
金目川真夏の水温調査結果　2020年8月

長い梅雨だった、あけたのは8月2日だ。水温は大半が前年比マイナス
、前年比プラスは川の土手で湧水している「今泉蛍橋」と葛葉川の九沢橋及びもっと上流の四山橋です。皆さん上流の蓑毛はこの暑さでも気温25℃水温17℃と低い。
魚影が見えない、アユの魚影が見えない、コイだけだ。
川底の整備が進んでいる「洪水対策・国土強靭計画」
ＢＢＱがにぎやかだ、安全対策が懸念される。川原まで車が乗り入れている。

℃ ℃ ℃

No 担当 河川名 県 市 調査地点橋採水日 採水時間 天気 前日天気気温 現地水温 水温前年比 備考

1 旭 金目川 神奈川秦野 金目川橋 2020/8/9 13時55分 晴れ 晴れ 29.5 19.1 マイナス3.9

水量：やや多い、流速：やや速い、右岸植生：ツルヨシ・ミゾゾバ・イタドリ、
セイタカアワダチソウ、左岸植生：クマノミズキ・タケ、魚影無し、堰下流にも
アユの食み痕なし。ルアーをしていた少年からイワナ・ヤマメ・ニジマスが釣
れると聞いた

2 旭 金目川 神奈川秦野 才戸橋 2020/8/9 14時15分 晴れ 晴れ 31.0 18.2 マイナス2.3
水量：やや多い、流速：速い、右岸植生：オオブタクサ・フジ・カナムグラ・ツ
ルヨシオニグルミ、左岸植生：ヒメコウゾ？、魚影無し

3 旭 金目川 神奈川秦野 蓑毛庵前 2020/8/9 14時25分 晴れ 晴れ 25.5 17.0 マイナス1.5
水量：やや多い、流速：速い、右岸植生：マルバウツギ・コクサギ・イロハモ
ミジ・ヤブラン・ヒノキ・スギ、左岸植生：イロハモミジ・ヤダケ？・ケヤキ、魚
影無し

4 岩本 渋田川 神奈川平塚 土安橋 2020/8/9 14時00分 晴れ 晴れ 33.3 29.1 マイナス0.4 両岸草刈り　河床整地　やや濁り  小魚魚影見えず

5 岩本 渋田川 神奈川平塚 美里橋 2020/8/9 14時30分 晴れ 晴れ 30.1 28.6 マイナス1.6 両岸草刈り　河床整地　やや濁り  小魚魚影見えず

6 岩本 渋田川 神奈川平塚 渋田大橋 2020/8/9 15時00分 晴れ 晴れ 28.3 27.5 マイナス2.8 両岸草刈り　河床整地　やや濁り  小魚魚影見えず

7 越光 金目川 神奈川秦野 南平橋 2020/8/9 13時20分 晴れ 晴れ 36.0 22.0 マイナス2
河床が整備されて植物があまりない、ヨシ、カラムシ、クズ。生き物カラス大
きな鯉3匹、小魚多数オイカワ？。子供10人水遊び。魚影見えない。

8 越光 金目川 神奈川平塚 土屋橋 2020/8/9 14時00分 晴れ 晴れ 35.0 22.0 マイナス３
河床が整備されて橋近くの中洲に植物見えない。岸にススキ、月見草が残
る。生き物見えない。水遊びの人12グループ50人程度が見える。魚影見え
ない。

9 越光 金目川 神奈川平塚 観音橋 2020/8/9 14時15分 晴れ 晴れ 35.0 23.5 マイナス2,5
ヨシ、オオイヌタデ、オオブタクサ、ヨモギ、ススキ、センダングサ。生き物見
えない。鮎らしき魚影多数見える。

10 小林 渋田川 神奈川伊勢原石橋 2020/8/8 13時10分 薄曇り時々晴間晴れ 32.0 22.0 マイナス1.0 水量多し　魚影全く無し。葛の葉が両眼多い茂手いた

11 小林 渋田川 神奈川伊勢原川上橋 2020/8/8 13時30分 薄曇り 晴れ 33.0 24.0 マイナス1.0 一匹の鯉が悠然と泳いでいた。水はきれいだが小魚の群れが全く無し

