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２万人による大和川の「大掃除」
件 名

～大阪府と奈良県で連携し大和川流域を一斉清掃します～

来る３月３日（日）大和川流域で流域住民の方々の参加
による一斉清掃を行います。

●この行事は、流域住民の方々と行政が一体となって取り組む
ことで、河川美化や愛護の意識を高めていただくとともに、
大和川流域の水質改善を図るため。平成９年より３月第１日

概 要 曜日に毎年開催。

●昨年は約２万５千人が参加し、約１９０ｔのごみを回収。

●開催日 平成２５年３月３日（日）

●開催場所、開始時間
大和川・石川クリーン作戦 ６０会場で実施予定。

・メイン会場

石川｢金剛大橋上流左岸｣（富田林市）午前８:４５～

大和川一斉清掃 ５４会場で実施予定。

・メイン会場
飛鳥川｢県営福祉パーク前｣（田原本町） 午前８：４５～

※流域各地で開催されますので、メイン会場以外の参加は
パンフレットで場所と時間をご確認ください。

取 扱 い －

近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 奈良県政・経済記者クラブ
堺市政記者クラブ 在堺記者クラブ

発表場所
神戸海運記者クラブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ所属で資料
が必要な方は、近畿地方整備局記者クラブ 西村（06-6942-1141 内線2811）
に問い合わせ願います。

国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所
問合せ先

副所長 松田 道孝
ま つ だ みちたか

占用調整課長 矢口 博之
や ぐ ち ひろゆき

電話：072-971-1381（代表）



「大和川・石川クリーン作戦」・「大和川一斉清掃」開催

１．「大和川・石川クリーン作戦」・「大和川一斉清掃」開催主旨
「大和川・石川クリーン作戦」・「大和川一斉清掃」は、流域一体となった様々な

取り組みにより水質改善が進んでいる大和川において、河川美化や愛護の啓発活動
の一環として開催するものです。

この行事は、流域住民の方々と沿川市町村、大阪府、奈良県、近畿地方整備局が
一体となって取り組むもので、流域住民の方々が河川に関心を持ち、美化・愛護の
精神を高めて頂くことを目的として開催します。

２．これまでの経緯
大和川・石川クリーン作戦は平成８年１１月１３日に開催された「大和川水環境

サミット」（出席：大阪府知事、奈良県知事、近畿地方建設局長）において大阪府
知事から「来年３月に１万人規模の大和川クリーン作戦を実施したい」との発言が
あったことから、昭和５９年から１０年以上にわたり地域住民主催により実施され
ていた「石川大清掃」とタイアップし、平成９年３月２日に第１回「大和川・石川
クリーン作戦」として開催され、以後毎年３月の第１日曜日に開催しています。

奈良県域では以前から、上流域で発生したゴミが流下して大阪湾へ向かう流域の
問題を認識され、「大和川・石川クリーン作戦」と同時期に各市町村毎に河川清掃
を実施されてきましたが、平成２１年３月より県全体で大阪府域との連携を図るた
め「大和川一斉清掃」として実施されることとなりました。

３．平成２４年度「大和川・石川クリーン作戦」開催概要
日 時：平成２５年 ３月 ３日（日）午前中
場 所：富田林市（メイン会場）、大阪市、堺市、松原市、八尾市、藤井寺市、

柏原市、羽曳野市、河内長野市、河南町の大和川・石川河川敷の６０会
場の予定。
各市町会場の集合場所、集合時間及び雨天等中止にかかる問い合わせ先
等の詳細については別添のとおりです。別添のチラシも参照してくださ
い。

開催式典
・場 所：石川「金剛大橋上流左岸石川河川敷」（富田林市）
・時 間：午前８時４５分より
・出席予定者：国会議員、富田林市長、大阪府副知事、近畿地方整備局長他

