
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム　会員一覧
令和2年11月30日現在

　一号会員（都道府県及ひ市゙区町村）

北海道 東京都　三鷹市

北海道　札幌市 東京都　多摩市

青森県 神奈川県

青森県　青森市 神奈川県　横浜市

青森県　弘前市 神奈川県　横須賀市

岩手県　盛岡市 神奈川県　鎌倉市

宮城県　仙台市 神奈川県　藤沢市

宮城県　気仙沼市 石川県　金沢市

宮城県　岩沼市 長野県

宮城県　柴田町 長野県　上田市

福島県 岐阜県　岐阜市

福島県　郡山市 静岡県

茨城県　守谷市 静岡県　浜松市

埼玉県　さいたま市 愛知県

埼玉県　戸田市 愛知県　名古屋市

埼玉県　朝霞市 愛知県　岡崎市

埼玉県　和光市 愛知県　豊田市

千葉県 愛知県　安城市

千葉県　松戸市 愛知県　長久手市

東京都 三重県

東京都　中央区 三重県　四日市市

東京都　江東区 京都府

東京都　大田区 京都府　京都市

東京都　世田谷区 大阪府

東京都　葛飾区 大阪府　吹田市

　［68］



大阪府　泉大津市

大阪府　八尾市

大阪府　阪南市

兵庫県　姫路市

兵庫県　豊岡市

岡山県　岡山市

岡山県　瀬戸内市

広島県　尾道市

福岡県　福岡市

福岡県　北九州市

福岡県　久留米市

福岡県　古賀市

熊本県　熊本市

熊本県　玉名市

大分県　大分市

大分県　日田市

鹿児島県

沖縄県



グリーンインフラ官民連携プラットフォーム　会員一覧
令和2年11月30日現在

　二号会員（関係府省庁）

環境省

国土交通省

内閣官房

農林水産省

　［4］



グリーンインフラ官民連携プラットフォーム　会員一覧
令和2年11月30日現在

　三号会員（民間企業、学術団体等）

株式会社アーバンパイオニア設計 株式会社エコリス

株式会社あい造園設計事務所 株式会社エコル

アオイ環境株式会社 株式会社エコルシステム

株式会社赤城商会 エスペックミック株式会社

ASAKURAROBINSON ＮＰＯ生活工房つばさ・游

アジア航測株式会社 特定非営利活動法人ｂｉｒｔｈ

特定非営利活動法人足尾に緑を育てる会 特定非営利活動法人エヌピーオー・フュージョン長池

株式会社安藤・間 エネルギーアンドシステムプランニング株式会社

イー・アンド・イーソリューションズ株式会社 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

株式会社イースリー MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

株式会社育種園 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所

株式会社石勝エクステリア 応用技術株式会社

一般社団法人いしかわエネルギーマネジメント協会 応用地質株式会社

石坂産業株式会社 公立大学法人大阪市立大学

いであ株式会社 大島造園土木株式会社

岩田地崎建設株式会社 株式会社大林組

インフラテック株式会社 株式会社岡部

一般社団法人ウィーアーワン北上 有限会社岡本環境造園

株式会社ウエスコ 株式会社おぎそ

株式会社ヴォンエルフ 株式会社沖縄環境分析センター

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 株式会社officema

特定非営利活動法人雨水まちづくりサポート 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

内山緑地建設株式会社 一般社団法人街路樹診断協会

株式会社エイト日本技術開発 株式会社カジオカL.A

エコジャパン株式会社 鹿島建設株式会社

　［283］



株式会社片平新日本技研 株式会社建設技術研究所

株式会社加藤建設 一般社団法人建設コンサルタンツ協会

公益財団法人かながわトラストみどり財団 研冷工業株式会社

環境工学株式会社 小泉製麻株式会社

株式会社環境新聞社 一般財団法人公園財団

関西電力株式会社 一般社団法人交通環境整備ネットワーク

株式会社基住 古賀緑地建設株式会社

特定非営利活動法人北九州ビオトープ・ネットワーク研究会 国際航業株式会社

北造園株式会社 国土防災技術株式会社

九州大学大学院芸術工学研究院 国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット

株式会社共生 株式会社コンシスト

公益財団法人京都市都市緑化協会 株式会社佐藤総合計画

一般社団法人グッドラック 澤田建設株式会社

くにうみアセットマネジメント株式会社 三八地方森林組合

株式会社グリーン・ワイズ サンメッセ株式会社

一般社団法人グリーンインフラ総研 三洋テクノマリン株式会社

特定非営利活動法人GreenConnectionTOKYO 三和グランド株式会社

グリーンフロント研究所株式会社 株式会社三和テレム

グリーンマインドパートナーズ合同会社 CSRデザイン環境投資顧問株式会社

株式会社クロス・ポイント 株式会社ジーエヌリンク

株式会社ＫＲＣ ジーナス・インターナショナル株式会社

株式会社計画情報研究所 株式会社自然エネルギー市民ファンド

株式会社KKRジャパン 一般社団法人自然環境共生技術協会

有限会社ケース 清水建設株式会社

株式会社建設環境研究所 勝二建設株式会社



昭和株式会社 大和リース株式会社

信州大学 株式会社竹中工務店

株式会社新日本コンサルタント 高野ランドスケーププランニング株式会社

株式会社新松戸造園 高松商事株式会社

特定非営利活動法人森林資源活用バンク 株式会社竹中土木

株式会社スタジオテラ 株式会社立飛ホールディングス

合同会社スマートウォーター 田中シビルテック株式会社

株式会社スマートドライブ 株式会社田村組

住友林業緑化株式会社 一般社団法人地域国土強靭化研究所

西武造園株式会社 公益財団法人地球環境戦略研究機関

