
平成 ２０年 １１月 １８日大和川清流復活ネットワーク
大和川の水質改善の総合的な取り組みの必要性

「よみがえれ！大和川清流復活大作戦」～ 水質ワースト１汚名返上に向けて ～
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１１１１．．．．下水道下水道下水道下水道のののの普及普及普及普及とともにとともにとともにとともに改善改善改善改善されてきたされてきたされてきたされてきた大和川大和川大和川大和川のののの水質水質水質水質

4.75.79.319.7②ＢＯＤ（mg/L）

75573313①下水道普及率（％）

平成19年平成10年平成元年昭和53年

２２２２．．．．行行行行きききき詰詰詰詰まりつつあるまりつつあるまりつつあるまりつつある大和川大和川大和川大和川のののの水質改善水質改善水質改善水質改善

３３３３．．．．県民県民県民県民にもにもにもにもイメージイメージイメージイメージがががが悪悪悪悪いいいい大和川大和川大和川大和川

４４４４．．．．支川毎支川毎支川毎支川毎にににに大大大大きくきくきくきく異異異異なるなるなるなる水質水質水質水質のののの状況状況状況状況

～定着化しつつある河川水質ワースト１～

・大和川流域の小学生調査

約７割が「川が汚い」と感じている。

・H１７年度以降 ワースト１

・比較的きれいな支川：佐保川上流（BOD:0.7mg/L）

飛鳥川上流（BOD:0.8mg/L）

布留川上流（BOD:1.0mg/L）

・対抗の綾瀬川の水質が大きく改善された。

※BODデータ（奈良県及び大阪府域平均値）・・・・全国一級河川の水質現況 .国土交通省河川局河川環境課

（平成18年度環境調査報告書（奈良県環境政策課）による）

・最 も 汚 い 支 川：菩提川（BOD:13.0mg/L）

竜田川（BOD:12.0mg/L）

土庫川（BOD: 7.9mg/L）

２

【Ｐ.４・資料－１】

【Ｐ.５・資料－２】

【Ｐ.６・資料－３】

【Ｐ.７・資料－４】



３

５５５５．．．．国内国内国内国内のののの河川河川河川河川とととと比較比較比較比較ぼだいがわ
菩提川 13.0mg/L

大和川（奈良県域） 5.5mg/L

ＢＯＤ

0.8mg/L 広瀬川（仙台市）かもがわ
0.7mg/L 鴨川（京都市）

ＢＯＤ

環境省（平成18年度公共用水域水質測定結果による）奈良県域は平成19年度全国一級河川の水質現況（速報版）国土交通省
【Ｐ.９・資料－５】

６６６６．．．．国外国外国外国外のののの河川河川河川河川とととと比較比較比較比較ぼだいがわ
菩提川 13.0mg/L

大和川（奈良県域）5.5mg/L

ＢＯＤ

2.7mg/L セーヌ川（パリ）ハンガン
3.4mg/L 漢江（ソウル）

ＢＯＤ

BODデータ・・・・総務省統計局・政策総括官・統計研修所HP（〔出 典〕OECD, OECD   

Environmental Data  Compendium 2006, Inland Waters）HPより抜粋
【Ｐ.１０・資料－６】

７７７７．．．．きれいなきれいなきれいなきれいな川川川川にににに集中集中集中集中するするするする、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

・水質の悪い支川では消極的な状況

【Ｐ.１１・資料－７】

８８８８．．．．河川水質河川水質河川水質河川水質ワーストワーストワーストワースト上位上位上位上位のののの他河川他河川他河川他河川のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

・支川の新川をモデル河川として重点的に取組を実施

・行政（埼玉県・市町）、団体、企業等による「流域総ぐるみの取組」

１）綾瀬川ワースト１とことん脱却大作戦

２）鶴見川

・県がＮＰＯ基金を設立し、企業に対し寄付を募り、それが各団体の活動に充てられる仕組みを構築

・NPO法人鶴見川流域ネットワーキングの活動

流域規模の市民・市民団体・企業・行政の連携の推進、各種啓発

【Ｐ.１２～１５・資料－８】



１．下水道の普及と大和川の水質

下水道の普及とともに大和川の水質は、年々、改善しているが、

環境基準を達成していない。

•平成19年度ワースト1である水質BOD4.7とは、奈良県及び大阪府域を

含めた８点の平均値。

•奈良県域4地点の平成19年度水質BOD平均値は5.5であり環境基準を

達成していない。

資料－１

※BODデータ・・・・全国一級河川の水質現況（速報版）国土交通省河川局河川環境課H20.8より

下水道普及率
大和川流域における下水道普及率とＢＯＤ（平均）

18.4 18.0 19.2 15.3 15.6 13.5 19.3 19.7 13.9 10.9 12.4 13.6 12.2 13.1 13.1 12.9 13.6 11.1 9.7 8.7 5.7 7.2 6.7 5.6 5.9 5.0 4.6 6.4 4.7 4.711.110.88.0 9.49.08.59.3
9.0 10.9 11.3 13.0 13.4 13.8 16.4 17.6 19.0 21.4 27.2 29.5 53.0 55.4 57.4 60.3 62.2 64.1 65.8 67.8 69.8 71.9 73.5 74.850.848.6

24.223.2 45.642.839.535.532.7
0.05.010.015.020.025.0

昭和4６年 昭和4７年 昭和4８年 昭和49年 昭和50年 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成 元年 平成 ２年 平成 ３年 平成 ４年 平成 ５年 平成 ６年 平成 ７年 平成 ８年 平成 ９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年年

ＢＯＤ（ｍｇ／ｌ）
0102030405060708090100（８地点平均）

下水道普及率（％）
ＢＯＤ（ｍｇ／ｌ）普及率  （％）

S49第一処理区　供用開始
S59第二処理区　供用開始 BOD

４



Cプロジェクト計画を国土交通省大和川河川事務所、奈良

県、大阪府、流域市町村で連携し、推進してきたにもかか

わらず依然として、ワースト１位から脱却できない。

平成20年8月13日 奈良新聞朝刊

２．行き詰まりつつある大和川の水質改善

資料－２

大和川・綾瀬川の水質の変遷
0.010.020.030.040.050.060.0

年度

BOD値（mg/L） 綾瀬川大和川
S47 H19

大和川ワーストの変遷1 位2 位3 位 年度S47S47S47S47 H19H19H19H19
05
10

年度
BOD値（mg/L） 綾瀬川

大和川

H11 H19
拡大

５



下水道事業再評価に伴うアンケート調査（2008.4下水道課実施）

〔流域住民無作為抽出 大和川流域 908人 吉野川流域 435人〕Q.身近に感じている川の水についてどう感じていますか？
どちらともいえない25.8%
きれい26.8%汚い47.5% きれい39.3%汚い35.2%どちらともいえない25.5%

