
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム合同部会は、有識者による公開セミナー

の実施や令和４年度のグリーンインフラ官民連携プラットフォームにおける企画・広報

部会、技術部会、金融部会の取組状況を紹介することで、会員の皆様に今後のグリーン

インフラの取組の方向性をご理解いただき、議論に参画いただくことを目的に開催いた

します。

開
催
主
旨

開催日時開催日時 開催場所開催場所

プログラムプログラム

時間 内 容

13:00 開 場

13:30-14:20 あいさつ
基調講演［50分］

国土交通政策のグリーン化
筑波大学名誉教授

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム 石田 東生 氏
運営委員会 委員長

14:20-15:00 特別講演［40分］ TNFDフレームワーク開発の最新状況と
グリーンインフラ市場への示唆
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

サステナビリティ推進室TNFD専任SVP／ 原口 真 氏
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研 フェロー

15:00-15:15 -休憩-

15:15-16:30 ３部会合同
意見交換会

［75分］

グリーンインフラの標準化にむけた各主体の取組みの方向

プラットフォーム 企画・広報部会 部会長 福岡 孝則 氏
東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 准教授

プラットフォーム 企画・広報部会 部会長 西田 貴明 氏
京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科 准教授

プラットフォーム 技術部会 部会長 中村 圭吾 氏
公益財団法人 リバーフロント研究所 主席研究員

プラットフォーム 金融部会 部会長 北栄 階一 氏
株式会社日本政策投資銀行 ストラクチャードファイナンス部 課長 兼 環境社会評価室 課長

＋

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム会員

16:30 閉 会 国土交通省 総合政策局 環境政策課 課長 光安達也 氏

令和５年２月３日（金）

13:00～16:30

東京ビックサイト 南展示棟 ２Ｆ 南会議室Ａ

住所 東京都江東区有明３丁目１１−１ 東京国際展示場南展示棟２Ｆ

お問い合わせ グリーンインフラ官民連携プラットフォーム事務局

【事務局の運営業務受託会社】株式会社創建 東京本部 担当：元永、所

事務局E-Mail green-infra@soken.co.jp TEL 03-6809-1972

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム会員

様々な分野で活動する部会長とともに、誰もがグリーンインフラに取り組むためにできること

を考え、意見交換される会員の方を募集します！

目的：それぞれの立場から得た知識や課題を持ち寄って、グリーンインフラを社会実装に向
けたアイデアを出し合うことを目的とした企画です。

聴講は、会員の方であればどなたでも可能です。意見交換会のディスカッションに参加をご
希望の方は、下のフォームからお申込みください。

募集期間
～1/30（月）まで
※定員に達し次第、
締め切らせていた
だきます。応募はこちらから

主催者：グリーンインフラ官民連携プラットフォーム事務局（国土交通省）

CPD認定プログラム
（一社）建設コンサルタンツ協会CPDプログラム
（公社）日本都市計画学会CPDプログラム

murayama-n2hu
テキストボックス
別紙２



グリーンインフラ官民連携プラットフォームでは、グリーンインフラ産業展にてブースを設置し、

我が国において取り組まれている産官学による優れた事例や様々な技術を紹介していきます。

開催日時開催日時 開催場所開催場所

令和５年２月１日（水）～２月３日（金）

1０:０0～1７:00

東京ビックサイト 南１・２ホール

住所 東京都江東区有明３丁目１１−１

ピッチイベントピッチイベント

相談会の実施相談会の実施

お問い合わせ グリーンインフラ官民連携プラットフォーム事務局

【事務局の運営業務受託会社】株式会社創建 東京本部 担当：山添、根岸、所

