
第 13 回身近な水環境の全国一斉調査結果 矢作川水系水環境マップⅢ 2016.6.5（AM） 

水質（水の濁りの指標）：透視度（単位 cm） 凡例 

0～1 未満 1～5 未満 5～10 未満 10～20 未満 20～30 未満 30～40 未満 40～50 未満 50～60 未満 60 以上 

         

実施・作図  矢作川環境技術研究会（H28 度事業） 
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（実施日が違う地点：6/4 №7・9の一部・12・26・36・44、6/6 №3・4・22・39・41・50、6/7 №24・25、6/8 №8・40・44の一部、 

6/10 №16、6/17 №13・14・20・23・51・54、6/26 №11・49、6/26 №15、7/6 №6） 
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摘要：各地点は 3 回測定値の中央値です。測定が重複した地点で凡例（値）が異なった場合は併記しました。 

表 1 調査地点一覧（2016年度） 

№ 河川・調査地点 № 河川・調査地点 

1 矢作川源流 柳川 源流の碑 26 八幡川 新後田橋 幡豆町西幡豆 

2 〃 上流 上村川 明治用水水源林の明林橋 27 境川水系逢妻川 10K2 付近 R1 逢妻大橋 

3 〃 上流 上村川下流（小田子地内）せきれい橋 28 境川水系逢妻川 10K2 付近 R1 逢妻大橋 

4 〃 上流 根羽川下流（小田子地内）国界橋 29 境川水系境川  8K2 付近知立ﾊﾞｲﾊﾟｽ橋の下流 

5 〃 上流 根羽川上流（根羽小学校付近）平瀬橋 30 境川水系逢妻川 07K0 付近知立ﾊﾞｲﾊﾟｽ橋の下流 

6 〃 上流 新富国橋（右岸側） 豊田市冨田町,国付町 31 根羽川上流・小戸名川、矢作川水源の森の沢 

7 〃 中流 日名橋 岡崎市日名西町 32 矢作川上流 段戸川上流 大橋 豊田市大多賀町 

8 〃 下流 棚尾橋 西尾市小柳町 33 足助川下流 落合橋 豊田市足助町蔵地内 

9 巴川上流 巴橋（右岸側）  豊田市足助,香嵐渓 34 郡界川 郡界橋 豊田市・岡崎市境（巴川合流前） 

10 〃 下流 松平橋 豊田市松平 36 矢作川中流 竜宮橋（左岸側）豊田市竜宮町・野見町境 

11 籠川   籠川橋 豊田市伊保町 37 矢作川中流 「矢作橋」（国道１号）左岸 

11’ 籠川   籠川橋上流にある「弁天橋」 豊田市伊保町 38 男川上流 「豊橋」 片寄の落差工の下流 

12 青木川  青木橋 岡崎市青木町 39 男川中流 夏山川合流地点より 100ｍ下流 

13 男川   学校橋 岡崎市生平町 40 猿渡川下流巡見橋（県道 296 号） 

14 乙川上流 簗野橋 岡崎市茅原沢町 41 高浜川（油ヶ淵流末）明治橋（県道 295 号） 

15 〃 下流 明代橋 岡崎市菅生町 42 境川下流 平成大橋（県道 51 号） 

16 鹿乗川  北山橋 安城市野寺町 43 根羽川上流・小戸名川、矢作川源流の碑の下流（沢） 

17 広田川  岡島橋 安城市駒場町の駒場橋下流 44 段戸川上流 段戸裏谷原生林の沢（原生林の出口） 

18 安藤川 江原小橋 西尾市江原町 45 矢作川下流 米津橋（右岸側） 西尾市米津町 

19 須美川  宮下橋 西尾市善明町 46 名倉川下流 押山大滝 豊田市川手町 

20 矢作古川 松大橋 一色町松木島 47 上村川水系飯田洞川下流 中広橋 恵那市上矢作町本郷 

21 北浜川  刈宿橋 西尾市刈宿町 48 矢作川上流 奥矢作橋 岐阜・愛知県境（第二ﾀﾞﾑ下流） 

22 二の沢川 白妙橋 西尾市山下町,会館北 49 明智川下流 川ヶ渡橋 豊田市須淵町・恵那市川ヶ渡境 

23 一色排水路 間浜橋 一色町藤江 50 籠川水系伊保川下流 向山橋 豊田市伊保町 

24 矢崎川 吉田大橋 吉良町吉田 51 乙川水系山綱川下流 美岡橋 岡崎市美合町・岡町境 

25 鳥羽川  鳥羽橋 幡豆町鳥羽 54 広田川中流 中吉橋 額田郡幸田町境 

                                             （注）№36・52・53・55 は欠番。 

参加会員（会社）一覧（順不同） 

稲武土建㈱、ヤハギ道路㈱、㈱竹中土木名古屋支店、太啓建設㈱、石橋建設興業㈱、㈱安藤・間 名古屋支店、 

エヌエス環境㈱名古屋支店、佐藤工業㈱名古屋支店、㈱小野組、㈱鴻池組名古屋支店、大成建設㈱名古屋支店、

成 瀬 建 設 ㈱ 、 鹿 島 建 設 ㈱ 中 部 支 店 、 徳 倉 建 設 ㈱ 、 石 橋 建 設 興 業 ㈱ 、 田 中 建 設 興 業 ㈱ 、 

長坂建設興業㈱、清水建設㈱名古屋支店、㈱近藤組、㈱大林組名古屋支店、㈱奥村組名古屋支店、鉄建建設㈱ 

名古屋支店、矢作建設工業㈱、山旺建設㈱、㈱太陽機構 

今回は会員 25 社、総勢 39 人（小学生以下 1 人含む）にご協力頂き、一連の作業を無事終了できました。 

地点総数は、重複地点も含めると参加開始以来最多の 57 地点になりました。参加頂きました会員各位、並び 

に主催者の全国水環境マップ実行委員会に感謝の意を表します。 

                                      2016.7.11 作成 


