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昔の大和川

昭和30年頃 柏原堰堤 （提供：柏原市）
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大和川流域内人口の推移

昭和30年代 柏原市付近 現在 柏原市付近

大和川流域内人口の推移
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水質の悪化

平成3年 今井戸川合流部(7.6k左岸）
いま い ど がわ



近畿地方整備局水環境改善に向けた取組（大和川水環境協議会）
 

昭和 42年 5月 

大和川水質汚濁防止連絡協議会 設立 

平成元年 5月 

大和川水系水質改善対策事業促進連絡会 設立

平成 3年 10月 

大和川水質改善緊急五箇年計画(アクアロード大和川計画) 策定 

平成 5年 11月 

大和川清流ルネッサンス協議会 設立 

平成 6年 11月 

水環境改善緊急行動計画(大和川清流ルネッサンス 21) 策定 

平成 14年 10月 

第二期水環境改善緊急行動計画(大和川清流ルネッサンスⅡ) 策定

平成 17年 9月 

大和川水環境協議会 設立 

平成 18年 9月 

C プロジェクト計画 2006(水環境編) 策定 

大和川サミット 

平成 24年 2月 

大和川水環境改善計画 策定 

事業期間：平成 23年 4月～平成 28年 3月 
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水環境改善に向けた取組（大和川水環境協議会）

○大和川の目標像達成に向けた水環境整備事業の取り組み

•【全般】BOD環境基準達成地点拡大に向けた施策提案

（本川水質をアユの生息に適したB類型に近づけるため、流入支川も含めた汚濁負荷削減）

•【遊べる大和川】親水性の高い水質達成区域拡大施策の提案

（糞便性大腸菌群数の水浴場判定基準「可」、感覚指標「Bランク」）

•【生きものにやさしい大和川】生物の生息環境に係わる水質項目の改善施策提案

（全地点NH4‐N「Bランク」達成、陰イオン界面活性剤の低減等）

•【地域で育む大和川】ごみの量等の低減・地域との連携強化施策提案

（ごみの量「Bランク」、ごみモニタリング、ごみの量と流域特性の分析）

水環境改善の目標像

【遊べる大和川】 【生きものにやさしい大和川】 【地域で育む大和川】

○子どもたちが水しぶきをあげながらいきいきと遊ぶことの出来る水環境

○人々が水辺に親しめる河川環境

○多様な動植物が生息・生育できるような河川環境

○ごみのない水環境

○良好な水環境 等
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（１）発生源対策

（２）汚濁負荷削減対策

（３）河川の本来機能の再生対策

（４）目標達成が困難な支川の重点対策

（５）調査研究

１）生活排水対策の推進
２）環境学習・体験学習の推進
３）ゴミ対策の推進
４）事業所排水対策の推進
５）水質事故対策の推進

１）下水道事業の推進
２）浄化槽事業及び関連事業の推進
３）河川浄化施設の効率的運用

１）多種多様な動植物が生息・生育できるような
水環境の保全・再生

２）安全で快適な親水空間の提供
３）周辺環境と調和した河川景観の創出
４）水量感のある豊かな水環境の確保

１）水質改善状況の「見える化」
２）汚水処理施設への接続促進の強化

１）水質監視
２）監視項目等の調査研究

大和川水環境

協議会 

 

 

 

 

 

 
学識経験者 大阪府 

流域内 

36 市町村 

 

 
奈良県 国土交通省

 

 
流域住民等 

• 目標達成に向けて以下の対策を実施。

水環境改善に向けた取組（大和川水環境協議会）
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講師：奈良県地域婦人団体
連絡協議会会長 中島先生

平成27年度は8回開催
(平成28年度は7回開催予定)

■アクリルタワシ製作講座

水環境改善に向けた取組
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■大和川水質改善強化月間
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水環境改善に向けた取組

・平成２０年度には、「大和川流域一斉清掃」として流域
全体の清掃活動が始まり、毎年多くの住民が参加して
いる。

・平成２４年度から、身近な水辺ごみモニタリングを実施。

大和川一斉清掃（奈良県域）

大和川・石川クリーン作戦（大阪府域）

■大和川流域一斉清掃

平成27年度は10回開催
(平成28年度は10回開催予定)

■大和川博士講座

みんなのかっぱ教室

水生生物調査（浅香）

平成27年度は7回開催
(平成28年度は7回開催)

