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「布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会」

１．構成機関
「布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会」 構成機関

構 成 機 関 担 当 備 考

布目ダム周辺地域開発協会 理事長他

山 添 村 地域振興課

奈 良 市 総合政策部総合政策課
都祁行政センター業務課

ツアー・オブ・ジャパン 奈良ステージ実行委員会事務局
組織委員会

奈良県サイクルリング協会 理事長他

奈 良 県 地域振興部地域政策課 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

国土交通省近畿地方整備局 木津川上流河川事務所調査課 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
淀川ダム統合管理事務所防災情報課

独立行政法人水資源機構 関西支社総務部利水者サービス課
木津川ダム総合管理所
布目ダム管理所

２．実行連絡会実施状況

平成14年 5月23日 ○実行連絡会の設立準備会開催
実行組織の設立、運営、会の名称、構成メンバー決定

平成14年 7月19日 ○第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
組織の役割、組織、運営、１４年度の実行内容など議論

平成14年10月23日 ○第２回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
実行連絡会会則、１４年度活動中間報告

平成15年 7月 9日 ○平成15年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
１４年度活動結果報告、１５年度活動計画等

平成16年 7月22日 ○平成16年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
１５年度活動結果報告、１６年度活動計画等

平成17年 7月28日 ○平成17年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
１６年度活動結果報告、１７年度活動計画等

平成18年 7月28日 ○平成18年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
１７年度活動結果報告、１８年度活動計画等

平成19年 7月31日 ○平成19年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
１８年度活動結果報告、１９年度活動計画等

平成20年 7月31日 ○平成20年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
１９年度活動結果報告、２０年度活動計画等

平成21年 7月31日 ○平成21年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
２０年度活動結果報告、２１年度活動計画等

平成22年 7月30日 ○平成22年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
２１年度活動結果報告、２２年度活動計画等、その他
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平成23年 7月28日 ○平成23年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
２２年度活動結果報告、２３年度活動計画等、その他

平成24年 7月19日 ○平成24年度第１回布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会開催
２３年度活動結果報告、２４年度活動計画等、その他
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■布目ダム水源地域ビジョン：平成２３年度実施状況　及び　平成２４年度　実施計画

平成 ２４年 ７月１９日 （木）

具　　　　体　　　　方　　　　策 平　成　２　３　年　度　　　　　実　施　状　況 平　成　２　４　年　度　　　　　実　施　計　画 実施主体 実施時期 備　　　考

◆既存観光施設を結ぶ周遊ルートの設定

布目ダムや神野山、針テラスなど布目ダム水源地域に立地する　既存観光施設を結び
周遊ルートを設定し、利用者の誘導を図る。

未実施 実施の予定無し
　○山添村
　○　〃

新規

◆周遊ルートを回るバスツアーの実施

奈良駅等を発着点に、バスによって周遊ルートを回るバスツアーを実施する。 未実施 実施の予定無し 　○山添村 H14実施

◆道の駅針テラスでの布目ダム水源地域の案内強化

都祁情報館に山添村や奈良市などの観光パンフレットを置き布目ダム水源地域としての
案内機能を強化する。

○都祁情報館に奈良市の観光パンフレットを配置
○情報表示版（サイネージ）でのイベント情報等の発信

同左 　○奈良市

◆布目ダム水源地域のＰＲパンフレットの作成、配布 子供用パンフレット作成（更新）、配布 大人用パンフレット作成（見直し）、配布 　○構成機関

布目ダム水源地域の施設案内や観光マップなどを記載した広域の観光パンフレット等を
作成し、配布する。

○ダム水源地域の施設案内等の観光マップを近隣市町村へ配布。
※大阪市水道記念館へ配布など、配布範囲と拡大する。

○サイクルマップの作成、配布
○水源地マップの作成、配布

　○水機構 継続

◆インターネットホームページの相互リンク

布目ダム水源地域に関連する自治体やダム事業者のホームページを相互にリンクさせ
る。

　○構成機関 H16実施、継続

◆流木や浚渫土の活用検討

布目ダムで発生する流木や浚渫土を地元自治体で農業や園芸その他産業に活用するた
めの検討を行う。

　　○浚渫土を活用するための検討実施
　　○浚渫土砂の分析公表及び下流河川への還元実験実施

○浚渫土を活用するための検討実施
○浚渫土砂の分析公表及び下流河川への還元実験実施

　○水機構
　継続

◆布目ダム見学会の充実

奈良市小学生によるダム見学会を継続して開催するとともに、山添村、奈良市都祁でも
見学会の開催を検討する。
また、見学対象者を親子、大人などにした生涯学習の一貫としての見学会の実施につい
て検討を行う。

