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７７．．寝寝屋屋川川流流域域のの水水循循環環系系のの将将来来像像                                              
7.1 流域関連府市の水循環関連計画のあらまし（順不同） 
寝屋川流域の水循環系の将来像（あるべき姿）を検討する基礎資料として、流域関連府市の総合

計画等に位置づけられている「水循環の再生に関連する基本理念」、「水循環に関連する施策の目指

すこと」を表－7.1.1及び表－7.1.2（Ａ３版）に抜粋・整理した。 

 

7.2 寝屋川流域の水循環系の将来像（あるべき姿）に関する論点 
水循環系の課題解決に向けてた将来像を検討するにあたり、寝屋川流域の水循環の特徴を踏まえ

主な論点を整理した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★論点１ 水循環系をどこまで自然の状態に戻すのか。 
 上水道や下水道など人工の水循環系が卓越した寝屋川流域において、河川流量の確保や水質の

改善、水辺環境の再生等にあたり、どこまで自然状態の水循環系を意識し、その再生を目指すの

か。 

例）緑被率の目標設定（大阪府、東大阪市） 

    流域内貯留（総合治水計画）         など 

写真及び図 市街化の進展による 
寝屋川流域の変貌 
（上：昭和36年、下：昭和61年） 
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図－7.2.1 大阪市平野下水処理場・高度処理水の上流還元の概要 
 

表－7.2.1 高度処理水の上流還元の流量、水質及び費用など 
 処理方式 急速砂ろ過方式 

高度処理水量 上流還元量  導水水質 備  考  
高度処理状況     ｍ3/日 

 10.4万 
 

    ｍ3/日 
  8.7万 

    ｍg/L 
ＢＯＤ 4.4 
（Ｈ15以降3.0） 

 
導水量1.2ｍ3/s 

建設費用  維持管理費    備       考  
 費   用  

 1,210百万円 
 

 
  5,800千円 

年間維持管理費の内訳 
 点検整備費＋電気代等 

 目   標 
 

現況ＢＯＤ20mg/Lの平野川を８mg/L（環境基準Ｄ類型）に改善する。 
 

注１）この事業は、現在、平野川分水路に放流している平野下水処理場の高度処理水の一部を平野

川に導水し、平野川の水質改善及び維持用水の確保を図るものである。 

注２）平成15年以降は高度処理全量通水により、導水水質ＢＯＤは3.0mg/Lを予定している。 

★論点２ 下水高度処理水の上流還元など新たな水源確保をどこまで進めるか。 
 既に、寝屋川流域の水量・水質の改善を目的に、淀川からの浄化用水の導水や下水の高度処理

水の上流還元などが進められているが、これらに要する費用やエネルギー等との関係においてど

の程度まで進めるべきか。 
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大和川水系の
ぼだいがわ

菩提川（奈良県）では水循環再生構想の一環として、春日山東側山麓の深層地下水

（深度150ｍ）を時間限定揚水（９時～17時）し、三条大宮町のせせらぎ用水として活用している

（平成９年６月末から供用開始）。 なお、揚水量は0.5ｍ3/分でろ過装置による除鉄を行っている
（奈良市が維持管理）。 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

写真－7.2.2 地下水を活用したせせらぎ水路の創出事例（奈良市三条大宮町） 
 

 

 

 

 

大規模な施設では雨水の再利用が図られており、寝屋川流域では、門真市（寝屋川中流ブロック）

の「なみはやドーム」、大阪市内では「大阪ドーム」などで雨水をトイレ洗浄水や植栽散水等に再利

用している。 

「大阪ドーム」では年間の水使用量の約20％（28,000ｍ3）を雨水で賄っている。 
 

  

 

 

 

 

 

 

写真－7.2.3 雨水の再利用を行っている「なみはやドーム（左）」と「大阪ドーム（右）」 
 

 