満足度

【大和川流域】 【吉野川流域】
川に関するアンケート調査（1998.9河川課実施）

〔大和川流域全公立小学校を対象 8,735人〕汚い 36.5%
カンやビンなどゴミが捨ててある 19.7%きれいだと思う・透き通っている16.4%

水に色が付いている・濁っている9.0%
その他18.4%

「下水道の日」のアンケート調査（2008.9.10流域下水道センター実施）

〔施設見学会来場者を対象 350人〕Ｑ．大和川がﾜｰｽﾄ１位であることを知っていますか。
0.4%

18.9%

80.8%

知っていた知らなかった無回答等
Ｑ．川の浄化対策として優先する取組は何ですか。無回答等5.4%現状のままでよい 11.7%

下水道法などの規制強化51.8% もっと税金を投入するべき23.2%
下水道料金が多少上がっても仕方ないと思う 23.8%

３．県民にもイメージが悪い大和川 資料－３

６



　　　　　　　　　　　　 ３ｍｇ／Ｌ以上～  ５ｍｇ／Ｌ以上～   ８ｍｇ／Ｌ以上～  １０ｍｇ／Ｌ以上～　１５ｍｇ／Ｌ以上  　３ｍｇ／Ｌ未満    ５ｍｇ／Ｌ未満　　 ８ｍｇ／Ｌ未満　　　１０ｍｇ／Ｌ未満　  １５ｍｇ／Ｌ未満　　 ２０ｍｇ／Ｌ未満

奈良市

五條市
御所市

葛城市香芝市

大淀町高取町 明日香村
桜井市

天理市
生駒市平群町 大和郡山市

川の色は平成１８年度の平均値を示しています

菩提川菩提川菩提川菩提川

佐保川佐保川佐保川佐保川

菰菰菰菰

川川川川

秋秋秋秋

篠篠篠篠

川川川川

岩井川岩井川岩井川岩井川

高瀬川高瀬川高瀬川高瀬川

布留川布留川布留川布留川

岡岡岡岡

崎崎崎崎

川川川川

富富富富

雄雄雄雄

川川川川

竜竜竜竜

田田田田

川川川川

葛葛葛葛

下下下下

川川川川

高高高高

田田田田

川川川川

曽曽曽曽

我我我我

川川川川

飛飛飛飛

鳥鳥鳥鳥

川川川川
高高高高

取取取取

川川川川

葛葛葛葛

城城城城

川川川川

橿原市大和高田市 寺寺寺寺

川川川川

大和川大和川大和川大和川

土土土土

庫庫庫庫

川川川川

きれいきれいきれいきれい よごれているよごれているよごれているよごれている

②三条大橋

①中の川

④みどり橋

③甘樫橋

①菩提川流末

②一分橋

④枯木橋

③土庫川流末

【写真①：岡崎川】

BOD 8.2mg/L

【写真③：土庫川】

BOD 7.9mg/L
【写真④：土庫川】

【写真⑤：竜田川】

BOD 12.0mg/L
【写真⑥：竜田川】

【写真②：岡崎川】

【写真⑦：菩提川】

BOD 13.0mg/L

【写真⑧：菰川】

BOD  9.7mg/L       ※H18県河川課調査による
【写真⑨：菰川】 【写真⑩：菰川】

水質ランキング上位（①～④位）箇所水質ランキング下位（①～④位）箇所

４．支川毎に大きく異なる水質状況

資料－４

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧⑨⑩

写真撮影方向
【写真⑪：佐保川】

BOD  0.7mg/L

⑪

⑬

【写真⑫：佐保川】

【写真⑭：葛城川】

BOD  1.1mg/L

⑭

きれいきれいきれいきれい         　 よごれているよごれているよごれているよごれている
　　       　　　　　　　　　  　 ３ｍｇ／Ｌ以上～　　  ５ｍｇ／Ｌ以上～　 　      ８ｍｇ／Ｌ以上～　   １０ｍｇ／Ｌ以上～　     １５ｍｇ／Ｌ以上      ３ｍｇ／Ｌ未満          ５ｍｇ／Ｌ未満　　　    ８ｍｇ／Ｌ未満　　　     １０ｍｇ／Ｌ未満　　     １５ｍｇ／Ｌ未満　　      ２０ｍｇ／Ｌ未満 【写真⑬：飛鳥川】

BOD  0.8mg/L

⑫

BOD・・注釈のないものは（平成18年度環境調査報告書（奈良県環境政策課）による）
7



          

下水道処理場へ
河　　　川

台所 洗濯 風呂 トイレ 合併浄化槽 汚泥

雨水
下下下下　　　　水水水水　　　　道道道道（（（（分流式分流式分流式分流式）））） くみくみくみくみ取取取取りりりり式式式式

単独浄化槽単独浄化槽単独浄化槽単独浄化槽 合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽合併浄化槽

便槽
台所 洗濯 風呂 トイレ し尿汚泥

台所 洗濯 風呂 トイレ 単独浄化槽 汚泥
合併浄化槽よりＢＯＤはかなり高い

８

下水道普及率 単独浄化槽･汲み取り式 備　考 竜田川 ２１.４％ ４８.９％ ・流域下水道竜田川幹線Ｈ１８年度全線完成・単独浄化槽が多いため、生活雑排水が河川に流れ込む。 葛城川 ３７.６％ ５６.８％（土庫川どんごがわ ） 下水道への接続率も低い。 岡崎川 　　５９.６％下水道への接続率も低い。 ２７.０％ ・流域が小さいため河川の流量が少ない。・住民の水質への関心が低い。 菩提ぼだい 川がわ 　　８９.７％ ９.０％ ・下水道は合流（雨水＋汚水）式で整備しているため、少量の雨水は下水道に流入し、河川の流量が少ない。また、大雨の場合、汚水が河川に流れ込む。 菰川こもがわ 　データなし。 データなし。 ・下水道は合流（雨水＋汚水）式で整備しているため、少量の雨水は下水道に流入し、河川の流量が少ない。また、大雨の場合、汚水が河川に流れ込む。・流水は佐保川への放水路に主に流れ込む形状となっているため、放水路の下流（菰川）にはほとんど流れない。 備考 率が高いほど水質は良い。大和川普及率74.8% 率が高いほど、生活雑排水は河川に流れ水質は悪い。

