
１１１１．．．．現状現状現状現状

大和川清流復活大作戦大和川清流復活大作戦大和川清流復活大作戦大和川清流復活大作戦（（（（大和川清流復活大和川清流復活大和川清流復活大和川清流復活ネットワークネットワークネットワークネットワーク））））大和川ワーストの変遷1 位2 位3 位 年度S 47S 47S 47S 47 H19H19H19H19①大和川水系河川は、本川においてはH19年
BOD75%値が5.5mgとなるなど徐々に改善傾向にあるものの、昭和47年以来現在まで全国1級河川中ワースト3位までにランクされ続け、近年3ヶ年は連続ワースト１である。
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②下水道の普及とともに年々水質は改善傾向にある。
③支川の中には水質の改善が進まないところが見受けられる。 ３未満３～５未満５～８未満10～15未満15～20未満

BOD75%（mg/L)（平成18年）８～10未満 竜田川流域葛城川中流域（土庫川）
菰川・菩提川岡崎川下流域

①大和川水系の汚濁の原因・汚れの原因の80%以上を家庭からの生活排水が占める・山地が少なく降水量も少ないので、平常流量が少ない

②特に改善が進まない支川における原因・下水道の普及率・接続率が低迷しているため、生活排水や畜産排水、事業所排水が河川に流入する・合流式下水道が整備されている地域では、大雨時に汚水が河川に流入
【図2】 下水道の普及と大和川の水質の推移

【図1】 大和川のワースト順位の変遷

【図3】 大和川支川の水質

【図4】 大和川の汚濁原因内訳

ワーストワーストワーストワースト1をををを脱却脱却脱却脱却しししし、、、、

国際文化観光都市国際文化観光都市国際文化観光都市国際文化観光都市にににに

ふさわしいふさわしいふさわしいふさわしい清流清流清流清流のののの

復活復活復活復活をををを目指目指目指目指すすすす

「「「「よみがえれよみがえれよみがえれよみがえれ！！！！大和川清流復活大作戦大和川清流復活大作戦大和川清流復活大作戦大和川清流復活大作戦」」」」

②支川毎の水質の現状調査と水質汚濁負荷の徹底した分析・支川毎・市町村毎の水質測定箇所の追加と、汚水処理の現況調査・支川毎・市町村毎の水質改善に向けた手法や目標の設定③県民への情報発信・支川毎・市町村毎の水質の公表・水質マップや展示用パネルの作成・下水道の役割のPRパンフレット作成・夏休み親と子の下水道教室の開催④支川毎の水質に応じた取り組みの実施・水質改善啓発の地域活動団体・NPOとの協働・下水道への接続促進や合併浄化槽への転換促進・重点対策河川での水質改善の社会実験⑤改善対策の成果の評価分析
①①①①大和川清流復活大和川清流復活大和川清流復活大和川清流復活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設立設立設立設立（（（（平成平成平成平成20年年年年11月月月月18日日日日））））●県景観・環境局、農林部、商工労働部、土木部●国土交通省●市町村●民間（住民団体、NPO、企業等）
３３３３．．．．改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ

２２２２．．．．課題課題課題課題

住民住民住民住民へのへのへのへの生活排水対策啓発活動生活排水対策啓発活動生活排水対策啓発活動生活排水対策啓発活動がががが必要必要必要必要
水質改善水質改善水質改善水質改善のののの進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない流域流域流域流域でのでのでのでの集中的集中的集中的集中的なななな対策対策対策対策がががが必要必要必要必要

・単独浄化槽による汚濁（下水道への接続、合併浄化槽への転換が必要）
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支川毎支川毎支川毎支川毎、、、、市町村毎市町村毎市町村毎市町村毎のののの

きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな計画計画計画計画のののの策定策定策定策定

・支川毎の市町村境界で測定

を実施

・汚濁負荷の現状把握

追加測定地点（19地点）(年12回 測定)凡 例測定回数追加（ 8地点） （常時監視年４回に8回追加）常時監視（26地点） (年12回測定地点)常時監視（15地点） （年 4回測定地点）

・支川毎、市町村毎の目標設定

・シミュレーションモデルにより

目標設定や対策を検討

（支川毎、市町村毎汚水処理の現状）

・重点対策河川での集中的な

取り組みの実施

・県民への情報発信

ワーストワーストワーストワースト１１１１からのからのからのからの

脱却脱却脱却脱却にににに向向向向けてけてけてけて

・重点対策河川の選定（（（（官民協働官民協働官民協働官民協働のののの啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業のののの企画企画企画企画・・・・検討検討検討検討））））

