令和 3 年 10 月 15 日

会員各位

東京都新宿区西新宿 3-8-4 BABA ビル 5 階

（一社）建設コンサルタンツ協会関東支部
環 境 専 門 委 員 会 委員長 三木 優治
都市計画専門委員会 委員長 岡田

寛

第 22 回 環境・都市計画講習会開催【ライブ配信】のご案内

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より協会活動に一方ならぬご協力を頂
き、厚くご礼申し上げます。
さて、建設コンサルタンツ協会関東支部の環境専門委員会、都市計画専門委員会では、当協
会に所属する技術者を対象に、環境分野と技術・話題の親和性が高いまちづくりの視点から
様々なテーマで講習会を開催しており、近年は『ビッグデータやオープンデータを利用した豊
かな社会づくり』や、
『環境と都市計画分野における色彩効果等の基礎知識とその活用』など
をテーマとして、官庁及び各研究機関・大学・民間等の専門家を講師としてご講演をいただき
好評を頂いております。
昨年度の講習会では、近年、その活用や導入が顕著になりつつある「グリーンインフラ」に
着目し、
「グリーンインフラとその導入にあたっての課題」と題して環境影響評価や事業の地
元貢献のアピールとして用いるための事例や取り組み方をご紹介いたしました。
本年度の講習会のテーマは、昨年度に引き続き「グリーンインフラ」を大きなテーマとしつ
つ、都市再生やまちづくりにおける「グリーンインフラ」の役割、位置付けや「グリーンイン
フラ」の実装の推進・評価などについて、事例を交えながらご紹介させて頂きます。講師には、
「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」に参画されている学識者などにご協力をいた
だき、公共空間の計画・整備・維持の観点で今後の取組、評価方法などについて講義いただき
ます。また、関心の強いテーマであることを踏まえ、聴講者の皆様から事前にご質問を賜り、
講義後に可能な範囲でお答えしていく意見交換セッションを設けることとしました。
何かとご多用の折とは存じますが、多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
なお、本講習会は（一社）建設コンサルタンツ協会 CPD プログラムとして申請中です。

第 22 回 環境・都市計画講習会【ライブ配信】
『公共緑化空間の整備・維持 ～グリーンインフラの実装推進～』
環境・都市計画講習会は、建設コンサルタントの知識・技術力の向上、官民連携による情報の共
有などを目的として、平成 11 年度よりその時々の話題をテーマとした講習会を開催してまいりま
した。
本年度の講習会のテーマは、昨年度に引き続き「グリーンインフラ」を大きなテーマとしつつ、
都市再生やまちづくりにおける「グリーンインフラ」の役割、位置付けや「グリーンインフラ」の
実装の推進・評価などについて、事例を交えながらご紹介させて頂きます。講師には、「グリーン
インフラ官民連携プラットフォーム」に参画されている学識者などにご協力をいただき、公共空間
の計画・整備・維持の観点で今後の取組、評価方法などについて講義いただきます。また、関心の
強いテーマであることを踏まえ、聴講者の皆様から事前にご質問を賜り、講義後に可能な範囲でお
答えしていく意見交換セッションを設けることとしました。
なお、昨年度に引き続き、コロナ禍での講習会開催となりましたので、開催は、関東支部会議室
からのライブ配信とさせていただきます。多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
記
１ 開催日時： 令和 3 年 11 月 12 日（金） 13:30～17:00（13:00～Zoom 待機を可能とします。）
２ 開催方法： Web 形式講義（関東支部会議室から Zoom によるライブ中継）
３ 主

催： (一社)建設コンサルタンツ協会関東支部 環境専門委員会･都市計画専門委員会

４ 定

員： 100 名

５ プログラム： （継続教育プログラム（CPD）：建設コンサルタンツ協会認定）
13:00～ 受 付（ZOOM 会議室ログイン）
13:30
開会挨拶：建設コンサルタンツ協会関東支部 都市計画専門委員長 岡田 寛
～13:40 講習会ルール説明
講演Ⅰ：
「都市再生、まちづくりにおけるグリーンインフラの役割の変化」
13:40
～14:25 秋田典子氏（千葉大学 大学院園芸学研究院 教授）
14:25
～15:10

講演Ⅱ「グリーンインフラの生み出す価値とは？実装の推進と評価方法について」
木田幸男氏（一般社団法人グリーンインフラ総研 代表理事）

15:10
～15:55

講演Ⅲ「監理によってグリーンインフラの流れに一貫性を持たせる」
山本紀久氏（株式会社愛植物設計事務所 会長）
休憩 5 分（15:55～16:00）

16:00
～16:50
16:50
～17:00

意見交換セッション
閉会挨拶：講習会実行委員長 川口 真一

６ 参 加 費： 協会会員：￥1,000

非会員￥5,000、 ただし，学生･自治体関係者は無料

７ 申込方法： 別紙『第 22 回 環境・都市計画講習会（手順のご案内）』をご参照の上、関東支
部ホームページ（http://www.jcca-kt.jp/index.php）からお申込み下さい。
８ 締

