
測定地点、調査機関一覧表(平成29年度）

＜淀川水域＞

番号 河川名 地点名 調査機関 番号 河川名 地点名 調査機関

101 桂川 宮前橋流心 157 戎川 角堂橋

103 宇治川 御幸橋流心 158 野本橋

104 木津川 御幸橋流心 159 羽衣橋

108 穂谷川 淀川合流直前 161 天野川 枚方市境

109 黒田川 淀川合流直前 163 天野川 逢合橋

110 天野川 淀川合流直前 165 星田中川 天野川合流前

111 安居川 淀川合流直前 167 天野川 羽衣橋

112 枚方大橋左岸 168 江尻川 新関西製鐵北

113 枚方大橋右岸 170 野々田川 倉治橋

114 芥川 淀川合流直前 171 がらと川 倉治橋

115 鳥飼大橋左岸 174 芥川 門前橋

116 鳥飼大橋右岸 179 檜尾川 演習橋

120 船橋川 新宇治橋

122 穂谷川 穂谷川新橋

124 北川 北川流末

128 淀川 磯島 淀川水質協議会

高槻市

淀川

淀川

天野川
四條畷市

交野市
淀川水質協議会

枚方市



＜神崎川水域＞

番号 河川名 地点名 調査機関 番号 河川名 地点名 調査機関

203 神崎川 吹田橋 大阪市 255 北川水路 わけた橋

204 空港周辺排水路 末流 256 下音羽川 馬ヶ瀬橋

205 千里川 中流 257 勝尾寺川 上河原橋

206 中央幹線 末流 258 箕川 勝尾寺川合流点上

207 豊能南部雨水幹線 末流 260 佐保川 免山橋

208 高川 末流 262 高瀬川水路 市斎場横

210 山田川 市場橋 264 大正川 西沢良宜橋

212 穴田川 丼池水路合流前 266 小川水路 市民体育館西横

213 丼池水路 穴田川合流前 267 柳川水路 朝夕橋

216 味舌水路 流末地点 268 天王川 天王川流末

217 山田川 てらだ橋 273 野間川 野間川流末

218 正雀川 高野台中学校付近 275 余野川 八千代橋 池田市

219 上の川 山の谷川合流前 280 正雀川 安威川合流直前

220 山の谷川 上の川合流前 281 山田川 安威川合流直前

221 糸田川 流末地点 284 大正川 安威川合流直前

222 吹田市・豊中市域境界 286 三ヶ牧水路 鳥飼八町

223 流末地点 287 鳥飼水路 みた・パーツセンター前

226 江原川 下水処理場東 288 番頭面水路 鳥飼水路合流直前

227 箕面川 天神小橋 289 味生水路 味生水路排水機場下流

229 猪名川 中橋 290 安威川 摂津市環境センター附近

230 石澄川 石澄橋 291 番田井水路 朧ケ小橋

231 八王寺川 アルビス池田東 292 川合裏川 裏川橋 箕面市

234 箕面川 今井橋 295 番田井路 大樋 高槻市

235 勝尾寺川 茨木市境界前 299 佐保川 福井橋 茨木市

236 箕川 茨木市境界前 901 北山川 下新田橋

237 余野川（上流） 豊能町境界前 902 呉服橋

238 余野川（下流） 池田市境界前 903 猪名川橋

239 千里川 豊中市境界前 904 内川 内川流末

240 鍋田川 御幸橋

241 才ヶ原川 西脇橋

243 切畑川 余野橋

245 木代川 し尿処理場下

246 余野川 箕面市境界前

247 平井川 平井川終点

249 初谷川 川西市境界前

250 最上流（府境）

251 車作大橋

254 西河原橋

安威川

猪名川
河川事務所

高川

吹田市

能勢町

箕面市

池田市

茨木市

豊中市

摂津市

豊能町

猪名川

茨木市



＜寝屋川水域＞

番号 河川名 地点名 調査機関 番号 河川名 地点名 調査機関

307 寝屋川 新喜多大橋 359 神武川 大阪市境界

308 第二寝屋川 阪東小橋 360 第二寝屋川 山我橋

309 中竹渕橋 361 旭橋（本流）

310 安泰橋 362 旭橋（側溝）

311 睦橋 363 平野川 八尾市境界

312 平野川分水路 片一橋 364 恩智川 八尾市境界

314 天神橋 365 長瀬川 八尾市境界

315 八雲橋 366 古川 三ツ島大橋

316 西三荘都市下水路 大阪市庭窪浄水場横 367 下八箇荘水路 府営三ツ島住宅北西

318 新古川橋 368 平野川 最上流 柏原市