（（（（官民協働官民協働官民協働官民協働のののの啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業のののの実施実施実施実施））））

水質調査測定箇所測定回数水質調査測定箇所測定回数水質調査測定箇所測定回数水質調査測定箇所測定回数のののの追加追加追加追加
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資料－３

国・県・市町村の取り組み事例

出典：Cプロジェクト計画２００６（水環境編）平成18年度取り組み成果報告

書（平成19年11月））

大和川河川事務所ホームページより抜粋

http://www.yamato.kkr.mlit.go.jp/YKNET/cproject/index.html

【奈良県の取り組み】
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グラフ－下水道の進捗状況
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【大和川水環境協議会の取り組み】
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【国土交通省の取り組み】

【企業の取り組み一例】
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【流域市町村の取り組み】①生活排水対策に関する取り組み
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【流域市町村の取り組み】②環境学習に関する取り組み
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【流域市町村の取り組み】③ごみ対策・清掃活動に関する取り組み
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【流域市町村の取り組み】④事業所排水に関する取り組み



河川維持管理指針を平成２０年４月１日から施行するにあたり、河川管理者自らが定期的に現状を把握し、今後の維持管理を円滑に行うため、河

川清掃を主とする「川をきれいにし隊」を各土木事務所で編成する。１．構 成構成員については各土木事務所８名程度と河川課１名の職員が参加し作業を実施する。２．実施内容各土木事務所において月ごとに河川を選定し、重点的な巡視・点検及び清掃などを実施する。３．実施時期・時間国土交通省が定める川の日（７月７日）にちなみ、毎月７日（土日祝日を除く）に半日程度を基本として一斉に実施する。各土木事務所の都合で７日に実施できない場合については、別の日に変更する場合もある。奈良土木事務所 ： 4/28岩井川 5/18佐保川 7/21佐保川 11/23佐保川 12/17岩井川郡山土木事務所 ： 4/22富雄川 5/21富雄川 6/10岡崎川 7/21竜田川 8/7秋篠川9/9菩提仙川 10/7富雄川 12/17竜田川 1/7東生駒川高田土木事務所 ： 4/18葛城川 5/8曽我川 6/6葛城川 7/21高田川 8/7葛城川9/5高田川 10/7高田川 1/7葛城川桜井土木事務所 ： 5/28曽我川 6/9大和川 7/27高取川 8/7高取川 9/8大和川10/7戒外川 11/7飛鳥川 12/12曽我川 1/7大和川宇陀土木事務所 ： 4/11芳野川 5/21宇陀川 6/3麻生田川 7/21高見川 8/6池谷川9/17室生川 10/15宇陀川 11/20宇陀川 12/17芳野川 1/21宇陀川吉野土木事務所 ： 4/24丹生川 5/7吉野川 6/11吉野川 7/21吉野川 8/6吉野川9/9吉野川 10/10熊野川 11/13吉野川 12/9吉野川五條土木事務所 ： 4/17吉野川 5/7西川 6/9北川 7/21吉野川 8/7丹生川9/8宇智川 10/7吉野川 12/9内川 1/7東浄川

１１１１．．．．趣趣趣趣 旨旨旨旨

２２２２．．．．概概概概 要要要要

３３３３．．．．実施状況実施状況実施状況実施状況

そのそのそのその他他他他のののの取組取組取組取組 ・河川愛護団体への支援（地域が育む川づくり事業・河川美化愛護団体支援事業）

・「奈良県山の日・川の日（7月第3月曜日） 」 にかかるイベント等

・大和川一斉清掃（3月第１日曜日） 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年はははは、、、、３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））にににに実施実施実施実施しますのでしますのでしますのでしますので参加参加参加参加おおおお願願願願いしますいしますいしますいします

「「「「川川川川をきれいにしをきれいにしをきれいにしをきれいにし隊隊隊隊」」」」のののの取組取組取組取組についてについてについてについて
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地域地域地域地域のののの団体団体団体団体、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ等等等等からのからのからのからの活動等活動等活動等活動等のののの報告報告報告報告、、、、議事録議事録議事録議事録

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ 日本下水文化研究会 木村氏日本下水文化研究会 木村氏日本下水文化研究会 木村氏日本下水文化研究会 木村氏