・住民の水質への関心が低い。・単独浄化槽、くみ取り式が多いため、生活雑排水が河川に流れ込む。
流　域 要　因



５．国内の主要な文化観光都市の河川と比較 資料－５

環境省（平成18年度公共用水域水質測定結果による）大和川奈良県域は平成19年度全国一級河川の水質現況（速報版）国土交通省

　ひろせがわ　広瀬川　　　　BOD ： 0.8mg/L仙台市
　すみだがわ　墨田川　　　　BOD ： 2.7mg/L東京都

　いちかわ　市川（下流）　　　　BOD ： 1.0mg/L姫路市　しげのぶがわ　重信川　　　　BOD ： 1.2mg/L松山市
　　ぼだいがわ　　菩提川　　　　BOD ： 13.0mg/L　  大和川（奈良県域）　　　　BOD ：  5.5mg/L
奈良市

　しらかわ　白川（下流）　　　　BOD ： 0.9mg/L熊本市

きれいきれいきれいきれい         　 よごれているよごれているよごれているよごれている
　　       　　　　　　　　　  　 ３ｍｇ／Ｌ以上～　　  ５ｍｇ／Ｌ以上～　 　      ８ｍｇ／Ｌ以上～　   １０ｍｇ／Ｌ以上～　     １５ｍｇ／Ｌ以上      ３ｍｇ／Ｌ未満          ５ｍｇ／Ｌ未満　　　    ８ｍｇ／Ｌ未満　　　     １０ｍｇ／Ｌ未満　　     １５ｍｇ／Ｌ未満　　      ２０ｍｇ／Ｌ未満

　ひいがわ　斐伊川　　　　BOD ： 0.8mg/L松江市 　さいがわ　犀川（下流）　　　　BOD ： 1.9mg/L金沢市 　とよひらがわ　豊平川（下流）　　　　BOD ： 1.1mg/L札幌市

　かもがわ　鴨川（上流）　　　　BOD ： 0.7mg/L京都市

９



６．海外の主要な文化観光都市の河川と比較

資料－６

　　セーヌ川　　　　BOD ： 2.7mg/Lフランス（パリ） 　　ドナウ川　　　　BOD ： 1.9mg/Lオーストリア（ウィーン） 　　ミシシッピ川　　　　BOD ： 1.5mg/Lアメリカ（ｾﾝﾄﾙｲｽ・ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ）

きれいきれいきれいきれい         　 よごれているよごれているよごれているよごれている　　       　　　　　　　　　  　 ３ｍｇ／Ｌ以上～　　  ５ｍｇ／Ｌ以上～　 　      ８ｍｇ／Ｌ以上～　   １０ｍｇ／Ｌ以上～　     １５ｍｇ／Ｌ以上      ３ｍｇ／Ｌ未満          ５ｍｇ／Ｌ未満　　　    ８ｍｇ／Ｌ未満　　　     １０ｍｇ／Ｌ未満　　     １５ｍｇ／Ｌ未満　　      ２０ｍｇ／Ｌ未満
　 チョウコウ　長江　　　　BOD ： 2.6mg/L中国（上海）

　ハンガン　漢江　　　　BOD ： 3.4mg/L韓国（ソウル）　 　コウガ　黄河　　　　BOD ： 3.8mg/L中国（済南）　　チャオプラヤ川　　　　BOD ： 3.3mg/Lタイ（バンコク）
　　　　ぼだいがわ　　　　菩提川　　　　　　　BOD ： 13.0mg/L    　 大和川（奈良県域）　　　      　BOD ：   5.5mg/L

奈良市

・総務省統計局・政策総括官・統計研修所HP（〔出　典〕OECD, OECD Environmental Data Compendium 2006, Inland Waters）HPより抜粋・タイについては、(財)地球・人間環境フォーラムH17.3（開発途上地域における企業の社会的責任）HPより抜粋・中国については、2003北東アジア地域環境情報交流広場ＨＰより抜粋・奈良市については、環境省（平成18年度公共用水域水質測定結果）、大和川奈良県域は平成19年度全国一級河川の水質現況（速報版）国土交通省

　　テムズ川　　　　BOD ： 5.2mg/Lイギリス（ロンドン）
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７．きれいな川に集中する、これまでの取り組み

資料－７

 

奈良市

五條市
御所市

葛城市香芝市

大淀町高取町 明日香村 桜井市
天理市

生駒市平群町 大和郡山市 菩提川菩提川菩提川菩提川佐保川佐保川佐保川佐保川菰菰菰菰川川川川秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川
岩井川岩井川岩井川岩井川高瀬川高瀬川高瀬川高瀬川布留川布留川布留川布留川

岡岡岡岡崎崎崎崎川川川川
富富富富雄雄雄雄川川川川竜竜竜竜田田田田川川川川

葛葛葛葛下下下下川川川川 高高高高田田田田川川川川 曽曽曽曽我我我我川川川川 飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥川川川川高高高高取取取取川川川川葛葛葛葛城城城城川川川川
橿原市大和高田市 寺寺寺寺川川川川大和川大和川大和川大和川土土土土庫庫庫庫川川川川

地蔵院川地蔵院川地蔵院川地蔵院川

よごれているきれい
万葉の清流ルネッサンスキャンペーン事業　実施箇所（H19年度）（水質改善啓発キャンペーン）地域が育む川づくり・河川美化愛護団体支援事業　実施箇所（H19年度）3ｍｇ／Ｌ未満 3ｍｇ／Ｌ以上～５ｍｇ／Ｌ未満 ５ｍｇ／Ｌ以上～８ｍｇ／Ｌ未満 　８ｍｇ／Ｌ以上～１０ｍｇ／Ｌ未満 １０ｍｇ／Ｌ以上～１５ｍｇ／Ｌ未満 １５ｍｇ／Ｌ以上～２０ｍｇ／Ｌ未満
凡例

地域が育む川づくり・河川美化愛護団体支援事業および万葉の清流ルネッサンスキャンペーン事業実施箇所数0 5 10 15 20 25s＜33≦ｓ＜55≦ｓ＜88≦ｓ＜1010≦ｓ＜1515≦ｓ＜20
(件数)

