
振興局名 河川名 観測所名 設置場所 0点高

伊都振興局 穴伏川 北川橋 北川橋右岸下流２００ｍ 105.490
〃 有田川 梁瀬 梁瀬大橋上流左岸上流 337.250
〃 橋本川 小原田 南門橋左岸下流３５０ｍ 88.090
〃 山田川 山田 出塔橋左岸上流１００ｍ 167.860
〃 嵯峨谷川 西川橋 西川橋左岸上流１００ｍ 114.080
〃 橋本川 古東橋 古東橋左岸上流２０ｍ 76.000

那賀振興局 海神川 西大井 紀の川市役所左岸上流３０ｍ 43.610
〃 ざくろ川 神田 八幡橋右岸上流１５０ｍ 22.900

海草振興局 大門川 伊勢橋 伊勢橋右岸 -0.150
〃 大門川 鳴神橋 鳴神橋左岸上流１０ｍ -0.400
〃 貴志川 野上新橋 野上新橋橋脚 37.340
〃 貴志川 小川橋 小川橋下流左岸 58.760
〃 千手川 観音橋 千手川観音橋右岸 7.970
〃 鳴滝川 鳴滝橋 鳴滝橋左岸下流３０ｍ 2.540
〃 堤川 加太 山田橋右岸上流５００ｍ 1.600
〃 土入川 報国橋 報国橋左岸上流３００ｍ -0.580
〃 和田川 広見橋 広見橋右岸下流１００ｍ 0.080
〃 亀の川 大師橋 大師橋下流左岸 11.920
〃 日方川 海南橋 海南橋上流右岸 8.250
〃 加茂川 下 加茂郷橋橋脚 5.540
〃 貴志川 永宝橋 氷宝橋下流右岸 264.580

有田振興局 有田川 保田橋 保田大橋橋脚 -0.718
〃 有田川 宮原 有田東大橋右岸下流５００ｍ 5.670
〃 有田川 田殿 田殿橋橋脚 13.970
〃 有田川 金屋 金屋橋右岸下流２０ｍ 22.960
〃 有田川 粟生 榎瀬橋右岸上流１０ｍ 107.445
〃 広川 新広橋 新広橋橋脚 0.430
〃 山田川 三之橋 三之橋左岸橋台 14.480
〃 有田川 徳田 吉備頭首工左岸上流 20.700

日高振興局 由良川 里 国道橋上流１００ｍ 0.810
〃 日高川 川原河 川上橋右岸上流１００m 124.140
〃 日高川 高津尾 新田橋橋脚 43.190
〃 日高川 川辺 松瀬橋右岸 14.350
〃 日高川 野口橋 野口橋橋脚 0.070
〃 西川 清水井橋 清水井橋橋脚 5.360
〃 西川 尾上橋 尾上橋左岸下流２０ｍ -0.880
〃 印南川 山口 柏橋右岸下流５０ｍ 3.740
〃 切目川 古井 深山橋橋脚 32.370
〃 切目川 古屋 共栄橋右岸 8.980
〃 南部川 滝 高城橋右岸下流１０ｍ 40.610
〃 南部川 谷口 須賀橋橋脚 7.870

西牟婁振興局 日高川 龍神 丸嶋橋右岸下流１００ｍ 292.820
〃 左会津川 中三栖 中央橋左岸下流５０ｍ 24.100
〃 左会津川 高山寺 高雄大橋右岸上流６０ｍ -0.472
〃 右会津川 岩内 森橋右岸下流１２０ｍ 10.500
〃 芳養川 はやざと大橋 はやざと大橋右岸 0.100
〃 富田川 原ノ瀬橋 原ノ瀬橋右岸 91.385
〃 富田川 鮎川新橋 鮎川新橋橋脚 38.541
〃 富田川 市ノ瀬 市ノ橋右岸上流５００ｍ 28.717
〃 富田川 田津原 白鷺橋左岸上流３００ｍ 4.735
〃 日置川 安居 安居橋右岸下流２０ｍ 8.617
〃 日置川 市鹿野 市鹿野橋橋脚 41.131
〃 熊野川 本宮 下向橋右岸下流３００ｍ 53.080
〃 大塔川 川湯 川湯開拓橋左岸上流１７０ｍ 53.710
〃 音無川 本宮（音無） 清水橋右岸下流５０ｍ 56.340

東牟婁振興局串本 周参見川 望児橋 望児橋右岸下流５ｍ 0.830
〃 古座川 古座橋 古座橋右岸橋脚 0.000
〃 古座川 相瀬 相瀬橋左岸下流上流３００ｍ 16.990
〃 古座川 月野瀬 高瀬橋左岸下流１，０００ｍ 1.020
〃 くじ野川 くじ野川 寺の元橋左岸下流３ｍ 17.930
〃 田原川 出合橋 出合橋右岸下流２５ｍ 2.004

東牟婁振興局新宮 熊野川 日足 三和大橋右岸 18.920
〃 赤木川 上長井 小和瀬橋右岸下流５０ｍ 49.500
〃 太田川 下里 下里郵便局前右岸 -0.440
〃 太田川 南大居 太田出張所前左岸 5.105

那智川 川関 川関橋右岸上流 1.340

０点高水位（T.P)


