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左岸 右岸 左岸 右岸

円山川 1 円山川 ﾏﾙﾔﾏｶﾞﾜ 曽利谷川の合流点 曽利谷川の合流点 海に至る 海に至る 67.309

円山川 2 気比川 ｹﾋｶﾞﾜ 三原川の合流点 三原川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 4.228

円山川 3 気比川北流
ｹﾋｶﾞﾜﾎｸﾘｭ

ｳ
気比川からの分派点 気比川からの分派点 海に至る 海に至る 0.200

円山川 3-1 桃島川 ﾓﾓｼﾏｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市城崎町大字桃島字向
井171番の3地先

兵庫県豊岡市城崎町同大字字上住
898番の1地先

円山川への合流点 円山川への合流点 1.650

円山川 4 飯谷川 ﾊﾝﾀﾞﾆｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市城崎町大字飯谷字小
谷645番地先

兵庫県豊岡市城崎町大字字岡ガケ
520番の2地先

円山川への合流点 円山川への合流点 3.900

円山川 5 大谿川 ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市城崎町大字湯島字住
谷1193番の1地先の県道丸山橋

兵庫県豊岡市城崎町大字湯島字住
谷1193番の1地先の県道丸山橋

円山川への合流点 円山川への合流点 1.885

円山川 6 来日川 ｸﾙﾋｶﾞﾜ 寺谷川の合流点 寺谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 2.091

円山川 7 下鶴井川 ｼﾓﾂﾙｲｶﾞﾜ 豊岡市下鶴井字大谷2138番2地先 同市下鶴井字雛子2298番1地先 円山川への合流点 円山川への合流点 1.440

円山川 8 奈佐川 ﾅｻｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字河江字大
田68番の2地先の県道河江橋

兵庫県豊岡市日高町大字河江字大
田68番の2地先の県道河江橋

円山川への合流点 円山川への合流点 10.740

円山川 9 大浜川 ｵｵﾊﾏｶﾞﾜ
豊岡市江野字タイノベ329番地先の
市道稲中橋

豊岡市江野字タイノベ329番地先の
市道稲中橋

奈佐川への合流点 奈佐川への合流点 4.077

円山川 10 岩井川 ｲﾜｲｶﾞﾜ 豊岡市岩井字ソウケ1171番地先 豊岡市岩井字河合1691番地先 奈佐川への合流点 奈佐川への合流点 3.200

円山川 11 宮井川 ﾐﾔｲｶﾞﾜ 桑谷川の合流点 桑谷川の合流点 奈佐川への合流点 奈佐川への合流点 1.200

円山川 12 目坂川 ﾒｻｶｶﾞﾜ コジキ谷川の合流点 コジキ谷川の合流点 奈佐川への合流点 奈佐川への合流点 2.200

円山川 13 金剛寺川 ｺﾝｺﾞｳｼﾞｶﾞﾜ 奥の坊谷川の合流点 奥の坊谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 2.250

円山川 14 六方川 ﾛｯﾎﾟｳｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市出石町大字奥小野字
真土田1004番の2地先

同県同市同町同大字字貝曲890番
の2地先

円山川への合流点 円山川への合流点 14.396

円山川 15 鎌谷川 ｶﾏﾀﾆｶﾞﾜ 豊岡市法花寺字ババ尼738番地先 同市法花寺字田中5番の2地先 六方川への合流点 六方川への合流点 4.336

円山川 16 下の宮川 ｼﾓﾉﾐﾔｶﾞﾜ 豊岡市下宮字入道1812番の1地先 同市下宮字隠谷1030番の1地先 鎌谷川への合流点 鎌谷川への合流点 2.000

円山川 17 馬路川 ﾏｼﾞｶﾞﾜ
豊岡市栄町字稲木場34番地先の
薬師堂井堰

豊岡市栄町字稲木場34番地先の
薬師堂井堰

鎌谷川への合流点 鎌谷川への合流点 1.250

円山川 18 穴見川 ｱﾅﾐｶﾞﾜ 大月川の合流点 大月川の合流点 六方川への合流点 六方川への合流点 5.673

円山川 19 戸牧川 ﾄﾍﾞﾗｶﾞﾜ
豊岡市戸牧字鰻畷1299番地先の
鰻畷堰堤

豊岡市戸牧字鰻畷1299番地先の
鰻畷堰堤

円山川の合流点 円山川の合流点 3.600

円山川 19-1 大磯川 ｵｵｿﾞｶﾞﾜ 円山川からの分派点 円山川からの分派点 戸牧川への合流点 戸牧川への合流点 2.000

円山川 20 出石川 ｲｽﾞｼｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字小坂字田
仲446番の2地先の県道堂下橋

