
                                                                                                                資料-５ 

ぼくたちわたしたちの大和川ぼくたちわたしたちの大和川ぼくたちわたしたちの大和川ぼくたちわたしたちの大和川    展展展展    

 【開 催 日】平成 24 年 8月 6 日(月)～平成 24 年 8月 10 日(金) ただし、「大和川博士」の特別講座は 6日と 7日のみ 川の生き物講座は 10 日のみ 【開催場所】イオンモール大和郡山 1階南小路コート 
 （（（（１１１１）パネル展）パネル展）パネル展）パネル展    

 語り継ぐ大和川大水害の記憶 ～３０年前のあの日～ ○奈良県に甚大な被害をもたらした、昭和 57年 8月の大和川の大洪水から今年はちょうど 30年を迎える節目の年です。 ○水害の経験やその恐ろしさを風化させることなく後の世代へと語り継ぎ、防災への意識を高めていくことを目的にパネル展「語り継ぐ大和川大水害の記憶 ～30年前のあの日～」を行います。 ○当時の被害状況写真と現在の状況を見比べることのできるパネルや当時の状況を伝える新聞記事、水害を契機に進めている治水対策等について紹介します ○当事の大水害を振り返ることで、当時の水害を経験していない子どもたちにも身近な街で起きた洪水について知ってもらい、また、洪水対策のＰＲを行うことで水害に強い街づくりへの意識を高めます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大和川の水環境 ～マイリバーYAMATO みんなの手できれいな川に～ ○「よみがえれ！大和川清流復活大作戦」 緊急アクション ○全国一級河川水質ランキングが発表されて今年で 40年を迎えます。 ◯以前はどぶ川のような大和川もずいぶんときれいになり、平成 22年には初めてワースト３から脱却しました。しかし子どもたちが水しぶきをあげていきいきと遊べるような川にはまだまだなっていません。 ○そんな大和川の過去からの現在までの水質の変化や、川をきれいにするための一人一人の取り組みの大切さを訴えます。大和川の水質や生き物などに関するパネルを展示します。 
 

 

 

 

 

 

 



 （（（（２２２２））））「「「「大和川博士大和川博士大和川博士大和川博士」」」」によるによるによるによる特別講座特別講座特別講座特別講座    ○大和川のことなら何でも知っている「大和川博士」がパネルを使って寸劇をします。 ○大和川博士が、大和川の水質のことや 30年前の水害、治水のことを子どもにも分かるように楽しいお芝居で説明します（１回３５～４０分程度 計 4回） 【日 時】 ８月 ６日（月）１３：３０～１４：１０（1回目） １５：００～１５：４０（2回目） ８月 ７日（火）１３：３０～１４：１０（1回目） １５：００～１５：４０（2回目） 
 

 （（（（３３３３）谷）谷）谷）谷    幸三幸三幸三幸三    先生先生先生先生のののの「「「「川川川川のののの生き物生き物生き物生き物講座講座講座講座」」」」    ○谷幸三先生：環境科学博士、元大阪産業大学非常勤講師 長年、高等学校の教諭をされながら、国土交通省、環境省、奈良県等の行政機関と一緒に水生生物観察等に携わられる。そのエネルギッシュな講義は子どもたちにも大人気です。 ○テレビ番組にも度々出演されている谷先生が、子どもたち相手 に川に棲む生物や昆虫について愉快なお話をします。 【日 時】 ８月１０日（金）１５：００～１６：００ 
 

 

 （４）（４）（４）（４）「奈良県山の日・川の日」「奈良県山の日・川の日」「奈良県山の日・川の日」「奈良県山の日・川の日」絵画展絵画展絵画展絵画展    ○「奈良県山の日・川の日」絵画コンクール平成 23年優秀作品 32点の展示 奈良の美しい山や川を育み、子どもたちに引き継いでいくという「奈良県山の日・川の日」の条例の趣旨を、子どもたちをはじめその保護者の方々にも広めるため始めた絵画コンクール。 子どもたち（小・中学生）が描いた素晴らしい山や川の絵を展示します。 ○平成 24年の絵画コンクールの募集をします 
 



