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水質が最も良好な河川
2012 - 2021
平成 24- 令和 3年水質調査結果

2012-2021 年（平成 24- 令和 3年）の 10年で、
4回以上「水質が最も良好な河川」となった河川（18河川）を紹介します
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　令和３年の地点毎の年間の平均的な水質（BOD 値）と、平成 23 年の地点毎の年間の平均的な水質（BOD 値）から、10 年
間の直轄管理区間の水質改善幅による地点の水質改善状況を比較すると、上記上位 5地点で大幅な水質改善が進んでいます。
　また、上記上位 5地点以外にも、様々な取組み等により、全国的にきれいな川、生物が生息しやすい川などをめざして水質
や水環境の改善が多面的に取り組まれています。
　こうした水質を改善する取組みを地域づくりや観光振興とあわせて実施している河川として、

しています。

過去 10年間の水質改善状況

5
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　令和３年に、一級河川（湖沼及び海域を含む。）の直轄管理区間において、生活環境の保全に関する環境基準項目のうち、BOD（生
物化学的酸素要求量）または、COD（化学的酸素要求量）の環境基準を満足した地点の割合は 90％（896 地点 /991 地点）で、
依然として高い割合を維持しています。
　なお、令和３年に BOD（または COD）値が環境基準を満足した地点の割合について、地点の種類別に見ると、河川のみでは
96％（853 地点 /889 地点）、湖沼等（海域含む）※3 では 42％（43地点 /102 地点）でした。

環境基準（BOD等）の満足状況

90

※1　BOD（生物化学的酸素要求量）：　河川の水質の汚濁状況を測る代表的な指標である。水中の汚れ（有機物）が微生物により分解されるときに消費される酸素量のことで、BOD の値が
大きければ水が汚れていることを表す。

※ 2　COD（化学的酸素要求量）：　湖沼や海域の水質の汚濁状況を測る代表的な指標である。水中の有機物を酸化剤で酸化されるときに消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもので、
COD の値が大きければ水が汚れていることを表す。

※ 3　河川・湖沼別の環境基準を満足した地点の割合は平成 8年より整理（平成 26年以降は海域も含む）

令和３年における、直轄管理区間の健康項目全体の環境基準を満足した割合は 99％（前年 99％）となっており、ほとんどの
地点で環境基準を満足しました。

令和３年度における、ダイオキシン類が水質環境基準を満足した地点の割合は 96%（204 地点 /213 地点）でした。
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大和川河川事務所では、大和川に棲む生き物の観察を行うことで、大和川

の水環境や水質改善の必要性について学ぶ「やまとがわ水生生物調査」を実施
しています。
   調査は、公募により小学校に参加いただき、専門家を講師に招いて、毎年、
大和川の数地点で実施しています。
   この中で、「水のきれいさ調査」も行い、アンケート形式でごみの量や水の
においなどについて答えてもらいます。
   調査のあとには講師の先生の「生き物講座」が開かれ、クイズ形式で楽しく
生き物の話を学びます。
  この取り組みは、楽しみながら川に親しめることから、子どもへの水環境教
育の導入プログラムとしても注目されています。
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松山河川国道事務所では、重信川の自然再生に取り組んでいる「重信川の

自然をはぐくむ会」（学識者、ＮＰＯ法人、住民、行政で構成）の協力を得て、
小中学校と水生生物調査や水質調査を行っています。
　調査地点の 1つでは、中学 1年生全クラスが参加しています。調査には
近隣の大学生も参加し、水生生物の採取や同定方法を教えてくれます。
  水質調査のほかに、出前講座もあり、中学生の皆さんは、1年を通じて重
信川について積極的に学んでいます。そして、学習の成果は、重信川の自然
環境保護などを考える「重信川フォーラム」において、高校生や大学生も発
表する中で発表し、好評を得ています。
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市民団体である「くろべ水の少年団」が主催し、黒部河川事務所や富山県

