
第５章 コード表 

 
１ 事務所・市町コード 

111
工事１・２課

2194
下田市

3018
東伊豆町

3026
河津町

3042
南伊豆町

112
松崎支所

3051
松崎町

3069
西伊豆町

121
工事課

2054
熱海市

122
伊東支所

2089
伊東市

131
工事１課

2038
沼津市

2208
裾野市

3417
清水町

3425
長泉町

133
工事２課

2062
三島市

2259
伊豆の国市

3255
函南町

132
御殿場支所

2151
御殿場市

3441
小山町

134
修善寺支所

2224
伊豆市

151
工事課

2101
富士市

152
富士宮支所

2071
富士宮市

181
工事１・２・３課

2097　　島田市（旧
川根町除く）

2143
藤枝市

2127
焼津市

2267
牧之原市

4243
吉田町

182
川根支所

2097
島田市（旧川根

町）

4294
川根本町

201
工事１・２課

2119
磐田市

2160
袋井市

4618
森町

202
掛川支所

2135
掛川市

2241
菊川市

2232
御前崎市

浜
松

223
新居駐在

2216
湖西市

袋
　
　
　
井

島
　
　
　
田

熱
　

海

沼
　
　
　
　
津

富
　

士

管　轄　市　町　村

下
　

田

事務所・支所
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２ 路線番号（路線名コード） 

（１）一般国道 路線名の数字部分に左側を０で充填し、４桁のコードとする。 

路線名 路線番号 路線名 路線番号

４２号 0042 １５２号 0152

１３５号 0135 ３０１号 0301

１３６号 0136 ３６２号 0362

１３８号 0138 ４１４号 0414

１３９号 0139 ４６９号 0469

１５０号 0150 ４７３号 0473  

（２）主要地方道 整理番号の左端に主要地方道を意味する数字１を千の位に付し、他を０で充填して４

桁コードとする。 

路線名 路線番号 路線名 路線番号

豊橋湖西線 1003 袋井大須賀線 1041

豊橋大知波線 1004 磐田福田線 1043

富士川身延線 1010 磐田天竜線 1044

熱海函南線 1011 伊東停車場線 1050

伊東修善寺線 1012 三島停車場線 1051

下佐ヶ野谷津線 1014 沼津停車場線 1052

下田松崎線 1015 富士宮停車場線 1053

下田石廊松崎線 1016 島田停車場線 1055

沼津土肥線 1017 磐田停車場線 1056

修善寺戸田線 1018 袋井春野線 1058

伊東大仁線 1019 伊東西伊豆線 1059

熱海箱根峠線 1020 浜北袋井線 1061

三島裾野線 1021 藤枝天竜線 1063

三島富士線 1022 島田川根線 1064

御殿場富士公園線 1023 相良大須賀線 1069

富士裾野線 1024 富士宮鳴沢線 1071

富士宮芝川線 1025 富士白糸滝公園線 1072

焼津藤枝線 1030 細江金谷線 1073

焼津榛原線 1031 清水富士宮線 1075

藤枝黒俣線 1032 富士富士宮由比線 1076

藤枝大井川線 1033 川根寸又峡線 1077

島田吉田線 1034 御殿場大井線 1078

掛川浜岡線 1037 吉田大東線 1079

掛川大東線 1038 熱海大仁線 1080

掛川川根線 1039 焼津森線 1081

掛川天竜線 1040 裾野インター線 1082

沼津インター線 1083 大岡元長窪線 1087

磐田インター線 1086 一色久沢線 1088  
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（３）一般県道 整理番号を３桁で表し、その左端に一般県道を意味する数字３、４を付し４桁コードと

する。（４は、独立専用自歩道に付するコード） 

路線名 路線番号 路線名 路線番号

十国峠伊豆山線 3102 原木沼津線 3139

熱海停車場線 3103 三島静浦港線 3140

来の宮停車場線 3104 清水函南停車場線 3141

伊豆多賀停車場線 3105 三ツ谷谷田線 3142

網代停車場線 3107 三島田町停車場線 3143

宇佐美停車場線 3108 下土狩徳倉沼津港線 3144

伊東川奈八幡野線 3109 沼津三島線 3145

伊東港線 3110 駿河小山停車場線 3146

遠笠山富戸線 3111 山中湖小山線 3147

中大見八幡野線 3112 竹之下小山線 3149

熱川片瀬線 3113 足柄停車場富士公園線 3150

稲取港線 3114 須走小山線 3151

湯ヶ野松崎線 3115 富士公園太郎坊線 3152

須崎柿崎線 3116 御殿場停車場線 3153

下田港線 3117 滝ヶ原富士岡線 3155

蓮台寺立野線 3118 富士岡停車場線 3156

下田南伊豆線 3119 五本地御殿場線 3157

手石湊線 3120 大坂富士宮線 3158

南伊豆松崎線 3121 沼津港線 3159

松崎港線 3122 千本城内線 3160

吉奈門野原線 3124 沼津停車場東沢田線 3162

土肥港線 3125 東柏原沼津線 3163

船原西浦高原線 3127 西椎路松長線 3164

韮山伊豆長岡修善寺線 3129 原停車場線 3165

伊豆長岡三津線 3130 石川一本松線 3166

吉奈伊豆長岡停車場線 3131 須津東田子浦停車場線 3167

韮山反射炉線 3132 吉永吉原停車場線 3169

韮山韮山停車場線 3133 田子浦港大野線 3170

静浦港韮山停車場線 3134 吉原停車場吉原線 3171

田原野函南停車場線 3135 吉原田子浦港線 3172

函南停車場反射炉線 3136 湖西東細谷線 3173

原木停車場線 3137 富士停車場線 3174

御園伊豆仁田停車場線 3138 鷹岡富士停車場線 3175

鷹岡柚木線 3176 豊浜磐田線 3258

富士宮富士公園線 3180 磐田竜洋線 3259

富士停車場伝法線 3181 磐田停車場長野線 3260

三沢富士宮線 3182 磐田細江線 3261  
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路線名 路線番号 路線名 路線番号

白糸富士宮線 3184 豊田竜洋線 3262

岩淵富士川停車場線 3188 春野下泉停車場線 3263

塩出尾崎線 3190 家山停車場線 3265

藤枝静岡線 3208 大和田森線 3269

静岡朝比奈藤枝線 3209 方の橋薗ヶ谷線 3270

相俣岡部線 3210 掛川山梨線 3271

焼津岡部線 3213 遠江原谷停車場線 3272

伊久美藤枝線 3215 山梨敷地停車場線 3273

堀之内青島線 3216 袋井停車場線 3275

伊久美元島田線 3217 磐田山梨線 3277

蔵田島田線 3220 遠江森停車場線 3278

上青島焼津線 3222 山梨一宮線 3279

大富藤枝線 3224 宮代赤根線 3280

藤枝停車場線 3225 遠江一宮停車場線 3281

高州和田線 3226 横川磐田線 3283

島田大井川線 3227 野部停車場線 3284

新金谷停車場線 3228 舘山寺弁天島線 3323

吉田港線 3229 新所原停車場日の岡線 3330

住吉金谷線 3230 新所原停車場白須賀線 3332

榛原金谷線 3233 入出太田線 3333

吉沢金谷線 3234 太田中原線 3334

菊川榛原線 3235 仙石原新田線 3337

相良浜岡線 3239 水神田子浦港線 3341

御前崎堀之新田線 3240 河原大井川港線 3342

薄原地頭方線 3241 上野部豊田竜洋線 3343

浜岡菊川線 3242 裾野停車場線 3345

大東菊川線 3244 波勝崎線 3347

川上菊川線 3245 稲取停車場線 3348

中方千浜線 3247 修善寺天城湯ヶ島線 3349

掛川大東大須賀線 3249 池東松原線 3351

菊川停車場伊達方線 3250 田子浦港富士インター線 3353

袋井小笠線 3251 焼津大井川線 3355

掛川袋井線 3253 善左衛門藤枝停車場線 3356

掛川停車場線 3254 佐倉御前崎港線 3357

中野諸井線 3255 足柄峠線 3365

西同笠浅羽線 3257 大東相良線 3372

原里大池線 3373 河津下田線 3404

浜松袋井線 3374 足高三枚橋線 3405

富士清水線 3380 仁杉柴怒田線 3406

島田金谷線 3381 静岡空港線 3408  
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路線名 路線番号 路線名 路線番号

小笠掛川線 3386 大須賀掛川停車場線 3409

接岨峡線 3388 仁科峠宇久須線 3410

水窪森線 3389 西天城高原線 3411

沼津小山線 3394 南信濃水窪線 3412

富士由比線 3396 磐田袋井線 3413

富士根停車場線 3397 朝霧富士宮線 3414

上稲子長貫線 3398 日坂八坂線 3415

大河内森線 3399 静岡焼津線 3416

大仁停車場線 3400 新居浜名線 3417

御殿場箱根線 3401 ＜独立専用自歩道＞

小笠山総合運動公園線 3402 静岡御前崎自転車道線 4375

磐田掛川線 3403 浜松御前崎自転車道線 4376  
 
３ 県･市町コード 

（１）県コード 

県名 コード番号

静岡県 22  

（２）市コード 

市町名 コード番号 市町名 コード番号

静岡市 1007 藤枝市 2143

浜松市 1309 御殿場市 2151

沼津市 2038 袋井市 2160

熱海市 2054 下田市 2194

三島市 2062 裾野市 2208

富士宮市 2071 湖西市 2216

伊東市 2089 伊豆市 2224

島田市 2097 御前崎市 2232

富士市 2101 菊川市 2241

磐田市 2119 伊豆の国市 2259

焼津市 2127 牧之原市 2267

掛川市 2135  

（３）町コード 

・賀茂郡 

市町名 コード番号 市町名 コード番号

東伊豆町 3018 松崎町 3051

河津町 3026 西伊豆町 3069

南伊豆町 3042  
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・田方郡 

市町名 コード番号

函南町 3255  

・駿東郡 

市町名 コード番号 市町名 コード番号

清水町 3417 小山町 3441

長泉町 3425  

・棒原町 

市町名 コード番号 市町名 コード番号

吉田町 4243 川根本町 4294  

・周智郡 

市町名 コード番号

森町 4618  

 