319 大久保神田橋 370 寝屋川（上流） 大東市深野北二丁目

320 高神橋 371 寝屋川（下流） 大東市諸福六丁目

321 馬洗橋 372 新田一号水路 大東市新田西町

324 友呂岐水路 友呂岐水路橋 寝屋川市 373 長瀬川側構 八尾市境界 柏原市

325 幹線水路 天神橋
寝屋川市

大阪府河川室
374 北谷川 寝屋川基点直前

326 二十箇水路 上外島橋 寝屋川市 375 たち川 寝屋下橋

327 寝屋川第5水路 古川水路合流直前
寝屋川市

大阪府河川室
376 宇谷川 寝屋川合流直前

329 友呂岐水路 新佐伯橋
寝屋川市

大阪府河川室
377 打上川 観音橋

330 寝屋川第十一水路 太平ポンプ場前橋 378 南前川 桜幸橋

331 楠根川 北森橋 379 傍示川 大谷橋 交野市

332 讃良川 堀溝一号橋 384 恩智川 花園多目的遊水地

333 古川水路 池田秦線交差地点 390 平野川大橋

334 古川 大久保神田橋 391 新平野川橋

335 大阪広域水道企業団四條畷水

道センター岡山配水池上流 393 平野川分水路 水時橋

336 新橋 395 清水川との合流地点

337 讃良橋 396 見町橋

338 清滝橋 397 新川 新橋

339 寝屋川市・四條畷市境界 720 浄化用導水路吐出口

340 江蝉川支流との合流地点 721 葭田橋

341 寝屋川市・四條畷市境界 722 徳栄橋

342 旧市水道局旧取水口 723 左専道大橋

343 楠公橋 724 今里大橋

346 大東市深野北二丁目 725 中桑原橋（下流側）

347 谷田川 大東市緑ヶ丘 726 守口第１水路 流末

348 鍋田川 大東市谷川一丁目 727 西三荘都市下水路 庭窪浄水場横

350 恩智川 大東市南新田一丁目 728 門真第１１水路 流末

352 下八箇荘水路 大東市諸福八丁目 729 門真第１３水路 門真市三ツ島

353 恩智川下流 南新田橋 730 大阪第７水路 下流

354 長瀬川（本流） 藤美橋 731 上流

355 長瀬川（側流） 藤美橋 732 最下流

356 三八水路 緩衝緑地公園北橋 733 寝屋川 今津橋

357 五箇井路 五箇橋

358 六郷井路 西堤新開橋

平野川

讃良川

清滝川

江蝉川

権現川

下八箇荘水路

東大阪市

長瀬川

八尾市

大阪府河川室

門真市

大東市

寝屋川市

四條畷市

柏原市

大阪府河川室

岡部川

古川

大東市

平野川分水路

寝屋川市

大阪市

幹線水路

古川

守口市

大阪府河川室

平野川

四條畷市





＜大阪市内河川水域＞

番号 河川名 地点名 調査機関

404 大川（旧淀川） 毛馬橋 大阪市

405 城北川 赤川橋 大阪市

＜大和川水域＞

番号 河川名 地点名 調査機関 番号 河川名 地点名 調査機関

501 千代田橋 572 千早川 出合橋 千早赤阪村

502 錦水橋 574 太井川 太井川橋

503 天見川 平和橋 575 梅川 板屋橋

504 西除川 天野橋 576 飛鳥川 松本橋

529 宇奈田川 苗代井堰付近 580 島川合流点下流

530 石川 石川河川敷川西グラウンド付近 582 大ヶ塚橋上流

531 佐備川 市立第三中学校西側付近 583 天満川 梅川合流点上流

532 千早川 下東条橋付近 584 千早川 千早川下流

534 大和川 新大和橋 587 馬谷川 白木バイパス下流

535 円明水路 大和川合流点 591 太井川 菅ケ谷橋 太子町

536 大乗川 大乗橋 592 梅川 島川橋下流 河南町

538 大水川 平成橋 593 西除川 天野橋 大阪狭山市

539 東除川 高鷲橋 595 水越川 赤阪大橋 千早赤阪村

540 中池水路 島泉9丁目

541 石川 臥龍橋 羽曳野市水道局

542 京樋水路 梅が園町

543 大水川 林1丁目

544 王水川 岡1丁目

545 西水路 小山2丁目

546 落堀川 津堂4丁目

548 光竜寺川 樋分橋

551 東除川 新大阪橋

553 西除橋

554 金剛橋

555 東除川 下川原橋

556 西除川 池尻自由丘

557 三津屋川 三津屋橋

559 東除川 大堀小橋

560 松原北小学校東門

