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資料２



１．大和川水系の水質の現況について
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（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

バナーをクリックすると大和川水質マップが表示されます！
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１．大和川水系の水質の現況について

水質測定地点毎の月別の水質状況を見える化

測定地点をクリックするとBOD値のグラフが表示されます！

（２）大和川水質マップ

カーソルを合わせた測定地点のBOD値が表示されます！

赤い点

黒い点
気温、水質、ＰＨ、ＤＯ等の
詳細データが閲覧できます
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河川名をクリックすると水質関与率のグラフが表示されます！

１．大和川水系の水質の現況について
（２）大和川水質マップ

支川毎の汚濁割合、流域市町村別の発生負荷量を見える化

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



H21

大阪へ

H21年度の各地点のBOD75％値
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１．大和川水系の水質の現況について
（３）水質マップの経年変化（H21）

※ 地点名の色分け（緑色：Ａ類型、青色：Ｂ類型、橙色：Ｃ類型）



１．大和川水系の水質の現況について
（４）水質マップの経年変化（Ｒ１）

大阪へ

Ｒ１年度の各地点のBOD75％値

Ｒ１
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※ 地点名の色分け（緑色：Ａ類型、青色：Ｂ類型、橙色：Ｃ類型）
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１．大和川水系の水質調査について

生活排水を川に流している人の割合を見える化

市町村別の汚濁負荷量(※)を見える化

（５）生活排水マップ

バナーをクリックすると生活排水マップが表示されます！

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

処理施設で取り除いて
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～

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

大和川の汚れの原因の約６割は生活排水
地域住民のみなさんの意識が大切！

※汚濁負荷量…水環境に流入する陸域から排出さ
れる有機物や窒素、リン等の汚濁物質量

ⒸEICネット 一般財団法人環境イノベーション情報機構より

令和２年度末 生活排水マップ

奈良市
6%



１．大和川水系の水質調査について

環境基準達成状況の推移（大和川）

▶ BOD75%値の環境基準達成率95%
※21地点中,20地点

R2年度の環境基準達成率

▶ 過去7年間を見れば、全体と
して改善傾向にある

大和川環境基準点（２１地点）の水質現況

・環境基準未達成地点は、岡崎川流末
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達成率 水域数

AA 1 mg/L --- 0 / 0

A 2 mg/L 100% 4 / 4

B 3 mg/L 100% 2 / 2

C 5 mg/L 87% 14 / 15

95% 20 / 21

河川

（BOD）

大和川
基準値類型

合計

達成率 水域数

H26 86% 18 / 21

H27 90% 19 / 21

H28 90% 19 / 21

H29 90% 19 / 21

H30 100% 21 / 21

R1 90% 19 / 21

R2 95% 20 / 21 　　　図　達成率の推移（過去7年）

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H26H27H28H29H30 R1 R2
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１．大和川水系の水質調査について

図 岡崎川流末及び枯木橋（葛城川）の過去12年間のBOD推移

・岡崎川（大和郡山・斑鳩・安堵エリア）葛城川（大和高田・広陵エリア）共に水質は改善傾向

・共に大和川重点対策支川として、今後も重点的に対策を実施

大和川重点対策支川のBOD75%値の推移（過去12年間）
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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（Ｒ２に対象支川及び目標値の見直しを実施）

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（８支川）＞

＜見直し後（６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】令和２年度から令和６年度の５年間

菩提川・菰川・土庫川・高田川・岡崎川・三代川



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（R2年度）

河 川：菩提川

採水地点：菩提川流末

結 果：達成 (目標値:5.0, 実績値:4.0)

図：R２年度 菩提川流末

BOD75%値の経年推移
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発生負荷量（BOD）

水質関与率



２．大和川の水質改善に向けた対策について

河 川：菰川

採水地点：菰川流末

結 果： 達成 (目標値:4.6, 実績値:4.4)

図：R2年度 菰川流末
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発生負荷量（BOD）

水質関与率

BOD75%値の経年推移

（２）重点対策支川の水質の現況（R2年度）



２．大和川の水質改善に向けた対策について

河 川：土庫川

採水地点：土庫川流末

結 果： 達成 (目標値:5.0, 実績値:4.2)

図：R2年度 土庫川流末
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発生負荷量（BOD）

水質関与率

BOD75%値の経年推移

（２）重点対策支川の水質の現況（R2年度）



２．大和川の水質改善に向けた対策について

河 川：高田川

採水地点：細井戸橋

結 果： 達成 (目標値:5.0, 実績値:4.1)

図：R2年度 細井戸橋
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発生負荷量（BOD）

水質関与率

BOD75%値の経年推移

（２）重点対策支川の水質の現況（R2年度）



２．大和川の水質改善に向けた対策について

河 川：岡崎川

採水地点：岡崎川流末

結 果： 未達成 (目標値:5.0, 実績値:7.5)