４ 他県コード 

（１）県コード、市町村コード 

・神奈川県 14 

山北町 3642 湯河原町 3847

市町村名 コード番号 コード番号

南足柄市 2174 箱根町 3821

市町村名

 

・山梨県 19 

市町村名 コード番号

南部町 3666

市町村名 コード番号

富士河口湖町 4301
 

・愛知県 23 

市町村名 コード番号

豊橋市 2017
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（２）路線名コード表 

・静岡市 

静岡県 静岡市

路線名称 県・市町 路線 分 県・市町 路線 分

コード 番号 割 コード 番号 割

(国）１５０号 22 0150 22 1007 0150

(国）３６２号 22 0362 22 1007 0362

(主）藤枝黒俣線 22 1032 22 1007 1032

(主）清水富士宮線 22 1075 22 1007 1075

(主）富士富士宮由比線 22 1076 22 1007 1076

(一）藤枝静岡線 22 3208 22 1007 3208

(一）静岡朝比奈藤枝線 22 3209 22 1007 3209

(一）相俣岡部線 22 3210 22 1007 3210

(一）富士由比線 22 3396 22 1007 3396

(一）静岡焼津線 22 3416 22 1007 3416

(一）静岡御前崎自転車道線 22 4375 22 1007 4375
 

・浜松市 

(一）浜松御前崎自転車道線 22 4376 22 1309 4376

22 1309 3389(一）水窪森線 22 3389

(一）浜松袋井線 22 3374 22 1309 3374

22 1309 3323(一）舘山寺弁天島線 22 3323

(一）横川磐田線 22 3283 22 1309 3283

22 1309 3263(一）春野下泉停車場線 22 3263

(一）磐田細江線 22 3261 22 1309 3261

22 1309 1063(主）藤枝天竜線 22 1063

(主）浜北袋井線 22 1061 22 1309 1061

22 1309 1058(主）袋井春野線 22 1058

(主）磐田天竜線 22 1044 22 1309 1044

22 1309 1040(主）掛川天竜線 22 1040

(国）４７３号 22 0473 22 1309 0473

22 1309 0362(国）３６２号 22 0362

(国）３０１号 22 0301 22 1309 0301

0150

(国）１５２号 22 0152 22 1309 0152

コード 番号 割

(国）１５０号 22 0150 22 1309

コード 番号 割

静岡県 浜松市

路線名称 県・市町 路線 分 県・市町 路線 分

(一）浜松御前崎自転車道線 22 4376 22 1309 4376
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・神奈川県 

2151 3401 14 3821 3163(一）御殿場箱根線 22

(一）仙石原新田線 22 2208 3337 14 3821 3136

14 3642 3129(一）山中湖小山線 22 3441 3147

(主）御殿場大井線 22 3441 1078 14 2174 1054

0135

(国）１３８号 22 2151 0138 14 3821 0138

コード 番号 割

(国）１３５号 22 2054 0135 14 3847

コード 番号 割

静岡県 神奈川県

路線名称 県・市町 路線 分 県・市町 路線 分

 
・山梨県 

割コード 番号 割 コード 番号

(主）富士宮鳴沢線 22 2071 1071 19 4301 1071

19 3666 1010(主）富士川身延線 22 3611 1010

分

(国）４６９号 22 3611 0469 19 3666 0469

路線名称 路線 分 路線県・市町県・市町

静岡県 山梨県

 

・愛知県 

23 2017

コード 番号 割

(国）４２号 22 2216 0042

コード 番号 割

0042

愛知県

路線名称 県・市町 路線 分 県・市町 路線 分

静岡県

(主）豊橋湖西線 22 2216 1003 23 2017 1003

23 2017 1004(主）豊橋大知波線 22 2216 1004

(一）太田中原線 22 2216 3334 23 2017 3401

(一）湖西東細谷線 22 2216 3173 23 2017 3173
 

 
５ 現道、旧道コード 

 

新道 3

現道 1

旧道 2

 

 
６ 上下線区分コード 

 

終点から起点方向に通行 2

起点から終点方向に通行 1
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７ 一方通行区間コード 

 

終点から起点方向に通行可能 2

起点から終点方向に通行可能 1

 
 

８ 有料、無料コード 

 

有料 2

無料 1

 
 

９ 有料道路コード 

 

（国）１５０号 新掛塚橋 　5051

（一）村櫛三方原線 浜名湖新橋 　5061

（国）１３８号 東富士五湖道路 　3089

（国）１３９号 西富士道路 　5040

（国）１３６号 伊豆中央道 　5043

修善寺道路 　5053

中部横断自動車道 （中部横断） 　－－30 　（｢－｣はスペース)

　－－10 　（｢－｣はスペース)

第二東海自動車道 （第ニ東名） 　－－20 　（｢－｣はスペース)

第一東海自動車道 （東名）

 
 

10 自歩道専用区分コード 

 ＜独立専用自歩道の場合＞ 

 

自転車専用道路 2

自転車･歩行者専用道路 1 歩行者専用道路 3

 
 

 ＜部分自歩道（ユニットが橋梁･トンネルの場合）＞ 

 

歩道＋自転車道 Ｂ

自転車歩行者道 Ｃ

歩道 Ａ

 
 

11 自動車専用区分コード（記入の際、指定の有無を確認のこと） 

 

自動車専用道路 1
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12 地形区分コード 

 

4市街地（その他） 2 山地部

市街地（ＤＩＤ） 1 平地部 3

 
 

13 元号コード 

 

明治 1 昭和 3

平成 4大正 2
 

 

14 基本分類コード 

 

道路 1 トンネル 5

橋梁 3 踏切道 7
 

 

15 箇所区分コード 

 

自治域内 1 県界 5

市町村界 3
 

 

16 区間状況コード 

未重用 1 未供用その他区間 6

重用 3 交通不能区間 8

未供用海上区間 5 渡船場 9
 

 

17 改良・未改良コード 

 

規格改良済 1 準改良 3

改良（一車線） 2 未改良 5
 

 

18 歩道種別コード 

 

歩道 1 自転車歩行者道 3

歩道＋自転車道 2 歩道等分離 4
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19 立体横断施設 

 

歩道橋（階段式） 1 地下歩道（階段式） 5

歩道橋（スロープ式） 2 地下歩道（スロープ式） 6

歩道橋（押上げ式） 3 地下歩道（押上げ式） 7
 

 

20 バス路線コード 

 

生活幹線バス路線 3

その他一般バス路線 4

上記以外でスクールバス路線 6

過疎バス路線 1

バス路線総合モデル事業対策路線 2

 

 

21 異常気象時通行規制区間 

 

連続雨量及び水位による規制区間 3

4

上記以外による規制区間 6

連続雨量による規制区間 1

連続雨量及び積雪量による規制区間 2

波高による規制区間

 

 

22 地震緊急輸送路 

 

３次 6１次 1

２次 3
 

 

23 都市計画・市街化区域 

 

商業系 2 上記以外の都市計画区域 4

工業系 3住居系 1

 
 

24 路線状況コード 

（１）側溝種類 

Ｕ型（蓋板なし） 29

Ｕ型（蓋板あり） 21 その他（Ｌ型含む） 90

レ型 10 円型 30
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（２）法面種類 

＜吹付工＞ ＜金網設置工＞

＜その他＞

＜法枠工＞

吹付法枠 Ｃ その他 F

プレキャスト法枠 Ｂ 井桁法枠 Ｅ

軽量法枠 Ａ 現場打コンクリート法枠 Ｄ

その他 8

落石防止柵工 1

厚層基材吹付工 4

客土吹付工 5

種子吹付工 3 その他 3

覆い式金網 1

モルタル吹付工 2 ポケット式金網 2

コンクリート吹付工 1

 
 

（３）安全施設設置状況 

 

駒止め等安全施設

ガードパイプ

2

1

8

ガードレール

ガードロープ

3

 
 

25 舗装関係コード 

（１）路面種別コード 

 

砂利

Ｂ

３

４

５

６

７

８

木（踏切道）

石（踏切道）

防塵
アスファルト系アスファルト
（5～10cm未満）

セメント系普通コン　

ＡＳＬ

Ｃｏ

ＡＳＨ

１

２

ＡＳＬ（Ｓ） Ｃ

ａｓ

Ｒｃ

ＡＳＨ（Ｓ）

Ａ

アスファルト系アスファルト
（10cm以上）

アスファルト系アスファルト
（5～10cm未満：溶融スラグ入り）

アスファルト系アスファルト
（10cm以上：溶融スラグ入り）

アスファルト系簡易

セメント系転圧コン
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26 交通量区分（前回交通量・今回交通量） 

 

５

６

７

（　　　〃　　　　　　　　　　　　２５０～６００　　　　　 　   台/日・１方向）

（　　　〃　　　　　　　　　　　　６００～１,０００　　　　　   台/日・１方向）

（　　　〃　　　　　　　　　　　　１,０００～２,０００　　　　  台/日・１方向）

（　　　〃　　　　　　　　　　　　２,０００～３,０００　　　　  台/日・１方向）

旧交通区分 新交通区分

Ｂ２交通

１

２

３

４

（１０年後の大型車交通量　１００未満　　　　　　   　　台/日・１方向）

Ａ　交通

Ｌ　交通

Ｃ２交通 Ｎ6

Ｎ5

Ｄ　交通 Ｎ7 （　　　〃　　　　　　　　　　　　３,０００以上　　　　　　    台/日・１方向）

（　　　〃　　　　　　　　　　　　１００以上２５０未満　　   台/日・１方向）

Ｎ1、Ｎ2、Ｎ3

Ｎ4

Ｂ１交通 Ｎ5

Ｃ１交通 Ｎ6

交通量

 

 

27 歩道形式    28 中央帯植樹施設 

 
　 （１）植樹施設

　 （２）植樹内容

あり 1

低木 2 混合 3高木 1

1

フラット 3

2セミフラット

マウントアップ

 

 

 

29 歩道等植樹施設区分 

（１）植樹施設 

帯状 3列状 1
 

 

