グリーンインフラ官民連携プラットフォーム
第１回 シンポジウム（WEB 開催）
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多様なバックグラウンドを持った皆さまが参加し、幅広い視点からグリーンインフラについて、一緒に考えるこ
とで取組を進めるヒントや課題解決の道筋が得られるようなオープンな場となるシンポジウムを開催します。
※このシンポジウムは、令和２年３月１３日（金）に開催の予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で延期し
ており、今回、WEB 配信にて改めて開催するものです。

配信期間

令和２年６月３０日（火）～７月６日（月）

ライブ配信

パネルディスカッション 令和２年６月 30 日（火）13 時～ 15 時
※トピックス提供者によるパネルディスカッション

グリーンインフラ座談会 令和２年７月 ６日（月）14 時～ 15 時

参加費無料
事前申込不要
グリーンインフラ官民連携
プラットフォーム
WEB サイトはこちら

※グリーンインフラ官民連携プラットフォーム部会長による座談会
部会長への質問を事前に受け付けます。受付期間︓6/17 ～ 7/1 まで

視聴方法

『グリーンインフラ官民連携プラットフォーム』サイトから
アクセス下さい。
https://gi-platform.com/

ＧＩ官民連携ＰＦ

【主催】国土交通省 総合政策局 環境政策課 【事務局】株式会社創建 / 三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング㈱

PROGRAM

（WEB 配信：6/30 〜 7/6）
プラットフォームの活動内容紹介

あいさつ

二宮 雅也

氏 フタミヤ マサヤ
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム会長
経団連自然保護協議会会長

川埜 亮

カワノ リョウ
氏
国土交通省 総合政策局 環境政策課長

『企画・広報部会の取組（部会長）』

基調講演

『グリーンインフラからグリーンコミュニティへ』
涌井 史郎

『プラットフォームの役割』

氏

ワクイ

シロウ

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム会長代理
東京都市大学環境学部特別教授
東京農業大学農学部造園学科出身、都市から過疎
農山村に至るまで都市と自然の関わりについて取
り組み、数多くの作品を残す造園家

トピックス

『｢暮らし｣の観点からグリーンインフラを考える』
甲斐 徹郎

氏 カイ テツロウ
建築・まちづくりプロデューサー
環境共生型の住まいと街を創造し普及させる会社、
㈱チームネットを設立、多くの環境共生プロジェク
ト、市民への環境共生手法の普及啓発を続け、個人
住宅の環境共生の実現にも取り組む

『グリーンインフラを活用したあまみず社会の構築』
島谷 幸宏

氏 シマタニ ユキヒロ
九州大学 工学研究院 教授
都市の水問題に対し、雨庭などのグリーンインフラ
技術を活用して取り組む「あまみず社会」
（様々な場
所で雨水を貯留、浸透、利活用し、水と人との関係
やコミュニティを再構築する）プロジェクトを実施

『コウノトリと共に生きる ～豊岡の挑戦～』

福岡 孝則

氏 フクオカ タカノリ
東京農業大学 地域環境科学部
造園科学科准教授
国内外のグリーンインフラ に関する研究や実践を通じて、
グリーンインフラを活かした住みやすい都市創成を提案

西田 貴明

氏 ニシダ タカアキ
京都産業大学 生命科学部
産業生命科学科准教授
民間シンクタンクにて、生物多様性政策に関わる調査研究
に従事した後、現職。グリーンインフラに関する調査研究
や検討にも数多く参画

『技術部会の取組（部会長）』
中村 圭吾

氏 ナカムラ ケイゴ
国立研究開発法人土木研究所 河川生態チーム 上席研究員
（兼 自然共生研究センター長）
専門の河川環境を中心に、行政と研究の両方の経験を活か
しながら、幅広く研究と実践に取り組んでいる。多自然川
づくり、かわまちづくり、ミズベリングなどグリーンイン
フラに関わる取り組みも多数

『金融部会の取組（部会長）』
北栄 階一

氏 キタエ ヨリカズ
株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 課長
都市開発部、関西支店都市開発課などを経て、現職。グリー
ンインフラとインパクト投資を通じた持続可能な地域創生
に取り組む

