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ができ、グリーンインフラと呼んでも

を見据え維持管理のコストが小さい方

して活用することや、将来の人口減少

だけでなく、空間、時間、社会の各方

リーンインフラは、個別の施設の設計

も強化されている。以上のように、グ
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間違いではない。

策を選択することは、
「持続的な地域

る街路樹」や「建物の温度を下げる屋

とえば「歩行者に涼しい日陰を提供す

る内容にも多様な内容が含まれる。た

グリーンインフラという言葉で表され

う言葉は意味の広い概念であるため、

と説明されている。
「自然環境」とい

土・都市・地域づくりを進める取組」

能を活用し、持続可能で魅力ある国

において、自然環境が有する多様な機

備や土地利用等のハード・ソフト両面

「社会資本整
通省 二〇一九年）では、

やグリーンインフラ推進戦略（国土交

土形成計画（ 閣議決定 二〇一五年 ）

グリーンインフラという言葉は、国

ある。今後の気候変動の進行を踏まえ

また「時間的な視野」の拡張も重要で

持にも寄与する取り組みになり得る。

だけでなく、地下水の涵養や湧水の維

た計画とすることで、都市域の水防災

する際、浸透した水の行き先を考慮し

能力を高めるグリーンインフラを導入

である。たとえば植栽帯への雨水浸透

ある。一つは「空間的な視野」の拡張

視野の拡げ方にはいくつかの方向性が

内容を吟味することが効果的である。

のスケールから、さらに視野を拡げて

街路樹や屋上緑化といった個別の施設

に対して効果的に役立てるためには、

で魅力ある国土・都市・地域づくり」

も住民が協力するなど、維持管理体制

る。この事例では、草刈り等の管理に

着心が向上したことが報告されてい

参加する形をとることで、河川への愛

の小規模な工事にも沿川住民や児童が

市民参加を重視するとともに、河川で

西郷川では、川づくりの計画段階から

事業のカギとなる。福岡県福津市の上

維持管理まで含めて合理的・効果的な

要素がある。
また良好な連携の構築は、

実施まで住民や市民団体と連携できる

湿地の管理には、計画段階から管理の

での拡張も重要である。樹林・草原・

社会にオープンにしていくという方向

空間的・時間的な視野の拡張に加え、

によって生態系から多様なサービスを

質・水文条件を踏まえ、何らかの管理

定義はあいまいだが、地域の地形・地

の造語である。
「里山」という言葉の

である。里山グリーンインフラは筆者

流域を対象に進められている取り組み

を目標とし、千葉県北部、特に印旛沼

の特性を踏まえた魅力的な地域づくり

「里山グリーンインフラ」は、自然

るだろう。

り効果的で意義の大きい取り組みにな

置・手段・体制を計画することで、よ

しかしグリーンインフラを「持続的

向にスケールアップした視点から配

上緑化」も、植物や水という自然環境

グリーンインフラを気候変動適応策と

里山グリーンインフラの
取り組み

の機能を活用した社会資本ということ

グリーンインフラ計画の
スケール

づくり」につながるだろう。

1）
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活用を探求するという意図を出すた

現代・未来の社会ニーズにあわせた利

懐古趣味的に捉えられかねないので、

用いている。里山という言葉だけでは

引き出すシステムというニュアンスで

ーンインフラに関する社

勉強会」に参加し、グリ