主 催：国土交通省近畿地方整備局、大阪府、大阪府内大和川・石川沿川市町村
協 賛：ＪＡ大阪南（大阪南農業協同組合）、社団法人堺建設業協会、日本郵便

株式会社近畿支社、株式会社ゆうちょ銀行近畿エリア本部、サラヤ株式
会社

後 援：大和川環境整備連絡協議会、大和川水環境協議会



４．平成２４年度「大和川一斉清掃」開催概要
日 時：平成２５年 ３月 ３日（日）午前中
場 所：田原本町（メイン会場）、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、

橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、三郷町、斑鳩町、
安堵町、川西町、三宅町、王寺町、広陵町、河合町、高取町、明日香村
の大和川・各支川の河川敷の５４会場の予定。
各市町会場の集合場所、集合時間及び雨天等中止にかかる問い合わせ先
等の詳細については別添のとおりです。別添のチラシも参照してくださ
い。

開催式典
・場 所：飛鳥川「県営福祉パーク前」（田原本町）
・時 間：午前８時４５分より
・出席予定者：田原本町長、奈良県土木部長、近畿地方整備局河川部長 他

５．過去５年の「大和川・石川クリーン作戦」、「大和川一斉清掃」の実施状況

実 施 年 参 加 人 数 回収ごみの量

平成２０年 １９，０５８人 ２４８．０ｔ

平成２１年 １９，８４４人 ２１２．３ｔ（大阪側）
３，７１８人 １９．５ｔ（奈良側）

平成２２年 １３，８４７人 １７３．４ｔ（大阪側）
４８５人 ３．１ｔ（奈良側）

平成２３年 １９，２２０人 １９７．５ｔ （大阪側）
５，４１３人 ４７．０ｔ（奈良側）

平成２４年 １７，７１９人 １５５．０ｔ （大阪側）
６，６４２人 ３０．５ｔ（奈良側）

・平成２２年は大阪側、奈良側ともに雨天のため中止の会場あり。



６．会場案内

■大阪府メイン会場

・周辺地図

・詳細地図

※報道機関につきましては、駐車上のご利用が可能です。
※鉄道を利用される場合の最寄り駅は近鉄長野線「富田林駅」です。



■奈良県メイン会場

・周辺地図

・詳細地図

※駐車場につきましては「リハビリテーションセンター」の駐車場をご利用下さい。



７．昨年の様子

■大阪府メイン会場

■奈良県メイン会場









河川名 左右岸（※） 実施場所 問い合わせ先

両岸
明治橋付近

（明治橋上流右岸は除く）
9:00 ～ 10:00

明治橋上流 8:00 ～ 9:00
東住吉区 行基大橋付近

山之内5丁目付近
吾彦大橋付近
常磐町1丁付近
常磐町3丁付近
七道東町付近

香ヶ丘町5丁付近
松屋町付近

美原区 西除川 左岸 北余部・南余部地区 10:00 ～ 11:00

大和川 右岸 大正橋付近 10:00 ～ 11:00
経済環境部環境保全課

TEL：072-994-3760

大和川 左岸
大和川西青少年運動広場

（松原市天美北4丁目112番地の2）
9:30 ～ 11:00

市民生活部環境予防課
TEL：072-334-1550

左岸 新大井橋下流
両岸 新大井橋上流

河内橋上流
新大和橋上流
石川橋下流
玉手橋下流

柏原市役所前
河内橋下流

近鉄大阪線下流・水管橋付近
片山青少年広場

国豊橋下流児童遊園
石川 右岸 石川橋付近 10:30 ～ 12:00

臥龍橋上流
西名阪自動車道下流（碓井会場）

大黒橋上流（大黒西会場）
大黒橋上流（広瀬会場）

右岸 大黒橋下流（大黒東会場）

石川 右岸 石川スポーツ公園河川敷 9:00 ～ 10:30
まち創造部環境・まちづくり推進課

TEL：0721-93-2500

左岸 河南橋下流
河南橋下流

喜志大橋上流（喜志グラウンド）
左岸 石川サイクル橋下流
右岸 石川サイクル橋下流

新北橋上流

金剛大橋上流

金剛大橋上流（石川グラウンド）
右岸 金剛大橋上流（石川グラウンド対岸）
左岸 昭和橋下流
右岸 昭和橋下流（川西グラウンド）
左岸 川西大橋上流
右岸 川西大橋上流（西板持グラウンド）
左岸 高橋下流（錦織河川敷テニスコート）

