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■グリーンインフラの取組事例リスト

類型 グリーンインフラの名称 応募者 page

Ⅰ

雨水貯留浸透基盤の歩道下への設置 東邦レオ株式会社
一般社団法人グリーンインフラ総研 1

大相模調節池 UR都市機構 2

グランモール公園 株式会社三菱地所設計 3

グリーンインフラ実証施設 東急建設株式会社 土木事業本部
技術統括部 環境技術部 4

調の森 SHI-RA-BE レインスケープ 株式会社竹中工務店 技術研究所 5

Ⅱ

オフィスの壁面緑化（緑のカーテン） 東洋緑化株式会社 6

草津川跡地公園（区間5）“de愛ひろば” パシフィックコンサルタンツ株式会社 7

工場内のビオトープ 東洋緑化株式会社 8

「スーパーソイレン」プラス「アクアロード」 積水化成品工業株式会社 9

高橋家屋敷林（特別緑地保全地区） 飯田晶子
（東京大学／西東京市緑化審議会委員） 10

八戸漁港白銀地区 木材活用地盤対策研究会 11

みんなのうえん 一般社団法人グッドラック 12

Ⅲ

大手町連鎖型都市再生プロジェクト・大手町川端緑
道 UR都市機構 13

北陸地域地方公共団体完全LED化包括事業 北陸グリーンボンド株式会社 14

Ⅳ

1)アカプラ
2)富山市庁舎ふるさとの森
3)霞テラスけやき広場
4)アクロス福岡ステップガーデン

株式会社日本設計 15

江古田の杜プロジェクト（緑のリング） UR都市機構 16

欧州型基幹道 株式会社長瀬土建 17

グリーンマトリックスシステム UR都市機構 18

里山グリーンインフラ 国立研究開発法人国立環境研究所
生物･生態系環境研究センター 19

田無神社の龍神池 NPO birth 20

舞鶴遊水地におけるタンチョウの営巣環境の構築 国土交通省 北海道開発局 21

ＵＲ賃貸住宅 UR都市機構 22

この資料は、グリーンインフラ官民連携プラットフォームの会員の皆さまから情報提供頂きました、グリー
ンインフラの取組事例をご紹介しています。



類
型
Ⅰ

歩道の透水性・
保水性舗装、植
樹ます

雨水を一時的に
貯めてゆっくり
地中へ浸透させ、
水資浄化や修景
機能も併せ持つ
「雨庭」

提供 横浜市

雨水の貯留・浸透による防災・減災、気候変動への対応

提供 京都市

四条堀川交差点
（京都市）

グランモール公園
（横浜市）

■グリーンインフラの取組類型

類
型
Ⅱ

戦略的な緑・水の活用による豊かな生活空間の形成

類
型
Ⅲ

投資や人材を呼び込む都市空間の形成

類
型
Ⅳ

豊かな自然環境・景観の保全、生態系ﾈｯﾄﾜｰｸの形成

山間の荒廃した
水田をビオトー
プや環境教育の
場として活用

立梅用水土地改良区
（三重県多気町）

生物の生息・生
育・繁殖環境及
び多様な河川環
境を保全・創出
する多自然川づ
くり

鶴見川水系梅田川
（神奈川県）

草津川跡地公園
（滋賀県草津市）

みつけイングリッシュガーデン
（新潟県見附市）

地域住民による
緑地の管理

琵琶湖と市街地
を結ぶ緑軸とし
て公園を整備

提供
©Futakotamagawa Rise

自然環境と調和
したオフィス空
間の形成

廃線高架橋にお
ける公園緑地整
備による不動産
投資の活性化

整備後 整備前

提供 ハイラインＨＰ

二子玉川ライズ
（東京都世田谷区）

ハイライン
（米国ニューヨーク州）

グリーンインフラの取組事例は、以下に示す４つの類型で整理しています。



類型ｰⅠ雨水貯留浸透基盤の歩道下への設置

場所 埼玉県戸田市

整備主体 戸田市上下水道部下水道施設課

維持管理主体 戸田市上下水道部下水道施設課

設計・施工者 戸田市上下水道部下水道施設課

自然が有する機能の
活用概要

街路歩道下路盤に、街路樹根系の伸長が容易で、かつ雨水を貯留・浸透できる「貯留砕石層」を設置す
ることで、道路冠水の予防、下水道への負荷軽減および街路樹による微気象改善を可能にするグリー
ンインフラ手法です。