（２）植樹内容 

高木 1 混合 3低木 2
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30 占用物件コード 

（１）電気

（２）電話 （７）光ケーブル （１１）自治体管路

（３）有線放送 （８）その他 （１２）情報ＢＯＸ

（４）上水道 （１３）共同溝

（５）下水道 （９）キャブ・ミニキャブ

（６）ガス （１０）ＣＣＢＯＸ（電線共同溝）

あり 1

あり 1

東京電力 1

ＮＴＴ 1

あり 1

あり 1

あり 1

1温泉管 1

工業用水 2

農業用水 3

中部電力 2 その他 8

1

あり 1

その他 8

あり

あり 1

あり

あり 1

 

 

＜橋梁コード＞ 
31 橋梁種別 

 

 橋　 １  高架橋 ４  桟道橋 ５
 

 

32 路面位置区分 

 

 上路橋 １ 　下路橋 ３

 中路橋 ２ 　二層橋 ４
 

 

33 上部工使用材料 

 

Ｓ Ｍ

Ｔ Ｗ

Ｋ Ｚ

Ｐ

　鋼橋（塗装）

　鋼橋（耐候性鋼材）

　ＲＣ橋

　ＰＣ橋

　石橋

　木橋

　その他
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34 上部構造形式 

 

　トラス橋

   中空床版橋 　アーチ橋

   合成床版橋 　　アーチ橋

   ボックスカルバート 　　ランガ橋

　桁橋 　　ローゼ橋

   少数I桁橋 　斜張橋

　　Ｉ桁（合成）橋 　　Ｉ桁斜張橋

   プレビーム合成桁橋 　　箱桁斜張橋

　　Ｈ桁橋 　　トラス斜張橋

　　Ｈ桁（合成）橋 　吊橋

　　箱桁橋 　　Ｉ桁吊橋

   バイプレ工法による桁橋 　　箱桁吊橋

   細幅箱桁橋 　　トラス吊橋

　　箱桁（合成）橋 　その他

　　Ｔ桁橋 　　

　　ＰＣコンポ橋　　 　（注）左詰めで記入すること。

　　バルブＴ桁橋　　

　Ｚ

　ＢＧＴ

　　Ｉ桁橋

　床版橋 　Ｂ

　Ｇ

　ＣＳ

　ＧＩ

　ＬＯ

　Ｔ

　Ａ

　Ａ

　Ｌ

　Ｒ

　ＢＫ

　ＳＧＩ

　ＣＢ

　ラーメン橋

　ＨＳ

　ＧＴ

　ＢＰ

　ＰＣＢ

　ＣＳＩ

ＣＳＢ

ＣＳＴ

　ＳＵ

　ＧＢ

　ＣＧＢ

　ＣＧＩ

ＳＵＩ

ＳＵＢ

ＳＵＴ

　ＰＢ

　ＴＧＢ

　ＧＨ

　ＣＧＨ

 
 

35 床版材料 

 

　鋼系 Ｓ 　合成床版 Ｃ

　ＲＣ系 Ｋ 　その他 Ｚ

　ＰＣ系 Ｐ
 

 

36 下部工基礎 

 

　直接基礎 １ 木杭 ８

　オープンケーソン ２ 鋼管ソイルセメント杭 Ｋ

　ニューマチックケーソン ３ ＰＨＣ杭 Ｐ

　場所打抗（深礎含む） ４ ＳＣ杭 Ｓ

既成鋼杭  ５ 回転圧入鋼管杭 Ｒ

既成ＲＣ杭 ６ その他（不明） Ｚ

既成ＰＣ杭 ７
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37 下部構造 

 

1 Ｗ

２ Ｃ

３ Ｅ

４ Ｋ

５ Ｒ

６ Ｔ

７ Ｉ

８ Ｚ

　＜橋台＞ 　＜橋脚＞

重力式橋台 壁式橋脚

半重力式橋台 小判型橋脚

逆Ｔ式橋台 円柱橋脚

控え壁式橋台 角柱橋脚

ラーメン橋台 ラーメン橋脚

不明 その他

中抜き橋台 Ｔ型橋脚

その他 Ｉ型橋脚
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38 適用示方書類 

橋脚補強適用基準では、407、408、414を使用する。407は、橋脚補強適用基準でのみ使用する。 

木橋または大正１５年以前の架設橋

大正１５年示方書（１等橋　１２ｔ　２等橋　８ｔ　３等橋　６ｔ）

昭和１４年　〃　（　〃　　１３ｔ　　〃　　９ｔ）

昭和３１年　〃　（　〃　　２０ｔ　　〃　　１４ｔ）

昭和３９年　〃　（　〃　　２０ｔ　　〃　　１４ｔ）

同上及び昭和４２年９月９日道路局長通達

　「鋼道路橋の一方向鉄筋コンクリートの床版の

　　　　　　　　　　　配力鉄筋の設計について」（１等橋、２等橋）

昭和４７年示方書（１等橋、２等橋）

同上及び昭和４８年４月２５日都市局長道路局長通達

　「特定の路線にかかる橋、高架の道路等の技術基礎について」（１等橋、２等橋）

昭和５３年示方書　　　Ⅲ　　コンクリート橋編

昭和５５年示方書　　　Ⅰ　　共通編

　　　　　　　　　　　Ⅱ　　鋼橋編

　　　　　　　　　　　Ⅳ　　下部構造編

　　　　　　　　　　　Ⅴ　　耐震設計編

平成２年示方書　　　　Ⅰ　　共通編

　　　　　　　　　　　Ⅱ　　鋼橋編

　　　　　　　　　　　Ⅲ　　コンクリート橋編

　　　　　　　　　　　Ⅳ　　下部構造編

　　　　　　　　　　　Ⅴ　　耐震設計編

平成６年示方書　　　　Ⅰ　　共通編

　　　　　　　　　　　Ⅱ　　鋼橋編

　　　　　　　　　　　Ⅲ　　コンクリート橋編

　　　　　　　　　　　Ⅳ　　下部構造編

平成７年  「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」

平成８年示方書　　　　Ⅰ　　共通編

　　　　　　　　　　　Ⅱ　　鋼橋編

　　　　　　　　　　　Ⅲ　　コンクリート橋編

　　　　　　　　　　　Ⅳ　　下部構造編

　　　　　　　　　　　Ⅴ　　耐震設計編

平成１４年示方書　　　Ⅰ　　共通編

　　　　　　　　　　　Ⅱ　　鋼橋編

　　　　　　　　　　　Ⅲ　　コンクリート橋編

　　　　　　　　　　　Ⅳ　　下部構造編

　　　　　　　　　　　Ⅴ　　耐震設計編

３４２

３５５

３５３

３３９

３４７

３４８

３３１

９９９

２１５

３１４

４１４

４０６

４０８

４０２

４０７
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39 橋格 

 

　１等橋 １ 　３等橋 ３

　２等橋 ２ 　なし（側道橋等） ８

　Ｂ活荷重 １ 　Ａ活荷重 ２
 

 

40 現況 

 

　自動車交通不能 １ 　通行制限なし ３

　通行制限あり ２
 

 

41 通行制限内容 

 

　幅員 １ 　重量 ２ 　その他 ３
 

 

42 検査路 

 

　あり １
 

 

43 他域データ 

 

　静岡県 ２２ 　神奈川県１４ 　山梨県 １９

　長野県 ２０ 　愛知県 ２３
 

 

44 属性 

（１）河川名コード 

「公共事業等施工管理システムコード表（静岡県交通基盤部発行）」のコードによる。 

（57 河川名コード参照） 
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（２）鉄道事業者等コード 

 

　＜（ア）鉄道事業者名＞

　東日本旅客鉄道（株）

　東海旅客鉄道（株）

　日本貨物鉄道（株）

　天竜浜名湖鉄道（株） 　天竜浜名湖線

　伊豆急行（株）

　大井川鉄道（株）

　岳南鉄道（株）

　静岡鉄道（株）

　遠州鉄道（株）

　伊豆箱根鉄道（株）

　日本通運（株）

　日産自動車（株）

　日本軽金属（株）

　本州製紙（株）

　王子製紙（株）

３０５ 　駿豆線 ００２

　
専
用
鉄
道

４０９

６５０

６５１

６６３

６０３

３５６ 　静岡清水線 ００１

４０９ 　鉄道線 ００１

００１ 　井川線 ００２

３２３

３０６

３１３ 　大井川本線

１７０ 　貨物支線 ９９０

４４７ ００１

０１４

　御殿場線 ００９ 　身延線 ０１１

１３０ 　東海道本線 ００１ 　飯田線

　＜（イ）鉄道線名＞

１２０ 　東海道本線 ００１ 　伊東線 ０１０

 

 

45 維持管理関係（P.4-8 種類・舗装年はセットで入力すること。） 

（１）塗装種類 

 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｋ

Ｔ　耐侯性鋼材

　Ａ塗装系（一般の環境で使用される）

　Ｂ塗装系（やや厳しい環境の箇所で使用される）

　Ｃ塗装系（潮風が強く、飛来塩分の影響を強く受ける環境で使用される）

　金属被膜（メッキ・溶射・グラッド）

 
 

46 耐震対策  

（１）落橋防止  

ア　橋座拡幅 ウ　落橋防止構造

　あり １ 　あり １

イ　変位制限構造 エ　その他

　あり １ 　あり １
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（２）橋脚巻立材料 

 

Ｒ Ｐ

Ｓ Ｚ

Ｃ繊維

ＲＣ ポリマーセメント

鋼板 その他

 

 

＜トンネルコード＞ 
47 トンネル分類 

 

１ ４

２ ５

３ ６

７

　陸上トンネル 掘進工法 　水底トンネル 掘進工法

開削工法 沈埋工法

　その他 開削工法

　その他
 

 

48 壁面区分 

 

１ ４

２ ５

３ ６

７

内装なし 　素掘 内装あり 　ブロック張り工法

　その他

　吹付 　パネル張り工法

　覆工 　タイル張り工法

 

 

49 現況 

 

　自動車交通不能 １ 　通行制限なし ３

　通行制限あり ２
 

 

50 内部施設 

（１）照明施設 

 

　照明施設なし １

　照明施設あり

　ナトリウム灯 ２ 　その他 ５

　蛍光灯 ３ 　上記各種併用 ６

　水銀灯 ４
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（２）換気施設 

 