■水生生物調査
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下水道普及率の推移普及率(%)

■下水道整備

水環境改善に向けた取組

【27年度末】
大阪府域 ：92.6％
奈良県域 ：82.9％
大和川流域 ：86.9％
全国平均 ：77.8％

平成13年度以降大阪府、
奈良県共に、全国平均を
上回る。
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奈 良 県

河川敷公園地区浄化施設

柏原地区浄化施設

西運動広場地区浄化施設

第二運動広場地区浄化施設

南浦樋門浄化施設

不毛田浄化施設

三代川浄化施設

大輪田地区浄化施設

神南樋門浄化施設久度樋門浄化施設

葛下川浄化施設

城井井堰浄化施設飛鳥川浄化施設

富雄川浄化施設

惣持寺樋門浄化施設

信貴川浄化施設

曽我川浄化施設

大 阪 府

長吉長原地区浄化施設

大和川上流浄化施設

西除川浄化施設

浅香山地区浄化施設

天美・矢田地区浄化施設

２２箇所の河川浄化施設を整備

■河川浄化施設の整備（２２箇所）

水環境改善に向けた取組
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大和川
浄化施設

2

3

■瀬と淵浄化方式

川が本来もっている「自浄作用」を増進して浄化

①堰や水制工などを配することにより、水の流れを緩くする「淵」を作り、水中の汚濁物質を沈殿させ、微生物に
よる分解を図る。

②巨石による落差や水流の変化などで空気（特に酸素）を水の中により多く取り込める形を作る。このことから、
水中や川底の微生物の働きが活性化。

③「瀬」では、水の流れが速いため礫と接触する際、酸素の供給が促進される。

特徴
⇒ ・「瀬」や「淵」などの変化のある環境は新たな生息場所を生み出し、周辺と調和

を図ったデザインで大和川下流の親水空間を創出している。

水環境改善に向けた取組
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大和川の水環境改善の効果

全国過去10年間のBOD改善状況（観測地点別）
⇒ 大和川が全国のトップ５に入るほどの改善

大和川本川のBOD経年変化（本川8地点の平均値）
⇒ 平成20年以降、水質環境基準の5mg/Lを下回るまで改善

S45年過去最も汚い水質
75%値 31.6mg/L
年平均値 21.4mg/L

環境基準告示(S45.9)

水質環境基準レベル 5mg/L（下流の一部区間 8mg/L 中上流部 5mg/L）

清流ﾙﾈｯｻﾝｽ21 清流ﾙﾈｯｻﾝｽⅡ

Cﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ計画

水 環 境
改善計画

H27年の水質
75%値 2.6mg/L
年平均値 2.3mg/L

■水質の変化（BOD)

順位
平成17年BOD年間

平均値（mg/l）
平成27年BOD年間

平均値（mg/l）
水質改善幅

（mg/l）

1 近畿／太子橋 （大和川水系大和川） 11.9 3.2 8.7

2 近畿／御幸大橋 （大和川水系大和川） 7.8 2.7 5.1

3 関東／亀の子橋 （鶴見川水系鶴見川） 8.2 3.2 5.0

4 近畿／藤井 （大和川水系大和川） 7.3 2.5 4.8

5 中国／川北 （芦田川水系高屋川） 6.8 2.6 4.2
5 近畿／駄六川流末 （淀川水系駄六川） 5.4 1.2 4.2
5 関東／運河（合流前） （利根川水系利根運河） 9.6 5.4 4.2

地方名／地点名
（水系名河川名）
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大和川の水環境改善の効果
■水質の変化（BOD)

平成27年度（2015年度）平成17年度（2005年度）

10年後
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河口（河口～4.4k）

柏原堰堤

下流（4.4k～20.8k)

亀の瀬
（20.8k～24.8k) 中流（24.8k～36.2k) 佐保川（0.0k～8.0k)

奈良県

瀬

アユの卵(H24.10.31) アユの卵(H24.10.31)

アユの産卵が確認された自然の瀬（H25.11）

天然アユ (H26.5.1)

アユの産卵確認範囲

■アユを確認

大和川の水環境改善の効果

⇒ 平成17年以降、天然アユの遡上が毎年続いており、
近年ではアユの卵も確認されている。

大阪府
アユの生息確認範囲
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■整備効果

瓜破地区（大和川の河口から10k地点）
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平成28年度 大和川水質改善強化月間
■広報ツール