応募者：東邦レオ株式会社、一般社団法人グリーンインフラ総研

 歩道の表層下に貯留砕
石層を設置し、道路集
水面からの雨水を歩道
下に誘導して、貯留・
浸透することで道路冠
水を軽減、かつ下水道
への流入負荷を軽減。

 道路に降った雨を集
水桝から歩道下部に
誘導し、貯留砕石層
（雨水貯留浸透基
盤）に貯留し地下に
浸透。

 同時に空隙内に根が
伸長し、樹木根系の
発達を促し、歩道周
辺の微気象改善に寄
与。
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類型ｰⅠ大相模調節池

場所 埼玉県越谷市レイクタウン

整備主体 ＵＲ都市機構

維持管理主体 越谷市、埼玉県

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

越谷レイクタウン地区は、区画整理事業で市街地と調節池を一体的に整備。公園等における雨水浸透及
び調節池の貯留機能（約120万ｍ3）により洪水対策を行うともに、親水文化創造都市として、水辺空間
を利用した人々が集い楽しめる環境を創出しています。

応募者：UR都市機構 page-2



類型ｰⅠグランモール公園

場所 神奈川県横浜市

整備主体 横浜市環境創造局

維持管理主体 株式会社三菱地所設計 植田直樹、津久井敦士

設計・施工者 ≪美術の広場地区：第１期≫
【修景施設等】サカタのタネ・田口園芸ＪＶ、【園地整備その１】濱田園・アライグリーンＪＶ、
【電気設備工事その１】清進・浜川ＪＶ、【機械設備工事その１】金子モリヤ特別ＪＶ、
【高圧受配電設備工事】新興電設工業

≪美術の広場地区以外：第２期≫
【園地整備その２】濱田園・泰山園ＪＶ、【園地整備その３】横浜植木、
【電気設備工事その２】京浜電設、【機械設備工事その２】興和工業

自然が有する機能の
活用概要

雨水を保水・浸透させると共に、植栽の成長を助け、晴天時は蒸発散効果で、ヒートアイランド対策にも
寄与しています。

応募者：株式会社三菱地所設計 page-3



類型ｰⅠグリーンインフラ実証施設

場所 神奈川県相模原市中央区

整備主体 東急建設株式会社

維持管理主体 東急建設株式会社

設計・施工者 東急建設株式会社

自然が有する機能の
活用概要

グリーンインフラ実証施設は、①都市型集中豪雨対策（貯留流出抑制、浸透促進）、②環境保全の技術
（雨水の有効利用、水循環の促進、動植物の生息・生育環境の創出）を検証することを目的としています。

応募者：東急建設株式会社 土木事業本部 技術統括部 環境技術部 page-4



類型ｰⅠ調の森 SHI-RA-BE レインスケープ

場所 千葉県印西市

整備主体 株式会社 竹中工務店

維持管理主体 株式会社 朝日興産

設計・施工者 株式会社 竹中工務店

自然が有する機能の
活用概要

平常時は社員の憩いの場として機能し、豪雨時には雨水貯留や浸透機能を最大限発揮する空間をデザ
インしました。
2020年10月25日の千葉県豪雨時には最大で230ｔの雨水を貯留・浸透することを可能としました。