水辺活動団体の活動事例

資料－６

河川美化愛護団体支援事業 参加団体菰川 「菰川環境美化協議会」

川の彩り花づつみ事業 参加団体飛鳥川 「万葉飛鳥川長寿散歩道の会」

地域が育む川づくり事業 参加団体岡崎川 「安堵桜遊会」
地域が育む川づくり事業 参加団体飛鳥川 「橿原市田中町２区自治会」

河川美化愛護団体支援事業 参加団体秋篠川 「秋篠川源流を愛し育てる会」
プロフィール

大和川の水質改善を願い、水質の改善度合いによって水質の改善度合いによって水質の改善度合いによって水質の改善度合いによって、定期預金の金利を最高最高最高最高1.01.01.01.0％上乗せ％上乗せ％上乗せ％上乗せ
大和川基金大和川基金大和川基金大和川基金

大和信用金庫の取り組み大和信用金庫の取り組み大和信用金庫の取り組み大和信用金庫の取り組み

奈良県地域貢献サポート基金奈良県地域貢献サポート基金奈良県地域貢献サポート基金奈良県地域貢献サポート基金

水辺活動に一言

大和川定期預金預入総額の0.01%に相当する金額及び金庫役職員からの自由意思による出捐により創設。
１

奈良新聞掲載当該記事を奈良新聞社に無断で掲載することを禁じます。



地域が育む川づくり事業 参加団体一覧 H24.7末現在

川の彩り花づつみ事業 参加団体一覧 H24.7末現在

２

管轄土木事務所 河川名 事業箇所 参加（予定）団体名 片岸・両岸奈良土木 佐保川 奈良市大安寺西１丁目 大安寺西地区自治連合会 右岸奈良土木 秋篠川 奈良市五条町 奈良市五条町自治会 右岸奈良土木 菩提川 奈良市恋の窪２丁目 菩提川をよごさない会 右岸奈良土木 菰川 奈良市法華寺町 法華寺町第４自治会 左岸奈良土木 菰川 奈良市法華寺町 法華寺町第３自治会 右岸郡山土木 富雄川 生駒市上町 「富雄川環境美花推進協議会」ガールスカウト奈良県第31団体地域ボランティア「オアシス」上町自治会上町老人クラブ奈良交通北大和営業所県立奈良北高等学校富雄川を愛する農業者サークル 両岸郡山土木 岡崎川 大和郡山市椎木町 昭和工業団地協議会 右岸郡山土木 富雄川 大和郡山市新町 やまと郡山環境を良くする市民の会 右岸郡山土木 竜田川 平群町竜田川一丁目 竜田川花の会 右岸郡山土木 竜田川 平群町西宮 竜田川まほろば遊歩道整備構想推進協議会 右岸桜井土木 高取川 橿原市五井町 橿原市五井町自治会 両岸桜井土木 米川 橿原市石原田町 ビーかつ 左岸桜井土木 寺川 田原本町阪手 阪手西自治会親友会 右岸桜井土木 飛鳥川 橿原市南八木町 万葉飛鳥川長寿散歩道の会 右岸

管轄土木事務所名 団体名団体名団体名団体名 活動箇所活動箇所活動箇所活動箇所水系名水系名水系名水系名 河川名河川名河川名河川名奈良 豊里漁業組合毛原支部 淀川 笠間川奈良 日誠建設（株） 大和川 布留川北流奈良 弘陽建設（株） 大和川 真目堂川郡山 三代川愛護会 大和川 三代川郡山 竜田川のもみじを守る会 大和川 竜田川郡山 太閤園自治会 大和川 富雄川郡山 安堵桜遊会 大和川 岡崎川郡山 伊豆七条町自治会 大和川 正田川郡山 白鳳ハイツ自治会 大和川 富雄川郡山 ガールスカウト奈良県第31団 大和川 富雄川郡山 地域ボランティア「オアシス」 大和川 富雄川郡山 上町自治会 大和川 富雄川郡山 奈良交通北大和営業所 大和川 富雄川郡山 奈良県立奈良北高等学校 大和川 富雄川郡山 富雄川を愛する農業者サークル 大和川 富雄川郡山 やまと郡山環境を良くする市民の会 大和川 富雄川高田 大字東室自治会 大和川 高田川高田 大字安部区 大和川 高田川高田 森脇自治会 大和川 水越川高田 大字西室自治会 大和川 高田川桜井 寺田町自治会 大和川 高取川桜井 五井町自治会 大和川 高取川桜井 広瀬区自警団 大和川 曽我川桜井 松之本自治会 大和川 大和川桜井 橿原市田中町２区自治会 大和川 飛鳥川桜井 大谷町自治会 大和川 高取川桜井 新賀町自治会 大和川 米川桜井 飯盛塚区 大和川 寺川桜井 大泉区自治会 大和川 大和川桜井 坊城きつき会 大和川 曽我川桜井 常盤町自治会 大和川 銭川桜井 佐味自治会 大和川 曽我川桜井 平和橋会 大和川 米川桜井 ビーかつ 大和川 米川桜井 阪手西自治会親友会 大和川 寺川宇陀 あすなろ営農組合 淀川 芳野川宇陀 石田自治会 淀川 芳野川宇陀 栗野自治会 紀の川 津風呂川宇陀 平尾自治会 淀川 宇陀川宇陀 菟田野佐倉自治会 淀川 佐倉川宇陀 五津自治会 淀川 宇陀川宇陀 野依自治会 淀川 宇陀川吉野 土田区 紀の川 吉野川、八鳥川吉野 千股区 紀の川 千股川吉野 新子区 紀の川 高見川吉野 宮滝区 紀の川 紀の川吉野 吉野町飯貝区 紀の川 紀の川吉野 吉野町国栖自治会 紀の川 高見川



