
大阪府土砂災害予警報システム　土石流テレメーター等設置場所

局数 局種・局名 所在地 備考
（1） 副監視局

1 池田土木事務所 池田市城南１丁目１－１
2 茨木土木事務所 茨木市中穂積１丁目３－４３
3 枚方土木事務所 枚方市大垣内町２－１５－１
4 八尾土木事務所 八尾市荘内町２丁目１番３６号
5 富田林土木事務所 富田林市寿町２丁目６－１
6 鳳土木事務所 堺市西区鳳東町４丁３９０－１
7 岸和田土木事務所 岸和田市野田町３丁目１３番２号

8
池田土木事務所
能勢出張所

豊能郡能勢町大里１３３－５

（2） 中継局兼副監視局

1
岸和田土木事務所
尾崎出張所

阪南市黒田５２－３

（3） 監視局（市町村・単向通信）
1 枚方市 枚方市大垣内町２－１－２０
2 寝屋川市 寝屋川市本町１－１

（4） 監視局(市町村）
1 能勢町 豊能郡能勢町宿野２８番 
2 豊能町 豊能郡豊能町余野４１４－１
3 池田市 池田市城南１丁目１－１
4 箕面市 箕面市西小路４－６－１
5 茨木市 茨木市駅前３丁目８－１３
6 交野市 交野市私部１丁目１-１
7 四條畷市 四條畷市中野本町１－１
8 大東市 大東市谷川１－１－１
9 東大阪市 東大阪市荒本北５０番地の４

10 八尾市 八尾市本町１丁目１－１
11 柏原市 柏原市安堂町１－５５
12 富田林市 富田林市常盤町１－１
13 河内長野市 河内長野市原町３９６－３
14 太子町 南河内郡太子町大字山田８８
15 河南町 南河内郡河南町大字白木１３５９－６
16 千早赤阪村 南河内郡千早赤阪村大字水分１８０
17 和泉市 和泉市府中町２丁目７－５
18 岸和田市 岸和田市岸城町７－１

（5） 中継局兼監視局（市町村）
1 岬町 泉南郡岬町深日２０００－１

（6） 中継局（市町村）
1 野間 豊能郡能勢町野間西山８８
2 天台山 豊能郡豊能町川尻１８０
3 田能 高槻市大字田能小字大谷２１－２

（7） 中継局兼観測局（市町村）
1 五月山霊園 池田市木部町
2 石堂ヶ岡 茨木市大字泉原１３４９－１

3 向谷
三島郡島本町大字大沢４４－３
国土交通省向谷中継所構内

4 飯盛山 大東市大字北条２３７７－１６
5 金胎寺山 富田林市伏見堂
6 三国山 和泉市父鬼町７７４
7 神於山 岸和田市神於町６７６－１０８
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局数 局種・局名 所在地 備考
（8） 観測局

1 日根野浄水場 泉佐野市日根野１９２８
2 大木 泉佐野市日根野５５６０
3 三ケ山 貝塚市三ケ山１０９７－４
4 童子畑 泉南市信達童子畑６３６－３
5 新家 泉南市新家９７５
6 久保 泉南郡熊取町大字久保２８４２

（9） 観測局(市町村）
1 宿野 豊能郡能勢町宿野４３７－１
2 岐尼 豊能郡能勢町今西２５−１
3 竜王山 豊能郡能勢町柏原８７－１
4 天王 豊能郡能勢町天王２８５－１０
5 釈迦ヶ獄 豊能郡能勢町倉垣４７５
6 山田 豊能郡能勢町山田３９８－３
7 歌垣山 豊能郡能勢町倉垣７１２
8 東郷 豊能郡能勢町地黄１７３－１
9 上山辺 豊能郡能勢町山辺２１９３－３