兵庫県豊岡市但東町大字小坂字田
仲446番の2地先の県道堂下橋

円山川への合流点 円山川への合流点 32.428

円山川 20-1 三木川 ﾐﾂｷﾞｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市出石町三木字地王堂
375番の1地先

兵庫県豊岡市出石町三木字壱町田
390番の2地先

出石川への合流点 出石川への合流点 1.800

円山川 20-2 大谷川 ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市出石町大谷字高熊
357番地先

兵庫県豊岡市出石町大谷字竹ケ下
391番の2地先

三木川への合流点 三木川への合流点 1.950

円山川 21 袴挟川 ﾊｶｻﾞｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市出石町大字袴挟字西
山1098番1地先

同県同市同町同大字同字186番地
先

小野川放水路への
合流点

小野川放水路への
合流点 2.300

水系名
河川
番号 下流端河川名 河川延長

(km)

河川名
（読み）

全河川延長
上流端
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水系名
河川
番号 下流端河川名 河川延長

(km)

河川名
（読み）

全河川延長
上流端

円山川 21-1 入佐川 ｲﾘｻｶﾞﾜ 畑谷川の合流点 畑谷川の合流点
小野川放水路への
合流点

小野川放水路への
合流点 1.500

円山川 22 菅川 ｽｹﾞｶﾞﾜ ハン入谷川の合流点 ハン入谷川の合流点 出石川への合流点 出石川への合流点 6.379

円山川 23 谷山川 ﾀﾆﾔﾏｶﾞﾜ 楊子谷川の合流点 楊子谷川の合流点 出石川への合流点 出石川への合流点 2.370

円山川 23-1
谷山川放水

路
ﾀﾆﾔﾏｶﾞﾜﾎ

ｳｽｲﾛ
谷山川からの分派点 谷山川からの分派点 出石川への合流点 出石川への合流点 0.792

円山川 24 奥山川 ｵｸﾔﾏｶﾞﾜ タテマチ川の合流点 タテマチ川の合流点 出石川への合流点 出石川への合流点 7.273

円山川 25 畑川 ﾊﾀｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字畑字深谷
173番地先の砂防堰堤

兵庫県豊岡市但東町大字畑字深谷
173番地先の砂防堰堤

出石川への合流点 出石川への合流点 2.150

円山川 26 奥矢根川 ｵｸﾔﾈｶﾞﾜ 八坂川の合流点 八坂川の合流点 出石川への合流点 出石川への合流点 2.549

円山川 27 河本川 ｺｳﾓﾄｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字天谷字前
田469番地先

同県同市同町同大字字キシノ下
331番地先

出石川への合流点 出石川への合流点 5.509

円山川 28 西谷川 ﾆｼﾀﾆｶﾞﾜ ヨコ谷川の合流点 ヨコ谷川の合流点 河本川への合流点 河本川への合流点 1.700

円山川 29 太田川 ｵｵﾀｶﾞﾜ 家の奥川の合流点 家の奥川の合流点 出石川への合流点 出石川への合流点 11.549

円山川 30 唐川川 ｶﾗｶﾜｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字唐川字奥
カケ井550番地先の奥カケ井堰

兵庫県豊岡市但東町大字唐川字奥
カケ井550番地先の奥カケ井堰

太田川への合流点 太田川への合流点 1.700

円山川 31 赤花川 ｱｶﾊﾅｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字赤花字日
場885番の1地先

同県同市同町同大字字鍛冶屋
1095番地先

太田川への合流点 太田川への合流点 3.687

円山川 31-1 横谷川 ﾖｺﾀﾆｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町畑山字ｼｼｱｽﾐ
1185番地先の砂防堰堤下流端

兵庫県豊岡市但東町畑山字炭釜
1187番地先の砂防堰堤下流端

赤花川への合流点 赤花川への合流点 1.370

円山川 32 坂野川 ｻｶﾉｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字坂野字上
川原431番の2地先

同県同市同町同大字字セド200番
地先

太田川への合流点 太田川への合流点 2.237

円山川 33 佐々木川 ｻｻｷｶﾞﾜ 鍛冶屋川の合流点 鍛冶屋川の合流点 出石川への合流点 出石川への合流点 3.231

円山川 34 般若川 ﾊﾝﾆｬｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字正法寺字
向田727番地先