　機械換気施設なし １ 　機械換気　半横流式 ５

　機械換気　縦流式　（噴流式） ２ 　　〃　　　横流式 ６

　　　〃　　　〃　　（立杭式） ３ 　　〃　　　その他 ７

　　　〃　　　〃　　（その他） ４
 

 

（３）通報装置 

ア　非常電話 イ　押しボタン式通報装置 ウ　火災感知器（自動通報装置）

　あり 1 　あり 1 　あり 1
 

 

（４）非常警報装置 

ア　警報表示板 イ　点滅灯（警告灯） ウ　音信号発生機

　あり 1 　あり 1 　あり 1
 

 

（５）消火設備 

ア　消火器 イ　消火詮

　あり 1 　あり 1
 

 

（６）その他設備 

ア　水噴霧装置

　自動 １ 　手動他 ２

イ　誘導表示板 カ　給水栓 コ　監視装置

　あり 1 　あり 1 　あり 1

ウ　排煙設備 キ　無線通信補助施設 サ　トラフィックカウンター

　あり 1 　あり 1 　あり 1

エ　避難通路 ク　ラジオ再放送設備 シ　簡易Ｃｏ濃度計

　あり 1 　あり 1 　あり 1

オ　非常用電源設備 ケ　拡声装置 ス　Ｃｏ濃度計

　あり 1 　あり 1 　あり 1
 

 5-21



51 トンネル等級区分 

 

トンネル等級Ｄ

　　〃　　　Ｃ

　　〃　　　Ｂ 　（注）左詰めで記入すること。

　　〃　　　Ａ

　　〃　　　ＡＡ ＡＡ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

 
 

＜踏切道コード＞ 
52 単複線区分 

 

２単線 １ 単線以外
 

 

53 踏切道種別 

 

第一種踏切道 １

第二種踏切道

第三種踏切道

第四種踏切道２

３

４
 

 

54 歩道等施設 

 

　押上げ式

　歩道のみ平面交差

１

２

３

４

５

９

　横断歩道橋

　歩・車道区分なし

　歩・車道区分あり

　平面交差で歩車道分離

　立体交差で歩車道分離

　階段式 地下歩道 　階段式

　スロープ式　スロープ式

　押上げ式

６

７

８

 

 

55 対道路幅員差 

（１）プラス・マイナス 

 

　－（マイナス）

＋

－

　＋（プラス） 　±（プラス・マイナスゼロ） スペース
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56 見とおし距離 

 

３００ｍ未満

３００ｍ以上

５

６

７

１００ｍ未満

１５０ｍ未満

２００ｍ未満

１

２

３

４

５０ｍ未満 ２５０ｍ未満

 

 
57 河川名コード 
（１）一級河川 

路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
228503131001 一級河川赤石沢川 イッキュウカセンアカイシザワガワ
228503131101 一級河川井川聖沢川 イキュウカセンイカワヒジリザワガワ
228503133001 一級河川奥西河内川 イッキュウカセンオクニシコウチガワ
228308110000 一級河川麓川 イッキュウカセンフモトガワ
228308000000 富士川水系 フジカワスイケイ
228308001000 一級河川富士川 イッキュウカセンフジカワ
228308101001 一級河川小池川 イッキュウカセンコイケカワ
228308103001 一級河川吉津川 イッキュウカセンヨシヅガワ
228308105001 一級河川血流川 イッキュウカセンチボガワ
228308107001 一級河川中河原川 イッキュウカセンナカカワハラガワ
228308109001 一級河川有無瀬川 イッキュウカセンウムセガワ
228308110001 一級河川芝川 イッキュウカセンシバカワ
228308110101 一級河川猫沢川 イッキュウカセンネコザワガワ
228308110102 一級河川柚野布沢川 イッキュウカセンユノヌノザワガワ
228308110103 一級河川大倉川 イッキュウカセンオオクラガワ
228308110104 一級河川潤井川 イッキュウカセンウルイガワ
228308110105 一級河川凡夫川 イッキュウカセンボンプガワ
228308110106 一級河川砂沢川 イッキュウカセンスナザワガワ
228308110107 一級河川弓沢川 イッキュウカセンユミザワガワ
228308110108 一級河川久遠寺川 イッキュウカセンクオンジガワ
228308110109 一級河川神田川 イッキュウカセンカンダガワ
228308110110 一級河川風祭川 イッキュウカセンカザマツリガワ
228308110111 一級河川足取川 イッキュウカセンアシドリガワ
228308110112 一級河川沼川 イッキュウカセンヌマガワ
228308110113 一級河川田子江川 イッキュウカセンタゴエガワ
228308110114 一級河川小潤井川 イッキュウカセンコウルイガワ
228308110115 一級河川伝法沢川 イッキュウカセンデンポウサワガワ
228308110116 一級河川和田川 イッキュウカセンワダガワ
228308110117 一級河川滝川 イッキュウカセンタキガワ
228308110118 一級河川赤淵川 イッキュウカセンアカブチガワ
228308110119 一級河川須津川 イッキュウカセンスドガワ
228308110120 一級河川江尾江川 イッキュウカセンエノオエガワ
228308110121 一級河川春山川 イッキュウカセンハルヤマガワ
228308110122 一級河川駒瀬川 イッキュウカセンコマセガワ
228308110123 一級河川沼津大沢川 イッキュウカセンヌマヅオオサワガワ
228308110124 一級河川高橋川 イッキュウカセンタカハシガワ
228308110125 一級河川猪の窪川 イッキュウカセンイノクボガワ
228308110126 一級河川五斗目木川 イッキュウカセンゴトメキガワ
228308110127 一級河川中沢川 イッキュウカセンナカザワガワ
228308110128 一級河川大沢川 イッキュウカセンオオサワガワ  
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228308110701 一級河川原川 イッキュウカセンハラカワ
228308110702 一級河川大堰川 イッキュウカセンオオゼキガワ
228308110712 一級河川星山放水路 イッキュウカセンホシヤマホウスイロ
228308110713 一級河川田宿川 イッキュウカセンタジュクガワ
228308110715 一級河川昭和放水路 イッキュウカセンショウワホウスイロ
228308110716 一級河川沼川第２放水路 イッキュウカセンヌマカワダイニホウスイ
228308110717 一級河川半野川 イッキュウカセンハンノガワ
228308110718 一級河川富士早川 イッキュウカセンフジハヤカワ
228308111001 一級河川稲瀬川 イッキュウカセンイナセガワ
228308111101 一級河川内房境川 イッキュウカセンウツブササカイガワ
228308111102 一級河川廻沢川 イッキュウカセンメグリサワガワ
228308111103 一級河川山口川 イッキュウカセンヤマグチガワ
228308111104 一級河川入川 イッキュウカセンイリカワ
228308112001 一級河川稲子川 イナコガワ
228501000000 狩野川水系 カノガワスイケイ
228501001000 一級河川狩野川 イッキュウカセンカノガワ
228501101001 一級河川観音川 イッキュウカセンカンノンガワ
228501102001 一級河川沼津江川 イッキュウカセンヌマヅエガワ
228501103001 一級河川浪人川 イッキュウカセンロウニンガワ
228501103701 一級河川渡戸川放水路 イッキュウカセンワタドガワホウスイロ
228501105001 一級河川黄瀬川 イッキュウカセンキセガワ
228501105101 一級河川雨降川 イッキュウカセンアメフリガワ
228501105102 一級河川桃沢川 イッキュウカセンモモザワガワ
228501105103 一級河川谷津川 イッキュウカセンヤトガワ
228501105104 一級河川梅の木沢川 イッキュウカセンウメノキザワガワ
228501105105 一級河川佐野川 イッキュウカセンサノガワ
228504113001 一級河川稲荷部川 イッキュウカセンイナカベガワ
228504115001 一級河川上小笠川 イッキュウカセンカミオガサガワ
228504115101 一級河川栗原川 イッキュウカセンクリハラガワ
228504115102 一級河川五百済川 イッキュウカセンイオズミガワ
228504117001 一級河川西方川 イッキュウカセンニシカタガワ
228504118001 一級河川小出川 イッキュウカセンコイデガワ
228504120001 一級河川沢水加川 イッキュウカセンサバカガワ
228504121001 一級河川富田川 イッキュウカセントミタガワ
228505000000 天竜川水系 テンリュウガワスイケイ
228505001000 一級河川天竜川 イッキュウカセンテンリュウガワ
228505101001 一級河川安間川 イッキュウカセンアンマガワ
228505102001 一級河川一雲済川 イッキュウカセンイチウンサイガワ
228505102101 一級河川上野部川 イッキュウカセンカミノベガワ
228505104001 一級河川二俣川 イッキュウカセンフタマタガワ
228505104101 一級河川阿蔵川 イッキュウカセンアクラガワ
228505104102 一級河川百古里川 イッキュウカセンスガリガワ
