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　平成 30年は平成 29年と比べ 29件増えましたが、水質事故の発生件数は、長期的には減少傾向にあります。
　事故の内容を原因物質別にみると、油類の流出が全体の約８割を占めています。
　一級水系においては、水質事故発生時には、河川管理者、利水者、その他関係行政機関等により構成される「水
質汚濁防止連絡協議会」を通じて、速やかに情報の収集、通報・連絡を行うとともに、関係機関との連携のもと
にオイルフェンスを設置するなど、被害の拡大防止に努めています。

合計　894 件（自然現象 18件を除く）

油類
722 件
80.9%

化学物質
32 件

油類・化学物質以外
47 件

3.6%

5.3%
10.4%

その他
93 件

水質事故を防ぐために
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水質事故を防ぐために水質事故を防ぐために
　水質事故の多くは油類や化学物質によるものであり、工場や農家などで使用される機械の故障・操作ミスや、交通
事故、ごみの不法投棄などによって発生します。
　ひとたび油類や化学物質が河川へ流出してしまうと、魚などの水生生物に影響を与えるだけでなく、規模によって
は河川からの水道用水等の取水が制限されるなど、広範囲にわたって市民生活に重大な影響を及ぼすおそれがありま
す。
　そのため水質事故発生時には、「水質汚濁防止連絡協議会」を通じて速やかに通報・連絡・情報収集を行うとともに
被害の拡大を防止できるよう、日頃より関係機関と共同で訓練等を実施しています。

　豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会は、豊

橋河川事務所を事務局として、長野県、岐阜県、愛

知県、流域市町村等で組織されています。

　協議会では毎年幹事会や実技訓練を実施し、構成

機関内の連絡協力体制を構築することで、突如とし

て発生する水質事故に対応しています。

　平成 3年に発足した「岡山三川水質汚濁防止連絡協
議会（会長：岡山河川事務所長）」は、岡山河川事務
所を事務局として、岡山県、広島県、流域市町村、消
防組合及び水道企業団を含む 55団体で組織されてい
ます。
　岡山三川における水質事故の発生事象別（H29 年）
では ｢油類の流出｣ が最も多く、発生原因としては交
通事故が多くなっています。
　同協議会では、関係機関の相互連絡を密に取り合い
ながら、各水系で一貫した水質事故への対応を行い、
流水の正常な機能の維持、事故の未然防止に努めてい
ます。
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　霞ヶ浦は琵琶湖に次いで我が国第２位の湖面積を有する
広い湖です。湖岸延長の長さは 262.9km もあり、日本一
となっています。流域の河川から流入した水が流出するま
でに約 200 日と長い時間がかかるうえに、平均水深は約４
mと浅く、水質が悪くなりやすい条件となっています。ま
た、流域の面積は茨城県全体の約 1／ 3の面積を占めてい
ます。

　霞ヶ浦の水質は、昭和 40 年代の高度経済成長と歩調を
合わせるように次第に悪化していきました。昭和 40 年代
後半は COD が 7mg/L 台となり、昭和 54 年には 11mg/L
と高い値を示しました。また、夏期には大量のアオコが発
生し、腐敗時に悪臭を放つなど周辺環境・景観を著しく悪
化させました。

　平成 30 年 10 月 15 日～ 19 日の 5 日間にわたり、つ
くば国際会議場ほかにて、｢人と湖沼の共生－持続可能な
生態系サービスを目指して－｣ をテーマに開催され、約
5,500 人が参加しました。霞ヶ浦河川事務所は、主催者パ
ネル展示、論文発表、エクスカーション、霞ヶ浦セッショ
ンなどで事務所の水質改善等に関する取り組みをアピー
ルしました。

その後、霞ヶ浦河川事務所では、西浦における大規模底
泥浚渫、ウェットランド（湖内湖植生浄化施設）の設置、
アオコ対策、減少した湖岸植生帯の保全・再生、自然再
生事業、常陸川水門の魚道整備、水辺整備事業（養浜）
などの環境改善対策を鋭意実施しています。
　これらの対策効果と、茨城県等が実施する下水道整備
等の流域対策の効果があいまって、平成 29 年の COD は
7.4mg/L とほぼ横ばいの傾向で推移しています。
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　世界湖沼会議やサテライト会場で最も多く聞かれたの
が、霞ヶ浦のさらなる水質改善のためには、もっとお客さ
んに来ていただくことが重要であるという声です。そのた
めに、霞ヶ浦河川事務所としてもあらゆる関係者と連携し、
霞ヶ浦の良いところをアピールしていく予定です。
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・霞ヶ浦のよいところをもっとアピールしていく必要がある（アンケート）
・にぎわいを増やしていくことが重要である（湖沼会議）
・お客さんが来ないと、ビジネスが成り立っていかない（湖沼会議）
・霞ヶ浦の魚食文化を伝える必要がある（サテライト会場）
・サイクリングや帆引船との連携は重要である（湖沼会議）　等

　つくば霞ヶ浦りんりんロードは、都心から約 1時間で行
くことのできる湖岸堤防を含む全長約 180km のサイクリ
ングコースです。りんりんロードの休憩施設、サポートス
テーションや周辺の自然・景観、歴史・文化資産等と連携
すれば、霞ヶ浦周辺ににぎわいを創出できるのではないで
しょうか。
　サイクリングだけでなく、多くの人に霞ヶ浦を訪問して
いただいて、霞ヶ浦の応援団を増やしていきたいと思って
います。

　本会議に先立って、土浦市、かすみがうら市、鉾田市の
計 7会場でサテライトイベントにあわせて、パネル展示、
降雨体験車、クイズ＆アンケートに答えていただいた方へ
の世界湖沼会議記念ダムカード配布等を実施しました。サ
テライト会場には延べ 4万 2千人以上の人が訪れており、
大きな広報効果がありました。