事務局E-Mail green-infra@soken.co.jp TEL 03-6809-1972

２月１日（水） ２月２日（木） ２月３日（金）

パネル展示パネル展示

プラットフォームブースでは、有識者による「グ

リーンインフラお困りごと相談会」を実施します。

ご希望の方は、下記の事務局連絡先まで「質問内

容」及び「相談者」を明記のうえご連絡ください。

＜相談対応＞

・計画・プランニングについて

・ＧＩ導入技術・評価技術について

・ＧＩ整備のための資金調達について

プラットフォームブースでは、グリーン

インフラ大賞事例等の紹介のほか、先進

的な要素技術の展示も行います。

＜開催日程＞

日付：２月２日（木）

～３日（金）

時間：10:00～12:00

1コマ３０分

プラットフォームブースでは、

代表的な要素技術（雨水浸透・

緑化技術）がわかる模型を展示

しています。

● 模型展示

ブロック式貯留材

グリーンインフラ官民連携
プラットフォーム
企画・広報部会 分科会【活動報告】
グリーンインフラ若手の会
分科会長（増田雄太）

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム
技術部会 分科会【活動報告】
多主体協働型グリーンインフラの
社会実装技術を学ぶ会
分科会長（上野裕介）

農地におけるグリーンインフラの可能性

－横浜市都筑区折本農業専用地区を事例に－

東京農業大学 地域環境科学部 造園化学科 福岡ゼミ

グリーンインフラ × 都市計画 × 新技術

～人流ビッグデータとコロナ禍での緑地利用～

石川県立大学 上野裕介研究室

グリーンインフラで地域活性化！

～能登半島の自然資源を活用・維持するために～

石川県立大学 上野裕介研究室／能登SDGsラボ

里山グリーンインフラの取組

東邦大学大学院 理学研究科環境科学専攻
保全生態学研究室 加藤大輝

コロナ禍で変容する市民科学による
都市の生き物調査

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科

厳網林研究室 岸本慧大

地域におけるグリーンインフラの社会、

経済的な影響

京都産業大学生命科学部 西田研究室

ＴＡＫＥＮＡＫＡの

グリーンインフラソリューション

株式会社竹中工務店

里海里山におけるグリーンインフラの

社会実装に向けた取組

八千代エンジニヤリング株式会社

大林組のグリーンインフラ技術の紹介

株式会社大林組

Climate Positive Design 

for Green-Infra.

株式会社ロスフィー

阪神園芸グリーニングサービスの試行

阪神園芸株式会社

都市生態系ネットワーク評価システム「UE-Net」

清水建設株式会社

団粒化構造を活用した「アーバン・グリーン
ダム」による市街地における内水氾濫対策
全国トース技術研究組合・株式会社岡部

広がりをみせる
自治体から

次世代を担う
研究者から

プラット
フォーム
から皆様へ

休憩

気候変動適応技術

資金調達手法

ＧＩ評価技術

治水技術

雨水流出抑制 ほか

これからの千葉市の緑と水辺と

まちづくりについて

千葉市 都市局 公園緑地部 緑政課

渡良瀬遊水地の「恵み」と共に生きる

～持続可能な田園環境都市をめざして～

小山市 総合政策部 自然共生課

多摩・三浦丘陵広域連携会議の今後の展望

－公民連携プラットフォームの構築をめざして－

川崎市 建設緑政局 緑政部 みどり・多摩川協働推進課

緑化滞在空間の創出
大宮ストリートプランツプロジェクト
～公民連携によるグリーンインフラの推進～
さいたま市 都市局 みどり公園推進部 みどり推進課

13:00

14:00

15:00

16:00

ピッチイベントは、登壇者と傍聴者とのつながりをつくるイベントです。少しでもご興味

がございましたら、ブースまでお越しください。（聴講は予約不要です。）

先駆的に取組む
企業から

取組事例紹介

取組事例紹介

先導的グリーンインフラモデル形成支援 成果報告

いなべ市におけるグリーンインフラの取組

三重県 いなべ市

主催者：グリーンインフラ官民連携プラットフォーム事務局（国土交通省）

CPD認定プログラム
（一社）建設コンサルタンツ協会CPDプログラム
（公社）日本都市計画学会CPDプログラム

※各日毎に全てのプログラムを受
講いただくことで申請できます。