　　○奈良市、山添村小学生の見学会を実施（５月～６月、約1700名）
　　○森湖旬間に会わせ一般見学者を対象に見学会を実施（７／２４）
　　　また、昨年と同様に内容の向上を図るためアンケートを実施

○奈良市、山添村小学生の見学会を実施（５月～６月）
○森湖旬間に会わせ一般見学者を対象に見学会を実施予定（８／１）
また、昨年と同様に内容の向上を図るためアンケートを実施する。

　○水機構 H16実施、継続

◆ダム関連施設の一部開放検討

安全性の確保を前提に、条件付きでのダム関連施設の開放に関する検討を行う。 　○水機構 H17実施

◆マタニ土捨場の活用検討

ダム周辺地域での貴重なまとまりある平坦地のマタニ土捨場の活用について検討を行
う。

奈良県防災航空隊の訓練の用地として利用
奈良県防災航空隊の訓練の用地として利用
奈良県警察航空隊の訓練の用地として利用

　○水機構

◆副ダム貯水池以外での湖面活用検討

　副ダム貯水池以外の湖面でもボートやカヌーを行うための検討を行う。 釣り目的のボート利用がされており、利用ルールの整理、周知が行う。
カヌー利用拡大に向けて、アンケート調査を実施し、課題等を整理する。
釣り目的のボート利用がされており、利用ルールの整理、周知が行う。

　○水機構

◆地場産品の販売

現在布目ダム周辺で行われている地元住民による農作物などの販売を都市住民との交
流活動として継続する。

　○山添村
　継続
　  〃

◆既存イベントと地元住民とのつながりの強化 　　 　　

地元住民とのつながりが薄いツアーオブジャパンなどのイベントで地元住民も参加しやす
いような企画内容を追加する。

○サイクルフェスタ（５／２０）
○ツアーオブジャパン協賛（５／１７　中止）
○布目湖釣り大会　（９／２　中止）
○布目ダムマラソン実施（１２／２）

○サイクルフェスタ（５／15）

○布目湖釣り大会奈良大会　（９月）
○布目ダムマラソン実施予定（１２月）

　○ﾂｱｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ実行委員会
　○奈良県サイクリング協会
　○山添村　（水機構協力）
　○　〃 　　 （　　〃　　　  ）

　継続
　　〃

◆布目川の清掃等の継続 　　 　　

現在「布目川を美しくする会」を中心に行われている布目川の清掃活動等を継続して開
催し、環境美化と地元住民の意識の啓発を図る。

○「布目川を美しくする会」による河川清掃活動実施
○布目ダムクリーンキャンペーン清掃活動実施（６／19　１１／６）
○啓蒙・啓発看板の設置
○土日祝祭日にダム周辺のゴミ拾い実施（４１回実施）
○週１回の産廃、ゴミの不法投棄の監視を含めた巡回（５２回実施）

○「布目川を美しくする会」による河川清掃活動実施予定（８月）的野地域
○布目ダムクリーンキャンペーン清掃活動実施予定（６／１９，１１月）布目ダム周辺道路
○「布目川を美しくする会」による啓蒙・啓発看板の設置
○土日祝祭日にダム周辺のゴミ拾い実施（４１回予定）
○週１回の産廃、ゴミの不法投棄の監視を含めた巡回（５２回予定）

　○奈良市、山添村　（水機構協力）
　○布目ダム周辺地域開発協会
　　　　　　　　（水機構協力）
　○布目ダム周辺地域開発協会
　○布目ダム周辺地域開発協会

　継続
　　〃

◆布目川での水生生物観察会の実施 　　 　　

「布目川を美しくする会」を中心に企画されている布目川での水生生物観察会を実施し、
地元住民の意識の啓発を図る。また、将来的には上下流交流のイベントとすることも検
討する。