同県同市同町同大字字奥田671番
地先

出石川への合流点 出石川への合流点 3.200

円山川 35 矢川 ﾔｶﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字栗尾字登
り立830番地先

同県同市同町同大字字ヲサ408番
地先

出石川への合流点 出石川への合流点 0.800

円山川 36 薬王寺川 ﾔｸｵｳｼﾞｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町大字薬王寺字
中村1085番地先の町道溝垣橋

兵庫県豊岡市但東町大字薬王寺字
中村1085番地先の町道溝垣橋

出石川への合流点 出石川への合流点 3.655

円山川 37 八代川 ﾔｼﾛｶﾞﾜ 丸山川の合流点 丸山川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 8.511

円山川 37-1
八代川放水

路
ﾔｼﾛｶﾞﾜﾎｳ

ｽｲﾛ
八代川からの分派点 八代川からの分派点 円山川への合流点 円山川への合流点 0.297

円山川 38 稲葉川 ｲﾅﾝﾊﾞｶﾞﾜ ウツル谷川の合流点 ウツル谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 20.464

円山川 38-1 久斗川 ｸﾄﾞｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町称布字石ケ坪
780番1地先の町道橋

兵庫県豊岡市日高町称布字石ケ坪
780番1地先の町道橋

稲葉川への合流点 稲葉川への合流点 0.670

円山川 39 知見川 ﾁﾐｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字知見字川
田1033番地先

同県同市同町同大字字濁利707番
地先

稲葉川への合流点 稲葉川への合流点 3.000

円山川 40 阿瀬川 ｱｾｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字羽尻字三
枚1081番地先

同県同市同町同大字同字1080番
地先

稲葉川への合流点 稲葉川への合流点 8.455

円山川 41 観音寺川 ｶﾝﾉﾝｼﾞｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字観音寺字
笠ケ谷1012番地先の町道溝差橋

兵庫県豊岡市日高町大字観音寺字
笠ケ谷1012番地先の町道溝差橋

阿瀬川への合流点 阿瀬川への合流点 2.500
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左岸 右岸 左岸 右岸

水系名
河川
番号 下流端河川名 河川延長

(km)

河川名
（読み）

全河川延長
上流端

円山川 42 田ノ口川 ﾀﾉｸﾞﾁｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字田ノ口字
向上735番地先

同県同市同町同大字字中島775番
地先

阿瀬川への合流点 阿瀬川への合流点 3.300

円山川 43 若林川 ﾜｶﾊﾞﾔｼｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字羽尻字向
三三谷162番地先

同県同市同町同大字字家の上975
番地先

阿瀬川への合流点 阿瀬川への合流点 0.950

円山川 44 大岡川 ｵｵｵｶｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字頃垣字薬
師堂58番地先

同県同市同町同大字字下り口62番
地先

稲葉川への合流点 稲葉川への合流点 1.300

円山川 45 山田川 ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市日高町大字山田字中
野592番地先の県道中野橋

兵庫県豊岡市日高町大字山田字中
野592番地先の県道中野橋

稲葉川への合流点 稲葉川への合流点 1.000

円山川 46 三谷川 ﾐﾀﾆｶﾞﾜ 水谷川の合流点 水谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 1.300

円山川 47 浅間川 ｱｻﾏｶﾞﾜ 四田谷川の合流点 四田谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 1.840

円山川 48 大江川 ｵｵｴｶﾞﾜ
兵庫県養父市八鹿町大字大江字ボ
ウガハタ82番地先の砂防堰堤

兵庫県養父市八鹿町大字大江字ボ
ウガハタ82番地先の砂防堰堤

円山川への合流点 円山川への合流点 3.200

円山川 49 岩崎川 ｲﾜｻｲｶﾞﾜ
兵庫県養父市八鹿町大字岩崎字平
原549番地先の砂防堰堤

兵庫県養父市八鹿町大字岩崎字平
原549番地先の砂防堰堤

大江川への合流点 大江川への合流点 4.200

円山川 50 八木川 ﾔｷﾞｶﾞﾜ 布滝川の合流点 布滝川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 26.493