応募者：株式会社竹中工務店 技術研究所 page-5



類型ｰⅡオフィスの壁面緑化（緑のカーテン）

場所 宮城県

整備主体 民間企業

維持管理主体 東洋緑化株式会社

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

省エネ活動の代名詞となった緑のカーテンを震災後から継続して実施。外気温の低減効果はマイナス
2℃の効果があります。
また、収穫したゴーヤは社員に配布の他、社員食堂で調理にも利用され、住、食、癒しと多くの効果を得
ることができます。

応募者：東洋緑化株式会社 page-6



類型ｰⅡ草津川跡地公園（区間5）“de愛ひろば”

場所 滋賀県草津市

整備主体 滋賀県草津市

維持管理主体 滋賀県草津市

設計・施工者 設計者：パシフィックコンサルタンツ株式会社、株式会社E-DESIGNほか
施行者：ピーエス三菱・佐山水道工業JV、東亜道路工業（株）・三国工業（株）JVほか

自然が有する機能の
活用概要

人と自然、人と人がつながる魅力空間を目指し、琵琶湖と市街地を結ぶみどり軸として公園を整備さ
れました。市民団体や民間企業等と協働した公園管理、ワークショップ等により、新たなコミュニティや
ソーシャルキャピタルを形成しています。

応募者：パシフィックコンサルタンツ株式会社 page-7



類型ｰⅡ工場内のビオトープ

場所 宮城県

整備主体 民間企業工場

維持管理主体 東洋緑化株式会社

設計・施工者 東洋緑化株式会社

自然が有する機能の
活用概要

工場内の通路脇の少しのスペースを活かしてビオトープを造設しています。
小さいながらも滝口、噴水、循環器を設け金魚を飼育するなど癒し憩いの空間となっています。

応募者：東洋緑化株式会社

整備前 整備後
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類型ｰⅡ「スーパーソイレン」プラス「アクアロード」

場所 東京都目黒区（目黒天空公園）、東京都千代田区（合同庁舎3号館）

整備主体 目黒天空庭園 整備主体 首都高速道路㈱
中央合同庁舎３号館 整備主体 国土交通省

維持管理主体 目黒天空庭園 目黒区

設計・施工者 目黒天空庭園 設計 株式会社創建
施工 戸田建設

自然が有する機能の
活用概要

プラスチック製耐水材アクアロードを排水基盤として使用し、豪雨時の急激な水位上昇から軽量緑化基
盤を守ります。
また、緑化スペースが雨水の一時貯留としても機能し、豊かな生活空間の創造に寄与します。

応募者：積水化成品工業株式会社

中央合同庁舎３号館

目黒天空庭園

速やかな雨水排水機能を持つ軽量緑化
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類型ｰⅡ高橋家屋敷林（特別緑地保全地区）

場所 東京都西東京市下保谷

整備主体 西東京市みどり環境部みどり公園課

維持管理主体 高橋家屋敷林保存会・西東京市みどり環境部みどり公園課

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

屋敷林は、雨水浸透力の最も高い緑地の一つです。
また、暑熱環境の緩和、生物多様性の保全、歴史的環境の維持、市民の健康増進、コミュニティの醸成等
にも寄与しており、西東京市では戦略的に保全・活用しています。

応募者：飯田晶子（東京大学／西東京市緑化審議会委員） page-10



類型ｰⅡ八戸漁港白銀地区

場所 青森県八戸市

整備主体 青森県 三八地域県民局 地域農林水産部 三八地方漁港漁場整備事務所

維持管理主体 青森県 三八地域県民局 地域農林水産部 三八地方漁港漁場整備事務所

設計・施工者 設計者：株式会社 日本港湾コンサルタント
施工者：穂積建設工業株式会社，寺下建設株式会社

自然が有する機能の
活用概要

「健全な森を育てるための間伐から出る木材を、漁港機能の強靭化のための液状化対策に活用し、国土
強靱化を図りつつ、元気な森を育み、緑・水を活用し、木材需要拡大、水産振興、地域創生など豊かな生
活空間形成を実現しています。