12 小林 渋田川 神奈川伊勢原道灌橋 2020/8/8 13時45分 薄日有り晴れ 33.0 24.0 マイナス2.0 橋の上流の堰には鯉が数十匹泳いでいた

13 小林 渋田川 神奈川伊勢原上谷橋 2020/8/8 14時00分 薄日有り晴れ 34.0 24.5 マイナス3.5 川の底の藻が多く繁茂していたが魚影が魚影全く無し



14 小林 渋田川 神奈川伊勢原太田橋 2020/8/8 14時15分 薄日有り晴れ 34.0 24.5 マイナス3.5 橋の上は風通しが良く気温が低いかと思ったが川谷橋と変わらず

15 坂井 大根川 神奈川平塚 大根橋 2020/8/9 13時40分 晴れ 晴れ 34.0 28.0 プラス1.0 水澄

16 坂井 大根川 神奈川平塚 大畑橋 2020/8/9 13時10分 晴れ 晴れ 32.0 28.0 マイナス1.0 ヨシ多い

17 坂井 大根川 神奈川平塚 真田橋 2020/8/9 13時25分 晴れ 晴れ 33.0 28.0 マイナス4.0 ヨシ多い

18 坂井 大根川 神奈川平塚 ひので橋 2020/8/9 13時50分 晴れ 晴れ 35.0 27.0 マイナス3.5 ゴミ多いｑｑ

19 佐々木 葛葉川 神奈川秦野 四山橋 2020/8/9 13時00分 晴れ 晴れ 31.0 21.0 プラス３ 水流ある

20 佐々木 葛葉川 神奈川秦野 向山橋 2020/8/9 13時10分 晴れ 晴れ 31.0 21.0 前年と同じ 水流ある

21 佐々木 葛葉川 神奈川秦野 葛葉橋 2020/8/9 13時30分 晴れ 晴れ 28.0 21.0 前年は水がない 水流ある

22 佐々木 葛葉川 神奈川秦野 九沢橋 2020/8/9 13時48分 晴れ 晴れ 29.0 21.0 プラス１ 水流ある

23 佐藤(貴) 鈴川 神奈川平塚 東橋 2020/8/9 13時30分 晴れ 晴れ 38.0 28.9 マイナス３
水は澄んでいましたが水量は非常に少ない。大小の魚影あ
り。ヨシ、左岸にあり。

24 佐藤(貴) 鈴川 神奈川平塚 岡崎大橋 2020/8/9 13時50分 晴れ 晴れ 38.0 28.9 マイナス2.8 水量が少ないが、鯉や亀の姿あり。ヨシは右岸にあり。

25 佐藤(貴) 鈴川 神奈川平塚 新白鬚橋 2020/8/9 14時08分 晴れ 晴れ 38.0 28.7 マイナス1.4 魚影あり。アレチウリは左岸にあり。

26 佐藤(道) 河内川 神奈川平塚 蔵之前橋 2020/8/9 13時35分 晴れ 晴れ 35.6 29.3 マイナス1.3
川幅2/3の水流。下流にヨシ繁茂。流れが速いため魚は見えなかった。上
流渡し石そば浅瀬にコイ１０匹、小魚、ハクセキレイ、スズメ。アレチウリな
し。

27 佐藤(道) 河内川 神奈川平塚 万年橋 2020/8/9 13時50分 晴れ曇り晴れ 35.7 29.8 マイナス1.3
下流にヨシ。水流は川幅一杯。流れが速いため魚は見えなかった。アレチ
ウリなし。水中に藻が生えている。ハクセキレイ。クマゼミの声。

28 佐藤(道) 河内川 神奈川平塚 下河原橋 2020/8/9 14時00分 晴れ 晴れ 35.2 29.0 マイナス1.9
水路全面に水流あり。水はやや濁っていて小魚見えず。上流側にコイ５
匹。アレチウリなし。下流側にヨシの島。カルガモ３羽。