が協力して調査を実施しています。
  くろべ水の少年団は、「水に親しみ」「水を愛する」「水を大切にする」心豊
かな子どもを育てることを目的として平成４年から活動しており、団員は黒
部市内全小学校から募集によって集まった小学４・５・６年生で構成し、活
動しています。   
  令和 3年度は、7月 24 日の結団式から始まり、7月 31 日に下流域、8月
9日に中流域の水生生物調査を実施しました。また黒部川を実際に「見る、
感じる、触れる」ことで、黒部川の快適さを調査しています。
  新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、上流域の調査は中止となっ
てしまいましたが、限られた活動の中で黒部川の水について理解を深めるこ
とができました。  
  子どもたちは、活動を通じて、家や学校ではできない貴重な体験を楽しん
でいます。
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　令和 3年は令和 2年と比べ 44件減少し、水質事故の発生件数は、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　754 件（自然現象 13件を除く）

5.3％
3.3％
7.3％

その他
55 件

油類
634 件
84.1％

化学物質
40件

油類・化学物質以外
　　　　　　　　　25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。

　江の川の上流域（広島県）の各市・町、広島県、

国土交通省、消防、警察等の関係機関でつくる江の

川（上流）水質汚濁防止連絡協議会では、毎年、油

類の取扱いが多くなる冬季前に、水質事故対応訓練・

講習会を実施しています。

　江の川水系上流域での水質事故対応に携わる関係

機関の担当者が集まり、水質事故対応に関する知識

の向上、初動対応の迅速化を目的に、油類の特性や

処理方法の講習、ロープ結びやオイルフェンスの張

り方の対応訓練及び講習を行っています。

　肱川水系水質汚濁防止連絡協議会では、関係機関

合同で水質事故対策訓練として、油処理材の使用方

法講習会を毎年実施し、水質事故に備えています。

　令和 2 年には、専門家を招き、肱川流域の関係機

関（16 団体）が参加し支川における油流出事故を想

定した油回収訓練を行うとともに、オイルフェンス

や各種油処理材の使用方法等の講習を行い、水質事

故の発生に備えて訓練を実施しています。
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　狩野川は、静岡県の伊豆半島を流れる幹川流路延長 46㎞、流域面積 852㎞ 2 の一級河川です。天城山系を水源とし、大小の支
川を合わせながら、太平洋側では稀な北向きの流れを有し、田方平野から駿河湾に注ぎます。
　流域には多様な産業が発展し、中下流域では製糸、機械、食料品等の工場や都市が広がっています。高度経済成長期の昭和 40
年代は水質も悪化しましたが、その後浄化技術の向上や下水道整備の進捗等により改善が進み、水系内の環境基準点における
BOD75％値は、平成 17年 (2005 年 ) 以降、ほぼ全ての地点で環境基準値を達成しました。さらに、令和 2年には狩野川本流が
全国における「水質が最も良好な河川」の一つになりました。

狩野川の上流域は、年間 3,000mm（日本の年間平均雨量
1,718mm）もの雨が降ります。山体にしみ込んだ雨水は湧水と
なり川に流れ込みますが、この豊富な水を利用したわさびの栽培
が盛んです。「畳石式」と呼ばれる棚田状のわさび田では、湧水
を適度にかけ流すことで、わさびの安定した生産を可能にしまし
た。特に、棚田 1,500 枚にもおよぶ「筏場のわさび田」は、石
積みの美しい壮大なわさび田です。
　また、狩野川は、アユの友釣り発祥の地とも言われており、初
夏になると ”清流の女王 ”を求めて多くの釣り客が訪れます。

　狩野川の中下流域は、富士山等を水源とする湧水にも恵ま
れています。特に支川の柿田川は、それ自体が国指定天然記
念物に指定されている、日本最大級の湧水量を誇る河川です。
　周辺の市街化が進む中で、地域の人々による環境保全活動
などにより、豊かな自然が残されています。ミシマバイカモ
など貴重な生物が生息・生育し、地元小・中学校の環境学習
の場としても活用されています。
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川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」は、万一の災害時に災害復
旧の拠点となる防災ステーションとして整備されました。普段
は、水辺を活かした「憩いの場」として、富士山を眺めながら、
カヤックやサイクリング等を楽しんだり、ドッグラン、キャン
プなどの屋外活動を満喫できます。隣接する道の駅とともに、
様々なイベントが開催されており、多くの人で賑わっています。　　　　　　　　