組織は全国組織。関西支部長をしている。関西全域を管轄している。活動の紹介とし

て、堺市の石津川では、市民活動が盛ん。下水道は９０％以上完成しているが、きれい

にならない。過去から、ＮＰＯで水質調査を行っている。ＢＯＤが１０、ＣＯＤが１６

くらい いっこうにきれいにならない 下水道が普及してもきれいにならない 何故か？。 。 。

誰かがこそっと流している？ ゴルフ場からの肥料が流れ出ている？ 街が汚いと、

雨が降ると川へ流れ出てしまう。アユの戻ってくる川にしたい。目標は大和川。大和川

にはアユが遡上してきている。今後の活動の参考になればと思い、発言させていただい

た。

大和信用金庫 新氏大和信用金庫 新氏大和信用金庫 新氏大和信用金庫 新氏

「 」 。大和川の水質が良くなると金利を上乗せするという 大和川定期預金 を取扱っている

平成２０年は水質が良くなり、 ％上乗せができた。８０億円の預入があり、上乗せ金0.5

利分４０００万円が負担となったが、ワースト５を脱却できるまでは続けていきたい。

今後は水質だけでなく、ゴミの問題にも力を入れていきたいと考えている。当金庫の近

くに大和川の支流である寺川が流れているが、ゴミが多い。昨年は王寺町での大和川クリ

、 、ーンキャンペーンに約１００名の職員が参加したが 一度に多くの職員が参加するよりも

支川ごとに分散して参加する方が効果的であることから、今後は、各市町村で実施する清

掃活動にも全面的に協力していきたい。

エコエコエコエコ・・・・フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２１２１２１２１ 河波氏河波氏河波氏河波氏

地球環境母親会議を週に１回開き、話し合いや勉強会をしている。主に生活排水やエ

コに関する取組み パネルシアターを通して啓蒙している。特に、保育園・小学校・etc.

ＰＴＡ・婦人会などでのパネルシアター活動が中心。大和川の清流に向けての実験や、

家族ぐるみで河川のゴミ拾い、清掃活動を実験している。

ファミリーでボランティアをする大切さを伝えたい。とにかく楽しく取組むことをモッ

トーにしている。

秋篠川源流秋篠川源流秋篠川源流秋篠川源流をををを愛愛愛愛しししし育育育育てるてるてるてる会 芦田氏会 芦田氏会 芦田氏会 芦田氏

１０年前、市制１００周年記念事業として、秋篠川堤防に桜を植え、桜を通して川に

関心を持ってもらおうと考えました。約１５０本を植樹。名札をつけて、里親になって

もらい、道路・道端・側溝にゴミがあると、これが川に流れていくので、これを拾って

いかないと思います。



五井町自治会 吉村氏五井町自治会 吉村氏五井町自治会 吉村氏五井町自治会 吉村氏

高取川約 ㎡を草刈り、清掃、桜の木消毒を３５年間年３回行っている。14000

この行事に地域住民が積極的に参加し環境保全を行っているが、年間費用として年間

約４０万円を自治会が出費している。

県河川課にて３年前 「地域が育む川づくり」制度に当自治会も加入した結果、年間、

約１２万円の補助を受けているが、もう少し県側も補助の改訂を早急に検討して頂き

たい。以上報告させて頂きます 。。

安堵町桜遊会安堵町桜遊会安堵町桜遊会安堵町桜遊会（（（（岡崎川岡崎川岡崎川岡崎川にににに桜桜桜桜をををを育育育育てるてるてるてる会会会会）））） 胡内氏胡内氏胡内氏胡内氏

住民の憩い、ふれあいの場所づくりを。安堵町に桜並木を目指し、昨年の３月に９０

本の苗木を植えた。里親制度を設けた。秋篠川を参考に。毎月、草刈り、清掃に５０名

前後が出てきてくれる。桜を植える前は、左岸は舗装されているが、右岸は草がぼうぼ

うで足を踏み入れることもできなかった。今はきれいな堤防になってきている。川底の

ヘドロを郡山土木事務所に協力していただいて、取り除いてもらった。住民の意識も変

わってきている。きれいになってくれば、住民の皆さんの意識も変わってきている。

清掃の際に拾ったゴミは自分で持って帰っている。刈り取った草は、そのままにして

いる。清掃後のゴミの処理はどのようにすればいいのか、県や市町村での対策はどのよ

うになっているのか。いい智恵があれば教えていただきたい。

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ 日本下水文化研究会 木村氏日本下水文化研究会 木村氏日本下水文化研究会 木村氏日本下水文化研究会 木村氏