228505105001 一級河川阿多古川 イッキュウカセンアタゴガワ
228505105101 一級河川長石川 イッキュウカセンナガシガワ
228505105102 一級河川西阿多古川 イッキュウカセンニシアタゴガワ
228505105103 一級河川竹の平川 イッキュウカセンタケノタイラガワ
228505107001 一級河川米沢川 イッキュウカセンミナサワガワ
228505108001 一級河川天竜河内川 イッキュウカセンテンリュウコウチガワ
228505109001 一級河川谷沢川 イッキュウカセンヤザワガワ
228505111001 一級河川横山川 イッキュウカセンヨコヤマガワ
228505112001 一級河川気田川 イッキュウカセンケタガワ
228505112101 一級河川中山川 イッキュウカセンナカヤマガワ  
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228505112102 一級河川不動川 イッキュウカセンフドウガワ
228505112103 一級河川熊切川 イッキュウカセンクマキリガワ
228505112104 一級河川杉川 イッキュウカセンスギガワ
228505112105 一級河川石切川 イッキュウカセンイシキリガワ
228505112106 一級河川灰縄沢川 イッキュウカセンハイナワザワ
228505112107 一級河川大島谷 イッキュウカセンオオシマダニ
228505112108 一級河川瀬戸の沢 イッキュウカセンセトノサワ
228505114001 一級河川平沢川 イッキュウカセンヒラサワガワ
228505115001 一級河川西川 イッキュウカセンサイガワ
228505116001 一級河川水窪川 イッキュウカセンミサクボガワ
228505116101 一級河川福沢川 イッキュウカセンフクザワガワ
228505116102 一級河川相月川 イッキュウカセンアイズキガワ
228505116103 一級河川河内沢川 イッキュウカセンコウチザワガワ
228505116104 一級河川水窪河内川 イッキュウカセンミサクボコウチガワ
228505116105 一級河川釜ノ沢川 イッキュウカセンカマノサワガワ
228505116106 一級河川後河内川 イッキュウカセンウシロコウチガワ
228505116107 一級河川翁川 イッキュウカセンオキナガワ
228505116108 一級河川灰の沢川 イッキュウカセンハイノサワガワ
228505116109 一級河川戸中川 イッキュウカセントチュウガワ
228505116110 一級河川草木川 イッキュウカセンクサキガワ
228505118001 一級河川河内川 イッキュウカセンコウチガワ
228505119001 一級河川大千瀬川 イッキュウカセンオオチセガワ
228505119101 一級河川川内川 イッキュウカセンコウチガワ
228505119102 一級河川地八川 イッキュウカセンチハチガワ
228505119103 一級河川相川 イッキュウカセンアイカワ
228505120001 一級河川阿蔵川放水路 イッキュウカセンアクラガワホウスイロ
228501105107 一級河川金沢川 イッキュウカセンカネザワガワ
228501105108 一級河川用沢川 イッキュウカセンヨウザワガワ
228501105109 一級河川又沢川 イッキュウカセンマタザワガワ
228501105110 一級河川下和田川 イッキュウカセンシモワダガワ
228501105111 一級河川深良川 イッキュウカセンフカラガワ
228501105112 一級河川久保川 イッキュウカセンクボカワ
228501105113 一級河川西川 イッキュウカセンニシカワ
228501107001 一級河川柿田川 イッキュウカセンカキタガワ
228501109001 一級河川境川 イッキュウカセンサカイガワ
228501111001 一級河川大場川 イッキュウカセンダイバガワ
228501111101 一級河川函南観音川 イッキュウカセンカンナミカンノンガワ
228501111102 一級河川御殿川 イッキュウカセンゴテンガワ
228501111103 一級河川夏梅木川 イッキュウカセンナツメキガワ
228501111104 一級河川三島山田川 イッキュウカセンミシマヤマダガワ
228501111105 一級河川沢地川 イッキュウカセンサワジガワ
228501111106 一級河川徳倉宮川 イッキュウカセントクラミヤカワ
228501111107 一級河川泉川 イッキュウカセンイズミカワ
228501113001 一級河川来光川 イッキュウカセンライコウガワ
228501113101 一級河川柿沢川 イッキュウカセンカキサワガワ
228501113102 一級河川堂川 イッキュウカセンドウガワ
228501113103 一級河川函南冷川 イッキュウカセンカンナミヒエカワ
228501117001 一級河川宗光寺川 イッキュウカセンソウコウジガワ
228501118001 一級河川戸沢川 イッキュウカセントザワガワ
228501118101 一級河川長瀬川 イッキュウカセンナガセガワ
228501119001 一級河川深沢川 イッキュウカセンフカザワガワ
228501120001 一級河川山田川 イッキュウカセンヤマダガワ  
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228501120101 一級河川小山田川 イッキュウカセンオヤマダガワ
228501123001 一級河川古川 イッキュウカセンコカワ
228501124001 一級河川修善寺川 イッキュウカセンシュゼンジガワ
228501124101 一級河川神戸川 イッキュウカセンゴウドガワ
228501124102 一級河川湯舟川 イッキュウカセンユブネガワ
228501125001 一級河川大見川 イッキュウカセンオオミガワ
228501125102 一級河川大見西川 イッキュウカセンオオミニシカワ
228501125103 一級河川中伊豆山田川 イッキュウカセンナカイズヤマダガワ
228501125104 一級河川城川 イッキュウカセンジョウカワ
228501125105 一級河川梅木川 イッキュウカセンウメギガワ
228501125107 一級河川徳永川 イッキュウカセントクナガガワ
228501125108 一級河川木橋川 イッキュウカセンキバシガワ
228501125109 一級河川京入道川 イッキュウカセンキョウニュウドウガワ
228501125110 一級河川冷小川 イッキュウカセンヒヤッコガワ
228501125112 一級河川地蔵堂川 イッキュウカセンジゾウドウカワ
228501125113 一級河川原保川 イッキュウカセンワラボガワ
228501126001 一級河川修善寺深沢川 イッキュウカセンシュゼンジフカザワ
228501128001 一級河川柿木川 イッキュウカセンカキギガワ
228501129001 一級河川嵩田川 イッキュウカセンタケダガワ
228501131001 一級河川下り沢川 イッキュウカセンクダリサワガワ
228501132001 一級河川船原川 イッキュウカセンフナバラガワ
228501132101 一級河川数沢川 イッキュウカセンカズサワガワ
228501133001 一級河川田沢川 イッキュウカセンタザワガワ
228501134001 一級河川吉奈川 イッキュウカセンヨシナガワ
228501135001 一級河川入洞川 イッキュウカセンイリボラガワ
228501137001 一級河川長野川 イッキュウカセンナガノガワ
228501138001 一級河川持越川 イッキュウカセンモチコシガワ
228501138101 一級河川猫越川 イッキュウカセンネッコガワ
228501139001 一級河川洞川 イッキュウカセンドウカワ
228501402001 一級河川狩野川放水路 イッキュウカセンカノガワホウスイロ
228501402101 一級河川江間川 イッキュウカセンエマガワ
228502000000 安倍川水系 アベカワスイケイ
228502001000 一級河川安倍川 イッキュウカセンアベカワ
228502101001 一級河川丸子川 イッキュウカセンマリコガワ
228502101101 一級河川小豆川 イッキュウカセンショウズガワ
228502103001 一級河川藁科川 イッキュウカセンワラシナガワ
228502103101 一級河川大門川 イッキュウカセンダイモンガワ
228502103102 一級河川久住谷川 イッキュウカセンクズミヤガワ
228502103103 一級河川飯間谷川 イッキュウカセンハンマヤガワ
228502103104 一級河川新間谷川 イッキュウカセンシンマヤガワ
228502103105 一級河川小瀬戸谷川 イッキュウカセンコセトヤガワ
228502103106 一級河川板谷島沢川 イッキュウカセンイタヤジマザワガワ
228502103107 一級河川水見色川 イッキュウカセンミズミイロガワ
228502103108 一級河川保ケ沢川 イッキュウカセンホゲサワガワ
228502103109 一級河川荒沢川 イッキュウカセンアラサワガワ
228502103110 一級河川黒俣川 イッキュウカセンクロマタガワ
228502103111 一級河川氷川 イッキュウカセンコオリガワ
228502103112 一級河川坂本川 イッキュウカセンサカモトガワ
228502103113 一級河川杉尾川 イッキュウカセンスギオガワ
228502103114 一級河川諸子沢川 イッキュウカセンモロコザワガワ
228502105001 一級河川内牧川 イッキュウカセンウチマキガワ
228502107001 一級河川足久保川 イッキュウカセンアシクボガワ  

