
No. 都道府県名 市区町村名 地点区分 地点名 ※１ 河川・湖沼・海域名
PFHxS

（ng/l）

1 北海道 大空町 河川 女満別町上流（空港橋） トマップ川 28

2 青森県 三沢市 地下水 0.4

3 岩手県 北上市 河川 和賀中央橋 和賀川 <0.1

4 宮城県 多賀城市 河川 念仏橋 砂押川 0.1

5 秋田県 北秋田市 河川 川口橋（環境基準点） 小猿部川 1.2

6 山形県 天童市 河川 落合橋 須川 1.1

7 福島県 南相馬市 地下水 0.1

8 茨城県 土浦市 河川 親和橋 花室川 1.4

9 栃木県 真岡市 河川 大道泉橋 鬼怒川 0.1

10 群馬県 高崎市 河川 岩倉橋 烏川下流 0.7

11 埼玉県 狭山市 河川 狭山大橋 入間川 0.8

12 千葉県 成田市 河川 真々田橋 取香川 12

13 東京都 大田区 河川 田園調布堰上 多摩川 7.5

14 神奈川県 大和市 地下水 18

15 新潟県 上越市 河川 直江津橋 関川 0.2

16 富山県 富山市 河川 萩浦橋 神通川 <0.1

17 石川県 輪島市 河川 やすらぎ橋 河原田川 <0.1

18 福井県 越前市 地下水 1.0

19 山梨県 西桂町 河川 富士見橋 相模川 0.1

20 長野県 須坂市 河川 屋島橋 千曲川 0.4

21 岐阜県 海津市 河川 海津橋 揖斐川 <0.1

22 静岡県 菊川市 河川 菊川上流（菊川高田橋） 菊川 0.1

23 愛知県 名古屋市　※２ 河川 日の出橋 新堀川 15

24 三重県 桑名市 河川 横満橋 木曽川 <0.1

25 滋賀県 野洲市 地下水 <0.1

26 京都府 大山崎町 河川 三川合流前 1.2

27 大阪府 堺市　※２ 河川 小野々井橋 和田川 4.6

28 兵庫県 加古川市　※２ 地下水 1.0

29 奈良県 広陵町 河川 枯木橋 葛城川 1.0

30 和歌山県 和歌山市 河川 土入橋 土入川 0.1

31 鳥取県 倉吉市 地下水 <0.1

32 島根県 浜田市 河川 河口 浜田川 0.1

33 岡山県 備前市 河川 浜の川橋 伊里川 0.2

34 広島県 東広島市 河川 黒瀬川下流 黒瀬川 1.5

35 山口県 下松市 河川 QC-1 切戸川 0.1

36 徳島県 鴨島町 地下水 <0.1

37 香川県 観音寺市 河川 落合橋 柞田川 0.2

38 愛媛県 西条市 河川 中川橋 中山川 1.1
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39 高知県 高知市 河川 葛島橋 国分川 0.3

40 福岡県 北九州市 河川 R-6（紫川取水堰） 紫川 0.4

41 佐賀県 唐津市 海域 唐津湾東 唐津湾 <0.1

42 長崎県 諫早市 河川 高速道下流 西大川 7.0

43 熊本県 玉名市 河川 新大浜橋 菊池川 0.1

44 大分県 豊後大野市 河川 犬飼 大野川 <0.1

45 宮崎県 えびの市 河川 加久藤橋 川内川 <0.1

46 鹿児島県 鹿児島市 河川 第二鶴ケ崎橋 新川 1.1

47 沖縄県 うるま市 湧水 アカザンガー 17

※１　地下水は私有地において測定している場合があるため、市区町村名までの記載とする。

※２　過去に実施した調査結果から有機フッ素化合物の検出が見込まれ選定された地点。
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