○「布目川を美しくする会」による水生昆虫観察会実施（７／２４）峰寺地域
○「布目川を美しくする会」による川に関する書き初め大会実施予定（１／２１）東
山公民館

○「布目川を美しくする会」による水生昆虫観察会実施（７／２２）峰寺地域
○「布目川を美しくする会」による川に関する書き初め大会実施予定（１月）東山公民館

　○奈良市、山添村
　　　　　 　〃

　継続
　　〃

◆ダム周辺での花の植栽活動

　山添村の施設（山添花香房）を活用し、地元住民の協力によってダム周辺の園地や道
路沿道などに花の植栽を行う。

○「花の会」による植栽活動実施 ○「花の会」による植栽活動実施 　○山添村 　継続

◆布目川流域調査結果の公表 　　 　　

「布目川・白砂川水質協議会」での布目川の流域調査結果を公表し、地元住民の意識の
啓発や、水質対策などを進める上での基礎資料としての活用を図る。

○水源保全に関する市民セミナーへの参加予定（８／３）
○布目川・白砂川の水質データを公表
○流域内の河川パトロール実施予定（６／４，９／２７，１２／２０，２／１４）
○流域ゴルフ場への農薬・肥料の適正使用要請（６／１７）

○水源保全に関する研修への参加予定（８月）
○布目川・白砂川の水質データを公表予定
○流域内の河川パトロール実施予定（６／５実施、9月、12月、2月予定）
○流域ゴルフ場への農薬・肥料の適正使用要請（６／２１実施）

　○奈良市、山添村
　○奈良市
　○奈良市、山添村
　○奈良市、山添村、天理市

H15より継続
　　　〃
　　　〃

◆神野山での植林活動

神野山周辺で活動する森林ボランティアと協力し、布目ダムの水源林である神野山に広
葉樹などを植樹する。

未実施 実施の予定無し 　○山添村

◆水質浄化施設等の整備検討

貯水池の浅瀬区域を利用して植物を生育させたり、湖面に浮島を設置するなどの景観的
にも効果がある植物による水質浄化施設の整備検討を行う。

コスモス公園に３基の浮島が設置されているが、 この浮島の管理について検討。
コスモス公園に３基の浮島が設置されている。 この浮島を適正に管理してもらうように働き
かける。

　○水機構

◆地域外の地域づくり団体等との連携

地域づくり団体等に関する情報を活用し、既存団体等との連携を図る。 ○ﾂｱｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ実行委員会、奈良県サイクリング協会の新規加入
布目ダム見学会での共同開催による連携強化
布目ダムで大会等を実施している釣りクラブ等との情報交換