 

 5-26



路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
228502107101 一級河川八十岡川 イッキュウカセンヤソオカガワ
228502107102 一級河川相沢川 イッキュウカセンアイサワガワ
228502109001 一級河川油山川 イッキュウカセンユヤマガワ
228502110001 一級河川浅間沢川 イッキュウカセンセンゲンザワガワ
228502112001 一級河川安倍大沢川 イッキュウカセンアベオオサワガワ
228502113001 一級河川安倍中河内川 イッキュウカセンアベナカゴウチガワ
228502113101 一級河川西河内川 イッキュウカセンニシゴウチガワ
228502113102 一級河川玉川大沢川 イッキュウカセンタマガワオオサワガワ
228502113103 一級河川仙俣川 イッキュウカセンセンマタガワ
228502114001 一級河川八重沢川 イッキュウカセンヤエザワガワ
228501105106 一級河川裾野大久保川 イッキュウカセンスソノオオクボガワ
228502116001 一級河川聖沢川 イッキュウカセンヒジリザワガワ
228502118001 一級河川関の沢川 イッキュウカセンセキノサワガワ
228502119001 一級河川三郷川 イッキュウカセンミサトガワ
228502120001 一級河川秋山川 イッキュウカセンアキヤマガワ
228502121001 一級河川コンヤ川 イッキュウカセンコンヤガワ
228502123001 一級河川安倍大谷川 イッキュウカセンアベオオヤガワ
228503000000 大井川水系 オオイガワスイケイ
228503001000 一級河川大井川 イッキュウカセンオオイガワ
228503102001 一級河川大津谷川 イッキュウカセンオオツヤガワ
228503102101 一級河川伊太谷川 イッキュウカセンイタヤガワ
228503102102 一級河川尾川 イッキュウカセンオガワ
228503103001 一級河川大代川 イッキュウカセンオオジロガワ
228503103101 一級河川新堀川 イッキュウカセンシンボリガワ
228503103102 一級河川清水川 イッキュウカセンシミズガワ
228503103103 一級河川童子沢川 イッキュウカセンワッパサワガワ
228503104001 一級河川相賀谷川 イッキュウカセンオオカヤガワ
228503106001 一級河川伊久美川 イッキュウカセンイクミガワ
228503106101 一級河川大久保川 イッキュウカセンオオクボガワ
228503107001 一級河川福用川 イッキュウカセンフクヨウガワ
228503109001 一級河川白光川 イッキュウカセンハッコウガワ
228503110001 一級河川身成川 イッキュウカセンミナリガワ
228503111001 一級河川家山川 イッキュウカセンイエヤマガワ
228503111101 一級河川切山川 イッキュウカセンキリヤマガワ
228503112001 一級河川笹間川 イッキュウカセンササマガワ
228503113001 一級河川川根境川 イッキュウカセンカワネサカイガワ
228503114001 一級河川下泉河内川 イッキュウカセンシモイズミコウチガワ
228503117001 一級河川川根長尾川 イッキュウカセンカワネナガオガワ
228503119001 一級河川水川川 イッキュウカセンミズカワガワ
228503121001 一級河川榛原川 イッキュウカセンハイバラガワ
228503122001 一級河川小長井河内川 イッキュウカセンコナガイコウチガワ
228503123101 一級河川横沢川 イッキュウカセンヨコサワガワ
228503123102 一級河川栗代川 イッキュウカセンクリシロガワ
228503123103 一級河川大間川 イッキュウカセンオオマガワ
228503123104 一級河川湯沢 イッキュウカセンユザワ
228503123105 一級河川奥湯沢 イッキュウカセンオクユザワ
228503125001 一級河川関の沢川 イッキュウカセンセキノサワガワ
228503127001 一級河川井川西山沢川 イッキュウカセンイカワニシヤマサワガワ
228503128001 一級河川東河内川 イッキュウカセンヒガシゴウチガワ
228503129001 一級河川明神川 イッキュウカセンミョウジンガワ
228503135001 一級河川西俣川 イッキュウカセンニシマタガワ
228504000000 菊川水系 キクガワスイケイ  
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路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
228504001000 一級河川菊川 イッキュウカセンキクガワ
228504103001 一級河川新田川 イッキュウカセンシンデンガワ
228504105001 一級河川与惣川 イッキュウカセンヨソウガワ
228504106001 一級河川牛淵川 イッキュウカセンウシブチガワ
228504106101 一級河川小笠高橋川 イッキュウカセンオガサタカハシガワ
228504106103 一級河川丹野川 イッキュウカセンタンノガワ
228504106104 一級河川古谷川 イッキュウカセンフルヤガワ
228504106105 一級河川内谷川 イッキュウカセンウチヤガワ
228504106106 一級河川黒沢川 イッキュウカセンクロサワガワ
228504107101 一級河川畑ケ谷川 イッキュウカセンハタガヤガワ
228504107102 一級河川谷本川 イッキュウカセンヤモトガワ
228504109001 一級河川亀惣川 イッキュウカセンカメソウガワ
228504111001 一級河川佐束川 イッキュウカセンサヅカガワ
228504111101 一級河川小貫川 イッキュウカセンオヌキガワ
228506800000 次世代土木総合防災情報システム ジセダイドボクソウゴウボウサイジョウホウ
228501111108 一級河川入田川 イッキュウカセンイリタガワ
228501115001 一級河川韮山古川 イッキュウカセンニラヤマフルカワ
228501121001 一級河川野尻川 イッキュウカセンノジリガワ
228501125101 一級河川年川 イッキュウカセントシガワ
228501125106 一級河川冷川 イッキュウカセンヒエカワ
228501125111 一級河川菅引川 イッキュウカセンスゲヒキガワ
228501128101 一級河川奥山川 イッキュウカセンオクヤマガワ
228503115001 一級河川中津川 イッキュウカセンナカツガワ
228503123001 一級河川寸又川 イッキュウカセンスマタガワ
228503123106 一級河川平野沢 イッキュウカセンヒラノザワ
228504102001 一級河川高松川 イッキュウカセンタカマツガワ
228504106102 一級河川江川 イッキュウカセンエガワ
228504107001 一級河川下小笠川 イッキュウカセンシモオガサガワ  

 

（２）二級河川 

路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
225157001000 二級河川殿谷川 ニキュウカセントノヤガワ
225159000000 浜川水系 ハマガワスイケイ
225160000000 小坂川水系 オサカガワスイケイ
225160001000 二級河川小坂川 ニキュウカセンオサカガワ
225161000000 瀬戸川水系 セトガワスイケイ
225161001000 二級河川瀬戸川 ニキュウカセンセトガワ
225161102001 二級河川朝比奈川 ニキュウカセンアサヒナガワ
225161102102 二級河川市場川 ニキュウカセンイチンバガワ
225161102103 二級河川吐呂川 ニキュウカセントロガワ
225161102104 二級河川岡部川 ニキュウカセンオカベガワ
225161102105 二級河川谷川川 ニキュウカセンヤガワガワ
225161102106 二級河川野田沢川 ニキュウカセンノタザワガワ
225161102108 二級河川山中沢川 ニキュウカセンヤマナカザワ
225161102109 二級河川ユキ沢 ニキュウカセンユキザワ
225161102114 二級河川瀬戸川（岡部川工区） ニキュウカセンセトガワ(オカベガワ
225161103001 二級河川石脇川 ニキュウカセンイシワキガワ
225161104001 二級河川梅田川 ニキュウカセンウメダガワ
225161107001 二級河川谷稲葉川 ニキュウカセンヤイナバガワ
225161109001 二級河川滝沢川 ニキュウカセンタキサワガワ
225161109101 二級河川滝之谷川 ニキュウカセンタキノヤガワ  
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路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
225162000000 小石川水系 コイシカワスイケイ
225162001000 二級河川小石川 ニキュウカセンコイシカワ
225163000000 栃山川水系 トチヤマガワスイケイ
225163101001 二級河川成案寺川 ニキュウカセンジョウアンジガワ
225163102001 二級河川東光寺谷川 ニキュウカセントウコウジヤガワ
225163402001 二級河川木屋川 ニキュウカセンキヤガワ
225163402101 二級河川黒石川 ニキュウカセンクロイシカワ
225164000000 志太田中川水系 シダタナカガワスイケイ
225164001000 二級河川志太田中川 ニキュウカセンシダタナカガワ
225164101001 二級河川泉川 ニキュウカセンイズミガワ
225165000000 湯日川水系 ユイガワスイケイ
225165001000 二級河川湯日川 ニキュウカセンユイガワ
225166000000 坂口谷川水系 サグチヤガワスイケイ
225166001000 二級河川坂口谷川 ニキュウカセンサグチヤガワ
225167000000 勝間田川水系 カツマタガワスイケイ
225167001000 二級河川勝間田川 ニキュウカセンカツマタガワ
225167101001 二級河川朝生川 ニキュウカセンアソウガワ
225167103001 二級河川三栗川 ニキュウカセンミクリガワ
225168000000 萩間川水系 ハギマガワスイケイ
225168001000 二級河川萩間川 ニキュウカセンハギマガワ
225168101001 二級河川菅ケ谷川 ニキュウカセンスゲガヤガワ
225168102001 二級河川白井川 ニキュウカセンシライガワ
225168103001 二級河川部ケ谷川 ニキュウカセンヘガヤガワ
225169000000 須々木川水系 ススキガワスイケイ
225169001000 二級河川須々木川 ニキュウカセンススキガワ
225170000000 東沢川水系 トウザワガワスイケイ
225170001000 二級河川東沢川 ニキュウカセントウザワガワ
225171000000 中西川水系 ナカニシガワスイケイ
225171001000 二級河川中西川 ニキュウカセンナカニシガワ
225172000000 筬川水系 オサガワスイケイ
225172001000 二級河川筬川 ニキュウカセンオサガワ
225172102001 二級河川新溝川 ニキュウカセンニイミゾガワ
225172103001 二級河川会下ノ谷川 ニキュウカセンエゲノヤガワ
225173000000 新野川水系 ニイノガワスイケイ
225173001000 二級河川新野川 ニキュウカセンニイノガワ
225173102001 二級河川浜岡朝比奈川 ニキュウカセンハマオカアサヒナガワ
225173102101 二級河川横舟川 ニキュウカセンヨコブネガワ
225173103001 二級河川門屋川 ニキュウカセンカドヤガワ
225173104001 二級河川篠ケ谷川 ニキュウカセンシノガヤガワ
225174000000 竜今寺川水系 リュウコンジガワスイケイ
225174001000 二級河川竜今寺川 ニキュウカセンリュウコンジガワ
225175000000 東大谷川水系 ヒガシオオヤガワスイケイ
225175001000 二級河川東大谷川 ニキュウカセンヒガシオオヤガワ
225175102001 二級河川深田川 ニキュウカセンフカダガワ
225176000000 弁財天川水系 ベザイテンガワスイケイ
225176001000 二級河川弁財天川 ニキュウカセンベザイテンガワ
225176102001 二級河川坊主淵川 ニキュウカセンボウズブチガワ
225176104001 二級河川西大谷川 ニキュウカセンニシオオヤガワ
225176104101 二級河川小川 ニキュウカセンチイガワ
225176106001 二級河川下紙川 ニキュウカセンゲシガワ
225176108001 二級河川大須賀新川 ニキュウカセンオオスカシンガワ
225176110001 二級河川三沢川 ニキュウカセンミサワガワ  

 