高橋下流（彼方児童遊園）
高橋上流（上一之井堰下流）

伏見堂大橋下流
千代田橋上流

両岸 落合橋付近 9:00 ～ 10:30
左岸 千代田橋付近

町井橋付近
宮山橋付近
谷口橋付近

新関屋橋付近
西條大橋付近

高橋付近
天野山金剛寺付近

加賀田川 車作橋付近
高橋付近

出合橋付近
新喜多橋付近
葛野橋付近
鳩原橋付近

左岸

左岸

土木部河川水路課
TEL：072-228-7418

市区町名 開催時間

建設局下水道河川部河川課
TEL：06-6615-6833

大阪市

平野区

住吉区
右岸

生活環境部環境衛生課
TEL：072-958-1111

羽曳野市 石川

11:30～

10:00藤井寺市
市民生活部環境政策課

TEL:072-939-1071
11:00～

10:00 ～

10:00

『平成24年度大和川・石川クリーン作戦』清掃箇所一覧

11:00

大和川

大和川

大和川

石川

左岸

産業環境部みどり環境課
TEL：0721-25-1000

河内長野市
環境共生部環境保全課

TEL：0721-53-1111

大和川

堺市

八尾市

左岸

都市整備部道路水路整備課
TEL：072-972-1501

柏原市

北区

堺区

富田林市

松原市

河南町

石川

石川

西除川

10:00 11:30～

9:30 11:00～

～ 10:00

天見川

石見川

当日の状況によ
り決定します。

※川の流れの方向（下流） に向かって右側を右岸（うがん）、左側を左岸（さがん）と呼びます。
※「羽曳野市大黒橋上流（広瀬会場）、（大黒西会場）」、「富田林市河南橋下流右岸・左岸」は都合により中止いたします。