　自然の恵みをもたらし、にぎわいの場となる狩野川は、自然災害の脅威にもなります。
昭和33 年 9 月に発生した狩野川台風では、流域において死者・行方不明853 名とい
う甚大な被害を受けました。その後、狩野川放水路の整備などの対策が進められ、洪
水時の被害軽減が図られてきました。しかし、狩野川を活かした取組みを進めるうえで、
災害・安全への備えは依然として重要です。

　平成 28 年より、国土交通省・行政機
関が連携し、狩野川沿川 7 市町において、
「防災・河川環境教育」を実施しています。
学校の授業をとおして学んだ知識を子ど
もから家庭へ、さらには地域へ発展させ
ていくことで、地域全体の防災意識を高
める効果が期待できます。

　きれいで豊かな水が流れる狩野川は、人々を魅了し、まちづくりにも活かされています。
平成 25 年に沼津市の「かのがわ風のテラス」が整備され、平成 31 年には函南町で川の駅「伊豆ゲートウェイ函南（かんなみ）」が開業
しました。さらに、伊豆の国市でも「伊豆の国市かわまちづくり計画」に基づき、新たな整備が進められています。

　令和 3 年には、実証実験として「街なか
で取り戻す　私らしい時間」をテーマに、
川を下るツアーやヨガ教室などを開催し
ており、狩野川の新たな活用が始まって
います。　　　　　　　  

　「かのがわ風のテラス」は、沼津市中心部を流れる狩野川右岸・上土町周辺
に整備された階段堤一帯を示す愛称です。駿河湾を吹き抜けてくる風を感じ
られるテラスのような場所にしようと、あげつち商店街をはじめ、沼津市・
国土交通省が協力してにぎわいづくりを行っています。
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　埼玉県草加市の中心部を流れる綾瀬川沿いに、約 1.5km
の松並木があります。江戸時代から日光街道の名所「草加
松原」として知られてきた場所で、当時は綾瀬川に河岸が
造られ、舟運によって江戸との物資の輸送が盛んに行われ
ていました。

　この歴史的背景を踏まえ、平成28年から木造和舟による
体験型観光事業が市民活動団体「なかね和舟の会」と市の
連携のもと実施されています。昔ながらの櫓漕ぎでゆった
りと進む舟上では当時の風情が味わえ、草加松原を川面か
ら眺めることができます。

　綾瀬川は、埼玉県から東京都の市街地を流れ、中川に合
流して東京湾に注ぐ一級河川です。首都圏のベッドタウン
を貫流する代表的な川のひとつといえるでしょう。
　綾瀬川流域は、昭和40 年代の高度経済成長期に急速な都
市化が進み、家庭や工場からの排水によって川の水が汚れ、
悪臭やゴミがただようなど社会問題となり、綾瀬川は、「日
本一汚い川」とよばれていました。
　そこで、流域住民と国と自治体が一緒になって、綾瀬川
流域の水環境の改善を目指すとりくみ（綾瀬川清流ルネッ
サンス２１、綾瀬川清流ルネッサンスⅡ）が行われ、下水
道の整備、合併処理浄化槽の普及・管理、工場排水の規制、
河川浄化施設、川底の泥の除去、自然の浄化力の回復、浄
化用水の導入、川の清掃、水質調査など、様々な対策が実
施されました。

　長年の努力により、綾瀬川の水質は最悪であった昭和 46
年の BOD値 100(mg/L) に対して、令和3年度には 2.8(mg/
L) までと劇的な改善がされました。
　また、流域自治体(足立区)がきれいになった綾瀬川を知っ
てもらうために令和 3年に開催したパネル展も反響を呼び
ました。