 5-29



路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
225176110101 二級河川近江ケ谷川 ニキュウカセンオウミガヤガワ
225177000000 太田川水系 オオタガワスイケイ
225177001000 二級河川太田川 ニキュウカセンオオタガワ
225177001010 太田川ダム オオタガワダム
225177103001 二級河川ぼう僧川 ニキュウカセンボウソウガワ
225177103101 二級河川今ノ浦川 ニキュウカセンイマノウラカワ
225177103102 二級河川古川 ニキュウカセンフルカワ
225177103103 二級河川倉西川 ニキュウカセンクラニシカワ
225177103104 二級河川磐田久保川 ニキュウカセンイワタクボガワ
225177103105 二級河川半ノ池川 ニキュウカセンハンノイケガワ
225177103106 二級河川安久路川 ニキュウカセンアクロガワ
225177103107 二級河川旧ぼう僧川 ニキュウカセンボウソウガワ
225177103108 二級河川祝川 ニキュウカセンイワイガワ
225177103109 二級河川磐田田中川 ニキュウカセンイワタタナカガワ
225177104001 二級河川原野谷川 ニキュウカセンハラノヤガワ
225177104101 二級河川蟹田川 ニキュウカセンカニタガワ
225177104102 二級河川小笠沢川 ニキュウカセンオガサザワガワ
225177104103 二級河川法多沢川 ニキュウカセンハッタザワガワ
225177104104 二級河川宇刈川 ニキュウカセンウガリガワ
225177104105 二級河川沖之川 ニキュウカセンオキノガワ
225177104106 二級河川逆川 ニキュウカセンサカガワ
225031202102 二級河川小山湯舟川 ニキュウカセンオヤマユブネガワ
225031204001 二級河川須川 ニキュウカセンスガワ
225031204101 二級河川上野川 ニキュウカセンウエノガワ
225031204102 二級河川奥の沢川 ニキュウカセンオクノサワガワ
225031206001 二級河川馬伏川 ニキュウカセンマブセガワ
225031206101 二級河川小山佐野川 ニキュウカセンオヤマサノガワ
225031206102 二級河川立沢川 ニキュウカセンタツザワガワ
225031206103 二級河川竜良川 ニキュウカセンタツラガワ
225031206104 二級河川つつじ川 ニキュウカセンツツジガワ
225031206105 二級河川抜川 ニキュウカセンヌケガワ
225031207001 二級河川小山川 ニキュウカセンオヤマガワ
225032000000 千歳川水系 チトセガワスイケイ
225032001000 二級河川千歳川 ニキュウカセンチトセガワ
225051000000 梅田川水系 ウメダガワスイケイ
225051001000 二級河川梅田川 ニキュウカセンウメダガワ
225051102001 二級河川境川 ニキュウカセンサカイガワ
225101000000 逢初川水系 アイゾメガワスイケイ
225101001000 二級河川逢初川 ニキュウカセンアイゾメガワ
225102000000 糸川水系 イトガワスイケイ
225102001000 二級河川糸川 ニキュウカセンイトガワ
225103000000 初川水系 ハツガワスイケイ
225103001000 二級河川初川 ニキュウカセンハツガワ
225104000000 熱海和田川水系 アタミワダガワスイケイ
225104001000 二級河川熱海和田川 ニキュウカセンアタミワダガワ
225105000000 上多賀大川水系 カミタガオオカワスイケイ
225105001000 二級河川上多賀大川 ニキュウカセンカミタガオオカワ
225106000000 熱海宮川水系 アタミミヤカワスイケイ
225106001000 二級河川熱海宮川 ニキュウカセンアタミミヤカワ
225107000000 熱海仲川水系 アタミナカガワスイケイ
225107001000 二級河川熱海仲川 ニキュウカセンアタミナカガワ
225108000000 鍛治川水系 カジカワスイケイ  
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路線河川コード 路線河川名称 路線河川名称カナ
225108001000 二級河川鍛冶川 ニキュウカセンカジカワ
225109000000 水神川水系 スイジンガワスイケイ
225109001000 二級河川水神川 ニキュウカセンスイジンガワ
225110000000 烏川水系 カラスガワスイケイ
225110001000 二級河川烏川 ニキュウカセンカラスガワ
225177104107 二級河川馬込沢川 ニキュウカセンマゴメザワガワ
225111000000 伊東仲川水系 イトウナカガワスイケイ
225111001000 二級河川伊東仲川 ニキュウカセンイトウナカガワ
225112000000 伊東宮川水系 イトウミヤカワスイケイ
225112001000 二級河川伊東宮川 ニキュウカセンイトウミヤカワ
225113000000 北川水系 キタガワスイケイ
225113001000 二級河川北川 ニキュウカセンキタガワ
225114000000 伊東大川水系 イトウオオカワスイケイ
225114001000 二級河川伊東大川 ニキュウカセンイトウオオカワ
225114001010 奥野ダム オクノダム
225114102001 二級河川寺田川 ニキュウカセンテラダガワ
225114102101 二級河川小沢川 ニキュウカセンオザワガワ
225114103001 二級河川本郷川 ニキュウカセンホンゴウガワ
225114105001 二級河川泉川 ニキュウカセンイズミガワ
225115000000 草崎川水系 クササキガワスイケイ
225115001000 二級河川草崎川 ニキュウカセンクササキガワ
225116000000 大川川水系 オオカワガワスイケイ
225116001000 二級河川大川川 ニキュウカセンオオカワガワ
225117000000 濁川水系 ニゴリガワスイケイ
225117001000 二級河川濁川 ニキュウカセンニゴリガワ
225118000000 白田川水系 シラタガワスイケイ
225118001000 二級河川白田川 ニキュウカセンシラタガワ
225118102001 二級河川川久保川 ニキュウカセンカワクボガワ
225119000000 稲取大川水系 イナトリオオカワスイケイ
225119001000 二級河川稲取大川 ニキュウカセンイナトリオオカワ
225120000000 河津川水系 カワヅガワスイケイ
225120001000 二級河川河津川 ニキュウカセンカワヅガワ
225120101001 二級河川河津谷津川 ニキュウカセンカワヅヤツガワ
225120103001 二級河川大鍋川 ニキュウカセンオオナベガワ
225121000000 稲生沢川水系 イノウザワガワスイケイ
225121001000 二級河川稲生沢川 ニキュウカセンイノウザワガワ
225121101001 二級河川平滑川 ニキュウカセンヒラナメガワ
225121103001 二級河川敷根川 ニキュウカセンシキネガワ
225121105001 二級河川蓮台寺川 ニキュウカセンレンダイジガワ
225121106001 二級河川稲梓川 ニキュウカセンイナズサガワ
225121106101 二級河川須郷川 ニキュウカセンスゴウガワ
225122000000 大賀茂川水系 オオガモガワスイケイ
225122001000 二級河川大賀茂川 ニキュウカセンオオガモガワ
225123000000 青野川水系 アオノガワスイケイ
225123001000 二級河川青野川 ニキュウカセンアオノガワ
225123102001 二級河川前田川 ニキュウカセンマエダガワ
225123104001 二級河川鯉名川 ニキュウカセンコイナガワ
225123105001 二級河川二条川 ニキュウカセンニジョウガワ
225123105101 二級河川差田川 ニキュウカセンサシダガワ
225123106001 二級河川一条川 ニキュウカセンイチジョウガワ
225123108101 二級河川鈴野川 ニキュウカセンスズノガワ
225123108151 青野大師ダム アオノタイシダム  
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225124000000 中木川水系 ナカギガワスイケイ
225124001000 二級河川中木川 ナカギガワ
225125000000 殿田川水系 トンダガワスイケイ
225125001000 二級河川殿田川 ニキュウカセントンダガワ
225126000000 五十鈴川水系 イスズガワスイケイ
225126001000 二級河川五十鈴川 ニキュウカセンイスズガワ
225127001000 二級河川那賀川 ニキュウカセンナカガワ
225127102001 二級河川岩科川 ニキュウカセンイワシナガワ
225127103001 二級河川船田川 ニキュウカセンフナタガワ
225127104001 二級河川明伏川 アケブシガワ
225128000000 仁科川水系 ニシナガワスイケイ
225128102001 二級河川白川 ニキュウカセンシラカワ
225128104001 二級河川本谷川 ニキュウカセンホンタニガワ
225129000000 安良里浜川水系 アラリハマガワスイケイ
225129001000 二級河川安良里浜川 ニキュウカセンアラリハマガワ
225130000000 宇久須川水系 ウグスガワスイケイ
225130102001 二級河川大久須川 ニキュウカセンオオグスガワ
225130103001 二級河川赤川 ニキュウカセンアカガワ
225131000000 八木沢大川水系 ヤギサワオオカワスイケイ
225131001000 二級河川八木沢大川 ニキュウカセンヤギサワオオカワ
225132000000 松原川水系 マツバラガワスイケイ
225133000000 火振川水系 ヒブリガワスイケイ
225133001000 二級河川火振川 ニキュウカセンヒブリガワ
225134000000 山川水系 ヤマカワスイケイ
225134001000 二級河川山川 ニキュウカセンヤマカワ
225123108001 二級河川奥山川 ニキュウカセンオクヤマガワ
225127000000 那賀川水系 ナカガワスイケイ
225128001000 二級河川仁科川 ニキュウカセンニシナガワ
225130001000 二級河川宇久須川 ニキュウカセンウグスガワ
225132001000 二級河川松原川 ニキュウカセンマツバラガワ
225031001000 二級河川鮎沢川 ニキュウカセンアユザワガワ
225155000000 滝ケ原川水系 タキガハラガワスイケイ
225159001000 二級河川浜川 ニキュウカセンハマガワ
225161102101 二級河川葉梨川 ニキュウカセンハナシガワ
225161102107 二級河川青羽根川 ニキュウカセンアオバネガワ
225161105001 二級河川内瀬戸谷川 ニキュウカセンウチセトヤガワ
225163001000 二級河川栃山川 ニキュウカセントチヤマガワ
225177104111 二級河川東山沢川 ニキュウカセンヒガシヤマザワガワ
225177104118 二級河川西之谷川 ニキュウカセンニシノヤガワ
225177107001 二級河川瀬入川 ニキュウカセンセイリガワ
225178102001 二級河川芳川 ニキュウカセンホウカワ
225179102001 二級河川新川 ニキュウカセンシンカワ
225179102105 二級河川権現谷川 ニキュウカセンゴンゲンヤガワ
225177104108 二級河川垂木川 ニキュウカセンタルキガワ
225177104109 二級河川家代川 ニキュウカセンイエシロガワ
225177104110 二級河川西山沢川 ニキュウカセンニシヤマザワガワ
225177104112 二級河川倉真川 ニキュウカセンクラミガワ
225177104113 二級河川初馬川 ニキュウカセンハツマガワ
225177104114 二級河川掛川滝ノ谷川 ニキュウカセンカケガワタキノヤガワ
225177104115 二級河川掛川戸沢川 ニキュウカセンカケガワトザワガワ