「 里山グリーンインフラ

が、月に一度程度の頻度で開催される

究者、学生などさまざまな立場の方々

職員、建設・環境コンサルタント、研

合させた。現在、市民団体、自治体の

め、グリーンインフラという言葉と結

ても進行した。

み、耕作放棄されていた谷津の埋め立

らに一九八〇年代以降は都市開発が進

第に耕作放棄されるようになった。さ

心は沖積平野に移り、谷津の水田は次

行した一九七〇年代以降は、稲作の中

の干拓事業が完了し圃場整備事業が進

行われていた。しかし印旛沼や手賀沼

かつては湧水を利用して水田の耕作が

そこでの脱窒などの作用により、流出

谷底面が湿潤な状態になっていれば、

オン濃度が高い場合が多いが、谷津の

合、谷津の奥部で生じる湧水の硝酸イ

ている。谷津の集水域に畑地が多い場

けではない。水質浄化機能も確認され

谷津の生態系が有する機能は治水だ

るものと考えられる。

どの湿地内の構造による貯留効果によ

流れる河川や湖沼に流れ

合流しながら沖積平野を

谷津から流れ出る水路と

水路を流下し、隣接する

湧水は谷底部の小規模な

水が湧出している。この

の奥部や辺縁部では地下

谷 を 指 す︿ 図 １﹀
。谷 津

して形成された小規模な

ある。谷津は台地を侵食

自然の要素に「谷津」が

として特に注目している

里山グリーンインフラ

見交換を行っている。

に関する情報の共有・意

然環境の機能評価・管理

林・草原・湿地などの自

林や草原がもつ雨水浸透能力や、畔な

率の大小関係は変わらない。これは樹

よって変化するが、流出の遅れや流出

いる。これらの数値は降水パターンに

％程度に抑制されることが観測されて

の降水量に対する流水量の比）は三〇

〇倍近く遅くなり、流出率（集水域へ

に比べ、降水から流出までの時間が一

や集水域が宅地に改変されている谷津

樹林が残存している谷津では、谷底部

して維持され、かつ集水域にも草原や

るいは耕作放棄地など湿地的な環境と

「治水」機能である。谷底部が水田あ

めている。注目している機能の一つが

系機能を評価し活用する取り組みを進

フラとして捉え、耕作放棄水田の生態

は谷津という地形単位をグリーンイン

里山グリーンインフラの取り組みで

燥しやすい。このような場所では、排

が高いため、隣接する耕作放棄地は乾

れる︿図２﹀
。排水路が深く排水能力

ト柵渠が設置されている場所が認めら

のの、谷底面の中央に深いコンクリー

のほぼすべてが耕作放棄されているも

れる。印旛沼流域では、谷津の谷底面

による耕作放棄地の湿地化」が挙げら

置の一例として、
「排水路の塞き上げ

複数の機能の向上が期待できる管理措

によって向上することが期待できる。

谷津が有する機能は、
管理（手入れ）

境を利用して生息している。

では谷津奥部の湧水が作り出す湿地環

ョウなどの絶滅危惧種は、印旛沼流域

つと言える。アカガエルやホトケドジ

らに生物多様性保全も重要な機能の一

する水での濃度は極めて低くなる。さ

3）

込む。谷津の谷底部では、

3）

会 的 動 向 や、 地 域 の 樹

特集

3）

2）

グリーンインフラの推進
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図１．印旛沼流域の一つの谷津とそれを取り巻く斜面と台地の様子

水路を塞き上げることにより隣接する
耕作放棄地が湿地化し、水質浄化能力
や生物多様性保全機能が向上すること
が期待できる。さらに地表面が冠水す
る程度の条件が維持できれば、耕作放
棄地の樹林化が抑制できるため、将来
再び農地に戻す際により低いコストで
実現できる。また柵渠の一部を撤去し

