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を向上させることと考えてよい。

ンインフラを用いて災害レジリエンス

上させることと言え、主としてグリー

災害の予防力および立ち直る能力を向

は災害レジリエンスを高める。熊本地

近にある資源を調達し、活用すること

する中で水、食料、エネルギーなど身

ある。発災直後、ライフラインが途絶

害から立ち直る能力」の観点も重要で

した農産物、プロパンガスなどを活用

電気などが途絶したが、湧き水、備蓄

震直後、南阿蘇地域では水道、交通、

＊林春男〝災害レジリエンスと防災科学技術〟京都
大学防災研究所年報、 A= Disaster Prevention
（ 2016
） :
Research Institute Annuals. A59.A
34-45.

グリーンレジリエンスと類似の言葉
し危機を乗り切っている。自然資源の

エーションの場の提供、生物多様性の

景観向上や食料や資材の提供、リクリ

る。生態系は減災防災機能のみならず、

サンゴ礁、水害防備林などがあげられ

は生態系の機能を活用した減災・
DRR
防災のことであり、マングローブ林、

エンスを高めるには、個人やコミュニ

することができなかった。災害レジリ

の備蓄はあったものの、それらを活用

本市内を調査したが、自宅に食料など

リエンスを高めたものと思われる。熊

に備わっていたことが、グリーンレジ

ポテンシャルが高かったことと、それ

維持などの生態系からの恵みがあるこ

ティレベルのサバイバル能力を高める

（ Ecosystem based
としては、 Eco-DRR
）がある。 Ecodisaster risk reduction

とが特に重要であり、それらが産業と

ことであることを実感した。

自然災害は自然によってもたらされ

災害と環境との基本的な関係

らを活用する能力が地域コミュニティ

結びつき、地域の持続性が高まること
にもつながる。グリーンインフラの基
が、災害レジリエンスの向上を考える

るため、地形や地質、自然の仕組みは

本的な性格として多機能があげられる
ときにこの複合的な機能の活用という

決定的に重要である。たとえば、二〇
一五年の鬼怒川では河川沿いの砂丘を

グリーンインフラの推進
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視点は極めて重要である。
また、グリーンレジリエンスの「災

特集

図．気候変動適応策と緩和策のシナジー（グリーンレジリエンスストラテッジ2017）
Graphic concept modiﬁed with acknowledgement of David MacLeod, City of Toronto