円山川 51 小佐川 ｵｻｶﾞﾜ
兵庫県養父市八鹿町石原字鎌谷日
向1641番地先

兵庫県養父市八鹿町石原字鎌谷日
後1644番地先

八木川への合流点 八木川への合流点 7.274

円山川 52 八木谷川 ﾔｷﾞﾀﾞﾆｶﾞﾜ 大鍋川の合流点 大鍋川の合流点 八木川への合流点 八木川への合流点 3.100

円山川 53 出合川 ﾃﾞｱｲｶﾞﾜ
兵庫県養父市関宮町大字出合字高
津畑丁字高津畑709番の1地先

同県同市同町同大字字大原719番
の1地先

八木川への合流点 八木川への合流点 3.200

円山川 54 大屋川 ｵｵﾔｶﾞﾜ 明延谷川の合流点 明延谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 30.900

円山川 54-1 上箇川 ｱｹﾞｶﾞﾜ
兵庫県養父市上箇字山ﾉ下612番
の2地先の上流端を示す標柱

兵庫県養父市上箇字山ﾉ下612番
の2地先の上流端を示す標柱

大屋川への合流点 大屋川への合流点 1.700

円山川 55 建屋川 ﾀｷﾉﾔｶﾞﾜ
兵庫県養父市大字長野字唐川
1180番の2地先

同県同市同大字同字1092番地先 大屋川への合流点 大屋川への合流点 14.768

円山川 56 畑川 ﾊﾀｶﾞﾜ
兵庫県養父市大字畑字岡の谷918
番地先

同県同市同大字字杉ノ本741番地
先

建屋川への合流点 建屋川への合流点 3.460

円山川 57 明延川 ｱｹﾉﾍﾞｶﾞﾜ 富士野川の合流点 富士野川の合流点 大屋川への合流点 大屋川への合流点 11.305

円山川 58 米地川 ﾒｲｼﾞｶﾞﾜ 黒谷川の合流点 黒谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 3.491

円山川 59 高中川 ｺｳﾅｶｶﾞﾜ 唐川川の合流点 唐川川の合流点 米地川への合流点 米地川への合流点 1.500

円山川 60 石和川 ｲｻﾜｶﾞﾜ 奥ノ谷川の合流点 奥ノ谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 2.946

円山川 61 糸井川 ｲﾄｲｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町大字竹ノ内
字奥1202番の3地先の町道野田橋

兵庫県朝来市和田山町大字竹ノ内
字奥1202番の3地先の町道野田橋

円山川への合流点 円山川への合流点 7.765

円山川 62 内海川 ｳﾂﾉﾐｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町大字内海字
東谷359番地先

同県同市同町同大字同字東谷357
番の1地先

糸井川への合流点 糸井川への合流点 1.773

円山川 62-1 和田山川 ﾜﾀﾞﾔﾏｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町和田山字村
下2の3番地先

同町和田山字村下2の2番地先 円山川への合流点 円山川への合流点 0.480

円山川 63 東河川 ﾄｶﾞｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町白井字大町
1038番地先の砂防堰堤下流端

兵庫県朝来市和田山町白井字大町
1038番地先の砂防堰堤下流端

円山川への合流点 円山川への合流点 6.008

円山川 63-1 玉置川 ﾀﾏｷｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町玉置字一本
柳1086の1番地先の県道橋下流端

兵庫県朝来市和田山町玉置字一本
柳1086の1番地先の県道橋下流端

円山川への合流点 円山川への合流点 0.570
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円山川 64 与布土川 ﾖｳﾄﾞｶﾞﾜ 坂根川の合流点 坂根川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 10.545