★論点３ 地下水の保全・利用をどのように考えるのか。  
 地下水の揚水規制等により、地下水位の低下や地盤沈下が沈静化してきている状況の中で、水

量や水質の改善のための適正な地下水の利用方策をどのように考えるか。 

★論点４ 水の有効利用（再利用、雨水利用）をどこまで進めるのか。  
 工場や建物、家庭等における水の有効利用は、水道使用量の抑制につながり結果として下水処
理場や公共用水域への汚濁負荷の削減にもつながるが、一方でこのための設備、費用も必要。
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写真－7.2.4 コンクリートなど人工構造物で囲まれた水辺環境（東大阪市内の第二寝屋川） 
 

 

 

 

 

 

写真－7.2.5 市街地の壁となっている寝屋川の直立護岸（大東市大東町付近） 

★論点５ 流域においてどのような生態環境を目指すのか。  
 河川や水路がコンクリート化されていることに加え、生駒山麓を除き流域の多くが市街化され

ている状況の中で、流域としてどのような生態環境を目指し、その中で河川、水路等の水辺・水

面がどのような役割を果たしていくべきか。 

★論点６ パラペットなどの垂直護岸区間の改修はどこまで可能か。  
 寝屋川沿川土地利用（住宅密集地等）を考えた場合、河川の洪水防御機能を満足しつつ、良好

な水辺環境に改善する抜本的な対策が困難な状況であり、この点をどのように考えるか。 

例）寝屋川下流部のビジネスパーク（OBP）地区 
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写真－7.2.6 寝屋川下流部のビジネスパーク（OBP）地区の景観 
 

 

＜ 長瀬川における水辺環境保全に関する活動写真など＞＞ 

 

 

 

 寝屋川流域においても、地域住民と協働した水環境の保全や再生に関する取組が始まっている。 

１）恩智川環境ネットワーク会議 
地域のＮＰＯと行政が定期的に「恩智川環境ネットワーク会議」を開催するとともに、地域住民

の参加を得て、啓発イベント「恩智川フェスティバル」、清掃美化活動「恩智川クリーンＵＰ」など

を開催し、活動集「恩智川パートナーシップ」や「ネットワークだより」の発行などの活動を展開

している。 

２）寝屋川再生ワークショップ（ねや川水辺クラブ） 
寝屋川市政50周年（2001年）を契機に、市政方針の「協働」と河川法の「市民参加」を踏まえ、

市民の水辺再生にかける思いを市政に活かすために設立され、平成14年度からは「ねや川水辺クラ

ブ」として活動を推進している。 

ネットワーク委員は、全員、寝屋川市に在住あるいは在学する人の中から公募によって選出され、

無報酬で活動している（61名・６班構成）。 

平成 14 年度は、月１回以上の活動が計画されており、水生植物の移植、川下り、河川の清掃活

動、水源の間伐・植樹ハイキング、水生生物調査、浚渫工事現場の事後モニタリング、ねやがわま

つりやイベント会場におけるブース展示など多彩な内容である。 

３）長瀬川下流域環境整備・住民懇談会 
沿川住民が長瀬川の歴史、利用実態、今後の河川整備や維持管理のあり方等について意見や情報

交換を行い、地域に親しまれる長瀬川の整備計画に反映させることを目的としている。 

平成14年６月までに延べ10回の住民懇談会が開催され、最終整備計画のとりまとめ作業が行わ

れる予定である。 

★論点７ 河川・水路等の維持管理を含め、公民協働の取組みは如何にあるべきか。 
 水循環系の再生を図るためには、土地利用、水利用、緑化活動、美化・清掃活動など地域住民、

ＮＰＯ、企業等と一体となった取組みが必要であるが、どのような方策が有効か。 



                                                                                                                                                                              44 

表－7.1 流域関連府市の総合計画等における水循環関連施策の目指すこと（順不同） 
 大阪 21 世紀環境総合計画 大阪市総合計画 21 枚方市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 門真市総合計画 東大阪市総合計画 寝屋川市総合計画 

 

 基本理念など 
 

循環型社会を目指した環境都市づくり アメニティ豊かな空間の創出 水が循環し、自然の生態系が息づく都市 水と緑を活かしたうるおいのある生活空間

都市の形成 

安全で豊かな生活環境を創造するまち 水と緑豊かなやすらぎと潤いのあるまちづく

り 

 

 

  

   水   量 
 

 

 