世界銀行 秩父ケミカル株式会社

積水化学工業株式会社 公益財団法人千葉県文化振興財団

積水化成品工業株式会社 株式会社中央設計技術研究所

積水樹脂株式会社 中央復建コンサルタンツ株式会社

一般財団法人世田谷トラストまちづくり 中電技術コンサルタント株式会社

セントラルコンサルタント株式会社 中電不動産株式会社

株式会社創建 中部土木株式会社

損害保険ジャパン株式会社 株式会社長大

株式会社大建コンサルタント 株式会社庭樹園

大成建設株式会社 株式会社DATAFLUCT

大成建設株式会社一級建築士事務所 一般財団法人電力中央研究所環境科学研究所

大東建託株式会社 東急建設株式会社

ダイトウテクノグリーン株式会社 東急不動産株式会社

大日本コンサルタント株式会社 株式会社東京久栄

大和ハウス工業株式会社 株式会社東京建設コンサルタント



株式会社東京設計事務所 株式会社NURSERYYAMADA

東京大学 株式会社長瀬土建

東京建物株式会社 特定非営利活動法人中野・環境市民の会

公益財団法人東京都公園協会 なかむら建設株式会社

東京都市大学総合研究所応用生態システム研究センター 西松建設株式会社

東京パワーテクノロジー株式会社 株式会社日経ＢＰ

東鉄工業株式会社 日建工学株式会社

東邦レオ株式会社 株式会社日建設計シビル

東北緑化環境保全株式会社 株式会社日建緑地

東洋エンジニリング株式会社 株式会社日水コン

東洋建設株式会社 日鉄興和不動産株式会社

株式会社東洋庭苑 日特建設株式会社

東洋緑化株式会社 一般社団法人日本経済団体連合会

有限会社とーく 一般社団法人日本インフラ空間情報技術協会

株式会社ドーコン 日本管財株式会社

株式会社トーテツ 日本建設技術株式会社

株式会社都市計画研究所 一般社団法人日本建設業連合会

独立行政法人都市再生機構 日本建築学会

公益財団法人都市緑化機構 日本工営株式会社

戸田建設株式会社 日本興業株式会社

凸版印刷株式会社 特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合

飛島建設株式会社 株式会社日本政策投資銀行

豊田中央研究所 公益財団法人日本生態系協会

トヨタホーム株式会社 株式会社日本設計

株式会社トロピカル・グリーン設計 特定非営利活動法人日本ゼリスケープデザイン研究協会



一般社団法人日本造園建設業協会 株式会社フジタ

特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会 復建調査設計株式会社

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 一般社団法人不動産協会

日本ユニシス株式会社 株式会社不動テトラ

一般財団法人日本緑化センター 株式会社フラワーオークションジャパン

一般社団法人日本レスキューボランティアセンター 株式会社プレック研究所

株式会社ニュージェック フロンヴィルホームズ名古屋株式会社

株式会社パーク・コーポレーションｐａｒｋＥＲｓ 株式会社ベルテクスコーポレーション

一般社団法人パークマネジメント協会 北部緑地株式会社

株式会社バイオーム 北陸グリーンボンド株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社 北海道科学大学北方地域社会研究所

パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 株式会社ポリテック・エイディディ

八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社マイズソリューションズ

株式会社八州 前田建設工業株式会社

有限会社塙ランドスケープデザイン 株式会社マザーズ

ＰＪＰＥｙｅ株式会社 一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会

ピコットエナジー株式会社 一般社団法人まちづくりののあおやま

公益財団法人肥後の水とみどりの愛護基金 株式会社MAcS

日立キャピタル株式会社 ミサワホーム株式会社

ヒノキブン株式会社 株式会社ミサワホーム総合研究所

日之出水道機器株式会社 株式会社水辺総研

株式会社日比谷アメニス 三井住友海上火災保険株式会社

特定非営利活動法人ふくしま風景塾 三井共同建設コンサルタント株式会社

株式会社福山コンサルタント 三井住友海上火災保険株式会社

株式会社フクユー緑地 三井住友建設株式会社



三井不動産株式会社 一般社団法人リアル・コンサベーション

三菱地所株式会社 公益財団法人リバーフロント研究所

株式会社三菱地所設計 一般社団法人リモート・センシング技術センター

株式会社三菱総合研究所 株式会社緑生研究所

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 有限会社緑花技研

株式会社ミナモト建築工房くらしのたね 株式会社ロスフィー

一般財団法人民間都市開発推進機構 株式会社和大地

明治コンサルタント株式会社 渡辺建設株式会社

農事組合法人桃山町植木組合

株式会社森園芸場

森陶管株式会社

森ビル株式会社

株式会社柳沢林業

株式会社ヤマウ

株式会社ヤマト

山梨大学大学院総合研究部（工学域）地域防災・マネジメント研究センター

株式会社ＵＲリンケージ

有限会社オンサイト計画設計事務所

寄神建設株式会社

ライト工業株式会社

ランデス株式会社

株式会社ランドスケープ・プラス

一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会

株式会社ランドスケープデザイン

株式会社ランドプランニング



グリーンインフラ官民連携プラットフォーム　会員一覧
令和2年11月30日現在

　四号会員（個人）
　［530］
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