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資料－１．大阪湾集水域の下水処理場

注）図中の番号は、次頁の下水処理場の概要表における「 」に等しい。No.



資料－２．大阪湾集水域内の下水処理場（高度処理実施状況）

●大阪湾集水域内の下水処理場（高度処理実施状況）
平成14年度末現在

1 滋賀県 琵琶湖 湖南中部浄化センター 53 大阪府 大阪市 市岡下水処理場
2 滋賀県 琵琶湖 湖西浄化センター 54 大阪府 大阪市 此花下水処理場
3 滋賀県 琵琶湖 東北部浄化センター 55 大阪府 大阪市 海老江下水処理場
4 滋賀県 琵琶湖 高島浄化センター 56 大阪府 大阪市 津守下水処理場
5 滋賀県 大津市 大津終末処理場 57 大阪府 堺市 三宝下水処理場
6 滋賀県 近江八幡市 沖島浄化センター 58 大阪府 堺市 石津下水処理場
7 滋賀県 志賀町 南小松浄化センター 59 大阪府 堺市 泉北下水処理場
8 滋賀県 朽木村 朽木浄化センター 60 大阪府 岸和田市 磯上下水処理場
9 滋賀県 土山町 土山町オー・デﾕ・ﾌﾟール 61 大阪府 岸和田市 牛滝浄化センター
10 滋賀県 信楽町 信楽浄化センター 62 大阪府 豊中市 豊中市庄内下水処理場
11 京都府 桂川右岸 洛西浄化センター 63 大阪府 池田市 池田市下水処理場
12 京都府 木津川 洛南浄化センター 64 大阪府 吹田市 南吹田処理場
13 京都府 木津川上流 木津川上流浄化センター 65 大阪府 吹田市 正雀処理場
14 京都府 桂川中流 南丹浄化センター 66 大阪府 吹田市 川面処理場
15 京都府 京都市 鳥羽処理場 67 大阪府 泉大津市 汐見下水処理場
16 京都府 京都市 吉祥院処理場 68 大阪府 守口市 守口処理場
17 京都府 京都市 伏見処理場 69 大阪府 枚方市 北部処理場
18 京都府 京都市 石田処理場 70 大阪府 河内長野市 滝畑浄化センター
19 京都府 宇治市 東宇治浄化センター 71 大阪府 四條畷市 田原処理場
20 京都府 亀岡市 年谷浄化センター 72 大阪府 能勢町 能勢浄化センター
21 京都府 亀岡市 保津浄化センター 73 大阪府 泉北組合 高石処理場
22 京都府 宇治田原町 宇治田原浄化センタ－ 74 兵庫県 武庫川 武庫川下流浄化センター

23 京都府 加茂町 加茂浄化センター 75 兵庫県 武庫川 武庫川上流浄化センター

24 京都府 和束町 和束中央浄化センター 76 兵庫県 神戸市 東灘処理場

25 京都府 京北町 京北浄化センター 77 兵庫県 神戸市 ポートアイランド処理場

26 京都府 園部町 西本梅浄化センター 78 兵庫県 神戸市 中部処理場

27 京都府 園部町 西部浄化センター 79 兵庫県 神戸市 西部処理場

28 京都府 八木町 川東浄化センター 80 兵庫県 神戸市 鈴蘭台処理場

29 京都府 日吉町 胡麻浄化センター 81 兵庫県 神戸市 垂水処理場

30 京都府 日吉町 殿田浄化センター 82 兵庫県 尼崎市 東部処理場
31 大阪府 寝屋川 鴻池処理場 83 兵庫県 尼崎市 北部処理場
32 大阪府 寝屋川 なわて水環境保全センター 84 兵庫県 西宮市 枝川処理場
33 大阪府 寝屋川 川俣処理場 85 兵庫県 西宮市 鳴尾浜処理場
34 大阪府 寝屋川 竜華水環境保全センター 86 兵庫県 西宮市 甲子園浜処理場
35 大阪府 安威川 中央処理場 87 兵庫県 洲本市 洲本環境センター
36 大阪府 猪名川 原田処理場 88 兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場
37 大阪府 大和川下流 今池処理場 89 兵庫県 芦屋市 奥山下水処理場
38 大阪府 大和川下流 大井処理場 90 兵庫県 芦屋市 南芦屋浜下水処理場
39 大阪府 大和川下流 狭山処理場 91 兵庫県 津名町 津名浄化センター
40 大阪府 淀川右岸 高槻処理場 92 兵庫県 緑町 広田浄化センター
41 大阪府 淀川左岸 渚処理場 93 兵庫県 淡路・東浦組合 淡路・東浦浄化センター
42 大阪府 南大阪湾岸 北部処理場 94 奈良県 大和川上流 浄化センター
43 大阪府 南大阪湾岸 中部処理場 95 奈良県 大和川上流 第二浄化センター
44 大阪府 南大阪湾岸 南部処理場 96 奈良県 宇陀川 宇陀川浄化センター

