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確かなものを  地球と未来に



グリーンインフラとは

あなたの地域には、どのようなグリーンインフラがあるでしょうか？

防災・減 災
～自然災害からまちや暮 らしを守ります～

●雨水を緑地に浸透させ洪水防止

・森林の伐採などによる緑地の減少

・生物の生息場の減少

・外来種の増加など緑の質の低下

・地球温暖化などの

 気候変動による生態系

 や生活環境への影響

・河川などの水質汚濁や

 水産資源の減少・劣化

●堤防の周囲に樹林を配置して津波や高 潮の被害を軽減
●樹林などによる防風
●斜面に樹林などを配置して、落石や雪崩 防止
●公園の樹林による大規模火災の延焼防 止・火災旋風の被害防止

●雨水の地下浸透を行い、湧水や地下水を保全
●道路に降った雨水排水を湿地などで水質浄化
●草地や樹林で土ほこりの発生・飛散を防止、大気汚染物質を浄化
●樹林や地形により騒音を低減 ●植林してCO2を吸収

● 土砂・流木をせき止める施設で
 土石流の被害軽減

環境保全・改善
～人にも生物にも暮らしやすい環境にします～

●緑地をつくり、野鳥などの
 生物の生息･生育場を提供

●植物や保水する舗装により
 ヒートアイランド緩和

地域の魅力向上 ・ 地域振興
～地域を魅力あるま ちにします～

●ボランティア活動などによる
 コミュニティ（地域社会）の形成

●グリーンインフラの維持管理、エコツアー の説明員など雇用の創出
●地域の魅力向上による住民の増加、エコ ツアー旅行者の増加など
●環境に配慮した街づくりなどにより、建物 などの資産価値が上昇
●水田や畑を建物の屋上や敷地内につくり 食料を生産

●ビオトープや干潟などで子供たちが生物観察などの環境教育
●里地・里山の自然・土地利用・生活文化・食文化の維持継承など
 の伝統文化の継承

● 緑化や多自然川づくりなどによる
 景観の保全・向上

健康・文化への貢献
～人々が安らぎ、地域の自然や伝統を伝えます～

●川遊びや虫取りなどの
 レクリエーションの場を提供

●快適に散歩やジョギングが
 できる健康増進の場を提供
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グリーンインフラ クイズ
奥山・里山・里地

奥山や里山の森林や竹林を整備する
利点はどれでしょう？

a.　特定の生物がすめるようになる
b.　土砂災害を防止できる
c.　イノシシなどが民家や農地に来やすくなる
d.　太陽光発電ができるようになる

Q1

ダムの下部に穴が開いている流水型ダムの
機能でないのはどれでしょう？

a.　大雨のときに洪水を防げる
b.　川の水質を保全できる
c.　たまった水で水力発電できる
d.　魚が遡上（そじょう）できる

Q2

水　　辺
生物や景観に配慮した川を作る考え方で
間違っているものはどれでしょう？

a.　川岸の林を残すようにする
b.　流れが一定で直線的な川にする
c.　置き石や寄せ石などで流れに変化を持たせる
d.　護岸前面の寄せ土や石積み護岸を多くする

Q3

多自然調整池がもつ主な役割として
間違っているものはどれでしょう？

a.　洪水を防いだり、軽減したりする
b.　親水空間になる
c.　飛砂を防止する
d.　生物の生息場になる

Q4

都市・まち
都市やまちでの局地的集中豪雨への対策で
間違っているものはどれでしょう？

a.　雨水を地中に浸透させて、河川や下水への流入を遅らせる
b.　地中への雨水浸透を防止し、速やかに河川や下水に
　　流入させる
c.　雨水を水槽に貯留し、洗浄水等に利用する
d.　ビル型の雨庭などの設置により、雨の流出を遅らせる

Q5

クールアイランド効果が得られないものは
どれでしょう？

a.　舗装や路盤の内部に水分を蓄える
b.　省エネを行い、人工排熱を減少させる
c.　ビルの屋上や壁面で植物を生育する
d.　緑地やグラウンドを縮小する

Q6

海　　辺
緑の防潮堤が持つ役割として正しいものは
どれでしょう？

a.　高潮を防ぐ
b.　雨水を貯留する
c.　小惑星から物質を持ち帰る
d.　再生可能エネルギーを蓄電する

Q7

海辺のグリーンインフラに期待される
機能として誤っているものはどれでしょう？

a.　魚、貝、カニなどの生息場になる
b.　潮干狩りや磯遊びなど海に触れる機会を減らす
c.　環境学習の場になる
d.　風や波をやわらげる

Q8

建設業はグリーンインフラを
はじめとする環境に関わる
仕事や人に役立つインフラの
整備を色々やっているの。
ワクワクするような未来を
皆さん、一緒に作りましょう。

グリーンインフラは
自然のさまざまな機能
を利用するんだね。

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

これからの時代の地域デザイン，国土交通省，P.10-11

（株）中部プラントサービス

鉄道林，森林による防災・斜面保全，JR 東日本

西之谷ダム，一般社団法人九州地方計画協会

砂防堰堤の働き，国土交通省

砂防えん堤の種類と働き，国土交通省

田んぼダムって何だろう？ 新潟県農村環境課

生態系を活用した防災・減災に関する考え方参考事例，環境省，P.15

復興計画事前策定の手引き

元町川における多自然川づくりの取組について，岩手県

渡良瀬遊水地グランドデザインと湿地保全・再生基本計画，国土交通省

多自然川づくり参考事例集 , 武雄河川事務所，P.30

釧路湿原再生事業土木学会環境賞受賞記者発表資料，国土交通省
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二子玉川ライズとは，環境への取り組み

東京ガーデンテラス紀尾井町

ヒートアイランド現象，気象庁

なんばパークス

グランモール公園記者発表資料，横浜市

雨水浸透型花壇，札幌市

雨水浸透工法パンフレット，UR 都市公団

平成 29 年度版 環境・循環型社会・生物多様性白書，環境省，P.84

兵庫県立尼崎の森中央緑地，尼崎の森中央緑地パークセンター

東京都立東京港野鳥公園

大森ふるさとの浜辺公園・大森東水辺スポーツ広場，大田区

「緑の防潮堤」　岩沼海岸植樹式，国土交通省

よみがえる川，日本と世界の河川再生事例集，
リバーフロント整備センター

できることからはじめよう　水辺の小さな自然再生事例集，
日本河川・流域再生ネットワーク，P.77
エンジニアリング・デザイン設計施工事例パルタウン城西の杜，
土木学会第 64 回年次学術講演会，Ⅳ-153

湿地の生物多様性空間の創出，錦海ハビタットの事例，電力土木，
No.392，2017.11

多様な生物を育む豊かな海は地球温暖化防止にも効果を発揮，
PARI，港湾空港技術研究所

生物共生型港湾構造物の整備・維持管理に関するガイドライン，
国土交通省港湾局，巻末関連事例 P.20-25

瀬戸内海の環境データベース，
主要事例①：徳山下松港大島干潟，国土交通省
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グリーンインフラ　クイズの答え
Q1：ｂ、Q2：c、Q3：ｂ、Q4：ｃ、Q5：ｂ、Q6：ｄ、Q7：a、Q8：b

人と環境に優しい豊かな
社会を支えるためグリーン
インフラは必要なのね。
これからもっと役割が増え
ると思うわ。
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