
特記仕様書　別表１　（Ｈ３０　三下公委第３号）

　接続点水質調査地点

年間調査回数

※記載なしは年１回

１－１号 川越町亀崎新田 交差点 県道４０１号線　桑名四日市線

１－２号 川越町当新田 歩道 県道４０１号線　桑名四日市線

２号 桑名市江場 交差点(車多い) 県道６１３号線　福島城南線

３号 桑名市中央町 交差点手前車道(車多い) 市道　桑名市体育館付近

４号 桑名市東方 交差点 市道　水谷精機工作所付近 年２回

５号 桑名市東汰上 交差点 市道　ＮＴＮテクニカルサービス付近

６号 桑名市下深谷部 路肩 国道２５８号線側道　公園前

９号 桑名市多度町下野代 路肩 市道　多度東小学校南交差点

１１号 桑名市多度町戸津 路肩 県道２６号線　四日市多度線 年２回

１号 川越町南福崎 交差点 国道１号線　南福崎第２信号付近

２号 朝日町小向 交差点 県道５０１号線　朝日川越線

２－１号 朝日町柿 交差点 県道６６号線　四日市朝日線

３号 朝日町柿 交差点 市道

４号 四日市市広永町 路肩 市道　みえ朝日ＩＣ付近

８号 四日市市あかつき台 路肩 市道　三岐鉄道踏切付近

８－１号 四日市市あかつき台 路肩 県道６４号線　上海老茂福線　あかつき台北信号付近

東員 １号 東員町筑紫 路肩 町道　念仏大橋北詰信号付近

東員南部 ２号 四日市市高見台 路肩 県道１４号線　菰野東員線　三岐鉄道北勢中央公園口駅付近

１号 四日市市天カ須賀 交差点 県道４０１号線　桑名四日市線　天カ須賀３丁目信号付近

２号 四日市市天カ須賀 交差点（信号なし） 市道

２号 四日市市富田一色町 交差点 国道２３号線　富田一色町信号付近

３号 四日市市富田浜町 富田浜北部公園内 国道２３号線　富田浜町信号付近

４号 四日市市白須賀 路肩 市道

５号 四日市市富士町 交差点（信号なし） 市道

６号 四日市市西阿倉川 路肩 市道

７号 四日市市野田 路肩 国道３６５号線　野田２丁目東信号付近

１３－１号 菰野町福村 交差点 国道４７７号線　菰野駅口信号付近

１４号 菰野町菰野 路肩 国道４７７号線　中菰野信号付近

２－１号 菰野町川北 交差点(信号なし) 県道１４号線　菰野東員線

３号 菰野町諏訪 交差点(信号なし) 県道６１６号線　田光四日市線

５号 菰野町永井 路肩 県道１４０号線　菰野町清掃センター付近

６号 菰野町永井 交差点 県道１４０号線　竹永北信号付近

桑　名

朝　日

菰　野

四日市

処理区
調査地点名

（ﾏﾝﾎｰﾙ番号）

調　査　場　所

ﾏﾝﾎｰﾙ設置場所 ﾏﾝﾎｰﾙ位置 道路名

北
　
部
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特記仕様書　別表１　（Ｈ３０　三下公委第３号）