 

・高度下水処理水や貯留雨水を河川に

放流することなどにより、河川の水量確保

に努める。 

・高度下水処理水を河川に放流すること

などにより、河川の水量確保に努める。 

 

・貴重な東部の山地や里山、農地、ため

池の保全に努める。 

・枚方らしい景観をつくる段丘崖の樹林な

どの保全に努める。 

・歩道や緑道の透水性舗装に努める。 

 

・ 古川等の水路の流水は、災害 

時の消防水利として確保に努める。 

 

・近鉄線生駒トンネル湧水、第二阪奈道

路トンネル湧水の保全に努める。 

・ 水道資料館の整備など市民の 

節水の啓発、水道管の漏水防止対策強

化、水の循環利用を関係者にＰＲするな

ど節水型都市づくりを推進する。 

・ 保水機能の回復を図るため、 

緑地の保全、遊水地の遊水機能の保

全、浸透性舗装を推進する。 

 

 

 

 

 

  水   質 
 

 

 

 

・早期に生活排水の全てを適正に処理す

る。 

・合流式下水道整備地域からの雨天時

の越流汚濁負荷を削減する。 

・大阪湾の水質保全に配慮し、ＣＯＤ、

窒素、りんの総量規制を図る。 

・河川やため池等へのゴミ投棄の防止を

啓発・指導する。 

・高度な下水処理技術の開発・導入、工

場・事業所に対する規制強化等により公

共用水域の快適性の向上に努める。 

 

 ・ 下水道整備が遅れている地域の進捗

を図る。 

・ 残存する水路に放流されている生活

雑排水、事業所排水等の削減を図

る。 

 

・ 河川や水路など公共用水域の水質の

改善するため、遅れている下水道普及

率の進捗を早めるとともに、水洗化率

の向上に努める。 

 

・河川や水路の水質改善を図るため、下

水道整備を推進する。 

・ 水路などの浚渫は、可能な範囲で住

民の協力と参加により進める。 

 

 

 

 

 

 

 

  水 辺 環 境 
 

 

 

 

 

 

・ 水辺に生息する生物の生息、繁殖に

配慮した川づくりに努める。 

・ 緩傾斜護岸や遊歩道の整備など、水

とふれあえる快適な水辺空間の創出を

図る。 

・ 野生生物の生息・移動空間を確保す

るため、水系や街路樹を軸とし、緑の

連続化、都市公園や学校などでのビオ

トープ整備に努める。 

・ ため池や農業用水路については、大阪 

府オアシス構想に基づき、府民に身近な 

親水空間として保全、活用を図る。 

・ 水辺の遊歩道の整備、護岸の親水性 

の向上を図るとともに、緑豊かな水辺空  

間の連続化に努める。 

・ 水辺空間の整備と合わせた水辺に向 

いたまちなみの形成、建物等の景観整  

備、ライトアップや噴水等による水辺の 

魅力の向上を図る。 

 

・ 淀川と東部の里山を結ぶ水と緑の
回廊の保全、整備（緑道）を図る。 

・ 河川やため池に親水空間を整備す
る。 

 

・古川や残存する用排水路の水辺に
緑を増やす。 
・古川は治水だけでなく親水性の向
上に配慮した河川改修を図る。 
 

・ 親水性護岸の整備、水辺の緑化、
ヘドロの浚渫等により、河川や水
路などが市民に親し 
まれる身近な水辺空間となるよう 
に努める。 

 

・ 淀川河川公園、寝屋川公園、寝屋
川治水緑地、打上川治水緑地を４
つの核として、寝屋川や友呂岐水
路など水辺沿いの緑地・緑道、堤
防などを利用して、市民が安心し
て散策できる水と緑のアメニティ
軸の形成を推進する。 

・ 「水屋」など歴史的建物の保全を
図りつつ、水辺を活かしたまちづ
くりを推進する。 

・ 市民と行政が共同し、道路や河川、
水路の美化運動を推進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  流  域 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 森林ボランティアと連携し、雑木 
 林や里山の維持管理に努める。 
・ 森林や農地の荒廃を防止するた
め、森林・里山ボランティア活動
を支援する。 

