
事務所名 河川名 延長（m） 面積（m2）

石崎川①（右岸） 宮崎市佐土原町上田島（管理用通路起点） ～ 宮崎市佐土原町上田島（栄橋） 850 6,000

石崎川②（右岸） 宮崎市佐土原町下那珂（JR橋） ～ 宮崎市佐土原町下那珂（広瀬橋） 1,150 8,000

新名爪川①（右岸） 宮崎市島之内（羽毛矢橋） ～ 宮崎市島之内（島之内橋） 800 5,000

新名爪川②（右岸） 宮崎市島之内（馬出橋） ～ 宮崎市島之内（井出神橋） 600 3,500

八重川①（右岸） 宮崎市大字田吉（新八重川橋） ～ 宮崎市大字田吉（西田橋） 420 4,200

八重川②（左岸） 宮崎市恒久南（宮元橋） ～ 宮崎市恒久南（西田橋） 620 6,200

清武川①（右岸） 宮崎市清武町正手（船引大橋） ～ 宮崎市清武町正手 200 1,400

清武川②（右岸） 宮崎市清武町正手（新清武橋） ～ 宮崎市清武町正手（清武川鉄橋） 300 2,400

山内川①（右岸） 宮崎市大字本郷北方（山内橋） ～ 宮崎市大字本郷北方（山崎川合流点） 400 2,100

山内川②（右岸） 宮崎市大字本郷北方（霊園橋） ～ 宮崎市大字本郷北方（寄田橋） 600 1,800

日南 広渡川（右岸） 日南市瀬貝三丁目 ～ 日南市瀬貝二丁目 600 6,000

福島川①（左岸） 串間市大字南方字金谷城 ～ 串間市大字南方字河内山（市道合流） 600 1,800

福島川②（左岸） 串間市大字北方字樋掛（初田川合流） ～ 串間市大字北方字羽ヶ瀬（和田河原橋） 450 1,350

福島川③（右岸） 串間市大字串間字町頭（JR橋） ～ 串間市大字串間字千駄木 300 900

初田川（右岸） 串間市大字北方字下迫田（柳橋） ～ 串間市大字北方字平園（県管理上流端） 1,750 5,300

天神川①（両岸） 串間市大字西方字松清 ～ 串間市大字西方字松清（ひきじ橋） 200 1,200

天神川②（右岸） 串間市大字西方字西小路（添田橋） ～ 串間市大字西方字天神（勿体橋） 750 2,250

都井川（両岸） 串間市大字都井字浜町（河口） ～ 串間市大字都井字寺田（県管理上流端） 1,400 4,200

宮之浦川（右岸） 串間市大字大納字前田（宮之浦橋） ～ 串間市大字大納字柚ノ木（西野橋） 750 2,250

梅北川 都城市下長飯町２２７地先 ～ 都城市下長飯町３１０地先 1,000 2,000

年見川 都城市大王町１０４１－１地先 ～ 都城市中原町１８８１－６地先 1,000 2,000

姫城川 都城市姫城町３９１４－３地先 ～ 都城市早鈴町４０９３地先 1,000 2,000

萩原川 都城市都島町（歌舞伎橋） ～ 都城市安久町（萩原橋） 3,700 27,000

岩瀬川（左岸） 小林市野尻町三ヶ野山（岩瀬川河川公園内） ～ 小林市野尻町三ヶ野山（岩瀬川河川公園内） 100 1,500

長江川（右岸） えびの市大字栗下（JR） ～ えびの市大字栗下（京町小林線内） 610 3,050

長江川（左岸） えびの市大字西長江浦（宮川橋） ～ えびの市大字西長江浦（JR橋） 630 5,920

二十里川（右岸） えびの市大字小田 ～ えびの市大字小田 280 3,080

高崎川（左岸） 西諸県郡高原町蒲牟田（蒲牟田橋） ～ 西諸県郡高原町蒲牟田 1,000 3,000

江川①（両岸） 宮崎市高岡町下倉永地先 ～ 宮崎市高岡町萩原地先 300 3,600

江川②（両岸） 宮崎市高岡町上倉永地先 ～ 宮崎市高岡町上倉永地先 940 8,000

一ツ瀬川（左岸）  西都市大字穂北（杉安橋下流） ～  西都市大字穂北（和田川分派点） 800 8,000

桜川（両岸）  西都市大字南方（上流端） ～  西都市大字南方（(株)ジェイエーフーズみやざき裏） 3,200 16,000

鳥子川（両岸）  西都市大字三宅（上流端） ～  西都市大字三宅（三財川合流点） 2,800 14,000

山路川（両岸）  西都市大字三宅（第二七曲橋） ～  西都市大字清水（三宅橋） 1,900 25,000

三財川（右岸）  宮崎市佐土原町上田島（濁川橋） ～  宮崎市佐土原町上田島（一ツ瀬橋） 3,000 30,500

高鍋 切原川（左岸） 木城町大字高城（岩戸原川合流点） ～ 木城町大字高城（谷瀬戸橋） 700 4,900

塩見川（右岸） 日向市財光寺（塩見橋） ～ 日向市財光寺（中原橋） 400 3,500

塩見川（右岸） 日向市財光寺 ～ 日向市財光寺（塩見大橋） 200 900

富高川（左岸） 日向市南町（富高橋） ～ 日向市南町（高見橋） 320 720

北川（左岸） 延岡市川島町地先（川島橋） ～ 延岡市川島町地先 1,100 20,000

折川内川（右岸） 延岡市浦城町地先 ～ 延岡市浦城町地先 200 1,400

祝子川①（左岸） 延岡市夏田町地先（蛇谷排水機場） ～ 延岡市尾崎町地先 800 4,000

祝子川②（左岸） 延岡市尾崎町地先（小山神社） ～ 延岡市祝子町地先（千光寺） 600 1,800

祝子川③（左岸） 延岡市祝子町地先（祝子清流橋） ～ 延岡市祝子町 2,600 3,500

祝子川④（左岸） 延岡市佐野町地先 ～ 延岡市佐野町地先 2,000 4,800

祝子川⑤（右岸） 延岡市大野町地先（黒岩地区） ～ 延岡市大野町地先（黒岩地区） 1,000 3,000

佐野川（右岸） 延岡市佐野町地先（佐野橋） ～ 延岡市佐野町地先 1,000 1,700

沖田川（右岸） 延岡市石田町地先（石田川合流点） ～ 延岡市石田町地先（笹目橋） 900 3,500

井替川（両岸） 延岡市伊形町地先（伊形橋） ～ 延岡市上伊形町地先（上伊形橋） 1,600 10,000

浦上川（両岸） 延岡市櫛津町地先（土々呂幼稚園） ～ 延岡市櫛津町地先（櫛津１号橋） 500 2,200
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