　接続点水質調査地点

年間調査回数

※記載なしは年１回

１－１号 桑名市西別所 交差点 国道２５８号線　上野信号付近 年２回

１号 桑名市西別所 交差点 県道６３号線　

６号 東員町中上 交差点（信号なし） 市道

７号 東員町長深 歩道 国道３６５号線　イオン東員店付近

７－１号 東員町長深 路肩 市道

８号 いなべ市大安町梅戸 交差点（信号なし） 市道 年２回

８－１号 いなべ市大安町大井田 路肩 市道

９号 いなべ市大安町大井田 交差点（信号なし） 市道

９－１号 いなべ市大安町高柳 車道 市道　イオン大安店付近

１０号 いなべ市大安町高柳 路肩 市道

１１号 いなべ市北勢町治田外面 歩道 国道３６５号線

１２－１号 いなべ市北勢町治田外面 歩道 国道３６５号線

１２号 いなべ市北勢町別名 路肩 国道３６５号線

１３号 いなべ市北勢町阿下喜 路肩 国道３０６号線　いなべ総合病院西信号付近

１３－１号 いなべ市北勢町阿下喜 交差点 国道３０６号線　中川原信号付近

１４号 いなべ市藤原町石川 路肩（底の合流水を採水） 市道　前川橋西付近 年２回

１６号 いなべ市藤原町下野尻 路肩 市道

１８号 いなべ市藤原町下野尻 路肩 国道３０６号線　志札石新田信号付近

１９号 いなべ市藤原町西野尻 ＭＰ場内 国道３０６号線　西野尻信号付近

１号 いなべ市員弁町大泉 路肩 市道　大泉橋東付近

２号 いなべ市員弁町北金井 路肩 市道

３号 いなべ市員弁町北金井 路肩 市道　いなべ総合学園高校付近

４号 いなべ市員弁町上笠田 路肩 国道４２１号線

北勢 １号 いなべ市北勢町麻生田 交差点 県道６０９号線　天王橋北付近

員弁川

北
部

員弁

処理区
調査地点名

（ﾏﾝﾎｰﾙ番号）

調　査　場　所

ﾏﾝﾎｰﾙ設置場所 ﾏﾝﾎｰﾙ位置 道路名



特記仕様書　別表１　（Ｈ３０　三下公委第３号）

　接続点水質調査地点

年間調査回数

※記載なしは年１回

 四日市南部 ＪＹ２号（四日市）四日市市塩浜 路肩 市道

ＪＫ１号 四日市市楠町北五味塚 歩道 県道６号線　四日市楠鈴鹿線　三鈴工機付近

ＪＫ３号 四日市市楠町北一色 交差点（信号なし） 県道５０２号線　楠河原田線

ＪＫ４号 四日市市河原田町 交差点（信号なし） 市道

ＪＫ５号 四日市市河原田町 交差点 県道１０３号線　四日市鈴鹿線　河原田小学校信号付近 年２回

ＪＳ３号（上部） 鈴鹿市長太栄町 車道 県道６号　四日市楠鈴鹿線

ＪＳ３号（下部） 鈴鹿市長太栄町 車道 県道６号　四日市楠鈴鹿線

ＪＳ４号 鈴鹿市下箕田 流量計設置敷地内 県道６号　四日市楠鈴鹿線　下箕田信号付近

ＪＳ５号（下部） 鈴鹿市北若松東 交差点 県道６号　四日市楠鈴鹿線　北若松信号付近

ＪＳ７号 鈴鹿市南若松町 交差点 県道６号　四日市楠鈴鹿線　千代崎駅東信号付近

ＪＳ８号 鈴鹿市東江島町 路肩 県道６号　四日市楠鈴鹿線

ＪＳ９号 鈴鹿市中江島町 歩道 市道　中江島南信号付近

ＪＳ１０号 鈴鹿市白子駅前 交差点 県道６４２号　国府白子停車場線　白子駅前東信号付近

ＪＳ１１号 鈴鹿市中旭が丘 路肩 県道４１号　亀山鈴鹿線　白子中学校付近

ＪＳ１３号 鈴鹿市三日市町 路肩 県道４１号　亀山鈴鹿線　中の池信号付近

ＪＳ１４号 鈴鹿市道伯 交差点（信号なし） 県道６４３号　三行庄野線

ＪＳ１６号 鈴鹿市平野町 歩道 県道５４号　鈴鹿環状線　

ＪＳ１７号 亀山市井田川町 交差点（信号なし） 県道６４１号　平野亀山線

ＪＳ１８号 亀山市井田川町 歩道 県道６４１号　平野亀山線　ＪＲ井田川駅付近

ＪＳ１９号 亀山市和田町 交差点 県道２８号　亀山白山線　和田北信号付近

ＪＳ２０号 亀山市小下町 歩道 県道２８号　亀山白山線

ＪＳ２１号 亀山市東御幸町 交差点 県道２８号　亀山白山線　穴渕信号付近 年２回

ＪＳ２２号 亀山市御幸町 路肩 県道５６５号　亀山城跡線 年２回

ＪＳ２３号 亀山市野村 歩道 県道５６５号　亀山城跡線　亀山警察署付近

ＪＳ２４号 亀山市布気町 歩道 県道５６５号　亀山城跡線　布気東信号付近