図：R2年度 岡崎川流末
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発生負荷量（BOD）

水質関与率

BOD75%値の経年推移

（２）重点対策支川の水質の現況（R2年度）



２．大和川の水質改善に向けた対策について

河 川：三代川

採水地点：三代川流末

結 果： 達成 (目標値:5.0, 実績値:4.8)

図：R2年度 三代川流末
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発生負荷量（BOD）

水質関与率

BOD75%値の経年推移

（２）重点対策支川の水質の現況（R2年度）



大和川の水質改善に向け、改善の遅れている重点対策支川（6支川）のうち、「三代川」・「岡
崎川」を対象に、県、流域自治体、団体等が連携・協働しながら、大和郡山・斑鳩・安堵エリアに
おいて水質改善・きれいな水辺空間づくりの実践活動を誘発・促進する。

指標
現況値
（R2）

目標値
（Ｒ4）

ＢＯＤ
75%値

三代川（流末） 4.8 ｍｇ/ℓ ５ｍｇ/ℓ以下
（環境基準値）岡崎川（流末） 7.5 ｍｇ/ℓ

目的

水質の目標

水辺空間づくりの目標

地域ぐるみによる、親しみのある
きれいな水辺空間づくり

２．大和川の水質改善に向けた対策について
（３）取り組み内容について（基本的な考え方）
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２．大和川の水質改善に向けた対策について

１８

（３）取り組み内容について(大和川水質マップ)

⇒ 引き続き毎月の水質データの見える化を行う



２．大和川の水質改善に向けた対策について
（３）取り組み内容について（啓発活動等）

・広報誌及び奈良新聞広告掲載による啓発

⇒ 右上の図を参照

・大和川流域における浄化槽補助金の基数等要件を撤廃

⇒ これまで浄化槽補助が及んでいなかった地域での浄化槽普及を推進可能に

令和３年度の実施内容

過去からの継続内容

・大和川きれい化強化事業による水質検査

・水質汚濁防止法に基づく事業所指導

・大和川一斉清掃（例年３月に実施）

・大和川強化月間における街頭啓発活動

今後の予定

・自治会会合等へ積極的に訪問し、川の現状や水質改善に向けた取組みの実践

について普及啓発を実施

・三代川流域及び高田川流域の浄化槽世帯（約3,200世帯）を対象に戸別訪問

し生活排水の改善に係る啓発を実施

１９
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水質改善の取組事例

リバーウォッチング 出前講座

川の清掃デー

○小学生を対象にした環境学習サポート

○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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大和川流域での美化活動参加人数

対象となる河川美化活動
・県管理河川での活動（清掃・草刈り・花植等）
・地域の河川サポート事業、大和川一斉清掃、市町村職員または市町村事業、ＮＰＯ、自治会、学校等
河川美化活動の情報を集計したものです。
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地域の河川サポート事業 参加団体数

｢地域の河川サポート事業｣

より良い河川空間を創出することを目的として、県が管理している河川において、草刈り・花の植栽・清掃等の活動を
行っている団体に対し、報償金の支給や保険の加入等で活動を支援するものです。

憩いの川づくりプログラム 彩り花づつみプログラム ボランティア支援プログラム

＜活動内容＞ 草刈り

＜活動要件＞ １回の参加人数１０人以上、年間１回以上、

延長１００ｍ以上、刈り取り高は１０ｃｍ以下、

刈草を河川に流さないこと

＜支援内容＞ 面積に応じた報償金の支給（㎡×９円）

傷害・賠償責任保険の加入、サインボード（看板）の設置

＜活動内容＞ 花の植栽・維持管理

＜活動要件＞ １回の参加人数３人以上

＜支援内容＞ 面積に応じた報償金の支給（㎡×320円※）

※花苗の植えつけ及び維持管理の場合

傷害・賠償責任保険の加入

サインボード（看板）の設置、花苗等の物品の支給

＜活動内容＞ 清掃（軽微な草刈りを含む）

＜活動要件＞ １回の参加人数５人以上

年間１回以上、延長５０ｍ以上

＜支援内容＞ 報償金の支給または、傷害・賠償責任保険の加入
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大和川一斉清掃 大和川流域２２市町村、６２会場で実施予定

チラシに修正等が必要な場合は、県水資源政策課までご連絡願
います。



24

大和川一斉清掃
○過去実施状況（奈良県）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和元年度は中止、令和２年度は規模を縮
小して実施

○ごみモニタリングの実施

○実施結果報告

・当日：参加人数
（水資源政策課へ電話連絡）

・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）

実施年度 参加人数 ごみ回収量

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

平成２８年度 ９，１２９人 ３７トン

平成２９年度 ９，７２６人 ４４トン

平成３０年度 ８，４５２人 ２２トン

令和元年度 － －

令和２年度 ７０８人 ３．６トン



大和川水質改善強化月間街頭啓発
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・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、街頭での
啓発活動は中止いたします。

・県有施設ならびに県内流域市町村の施設等にチラシや
啓発物品を配置するなどし、流域全体で啓発を行います。