・チラシ･ポスター

・Face book
※大和川水環境協議会の画面で展開

・車用マグネット
（H22・23年度/４枚配布）

・のぼり＆ポール
（H22・23年度１０本配布）

・自治体広報誌 ・事務所ウェブサイト
「大和川水質改善強化月間」HPを開設しました。

「大和川河川事務所HP」
の左記バナーをクリック

大和川水環境
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レジ袋へのチラシ封入重点支川対策
水質改善の対象となっている重点支川が集中している奈良地域において、確実に購買者の手元に届く、ドラックストアの
チェーン店を中心に「チラシレジ袋封入広告」を実施。
来場者の９割が女性でしかも8割が10代～４０代までという購買特性を活かし、これまで広報が弱かったゾーンと重点区域
の9支川周辺で集中的にプロモーションを実施

（実施店舗「ココカラファイン」 奈良流域の３８店舗）
店舗場所→北葛城郡（6件）大和郡山市（2件）大和高田市（2件）
天理市（1件）奈良市（7件）桜井市（1件）橿原市（5件）生駒市（6件）
生駒郡（3件）磯城郡（2件）葛城市（1件）香芝市（2件）

平成28年度 大和川水質改善強化月間

水質調査
大和川流域内の水質調査を行っている樋門につ
いて、「神南樋門」の地点でBODが高くなっており
、生活排水による影響が大きい箇所と推測され
るため、強化月間による水質改善効果検証の対
象地点として水質調査を奈良県が実施

（採水・分析）
2月の強化月間前後の1月と2月に王寺町の神南
樋門で採水・分析を実施する。
採水は、午前中の1～2時間に5～6回（10～30分
毎）行う。採水した試料は全て混合した上で分析
にかけることとする。

※青色地点は国土交通省で水質調査実施
他にも大阪府域の支川で大阪府も調査実施

神南樋門

：強化月間中水質調査地点

：奈良県
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平成28年度 大和川水質改善強化月間
■アンケートの実施

小学生用アンケート

ホームページ上で小学生向けアンケートを実施します。
入力すると小学校ごとの得点となり、結果がランキング形式で公開 されます。
水質改善について考え、行動に結びつくような「き っかけづくり」に取り組みます。

大和川河川事務所ウェブサイト内
「大和川水質改善強化月間」ページ
の左記バナーをクリック
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平成27年度 大和川流域一斉清掃
■大和川流域一斉清掃参加者マップ



奈良県・近畿地⽅整備局⼤和川河川事務所・奈良市・⼤和⾼⽥市・⼤和郡⼭市・天理市・橿原市・桜井市・御所
市・⽣駒市・⾹芝市・葛城市・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川⻄町・三宅町・⽥原本町・⾼取町・明⽇⾹
村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町
⼤和川市⺠ﾈｯﾄﾜｰｸ・秋篠川源流を愛し育てる会・安堵桜遊会・ｴｺﾌｫｰﾗﾑ21・NPO法⼈ ⼭野草の⾥づくりの会・
NPO法⼈ ⽇本下⽔⽂化研究会関⻄⽀部・NPO法⼈ ⼤和循環型社会創造機構・橿原市⽥中町2区⾃治会・橿原市
⽥中町⽔⼟⾥の会・環境市⺠ﾈｯﾄﾜｰｸ天理・五井町⾃治会・弘陽建設株式会社・菰川環境美化協議会・総合教育研
究所・奈良新聞社・⽇誠建設株式会社・菩提川を汚さない会・松之本⾃治会・万葉⾶⿃川⻑寿散歩道の会・⼤和
信⽤⾦庫

奈良県・近畿地⽅整備局⼤和川河川事務所・奈良市・⼤和⾼⽥市・⼤和郡⼭市・天理市・橿原市・桜井市・御所
市・⽣駒市・⾹芝市・葛城市・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川⻄町・三宅町・⽥原本町・⾼取町・明⽇⾹
村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町
⼤和川市⺠ﾈｯﾄﾜｰｸ・秋篠川源流を愛し育てる会・安堵桜遊会・ｴｺﾌｫｰﾗﾑ21・NPO法⼈ ⼭野草の⾥づくりの会・
NPO法⼈ ⽇本下⽔⽂化研究会関⻄⽀部・NPO法⼈ ⼤和循環型社会創造機構・橿原市⽥中町2区⾃治会・橿原市
⽥中町⽔⼟⾥の会・環境市⺠ﾈｯﾄﾜｰｸ天理・五井町⾃治会・弘陽建設株式会社・菰川環境美化協議会・総合教育研
究所・奈良新聞社・⽇誠建設株式会社・菩提川を汚さない会・松之本⾃治会・万葉⾶⿃川⻑寿散歩道の会・⼤和
信⽤⾦庫