225177104116 二級河川神代地川 ニキュウカセンカンダイジガワ
225177104117 二級河川海老名川 ニキュウカセンエビナガワ  
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225177105001 二級河川敷地川 ニキュウカセンシキジガワ
225177105101 二級河川小薮川 ニキュウカセンコヤブガワ
225177105102 二級河川中沢川 ニキュウカセンナカザワガワ
225177105103 二級河川一宮川 ニキュウカセンイチミヤガワ
225177105104 二級河川伏間川 ニキュウカセンフスマガワ
225177109001 二級河川三倉川 ニキュウカセンミクラガワ
225177109101 二級河川葛布川 ニキュウカセンカツプガワ
225177109102 二級河川大府川 ニキュウカセンオオブガワ
225178000000 馬込川水系 マゴメガワスイケイ
225178001000 二級河川馬込川 ニキュウカセンマゴメガワ
225178102101 二級河川北裏川 ニキュウカセンキタウラガワ
225178103001 二級河川御陣屋川 ニキュウカセンゴジンヤガワ
225179000000 都田川水系 ミヤコダガワスイケイ
225179001000 二級河川都田川 ニキュウカセンミヤコダガワ
225179001001 二級河川浜名湖（都田川） ニキュウカセンハマナコ(ミヤコダガワ
225179102101 二級河川九領川 ニキュウカセンクリョウガワ
225179102102 二級河川堀留川 ニキュウカセンホリドメガワ
225179102103 二級河川東神田川 ニキュウカセンヒガシカンダガワ
225179102104 二級河川段子川 ニキュウカセンダンズガワ
225179102111 二級河川佐鳴湖（新川） ニキュウカセンサナルコ(シンカワ)
225179103001 二級河川笠子川 ニキュウカセンカサゴガワ
225179103101 二級河川坊瀬川 ニキュウカセンボウセガワ
225114106001 二級河川落合川 ニキュウカセンオチアイガワ
225154111001 二級河川後久川 ニキュウカセンゴキュウガワ
225158000000 大谷川水系 オオヤガワスイケイ
225154401106 二級河川七曲川 ニキュウカセンナナマガリガワ
225134003001 二級河川土肥山川 ニキュウカセントイヤマカワ
225154001004 二級河川巴川（大内遊水地） ニキュウカセントモエガワ(オオウチタユ
225179104001 二級河川伊佐地川 ニキュウカセンイサジガワ
225179105001 二級河川入出太田川 ニキュウカセンイリデオオタガワ
225179106001 二級河川花川 ニキュウカセンハナガワ
225179106101 二級河川和地大谷川 ニキュウカセンワジオオヤガワ
225179107001 二級河川今川 ニキュウカセンイマガワ
225179109001 二級河川釣橋川 ニキュウカセンツリバシガワ
225179109101 二級河川西神田川 ニキュウカセンニシジンデンガワ
225179109102 二級河川都筑大谷川 ニキュウカセンツヅキオオヤガワ
225179109103 二級河川宇志川 ニキュウカセンウシガワ
225179109104 二級河川日比沢川 ニキュウカセンヒビサワガワ
225179109105 二級河川南川 ニキュウカセンミナミガワ
225179109106 二級河川宇利山川 ニキュウカセンウリヤマガワ
225179109107 二級河川平山川 ニキュウカセンヒラヤマガワ
225179109108 二級河川川名宮川 ニキュウカセンカワナミヤガワ
225179111001 二級河川井伊谷川 ニキュウカセンイイノヤガワ
225179111101 二級河川神宮寺川 ニキュウカセンジングウジガワ
225179111102 二級河川陣座川 ニキュウカセンジンザガワ
225179112001 二級河川灰ノ木川 ニキュウカセンハイノキガワ
225179113001 二級河川獺淵川 ニキュウカセンオソブチガワ
225180000000 前川水系 マエカワスイケイ
225180001000 二級河川前川 ニキュウカセンマエカワ
225181000000 高草川水系 タカクサガワスイケイ
225181001000 二級河川高草川 ニキュウカセンタカクサガワ
225179102106 二級河川旧新川 ニキュウカセンキュウシンカワ  
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225031000000 鮎沢川水系 アユザワガワスイケイ
225031202001 二級河川野沢川 ニキュウカセンノザワガワ
225031202101 二級河川中島川 ニキュウカセンナカジマガワ
225134101001 二級河川水口川 ニキュウカセンミノグチガワ
225134102001 二級河川横瀬川 ニキュウカセンヨコセガワ
225134104001 二級河川清越川 ニキュウカセンセイゴシガワ
225135000000 小土肥大川水系 オドイオオカワスイケイ
225135001000 二級河川小土肥大川 ニキュウカセンオドイオオカワ
225136000000 大川水系 オオカワスイケイ
225136001000 二級河川大川 ニキュウカセンオオカワ
225137000000 沢海川水系 タクミガワスイケイ
225137001000 二級河川沢海川 ニキュウカセンタクミガワ
225138000000 井田大川水系 イタオオカワスイケイ
225138001000 二級河川井田大川 ニキュウカセンイタオオカワ
225139000000 古宇川水系 コウガワスイケイ
225139001000 二級河川古宇川 ニキュウカセンコウガワ
225140000000 立保川水系 タチボガワスイケイ
225140001000 二級河川立保川 ニキュウカセンタチボガワ
225141000000 西浦河内川水系 ニシウラコウチガワスイケイ
225141001000 二級河川西浦河内川 ニキュウカセンニシウラコウチガワ
225141101001 二級河川西浦小河内川 ニキュウカセンニシウラコゴウチガワ
225142000000 陰野川水系 インノガワスイケイ
225142001000 二級河川陰野川 ニキュウカセンインノガワ
225143000000 新中川水系 シンナカガワスイケイ
225143001000 二級河川新中川 ニキュウカセンシンナカガワ
225144000000 山居沢川水系 サンキョザワガワスイケイ
225144001000 二級河川山居沢川 ニキュウカセンサンキョザワガワ
225145000000 向田川水系 ムコウダガワスイケイ
225145001000 二級河川向田川 ニキュウカセンムコウダガワ
225145101001 二級河川蛭沢川 ニキュウカセンヒルザワガワ
225146000000 堰沢川水系 セキザワガワスイケイ
225146001000 二級河川堰沢川 ニキュウカセンセキザワガワ
225147000000 八木沢川水系 ヤギサワガワスイケイ
225147001000 二級河川八木沢川 ニキュウカセンヤギサワガワ
225148000000 神沢川水系 カンザワガワスイケイ
225148001000 二級河川神沢川 ニキュウカセンカンザワガワ
225149000000 由比川水系 ユイガワスイケイ
225149001000 二級河川由比川 ニキュウカセンユイガワ
225149101001 二級河川桜ノ沢川 ニキュウカセンサクラノサワガワ
225149102001 二級河川釜ケ沢川 ニキュウカセンカマガサワ
225150000000 和瀬川水系 ワセガワスイケイ
225150001000 二級河川和瀬川 ニキュウカセンワセガワ
225151000000 興津川水系 オキツガワスイケイ
225151001000 二級河川興津川 ニキュウカセンオキツガワ
225151102001 二級河川小河内川 ニキュウカセンコゴウチガワ
225151102101 二級河川中一色川 ニキュウカセンナカイッシキガワ
225151104001 二級河川中河内川 ニキュウカセンナカゴウチガワ
225151104101 二級河川神沢原川 ニキュウカセンカンザワバラガワ
225151104102 二級河川湯沢川 ニキュウカセンユザワガワ
225151105001 二級河川布沢川 ニキュウカセンヌノザワガワ
225151107001 二級河川黒川 ニキュウカセンクロガワ
225151109001 二級河川石沢川 ニキュウカセンイシザワガワ  
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225152000000 波多打川水系 ハタウチガワスイケイ
225152001000 二級河川波多打川 ニキュウカセンハタウチガワ
225153000000 庵原川水系 イハラガワスイケイ
225153001000 二級河川庵原川 ニキュウカセンイハラガワ
225153102001 二級河川山切川 ニキュウカセンヤマキリガワ
225154000000 巴川水系 トモエガワスイケイ
225154001000 二級河川巴川 ニキュウカセントモエガワ
225154001001 二級河川巴川（大谷川放水路工区）ニキュウカセントモエガワ(オオヤガワ
225154001002 二級河川巴川（本川下流工区） ニキュウカセン(ホンセンカリュウコウク)
225154001003 二級河川巴川（麻機遊水地） ニキュウカセントモエガワ(アサバタユ
225154101001 二級河川大沢川 ニキュウカセンオオサワガワ
225154102001 二級河川山原川 ニキュウカセンヤンバラガワ
225154104001 二級河川塩田川 ニキュウカセンシオダガワ
225154105001 二級河川草薙川 ニキュウカセンクサナギガワ
225154107001 二級河川吉田川 ニキュウカセンヨシダガワ
225154108001 二級河川継川 ニキュウカセンママガワ
225154108101 二級河川瀬名新川 ニキュウカセンセナシンカワ
225154110001 二級河川長尾川 ニキュウカセンナガオガワ
225154110101 二級河川則沢川 ニキュウカセンソクサワガワ
225154111101 二級河川大慈悲院川 ニキュウカセンダイジヒインガワ
225154112001 二級河川浅畑川 ニキュウカセンアサバタガワ
225154401001 二級河川大谷川放水路 ニキュウカセンオオヤガワホウスイロ
225154401102 二級河川小鹿沢川 ニキュウカセンオシカザワガワ
225154401103 二級河川大谷川 ニキュウカセンオオヤガワ
225154401104 二級河川長沢川 ニキュウカセンナガサワガワ
225154401105 二級河川大正寺沢川 ニキュウカセンタイショウジザワガワ
225154509001 準用旧巴川 ジュンヨウキュウトモエガワ
225154509002 準用河川七曲川 ジュンヨウカセンナナマガリガワ
225155001000 二級河川滝ケ原川 ニキュウカセンタキガハラガワ
225156000000 古安川水系 コヤスガワ
225156001000 二級河川古安川 ニキュウカセンコヤスガワ
225157000000 殿谷川水系 トノヤガワスイケイ
225190000001 準用河川本門寺沢 ジュンヨウカセンホンモンジザワ
225190000002 準用河川松原川 ジュンヨウカセンマツバラガワ
225190000003 準用河川宮島堀川 ジュンヨウカセンミヤジマホリカワ
225190000004 準用河川高田大溝川 ジュンヨウカセンタカダオオミゾガワ
225190000005 準用河川木屋川 ジュンヨウカセンキヤガワ
225190000006 準用河川石脇川 ジュンヨウカセンイシワキガワ
225190000007 準用河川中沢川 ジュンヨウカセンナカザワガワ
225190000008 普通河川弁財天川 フツウカセンベンザイテンガワ
225190000009 普通河川鷲巣川 フツウカセンワシズガワ
225190000010 準用河川田川沢 ジュンヨウカセンタガワザワ
225190000011 準用河川一の宮川 ジュンヨウカセンイチノミヤガワ  
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