
 
 

 

危機管理型水位計　設置箇所一覧（市町別）

級 水系 河川名 級 水系 河川名

西部建設事務所 27 箇所 東部建設事務所 15 箇所 

広島市 14 箇所 福山市 10 箇所 

一級 太田川 二又川 広島市東区牛田早稲田 R2 一級 芦田川 小田川 福山市津之郷町 R2

一級 太田川 山本川 広島市安佐南区長束西 R2 一級 芦田川 新川 福山市神辺町川南 R2

一級 太田川 奥畑川 広島市安佐南区伴東 R2 一級 芦田川 六間川 福山市神辺町新十九 R元

一級 太田川 矢口川 広島市安佐北区口田南 R元 一級 芦田川 天王前川 福山市神辺町平野 R元

一級 太田川 奥迫川 広島市安佐北区深川 R元 一級 芦田川 深水川 福山市神辺町湯野 R2

一級 太田川 麻下川 広島市安佐北区小河原町 R元 一級 芦田川 竹田川 福山市神辺町下竹田 R2

一級 太田川 湯坂川 広島市安佐北区狩留賀町 R元 一級 芦田川 西谷川 福山市駅家町今岡 R元

一級 太田川 河津川 広島市安佐北区白木町三田 R元 一級 芦田川 戸手川 福山市新市町戸手 R元

一級 太田川 関川 広島市安佐北区白木町小垰 R元 二級 羽原川 鍋田川 福山市神村町 R元

一級 太田川 栄堂川 広島市安佐北区白木町井原 R元 二級 新川 新川 福山市金江町 R2

二級 瀬野川 畑賀川 広島市安芸区畑賀 H30 府中市 2 箇所 

二級 瀬野川 熊野川 広島市安芸区上瀬野南 R元 一級 芦田川 阿字川 府中市木野山町 R2

二級 矢野川 矢野川 広島市安芸区矢野西 H30 一級 芦田川 矢多田川 府中市上下町矢多田 R2

一級 太田川 打尾谷川 広島市佐伯区湯来町多田 R2 神石高原町 3 箇所 

安芸高田市 6 箇所 一級 高梁川 小田川 神石郡神石高原町小畠 R元

一級 太田川 見坂川 安芸高田市向原町長田 R元 一級 高梁川 成羽川 神石郡神石高原町小野 R2

一級 江の川 生田川 安芸高田市美土里町北 R2 一級 高梁川 高光川 神石郡神石高原町高光 R2

一級 江の川 大土川 安芸高田市甲田町高田原 R元 三原支所 11 箇所 

一級 江の川 本村川 安芸高田市美土里町本郷 R元 三原市 5 箇所 

一級 江の川 戸島川 安芸高田市向原町戸島 R元 一級 芦田川 泉川 三原市久井町和草 R元

一級 江の川 簸ノ川 安芸高田市八千代町佐々井 R2 二級 沼田川 三次川 三原市本郷町南方 R元

江田島市 1 箇所 二級 沼田川 大草川 三原市大和町大草 R元

二級 永田川 永田川 江田島市能美町鹿川 R2 二級 沼田川 徳良川 三原市大和町下徳良 R2

府中町 1 箇所 二級 藤井川 藤井川 三原市深町 R元

一級 太田川 榎川 安芸郡府中町山田 H30 尾道市 2 箇所 

海田町 2 箇所 二級 栗原川 栗原川 尾道市門田町 R2

二級 瀬野川 三迫川 安芸郡海田町曽田 R元 二級 重井川 重井川 尾道市因島重井町 R2

二級 尾崎川 尾崎川 安芸郡海田町南堀川町 R元 世羅町 4 箇所 

熊野町 2 箇所 一級 江の川 美波羅川 世羅郡世羅町小国 R2

二級 瀬野川 熊野川 安芸郡熊野町新宮 R元 一級 芦田川 宇津戸川 世羅郡世羅町宇津戸 R2

二級 二河川 平谷川 安芸郡熊野町平谷 R2 一級 芦田川 神崎川 世羅郡世羅町東神崎 R2

坂町 1 箇所 一級 芦田川 手綱川 世羅郡世羅町本郷 R2