45 大阪府 大阪市 大野下水処理場 97 奈良県 奈良市 青山清水園
46 大阪府 大阪市 十八条下水処理場 98 奈良県 奈良市 平城浄化センター
47 大阪府 大阪市 今福下水処理場 99 奈良県 奈良市 佐保台浄化センター
48 大阪府 大阪市 中浜下水処理場 100 奈良県 生駒市 山田川浄化センター
49 大阪府 大阪市 放出下水処理場 101 奈良県 生駒市 竜田川浄化センター
50 大阪府 大阪市 平野下水処理場 102 奈良県 月ヶ瀬村 西部浄化センター
51 大阪府 大阪市 住之江下水処理場 103 奈良県 山添村 上津処理場
52 大阪府 大阪市 千島下水処理場

流域下水道
公共下水道（特環含む）

処理場名
(流関は流域下水道名）

№ 府県名
市町村名

（又は組合名）
府県名

市町村名
（又は組合名）

処理場名
(流関は流域下水道名）

№



資料－３．大阪湾におけるモニタリング地点

注１）ＤＯとＣＯＤを年４回以上測定している調査を対象とした。

注２）公共用水域水質調査［河川］は、最下流の測定地点のみ示した。



． （ ）資料－４ 大阪湾環境データベース http://kouwan.pa.kkr.mlit.go.jp/kankyo-db/
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資料－６．大阪湾再生推進会議等の実施状況

年 月 日 会 議 名

（平成15年）

第1回大阪湾再生推進会議7月28日

第1回陸域グループ会議10月15日

第1回海域グループ会議11月14日

第1回モニタリンググループ会議〃

第1回全体グループ会議12月5日

第2回陸域グループ会議12月24日

（平成16年）

第2回海域グループ会議1月9日

第2回モニタリンググループ会議〃

第2回全体グループ会議2月6日

第3回陸域グループ会議2月18日

第3回海域グループ会議2月27日

第3回モニタリンググループ会議〃

第3回全体グループ会議3月8日

第1回幹事会3月15日

第2回大阪湾再生推進会議3月26日

大阪湾再生行動計画決定

（ ）大阪湾再生推進会議最終とりまとめ



資料－７．大阪湾再生推進会議委員構成

・内 閣 官 房 都市再生本部事務局次長

・国土交通省 近畿地方整備局長

近畿地方整備局副局長

海上保安庁第五管区海上保安本部長

・農林水産省 近畿農政局長

林野庁近畿中国森林管理局長

水産庁漁港漁場整備部長

・環 境 省 環境管理局水環境部長

・滋 賀 県 琵琶湖環境部長

・京 都 府 企画環境部長

土木建築部長

・大 阪 府 環境農林水産部長

土木部長

・兵 庫 県 健康生活部環境局長

県土整備部長

・奈 良 県 生活環境部長

土木部長

・和 歌 山 県 企画部長

・京 都 市 総合企画局長

・大 阪 市 都市環境局長

港湾局長

・神 戸 市 環境局長

建設局長

みなと総局長

・ 財）大阪湾ベイエリア開発推進機構 常務理事（



資料－８．大阪湾再生推進会議幹事会委員構成

・内 閣 官 房 都市再生本部事務局 参事官
・国土交通省 近畿地方整備局 企画部長

建政部長
河川部長
港湾空港部長

海上保安庁第五管区海上保安本部 警備救難部長
・農林水産省 近畿農政局 企画調整室長

林野庁近畿中国森林管理局 企画調整室長
水産庁 瀬戸内海漁業調整事務所長

・環 境 省 環境管理局 水環境管理課閉鎖性海域対策室長
近畿地区環境対策調査官事務所長

・滋 賀 県 政策調整部 企画調整課長
琵琶湖環境部 水政課管理監(水政課長事務取扱)

下水道計画課長
土木交通部 河港課長

・京 都 府 企画環境部 企画総務課長
企画参事
環境管理課長

土木建築部 河川課長
下水道課長

・大 阪 府 企画調整部 企画調整室総合調整課長
環境農林水産部 環境管理課長

水産課長
土木部 事業管理室長

下水道課長
港湾局 企画部長

・兵 庫 県 県民政策部 政策室課長（政策担当）
健康生活部環境局 水質課長
農林水産部農林水産局 水産課長
県土整備部土木局 下水道課長

港湾課長
・奈 良 県 生活環境部 環境政策課長

土木部 河川課長
下水道課長

・和 歌 山 県 企画部 企画総務課長
環境生活部 環境管理課長
農林水産部 水産振興課長
県土整備部港湾空港振興局 振興課長

・京 都 市 総合企画局政策推進室 政策企画課長
環境局環境政策部 環境指導課長
下水道局管路部 計画課長

・大 阪 市 都市環境局環境部 環境情報課長
下水道部 工務課中長期計画担当課長

港湾局企画振興部 計画課長
計画調整局企画調整部 政策調査課長

神 戸 市 企画調整局企画調整部 企画課長・
環境局 環境保全指導課長
建設局下水道河川部 計画課長
みなと総局技術本部 計画課長
産業振興局 農水産課主幹

・ 財）大阪湾ベイエリア開発推進機構 企画調査部長（