河川美化愛護団体支援事業 参加団体一覧 H24.7末現在

３

管轄土木事務所名 団体名 河川名 管轄土木事務所名 団体名 河川名奈良土木 南永井北之町自治会 地蔵院川 宇陀土木 墨坂自治会 町並川奈良土木 大安寺西地区社会福祉協議会 佐保川 宇陀土木 佐倉老人クラブ八房会 佐倉川奈良土木 山辺広域行政事務組合天理消防第６分団第１部 高瀬川 宇陀土木 赤埴乙自治会 矢谷川奈良土木 柳生町自治会 打滝川 宇陀土木 内牧自治会 内牧川奈良土木 大柳生町自治会 白砂川 宇陀土木 高井区自治会 内牧川奈良土木 阪原町自治会 白砂川 宇陀土木 別所自治会 芳野川奈良土木 佐保小学校 佐保川 宇陀土木 池上自治会 芳野川奈良土木 若草中学校ＰＴＡ 佐保川 宇陀土木 笠間自治会 笠間川奈良土木 佐保地区自治連合会 佐保川 宇陀土木 栗野壮年会 津風呂川奈良土木 奈良市消防団・若草分団 佐保川 宇陀土木 上笠間自治会 笠間川奈良土木 今在家町自治会 佐保川 宇陀土木 下品自治会 四郷川奈良土木 佐保小学校ＰＴＡ 佐保川 宇陀土木 下笠間自治会 笠間川奈良土木 秋篠川源流を愛し育てる会 秋篠川 宇陀土木 安田自治会 笠間川奈良土木 佐保川小学校 佐保川 宇陀土木 古市場自治会 芳野川奈良土木 菩提川を汚さない会 菩提川 宇陀土木 小原支伍会 笠間川奈良土木 菰川環境美化協議会 菰川 宇陀土木 松井自治会 芳野川奈良土木 奈良あすか革新懇 能登川、岩井川 宇陀土木 宇陀川漁業協同組合 宇陀川郡山土木 千日町第一自治会 沖台川、富雄川 吉野土木 上市・上之町上町内会 吉野川、千股川郡山土木 千日町第三自治会 沖台川 吉野土木 轟町内会 吉野川、千股川郡山土木 吉勝会 竜田川 吉野土木 河原屋区 吉野川郡山土木 南田原町自治会 宮の前川 吉野土木 丹治区 吉野川、丹治川郡山土木 平群里山クラブ 竜田川 吉野土木 六田区 吉野川、奥六田川郡山土木 小泉町河原自治会 富雄川 吉野土木 楢井自治会 吉野川郡山土木 大和郡山市番条町自治会 菩提仙川 吉野土木 御園区 吉野川郡山土木 小泉東和苑自治会 富雄川 吉野土木 樫尾区 吉野川高田土木 新村自治会 葛城川 吉野土木 菜摘区 吉野川高田土木 柿本区 高田川・柿本川 吉野土木 矢治自治会 吉野川高田土木 南藤井区 高田川 吉野土木 南大野区 吉野川高田土木 柳田川美化運動推進の会 柳田川 吉野土木 窪垣内自治会 吉野川高田土木 大野自警団 高田川 吉野土木 南国栖自治会 吉野川高田土木 西三倉堂自治会第十八組 甘田川 吉野土木 上桧垣本区 八鳥川高田土木 狐井自治会 初田川 吉野土木 大淀町地域婦人連絡協議会 吉野川高田土木 中戸区 太田川 吉野土木 瀬之上自治会 吉野川高田土木 笠12組 高田川 吉野土木 黒滝村商工会青年部 黒滝川高田土木 相生２丁目自治会 高田川 吉野土木 尾仁山町内会 吉野川高田土木 寺戸平和子ども会 高田川 吉野土木 六軒町町内会 吉野川高田土木 東良福寺自治会 初田川 吉野土木 吉野三町村老人福祉施設さくら苑 吉野川高田土木 礒野を愛する会 小柳川 吉野土木 上市地区・上之町(下)町内会 吉野川高田土木 大野子供会 高田川 吉野土木 横町町内会 吉野川桜井土木 葛本西自治会 米川 吉野土木 笠木区 笠木川桜井土木 芝打合町自治会 纏向川 吉野土木 桂原区 笠木川桜井土木 山の辺町自治会 大和川 吉野土木 長瀬区 丹生川桜井土木 河西老人クラブ寿会 寺川 吉野土木 御吉野区 丹生川桜井土木 中町自治会 寺川 吉野土木 堂原区 丹生川吉野土木 寺戸区 脇川、丹生川吉野土木 中戸自治会 丹生川吉野土木 脇川区 脇川吉野土木 槙尾区 脇川吉野土木 粟飯谷区 丹生川、粟飯谷川吉野土木 左曽自治会 吉野川、左曽川吉野土木 立野町内会 吉野川