大阪では、いろいろと問題になっている事例があるようだ。河川から出たゴミは、河

川管理者の責任で、市町村が受けとってくれない。河川管理者はゴミ処理ができない。

という問題だ。まず、市役所で、ゴミ処理ができるかどうか、活動前にまず確認するこ

とが大切。

秋篠川源流秋篠川源流秋篠川源流秋篠川源流をををを愛愛愛愛しししし育育育育てるてるてるてる会 芦田氏会 芦田氏会 芦田氏会 芦田氏

このような問題に対して、奈良市は理解があり、月に１回、第３土曜日に活動してい

ます。月曜日には、必ずゴミを取りに来てくれます。

安堵町桜遊会安堵町桜遊会安堵町桜遊会安堵町桜遊会（（（（岡崎川岡崎川岡崎川岡崎川にににに桜桜桜桜をををを育育育育てるてるてるてる会会会会）））） 胡内氏胡内氏胡内氏胡内氏

安堵町では、以前に単車が川底にあり、自宅へ持ち帰ることもできず、困った。

事務局事務局事務局事務局

このネットワークには、行政、ＮＰＯが入っている。この中で連携を進めていけば。



橿原市田中町水土里橿原市田中町水土里橿原市田中町水土里橿原市田中町水土里のののの会会会会

田中町は、明日香村と橿原市の境界。飛鳥川沿い。観光客がサイクリングで通ること

が多い。きれいにして協力している。地元の中学校でホタルの飼育をしている。飛鳥川

でホタルを飛ばす試みを実施。

清掃のあとのゴミの処理は、市の環境事業部に協力してもらっている。

昨年、社会実験に協力参加。夜９時頃に生活排水のピークを実感。

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人 大和循環型社会創造機構 吉村氏法人 大和循環型社会創造機構 吉村氏法人 大和循環型社会創造機構 吉村氏法人 大和循環型社会創造機構 吉村氏

ダイヤモンドシティの近くに住んでいて、学生時代から、近所の溝掃除に参加。今、

水が流れていない。吉野川分水の時期と、雨が降ったあとのみ水が流れている。川の水

量が少なかったら、ＢＯＤ、ＣＯＤを下げる意味は？ 山の保水量などの議論をしてい

かないと。情報共有が必要。水量とバランスのデータ検証が必要ではないか。

日誠建設株式会社 前島氏日誠建設株式会社 前島氏日誠建設株式会社 前島氏日誠建設株式会社 前島氏

会社近くの布留川で、草刈りを実施した。今後、年２回草刈りを予定している。草刈

りをすることによって、ゴミが減って、きれいになっていくことを期待している。

そのそのそのその他他他他

事務局事務局事務局事務局

ネットワーク登録票での登録のお願い。

大和川市民ネットワークに情報発信の基点となっていただけないか。

大和信用金庫 新氏大和信用金庫 新氏大和信用金庫 新氏大和信用金庫 新氏

メーリングリストでの情報発信ということであれば、協力していきたい。情報共有、

協働につながれば。

エコエコエコエコ・・・・フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２１２１２１２１ 河波氏河波氏河波氏河波氏

質問を

１．浄化センター周辺を、３５０人くらいで清掃した。軽トラック５台分のゴミが出

て、最終的には河川事務所で処理していただいたが、処理までに３日程度かかっ

た。どこかにいえば、処理してもらえるということにはならないだろうか。

２．社会実験の参加率が１９％と低いが、何故か？ 分析、対策はいかがか？

３．秋くらいに対策をという話であったが、もっとスピードアップしていくことはで

きないか？ 情報を出せば、対応してもらえるのか？

４．３月１日には、できるだけ奈良から参加したいが、ポスター・チラシは用意して

いただいているのか？



事務局事務局事務局事務局

ネットワーク登録票での登録のお願い。

１．どこかにいえば、スムーズに解決していく体制をつくりあげていきたい。今のと

ころ、とりあえず河川課へ言っていただいたら、土木事務所、市町村を連絡をす

る 。。

２．参加率は１９％であるが、第１回目からは右肩上がりに参加者は増えている。そ

れなりの認知がある。アンケート調査では、モデル地区、市職員からのポスティ

ング、自治会回覧での認知率が高い。学校からのビラ配付も行っていく。

３．ご相談いただければ、随時進めていきたい。

４．３月１日の取り組みについては、国土交通省、大阪府と協力して進めていく。広

報についてはまだ十分にできていない。河川課ＨＰで紹介をしていく予定。