29 高津 室川 神奈川秦野 川久保橋 2020/8/9 12時15分 晴れ 晴れ 34.0 23.3 マイナス　0.7
クワ、数珠玉、オオブタクサ、カナムグラ、オオイヌタデ、シラゲガヤ、ドクダ
ミ、ススキ、カラムシ。生き物シオカラトンボ 。魚影見えない。

30 高津 室川 神奈川秦野 白笹橋 2020/8/9 12時35分 晴れ 晴れ 34.0 21.0 マイナス　1
オオブタクサ、カラムシ、オオイヌタデ、数珠玉、ヌルデ、オニグルミ、クワ、
クサギ、アカメガシワ。生き物見えない。魚影見えない。



31 高津 室川 神奈川秦野 中尾橋 2020/8/9 12時50分 晴れ 晴れ 35.0 19.0 マイナス　0
護岸は石垣やコンクリート。クワ、オオイヌタデ、アシ、ススキ、オオブタク
サ、カラムシ、アカメガシワ。生き物スズメ数羽、アブラゼミの声。魚影見え
ない。

32 高津 室川 神奈川秦野 今泉蛍橋 2020/8/9 13時00分 晴れ 晴れ 35.0 20.0 プラス　　１
数珠玉、オオイヌタデ、オオブタクサ、アシ、ススキ、アレチウリ、カナムグ
ラ、里芋、クワ。生き物、鴨が6羽、スズメ5羽、セキレイ、アブラハヤらしき小
魚多数。

33 高津 座禅川 神奈川平塚 寺分大橋 2020/8/9 14時35分 晴れ 晴れ 35.0 24.0 マイナス　2
クワ、ヨシ、クズ、オオイヌタデ、オオブタクサ、数珠玉、カラムシ、アレチウ
リ、カナムグラ、センダングサ、シラゲガヤ、ヒルガオ。生き物シオカラトン
ボ、ハグロトンボ。小魚多数,大きな鯉。

34 高津 座禅川 神奈川平塚 座禅川橋 2020/8/9 14時50分 晴れ 晴れ 35.0 25.5 マイナス　0.5
クワ、ヨシ、オオイヌタデ、オオブタクサ、数珠玉、クズ、里芋、アレチウリ、シ
ラゲガヤ。生き物シオカラトンボ、ハグロトンボ。小魚多数、大きな鯉多数見
える誰か餌付けしている。

35 高津 座禅川 神奈川平塚 芳盛寺橋 2020/8/9 15時35分 晴れ 晴れ 36.0 23.0 マイナス　2
ヨシ、オオイヌタデ、数珠玉、ヨモギ、オオブタクサ、オニグルミ、ススキ、ネ
ム、クサギ、カネムグラ。生き物、シオカラトンボ、ハグロトンボ、アブラハヤ
らしき小魚多数、大きな鯉7匹

36 露木 善波川 神奈川秦野 矢茂井橋 2020/8/9 13時20分 晴れ 晴れ 36.0 28.2 マイナス２ 魚の群れを確認。ヨシ、ブタクサ、有る。アレチウリ、なし

37 露木 鈴川 神奈川伊勢原東橋 2020/8/9 13時35分 晴れ 晴れ 34.5 27.0 マイナス１ コイ。ツルヨシ、有る／アレチウリ、なし／ブタクサ少し有る。

38 露木 板戸川 神奈川平塚 板戸川橋 2020/8/9 13時45分 晴れ 晴れ 32.5 28.0 マイナス2.2
魚の群れ、確認できず。ツルヨシ、有る／アレチウリ、ブタク
サ、少しずつ有る

39 露木 板戸川 神奈川伊勢原木津根橋 2020/8/9 14時05分 晴れ 晴れ 32.5 26.8 マイナス2.2 コイ。ツルヨシ、アレチウリ、有り。ブタクサ、少し有り

40 露木 鈴川 神奈川伊勢原叔母様橋 2020/8/9 14時30分 晴れ 晴れ 32.0 21.8 マイナス2.2 魚の群れ、確認できず。ヨシ、なし／アレチウリ、ブタクサ、少しずつ有り