右岸

左岸

右岸

左岸

右岸

8:45 10:30～

9:00

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ　　　イ　　　ン　　　会　　　場



市町村名 河 川 名 実施場所 集合場所 集合時間 参加予定団体佐保川 県道奈良生駒線（高橋）　～　八条５丁目 市立大安寺西小学校運動場 7:45 大安寺西地区社会福祉協議会奈良市職員菩提川 奈良市三条桧町県道奈良生駒線（佐京橋）　　　　　　　　　　　　～　恋の窪（佐保川合流部） 市立大安寺西小学校運動場 7:45 菩提川をよごさない会奈良市職員秋篠川 奈良市中山町西1丁目　～　中山町西3丁目 中山町西泉橋付近 9:00 秋篠川源流を愛し育てる会天理市（問合：奈良土木事務所）℡0742-23-8011（代） 大和川 天理市嘉幡町（帰仁橋）　～　（常宝寺橋） 天理市環境クリーンセンター前 9:00 日誠建設（株）、弘陽建設（株）、天理市職員市町村名 河 川 名 実施場所 集合場所 集合時間 参加予定団体大和郡山市外川町（外川橋）　　　　　　　　　　　　　　～　満願寺町（満願寺橋） 満願寺橋付近 9:00 やまと郡山環境を良くする市民の会大和郡山市小泉町（小泉橋）　　　　　　　　　～　（小泉町河原自治会公民館） 河原自治会公民館 8:30 小泉町河原自治会岡崎川 昭和大橋　～　大池橋 大池橋西詰 10:00 昭和工業団地協議会富雄川 生駒市高山町（川崎橋）　～　（出店橋） 高山八幡宮前 9:00 高山町大北自治会生駒市職員竜田川 新山﨑橋　～　蓮池橋 山崎町（井出川橋南付近） 9:00 山崎町自治会生駒市職員三郷町（建設経済課）℡：0745-73-2101（代） 大和川 三郷町勢野東（若草橋）　　　　　　　　　　　　　～　立野北1丁目（神前橋） 三郷町役場前 9:00 三郷町建設業協会三郷町職員富雄川 安富橋　～　大和郡山境界 上宮遺跡公園 8:00目安（御幸橋）　～　潜水橋 御幸橋付近神南３丁目　～　潜水橋 神南３丁目安富橋バス停　～　興留１０丁目 安富橋バス停付近興留１０丁目　～　竜田川合流点 いかるがホール竜田川 神南１丁目（塩田橋）　～　竜田公園北の駐車場 塩田橋付近安堵町（問合：郡山土木事務所）℡0743-51-0205（代） 岡崎川 安堵町窪田（三の坪橋）　～　（大和橋） 安堵中央公園横 9:00 安堵桜遊会（岡崎川に桜を育てる会）安堵町職員市町村名 河 川 名 実施場所 集合場所 集合時間 参加予定団体大和高田市（土木管理課）℡0745-22-1101（代） 高田川 大和高田市大中　～　築山 大中公園北詰 8:30 大和高田商工会議所青年部、元気な大和高田創造協議会、大和高田ローターアクトクラブ、夢咲塾、みずほ証券高田支店、南都銀行高田支店、ディアブロッサ高田ＦＣ、大和高田市職員、葛城青年会議所、大和信用金庫高田支店御所市（環境政策課・土木課）℡：0745-62-3001（代） 葛城川 御所市栄町　～　西柏町 市立御所小学校体育館 9:30 御所市地域婦人団体連絡協議会、御所地区更生保護女性会、御所地区青年会議所、ボランティアグループまどか、御所市職員香芝市（土木課）℡：0745-76-2001（代） 葛下川 香芝市下田東1丁目　～　下田東４丁目 香芝市役所南側玄関前 9:00 葛城青年会議所、ボランティアクラブぼちぼち、香芝市職員、香芝市職員ボランティアクラブ葛城市（環境課）℡：0745-69-3001（代） 葛城川 葛城市新町・新村地内 奈良県新庄第１健民運動場 9:00 葛城市職員王寺町（住民課）℡：0745-73-2001（代） 大和川 王寺町久度（昭和橋）　～　（出合橋） 王寺町役場正面玄関前 8:00 大和信用金庫王寺支店、東王塚若葉会、ボランティアグループ アクアグリーン、ＪＲ西日本保線区、大鉄工業(株)高田川 広陵町六道山　～　沢 8:00葛城川 広陵町南郷　～　萱野 8:00曽我川 広陵町百済　～　大場 8:00河合町（まちづくり推進課）℡：0745-57-0200（代） 大和川 河合町泉台～川合 泉台調整池西側 9:00 河合町職員、奈良ニッセイエデンの園職員市町村名 河 川 名 実施場所 集合場所 集合時間 参加予定団体寺川 橿原市中町（宇治橋）　～　東竹田町界 宇治橋付近 9:00 中町自治会明日香村雷（小治田橋）　　　　　　　　　～　橿原市上飛騨町（上飛騨橋） 田中橋付近 8:30 田中町二区自治会橿原市南八木町　～　橿原市小房町 晩成小学校校門前、橿原橋 9:00 万葉飛鳥川長寿散歩道の会、大和信用金庫八木支店橿原市葛本町（上品寺大橋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　（中央橋） 中央橋付近 8:00 葛本西自治会橿原市新賀町（三山橋）　　　　　　　　　　　　　　　　～　市道奈良橿原線 市杵島神社前 9:00 新賀町自治会橿原市木原町（木原橋）　～　上流200m 木原橋付近 9:00 木原町自治会橿原市曽我町（ゲートボール下流） 曽我川ゲートボール前（24号バイパス下） 9:00 真菅ボランティア橿原市東坊城町（坊城杵築神社上下流） 坊城杵築神社前 9:00 東坊城町坊城区第１区、坊城きつき会高取川 橿原市大谷町（大谷橋を起点とした下流左岸） 大谷橋付近 9:00 大谷町自治会銭川 橿原市常盤町（坪井大橋より上流） 常盤町自治会館前 8:00 常盤町自治会桜井市谷（東光寺橋）　　　　　　　　　　　　　　～　桜井市河西（稚桜橋） 天満橋東詰 9:00 河西老人クラブ寿会桜井市桜井(谷１号線）　　　　　　　　　　　　　　～　桜井市谷（梅ノ森橋） 昭和公園 9:00 大和信用金庫桜井市大泉（打合橋）　～　三輪（新三輪大橋） 打合橋南下 9:00 山の辺町自治会桜井市三輪（松之本公民館）　～　（出口橋） 松之本公民館前 9:00 松之本自治会桜井市大泉（打合橋）　　　　　　　　　　　～　桜井市大西との境界付近 庚申橋南詰　 9:00 大泉区自治会川西町（総務課）℡：0745-44-2211（代） 大和川 川西町吐田（馬場尻橋）　～　（板屋ヶ瀬橋） 馬場尻橋 9:00 川西町職員三宅町（産業建設課）℡：0745-44-2001（代） 飛鳥川 三宅町伴堂（出屋敷橋）　～　但馬（辰ヶ辻橋） 三宅健民運動場駐車場 8:45 三宅町職員中の橋川 田原本町佐味（中野橋上下流） 中野橋 9:00 佐味自治会役員寺川 田原本町阪手（高橋上下流右岸） 阪手西自治会集会所 9:00 阪手西自治会親友会田原本町（土木管理課）℡：0744-32-2901（代） 寺川 田原本町八幡町  (役場周辺を起点とした上下流) 田原本町役場玄関前 9:00 田原本町職員田原本町（問合：桜井土木事務所）℡：0744-42-9191（代） 飛鳥川【メイン会場】 田原本町矢部（落合橋）　～　多（西新堂大橋） 県営福祉パーク前 8:45 秦楽寺、宮森、多、笠縫、新木、矢部自治会奈良中央信用金庫、田原本町職員高取町(管理課・住民福祉課）℡：0744 52-3334（代） 高取川 高取町観覚寺（増屋橋）　～　高市消防署手前 勧覚寺橋（増屋橋バス停）付近 9:00 高取町職員明日香村(地域づくり課）℡：0744-54-2001（代） 飛鳥川 明日香村岡（高市橋）下流50ｍ 明日香村役場 9:00 明日香村職員 平成25年1月30日現在