ＪＳ２４－１号 亀山市太岡寺町 車道法面 国道１号線　亀山ＩＣ付近

ＪＳ２４－３号 亀山市小野町 歩道 国道１号線　小野川橋東詰信号付近

ＪＳ２５号 亀山市関町小野 歩道 国道１号線　小野川橋西詰信号付近

ＪＳ２７号 亀山市関町木崎 歩道 国道１号線　木崎町信号付近

ＪＳ２８号 亀山市関町木崎 歩道 国道１号線　ＪＲ関駅付近

ＪＳ２９号 亀山市関町新所 歩道 国道１号線　道の駅関宿付近

（備考）

マンホールの位置及び内部の構造等詳細については、図面を閲覧してください。

欄はマンホールが市の管理、他は県の管理

欄は１地点にて２ヶ所採水

南
　
部

 楠

 鈴鹿川

処理区
調査地点名

（ﾏﾝﾎｰﾙ番号）

調　査　場　所

ﾏﾝﾎｰﾙ設置場所 ﾏﾝﾎｰﾙ位置 道路名



特記仕様書　別表２（Ｈ３０　三下公委第３号）

予定日 曜日

いなべ市

桑名市

亀山市

四日市市

（南部）

鈴鹿市

川越町

東員町

朝日町

四日市市

（北部）
18

朝日２号
17 11月21日 （水）

15

14 （木）

（木）

11月15日

13 10月31日 （水）

11月1日

7月26日

員弁川６号
16

（木）

12

10

11

7月5日 （木）

（木）

7月12日 （木）9

8

7月19日

6月28日 （木）7

6 （木）6月21日

員弁川１３－１号

4 6月7日 （木）

5 6月14日 （木）

員弁川１３号

1 （木）
員弁川８－１号

3 5月31日 （木）
員弁川１２号 員弁川１２－１号

2 5月24日 （木）

5月17日

員弁川１０号

計　95検体　26日　（4検体×17日+3検体×9日）
検体数　日数

平成３０年度　三下公委第３号
水質分析センター接続点水質調査業務

桑名２号 桑名３号 桑名４号

（１回目）

ＪＫ３ ＪＫ４

朝日８号

川越１号 四日市２号 四日市３号

朝日４号

四日市５号 四日市６号 四日市７号

ＪＳ８

ＪＳ１０ ＪＳ１１

ＪＳ１６

ＪＳ７ＪＳ４

朝日８－１号

朝日３号朝日２－１号

ＪＳ１４

（１回目）

ＪＫ５

ＪＳ９

ＪＳ１３

ＪＳ２１

ＪＳ５（下部）

ＪＳ１７ ＪＳ１８ ＪＳ１９

ＪＳ２２ ＪＳ２３

員弁川１９号

員弁１号

員弁川１６号 員弁川１８号

員弁３号員弁２号

（１回目）

員弁川１４号

川越２号

桑名５号 桑名６号 桑名９号

員弁川１－１号 員弁川１号

（１回目） （１回目）

員弁川８号

員弁川１１号

19

員弁川９号 員弁川９－１号

20

（１回目） （１回目）

10月25日 （木）

（木）

12月6日 （木）

11月8日

11月29日 （木）

12月13日 （木）

桑名１－１号 桑名１－２号 朝日１号

員弁川７号 員弁川７－１号

桑名１１号

ＪＳ２９

ＪＳ２０

（１回目）

ＪＳ２４

JY２

東員１号

四日市４号

ＪＳ２８ＪＳ２７ＪＳ２５

員弁４号



菰野町

いなべ市

桑名市

四日市市

鈴鹿市

亀山市

※１　年２回調査を行う地点があり、調査間隔を３か月以上設ける。

※２　１回当りの調査で原則４検体又は３検体とする。ただし、搬入時間を考慮し協議するものとする。

※３　調査日は雨天順延等の理由により、北部・南部と雲出・松阪・宮川が重複する場合がある。

員弁川８号 員弁川１４号 北勢１号

（２回目） （２回目）

ＪＫ５ ＪＫ１ ＪＳ３（上部）

（２回目）

ＪＳ２４－１

（２回目） （２回目）

ＪＳ２４－３ＪＳ２１ ＪＳ２２

菰野３号 菰野５号 菰野６号

四日市１３－１号 四日市１４号 菰野２－１号
21

22

26

23

24

25

12月20日 （木）

1月10日 （木）

1月31日

2月21日 （木）

2月7日 （木）

2月14日 （木）

（木）

ＪＳ３（下部）

東員南部２号

桑名４号 桑名１１号 員弁川１－１号

（２回目） （２回目） （２回目）


