
 

 
 
 
 
 

印旛沼流域水循環健全化計画 
 

第 2期行動計画 
（2016～2020年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017(平成 29)年３月 
印旛沼流域水循環健全化会議 



 

  



 

 

はじめに 

人間を含むあらゆる生き物の命の源である水、この水の地球上での存在の仕方の特徴は、
常に循環していることです。人間と生き物は、その循環する水と付き合っていてそれから多
大な影響を受けるいっぽう、水循環系も人間活動の影響で変化し、その変化がまた人間や生
き物に影響を及ぼすという相互作用の関係にあります。水環境の劣悪化、水害や水不足の激
化は、そうした相互関係の中で発生しています。 

水循環は、温暖化による異常気象など、大きくは地球スケールで起こっていますが、地上
での大切なスケールは、分水界に囲まれ地上に降った雨や雪を集めてくる流域という単位で
す。 

「流域水循環健全化」とは、この流域という地理的な単位の中で、人間と水循環系との関
係が、水災害軽減の面でも、清浄な水の安定な供給の面でも、また、豊かな生態系を育む水
環境の保全・回復の面でも、バランスが取れて好ましい状態になるように、流域のさまざま
な主体がベクトルを合わせて連携した取組を行うこと、を意味します。 

 

印旛沼流域水循環健全化会議は、2001(平成 13)年 10 月に発足、2004(平成 16)年 2 月に
緊急行動計画を策定して、課題とモデル地域を選んで“みためし行動”を実施しました。
2010(平成 22)年 1月に基本となる長期的見通しを示す印旛沼流域水循環健全化計画と当面実
施すべきことを定めた第 1期行動計画(案)(2009～2015年度)を策定し、本文のレビューにあ
るような様々な取組を展開してきました。残念ながら、2009(平成 21)年度から再び水質が全
国の湖沼でワーストワンに戻るなど、取組が目標の達成に繋がっているとは言えませんが、
着実に課題の改善に向けて踏み出していることはご理解いただきたいと思います。 

これまでの取組のレビューと新たな社会的課題を踏まえて策定したのが、この第2期行動計
画（2016～2020 年度）です。これまでの最大の問題点は、健全化の取組の意義と内容が、
流域の住民／市民の方々や市町そして県の行政部局でもほとんど知られていないということ
です。そこで、第2期行動計画の基本的理念として「人をつなぎ、地域をつなぎ、未来をつな
ぎ～水循環健全化の環を広げ、印旛沼流域創生のムーブメントにつなげる」を掲げ、さまざ
まな取組に対する「共感を広げ、多様な主体との連携・協働を推進する」を共通の努力目標
としています。 

 

水循環健全化の取組の最終ゴールは、豊かな自然に恵まれ、活力と誇りに満ちて、自然災
害の被害が少ない地域づくりにつなげることです。印旛沼流域内外の多様な主体の積極的な
参加を期待しています。 
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1. 行動計画の概要 

1) 印旛沼流域水循環健全化計画及び行動計画の位置づけ 

印旛沼流域水循環健全化会議（以下、「健全化会議」という。）は、印旛沼・流域の再生
に向けて、2010(平成 22)年 1月に「印旛沼流域水循環健全化計画（以下、「健全化計画」と
いう。）」及び「第１期行動計画（案）（以下、「第１期行動計画」という。）」を策定し
ました。 

健全化計画は、2030(平成 42)年度を目標年次として、印旛沼・流域再生の基本理念や目標
を定めたマスタープランであり、行動計画は、健全化計画に基づき、おおむね５ヶ年を期間
として、具体的な対策等を定めたアクションプランとなっています。 

健全化計画では、行動原則として印旛沼方式が位置づけられており、その一つである「み
ためし行動」の考え方に基づき、取組を実施しながら、社会情勢の変化等を踏まえつつ、健
全化計画及び行動計画をより良いものに随時見直していきます。 

また、2014(平成 26)年 7月の水循環基本法の施行及び同年７月の水循環基本計画の閣議決
定を受け、健全化会議及び健全化計画・行動計画を、水循環基本計画に基づく流域水循環協
議会及び流域水循環計画として位置づけるものとします。 

さらに、計画の実効性を高めるため、県・流域市町の総合計画や地方創生総合戦略、環境
基本計画、印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第７期）等の関連計画との整合性を確保します。 

 
印旛沼流域水循環健全化計画／行動計画と関連計画の関係 
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印旛沼流域水循環健全化の行動原則（印旛沼方式） 
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2) 計画期間 

「健全化計画」の計画期間は、2009(平成 21)年度から 2030(平成 42)年度までとしていま
す。「行動計画」は、「健全化計画」の計画期間を約5年ごとに区切り、各期で策定すること
としています。 

第 2 期行動計画は、2016(平成 28)年度から 2020(平成 32 年)年度の 5 年間を計画期間と
します。 

 
健全化計画及び行動計画の計画期間 
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