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国土交通省関東地方整備局

利根川上流河川事務所

℡ 0480－52－3952      URL http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

Tonegawa Jyoryu River Office, Kanto Regional Development Bureau  
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

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。



■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

出張所の管理区間利根川上流河川事務所の組織（１３課８出張所）

課等名 業務内容

総務課

0480-52-3952

経理課

0480-52-3953

用地第一課

0480-52-3954

用地第二課

0480-52-9855

工務第一課

0480-52-3955

工務第二課

0480-52-9461

計画課

0480-52-3921

調査課

0480-52-3958

沿川整備課

0480-52-3914

防災対策課

0480-52-3956

管理課

0480-52-3957

占用調整課

0480-52-3960

施設管理課

0480-52-3961

出張所
河川の管理、河川工事の監督、河川巡視、河川利用に関する許可申請窓口
（各出張所の管理区間については下の地図および右ページをご覧ください)

河川・道路・公園事業に関する建築物等の設計・積算・工事発注・工事監理・保全

総合受付、事務所内の庶務など

工事・業務・役務等の契約事務、物品購入の手続き

用地補償事務全般

用地補償事務全般（首都圏氾濫区域堤防強化対策関連）

堤防強化など河川事業に関する土木工事の設計・積算、発注業務

揚排水機場、水門、樋門・樋管のポンプ、ゲートなど機械設備に係わる設計・積算、発注及

び災害対策用機械、船舶などの運用管理

河川事業に関する計画・設計、事業執行に関する関係機関との調整及び広報、河川整備
基本方針・河川整備計画関連業務、事業評価

河川事業に関する調査、水理水文・水質の調査、

利根川・渡良瀬遊水地の河川環境に関する調査・計画

首都圏氾濫区域堤防強化対策に関する調査・計画・設計業務、埋蔵文化財調査の対応

防災・危機管理体制の総合マネージメント、洪水・地震への対応・関係機関との連絡窓口、

電気通信施設の設計・積算・発注業務

河川維持に関する業務の設計及び工事、河川管理施設の管理、渡良瀬貯水池の運用管

理、水質事故対応

河川法に関する許認可事務

河川名 左右岸 上流端 下流端

八斗島出張所 左岸
群馬県伊勢崎市大字柴崎字小泉１５５

５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 〃 〃

川俣出張所 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）

大利根出張所 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）

目吹出張所 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）

守谷出張所 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）

藤岡出張所 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）

古河出張所 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１１２

２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２７

７９番地先

栃木県鹿沼市上南摩町字室瀬７

７６番の２地先

右岸 〃
栃木県鹿沼市上南摩町字室瀬７

８５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２５８

７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２７４

５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 〃 〃

渡良瀬遊水池出

張所
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）

－

巴波川

出張所名
管理区間

利根川

広瀬川

小山川

早川

利根川

利根川

利根川

利根川

渡良瀬川

第一調節池周辺の管理

思川

南摩川

粟沢川

沢ノ入沢川

西ノ入沢川

渡良瀬川



平成２７年度から事務所の組織が変わります

誌面についての意見・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/

E-mail infotonejo@ktr.mlit.go.jp 

利根川に関する
雨量・水位の情報はこちら

■携帯サイト
http://www.tonejo.go.jp/m/

■利根川上流河川事務所ＨＰ

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

利根川および渡良瀬遊水地の整備に関する計画・調査や地域連携をより効果的・効

率的に行うため、計画課・調査課・地域連携課を再編しました。

詳しい業務内容については改めてお知らせしていきます。

渡良瀬貯水池の運用管理の担当が、施設管理課から管理課に変わります。

国土交通省では平成２５年を「メンテナンス元年」と位置づけ、省を挙げてイン

フラの維持管理・更新等を着実に推進するための取り組みを進めてきました。

こうした取り組みの一環として、河川の維持管理を担当している出張所にある係

の名称を変更することになりました。

利根川上流河川事務所には８つの出張所がありますが、すべての出張所で次のよ

うに係名が変わります。

【旧】 【新】

事務係 → 管理第一係

技術係 →      管理第二係

機械係 → 管理第三係（渡良瀬遊水池出張所のみ）

業務の内容が全く変わってしまうわけではありませんが、今まで以上に河川の整

備と維持管理に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

その１

その２

その３


