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大和川清流復活ネットワーク  
第８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        
緊急アクション内容について 
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大和川清流復活ネットワーク 

民間との協働 

きめ細かな分析と対策 

見える化 
（情報発信） 

行政・民間団体・自治会等が一体となって緊急アクションを実行 

Ｈ２４年 ７月３１日 全国一級河川水質現況で再びワースト３に転落 

Ｈ２４年 ８月 ８日 第７回ネットワーク緊急会議 

Ｈ２５年 ３月 ９日 第８回ネットワーク会議 
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大和川清流復活ネットワークホームページ 
６つの新コンテンツを追加 
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毎月の大和川の水質状況の発信 
見える化 

（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 

民間との協働 
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水質マップの作成 
民間との協働 

きめ細かな分析と対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 河川毎の水質状況をクリックすると、上記のように 
支川名、流域の市町村及び水質への関与率がわかるように 
標示することで、汚濁起因市町村とその関与の程度がわかる 
ように見える化を図る。 
 

 
 
 

高田川 
流域市町村 
大和高田市 
広陵町 
葛城市 

汚濁起因市町村の見える化 
河川への排出負荷量 

葛城市 
２５．３％ 

広陵町 
９．７％ 

大和高田市 
６５．０％ 

（負荷量ベース） 

 従来どおり、大和川の各支川・各市町村 
における水質状況を表示 

見える化 
（情報発信） 
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生活排水マップの作成 

平成２０年度版  

HPで公開中 

平成２３年度版  

民間との協働 

きめ細かな分析と対策 

見える化 
（情報発信） 
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・市町村別色分けを細かく修正 
  （15％刻み ⇒10％刻み） 
・負荷量のグラフを追加 
・掲載する水質観測地点を追加 

河川水質（ＢＯＤ75％値） 
～3 3.1～5 5.1～8 8.1～10 10.1～ 

処理施設で汚濁を取り 
除いている生活排水の量  

川に出ていく生活排水の量 

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   
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緊急アクション啓発チラシの回覧 

民間との協働 見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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イベント情報サイト紹介 

民間との協働 見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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水辺活動団体のサイト紹介 

民間との協働 
見える化 

（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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水辺活動団体事例集の作成 

民間との協働 見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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活動開始時期 平成２２年度 人数（活動層） ７０名（参加企業26社の登録メンバー）

岡崎川（大和郡山市）

川の彩り花づつみ事業参加団体

代表者 堀口　幸男 活動場所 大和郡山市椎木町～西町

花と緑に囲まれた環境に優しい『工業パーク』づくりが目標

昭和工業団地協議会

各企業の方々にｵｰﾅｰになって頂き、山桜を植樹しました。
近い将来、山桜が満開の岸辺の風景が楽しみです。

平成２２年度、昭和工業団地発足４０周年を迎えました。それを契機に団地内を流れる岡崎川周辺に花
が咲き緑溢れる植樹を行い、市民の皆様に親しまれる『工業パーク』づくりに努力しています。

プロフィール

水辺活動に一言

秋篠川（奈良市）
河川美化愛護団体支援事業参加団体
大和川清流復活ネットワーク会員

代表者 吉澤　定之 活動場所 中山町西２丁目泉橋付近

桜を育てて秋篠川を地域の“ふれあい・いこい・ときめき”の場に！

秋篠川源流を愛し育てる会

活動開始時期 平成８年７月 人数（活動層） １６０名（１０～７０代）

いつまでも貴重な自然を守り、桜に包まれた秋篠川を“ふれあい、

いこい、ときめきの場”にしていきましょう。

平成10年に桜の里親を募って秋篠川源流域1.3 km の堤防に累計154本の桜を植樹し、以後、里親を始
め地域の人々が毎月秋篠川の清掃を続けています。また、燈火桜まつりや親子川あそび大会、ふるさと
ウォーク、里親のつどいなどを毎年開催し地域の交流を深め、皆に親しめる川づくりを目指しています。

プロフィール

水辺活動に一言



水辺活動団体募集の案内 

見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 

17 

民間との協働 



浄化槽啓発チラシポスティング 

民間との協働 見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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水質改善強化月間 ～県民だより～ 

民間との協働 見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 

19 

県民だより奈良２月号で、大和川清流復活大作戦の特集記事を掲載 



市町村だよりの紹介 

民間との協働 見える化 
（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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市町村でも、多くの関連記事掲載 

奈良市 

大和高田市 大和郡山市 



市町村だよりの紹介 
民間との協働 見える化 

（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 

天理市 
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橿原市 

桜井市 香芝市 



市町村だよりの紹介 

民間との協働 
見える化 

（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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安堵町 斑鳩町 

三郷町 

三宅町 田原本町 



市町村だよりの紹介 

民間との協働 
見える化 

（情報発信） 

きめ細かな分析と対策 
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明日香村 

王寺町 

広陵町 



県民からの反響 
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［住民意見］ 
● 既に下水道へ接続しているので、啓発チラシを回覧する必要
はないのでは？ 
（コメント）生活排水を多く排出すると、汚れを食べて処理する微生
物の働きが弱まります。微生物の働きにも限界がありますので、
下水道へ接続していても、油や洗剤などをいくら流してもいいとい
うことはありません。 
 
●啓発チラシの回覧を見たが、家庭での取り組みだけでなく、汚
い排水を流している工場もあるので、そちらの指導もして欲しい。 
 
●啓発チラシの回覧を見たが、合併浄化槽の普及啓発にもっと取
り組んで欲しい。 



県民からの反響 

25 

［住民意見］ 
●一斉清掃も大切だが、ごみの不法投棄を禁止する条例を県で
率先して制定して欲しい。 
 
●市町村や地域と連携して、ごみが捨てられている場所を調べ、
創意工夫を凝らした啓発用の看板を設置して欲しい。 
 
●県民だよりを見たが、川をきれいにするのは県の仕事ではない

のか。県内の川を全て掃除して欲しい。 
（コメント） 行政だけの力には限りがあり、川をきれいにするのは

決して行政だけの仕事ではなく、みんなで取り組むものです。一

緒に取り組んでいきましょう。 



26 26 大和川清流復活ネットワーク 

きめ細かな 
分析と対策 

見える化 
（情報発信） 

 

民間との協働 

みんなの力できれいな川に 

３つの基本方針 
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