41 露木 善波川 神奈川伊勢原桜橋 2020/8/9 14時55分 晴れ 晴れ 33.2 23.0 マイナス１ 魚の群れ、確認できず。ヨシ、アレチウリ、なし。ブタクサ、わずかに有る

42 露木 善波川 神奈川伊勢原出口橋 2020/8/9 15時10分 晴れ 晴れ 33.2 25.5 マイナス1.8 魚の群れ、確認できず。ヨシ、アレチウリ、ブタクサ、なし

43 永尾 金目川 神奈川秦野 蓬莱橋 2020/8/9 13時20分 晴れ 晴れ 33.0 25.0 マイナス１ 鮎（捕獲）、鯉、オイカワ？平水、濁りなし、

44 永尾 金目川 神奈川秦野 大安橋 2020/8/9 14時10分 晴れ 晴れ 33.0 23.0 マイナス１ 鮎（捕獲）オイカワ？平水、濁りなし、バーベキューの人がいる、

45 永尾 金目川 神奈川秦野 弘法橋 2020/8/9 15時10分 晴れ 晴れ 33.0 23.0 マイナス１
鮎（釣り師に確認）オイカワ？平水、濁りはないが雑草，枯葉
の断片が多く、水底が見えない。

46 永尾 金目川 神奈川秦野 天王下橋 2020/8/9 15時30分 晴れ 晴れ 33.0 23.0 マイナス１ 魚影なし、いつもはいる鯉もいない、平水、濁りなし、



47 永尾 金目川 神奈川秦野 十代橋 2020/8/9 16時00分 晴れ 晴れ 33.0 23.0 マイナス１
投網（ウグイ、鯉のみ）オイカワ、鮎、アブラハヤ、ハゼ科は
皆無、平水、濁りなし

48 永尾 金目川 神奈川秦野 入船橋 2020/8/9 16時50分 晴れ 晴れ 32.0 22.0 マイナス1.5 魚影なし。平水、濁りなし

49 西岡 渋田川 神奈川平塚 新大繩橋 2020/8/9 ####### 晴れ 晴れ 37.3 27.1 マイナス２ 両岸草刈り　河床整地　やや濁り　鯉1匹　小魚魚影見えず

50 西岡 渋田川 神奈川平塚 中原橋 2020/8/9 ####### 晴れ 晴れ 34.8 27.3 マイナス2.2 両岸草刈り　河床整地　やや濁り　カワウ　

51 西岡 渋田川 神奈川平塚 立堀橋 2020/8/9 ####### 晴れ 晴れ 34.8 27.5 マイナス２ 左岸草刈り　右岸アレチウリ　鯉2匹

52 西岡 渋田川 神奈川平塚 玉川橋 2020/8/9 ####### 晴れ 晴れ 34.5 28.0 マイナス1.5 右岸草刈り　やや濁り　

53 府川 金目川 神奈川平塚 平塚大橋 2020/8/9 12時50分 薄曇り 晴れ 32.0 27.7 マイナス3.3 いつもの夏より水量が多く、済んだ流れがある。

54 府川 金目川 神奈川大磯 高麗大橋 2020/8/9 13時35分 薄曇り 晴れ 35.5 28.0 マイナス3.3

55 府川 金目川 神奈川大磯 花水橋 2020/8/9 13時50分 薄曇り 晴れ 32.0 28.0 マイナス2.4

56 府川 金目川 神奈川平塚 下花水橋 2020/8/9 14時15分 薄曇り 晴れ 32.0 28.0 マイナス1.8

57 府川 金目川 神奈川平塚 花水川橋

58 府川 鈴川 神奈川平塚 平塚大橋

59 前田 金目川 神奈川平塚 吾妻橋 2020/8/7 13時15分 晴れ 晴れ 31.0 28.0 マイナス3.3 アレチウリある、ブタクサなし、魚見えない

60 前田 金目川 神奈川平塚 金目通学橋2020/8/7 13時45分 晴れ 晴れ 31.0 28.0 マイナス3.3 アレチウリある、ブタクサなし、魚見えない