10 城山 豊能郡能勢町栗栖８２－１
11 宿野三区 豊能郡能勢町宿野１４８０
12 暮坂峠 豊能郡能勢町山内１９－１
13 野間出野 豊能郡能勢町野間出野２００－１
14 牧 豊能郡豊能町余野９５２－１
15 切畑 豊能郡豊能町切畑４７７
16 高代寺山 豊能郡豊能町吉川１７１
17 吉川 豊能郡豊能町ときわ台５－１７
18 川尻 豊能郡豊能町川尻１６９－７
19 高山小学校 豊能郡豊能町高山４７８
20 伏尾台 池田市伏尾台１丁目１８０
21 伏尾町 池田市東山１－１
22 六個山 箕面市新稲２丁目２５７－３
23 如意谷 箕面市如意谷４－４－１
24 粟生間谷 箕面市粟生間谷５－４－６３
25 下止々呂美 箕面市下止々呂美９６２
26 大門寺 茨木市大字大門寺５－２
27 上音羽 茨木市大字上音羽１１９－２
28 車作 茨木市大字車作２３６－２
29 清阪 茨木市大字清阪１０９－３
30 泉原 茨木市大字泉原８５７
31 佐保 茨木市大字佐保１２３１－１
32 宿久庄 茨木市大字宿久庄８５
33 杉生 高槻市大字田能小字上条奥ノ谷１－６
34 二料 高槻市大字二料小字垣内４２－１
35 中畑 高槻市大字中畑小字大門２４－２
36 出灰 高槻市大字出灰小字堂ノ前１９－１
37 川久保北 高槻市大字川久保１９６
38 大和 高槻市大和１丁目２５－１
39 安満 高槻市安満御所の町１２３１－１
40 清水台 高槻市清水台１丁目２５－１
41 萩谷 高槻市大字萩谷１０８５
42 若山台 三島郡島本町若山台２丁目１３０－３４
43 尺代 三島郡島本町大字尺代４９０
44 倉治 交野市新宮寺２丁目９－１２
45 森南 交野市森南２丁目４４７－２
46 妙見東 交野市妙見東３丁目５００１－１４６
47 星田西 交野市星田西３丁目５３３２－２１５
48 梅ヶ丘 寝屋川市梅ヶ丘２－１０－１
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局数 局種・局名 所在地 備考
49 竜王池 四條畷市大字逢阪３５５－１
50 生駒口 四條畷市大字南野２７９２
51 大東野活 大東市大字龍間１８４６
52 龍間 大東市大字龍間４１５
53 善根寺町 東大阪市善根寺町１－６－１
54 府民の森 東大阪市上四条町１９００－３
55 上四条町 東大阪市上四条町２０５１－１
56 鳴川峠 東大阪市横小路町１丁目１８００
57 生駒山頂 東大阪市上石切町２丁目１５６９
58 山手町 東大阪市東豊浦町１１８０
59 垣内 八尾市教興寺５５９－１
60 高安山 八尾市大窪１０１－１
61 大窪 八尾市大竹８－７０
62 高安山霊園 八尾市大字恩智１７１９
63 高尾山 柏原市平野２丁目４０３－１
64 横尾 柏原市大字平野１０２４－１
65 高井田 柏原市大字高井田１０１５
66 国分東条 柏原市田辺４４９９－２８
67 東條 南河内郡太子町山田２４２４
68 平石 南河内郡河南町平石４２８－３
69 さくら坂 南河内郡河南町さくら坂５－３
70 川野辺 南河内郡千早赤阪村川野辺６６－１
71 水分 南河内郡千早赤阪村水分
72 桐山 南河内郡千早赤阪村桐山２５８
73 小吹 南河内郡千早赤阪村小吹６８－７８０
74 金剛山 南河内郡千早赤阪村千早１３１３－２
75 千代田 河内長野市木戸町６４９
76 赤峰 河内長野市小山田町３７９－１
77 天野 河内長野市天野町２０５－２００
78 加賀田 河内長野市加賀田５６８－１
79 美加の台 河内長野市美加の台７丁目２－１－１
80 大師 河内長野市大師町８８５
81 西高 河内長野市天野１３０４－３
82 天見 河内長野市天見２４９３－２
83 岩湧山 河内長野市加賀田３８２２－１
84 鳩原 河内長野市太井４８０
85 石見川 河内長野市石見川
86 岩瀬 河内長野市岩瀬１５０７－１
87 仏並 和泉市仏並町１３４５
88 若樫 和泉市若樫町６５８
89 大野 和泉市大野町１３４５
90 九鬼 和泉市九鬼町４４６－３
91 父鬼 和泉市父鬼町１６４９－２
92 善正 和泉市善正町２９６
93 槇尾山 和泉市槇尾山町１３
94 春木川 和泉市春木川町１６３－１
95 北田中 和泉市福瀬７７７－２
96 松尾寺 和泉市松尾寺町２１７１－４
97 相川町 岸和田市相川町９６５
98 大沢町 岸和田市大沢町２４２４－３
99 塔原町 岸和田市塔原町６１５－１

100 葛城山
和歌山県那賀郡那賀町　大字切畑字葛城９６９－４６
３　国土交通省葛城山中継所構内

101 山中渓 阪南市山中渓２４５
102 箱の浦 阪南市箱の浦１－７６
103 桑畑 阪南市桑畑３５２－１３
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104 深日 泉南郡岬町深日１１４３－２
105 甲山 泉南郡岬町多奈川字谷川２２５１－２
106 多奈川 泉南郡岬町多奈川字谷川１６２４

（10）観測局(市町村・単向通信）
1 氷室台 枚方市氷室台１－４５９３－３２１
2 枚方津田高校 枚方市津田北町２
3 穗谷配水池 枚方市大字穗谷２２１－２
4 津田配水池 枚方市津田１０２２

（11）雨量情報処理装置
1 池田土木事務所 池田市城南１丁目１－１

2
池田土木事務所
能勢出張所

豊能郡能勢町大里１３３－５

3 茨木土木事務所 茨木市中穂積１丁目３－４３
4 枚方土木事務所 枚方市大垣内町２－１５－１
5 富田林土木事務所 富田林市寿町２丁目６－１
6 岸和田土木事務所 岸和田市野田町３丁目１３番２号

（12）雨量情報表示盤
1 下止々呂美 箕面市下止々呂美９６２
2 高山 豊能郡豊能町高山（高山公民館）
3 五月丘 池田市五月丘（山之手公園）
4 能勢町 豊能郡能勢町宿野（能勢町役場）
5 泉原 茨木市大字泉原１１８６
6 交野 交野市森南１丁目
7 千早 南河内郡千早赤阪村千早
8 天野 河内長野市天野町
9 川上 河内長野市寺元５０１

10 平石 南河内郡河南町平石４２８－３
11 弘川 南河内郡河南町弘川
12 嬉 富田林市嬉６３８－１
13 石見川 河内長野市石見川１５９
14 天見 河内長野市天見２１２－２
15 上河内 南河内郡河南町上河内１６７－１
16 太子 南河内郡太子町大字山田２２６５－１（道の駅太子）

（13）統制局
1 大阪府庁 大阪市中央区大手前２－１－２２


