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令和４年10月14日現在

　

年月日 番号

竹田川 丹波 丹波 丹波市 H30.6.8 560

川西市 R1.5.31 100

猪名川町 R1.5.31 100

朝来市 H30.6.8 560

養父市 H30.6.8 560

豊岡 豊岡市 H30.6.8 560

奈佐川 但馬 豊岡 豊岡市 R1.8.30 353-2

出石川 但馬 豊岡 豊岡市 R1.8.30 353-2

稲葉川 但馬 豊岡 豊岡市 R1.8.30 353-2

八木川 但馬 養父 養父市 R1.8.30 353-2

大屋川 但馬 養父 養父市 R1.8.30 353-2

建屋川 但馬 養父 養父市 R1.8.30 353-2

丹波 丹波 丹波市 H30.6.8 560

北播磨 加東 西脇市 H30.6.8 560

北播磨 加東 三木市 H30.6.8 560

神戸 神戸 神戸市 H30.6.8 560

北播磨 加東 三木市 R1.5.31 100

神戸 神戸 神戸市 R1.5.31 100

北播磨 加東 三木市 R1.5.31 100

神戸 神戸 神戸市 R1.5.31 100

加西市 R1.5.31 100

小野市 R1.5.31 100

千鳥川 北播磨 加東 加東市 R1.5.31 100

下里川 北播磨 加東 加西市 R1.5.31 100

一
級
河
川

猪名川 阪神北 宝塚

円山川 但馬

養父

加古川

美嚢川

志染川

淡河川

万願寺川 北播磨 加東

（予１－６－１）浸水想定区域指定一覧表

河 川 名 県民局名 事務所名 関係水防管理団体名

指定告示

備考
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指定告示

備考

丹波 丹波 丹波篠山市 H30.6.8 560

小野市 H30.6.8 560

加東市 H30.6.8 560

阪神北 宝塚 三田市 H30.6.8 560

西脇市 H30.6.8 560

多可町 H30.6.8 560

西脇市 H30.6.8 560

多可町 H30.6.8 560

万勝寺川 北播磨 加東 小野市 R1.5.31 100

丹波篠山市 R1.5.31 100

丹波市 R1.5.31 100

宮田川 丹波 丹波 丹波篠山市 R1.5.31 100

柏原川 丹波 丹波 丹波市 R1.8.30 353-4

高谷川 丹波 丹波 丹波市 R1.8.30 353-4

葛野川 丹波 丹波 丹波市 R1.8.30 353-4

揖保川 西播磨 龍野 宍粟市 R1.5.31 100

中播磨 姫路 姫路市 R1.5.31 100

西播磨 龍野 たつの市 R1.5.31 100

栗栖川 西播磨 龍野 たつの市 R1.5.31 100

菅野川 西播磨 龍野 宍粟市 R1.5.31 100

引原川 西播磨 龍野 宍粟市 R1.5.31 100

丹波 丹波 丹波篠山市 H30.6.8 560

神戸 神戸 神戸市 H30.6.8 560

尼崎市 H30.6.8 560

西宮市 H30.6.8 560

宝塚市 H30.6.8 560

伊丹市 H30.6.8 560

三田市 H30.6.8 560

阪神南 西宮 西宮市 H30.6.8 560

神戸 神戸 神戸市 H30.6.8 560

二
級
河
川

武庫川

阪神南 西宮

阪神北 宝塚

有馬川

一
級
河
川

東条川 北播磨 加東

野間川 北播磨 加東

杉原川 北播磨 加東

篠山川 丹波 丹波

林田川
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年月日 番号
河 川 名 県民局名 事務所名 関係水防管理団体名

指定告示

備考

夙川 阪神南 西宮 西宮市 R1.8.30 353-2

芦屋川 阪神南 西宮 芦屋市 R1.8.30 353-2

高橋川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

住吉川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

石屋川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

都賀川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

新湊川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

妙法寺川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

福田川 神戸 神戸 神戸市 R1.5.31 100

山田川 神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

神戸 神戸 神戸市 H30.6.8 560

東播磨 加古川 明石市 H30.6.8 560

神戸 神戸 神戸市 R1.8.30 353-2

東播磨 加古川 明石市 R1.8.30 353-2

瀬戸川 東播磨 加古川 明石市 R1.8.30 353-2

谷八木川 東播磨 加古川 明石市 R1.8.30 353-2

赤根川 東播磨 加古川 明石市 R1.8.30 353-2

喜瀬川 東播磨 加古川 播磨町 R1.8.30 353-2

高砂市 R1.8.30 353-2

加古川市 R1.8.30 353-2

東播磨 加古川 高砂市 R1.8.30 353-2

中播磨 姫路 姫路市 R1.8.30 353-2

姫路市 R2.11.20 1221

神河町 R2.11.20 1221

市川町 R2.11.20 1221

福崎町 R2.11.20 1221

但馬 養父 朝来市 R1.8.30 353-2

神河町 R1.8.30 353-2

市川町 R1.8.30 353-2

夢前川 中播磨 姫路 姫路市 R1.8.30 353-2

姫路

加古川

天川

市川

中播磨 姫路

二
級
河
川

明石川

伊川

法華山谷川 東播磨

越知川 中播磨
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河 川 名 県民局名 事務所名 関係水防管理団体名

指定告示

備考

菅生川 中播磨 姫路 姫路市 R1.8.30 353-2

中播磨 姫路 姫路市 R1.8.30 353-2

西播磨 龍野 太子町 R1.8.30 353-2

龍野 宍粟市 H30.6.8 560

佐用町 H30.6.8 560

上郡町 H30.6.8 560

赤穂市 H30.6.8 560

佐用川 西播磨 光都 佐用町 R1.10.15 488

光都 佐用町 R1.10.15 489

龍野 宍粟市 R1.10.15 489

竹野川 但馬 豊岡 豊岡市 R2.5.29 606

佐津川 但馬 新温泉 香美町 R2.5.29 606

矢田川 但馬 新温泉 香美町 R2.5.29 606

湯舟川 但馬 新温泉 香美町 R2.5.29 606

岸田川 但馬 新温泉 新温泉町 R2.5.29 606

久斗川 但馬 新温泉 新温泉町 R2.5.29 606

大栃川 但馬 新温泉 新温泉町 R2.5.29 606

宝珠川 淡路 洲本 淡路市 R2.5.29 606

洲本川 淡路 洲本 洲本市 R1.8.30 353-2

三原川 淡路 洲本 南あわじ市 R1.8.30 353-4

都志川 淡路 洲本 洲本市 H30.6.8 560

郡家川 淡路 洲本 淡路市 R2.5.29 606

二
級
河
川

大津茂川

千種川 西播磨

光都

志文川 西播磨
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