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2.4 現行の水質浄化計画 

 

2.4.1 霞ヶ浦の水質浄化計画 

2.4.1.1 利根川水系河川整備基本方針の概要 

水質については、閉鎖性水域である霞ヶ浦において、関係機関や地域住民等

と連携を図りながら、流入汚濁負荷量の削減対策、河川・湖沼等の浄化対策な

どの水質改善に努める。 

 

2.4.1.2 霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画の概要 

長期ビジョン 

「泳げる霞ヶ浦」(霞ヶ浦の湖水浴場がにぎわっていた昭和 40 年代前半の状

況)及び「遊べる河川」を実現するため，概ね平成 32 年度に全水域の平均値で 

ＣＯＤ５mg/L 台前半の水質を目指すこととし、流域の生活排水対策や畜産対

策、さらに農地・市街地等からの流出水対策等、全ての汚濁発生源で例外なく

排出負荷の削減に取り組むとともに、湖内湖植生浄化施設（ウェットランド）

の整備や湖岸植生・砂浜の保全・再生等の湖内対策，浄化用水の導入等の対策

を進める。 
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2.4.2 桜川・千波湖の水質浄化計画 

2.4.2.1 那珂川水系河川整備基本方針の概要 

水質については、河川の利用状況、沿川地域の水利用状況、現状の環境を考

慮し、下水道等の関連事業や関係機関との連携・調整、地域住民との連携を図

るとともに、導水後の那珂川の流水のモニタリング等を行いながら、良好な水

質の保全に努める。また、環境基準を上回る支川桜川やＣＯＤが高い数値を示

す千波湖等において河川・湖沼の浄化対策などの水質改善に努める。 

 

2.4.2.2 那珂川水系那珂川圏域河川整備計画【茨城県】の概要 

水質の保全及び改善の目標については，各河川の類型指定による環境基準値

によるものとし、現在，類型指定されていない河川についても、環境部局等と

の連携を図りながら水質の保全・改善について検討していくものとする。 

 

 

2.4.2.3 第二期水環境改善緊急行動計画 桜川清流ルネッサンスⅡの概要 

(1) 計画目標年度 

本計画は現況基準年を平成 15 年度（2003 年度）とし、計画目標年度を平成

27 年度（2015 年度）とする。また、中間目標年度を平成 22 年度（2010 年度）

とする。 

 

(2) 緊急的に改善を目指す目標水環境 

1) 目標とする水環境 

水環境の現況把握および将来予測をするために、区間分けを行った。区間

は河川周辺の土地利用形態や水環境上の特性によって決定した。区間ごとに

水環境の目標を設定する。 
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区間名 対象区間 水質評価地点 水環境の目標 

桜川Ａ 
渡里用水分水

口より上流 
分水口上流 

農村環境の保全： 
自然を多く残した田園風景の中を流れており、農村環境の保全

を目標とする。 

桜川Ｂ 
渡里用水分水

口上流～千波

湖導水取水口 
八幡橋 

自然環境の保全と復元： 
農村部と都市部をつなぐ地域であり、自然環境の保全と復元を

目標とする。 

桜川Ｃ 
千波湖導水取

水口～ 
那珂川合流 

駅南小橋 
搦手橋 

千波湖および偕楽園と一体となった静的空間の保全： 
都市部であり千波湖、偕楽園が含まれることから、千波湖およ

び偕楽園と一体となった静的空間の保全を目標とする。 

千波湖 千波湖 千波湖中央 
親水性の向上、歴史・文化的街並みの保全： 

歴史的価値のある備前堀が流れる都市部であることから、親水

性の向上・歴史・文化的街並みの保全を目標とする。 

沢渡川 
・ 
堀川 

全川 猩々橋 

せせらぎの回復による親水性の向上： 
沢渡川緑地では、子供達の遊ぶ姿が見られるが、水辺に近づく

姿はみられないことから、せせらぎの回復による親水性の向上を

目標とする。 

逆川 全川 駅南出合橋 
清流の再生による親水性の向上： 

逆川は、水の汚濁が見られ、清流の再生による親水性の向上を

目標とする。 

 

図 2.4-1 桜川・千波湖水環境目標設定区間 

 

2) 目標水質及び目標流量 

桜川の水質・水量・水辺環境の目標は、桜川の各種環境の情報、地域住民

の要望、環境基準等を考慮して設定する。 

 

a) 水質目標 

目標水質は、現況水質や地域住民の要望、環境基準等から設定する。桜川・

沢渡川・逆川の目標水質は、散策等の親水活動、環境基準（C 類型）等を考

慮して、BOD5mg/L 以下を目標水質とする。また、桜川下流については夏
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季のアオコ発生による水質悪化が顕著であるため、夏季においても

BOD5mg/L 以下を目指すものとする。 

千波湖の水質目標は、アオコの発生の削減、親水活動や水戸市の水質保全

計画等を考慮して、COD8mg/L 以下を水質目標とする。特に、夏季のアオ

コ発生による水質悪化が顕著であるため、夏季においても COD8mg/L 以下

を目指すものとする。 

水環境改善施策の進捗状況を確認するために現況水質・水質予測結果等を

踏まえ、中間目標水質を設定する。 
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