　○構成機関

○地域内ネットワークの強化

○布目ダムの魅力を高める既存施設等の有効利用

○湖面の積極的な活用

○水源地域や布目ダムに対する関心・親しみ等の向上

○水源林等自然環境の保全と育成

○地域活動を担う人材の発掘、育成

実施済み

実施済み（流木処理場の開放）

　　○桐山で毎週土日に地場産特産物を販売
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山添村

平成２３年度実施状況報告

平成２３年度

○地域内ネットワークの強化

◆ 既存観光施設を結ぶ周遊ルートの設定。

・布目ダムや神野山 。針テラスを結ぶ既存観光ルートの設定。、

・・・・ 実施なし。

◆周遊ルートを回るバスツアーの実施。

・奈良駅を発着にバスよる周遊ルートのバスツアーの実施。

・・・・ 実施なし。

○水源地域や布目ダムに対する関心・親しみの向上

◆ 既存のダム周辺で行われている農産物の販売の継続。

（ ） 。・・・・桐山 農村広場前 の土・日曜日の産直販売の実施

◆既存イベントと地元住民の繋がりの強化。

・サイクルフェスタ ５月１５日実施。

・ツアーオブジャパン （中止）

・東山地区花火大会 ８月１４日

・布目湖釣り大会奈良大会（９月４日）大雨による中止。

・布目ダムマラソン大会 １２月４日実施。

◆布目川の清掃等の継続

・ 布目川を美しくする会」による河川清掃活動の実施。「

布目川流域大字７月～８月各大字毎で実施。

・布目ダムクリーンキャンペーン（イベントに合わせ）

６月３日 ７月２４日

◆布目川での水性生物観察会及び水に関わる書き初め大会の実施。

・ 布目川を美しくする会」による水中生物観測会７月２４日及び、「

布目川を美しくする書き初め大会 １月２１日実施。

◆布目ダム周辺での花の植栽活動

・ 花の会」による植栽活動の実施。北野区の活動「

○水源林等自然環境の保全と育成。

◆神野山周辺での活動

・神野山周辺で活動する森林ボランテｲアと協力し、神野山に広葉樹を

植栽 ・・・・実施せず。。
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山添村

平成２４年度実施計画

平成２４年度

○地域内ネットワークの強化

◆ 既存観光施設を結ぶ周遊ルートの設定。

・布目ダムや神野山、針テラスを結ぶ既存観光ルートの設定。

【奈良交通の観光ツアー採択の要望・協力】

◆周遊ルートを回るバスツアーの実施。

・奈良駅を発着にバスよる周遊ルートのバスツアーの実施。

【 、 】なべくら渓 枡形岩等との奈良交通のツアーの要望・協力

○水源地域や布目ダムに対する関心・親しみの向上

◆ 既存のダム周辺で行われている農産物の販売の継続。

・・・・桐山（農村広場前）の土・日曜日の産直販売の実施。

◆既存イベントと地元住民の繋がりの強化。

・サイクルフェスタ ５月２０日実施。

・ツアーオブジャパン （中止）

・東山地区花火大会 （８月１４日）予定

・布目湖釣り大会奈良大会（９月２日）予定

・布目ダムマラソン大会 （１２月２日）予定。

◆布目川の清掃等の継続

・ 布目川を美しくする会」による河川清掃活動の実施。「

布目川流域大字７月～８月各大字毎で実施。

・布目ダムクリーンキャンペーン（イベントに合わせ）

７月～８月にかけ各大字で実施

◆布目川での水性生物観察会及び水に関わる書き初め大会の実施。

・ 布目川を美しくする会」による水中生物観測会７月２２日及び、「

布目川を美しくする書き初め大会 １月中旬頃実施予定。

◆布目ダム周辺での花の植栽活動

・ 花の会」による植栽活動の実施 （休止中）北野区の活動「 。

○水源林等自然環境の保全と育成。

◆神野山周辺での活動

・神野山周辺で活動する森林ボランテｲアと協力し、神野山に広葉樹を

植栽 ・・ 県森林関係課で景観改善の植栽に対しての補助事業採択。 【

の要望中】
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ツアー・オブ・ジャパン組織委員会

奈良ステージ実行委員会

平成２３年実施活動報告

・第１５回ツアー・オブ・ジャパン ５月 日奈良ステージ中止16

平成２４年実施計画

・現在、未定

奈良県サイクリング協会

平成２３年実施活動報告

・第２０回布目湖畔サイクルフェスタ 平成２３年５月１５日開催

・布目ダム見学会共同開催（君のサイクルテクニック）平成２３年７月２４日開催

平成２４年実施計画

・第２１回布目湖畔サイクルフェスタ 平成２４年５月２０日開催

・布目ダム見学会共同開催（君のサイクルテクニック）平成２４年７月２２日開催予鈴
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布目ダム管理所