地域が育む川づくり・河川美化愛護団体支援事業万葉の清流ルネッサンスキャンペーン事業（水質改善啓発キャンペーン）

（H19年度） BOD値はH18年度平均値出典：環境調査報告書（奈良県環境政策課）
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河川名 内　　容 備　　　考・・・・支川支川支川支川のののの新川新川新川新川ではではではでは、、、、重点取組期間重点取組期間重点取組期間重点取組期間（（（（2222月月月月））））のののの1111ヶヶヶヶ月月月月ででででBODBODBODBODがががが大幅大幅大幅大幅にににに改善改善改善改善　　（　　（　　（　　（BODBODBODBOD約約約約30303030ｍｇｍｇｍｇｍｇ→→→→約約約約13131313ｍｇ）ｍｇ）ｍｇ）ｍｇ）・浄化槽の維持管理講習会、設置者集中指導・・・・「「「「埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県NPONPONPONPO基金基金基金基金」」」」団体希望制度団体希望制度団体希望制度団体希望制度のののの活用活用活用活用 ・・・・企業企業企業企業やややや個人個人個人個人からのからのからのからの基金基金基金基金をををを募募募募るるるる際際際際、、、、分野分野分野分野やややや団体団体団体団体をををを指定指定指定指定してしてしてして寄附寄附寄附寄附することがすることがすることがすることが可能可能可能可能。。。。・・・・「「「「NPONPONPONPO協働提案推進事業協働提案推進事業協働提案推進事業協働提案推進事業」」」」 ・・・・市民団体市民団体市民団体市民団体からからからから啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業をををを募集募集募集募集。。。。採択採択採択採択されたらそのされたらそのされたらそのされたらその団体団体団体団体にににに補助金交付補助金交付補助金交付補助金交付（（（（県県県県とのとのとのとの協働事業協働事業協働事業協働事業）））） 「「「「埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県NPONPONPONPO基金基金基金基金」」」」をををを利用利用利用利用・各種啓発 環境学習、生活排水対策啓発・河川水質浄化施設の設置、見学会・・・・植生浮島設置植生浮島設置植生浮島設置植生浮島設置・浚渫下水道部局 ・下水道接続の啓発 下水処理場見学、小学生対象の環境講座・工場・事業所の立入指導・浄化槽補助金説明会・・・・県県県県NPONPONPONPO基金推進基金推進基金推進基金推進のののの協力協力協力協力 ・・・・基金拠出基金拠出基金拠出基金拠出をををを依頼依頼依頼依頼するするするする企業企業企業企業のののの選定選定選定選定やややや企業企業企業企業へのへのへのへの説明等説明等説明等説明等・・・・支川支川支川支川やややや非灌漑期非灌漑期非灌漑期非灌漑期のののの農業用水路農業用水路農業用水路農業用水路へのへのへのへの通水通水通水通水・各種啓発 ・成人、小学生対象の環境講座・源流体験・・・・水環境水環境水環境水環境モニターモニターモニターモニター制度制度制度制度 ・・・・水環境水環境水環境水環境をををを調査調査調査調査するするするするボランティアボランティアボランティアボランティアをををを市民市民市民市民からからからから公募公募公募公募下水道部局 ・下水道接続の啓発・住民と連携した清掃 ・「綾瀬川クリーン大作戦」（参加者約3800名）・・・・非灌漑期非灌漑期非灌漑期非灌漑期のののの農業用水農業用水農業用水農業用水のののの通水通水通水通水 ・・・・１１１１～～～～３３３３月月月月、、、、支川支川支川支川（（（（新川新川新川新川））））へへへへ通水通水通水通水 ※水がないためできない・・・・用水路用水路用水路用水路のののの水質調査水質調査水質調査水質調査・各種啓発 ・小学生対象の環境講座・行政と連携した清掃 ・クリーン大作戦（江戸川河川事務所）と連携 ※農地・水・環境保全向上対策・各種啓発 ・成人、小学生対象の環境講座・環境啓発映画上映　等 「埼玉県NPO基金」を利用・・・・流域団体流域団体流域団体流域団体ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築 ・・・・協働協働協働協働でででで活動活動活動活動（（（（啓発啓発啓発啓発イベントイベントイベントイベント開催等開催等開催等開催等）））） 「「「「埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県NPONPONPONPO基金基金基金基金」」」」をををを利用利用利用利用・支川の流域自治会で協力しての啓発 ・1ヶ月間の集中取り組み実施・・・・埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県NPONPONPONPO基金基金基金基金へのへのへのへの寄附寄附寄附寄附 ・・・・NPONPONPONPOのののの活動費活動費活動費活動費となるとなるとなるとなる基金基金基金基金へのへのへのへの寄附寄附寄附寄附 分野分野分野分野やややや団体団体団体団体をををを指定指定指定指定してのしてのしてのしての寄附寄附寄附寄附がががが可能可能可能可能・河川清掃等に従業員をボランティア派遣 ※大和信用金庫が実施・各種啓発活動 ・成人、小学生対象の環境講座・住民と連携した清掃 ・「綾瀬川クリーン大作戦」（参加者約3800名）・・・・市民市民市民市民からのからのからのからの水環境水環境水環境水環境モニターモニターモニターモニター公募公募公募公募 ・・・・水質水質水質水質のののの調査調査調査調査やややや監視監視監視監視、、、、行政行政行政行政へのへのへのへの報告報告報告報告・浚渫・・・・ビオトープビオトープビオトープビオトープ公園公園公園公園のののの整備整備整備整備 ・・・・あやせがわあやせがわあやせがわあやせがわ清流館清流館清流館清流館をををを併設併設併設併設しししし、、、、パネルパネルパネルパネル展示等展示等展示等展示等のののの啓発啓発啓発啓発・下水道接続の啓発・・・・荒川荒川荒川荒川からのからのからのからの導水導水導水導水 ・・・・0000....12121212ｍｍｍｍ3333////ssss、、、、HHHH15151515年年年年7777月月月月よりよりよりより開始開始開始開始※埼玉県・市町村も加入、「綾瀬川ワースト1とことん脱却大作戦」で挙げた取り組みを実施。環境局
土地改良区

埼玉県

東京都

環境部局
環境部局河川部局

事　　　例■■■■行政行政行政行政（（（（埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県・・・・市町市町市町市町）、）、）、）、団体団体団体団体、、、、企業等企業等企業等企業等によるによるによるによる「「「「流域総流域総流域総流域総ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの取組取組取組取組」」」」■■■■県県県県ががががＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ基金基金基金基金をををを設立設立設立設立しししし、、、、企業企業企業企業にににに対対対対しししし寄付寄付寄付寄付をををを募募募募りりりり、、、、それがそれがそれがそれが各団体各団体各団体各団体のののの活動活動活動活動にににに充充充充てられるてられるてられるてられる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築■■■■支川支川支川支川のののの新川新川新川新川ををををモデルモデルモデルモデル河川河川河川河川としてとしてとしてとして重点的重点的重点的重点的にににに取組取組取組取組をををを実施実施実施実施。。。。「「「「綾綾綾綾　　　　瀬瀬瀬瀬　　　　川川川川　　　　ワワワワ　　　　ーーーー　　　　スススス　　　　トトトト　　　　１１１１　　　　とととと　　　　ここここ　　　　とととと　　　　んんんん　　　　脱脱脱脱　　　　却却却却　　　　大大大大　　　　作作作作　　　　戦戦戦戦」」」」
（（（（HHHH11118888～～～～））））市民団体国交省江戸川河川事務所綾　　瀬　　川 市町(埼玉県域）

実　施　主　体綾瀬川水質綾瀬川水質綾瀬川水質綾瀬川水質とことんとことんとことんとことん改善推進会議改善推進会議改善推進会議改善推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・事務局事務局事務局事務局：：：：埼玉県環境部埼玉県環境部埼玉県環境部埼玉県環境部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・HHHH18181818年年年年6666月設立月設立月設立月設立