　霞ヶ浦がある茨城県には、全国 1位の食べ物がたくさん
あることをご存知でしょうか？メロン、栗、レンコン、ピー
マン、白菜、レタス、えび類、鶏卵、ビールがなんとすべ
て全国 1位、その他にも常陸牛、ワカサギ、シラウオなど
が有名です。霞ヶ浦グルメツアーに出かけてみるのもいい
かもしれませんね。
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川宿は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、平
成 27年に熊川宿を含む鯖街道が「御食国 (みけつくに )若
狭と鯖街道」として日本遺産に認定されました。

　北川は、その源を滋賀県と福井県との境をなす野坂山地
の三十三間山付近に発し、滋賀県高島市の山間部を南流し、
福井県若狭町で右支川鳥羽川、小浜市で左支川遠敷川をあ
わせ日本海に注ぐ一級河川です。昭和47年以降、常に環境
基準値以下の水質を保っており、「水質が最も良好な河川」
の常連です。

　かつては、福井の若狭湾で水揚げされた鯖を一塩して夜
通し歩いて運び、京都に届けていたと言われ、このことか
ら「鯖街道」と称されるようになりました。鯖街道は、小
浜市いずみ町を起点に北川沿いを通っています。また、鯖
街道の宿場で往年の繁栄を偲ぶ町並みが保存されている熊

「日
本の清流」

[ 近畿地方 ]

北
キ タ ガ ワ

川
北川水系

歴史に彩られた清流
「北

キ タ ガ ワ

川」

「「日日
本本本本本ののの清清清清清流流流流流」」

[ 近畿地方 ]
キ タ ガ ワ

「日
本の清流」

　左支川遠敷川の中流域に位置する「鵜の瀬」は、奈良東
大寺二月堂への「お水送り」神事で有名です。毎年3月 2日、
鵜の瀬にて竹筒から遠敷川に香水を注ぎ、その 10日後の 3
月 12日に、奈良東大寺二月堂の若狭井で香水が汲み上げら
れます。そして、その水が二月堂の「お水取り」に使われ
ているのです。これは、遠敷川の鵜の瀬と二月堂の若狭井
が地下水脈を通じてつながっていると信じられているから
なのです。古都京都や奈良とのつながりも深い清流「北川」、
一度訪れてみてはいかがでしょうか。
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[ 東北地方 ]

摺
ス リ カ ミ ガ ワ

上川
阿武隈川水系

　福島市の水道用水は、阿武隈川本川より取水していました
が、平成 18年に阿武隈川の左支川摺上川の上流に摺上川ダ
ムが完成したことにより、平成 19年から水源を摺上川ダムに
変更しました。

　それまで阿武隈川は毎年のように東北地方ワースト1位の
水質（BOD 2mg/L 程度）でしたが、摺上川上流は BOD が
0.5mg/L 程度であるため、福島市水道の水質も大きく改善し
ました。

　平成 19年に福島市は水道水を「ふくしまの水」としてペッ
トボトルに詰め販売したところ、とても好評で、ボトルのデザ
インも現在 4代目となっています。

　世界的に権威のある品質評価のコンテストである「モンド
セレクション」において、2017、2018、2019と3 年連続
で最高金賞を受賞しました。2015、2016にも金賞を受賞し
ており、国際的にその品質が評価されたことになります。
「ふくしまの水」は福島市役所売店などで販売しています。

おいしい水を産み出す川
「摺

ス リ カ ミ ガ ワ

上川」
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[ 四国地方 ]

丸
マ ル ノ ウ チ ガ ワ

ノ内川
渡川水系

水質だより

　沿川は、土佐藩の藩校跡、幸徳秋水の墓所などがあり、歴
史資源を巡る観光の拠点として重要な場所となっており、歴
史文化と水辺環境とを一体とした整備が求められました。
　国土交通省では、四万十川左岸の河川敷地に取水ポンプを
設置し、ポンプアップで取水した伏流水を、導水管（圧力管）
を経由し四万十市の整備する水路へ放水するための施設整備
を行いました（導水量：0.06m3/s）。
　四万十市では、導水用水路を暗渠から「せせらぎ水路」（石
組みの開水路）に改修し、周辺の歩道も透水性の高い舗装に
整備しました。

　｢土佐の小京都｣ と呼ばれ、碁盤の目状の
街並みに沿って水路が張り巡らされていた
四万十市の中心市街地では、生活雑排水等に
よる水質悪化が問題となっていました。街並
み景観に配慮して渡川水系丸ノ内川の浄化を
実施することにより、観光振興にも貢献して
います。

　この事業により、丸ノ内川の BOD は約 45% 低減し
ました。また、「せせらぎ水路」の整備により、地域住
民が水と直接ふれあえる場が創出され、潤いのある街
並み景観を形成しています。

　また、浄化用水を園内にめぐらせた親水公園（一條
鶴井公園）を整備し、和風な趣きの中に身近な自然が
感じられる、安らぎと憩いの場を創出しました。
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ライジャケ・
オン・スタイル

水難事故防止

川は楽しい場所ですがリスクもあります。川に入らなく
ても川岸で足を滑らせて転落することもあります。川で
の水難事故のほとんどはライフジャケットさえ着ていれ
ば防げた可能性があります。

川で子どもを事故に遭わせないために、そして自分も事
故に遭わないように、子どもも大人もライフジャケット
を着用することが必要です。

だるまキャラの「山田るま」ちゃんが、
ライフジャケットを着て「川田るま」に変身！