・ 農空間の多面的機能を維持するた
め、地域と連携して農空間の保全
に努める。 

・ 公共施設、民有地の緑化を推進し、
緑被率緑被率緑被率緑被率「市街化区域における樹林、
樹木で被われた面積の割合」15151515％％％％
達成達成達成達成を長期目標として推進する。 

・ 府内農地面積の約 1/6 を占める市 
街化区域内の生産緑地の保全・活 
用を図る。 

・ ビルの屋上緑化、壁面緑化等緑地
の創出、保水性舗装の導入等を推
進することにより、 
ヒートアイランド現象の緩和をめ 
ざす。 
・ 住宅地、空地、下水処理場等大規
模公共施設に積極的に花と緑のオ
ープンスペースの創 

 出を図る。 
 

・ 市街化区域内生産緑地の営農環境
の保全を図る。 

・ 計画公園については多目的公園と
して整備を促進する。 

 

・ 公共用地、民有地の緑化を推進す
る。 

・ 街路緑化、ポケットパークの整備
に努める。 

・ 北部の密集住宅地の再開発時に
は、公園などのオープンスペース
を十分に確保する。 

・ 住宅と産業系施設が混在する地域
は、住宅地への転換を促進する。 

・ 市街地に残存する生産緑地は保全
を図る。 

 

・生駒山系（金剛生駒国定公園）の 
保全と自然とふれあえる施設（散策
道、休憩施設等）の整備を図る。 
・ 市街地の残存する農地や樹林を貴 
重な緑のオープンスペースとして保
全に努めるとともに、今米緑地（都
市緑地保全法）の保全に努める。 
・ 緑化条例の制定や緑化基金の充実 
を図り、公共施設、事業所、住宅地
等の緑化に努め、緑被率緑被率緑被率緑被率を７％７％７％７％に高
める。 
・ 住区基幹公園、大規模都市公園、 
恩智川治水緑地等の整備、学校園用
地や下水処理場の用地等の有効利用
を推進し、市民一人あたりの都市公市民一人あたりの都市公市民一人あたりの都市公市民一人あたりの都市公

園面積３ｍ園面積３ｍ園面積３ｍ園面積３ｍ2222 の実現を図る。 
・地域住民の自主組織「公園愛護会」
を育成し、公園の維持管理を推進す
る。 
 

・ 市民一人あたりの公園・緑地面積
が不十分なため緑化推進都市宣言
を行った。 

・ 市街地に点在する社寺林の保全、
文化財や史跡保護と合わせた周辺
部の緑化を推進する。 

・ 学校など公共施設用地、主要道路
の中央分離帯、民有地の緑化を推
進する。 

・ 緑化基金条例を制定し、市民と一
体となって緑地の保全、緑の創出、
緑化の啓発を推進する。 
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表－7.2 流域関連府市の総合計画等における水循環関連施策の目指すこと（順不同） 
 四条畷市総合計画 交野市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 守口市 21 世紀計画 柏原市総合計画 八尾市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ  

 

 基本理念など 
 

発展に緑と歴史をいかすまち 緑あふれるいきいき永住都市「星のまち☆

かたの」 

花と緑と水辺のある快適な定住基盤の整

ったまち 

緑と水にやすらぎ 心ふれあう 魅力あるま

ち 

地域資源を活かした循環型の都市づくり  

 

 

 

    水   量 
 

 

 

 

 

・老朽化したため池の計画的な整備老朽化したため池の計画的な整備老朽化したため池の計画的な整備老朽化したため池の計画的な整備
を推進し、適正管理に努める。 
 

・ 水源涵養や防災機能、動植物の生
育・生息空間など、多様な機能を
有する国定公園、近郊緑地保全区
域を中心に保全対策を講じる。 

・ 山麓部の開発の進行による緑地消
失抑制、土砂災害の発生防止を図
るため、地域住民や地権者の理解
と協力を得ながら、都市山麓グリ都市山麓グリ都市山麓グリ都市山麓グリ
ーンベルト整備事業ーンベルト整備事業ーンベルト整備事業ーンベルト整備事業などの保全対
策を講じる。 