大和川清流復活ネットワーク
第 １２ 回 会 議

大和川清流復活ネットワーク

大和川清流復活大作戦

1

資料２



１．大和川水系の水質の現況について

2

（１）⽔質の調査から公表まで

⽔質調査

•⼤和川⽔系の７０地点で⽔質調査を実施

•調査機関は、国⼟交通省、奈良県及び奈良市

結果の集約
•毎⽉の各機関の調査結果を奈良県が集約、明らかな異常等がないか監視

結果の公表
•毎⽉の調査結果（速報値）を「⼤和川⽔質マップ」で公表
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１．大和川水系の水質の現況について

◇大和川水質マップ

・地点毎の月別の水質状況を見える化

・支川毎の流域市町村別の汚濁割合や、発生負荷量を見える化

河川への水質関与率

「河川へ出ていく汚れの量の割合を示しています」

大和郡山市
17％

奈良市
40％

生駒市
34％

安堵町
3％

斑鳩町
6％

2015年度

［市町村別発生負荷量内訳］汚濁起因市町村の見える化

富雄川

流域市町村

奈良市 （ 40％ ）

大和郡山市 （ 17％ ）

生駒市 （ 34％ ）

斑鳩町 （ 6％ ）

安堵町 （ 3％ ）
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汚濁起因市町村の見える化
［河川への水質関与率］

2015年度

市町村別の発生負荷量内訳

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

（ 負荷量ベースkg/日 ）

富雄川

流域市町村

奈良市

大和郡山市

生駒市

斑鳩町

安堵町



H21

水質マップの経年変化

大阪へ

H21年度の各地点の75％値

5



水質マップの経年変化

大阪へ

H27年度の各地点の75％値

H27

6



市町村ごとの生活排水を川に
流している人の割合（％）

低
い

高
い

０ 5 10 20 30 40以上

⼤和川の汚れの原因の約７割は⽣活排⽔

地域住⺠のみなさんの意識が⼤切！
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１．大和川水系の水質調査について

◇生活排水マップ

・生活排水対策を頑張っている市町村の見える化

・市町村別の汚濁負荷量を見える化

各地域の実情を知ってもらう
ために「⽣活排⽔マップ」を
活⽤してもらう

処理施設で汚濁を取り
除いている汚れの量

川に出ていく汚れの量河川水質（ＢＯＤ75％値）

～3 3.1～5 5.1～8 8.1～10 10.1～
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１．大和川水系の水質調査について
⼤和川⽔系の環境基準点（２１地点）の環境基準達成状況の推移

達成率 達成数 達成率 達成数 達成率 達成数 達成率 達成数 達成率 達成数 達成率 達成数

21 76% 16 81% 17 86% 18 62% 13 86% 18 90% 19

25年度 26年度 27年度

大和川

環境基準点数
22年度 23年度 24年度

＜未達成地点２地点＞

・枯⽊橋（Ｃ類型）
BOD75%値：5.8mg/l

・岡崎川流末（Ｃ類型）
BOD75%値：9.1mg/l

達成率

ＡＡ 1mg/l - 0 ／ 0

Ａ 2mg/l 100% 4 ／ 4

Ｂ 3mg/l 100% 2 ／ 2

Ｃ 5mg/l 87% 13 ／ 15

90% 19 ／ 21小計

地点数
基準値類型

大和川

河川
(BOD)

平成27年度生活環境項目（BOD）の環境基準達成状況

（基準達成水域数／類型指定水域数）

枯⽊橋は、基準点超過が続いて
いるが、平成18年度に⽐して、
⽔質は改善傾向が⾒られる。

岡崎川流末のＢＯＤは、⾼い状
態が続いている。
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２．大和川の水質改善に向けた対策について
（１）重点対策⽀川の選定（Ｈ２７に対象⽀川及び⽬標値の⾒直しを実施）

