋
36 那珂川水系 荒川（塩谷） 那須烏山市 向田 向田橋
37 利根川水系 姿川 下野市 箕輪 箕輪橋
38 利根川水系 新川 下野市 上古山 柳橋
39 利根川水系 田川 下野市 町田 町田橋
40 利根川水系 武名瀬川 上三川町 下蒲生 1号農道橋
41 利根川水系 大羽川 益子町 七井中央 道下橋
42 那珂川水系 坂井川 茂木町 茂木 正明寺橋
43 利根川水系 桜川 市貝町 市塙 古宿橋
44 利根川水系 野元川 芳賀町 下高根沢 宮田上橋
45 利根川水系 黒川（日光） 壬生町 羽生田 黒川橋
46 利根川水系 松川 塩谷町 飯岡 石尊橋
47 利根川水系 井沼川 高根沢町 平田 新井沼橋
48 那珂川水系 奈良川 那須町 芦野 仲橋
49 那珂川水系 武茂川 那珂川町 健武 大鳥橋
計 R2.9月設置　41河川、49箇所

【累計】　65河川、91箇所



市町名 大字 地先

1 利根川水系 姿川 宇都宮市 大谷町 大杉橋
2 利根川水系 尾名川 足利市 迫間町 岡山橋
3 利根川水系 思川 栃木市 柳原町 保橋
4 利根川水系 巴波川 栃木市 入舟町 倭橋
5 利根川水系 赤津川 栃木市 吹上町地内 伊吹橋
6 利根川水系 旗川 佐野市 免鳥町 白旗橋
7 利根川水系 小曽戸川 佐野市 葛生東1丁目 槐橋
8 利根川水系 黒川（日光） 鹿沼市 府中町 府中橋
9 利根川水系 古大谷川 日光市 川室 川室橋
10 利根川水系 姿川 小山市 南半田 姿川橋
11 利根川水系 田川 小山市 高椅 田川橋
12 那珂川水系 松葉川 大田原市 黒羽田町 下高橋
13 那珂川水系 内川 矢板市 本町 京町橋
14 那珂川水系 内川 矢板市 境林 内川橋
15 那珂川水系 箒川 那須塩原市 中塩原 明神橋
16 利根川水系 五行川 さくら市 氏家 氏家体育館脇

17 那珂川水系 内川 さくら市 辻畑 旭橋
18 那珂川水系 荒川（塩谷） 那須烏山市 岩子 新荒川橋
19 利根川水系 田川 上三川町 簗 明治橋
20 利根川水系 五行川 芳賀町 八ツ木 両郡橋
21 利根川水系 五行川 芳賀町 祖母井 五行橋
22 利根川水系 泉川 塩谷町 船生 井戸神橋
計
1 利根川水系 田川 宇都宮市 簗瀬町 旭陵橋
2 利根川水系 出流川（佐野） 足利市 寺岡町 権田久橋
3 利根川水系 清水川 足利市 小俣町 新清水川橋
4 利根川水系 永野川 栃木市 片栁町5丁目 二杉橋
5 利根川水系 巴波川 栃木市 箱森町 原ノ橋
6 利根川水系 逆川（西方） 栃木市 都賀町深沢 逆川橋
7 利根川水系 出流川（栃木） 栃木市 出流町 出流橋
8 利根川水系 藤川 栃木市 皆川城内町 新皆橋
9 利根川水系 三杉川 栃木市 岩舟町古江 東川橋
10 利根川水系 永野川 栃木市 皆川城内町 大砂橋
11 利根川水系 永野川 栃木市 星野町 星野橋
12 利根川水系 旗川 佐野市 並木町 稲岡橋
13 利根川水系 秋山川 佐野市 水木町 岩鼻橋
14 利根川水系 菊沢川 佐野市 堀米町 菊沢川橋
15 利根川水系 歳川 佐野市 下羽田町 羽田大橋
16 利根川水系 思川 鹿沼市 口粟野 天満橋
17 利根川水系 思川 鹿沼市 久野 清南橋
18 利根川水系 黒川（日光） 鹿沼市 日光奈良部町 黒川橋
19 利根川水系 武子川 鹿沼市 深津 武子川橋
20 利根川水系 田川 日光市 木和田島 田川橋
21 利根川水系 行川 日光市 小代 赤行橋
22 利根川水系 杣井木川 小山市 下泉 杣井木泉橋
23 利根川水系 豊穂川 小山市 大行寺 新川橋
24 那珂川水系 百村川 大田原市 親園 百村中橋
25 那珂川水系 中川 矢板市 下太田 下太田橋
26 那珂川水系 江川（烏山） さくら市 金枝 江川橋
27 那珂川水系 荒川（塩谷） 那須烏山市 向田 向田橋
28 那珂川水系 荒川（塩谷） 那須烏山市 藤田 藤田橋
29 那珂川水系 江川（烏山） 那須烏山市 月次 江川橋
30 那珂川水系 江川（烏山） 那須烏山市 向田 新橋
31 利根川水系 新川 下野市 上古山 柳橋
32 利根川水系 田川 下野市 町田 町田橋
33 利根川水系 黒川（日光） 壬生町 藤井 藤井橋
34 利根川水系 黒川（日光） 壬生町 羽生田 黒川橋
35 那珂川水系 奈良川 那須町 芦野 仲橋
計

【累計】　35河川、57箇所

R2.3月設置　16河川、22箇所

R2.9月設置　25河川、35箇所

R1年度～R2年度

NO 水系名 河川名
設置箇所

簡易型河川監視カメラ