自治会自治会自治会自治会綾瀬川清流ルネッサンスⅡ地域協議会※ 企業国交省荒川下流河川事務所河川部下水道局

斜体斜体斜体斜体：：：：大和川流域大和川流域大和川流域大和川流域でででで実施実施実施実施していないしていないしていないしていない取取取取りりりり組組組組みみみみ明朝：大和川流域で実施している取り組み 網かけ は大和川でも検討すべき取り組み【他河川での水質改善に向けた取り組み事例①：綾瀬川】
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河川名 事　　例 内　　容 備　　考・・・・流域規模流域規模流域規模流域規模のののの市民市民市民市民・・・・市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・企業企業企業企業・・・・行政行政行政行政のののの連連連連携携携携のののの推進推進推進推進、、、、各種啓発各種啓発各種啓発各種啓発 ・・・・鶴見川新春鶴見川新春鶴見川新春鶴見川新春ウォークウォークウォークウォーク（（（（１１１１月月月月））））・・・・清掃清掃清掃清掃（（（（クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ作戦作戦作戦作戦　　　　9999～～～～11111111月月月月）））） 第第第第1111回回回回((((1999199919991999年年年年））））日本水大賞日本水大賞日本水大賞日本水大賞建設大臣賞受賞建設大臣賞受賞建設大臣賞受賞建設大臣賞受賞下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの役割役割役割役割ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ ・・・・河川情報板河川情報板河川情報板河川情報板でのでのでのでの情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットのののの作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布、、、、広報広報広報広報ビデオビデオビデオビデオのののの作成作成作成作成・・・・上映上映上映上映・・・・下水道整備下水道整備下水道整備下水道整備とととと河川水質向上河川水質向上河川水質向上河川水質向上のののの効果効果効果効果・・・・鶴見川流域鶴見川流域鶴見川流域鶴見川流域マップマップマップマップ（（（（河川情報河川情報河川情報河川情報のののの他他他他、、、、処理場処理場処理場処理場、、、、雨水雨水雨水雨水・・・・汚水幹汚水幹汚水幹汚水幹線位置図等線位置図等線位置図等線位置図等をををを掲載掲載掲載掲載））））・・・・河川水河川水河川水河川水にににに占占占占めるめるめるめる下水処理水下水処理水下水処理水下水処理水のののの割合割合割合割合・・・・高度処理高度処理高度処理高度処理のののの推進推進推進推進にににに係係係係るるるるアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラム住民住民住民住民やややや企業企業企業企業がががが協働協働協働協働したしたしたした流域流域流域流域のののの排出負荷削減排出負荷削減排出負荷削減排出負荷削減 ・・・・家庭排水家庭排水家庭排水家庭排水にはにはにはには、、、、界面活性剤界面活性剤界面活性剤界面活性剤やややや油脂類油脂類油脂類油脂類のようなのようなのようなのような下水道下水道下水道下水道でででで処処処処理理理理できないできないできないできない、、、、またはまたはまたはまたは処理能力処理能力処理能力処理能力がががが低下低下低下低下するするするする物質物質物質物質がががが含含含含まれるこまれるこまれるこまれることをとをとをとを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、発生源発生源発生源発生源のののの対策対策対策対策のののの重要性重要性重要性重要性ををををPRPRPRPRするするするする。。。。「「「「水質水質水質水質ふれあいふれあいふれあいふれあい等級等級等級等級」」」」のののの設定設定設定設定 ・・・・川辺川辺川辺川辺でのでのでのでの行動形態行動形態行動形態行動形態をををを４４４４つつつつ（（（（泳泳泳泳ぐぐぐぐ、、、、川川川川のののの中中中中でででで水遊水遊水遊水遊びびびび、、、、水辺水辺水辺水辺でででで水遊水遊水遊水遊びびびび、、、、見見見見るるるる眺眺眺眺めるめるめるめる））））にににに分分分分けたけたけたけた指標指標指標指標・・・・河川河川河川河川のののの水質水質水質水質をををを分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく示示示示すとすとすとすと共共共共にににに、、、、下水道終末処理下水道終末処理下水道終末処理下水道終末処理場場場場からのからのからのからの放流水質放流水質放流水質放流水質とのとのとのとの関係関係関係関係をををを含含含含めめめめ分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく説明説明説明説明していしていしていしていくくくく。。。。環境学習 ・下水道処理場見学会・小学校、地域への出前講座県、市 下水道部局河川部局 河川管理者及び下水道管理者が実施する様々なイベントにおける、河川・下水道の一体的なＰＲ ・鶴見川流域ふれあいセミナーと合わせて実施される河川沿いのウォーキングイベントのルートに下水道施設を組み込む。・下水道部局が例年実施するイベントに「ふれあって流域鶴見川」実行委員会が参画し、ＰＲを一体的に行う。・川崎市・横浜市 下水道部局 ・高度処理施設の整備・・・・高度処理水高度処理水高度処理水高度処理水のののの導水導水導水導水によるせせらぎによるせせらぎによるせせらぎによるせせらぎ水路整備水路整備水路整備水路整備 川崎市川崎市川崎市川崎市：：：：江川江川江川江川せせらぎせせらぎせせらぎせせらぎ遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ１５１５１５１５年度供用開始年度供用開始年度供用開始年度供用開始））））横浜市横浜市横浜市横浜市：：：：江川江川江川江川せせらぎせせらぎせせらぎせせらぎ緑緑緑緑（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ７７７７年導水開始年導水開始年導水開始年導水開始））））NNNN----BODBODBODBOD対策対策対策対策のためののためののためののための浄化実験浄化実験浄化実験浄化実験（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ１３１３１３１３～～～～１４１４１４１４年年年年度度度度）））） 鶴見川鶴見川鶴見川鶴見川ではではではでは、、、、下水道下水道下水道下水道によりによりによりにより有機性汚濁有機性汚濁有機性汚濁有機性汚濁がががが改善改善改善改善しているのにしているのにしているのにしているのにもかかわらずもかかわらずもかかわらずもかかわらず、、、、アンモニアアンモニアアンモニアアンモニア性窒素性窒素性窒素性窒素((((NHNHNHNH4444----NNNN))))のののの硝化硝化硝化硝化によるによるによるによるＢＯＢＯＢＯＢＯＤＤＤＤ濃度濃度濃度濃度のののの上昇上昇上昇上昇がががが課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。パイロットプラントパイロットプラントパイロットプラントパイロットプラント実験実験実験実験にににによりよりよりより、Ｎ－ＢＯＤ、Ｎ－ＢＯＤ、Ｎ－ＢＯＤ、Ｎ－ＢＯＤ対策対策対策対策のののの河川浄化施設河川浄化施設河川浄化施設河川浄化施設のののの検討行検討行検討行検討行ったったったった。。。。 汚濁汚濁汚濁汚濁のののの激激激激しいしいしいしい支川支川支川支川ではではではでは、、、、費用費用費用費用においてにおいてにおいてにおいて効率的効率的効率的効率的であるがであるがであるがであるが、、、、本本本本川川川川においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、下水道処理場下水道処理場下水道処理場下水道処理場のののの性能改善性能改善性能改善性能改善をををを図図図図るるるる方方方方がががが費用的費用的費用的費用的にににに有効有効有効有効。。。。