曽我川

菰川 菰川環境美化協議会菰川を美しくする会奈良市職員8:30市立大安寺西小学校運動場三条二坊宮跡庭園東側菰川橋付近グリーンパーク奈良マンション北側県奈良総合庁舎前佐保川合流部　～　県道奈良生駒線（高橋）県道奈良生駒線（高橋）　～　近鉄奈良線近鉄奈良線　～　奈良市法華寺町（第２大芝橋）奈良市法華寺町（第２大芝橋）　～　　一条高校前一条高校前　～　奈良市法蓮町（佐保小前）

町内地域住民の方々斑鳩町職員大鉄工業（株）

平成２４年度「大和川一斉清掃」実施箇所一覧平成２４年度「大和川一斉清掃」実施箇所一覧平成２４年度「大和川一斉清掃」実施箇所一覧平成２４年度「大和川一斉清掃」実施箇所一覧

町内地域住民の方々広陵町職員各所（各地域自治会単位で集合）

富雄川
大和川三代川

奈良市（問合：奈良土木事務所）℡0742-23-8011（代）
生駒市（環境政策課）℡0743-74-1111（代）
斑鳩町（環境対策課）℡：0745-74-1001（代）

田原本町（問合：桜井土木事務所）℡：0744-42-9191（代）

大和郡山市（問合：郡山土木事務所）℡0743-51-0205
8:00

大和川

飛鳥川米川
寺川　桜井市（問合：桜井土木事務所）℡0744-42-9191（代）

広陵町（生活環境課）℡：0745-55-1001（代）
橿原市（問合：桜井土木事務所）℡0744-42-9191（代）