宮下 泰尚

氏 ミヤシタ ヤスヒサ
兵庫県 豊岡市 コウノトリ共生部 コウノトリ共生課長
円山川の治水対策と合わせて、多様な主体が連携し
て、良好な河川環境の再生に取り組む。コウノトリ
の野生復帰とともに、ブランド米による農家所得向
上などの経済効果を創出

会員の皆さまより
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写真、
グリーンインフラに関連するパンフレットを紹介するページも開設していま
す。
グリーンインフラの事例写真
やパンフレットは、こちら→

PROGRAM

（ライブ配信：6/30・7/6）

パネルディスカッション

グリーンインフラ座談 会

国、地方公共団体、民間、大学など幅広い分野のパネリスト・
コーディネーターが集まり、
「グリーンインフラの社会実
装に向けて」
、これまでの取組、様々な人たちとの関わり、
課題への対応等についてディスカッションを行います。

開催日時

開催日時

令和２年６月 30 日（火）13 時～ 15 時

13 時～ 14 時 パネリストのトピックス動画（録画）を配信
14 時～ 15 時 パネルディスカッション

メンバー

令和２年７月６日（月）14 時～ 15 時
※約１時間を予定しています。

メンバー

■パネリスト

■企画・広報部会長

甲斐 徹郎

氏 カイ テツロウ
建築・まちづくりプロデューサー

福岡 孝則

環境共生型の住まいと街を創造し普及させる会社、
㈱チームネットを設立、多くの環境共生プロジェク
ト、市民への環境共生手法の普及啓発を続け、個人
住宅の環境共生の実現にも取り組む

西田 貴明

島谷 幸宏

氏 シマタニ ユキヒロ
九州大学 工学研究院 教授
都市の水問題に対し、雨庭などのグリーンインフラ
技術を活用して取り組む「あまみず社会」
（様々な場
所で雨水を貯留、浸透、利活用し、水と人との関係
やコミュニティを再構築する）プロジェクトを実施

中貝 宗治

兵庫県 豊岡市長

氏

ナカガイ ムネハル

兵庫県豊岡市出身。兵庫県職員、兵庫県議会議員を
経て豊岡市長（当選通算 4 回）に就任。2000 年に『鸛
（コウノトリ）飛ぶ夢』を執筆するなどコウノトリ
に懸ける思いは強く、市長に転進後、コウノトリの
野生復帰をシンボルにしたまちづくりに取り組む

■コーディネイター
福岡 孝則

第 1 回シンポジウムの最終日を迎えるにあたり、
「グリー
ンインフラ官民連携プラットフォーム」の部会長が皆様か
ら寄せられた質問に回答するとともに、グリーンインフラ
の今後の展望等についてディスカッションを行います。

氏

フクオカ タカノリ
東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科准教授

川埜 亮

カワノ リョウ
氏
国土交通省 総合政策局 環境政策課長

氏 フクオカ タカノリ
東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科准教授
氏 ニシダ タカアキ
京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科准教授

■技術部会長
中村 圭吾

氏 ナカムラ ケイゴ
国立研究開発法人土木研究所 河川生態チーム 上席研究員
（兼 自然共生研究センター長）

■金融部会長
北栄 階一

氏 キタエ ヨリカズ
株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 課長

■国土交通省
川埜 亮

カワノ リョウ
氏
国土交通省 総合政策局 環境政策課長

質問受付

■事前質問受付（6/17 ～ 7/1）
国土交通省 グリーンインフラポータルサイト
グリーンインフラ官民連携プラットフォームＷＥＢサイト
https://gi-platform.com/
から、質問様式をダウンロード頂き、
green-infra@soken.co.jp へ送信ください。

■当日質問受付（7/6）
メールの題名に［シンポ質問］と記入頂き、
直接 green-infra@soken.co.jp へ送信ください。
随時グリーンインフラ座談会メンバーに共有します。

問合せ事務局

株式会社 創建
〒105-0011

東京本部

1993 年 旧建設省入省後、都市局、道路局、地
方整備局、UR( 都市再生機構 ) 等でまちづくり
担当︓柳澤、中尾、所
や社会資本整備に取り組む

東京都港区芝公園 1 丁目 3 番 8 号 苔香園ビル 3 階

TEL︓0 3 - 6 8 0 9 - 1 7 8 1