主　　体
鶴　　見　　川

NPONPONPONPO法人法人法人法人・・・・　　　　鶴見川流域鶴見川流域鶴見川流域鶴見川流域ネットワーキングネットワーキングネットワーキングネットワーキング

河川環境管理財団河川環境管理財団河川環境管理財団河川環境管理財団
県、市 下水道部局

斜体斜体斜体斜体：：：：大和川流域大和川流域大和川流域大和川流域でででで実施実施実施実施していないしていないしていないしていない取取取取りりりり組組組組みみみみ明朝：大和川流域で実施している取り組み 網かけ は大和川でも検討すべき取り組み【他河川での水質改善に向けた取り組み事例②：鶴見川】
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対象河川 事　　例 内　　容 備　　考・・・・導水導水導水導水 ・・・・宍道湖宍道湖宍道湖宍道湖からのからのからのからの導水導水導水導水。。。。HHHH8888年開始年開始年開始年開始・浚渫大阪市 建設局 ・・・・曝気曝気曝気曝気、、、、マイクロストレーナーマイクロストレーナーマイクロストレーナーマイクロストレーナー、、、、浚渫浚渫浚渫浚渫、、、、水面清掃水面清掃水面清掃水面清掃、、、、水門操作水門操作水門操作水門操作ＮＰＯ法人大阪水都再生基金 ・・・・貝貝貝貝によるによるによるによる浄化浄化浄化浄化 「「「「道頓堀真珠道頓堀真珠道頓堀真珠道頓堀真珠・・・・自然浄化大作戦自然浄化大作戦自然浄化大作戦自然浄化大作戦」」」」としてとしてとしてとしてイケチョイケチョイケチョイケチョウウウウ貝貝貝貝をををを投入投入投入投入。　。　。　。　一口一口一口一口5555,,,,000000000000円円円円でででで貝貝貝貝ののののオーナーオーナーオーナーオーナーをををを募募募募ってってってって実施実施実施実施。。。。 ・・・・HHHH15151515年年年年6666月月月月からからからからHHHH18181818年年年年2222月月月月のののの間間間間ににににBODBODBODBOD値値値値がががが改善改善改善改善　（　（　（　（BODBODBODBOD　　　　5555....3333mg→mg→mg→mg→2222....0000mgmgmgmg）　）　）　）　主催者調主催者調主催者調主催者調べべべべ庄内川 ・・・・「「「「庄内川水質浄化実験庄内川水質浄化実験庄内川水質浄化実験庄内川水質浄化実験」」」」 浄化設備浄化設備浄化設備浄化設備のののの開発実験開発実験開発実験開発実験をををを民間企業民間企業民間企業民間企業からからからから公募公募公募公募してしてしてして実施実施実施実施・・・・浄化設備開発実験浄化設備開発実験浄化設備開発実験浄化設備開発実験（（（（民間企業公募型民間企業公募型民間企業公募型民間企業公募型））））・・・・植物植物植物植物でのでのでのでの浄化浄化浄化浄化（（（（流域住民流域住民流域住民流域住民とととと実施実施実施実施））））土木部局　（公園・生活排水課） ・・・・「「「「生活排水対策生活排水対策生活排水対策生活排水対策パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ事事事事業業業業」」」」 各種団体各種団体各種団体各種団体からからからから啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業をををを募集募集募集募集。。。。採択採択採択採択されたらされたらされたらされたらそのそのそのその団体団体団体団体にそのにそのにそのにその事業実施事業実施事業実施事業実施をををを委託委託委託委託。。。。((((採択例採択例採択例採択例：：：：啓発啓発啓発啓発うちわのうちわのうちわのうちわの作成作成作成作成・・・・祭祭祭祭りでりでりでりで配布配布配布配布、、、、食器食器食器食器のののの拭拭拭拭きききき取取取取りにりにりにりに使用使用使用使用するするするする古布古布古布古布ををををラッピングラッピングラッピングラッピングしてしてしてして配配配配布布布布、、、、市民劇団市民劇団市民劇団市民劇団でででで公演公演公演公演、、、、標語標語標語標語コンクールコンクールコンクールコンクール))))広報部局 ・生活排水についての住民アンケート ・生活排水削減のための啓発手法について、どのような方法が効果的かアンケートを実施。　（回答例：子ども・主婦層への啓発講座、定期的なメディア利用、計画的な浄化槽設置、森林保全等）特定対象なし 岐阜県 環境部局 ・ホームページを利用した啓発 ・環境啓発ホームページ「まるごと環境パビリオン」を開設。学校・市町村の取組を紹介、閲覧者が評価投票ができる。特定対象なし 茨城県 環境部局 ・・・・茨城県生活排水対策推進要綱茨城県生活排水対策推進要綱茨城県生活排水対策推進要綱茨城県生活排水対策推進要綱をををを制制制制定定定定 要綱要綱要綱要綱でででで県民県民県民県民のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みなみなみなみなどのどのどのどの協力協力協力協力をををを求求求求めるめるめるめる。。。。特定対象なし 徳島県 環境部局 ・・・・「「「「命育命育命育命育むふるさとのむふるさとのむふるさとのむふるさとの川川川川」」」」創生創生創生創生プログラプログラプログラプログラムムムム事業事業事業事業 自主活動支援自主活動支援自主活動支援自主活動支援、、、、啓発啓発啓発啓発、、、、リーダリーダリーダリーダのののの育成育成育成育成((((予算予算予算予算470470470470万円万円万円万円））））・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける水質向上活動水質向上活動水質向上活動水質向上活動のののの中心中心中心中心となるとなるとなるとなる「「「「命命命命育育育育むふるさとのむふるさとのむふるさとのむふるさとの川川川川」」」」創生創生創生創生リリリリ－－－－ダダダダ－－－－をををを１０１０１０１０人養成人養成人養成人養成するするするする。。。。・・・・県内県内県内県内のののの河川河川河川河川のののの水質水質水質水質のののの状況状況状況状況をををを表表表表したしたしたした水環境水環境水環境水環境マッマッマッマッププププのののの作成作成作成作成・・・・小松島市小松島市小松島市小松島市のののの神田瀬川神田瀬川神田瀬川神田瀬川でででで生活排水等汚濁負荷生活排水等汚濁負荷生活排水等汚濁負荷生活排水等汚濁負荷量実態調査量実態調査量実態調査量実態調査をををを実施実施実施実施・・・・県内県内県内県内のののの主要主要主要主要なななな河川河川河川河川でででで環境環境環境環境ホルモンホルモンホルモンホルモン実態把握実態把握実態把握実態把握調査調査調査調査をををを実施実施実施実施

