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当事務所では、利根川と縁の 

深い「静御前」を治水のイメー 

ジキャラクターとして位置付け 

ています。 



 事務所各課の所掌業務や各出張所の
管理区間等の詳細等についてお知りに
なりたい時は、利根川上流河川事務所
Webサイトをご覧いただくか、電話・ 
窓口にてお問い合わせ下さい。 

所在地：〒349-1198 
        埼玉県久喜市栗橋北 
        二丁目19番1号 

電  話：0480-52-3952（代表） 

WebサイトURL：   
 http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/ 

●利根川上流河川事務所案内図 

■アクセス 

ＪＲ宇都宮線 栗橋駅、東武日光線 栗橋駅より徒歩１５分 

出張所の管理区間のご案内 

●利根川上流河川事務所の組織 
  利根川上流河川事務所は１４課８出張所で組織されています。 

利根川上流河川事務所の紹介 

●各管理区間における河川の維持・管理・工事監督及びこれらの「相談窓口」のご案内 

河川名 左右岸 上流端 下流端

左岸
群馬県伊勢崎市大字柴崎字小泉

１５５５番地先

群馬県太田市古戸地先

（大泉町との行政境）

右岸
群馬県佐波郡玉村町大字

小泉飯玉前２６０番の１地先

埼玉県熊谷市俵瀬地先

（行田市との行政境）

左岸
群馬県伊勢崎市境中島向川原

七番地先

群馬県伊勢崎市境平塚地先

(利根川への合流点)

右岸
群馬県伊勢崎市境中島字向

８１８番地先
　　　　　〃

左岸
埼玉県深谷市大字高島字前久保

５０番の１地先(神明橋下流端)

埼玉県熊谷市間々田地先

(利根川への合流点)

右岸 　　　　　〃 　　　　　〃

左岸
群馬県太田市前島字明光７１番

の１地先(県道前島橋下流端)

埼玉県熊谷市妻沼小島地先

(利根川への合流点)

右岸 　　　　　〃 　　　　　〃

左岸
群馬県邑楽郡大泉町仙石地先

(太田市との行政境)

群馬県邑楽郡板倉町大高島地先

（埼玉県との行政境）

右岸
埼玉県行田市立野地先

（熊谷市との行政境）

埼玉県羽生市常木地先

（加須市との行政境）

左岸
埼玉県加須市飯積地先

（群馬県板倉町との行政境）

埼玉県加須市本郷地先

(渡良瀬川との合流点)

右岸
埼玉県加須市大越地先

(羽生市との行政境)

茨城県猿島郡五霞町山王地先

(江戸川河川事務所との管理境)

渡良瀬川  右岸
埼玉県加須市向古河地先

(キロ杭：４．０ｋｍ)

埼玉県加須市本郷地先

(利根川への合流点)

左岸
茨城県坂東市古布内地先

（境町との行政境）

茨城県守谷市大木地先

(鬼怒川との合流点)

右岸
千葉県野田市関宿三軒家地先

(江戸川河川事務所との管理境)

千葉県柏市船戸地先

(利根運河との合流点)

鬼怒川 右岸
茨城県守谷市坂戸井

１９２１番２地先(滝下橋下流端)

茨城県守谷市大木地先

(利根川への合流点)

左岸
茨城県守谷市野木崎地先

(鬼怒川との合流点)

茨城県取手市取手地先

(キロ杭：８６．０ｋｍ)

右岸
千葉県柏市船戸地先

(利根運河との合流点)

千葉県我孫子市青山地先

(キロ杭：８５．５ｋｍ)

鬼怒川 左岸
茨城県守谷市坂戸井

１９２１番２地先(滝下橋下流端)

茨城県守谷市野木崎地先

(利根川への合流点)

左岸
栃木県栃木市藤岡町藤岡地先

(キロ杭：１３．５ｋｍ)

栃木県小山市下生井地先

（思川との合流点）

右岸
栃木県栃木市藤岡町藤岡地先

(キロ杭：１３．５ｋｍ)

群馬県邑楽郡板倉町海老瀬地先

(キロ杭：９．５ｋｍ)

左岸
栃木県小山市大字中里字堤田

１１２５番地先

栃木県栃木市藤岡町部屋地先

(渡良瀬川への合流点)

右岸
栃木県栃木市大平町大字伯仲

２４９番の１地先

栃木県栃木市藤岡町西前原地先

(渡良瀬川への合流点)

思川  右岸
栃木県下都賀郡野木町友沼地先

(キロ杭：０．５ｋｍ)

栃木県小山市下生井地先

(渡良瀬川への合流点)

利根川 左岸
茨城県古河市中田新田地先

(渡良瀬川との合流点)

茨城県猿島郡境町桐ヶ作地先

(坂東市との行政境)

渡良瀬川 左岸
栃木県下都賀郡野木町野木地先

(思川との合流点)

茨城県古河市中田新田地先

(利根川への合流点)

左岸
栃木県小山市大字乙女字下河原

１１２２番地先

栃木県下都賀郡野木町野木地先

(渡良瀬川への合流点)

右岸 栃木県下都賀郡野木町友沼地先
栃木県下都賀郡野木町友沼地先

(キロ杭：０．５ｋｍ)