私たちの暮らしはあるが、私たちはそ

能を持っておりそれらをベースとして

然のシステムは自然災害を緩和する機

高まっている。このような、地形や自

が変化することによって災害リスクは

になっている。自然の水循環の仕組み

が降っても洪水ピーク流量は数倍以上

速くなり、都市化以前に比べて同じ雨

道網の整備によって雨水の流出速度が

雨水の流出率が高まり、あわせて下水

て覆われ、浸透量や蒸発散量が減少し

市化によって、地表面が建築物によっ

少なかったと推定されている。また都

より津波が減衰し他の地域より被害が

災時には、松島地区は多島的な地形に

濫が発生している。また、東日本大震

ラパネルを設置したため、そこから氾

延長一五〇ｍ、高さ二ｍ程度削りソー

地などの保護地は前者のアプローチが

においても、国立公園やラムサール湿

うとする動きなどがあげられる。日本

約湿地に対して防災機能を位置づけよ

いう視点である。例えばラムサール条

われるのみならず災害も引き起こすと

境が失われると、生物多様性などが失

とするアプローチである。これらの環

保全計画の中に防災の視点を加えよう

林、湿地、サンゴ礁、森林などの環境

ると前者が主流である。マングローブ

位置づけるの二つがある。世界的にみ

災を位置づける、②防災管理に環境を

は、①環境管理あるいは地域管理に防

災のマネジメントのアプローチとして

に取り扱うことが望まれる。環境と防

は密接な関係があり、これらは統合的

以上のように、環境と災害（防災）

土壌動物は土の浸透能力を保持する。

に人口は減少し復興につながらない。

力は減少し、ふるさとは消失し結果的

理的に安全になったものの、地域の魅

る場面は多々見られる。その結果、物

災害復旧や復興によって環境が劣化す

した例はほとんど見られない。一方、

あるいは自然環境の機能を強化・活用

災害前の状態よりも環境が向上する、

する水害からの復旧・復興において、

題である。東日本大震災やその後頻発

復興時の環境に対する配慮も重要な課

計画論ばかりではなく、災害復旧・

位置付ける必要がある。

どについて十分に検討し、防災計画に

るためにはどのようにすればよいかな

防災機能があるか？防災機能を付加す

林、湿地、砂丘、樹林帯などについて、

プローチである。すなわち、水田、森

旧や復興にあたる部局は、防災の視点

いことが根本的な原因である。災害復

環境と防災が統合的に捉えられていな

は極めて少ないのはなぜであろうか？

しかしながら、山附川のような事例

地域の将来を奪うこととほぼ等しい。

源であり自然環境が破壊されることは、

間地においては、自然環境が重要な資

うことはできなかったであろう。中山

やヤマメは生息せず、地域づくりを行

路工で復旧されていたならば、ホタル

川が通常の三面張りコンクリートの流

〇七年にはホタル祭りが再開、ホタル

数年後には見事に環境が回復し、二〇

る川づくりが実施された。その結果、

を存置し、山地渓流の風景と機能を守

し、川の蛇行を保全し、河道内の巨石

こった場所の川幅はなるべく広く確保

となる川が再生された。もしもこの河

の里、ヤマメの里として地域づくりの核

のことを、殆ど意識せずに暮らしてお

重要である。

災害復興と環境

り、時としてそれらを改変し災害の強
さらにベースとなる自然地形などに

画の中に環境を位置づけることが現実

は環境管理の視点が弱いため、防災計

宮崎県高千穂町の山附川である。山附

少し例を見たい。写真に示したのは

これを防ぐためには、グリーンレジリ

いうところまで、
考えが及んでいない。

ると考えがちで、環境が資源であると

が強すぎ、他のことへの意識は極めて

生態系や生物の機能が加えられ災害現

的なアプローチである。すなわち、防

川は二〇〇五年九月の台風一四号によ

エンスの考え方を普及し、災害復興・

本来の復旧・復興はグリーンレジリエ

象に重要な役割を果たす。サンゴ礁や

災機能を持つ自然環境を防災計画の中

り甚大な被害を被った。その復旧に際

復旧時に環境の専門家を加えることが

一方、日本の大部分の国土において

マングローブ林などは高潮や津波の被

に位置付け破壊されないように保全す

して、従来の流路工による復旧ではな

必要である。

度が大きくなることがある。

害を軽減し、湿地帯は豪雨時に洪水を

る、あるいは防災機能を強化するため

く、被災後の断面に基づき、浸食が起

希薄である。環境は付加的なものであ

貯留し、樹林の枝葉は降雨遮断・蒸発

に自然環境を活用・強化するというア

ンスを高めることが望まれる。

により洪水量を減少させ、植物の根や
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流域治水と
グリーンレジリエンス

の蒸発散、河道や水路の部分的拡幅や

粗度付け、氾濫流のコントロールには

水害防備林などが、また土地利用に関

しては放棄水田などを湿地遊水地とし

すなわち流域治水の新しいメニュー

最後に最近話題となっている流域治

水道等の管理者が主体となって行う従

は、単に治水機能を持たせるのみなら

て活用するなど、グリーンインフラが

来の治水対策に加え、集水域と河川区

ず、生態系の機能を活用し環境機能や

水とグリーンレジリエンスの関係につ

域のみならず、氾濫域も含めて一つの

ＧＨＧの削減などの機能を持たせること

主たる手法論となる。

流域として捉え、その河川の流域全体

が重要であり、それこそが地域の持続

いて見たい。
「流域治水」は河川、下

のあらゆる関係者がさらに協働して流

的な発展に寄与するものと考えている。

％であり、流域治水の主たるターゲッ

河川・水路四％、道路三％、その他九

六％、農用地一三％、宅地五％、水面・

して三つである。日本の国土は山林六

③土地利用などのマネジメントの主と

ネジメント、
②氾濫流のマネジメント、

ューは①流域からの水や土砂の流出マ

は地域のレジリエンスは高まらないと

せていただいたが、防災のみの視点で

念が重要なことなどを本稿では述べさ

水にとってグリーンレジリエンスの概

いう考え方が重要であること、流域治

することによりシナジーが生まれると

気候変動適応策と緩和策を同時に実行

環境と防災を統合的に考えること、

おわりに

域全体で水害を軽減させる治水対策と
定義されている。

トが上記の土地利用となり、自然的な

いうことを最後に強調したい。

従来の手法を除いた流域治水のメニ

場所が大分を占めることが分かる。ま
た、流出抑制には土壌浸透や樹木から

グリーンインフラの推進
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環境が再生した山附川