松江堀川対策連絡協議会・中国地方整備局・島根県・市 河川部局 道路道路道路道路としてとしてとしてとして埋埋埋埋めめめめ立立立立てがてがてがてが計画計画計画計画されていたされていたされていたされていたがががが、、、、水質改善水質改善水質改善水質改善したためしたためしたためしたため遊覧船遊覧船遊覧船遊覧船をををを就航就航就航就航、、、、年年年年間間間間30303030万人万人万人万人をををを誘致誘致誘致誘致するするするする観光拠点観光拠点観光拠点観光拠点にににに成長成長成長成長。。。。松江堀川 主　　体道頓堀川
特定対象なし 大分県庄内川河川事務所河川環境管理財団

斜体斜体斜体斜体：：：：大和川流域大和川流域大和川流域大和川流域でででで実施実施実施実施していないしていないしていないしていない取取取取りりりり組組組組みみみみ明朝：大和川流域で実施している取り組み 網かけ は大和川でも検討すべき取り組み【他河川での水質改善に向けた取り組み事例③：その他河川】

14



対象河川 事　　例 内　　容 備　　考主　　体狭山池ダム ・・・・植生植生植生植生、、、、貝貝貝貝によるによるによるによる浄化浄化浄化浄化 ・・・・筏筏筏筏をををを利用利用利用利用してしてしてして空心菜空心菜空心菜空心菜をををを栽培栽培栽培栽培、、、、３３３３枚貝枚貝枚貝枚貝をををを養殖養殖養殖養殖ししししてててて浄化浄化浄化浄化。。。。源ゲン兵ベ 衛川エ ガ ワ ・・・・導水導水導水導水 ・・・・工場工場工場工場からからからから出出出出るるるる冷却水冷却水冷却水冷却水をををを導水導水導水導水。。。。御祓ミ ソ ギ川ガ ワ 企業・(株)御祓川 民間民間民間民間のののの「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり会社会社会社会社」。」。」。」。市民市民市民市民やややや行政行政行政行政、、、、企業企業企業企業とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら、、、、周周周周辺辺辺辺のまちづくりとのまちづくりとのまちづくりとのまちづくりと、、、、まちのまちのまちのまちの中心中心中心中心をををを流流流流れれれれるるるる御祓川御祓川御祓川御祓川のののの再生再生再生再生をををを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。①①①①御祓川御祓川御祓川御祓川のののの浄化浄化浄化浄化にににに関関関関わるわるわるわる事業事業事業事業②②②②住民住民住民住民にににに川川川川へへへへ関心関心関心関心をををを向向向向けさせるためけさせるためけさせるためけさせるためのののの各種活動各種活動各種活動各種活動③③③③市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・行政行政行政行政とのとのとのとの協働協働協働協働 ①①①①御祓川御祓川御祓川御祓川のののの浄化浄化浄化浄化にににに関関関関わるわるわるわる事業事業事業事業・・・・御祓川浄化研究会主宰御祓川浄化研究会主宰御祓川浄化研究会主宰御祓川浄化研究会主宰（（（（石川県石川県石川県石川県、、、、七尾市七尾市七尾市七尾市、、、、市市市市民団体民団体民団体民団体、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者、、、、企業企業企業企業のののの共同研究体共同研究体共同研究体共同研究体）、）、）、）、成成成成果果果果をををを県市県市県市県市にににに提案提案提案提案しししし浄化実験浄化実験浄化実験浄化実験。。。。・・・・御祓川水質浄化御祓川水質浄化御祓川水質浄化御祓川水質浄化ワークショップワークショップワークショップワークショップ：：：：水質浄化技水質浄化技水質浄化技水質浄化技術術術術をををを持持持持つつつつ企業企業企業企業へへへへ呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ、、、、浄化方策浄化方策浄化方策浄化方策シンポジシンポジシンポジシンポジウムウムウムウムをををを開催開催開催開催、、、、検討内容検討内容検討内容検討内容をををを県市県市県市県市にににに提案提案提案提案。。。。浚渫等浚渫等浚渫等浚渫等のののの公共事業化公共事業化公共事業化公共事業化につなげているにつなげているにつなげているにつなげている。。。。②②②②界隈界隈界隈界隈のにぎわいのにぎわいのにぎわいのにぎわい創出創出創出創出にににに関関関関わるわるわるわる事業事業事業事業・・・・川沿川沿川沿川沿いにいにいにいに店舗店舗店舗店舗（（（（直営店他直営店他直営店他直営店他））））をををを誘致誘致誘致誘致しししし、、、、川川川川にににに人人人人々々々々のののの関心関心関心関心をををを向向向向けることでけることでけることでけることで川川川川のののの再生再生再生再生をををを目指目指目指目指すすすす③③③③コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ再生事業再生事業再生事業再生事業河川関連市民団体河川関連市民団体河川関連市民団体河川関連市民団体のののの支援支援支援支援、、、、市民市民市民市民からからからから集集集集めためためためたファンドファンドファンドファンドをををを元手元手元手元手にににに事業事業事業事業をををを展開展開展開展開。。。。・・・・川川川川そうじそうじそうじそうじ＆＆＆＆川川川川あそびあそびあそびあそび、、、、コミュニティラジオコミュニティラジオコミュニティラジオコミュニティラジオでででで週週週週１１１１回川回川回川回川のののの話題話題話題話題をををを放送放送放送放送。。。。・・・・行政行政行政行政とのとのとのとの協働協働協働協働によってによってによってによって、、、、まちまちまちまち情報情報情報情報のののの提供提供提供提供ややややイイイイベントベントベントベントののののサポートサポートサポートサポート。。。。
・・・・第第第第５５５５回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞　　　　国土交通大臣賞受国土交通大臣賞受国土交通大臣賞受国土交通大臣賞受賞賞賞賞