平成２４年 ７月２６日

【【【【身近な水辺のごみモニタリングの結果身近な水辺のごみモニタリングの結果身近な水辺のごみモニタリングの結果身近な水辺のごみモニタリングの結果】】】】

７月第３月曜日の「奈良県山の日・川の日」の河川清掃時に、

今年度より、試験的にごみモニタリングを実施し、地域の皆さまの声をいただきました。

残念ながら河川にはまだまだ多くのごみが捨てられています。

きれいな川にするためには、みなさま一人一人の取り組みが重要です。

そのため、今年度から住民参加によるごみモニタリングの試験実施を行います。

◎県内７土木事務所で試験的に行いました。集計結果詳細については、別紙を参照して下さい。

Ｑ１：目立ったごみは？

・空き缶・空きビンやビニール袋が多いようです。

ただ南部地域では、レクレーションごみも見られます。

Ｑ２：ごみが発生する理由は？

・河川利用者や通行者からのポイ捨てが多いです。

Ｑ３：ごみを減らすためには？

・定期的な清掃活動との答えが多いです。

※地図を追加してごみの多いところにシールを貼ってはどうかという意見もありました。

・実施日 ７月１６日（月）

・実施場所

※モニタリング回答数は清掃参加人数とは一致しません

実施結果

土木部河川課河川環境改善係

山上・松本

0742 27-7504 内4181

報 道 資 料

「奈良県山の日・川の日」の河川清掃時に地域の皆さまの声をいただきました。

これにもとづきごみマップを作成することで見える化を図り、一人一人がごみを無くす意識を持って

取り組みを進めることにより、きれいな川をめざしていきます。

目 的

奈良市 佐保川 清掃参加人数 約７００人

大和郡山市 富雄川 清掃参加人数 約 ３０人

大和高田市 高田川 清掃参加人数 約 ５０人

田原本町 飛鳥川 清掃参加人数 約１００人

宇陀市 宇陀川 清掃参加人数 約 ５０人

吉野町 吉野川 清掃参加人数 約 ３０人

五條市 吉野川 清掃参加人数 約 ２０人
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吉野川（吉野土木事務所）

佐保川（奈良土木事務所）
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質問１ 目立ったごみは何ですか？

質問2 今回ごみを清掃した場所には、なぜ、ごみが発生していると思いますか？
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質問3 河川のごみを減らすには、どのような取り組みが効果的だと思いますか？計１５３
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