
調査地点の写真



多摩川 St.2 新二子橋

鶴見川 St.3 寺家橋 鶴見川 St.4 千代橋

鶴見川 St.5 堀の内橋 鶴見川 St.6 落合橋

鶴見川 St.7 亀の甲橋 鶴見川 St.8 大綱橋

多摩川 St.1 二ヶ領上河原堰堤上

－ 114 － － 115 －



帷子川 St.11 鶴舞橋

帷子川 St.10 大貫橋

大岡川 St.12 氷取沢

大岡川 St.13 日下橋 宮川 St.14 市民の森入口

宮川 St.15 宮川橋 侍従川 St.16 金の橋

鶴見川 St.9 井田公園脇

－ 116 －



平作川 St.18 池上神社入口侍従川 St.17 長島橋

平作川 St.19 真崎橋 松越川 St.20 佐島橋

下山川 St.21 不動橋 下山川 St.22 上山橋

下山川 St.23 白石橋 森戸川　(葉山) St.24 上の橋

－ 116 － － 117 －



森戸川　(葉山) St.27 風早橋

田越川 St.31 丸川橋 田越川 St.32 逗子橋

田越川 St.28 沼間

田越川 St.29 中原橋 田越川 St.30 舞台橋

森戸川　(葉山) St.26 中町橋森戸川　(葉山) St.25 大山橋

－ 118 －



滑川 St.34 太刀洗川滑川 St.33 朝夷奈切通

滑川 St.35 明石橋 滑川 St.36 延命寺橋

神戸川 St.39 日坂橋 境川 St.40 小松橋

神戸川 St.37 拾枚橋 神戸川 St.38 広町緑地

－ 118 － － 119 －



境川 St.45 上和泉橋 境川 St.46 戸塚カントリー下流

境川 St.43 常矢橋

境川 St.47 青葉橋 境川 St.48 笠間大橋

境川 St.41 大戸バス停脇 境川 St.42 二国橋

境川 St.44 鶴瀬橋

－ 120 －



引地川 St.50 東名横境川 St.49 新川名橋

引地川 St.51 草柳橋 引地川 St.52 中村橋

引地川 St.53 石川橋 相模川 St.54 小倉橋

相模川 St.55 昭和橋 相模川 St.56 神川橋下

－ 120 － － 121 －



相模川 St.58 自然公園センター前相模川 St.57 堺橋

相模川 St.60 千木良

相模川 St.61 日向 相模川 St.62 新大橋

相模川 St.63 緑の休暇村センター 相模川 St.64 青山水源地脇

相模川 St.59 上沢井橋

－ 122 －



相模川 St.66 西沢・水沐所橋

相模川 St.71 早戸川・国際マス釣り場上 相模川 St.72 水沢川・水沢橋

相模川 St.67 道場 相模川 St.68 河原橋

相模川 St.69 馬渡橋 相模川 St.70 鮎津橋

相模川 St.65 神ノ川・日陰沢

－ 122 － － 123 －



相模川 St.75 布川・金沢キャンプ場

相模川 St.74 布川・唐沢川

相模川 St.76 布川・境沢

相模川 St.77 本谷川・本谷橋 相模川 St.78 塩水川・塩水橋上流

相模川 St.79 南沢・おたき橋 相模川 St.80 善明川・ビオトープ前

相模川 St.73 宮ヶ瀬金沢・宮ヶ瀬

－ 124 －



相模川 St.82 柿ノ木平川相模川 St.81 第二鮎津橋

相模川 St.83 荻野川・新道橋 相模川 St.84 籠堰橋

相模川 St.85 酒井橋 相模川 St.86 七沢川・二の橋

相模川 St.87 日向川・日向薬師 相模川 St.88 恩曽川・長ヶ町橋

－ 124 － － 125 －



相模川 St.92 道保川

相模川 St.93 平泉橋 相模川 St.94 上栗原橋

相模川 St.89 今橋

相模川 St.95 河原橋 相模川 St.96 大黒橋

相模川 St.91 馬船橋

相模川 St.90 新一の沢橋

－ 126 －



金目川 St.103 南平橋 金目川 St.104 吾妻橋

相模川 St.97 新鶴峯橋 金目川 St.98 向山橋

金目川 St.99 蓑毛橋 金目川 St.100 弘法橋

金目川 St.101 滝沢キャンプ場上 金目川 St.102 塚原橋

－ 126 － － 127 －



金目川 St.111 歌川橋 金目川 St.112 青井橋

金目川 St.109 大畑橋 金目川 St.110 九沢橋

金目川 St.105 新霞橋 金目川 St.106 雲井橋

金目川 St.107 諏訪裏橋 金目川 St.108 神戸橋

－ 128 －



葛川 St.113 上中橋 葛川 St.114 大応寺橋

葛川 St.115 下吉沢 葛川 St.116 本郷橋

中村川 St.117 高尾下 中村川 St.118 富士見橋

中村川 St.119 清岩寺上 中村川 St.120 坂呂橋

－ 128 － － 129 －



森戸川(小田原) St.123 曽我谷津 森戸川(小田原) St.124 親木橋

酒匂川 St.125 山北道の駅前 酒匂川 St.126 十文字橋

酒匂川 St.127 報徳橋 酒匂川 St.128 小田原大橋

中村川 St.121 押切橋 森戸川(小田原) St.122 新幹線下

－ 130 －



酒匂川 St.129 新鮎沢橋 酒匂川 St.130 旧白石沢キャンプ場

酒匂川 St.131 東沢 酒匂川 St.132 西沢

酒匂川 St.133 大滝沢・峰山橋 酒匂川 St.134 中川温泉下

酒匂川 St.135 ユーシンロッヂ前 酒匂川 St.136 仲の沢・小割沢橋

－ 130 － － 131 －
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