左岸
栃木県鹿沼市上南摩町字笹ノ越路

２７７９番地先

栃木県鹿沼市上南摩町字室瀬

７７６番の２地先

右岸 　　　　　〃
栃木県鹿沼市上南摩町字室瀬

７８５番の１地先

左岸
栃木県鹿沼市上南摩町字粟沢

２９３８番地先

栃木県鹿沼市上南摩町地先

(南摩川への合流点)

右岸 　　　　　〃 　　　　　〃

左岸
栃木県鹿沼市上南摩町字沢ノ入

２５８７番地先

栃木県鹿沼市上南摩町地先

(南摩川への合流点)

右岸 　　　　　〃 　　　　　〃

左岸
栃木県鹿沼市上南摩町字西ノ入

２７４５番地先

栃木県鹿沼市上南摩町地先

(南摩川への合流点)

右岸 　　　　　〃 　　　　　〃

右岸
群馬県邑楽郡板倉町海老瀬地先

(キロ杭：９．５ｋｍ)

埼玉県加須市向古河地先

(キロ杭：４．０ｋｍ)

－ 第一調節池周辺の管理

出張所名
管理区間

思川  

利根川 

渡良瀬川 

巴波川  

大利根出張所

藤岡出張所

渡良瀬遊水池出張所

川俣出張所 利根川

目吹出張所

古河出張所

守谷出張所

利根川

利根川

八斗島出張所

利根川

広瀬川

小山川

早川

渡良瀬川 

南摩川

粟沢川

沢ノ入沢川

西ノ入沢川

課  名 業   務   内   容 

総務課 
文書管理、福利厚生、人事、研修等に関する事務全般 

TEL 0480-52-3952 

経理課 
契約、国有財産、予算に関する事務全般 

TEL 0480-52-3953 

用地第一課 
用地補償事務全般 

TEL 0480-52-3954 

用地第二課 
用地補償事務全般（首都圏氾濫区域堤防強化対策等） 

TEL 0480-52-9855 

工務第一課 
河川事業に関する土木工事の設計及び工事全般 

TEL 0480-52-3955 

工務第二課 
河川・道路・公園事業に関する建築物の新営及び修繕 

TEL 0480-52-9461 

計画課 
河川事業全般に関する総合調整及び広報 

TEL 0480-52-3921 

調査課 
河川改修事業に関する調査及び計画全般 

TEL 0480-52-3958 

地域連携課 
利根川・渡良瀬遊水地の環境・景観全般 

TEL 0480-52-3959 

沿川整備課 
首都圏氾濫区域堤防強化対策等を推進するための調査及び計画に関する業務全般 

TEL 0480-52-3914 

防災対策課 
防災・危機管理体制の総合マネージメント、洪水・地震等の総合調整、電気通信施設の設計・施工・保守全般 

TEL 0480-52-3956 

管理課 
河川維持に関する設計及び工事、河川管理施設の管理、水質事故対応、河川愛護等 

TEL 0480-52-3957 

占用調整課 
河川法に関する許認可事務全般 

TEL 0480-52-3960 

施設管理課 
ゲート・ポンプ等の機械設備全般、渡良瀬貯水池の運用管理、災害対策機械・船舶等の運用管理 

TEL 0480-52-3961 



地 域 の 声 

第８回   魚とのふれあい体験について  ～ 栃木市 ～ 

誌面についての率直な意見・感想をお待ちしています。 

郵便・ＦＡＸ・ホームページ・メールにて下記までお願いします。 

   利根川上流河川事務所 

     〒３４９－１１９８ 埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号 

 

     ＴＥＬ ０４８０－５２－３９５２   ＦＡＸ ０４８０－５２－３９６４ 

     ＵＲＬ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/ 
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３月２日（土）栃木市藤岡遊水池会館駐車場にて「第８回魚とのふれあい体験」が開催され

ました。栃木県下都賀漁業協同組合と栃木市による実行委員会の主催で、谷中湖（渡良瀬貯水

池）の干し上げの期間に合わせて捕獲した魚を利用して実施する体験イベントです。このイベ

ントは、子供たちに谷中湖の魚とのふれあいを通じて渡良瀬遊水地の役割や自然環境の大切さ

を理解してもらう事などが目的です。 

当日は、強風が吹き荒れる天候にもかかわらず、この日を楽しみにしていた大勢の子ども達

が参加してくれました。今回もテレビ番組等でもお馴染みの「ガサガサ水辺の移動水族館」の

館長山崎充哲さんの分かりやすく楽しい進行により、紙芝居や投網でお菓子を取る体験ゲーム

などが行われました。 

最後には、子ども達の待ちに待った魚のつかみどりタイムとなりましたが、全長１メートル

にも及ぶ巨大な天然ウナギや大きなナマズなどが参加者からの注目を浴びていました。 

☆山崎館長のコメント☆ 

『私も長年、多摩川での活動にもかかわっているが、子供達には、何よりも、見て、触って、

食べて、体験を通して川や自然とのかかわりを学んで大人になって欲しい。今回が第８回目

ですから、すでに何人もの魚クンが育っているはずです。』 

投網体験 

移動水族館 

紙芝居 谷中湖の恵み 

つかみ取り体験 