○地域内ネットワークの強化
○布目ダム水源地域の案内強化

平成２３年度の実施状況

・布目ダム水源地域のＰＲパンフレットの作成、主として布目ダムの訪問者に配布。

・大阪府水道記念館に置かせてもらう （平成 年 月から実施中）。 22 6
・針テラス電工掲示板へのイベント情報提供

平成２４年度の実施計画

・新規ＰＲパンフレットの作成（サイクルマップ、流域マップの作成）

○インターネットホームページの相互リンク

平成２３年度の実施状況

・イベント情報の充実、情報収集に努めホームページへの掲載を実施。

・イベント状況等をホームページで掲載。

平成２４年度の実施計画

・観光案内や周辺情報等の充実を図る。

・イベント情報の充実、情報収集に努めホームページへの掲載を実施。

・イベント状況等をホームページで掲載情報発信の充実を行う （布目ダムマラソン、ク。

リーンキャンペーン等）

○布目ダムの魅力を高める既存施設等の有効利用
流木や浚渫土の活用検討○

平成２３年度の実施状況

・浚渫土の活用、 は、モニタリング実施。舗装の骨材への利用について

・仮置きしている浚渫土は、ＮＥＸＣＯ西日本大和郡山ジャンクション事業で全量使用を確

認。（平成24年度まで）

平成２４年度の実施計画

ＮＥＸＣＯ西日本大和郡山ジャンクション事業での利用は、今秋から予定。・

○布目ダム見学会の充実

平成２３年の実施状況

月 団体名等 見学者数 備考

5月～7月 小学校見学 1,640 20校

５月 第19回布目湖畔サイクルフェスタ 32

５月 一般者申し込み 12

５月 放流連絡会幹事会 8

7月 ダム見学会（管理開始20周年 239

７月 ＪＡＦ奈良支部見学会 78

８月 水の週間ダム見学会 36



13

月 団体名等 見学者数 備考

８月 6一般者申し込み

山添村教育委員会教員研修 10８月

９月 丸島ユニオン 10

月 2010 布目白砂川水質協議会

木津川を美しくする会精華町支部 1410 月

奈良市水道局 地下埋設建設協議会16

10月 3(株)丸島アクアシステム

2月 奈良市水道局 6 技 術 管 理 者 資 格 取

得実務研修

合計 2,130

平成２４年度の実施計画

・平成２４年 月～６月、奈良市小学校社会科見学２１校１，７００人の見学を実施5
・柳生中学校への出前講座の実施（７月１１日）

・柳生中学校から職業体験の受け入れ（８月１７日予定）

○ダム関連施設の一部開放検討

平成２３年度の実施状況

・流木処理場の開放を平成 年度から実施している。17
平成２４年度の実施計画

・引き続き流木処理場の開放を行う。

○マタニ土捨場の活用検討

平成２３年度の実施状況

・奈良県防災航空隊の訓練場として活用

平成２４年度の実施計画

・奈良県防災航空隊に加え、奈良県警警察航空隊の訓練場として活用。

○湖面の積極的な活用
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○副ダム貯水池以外での湖面活用検討

平成２３年度の実施状況

・水機構内の他ダムの状況を調査し課題を抽出

平成２４年度の実施計画

・湖面利用ルールの検討（水質保全、利用者の安全）

・水面利用者との協力関係の検討。

○水源林等自然環境の保全と育成
○水質浄化施設等の整備検討

・植物による水質浄化施設の整備検討

平成２３年度の実施状況

・地域の中学校等へ課外授業となる植生管理を山添村教育委員会に提案。

・コスモス公園に３基の浮島の管理についての検討

平成２４年度の実施計画

・柳生中学校出前講座、布目ダムの水質保全設備について講座を行う （ 月 日実施）。 7 11
・引き続きコスモス公園に３基の浮島の管理についての検討。

○地域活動を担う人材の発掘、育成
平成２３年度の実施状況

・オオムラサキの放蝶会が行われた （ 月 日）。 7 10
・コスモス公園では修羅古流会（釣り愛好家の集まり）の清掃活動が年 回行われている。2
・ダム見学会での共同開催（ 月 日 〔山添村、布目川を美しくする会、奈良県サイクリング協7 24 ）

会、奈良県防災航空隊〕

平成２４年度の実施計画

・オオムラサキの放蝶会の開催（ 月１日）7
（ ）〔 、 、 、・ダム見学会での共同開催 月 日 山添村 布目川を美しくする会 奈良県サイクリング協会7 22

神野山観光協会、奈良県防災航空隊、奈良県県警本部、奈良市消防局 〕、
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平成２３年度 布目ダム水源地域ビジョン実行連絡会

事務局からの提案

１ 【継続】布目ダム水源地域ビジョンの主旨、内容について再確認するため次の資料を．

配付する。

「布目川がつなぐ森とふれあいの空間」布目ダム水源地域ビジョン平成１４年３月

布目ダム水源地域ビジョン策定会議

２ 【継続】各構成機関の活動において、布目ダム水源地域ビジョンのキャッチフレーズ．

「布目川 がつなぐ森と人のふれあい空間」を催し物のチラシなどに表示していく。

３ 【継続】イベント開催にあたっての相互協力の強化について．

昨年の 月２４日のダム見学会において、山添村、布目川を美しくする会、奈良県サ7
、 、 （ ）イクリング協会と共同開催し 大きな成果が得られたことから 今年度 月２２日7

についても共同開催で行う。

今後も相互協力によりイベント等を盛り上げていく。

４ 【新規】水源地ツアーの開催．

生活用水を普段使用している下流に住む人に、水源地としての保全活動や地域活性化

の活動を知ってもらう。今年度は、モデルプラントして開催し、問題点や改善点を抽

出する。
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