中ナ カ　川カ ワ荒ア ラ　川カ ワ ・・・・水消費量削減水消費量削減水消費量削減水消費量削減およびおよびおよびおよび水処理剤水処理剤水処理剤水処理剤のののの全全全全廃廃廃廃、、、、排水排水排水排水ゼロシステムゼロシステムゼロシステムゼロシステムのののの構築構築構築構築 ・・・・生産活動生産活動生産活動生産活動にににに伴伴伴伴うううう工場排水工場排水工場排水工場排水ゼロゼロゼロゼロ達成達成達成達成。。。。・・・・産業系及産業系及産業系及産業系及びびびび生活系廃棄物再資源化率生活系廃棄物再資源化率生活系廃棄物再資源化率生活系廃棄物再資源化率97979797....6666%%%%達成達成達成達成。。。。 第第第第1111回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞　　　　奨励賞受賞奨励賞受賞奨励賞受賞奨励賞受賞櫛田ク シ ダ川カ ワ 企業・シャープ(株) ・・・・排水排水排水排水のののの回収回収回収回収・・・・再利用再利用再利用再利用システムシステムシステムシステム構築構築構築構築 排水排水排水排水ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル。。。。・・・・放流水放流水放流水放流水24242424時間水質測定時間水質測定時間水質測定時間水質測定・・・・監視監視監視監視・・・・地域住民地域住民地域住民地域住民のののの工場見学工場見学工場見学工場見学・・・・地域協定地域協定地域協定地域協定によるによるによるによる行政行政行政行政へのへのへのへの定期報告定期報告定期報告定期報告 第第第第３３３３回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞　　　　奨励賞受賞奨励賞受賞奨励賞受賞奨励賞受賞鈴鹿ス ズ カ川ガ ワ ・・・・製造工程排水製造工程排水製造工程排水製造工程排水100100100100%%%%リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル ・・・・濃縮廃液濃縮廃液濃縮廃液濃縮廃液ををををセメントセメントセメントセメント原料原料原料原料としてとしてとしてとして有効利用有効利用有効利用有効利用しししし、、、、ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション達成達成達成達成。。。。放流水放流水放流水放流水はははは既存河川水既存河川水既存河川水既存河川水よりよりよりよりきれいなきれいなきれいなきれいな水質水質水質水質でででで放流放流放流放流。。。。 第第第第８８８８回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞　　　　経済産業大臣賞受賞経済産業大臣賞受賞経済産業大臣賞受賞経済産業大臣賞受賞比ヒ 謝ジャ 川カワ ・・・・河川河川河川河川へのへのへのへの不法投棄監視不法投棄監視不法投棄監視不法投棄監視・・・・各種啓発各種啓発各種啓発各種啓発（（（（下水道接続推進等下水道接続推進等下水道接続推進等下水道接続推進等））））・・・・ダムダムダムダムへのへのへのへの浄化装置取浄化装置取浄化装置取浄化装置取りつけりつけりつけりつけ 1974197419741974年発年発年発年発足足足足、、、、各種各種各種各種のののの啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動をををを推進推進推進推進。。。。 ・・・・第第第第4444回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞　　　　厚厚厚厚生生生生労労労労働大臣賞受働大臣賞受働大臣賞受働大臣賞受賞賞賞賞・・・・HHHH元年元年元年元年からからからからHHHH11111111年年年年のののの間間間間ににににBODBODBODBODがががが改善改善改善改善　（　（　（　（BODBODBODBOD　　　　約約約約33333333mg→mg→mg→mg→約約約約4444mgmgmgmg））））内川水系 宮内庁堺市 河川部局 ・・・・導水導水導水導水 農農農農業用業用業用業用ためためためため池池池池のののの余剰余剰余剰余剰水水水水をををを導水導水導水導水小牧川 酒田市 土木課 ・・・・導水導水導水導水 農農農農業用水業用水業用水業用水のののの排水排水排水排水をををを導水導水導水導水（（（（非灌漑非灌漑非灌漑非灌漑期期期期のののの水水水水路維路維路維路維持用水持用水持用水持用水のののの排出排出排出排出先先先先をををを一部変一部変一部変一部変更更更更してのしてのしてのしての導水導水導水導水）））） ・・・・HHHH14141414年年年年からからからからHHHH16161616年年年年のののの間間間間ににににBODBODBODBODがががが改善改善改善改善　（　（　（　（BODBODBODBOD　　　　11118888mg→mg→mg→mg→5555mgmgmgmg以下以下以下以下））））（海洋） 宮城県 環境部局 ・・・・海藻海藻海藻海藻によるによるによるによる浄化浄化浄化浄化 ・・・・海藻海藻海藻海藻（（（（アカモアカモアカモアカモクククク））））をををを繁繁繁繁殖殖殖殖させさせさせさせてててて浄化浄化浄化浄化をををを図図図図るるるる（（（（海海海海藻藻藻藻はははは加加加加工工工工品品品品にしてにしてにしてにして売売売売れることをれることをれることをれることをアピアピアピアピールールールールしししし、、、、漁漁漁漁業者業者業者業者のののの協協協協力力力力をををを得得得得るるるる）。）。）。）。 ・・・・第第第第9999回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞　　　　奨励賞受賞奨励賞受賞奨励賞受賞奨励賞受賞（（（（県県県県保健環境保健環境保健環境保健環境センセンセンセンタタタターーーー水水水水環境部長環境部長環境部長環境部長がががが個個個個人人人人としてとしてとしてとして受賞受賞受賞受賞））））住民・比謝川をそ生させる会企業・シャープ(株)　亀山環境安全推進センター企業・羽生三洋電子(株)
大阪府狭山池さくら満開委員会企業・(株)東レ
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今後の取り組み方針（案）

支川毎のきめ細かな水質改善計画

フォローアップの実施

④

⑤

流域の実情を知る

水質改善の必要性を県民と共有する

・支川毎の汚濁負荷の状況 （生活排水、事業所排水、畜産排水等）
・支川毎の水質の改善状況と下水道の普及率・接続率

・支川毎の合併浄化槽の設置状況

・水質測定箇所及び測定回数の追加

・支川単位の水質シミュレーションによる施策効果の予測

・流域下水道センターを交流拠点としたきめ細かな情報発信

・大和川の水質に関するＨＰの開設

・支川毎の水質の公表（水質マップ等の作成）

①

②

（例）

（例）

環 境 局 ： 環境政策課

農 林 部 ： 農業水産振興課、耕地課、畜産課

商 労 部 ： 企業立地推進課

土 木 部 ： 下水道課、河川課

県 以 外 ： 大和川河川事務所、流域市町村

③

組織横断的な取り組み

・大和川清流復活ネットワークの設置

（例） モデル河川での集中的な取り組み（案）

NPOとの協働による啓発、企業等との連携、

ソフト施策の効果的展開、畜産排水対策、等

合流式下水道の改善、住民団体との協働、

環境用水の導水の社会実験、等

（例）・本川及び支川単位での改善目標に対する達成状況の確認

・汚濁負荷削減効果の検証

・状況に応じて追加対策等の検討

当面の目標の設定

⑥

（例）・３年以内には、大和川の水質全国ワースト１脱却