561 今井戸川流末

564 西除川 天美西市境界

566 東除川 一津屋橋

568 奈良県境界

569 大和川合流点

石川

大阪狭山市

羽曳野市

富田林市
河南町

太子町
河内長野市

梅川

松原市

堺市

柏原市

藤井寺市

柏原市

今井戸川

西除川

原川



＜泉州諸河川水域＞

番号 河川名 地点名 調査機関 番号 河川名 地点名 調査機関

609 石津川 神石橋 堺市 646 男里川 男里川

611 山直中橋 647 山中川(上流) ほととぎす旅館

612 松瀬橋 648 山中川(中流) 下滑石田橋

615 春木川 上轟橋 651 井関川 さつき台

617 虎橋 652 小原川 河口

618 諸井堰 653 釈迦坊川 貝掛

619 王子川 新王子橋 654 飯ノ峰川 飯ノ峰川

620 芦田川 新羽衣橋 655 茶屋川 茶屋親水公園

621 新川 東橋 657 田山川 田山川

622 八軒川 美津児童遊園横 670 轟川 陽代橋 岸和田市

623 堅川 緑橋 672 父鬼川 阿弥陀橋 和泉市

624 緑川 松之浜橋 675 近木川 蕎原浄水施設取水口 貝塚市

625 安治川 安治川橋 676 新天ノ川 天川橋 岸和田市

626 冬堂橋 681 百済川 石長橋

627 箕形橋 682 和田川 檜尾橋

634 槇尾川 桑原大橋 684 新家川上流 新家小学校付近

636 北境川 堀並橋 685 紺谷川 汐見橋付近

637 清水川 清水橋 686 男里川 昭和橋

638 秬谷川 秬谷地区 688 槇尾川 城前橋 和泉市

639 住吉川 向田橋 689 古城川 上町橋

640 雨山川 籠谷橋 802 小渕川 小渕橋

641 見出川 美穂出橋

644 新家川下流 明治小橋下流

645 屯道川 樽井橋上流
泉南市

熊取町 岸和田市

阪南市

堺市

泉南市

和泉市

貝塚市

岸和田市

高石市

泉大津市

津田川

松尾川

牛滝川



＜河川底質＞ ＜海域＞

番号 河川名 地点名 調査機関 番号 水域名 地点名 調査機関

12 石津川 石津川橋 3 大阪湾 No.25ドルフィン

13 西除川 大和川合流直前 5 大阪湾 北港沖1,000ｍ

16 牛滝川 高橋 大阪湾 堺第2区前（表層）

20 春木川 春木橋 大阪湾 堺第2区前（底層）

21 津田川 虎橋 大阪湾 南泊地（表層）

22 余野川(下流) 池田市境界前 大阪湾 南泊地（底層）

23 川合裏川 裏川橋 大阪湾 浜寺泊地(表層）

36 石川 石川橋 大阪湾 浜寺泊地（底層）

37 河内橋 1 大阪湾 －

38 遠里小野橋 2 大阪湾 －

39 枚方大橋左岸 3 大阪湾 －

40 枚方大橋右岸 4 大阪湾 －

41 鳥飼大橋左岸 5 大阪湾 －

42 鳥飼大橋右岸 6 大阪湾 －

44 伝法大橋 7 大阪湾 －

45 利倉 8 大阪湾 －

46 銀橋 9 大阪湾 －

47 軍行橋 10 大阪湾 －

48 長柄橋 11 大阪湾 －

49 菅原城北大橋 12 大阪湾 －

65 大津川 南海線鉄橋 泉大津市 13 大阪湾 －

67 大里川 大里川河口 泉南市 14 大阪湾 －

68 古川 葭田橋下流 15 大阪湾 －

69 平野川分水路 天王田大橋上流 16 大阪湾 －

70 平野川 俊徳橋上流 17 大阪湾 －

71 平野川 開橋下流 18 大阪湾 －

72 平野川 生野橋上流 19 大阪湾 －

73 平野川 昭和橋上流 20 大阪湾 －

＜湖沼＞

番号 調査機関

① 逢帰ダム貯水池

② 稲倉池

③ 永楽ダム貯水池

④ 大池

⑤ 大野池

⑥ 光明池

⑦ 惣ヶ池

⑧ 滝畑ダム

⑨ 寺ヶ池

⑩ 副池

⑪ 堀河ダム貯水池

⑫ 箕面川ダム

⑬ 箕面川ダム

⑮ 狭山池ダム

平成29年度は③、⑤、⑦、⑪、⑬、⑮の地点で実施した。

淀川 淀川河川事務所

大阪市

堺市

地方独立行政
法人大阪府立
環境農林水産
総合研究所

水産技術センター
（浅海定線調査）

St.2

St.3

St.4

猪名川河川事務所

大和川

猪名川

箕面市

堺市

大和川河川事務所

大阪府河川室

大阪府
環境管理室

大阪府河川室

岸和田市

水域名

淀川 淀川河川事務所