 

 ・ 流域の保水・遊水機能を図るため、
自然緑地等の保全を図る。 

・ 農業用水路の水量を確保する。 
 

・竜華水環境保全センターによる高竜華水環境保全センターによる高竜華水環境保全センターによる高竜華水環境保全センターによる高
度処理水の活用を図る度処理水の活用を図る度処理水の活用を図る度処理水の活用を図る。 
 

 

 

 

 

 

   水    質 
 

 

 

・河川や水路の水質改善を図るため、
「なわて水環境保全センター」の建
設を推進する。 
・ 融資制度の拡充により下水道整備
区域内の水洗化率の向上させる。 

・ 悪質排水の監視、指導に努める。 
 

・下水道整備水準は高いため、計画
的な整備と維持管理を図り、河川等
の水質保全に努める。 
 

・浄化用水の導水等により幹線水路
などの水質改善を図る。 
 

・ 下水道整備、工場排水規制を推進
する。 

・ 河川や水路の浄化を図る。 
・ 市民意識を高揚し、ゴミ投棄の防
止、河川の清掃美化活動を推進す
る。 

 

・下水道整備が遅れている地域の進
捗を図る。 
・竜華水環境保全センターの整備を
図り、河川や水路の水質改善を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  水 辺 環 境 
 

 

 

 

 

・ 水辺遊歩道の整備を図り、河川や
ため池環境の保全と親水空間の創
出を図る。 

・ 市民、事業者、行政が一体となり
清掃美化活動を推進する。 

 

・ 河川改修時は、河川の自然特性を
活かす工法を採用し、ビオトープ
空間の創出、親水空間の創出を図
る。 

・ ため池の水辺環境の保全を図る。 
・ 新たに計画する公園・緑地の配置 
は、里山の新鮮な空気や水を市街 
地に運んでくる河川（天野川等） 
を活用した緑道整備計画に沿って 
行い、既存の公園・緑地と合わせ 
た水と緑のネットワークの形成を 
目指す。 

 

・ 残された水路の保全と再生を図
り、市民と水辺とのかかわりの回
復に努める。 

・ 市民が散策できる快適な歩行者空 
 間の創出を図る 

・原川、恩智川、長瀬川などに水辺
の緑地の維持、創出に努める。 
 

・ 生駒山麓のため池の環境整備に努
める。 

・ 玉串川、恩智川、長瀬川、平野川
等の市内河川や水路の水辺に緑
化、遊歩道、憩いの場の整備に努
める。 

・ 多様な生物の生育、生息環境に配
慮した護岸整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   流    域 
 

 

 

 

 

 

・ 北生駒山地の貴重な緑の保全と活
用を図る。 

・ 社寺境内等の貴重な樹林の保全、
公共空間の緑化を推進する。 

・ 緑化基金を活用し、市民、事業者
と一体となって緑の創出を図る。 

 

・ 里山や市街地の良好な緑を保全する

とともに、一人あたり約 10ｍ2 の公園・緑

地面積の確保を目標とした公園・緑地整

備を推進する。 

・生産緑地指定、市民農園などを適
用し、市街化区域内の農地の保全を
図る。 
 

・ 公共施設、民有地における緑・花
の推進を図る。 

・ 街角のみどり、みどりの推進地区
指定の推進と充実を図る。 

・ 都市公園、淀川河川公園、鶴見緑
地などを有機的に結ぶ緑のネット
ワークを整備する。 

 

・ 生駒山麓などに残された自然緑地
の保全を図る。 

・ 遊休農地、寺社の樹林等の保全を
積極的に推進する。 

・ 公共施設、民有地の緑化を推進す
る。 

・ 市民の緑化意識の高揚を図る。 
 

・ 高安山など東部山地の自然緑地の
保全を推進する。 

・ 東部山地と市内河川や水路をつな
ぐ水と緑のネットワーク形成を積
極的に推進する。 

・ 生産緑地地区の保全・活用を図る。 
・ 寺社の樹林等の保全に努める。 
・ 公共用地と民有地が一体となった
緑のオープンスペースの整備を図
る。 

 

 

 