二級 総頭川 総頭川 安芸郡坂町坂西 H30 北部建設事務所 11 箇所 

呉支所 5 箇所 三次市 11 箇所 

呉市 5 箇所 一級 江の川 作木川 三次市作木町下作木 R2

二級 堺川 堺川 呉市中通 R元 一級 江の川 馬洗川 三次市吉舎町徳市 R元

二級 堺川 内神川 呉市内神町 R元 一級 江の川 岩屋寺谷川 三次市畠敷町 R元

二級 野呂川 中畑川 呉市安浦町中央北 H30 一級 江の川 四十貫川 三次市四拾貫町 R元

二級 大谷川 大谷川 呉市阿賀中央 R元 一級 江の川 飯田川 三次市三和町上壱 R2

二級 高田川 高田川 呉市豊町久比 R2 一級 江の川 上下川 三次市甲奴町西野 R元

廿日市支所 3 箇所 一級 江の川 小童川 三次市甲奴町小童 R元

大竹市 1 箇所 一級 江の川 長田川 三次市三良坂町長田 R元

一級 小瀬川 玖島川 大竹市栗谷町後原 R元 一級 江の川 片丘川 三次市西酒屋町 R2

廿日市市 2 箇所 一級 江の川 小似川 三次市青河町 R元

一級 太田川 太田川 廿日市市吉和 R2 一級 江の川 今出原川 三次市三和町羽出庭 R元

一級 小瀬川 玖島川 廿日市市友田 R2 庄原支所 14 箇所 

安芸太田支所 6 箇所 庄原市 14 箇所 

安芸太田町 1 箇所 一級 江の川 神野瀬川 庄原市高野町南 R2

一級 太田川 西宗川 山県郡安芸太田町穴 R2 一級 江の川 萩川 庄原市口和町向泉 R2

北広島町 5 箇所 一級 江の川 湯木川 庄原市口和町永田 R2

一級 太田川 西宗川 山県郡北広島町戸谷 R2 一級 江の川 比和川 庄原市濁川町 R2

一級 太田川 柴木川 山県郡北広島町西八幡原 R2 一級 江の川 川北川 庄原市門田町 R2

一級 江の川 江の川 山県郡北広島町川戸 R2 一級 江の川 国兼川 庄原市七塚町 R元

一級 江の川 志路原川 山県郡北広島町海応寺 R2 一級 江の川 本村川 庄原市峰田町 R元

一級 江の川 大塚川 山県郡北広島町大朝 R2 一級 江の川 田総川 庄原市総領町下領家 R2

東広島支所 8 箇所 一級 江の川 亀谷川 庄原市総領町亀谷 R2

竹原市 1 箇所 一級 高梁川 成羽川 庄原市東城町小奴可 R元

二級 賀茂川 田万里川 竹原市西野町 R2 一級 高梁川 帝釈川 庄原市東城町帝釈未渡 R2

東広島市 6 箇所 一級 高梁川 福代川 庄原市東城町川東 R2

一級 太田川 関川 東広島市志和町志和西 R2 一級 高梁川 粟田川 庄原市東城町粟田 R2

一級 太田川 東川 東広島市志和町志和東 R元 一級 高梁川 内堀川 庄原市東城町内堀 R2

二級 黒瀬川 深堂川 東広島市八本松町飯田 R元 小計 51 箇所 

二級 沼田川 沼田川 東広島市福富町下竹仁 R元 計 100 箇所 

二級 沼田川 霜降川 東広島市豊栄町鍛冶屋 R元

二級 蛇道川 蛇道川 東広島市安芸津町三津 R元

大崎上島町 1 箇所 

二級 原田川 原田川 豊田郡大崎上島町中野 R2

小計 49 箇所 

《年度毎設置箇所数》

※ 詳細な設置位置は，今後，関係市町等と調整のうえ決定する。

　H30：5箇所（実績）　　R元：45箇所（予定）　　R2：50箇所（予定）

事務所（支所）／市町
設置箇所

設置予定

年度

事務所（支所）／市町
設置箇所

設置予定

年度