応募者：木材活用地盤対策研究会 page-11



類型ｰⅡみんなのうえん https://minnanouen.jp/

場所 大阪市住之江区、大阪府寝屋川市

整備主体 一般社団法人グッドラック

維持管理主体 一般社団法人グッドラック

設計・施工者 一般社団法人グッドラックなど

自然が有する機能の
活用概要

街の空き地を都市農園に変え、無農薬の貸し農園や食と農のイベントを行う「コミュニティ農園」として
運営しています。緑の景観、多様な生態系、雨水の貯蓄、密集市街地における防災空地などを創出して
います。

応募者：一般社団法人グッドラック page-12



類型ｰⅢ大手町連鎖型都市再生プロジェクト・大手町川端緑道

場所 東京都千代田区大手町 ＵＲ賃貸住宅内

整備主体 ＵＲ都市機構

維持管理主体 一般社団法人大手町歩専道マネジメント

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

大手町連鎖型都市再生プロジェクトの一環で歩行者専用道路を整備。公共空間利活用の新たな取組み
として、各種活動を支える場を創出。周辺多くの企業や住民の方が集まり、街の価値を高め、賑わいの
拠点になっています。

応募者：UR都市機構 page-13



類型ｰⅢ北陸地域地方公共団体完全LED化包括事業

場所 石川県・富山県・福井県

整備主体 ー

維持管理主体 ー

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

私たちは、地方自治体が進めるグリーンインフラへ、グリーンボンド（環境債権）を発行し官民連携によ
る、地方振興・地方創生実現を目指す地方自治体を支援します。

応募者：北陸グリーンボンド株式会社 page-14



類型ｰⅣ
1)アカプラ、2)富山市庁舎ふるさとの森、
3)霞テラスけやき広場、4)アクロス福岡ステップガーデン

場所 1)北海道札幌市、2)富山県富山市、3)東京都千代田区、4)福岡県福岡市

整備主体 1)三井不動産・日本郵政グループ、2)富山市、3)三井不動産・東京倶楽部、
4)第一生命保険・三井不動産・福岡県

維持管理主体 1)札幌市・札幌駅前通まちづくり会社、2)富山市、3)三井不動産、4)エイ・エフ・ビル管理

設計・施工者 1)日本設計・鹿島建設、2)日本設計・佐藤工業他共同企業体、3)日本設計・鹿島建設、
4)日本設計・竹中工務店

自然が有する機能の
活用概要

日本各地の都市建築において、既存樹木を保全し新規緑地を整備することで、都市の景観を保全しつ
つ豊かな自然環境を創出し、都市の人々が憩える居場所をつくるとともに、都心部の生態系ネットワー
クをつないでいます。

応募者：株式会社日本設計

アカプラ

富山市庁舎ふるさとの森

霞テラスけやき広場

アクロス福岡ステップガーデン

page-15



類型ｰⅣ江古田の杜プロジェクト（緑のリング）

場所 東京都千代田区大手町 ＵＲ賃貸住宅内

整備主体 基盤整備 ：ＵＲ都市機構
分譲・賃貸住宅整備 ：積水ハウス株式会社
医療施設整備 ：医療法人財団健貢会総合東京病院

維持管理主体 公共施設 ：中野区
宅地 ：積水ハウス株式会社、医療法人財団健貢会総合東京病院

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

開発前の既存樹木を積極的に保全活用し、外周部に厚みのある樹林帯の創出や隣接する江古田の森公
園・江古田川と一体的な緑地帯（緑のリング）を形成しています。既成市街地内に、貴重でボリュームあ
る自然環境を次世代へ継承しています。