写真提供：江戸川河川事務所

写真提供：草加市

写真提供：草加市

草加市（綾瀬川）
綾瀬川に流入する水路からの 生活排水（洗濯水）と
みられる泡水 

写真提供：江戸川河川事務所

水質
改善と観光振興

[ 関東地方 ]

綾
ア ヤ セ ガ ワ

瀬川
利根川水系
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　沙流川は、これまで何度も「水質が最も良好な河川」になっ
ており、この清らかな水は多くの農水産物を育んでいます。
　なかでも流域の平

びらとりまち

取町はトマトの一大産地になっていま
す。冷涼で湿度の低い栽培に適した気候のもと、糖度・酸
度のバランスが良く美味しいトマトが作られています。

　沙流川は、北海道中央南部にある日高山脈を源とし、ほ
ぼ南西方向に流れ太平洋にそそぐ、延長104kmの美しい川
です。沙流川とアイヌの人々との関係は深く、チプサンケ
（舟おろしの儀式）、口承文芸、アイヌ古式舞踊などをはじめ、
その伝統・文化は今日の流域社会に深く結びついています。
　日高地方はサラブレッドの産地としても有名ですが、流
域には多くの生産牧場や育成牧場があり、沙流川の高水敷
も牧草放牧地として広く利用されています。

沙流川で育まれる伝統文化と地域産業

アイヌの方々の伝統的な儀式として、毎年夏に沙
流川で行われている。アイヌ語で「舟おろし」を
意味し、古来の伝統的な技法で制作された舟に魂
を入れるための進水の儀式。

[ 北海道地方 ]

沙
サ ル ガ ワ

流川
沙流川水系

　また、下流部の日高町では、「ししゃも」が特産の一つです。
ししゃもは北海道の太平洋沿岸のみに分布する日本固有の
魚であり、産卵期（10月下旬 ~12月上旬）に河川に遡上し
ます。沙流川流域でも、ししゃも漁が古くから行われ、そ
のすだれ干しは季節の風物詩となっています。「門別ししゃ
も祭り」が開催される秋の日高産「ししゃも」は身が厚く、
贈り物としても人気です。

写真提供：北海道開発局 写真提供：北海道開発局
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[ 九州地方 ]

肝
キ モ ツ キ ガ ワ

属川
肝属川水系

水質だより

藻っとる作戦（オオカナダモの除去活動）

公式 Twitter 国土交通省 大隅河川国道事務所 @mlit_osumiより

　肝属川をきれいにするために、地域の方々も清掃活動
や啓発活動を積極的に行っています。

　肝属川は鹿児島県大隅半島中央部を流れる日本最南端
の一級河川です。流域の約 7割がシラスと呼ばれる火山
噴火物に覆われており、笠野原台地を代表とする広大な
シラス台地を形成しています。
　肝属川沿いの平野部は、古来（4世紀ごろ）より稲作
が盛んです。台地でも河川水を利用したかんがいが進み、
野菜づくりや豚や牛の畜産業が発展しています。

　肝属川は、地域の産業を支える一方で、畜産や市街地
からの排水などにより、長年水質汚濁が問題となってい
ました。
　このため、関係機関で連携して水質改善に取り組む「清
流ルネッサンスⅡ」が平成 17 年より実施されました。
環境基準の達成などに課題はあるものの、汚れが目立っ
ていた肝属川中流でアユやメダカが捕獲されるなど、少
しずつ改善が進んでいるようです。

　なかでも、「FMかのや」は、ラジオ放送というツール
を用いて、環境改善の機運を高める活動を実施していま
す。カワにイイことを企画して実践していく『カワイイ
project』では、「出来ることから始めよう」を合言葉に、
地元の学生や河川管理者・自治体、企業などの協力を得て、
河川清掃やオオカナダモ（外来種）の除去活動、子供た
ちにも親しめる生態調査・川釣りなどの体験活動、防災
学習などのイベントを定期的に開催しています。
　また、水質改善とともに川の利活用も盛んになってい
ます。肝属川上流の鹿屋市街地中心部を流れる区間では、
潤いや賑わいのある水辺の交流拠点として施設や護岸が
整備され、様々な活動が行われています。
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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！




