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リーンインフラの社会実装を推進し、

強靱化の取組を推進することとしてい

フラ官民連携プラットフォームの活動

活用し、持続可能で魅力ある国土・都

いて、自然環境が有する多様な機能を

土地利用等のハード・ソフト両面にお

が進められており、
〝社会資本整備や

日本においても、様々な分野で研究

ました。

て、欧米を中心に取組が進められてき

全、社会資本の再整備などを目的とし

後半から、浸水対策、生物多様性の保

として法改正を行うなど、様々な取組

性を高めるため、
「 流域治水関連法 」

り流域全体で行う「流域治水」の実効

進めており、更にあらゆる関係者によ

の増加を見込んだ治水計画の見直しを

をとりまとめ、気候変動による降雨量

力戦で挑む防災・減災プロジェクト」

交通大臣のリーダーシップの下、
「総

が激甚化・頻発する中、昨年来、国土

最近では、気候変動に伴い自然災害

装を推進するため、昨年三月に、産官

こうしたグリーンインフラの社会実

れています。

で、グリーンインフラの活用が期待さ

魅力的な都市空間を形成したりする上

まえ、民間の人材や資金を呼び込んで

進やＥＳＧ投資への関心の高まりを踏

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推

でゆとりある生活空間を形成したり、

い生活様式でのニーズに対応し、健康

が大きく増加しており、こうした新し

水を一時的に貯留することで、災害の

和元年東日本台風の際には、鶴見川の

公園と一体的に整備されています。令

様な生物の生息場として機能する都市

設ですが、平時は都市の憩いの場や多

辺地域を水害の危険から守るための施

例えば、鶴見川多目的遊水地は、周

環境保全等に取り組んできました。

機能を活用し、防災・減災、地域振興、

日本では、従来から自然環境が持つ

（２）グリ ー ン イ ン フ ラ が 解 決 す
る課題

紹介します。

等を振り返るとともに、今後の取組を
また、新型コロナウイルス感染症の

ます。

った地域の課題の複合的な解決を目指

防災・減災、環境保全、地域振興とい

国土交通省 総合政策局 環境政策課 課長補佐

和田

グリーンインフラの推進に向けて

はじめに
（１）グリーンインフラの必要性

市・地域づくりを進める取組〟として、

を実行しているところです。その一つ

学の多様な主体が参画する「グリーン

発生を防止しました〈図１〉
。

拡大の影響により、全国で公園の利用

二〇一五年に国土形成計画に初めて位

の具体的な取組として、雨水の貯留・

インフラ官民連携プラットフォーム」

すこととしました。

置づけられました。

浸透機能を有する都市部の緑地の保全

を設置し、活動を行っています。

グリーンインフラは、一九九〇年代

国土交通省では、令和元年に「グリ

を図るなどの措置を創設し、グリーン

の整備は、再開発事業（東京都）
、公

大橋ジャンクション・目黒天空庭園

ーンインフラ推進戦略」を策定し、社

インフラを活用した防災・減災、国土

本稿では、これまでのグリーンイン

会資本整備や土地利用等において、グ
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四者が一体となって進められました。