61 前田 金目川 神奈川平塚 水神橋 2020/8/7 14時00分 晴れ 晴れ 31.0 29.0 マイナス2.4 アレチウリある、ブタクサなし、魚見えない

62 前田 金目川 神奈川平塚 新霞橋 2020/8/7 14時15分 晴れ 晴れ 32.0 29.0 マイナス3.3 アレチウリある、ブタクサなし、魚見えない

63 吉田 水無川 神奈川秦野 風のつり橋2020/8/9 13時40分 晴れ 晴れ 28.0 22.0 マイナス11
夏休みで水遊び家族連れ多数・駐車場は満車。川は良く整備され雑草な
し。水はきれい。魚・鳥みつからず。アレチウリなし

64 吉田 水無川 神奈川秦野 平和橋 2020/8/9 14時10分 晴れ 晴れ 28.0 26.0 マイナス2 川の流れ少ない。川幅の2分の1。水はきれい。魚・鳥を発見できず。アレチウリなし

65 吉田 水無川 神奈川秦野 掘戸大橋 2020/8/9 14時20分 晴れ 晴れ 30.0 26.0 昨年水なし
川の流れ少ない。川幅の3分の1程度の流れ。水はきれい。魚・鳥を発見で
きず。アレチウリなし

66 吉田 水無川 神奈川秦野 まほろば大橋2020/8/9 14時40分 晴れ 晴れ 30.0 28.0 昨年水なし 川の流れ10-15㎝程度（昨年は水なし）。水きれい。遊歩道で雑草なし

67 吉田 水無川 神奈川秦野 室川橋 2020/8/9 14時55分 晴れ 晴れ 30.0 24.0 マイナス8 川は流れはやや早い。今年はアユ（？）遊泳みつからず。アレチウリなし



今回の追加分

1 府川 鈴川 神奈川平塚 金目川合流点2020/8/9 13時10分 薄曇り 32.0 28.0

2 府川 金目川 神奈川平塚 鈴川合流点2020/8/9 13時10分 薄曇り 32.0 28.0 マイナス5.2

3 府川 花水川 神奈川平塚 河口 2020/8/9 14時40分 薄曇り 32.0 28.0 マイナス１ 引き潮で、よく海へ流れていた

4 府川 神奈川平塚 海水 2020/8/9 ####### 薄曇り 32.0 26.7 マイナス3.3
大島、房総半島、箱根、大山、丹沢など見えない。波がやや高く、サーフィ
ンをやっている人はいない。昨年８/１２は、２９度あった。

今回の追加分

1 佐藤(道) 金目川 神奈川平塚 平塚大橋 ######## 13時36分 晴れ 晴れ 35.2 31.8 流れは緩やかで水は綺麗だが、風で波立って水面が光り、魚は見えない。

2 佐藤(道) 鈴川 神奈川平塚 平塚大橋 ######## 13時48分 晴れ 晴れ 34.6 31.2 流れは豊かで緩やかだが濁っていて、魚は見えない。

3 佐藤(道) 金目川 神奈川大磯 高麗大橋 ######## 14時04分 晴れ 晴れ 34.9 31.6 流れは緩やかだが、やや濁り、水面まで距離があって魚は見えない。

4 佐藤(道) 金目川 神奈川大磯 花水橋 ######## 14時20分 晴れ 晴れ 34.7 31.7 流れは緩やかだが、やや濁り、水面まで距離があって魚は見えない。

5 佐藤(道) 金目川 神奈川平塚 下花水橋 ######## 14時33分 晴れ 晴れ 34.7 31.6
満潮に近いためか、流れは殆どなく、濁り、水面まで距離があって小魚は
見えなかったが、コイがいた。

6 佐藤(道) 金目川 神奈川平塚 花水川橋 ######## ####### 晴れ 晴れ 33.4 31.5
満潮に近いためか、流れは殆どなく、逆流気味で濁り、水面まで距離が
あって魚は見えなかった。







鮎（捕獲）オイカワ？平水、濁りなし、バーベキューの人がいる、



川の流れ少ない。川幅の2分の1。水はきれい。魚・鳥を発見できず。アレチウリなし