規模な遊水地として機能するよ

路から耕作放棄地に水が溢れ、小

たりすることで、大雨の際には水

水循環全体の健全化に貢献する。

津の環境が良好に保たれていることは

保たれていることが重要であるし、谷

等の一部を改正する法律」二〇二一年

連法（
「特定都市河川浸水被害対策法

の検討が進められている。流域治水関

向上が期待できる。

農地維持といった多数の機能の

に、治水、水質浄化、生物保全、

に役立つ可能性がある。このよう

うになり、下流でのピークカット

に取り組む項目として、
「気候変動や

された。新しい基本計画では、重点的

循環基本計画」は、二〇二〇年に改訂

的に進めるために定められた、
国の
「水

水循環基本法に書かれた内容を計画

る取り組みが期待される。

た流域治水と水循環の健全化に貢献す

おいても、グリーンインフラを活用し

推進が言及されている。印旛沼流域に

の取組みにおけるグリーンインフラの

七月施行）の付帯決議では、流域治水

応」が掲げられ、そのために講ずべき
施策として
「グリーンインフラの整備」

社会実装に向けた
連携の必要性

な枠組みに、水循環基本法（二〇一四

態を良好に保つことを目的とした法的

いる必要がある。広域的な水の動

いう一連のプロセスが保たれて

までゆっくりと流下していくと

地表に現れ、地表水が河川・湖沼

をかけて湧水として谷津奥部で

に降った水が地下に浸透し、時間

を目標年とする「印旛沼流域水循環健

健全化会議」が設置され、二〇三〇年

ている。印旛沼流域では「流域水循環

ントを行うよう努めることが求められ

計画」を基本方針とする流域マネジメ

循環協議会」を設置し、
「流域水循環

ため、一定の流域単位ごとに「流域水

対して、水循環に関するガバナンスの

水循環基本法では、地方公共団体に

水質浄化機能や生物多様性保全機能

するか考察する。

みを例に、どのような行政部署が関連

化・生物多様性保全に活用する取り組

上記した耕作放棄水田を治水・水質浄

高まる。
ここでは印旛沼流域を想定し、

携することで、事業の価値は飛躍的に

る。それと共に、複数の行政部署が連

分野からの科学的評価が不可欠であ

様なステークホルダーの協力や複数の

が挙げられた。これは本稿の冒頭で述

年施行）
がある。
水循環基本法では、「人

全化計画」が策定されている。二〇二

は、谷津の谷底面が湿地状態で維持さ

谷津の生態系が湖沼の生物多

水循環の健全化や流域治水を実現す

の活動及び環境保全に果たす水の機能

一年度は、印旛沼流域水循環健全化計

れることで確保される。谷底面が湿地

べた国土形成計画等の内容と対応して

が適切に保たれた状態での水循環」を

画を具体化するための実行計画を更新

であるためには谷津奥部での湧水が必

様性保全や農地維持にも貢献す

「健全な水循環」と呼んでいる。谷津

する年にあたり、現在、流域治水の取

要であり、湧水を維持するためには台

る上では、住民や水利用者を含む、多

がグリーンインフラとして機能を発揮

り組みを重視する方針が示され、計画

いる。

5）

するためには流域の水循環の健全性が

る機能を発揮するためには、台地

4）

水循環の健全化に
向けて

大規模自然災害等によるリスクへの対

図２．コンクリート柵渠の両側の水田が耕作放棄された谷津の例（左図）
。
生態系の機能の向上に効果があると考えられる措置（柵渠化された排水路の塞き
上げや耕作放棄地の遊水地化）の模式図（右図）
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管理に係る部署と農地管理に係る部署

維持にも寄与するという意味で、河川

地化」のような措置は、治水にも農地

水路の塞き上げによる耕作放棄地の湿

的である︿図３﹀
。また上述した「排

地計画や、下水道計画での考慮が効果

要がある。これは、台地上の都市・緑

地上に雨水浸透面が確保されている必

れら環境に関する部署が関与すること

る取り組みという側面もあるため、こ

水質浄化や生物多様性保全にも貢献す

議においても指摘されている。さらに

は、上述した流域治水関連法の附帯決

理部署と農林関係機関の連携の重要性

という選択肢は検討しにくい。河川管

棄地であっても農地に水を溢れさせる

く、新しい制度や資金メカニズムの活

で、事業の意義を高められるだけでな

組 み との 関 係 を 整 理 し た り す る こ と

けたり、カーボンニュートラルへの取

健全化を気候変動適応策として位置付

グリーンインフラを活用した水循環の

把握して活用することも重要である。

備も進行しつつあり、これらの動向を

促進する法制度や資金メカニズムの整

視点からの計画の立案と、効果的な実

的・時間的・社会的な拡がりを持った

部署が横断的なチームを構築し、空間

らに重要性を増すに違いない。複数の

少と気候変動が進行する中で、今後さ

グリーンインフラの活用は、人口減

ろう。

では、別の部署の関与も必要になるだ

り、異なる生態系を活用する取り組み

践を進めることが望まれる。

で価値はさらに高まる。
近年ではグリーンインフラの推進を

る。また上述
のように、グ
リーンインフ
ラの推進には
市民との連携

水辺の小さな自然再生事例集

http://jp.a-rr.net/jp/activity/publication/

ﬁles/2015/03/JRRNcollaborativerestoration

り、ＮＰＯ等
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caces_web.pdf
里山グリーンインフラネットワーク

との連携の窓
の関与も重要
である。
図３は谷津
をグリーンイ
ンフラとして
活用する取り
組みを想定し
たものであ

グリーンインフラの推進

ece/22/2/22_175/_pdf/-char/ja
水循環基本計画

https://www.jstage.jst.go.jp/article/

185.

3）

junkan/pdf/r020616_honbun.pdf
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4）

gianjoho/ketsugi/204/f072_042701.pdf
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特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 等の一部を改
正する法律 附帯決議

5）

口になる部署

2）

が不可欠であ

1）

︿ 引用文献 ﹀

用も実現しやすくなるものと考えられ

の双方が深く関係する。河川管理者の
みで議論してしまうと、たとえ耕作放

特集
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図３．グリーンインフラを活用した水循環の健全化の選択肢の一つである「谷
津の生態系の活用」を効果的に進める上で関連することが想定される
行政部署

5）