都高速道路（株）
）
、そして地域住民の

園整備事業（目黒区）
、道路事業（首
水田を利用したビオトープを整備し、

の植栽活動を実施するとともに、放棄

では、地域住民の発案によりあじさい
しています〈図３〉
。

環境・景観の保全が地域活性化に貢献

二〇〇〇人余りが参加し、豊かな自然

これまでの
グリーンインフラの推進に
向けた取組について

（１）グリ ー ン イ ン フ ラ 推 進 戦 略
の策定

このように、従来の社会資本整備や
が持つ防災・減災、地域振興、生物多

国土交通省は、グリーンインフラの

教育活動等に活用しています。毎年開

の緑﹄
﹃公園の緑﹄
﹃街並み緑﹄の三つ

様性保全といった機能を活用した取組

社会実装を推進するため、令和元年七

地球温暖化やヒートアイランド対

の緑の形成に積極的に取り組んでいま

を実施してきていますが、より複雑化

月に「グリーンインフラ推進戦略」を

土地利用等の取組において、自然環境

す。都市における緑の拠点を創出し、

する地域の課題を解決していくために

公表しました。この中で、目指すべき

催する「あじさいまつり」には、一万

周辺の緑化と連携したエコロジカル・

は、多様な主体が分野を横断して連携

将来像として、次のように整理してい

策、生物多様性に寄与する﹃自然再生

ネットワークの形成にも寄与していま

し、取り組むことが重要です。

的な取組を積極的に応援していくこと

国として自ら取り組むとともに、全国

間の横の情報交換・連携を活性化させ、

や官民の関係主体、さらには行政部局

いう概念でまとめることで、地域住民

これらの取組をグリーンインフラと

市・地域の形成を目指す。

・多様
 な主体が連携して、持続可能で
魅 力 あ る レ ジ リ エ ン ト な 国 土・ 都

いう「攻め」の発想に転換する。

する取組を通じて、より賢く使うと

・自然
 資本を積極的に評価し、地域住
民をはじめとする多様な主体が参画

て示す。

・自然
 環境が持つ多様な機能の価値や
効果を改めて見直しエビデンスとし

ます。

す〈図２〉
。
三重県多気町の立梅用水土地改良区

図１．鶴見川多目的遊水地

図２．大橋ジャンクション・目黒天空庭園

図３．立梅用水土地改良区
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としています〈図４〉
。

グリーンインフラの普及に関して

フラの普及のための広報や官民連携の

フラの普及、技術に関する調査・研究、

は、これまでに二回のシンポジウムを

総合政策局環境政策課）が令和二年三

資金調達手法等に関する検討を行う三

開催しました。その中で、多様なバッ

枠組みを企画することなどを目的に活

つの部会「企画・広報部会」
、
「技術部

クグラウンドを持った方々の参加によ

月に設立されました。本プラットフォ

国、地方公共団体、民間企業、大学・
会」
、
「金融部会」を設置し、本格的に

り、幅広い視点からグリーンインフラ

動しています。

研究機関など、多様な主体が幅広く参
活動を開始しています。活動開始から

について一緒に考え、今後の取組のヒ

ームは、令和二年五月にグリーンイン

画する「グリーンインフラ官民連携プ
一年が経過した中、令和三年五月時点

ントになるような場を提供しました。

（２）グリ ー ン イ ン フ ラ 官 民 連 携
プラットフォームの設立

ラットフォーム」
（事務局：国土交通省
の会員数は一一〇〇者を超えるなど、

の創設や月一回の「オンラインセミナ

支援するため、
「 アドバイザー制度 」

プラットフォームの会員による取組を

さらに、グリーンインフラ官民連携

を
「事例集」
として公表しました
〈図６〉
。

〈図７〉
。

ーンインフラ技術集」を公表しました

に関する技術・手法を整理し、
「グリ

集した約一〇〇件のグリーンインフラ

民連携プラットフォームの会員から募

令和二年度は、グリーンインフラ官

活動しています。

ー」等を企画し、分野横断、官民連携

導入する上で重要なポイントとなる自

技術部会では、グリーンインフラを

金融機関等）を繋ぐことなどを目的に

を目指す主体と資金提供者（投資家、

集・整理し、グリーンインフラの導入

金融部会では、資金調達手法を収

然環境が有する多様な機能や効果の適

令和二年度は、会議やオンラインセ

活動しています。
を体系的に整理することなどを目的に

切な評価について検討し、技術的要素

②技術部会

③金融部会

図6．グリーンインフラ事例集

で情報を交換する場を設けました。

創設するとともに、応募のあった取組

表彰する「グリーンインフラ大賞」を

組事例を幅広く募集し、優れた取組を

また、グリーンインフラに関する取

（３）グリ ー ン イ ン フ ラ 官 民 連 携
プラットフォームのこれま
での主な活動内容
①企画・広報部会
企画・広報部会では、グリーンイン

図5．グリーンインフラ官民連携プラット
フォームの会員数の推移

グリーンインフラの推進
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ネットワークが広がっています〈図５〉
。

特集

図4．グリーンインフラ推進戦略の概要

ミナーにおいて、ファイナンスの専門家
より情報提供された資料をもとに、活
用可能な資金調達手法を整理した「金
融部会資料集」を公表しました〈図８〉
。

今後の展開について
（１）国土 交 通 グ リ ー ン チ ャ レ ン
ジについて
国土交通省では、令和三年七月、二
〇五〇年カーボンニュートラルや気候
危機への対応など、グリーン社会の実

組む重点プロジェクトをとりまとめ、

ンチャレンジ」として、戦略的に取り

いくこととしています。

会実装の推進 等の取組を推進して

・官民
 連携プラットフォームの活動拡
大等を通じたグリーンインフラの社

じた地域価値の向上

全省的な実行体制として、国土交通省

今後、国土交通省環境行動計画や各
種政府計画の見直しを進めながら、具
体的な取組を速やかに実行していきま
す〈図９〉
。

（２）グリ ー ン イ ン フ ラ 官 民 連 携
プラットフォームの今後の
主な活動内容
令和三年度におけるグリーンインフ
ラ官民連携プラットフォームの活動内

・グリーンボンド等のグリーンファイ

において議論され、方向性を決定しま

れた同プラットフォームの運営委員会

容については、令和三年六月に開催さ

ナンス、ＥＳＧ投資活用促進を通

環の確保

・都市
 緑化の推進、生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循

・流域
 治水と連携したグリーンインフ
ラによる雨水貯留・浸透の推進

おり、

プロジェクトの一つとして掲げられて

用した自然共生地域づくり」は、重点

この中で、
「グリーンインフラを活

推進本部」を立ち上げました。

の中に「国土交通省グリーン社会実現

現に貢献するため、
「国土交通グリー

図7．グリーンインフラ技術集

図8．グリーンインフラ金融部会資料集

図9．国土交通グリーンチャレンジの概要
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を実施する必要があり、各種業界や教