応募者：UR都市機構 page-16



類型ｰⅣ欧州型基幹道

場所 岐阜県高山市清見町

整備主体 たかやま林業・建設業協同組合

維持管理主体 たかやま林業・建設業協同組合

設計・施工者 株式会社 長瀬土建

自然が有する機能の
活用概要

15年前からドイツの考えを学んだ結果です。欧州型作業道の基本原則3点は下記の通りです。
1)水を大量に集めず、マネジメントする。
2)集まった水は素早く分散、排水する。
3)水にブレーキをかけ、スピードを落とすなどのコントロールをする。
近年梅雨前線による大雨は経験したことのない降雨となり、この地でも4日間で800ミリを経験しま
した。 それなのになぜ被災しなかったのか。それは水を集めない、コントロールし、石などで補強し分
散する仕組みを講じたからです。
側溝部が二次製品だったらどうなったでしょう。製品は壊れ、埋まり、道を洗掘し結果的に 崩壊したと
推測されます。グリーンインフラとは水のマネジメントによる成果となるでしょう。

応募者：株式会社長瀬土建 page-17



類型ｰⅣグリーンマトリックスシステム

場所 神奈川県横浜市都筑区 港北ニュータウン

整備主体 横浜市、ＵＲ都市機構

維持管理主体 横浜市

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

開発前の谷戸の水系や地形を活かしつつ斜面林を保全し、これを公園・緑道と民有地の土地利用に振
り分けて連続的に束ねることにより骨太の骨格を形成しています。緑の骨格が多様で豊かな市民活動
を誘発し、地域住民に愛着あるまちづくりを実現しています。

応募者：UR都市機構 page-18



類型ｰⅣ里山グリーンインフラ

場所 千葉県北部（印旛沼流域）

整備主体 地域住民・行政・研究者

維持管理主体 ー

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

地球研プロジェクト「人口減少時代における気候変動適応としてのEco-DRRの評価と社会実装（代
表：吉田丈人）」の一環で、谷津などの自然地形を水防災・水質浄化・生物多様性保全に役立てる取り組
みを進めています。

応募者：国立研究開発法人国立環境研究所 生物･生態系環境研究センター page-19



類型ｰⅣ田無神社の龍神池

場所 東京都西東京市

整備主体 田無神社

維持管理主体 特定非営利活動法人 NPO birth

設計・施工者 株式会社伊藤工務店 ほか

自然が有する機能の
活用概要

2018年11月、環境教育を目的として、水辺が無かった神社の敷地に池を創出しました。
生物のために、素材や構造にこだわっています。すでに数種のトンボが繁殖するなど、生態系ネットワー
クの拠点として機能し始めています。

応募者：NPO birth

整備前

整備中
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類型ｰⅣ舞鶴遊水地におけるタンチョウの営巣環境の構築

場所 北海道 長沼町

整備主体 国土交通省北海道開発局

維持管理主体 国土交通省北海道開発局

設計・施工者 国土交通省北海道開発局

自然が有する機能の
活用概要

自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能な魅力ある地域づくりを進める取組として、千歳川
の舞鶴遊水地において、地域の関係者が参画した「タンチョウも住めるまちづくり協議会」を設立し、生
態系ネットワークを構築する取組を進めています。
また、洪水時の河川水位の上昇を抑え被害の軽減を図るため、千歳川に6箇所の遊水地を整備してい
ます。

応募者：国土交通省 北海道開発局

舞鶴遊水地（2019年9月撮影）

page-21



類型ｰⅣＵＲ賃貸住宅

場所 ＵＲ賃貸住宅

整備主体 ＵＲ都市機構

維持管理主体 ＵＲ都市機構

設計・施工者 ー

自然が有する機能の
活用概要

ＵＲ賃貸住宅に植えられた樹木は、長い歳月を経て地域の景観を形作る重要な財産となり、居住者の
方々だけでなく、地域にとっても思いで深いものとなっています。豊かな環境資産と関わりながら、生
きがい創出やコミュニティの場として活用しています。

応募者：UR都市機構 page-22
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