円山川 65 粟鹿川 ｱﾜｶﾞｶﾞﾜ
兵庫県朝来市山東町大字粟鹿字三
五村1512番地先の町道三谷橋

兵庫県朝来市山東町大字粟鹿字三
五村1512番地先の町道三谷橋

与布土川への合流
点

与布土川への合流
点 4.283

円山川 66 磯部川 ｲｿﾍﾞｶﾞﾜ
兵庫県朝来市山東町大字大内字横
屋925番の1地先

同県同市同町同大字野間字大代東
502番地先

粟鹿川への合流点 粟鹿川への合流点 2.873

円山川 67 柴川 ｼﾊﾞｶﾞﾜ
兵庫県朝来市山東町大字柴字郷納
856番地先

同県同市同町同大字字梅の木352
番地先

粟鹿川への合流点 粟鹿川への合流点 3.305

円山川 68 三保川 ﾐﾎｶﾞﾜ
兵庫県朝来市山東町大字三保字伯
母田344番地先

同県同市同町同大字字才の木470
番地先

粟鹿川への合流点 粟鹿川への合流点 3.400

円山川 69 西谷川 ﾆｼﾀﾆｶﾞﾜ
兵庫県朝来市山東町大字粟鹿字竹
野上2325番地先

同県同市同町同大字字木節名谷
2306番地先

粟鹿川への合流点 粟鹿川への合流点 1.000

円山川 70 迫間川 ﾊｻﾏｶﾞﾜ 大林川の合流点 大林川の合流点
与布土川への合流
点

与布土川への合流
点 1.200

円山川 70-1 坂根川 ｻｶﾈｶﾞﾜ
兵庫県朝来市山東町与布土字坂根
562番の1地先

同県同市同町同字坂根561番の3
地先

与布土川への合流
点

与布土川への合流
点 0.760

円山川 71 黒川 ｸﾛｶﾜ
兵庫県朝来市和田山町大字筒江字
山鼻751番地先の県道黒川橋

兵庫県朝来市和田山町大字筒江字
山鼻751番地先の県道黒川橋

円山川への合流点 円山川への合流点 5.400

円山川 72 安井川 ﾔｽｲｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町大字奥字蔵
之谷62番地先

同県同市同町同大字字フケノ田285
番地先

円山川への合流点 円山川への合流点 2.500

円山川 72-1 大路川 ｵｵｼﾞｶﾞﾜ
兵庫県朝来市和田山町久世田字大
今谷1166番1地先

同町同字地獄谷1264番1地先 円山川への合流点 円山川への合流点 1.200

円山川 73 伊由谷川 ｲﾕﾀﾞﾆｶﾞﾜ 青倉川の合流点 青倉川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 3.819

円山川 74 多々良木川 ﾀﾀﾗｷﾞｶﾞﾜ 坂谷川の合流点 坂谷川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 5.927

円山川 74-1 見才谷川 ﾐｻｲﾀﾞﾆｶﾞﾜ
兵庫県朝来市大字多々良木字見才
166番の2地先

兵庫県朝来市大字多々良木字見才
165番の1地先

多々良木川への合
流点

多々良木川への合
流点 0.830

円山川 74-2 倉谷川 ｸﾗﾀﾆｶﾞﾜ
兵庫県朝来市大字多々良木字倉谷
112番地先

兵庫県朝来市大字多々良木字倉谷
113番地先

多々良木川への合
流点

多々良木川への合
流点 0.700

円山川 74-3 能見谷川 ﾉｳﾐﾀﾞﾆｶﾞﾜ
兵庫県朝来市大字多々良木字灰原
130番地先

兵庫県朝来市大字多々良木字能見
959番の1地先

倉谷川への合流点 倉谷川への合流点 0.680

円山川 75 神子畑川 ﾐｺﾊﾞﾀｶﾞﾜ
兵庫県朝来市大字佐嚢字坂211番
の4地先の県道不動橋

兵庫県朝来市大字佐嚢字坂211番
の4地先の県道不動橋

円山川への合流点 円山川への合流点 10.427

円山川 76 八代川 ﾔｼﾛｶﾞﾜ
兵庫県朝来市大字上八代字長尾
600番地先

同県同市同大字字落屋556番地先
神子畑川への合流
点

神子畑川への合流
点 5.000

円山川 77 佐中川 ｻﾅｶｶﾞﾜ
兵庫県朝来市大字佐嚢字永家
1284番の1地先の県道佐中橋

兵庫県朝来市大字佐嚢字永家
1284番の1地先の県道佐中橋

神子畑川への合流
点

神子畑川への合流
点 3.700

円山川 78 田路川 ﾄｳｼﾞｶﾞﾜ 絵ノジ川の合流点 絵ノジ川の合流点 円山川への合流点 円山川への合流点 5.461

円山川 31-2 北谷川 ｷﾀﾀﾞﾆｶﾞﾜ
兵庫県豊岡市但東町畑山字北谷
100番15地先

同町畑山同字100番6地先 横谷川への合流点 横谷川への合流点 0.350

円山川 14-1
小野川放水

路
ｵﾉｶﾞﾜﾎｳｽ

ｲﾛ
六方川からの分派点 六方川からの分派点 出石川への合流点 出石川への合流点 1.500

円山川 嶋川 ｼﾏｶﾞﾜ
豊岡市出石町宮内字祠木72番3地
先の橋梁下流端

豊岡市出石町宮内字祠木72番3地
先の橋梁下流端

六方川への合流点 六方川への合流点 1.800

円山川 田多地川 ﾀﾀﾞﾁｶﾞﾜ
豊岡市出石町袴狭字川田1656番1
地先

同市同町袴狭同字1644番地先 嶋川への合流点 嶋川への合流点 0.400

合計 504.534