初瀬川・菩提川・菰川・秋篠川・地蔵院川・⼟庫川・葛城川・⾼⽥川
岡崎川・三代川・信貴川

重点対策⽀川
過去の⽔質調査の結果から著しく⽔質が悪く、将来的にも環境基準の達成が困難な⽀川

菩提川・菰川・⼟庫川・葛城川・⾼⽥川・岡崎川・三代川・富雄川

＜⾒直し前（１１⽀川）＞

＜⾒直し後（８⽀川）＞

【重点取り組み事項】
・汚⽔処理施設への接続促進啓発
・河川愛護意識の向上にむけた⽔質改善イベント等の実施
・河川美化活動による河川環境改善
・家庭からの河川汚濁削減への啓発 など

●引き続き、⽔質改善の取組の重点実施と点検を⾏い、⽔質改善状況を⾒える化

【重点実施期間】平成２７年度から平成３１年度の５年間
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1 ／ 8

２０１５年

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

目標達成



２ ／ ８

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

11

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況 ２０１５年

目標達成
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３ ／ ８

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２０１５年
河川への水質関与率

（河川へ出ていく汚れの量の割合）

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

大和高田市
97.5%

目標達成
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４／ ８

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２０１５年
河川への水質関与率

（河川へ出ていく汚れの量の割合）

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

目標未達成



５ ／ ８
処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２０１５年
河川への水質関与率

（河川へ出ていく汚れの量の割合）
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２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

目標達成
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６ ／ ８

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２０１５年
河川への水質関与率

（河川へ出ていく汚れの量の割合）

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

大和郡

山市

24.9%
斑鳩町

17.1%

安堵町

57.4%
川西町

0.6%

目標未達成
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７／ ８

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２０１５年
河川への水質関与率

（河川へ出ていく汚れの量の割合）

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

大和郡

山市

0.0%

斑鳩町

98.9%

安堵町

1.1%

目標未達成
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８／ ８

処理施設で取り除いている汚れの量

河川に出ていく汚れの量

２０１５年
河川への水質関与率

（河川へ出ていく汚れの量の割合）

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）重点対策⽀川の⽔質の現況

目標達成
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２．大和川の水質改善に向けた対策について
（２）今後の対応について

水質改善が進まないのはなぜか？

・下⽔道の未整備地域？
・下⽔道の接続切替が進んでいない？
・単独浄化槽が多い？
・浄化槽の適正な維持管理ができていない？
・事業場排⽔が原因？
・河川⽔量が特に少ない？

原因は複数多岐にわたる

流域・地域別の特徴を把握
効果的な対策を検討

県・市町村の情報共有・連携協働
意識の強化が重要

県・市町村担当者
情報交換会の実施

構成メンバー（案）
・県（環境政策課、下水道課、河川課）
・市町村（流域単位）
（浄化槽担当課、下水道担当課、河川担当課）



19

水質改善の取組事例

リバーウォッチング 出前講座 アクリルタワシ作製講座

川の清掃デー

○小学生を対象にした環境学習サポート ○生活排水対策

○河川愛護の啓発

地域住民等が行う「清掃・草刈・花の植栽」を
サポート

○清掃活動 大和川一斉清掃
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大和川一斉清掃 大和川流域２３市町村、６０会場で実施予定

チラシに修正等が必要な場合は、県河川課までご連絡願います。
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大和川一斉清掃

実施年度 参加人数
回収ごみ
の量

平成２０年度 ３，７１８人 ２０トン

平成２１年度 ４８５人 ３トン

平成２２年度 ５，４１３人 ４７トン

平成２３年度 ６，６４２人 ３１トン

平成２４年度 ７，２０６人 ４９トン

平成２５年度 ８，３７２人 ４７トン

平成２６年度 １４３人 ０．３トン

平成２７年度 ８，５６１人 ３１トン

○過去実施状況（奈良県）

※降雨のため、
・平成21年度は５箇所のみで実施
・平成25年度は１箇所中止
・平成26年度は３箇所のみで実施

○ごみモニタリングの実施

○実施結果報告

・当日：参加人数
（河川課へ電話連絡）

・翌日以降（できるだけ早く）：
参加人数＆ごみ回収量
（報告様式をメール送信）



大和川水質改善強化月間街頭啓発
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エコールマミ 近鉄郡山駅 近鉄田原本駅

近鉄生駒駅 近鉄五位堂駅 ザ・ビッグエクストラ平群店

当日の写真データを県河川課までご提供願います。
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