様々な主体に対する普及に関する取組

し続けています。

ラットフォームの会員数は着実に増加

通じて、グリーンインフラ官民連携プ

これまでの企画・広報部会の活動を

満足度に及ぼす効果などの評価手法を

物の蒸発散効果、精神的・身体的健康、

本ＷＧでは、土の貯留浸透効果や植

するＷＧ」を設置しました。

ラ機能（効果）の評価手法の整備に関

し、技術部会の下に「グリーンインフ

術的な評価指標の開発を進めることと

価手法を整理・分析するとともに、技

リーンインフラに関する要素技術の評

技術部会では、令和三年度より、グ

料を作成することとしています。

う、金融機関や投資家に向けたＰＲ資

ラ（社会資本整備）が選択肢となるよ

また、投資先としてグリーンインフ

ル事業の準備を行うこととしています。

スキームや課題をまとめ、今後のモデ

に、地域で実証すべき資金調達手法の

て、事業主体となり得る関係者ととも

る情報に基づいて、モデル地域におい

れまで収集した資金調達手法等に関す

金融部会では、令和三年度より、こ

て、重要な要素技術となっていくこと

が目指すグリーン社会の実現におい

ところであり、これらの技術は、政府

技術集」としてとりまとめ、公表した

留浸透技術などを「グリーンインフラ

わる企業等が有する緑化技術や雨水貯

フォームでは、昨年度、建設産業に携

グリーンインフラ官民連携プラット

らすものと考えます。

現に大きく貢献する多様な効果をもた

な地域づくりなど、グリーン社会の実

自然と共生した持続的で豊かで魅力的

育部門など、グリーンインフラへの理

整理し、自然環境が有する機能を「浸

さらに、技術部会と連携し、グリー

また、現在、グリーンインフラの社

③金融部会

解者を増やし、裾野を広げる取組が必

水対策」や「猛暑対策」
、
「健康増進」
、

ンインフラの取組を評価する認証制度

会実装に向けて、定量的な評価手法や

②技術部会

要であるとされました。

「地域経済振興」など七つの機能に分

のあり方の検討を進めることとしてい

達成状況の見える化の検討を進めてい

した。ここでは、
その内容を紹介します。

また、グリーンインフラの導入を推

けて、それぞれ、グリーンインフラに

ます。

①企画・広報部会

進するために必要な知見や情報を会員

よってどの程度、
貢献できるのか調査、

中で広く認知されるためには、更に

一方で、グリーンインフラが社会の

相互に交換するコンテンツの充実を図

検討を進めることとしています。

るところであり、今後、プラットフォ

が期待されます。

るなど、企画を深化させ、頂きを高め

ームの会員のニーズ・シーズをマッチ

ングさせ、プラットフォームの多様な

おわりに
二〇五〇年カーボンニュートラルをは

また、昨年度公表した「グリーンイ
ンフラ技術集」を更新し、掲載数が少

人材、ノウハウを活用した支援を展開

る取組が必要であるとされました。
このため、令和三年度は、これまで

じめとして、グリーン社会の実現が国

建設産業に携わる皆様におかれて

ない分野、技術を中心に、更なる情報

長期戦略においても、経済と環境の好

も、グリーンインフラ官民連携プラッ

の活動に加え、様々な主体に対して、

さらに、令和三年四月から、技術部

循環が求められる中、建設業界の果た

トフォームの活動などを通じて、グリ

する予定です。

もに、社会実装に向けた先導的なモデ

会の有志委員数名により、分科会が立

す役割は非常に大きくなっています。

ーンインフラの推進について、ご理解

の重要な政策課題として位置づけられ、

ル事業を進める中で、会員の持つ技術

ち上げられ、グリーンインフラの社会

グリーンインフラの取組は、ＣＯ

とご協力を賜りますことをお願い申し

の蓄積を図ることとしています。

やノウハウを積極的に採り入れ、各主

実装を推進することができる技術情報

の吸収源ともなる都市緑化等の推進

より積極的な広報活動を展開するとと

体のネットワーク化に取り組むことな

を収集する取組も始まっています。

上げます。

グリーンインフラの推進

や、雨水貯留浸透による防災・減災、

２

どの方向性が示されました。

特集

31