切： 令和 3 年 11 月 5 日（金）
ただし、締切日前でも定員に達し次第、締切らせて頂きます。

９ 問 合 せ：環境専門委員会・都市計画専門委員会事務局 kankyo-toshi-r3ws@jcca-kt.jp

(一社)建設コンサルタンツ協会 関東支部
第 22 回 環境・都市計画講習会【ライブ配信】プログラム

■開催日時：令和 3 年 11 月 12 日（金） 13:30～17:00
■開催方法：Web 形式講義
■開催内容：テーマ 『 公共緑化空間の整備・維持 ～グリーンインフラの実装推進～ 』
（継続教育プログラム（CPD）
：建設コンサルタンツ協会認定）

※ 講演は以下の 3 講演を予定します。（各 45 分程度のパワーポイントを用いた発表形式）
※ 意見交換セッションでは、聴講者の皆様から、事前（申込時から講義開始前まで）に受
付け、時間の許す限りお答えしていきます（約 50 分）。

13:30
13:40
～14:25

14:25
～15:10
15:10
～15:55
16:00
～16:50
16:50～17:00

開会（受付 13:00～）
講演Ⅰ「都市再生、まちづくりにおけるグリーンインフラの役割の変化」
秋田典子氏（千葉大学 大学院園芸学研究院 教授）
講演Ⅱ「グリーンインフラの生み出す価値とは？ 実装の推進と評価方法
について」
木田幸男氏（一般社団法人グリーンインフラ総研 代表理事）
講演Ⅲ「監理によってグリーンインフラの流れに一貫性を持たせる」
山本紀久氏（株式会社愛植物設計事務所 会長）
意見交換セッション
閉会の辞
（継続教育プログラム（CPD）：建設コンサルタンツ協会認定）

■企画・開催：(一社)建設コンサルタン協会関東支部 環境専門委員会・都市計画専門委員会

【講習会概要】

第 22 回 環境・都市計画講習会【ライブ配信】
『 公共緑化空間の整備・維持 ～グリーンインフラの実装推進～ 』
開会・案内
13:30～13:40

開会挨拶：建設コンサルタンツ協会関東支部 都市計画専門委員長 岡田 寛
講習会ルール説明
講演タイトル「都市再生、まちづくりにおけるグリーンインフラの役割の変化」
【講師】秋田典子氏（千葉大学 大学院園芸学研究院 教授）

講演Ⅰ
13:40～14:25

■講演要旨


再開発事業評価における緑、生態系の位置付け



世界における都市再生、ウォーカブルとグリーンインフラの方向性



気候変動とグリーンインフラの実装

講演タイトル「グリーンインフラの生み出す価値とは？ 実装の推進と評価方法について」
【講師】木田幸男氏（一般社団法人グリーンインフラ総研 代表理事）
■講演要旨
講演Ⅱ



都市の中のグリーンインフラの位置付け
→賑わい創出、エリアマネジメント、事業価値、街の価値

14:25～15:10


グリーンインフラ技術の実装に向けてどう取り組むべきか



グリーンインフラ事例紹介
→グランモール公園などを事例として･･･

講演タイトル「監理によってグリーンインフラの流れに一貫性を持たせる」
【講師】山本紀久氏（株式会社愛植物設計事務所 会長）
講演Ⅲ
15:10~15:55

■講演要旨


グリーンインフラとしての街路樹と都市公園の目標像



公共緑化の 調査～設計～生産～施工～管理 の流れ



流れに一貫性を持たせる監理の仕組み

休憩 5 分
講師をパネリストに迎え、聴講者の皆様から事前に賜ったご質問について時間の許す限り
意見交換セッション
16:00～16:50

お答えしていきます。
合わせて、環境、都市計画に携わる建設コンサルタントに求められる役割などについても
議論を深められればと考えます。

閉会
16:50～17:00

閉会挨拶：講習会実行委員長 川口 真一

第 22 回 環境・都市計画講習会【ライブ配信】申込要項
1.講習会日時：令和3年11月12日（金）13：30～17：00（ZOOMによるオンライン開催）
2.受講者数 ：100 名【関東管内在籍者に限る】
3.受 講 料：銀行振込（協会会員：￥1,000、非会員￥5,000）
、ただし学生･行政関係者は無料
（振込手数料は各自ご負担ください。）
4.申込方法：
【申込締切：令和 3 年 11 月 5 日(金)】
●協会会員の皆様（関東管内在籍者）
・建設コンサルタンツ協会関東支部ホームページ(http://www.jcca-kt.jp/members/index.html※
要会員パスワード)からお申込み下さい。→【講習会・見学会申込】→新規申込【個人】
※【団体】での申し込みはできません。複数名で参加される場合は 1 名ずつお申込み下さい。
・参加申込時に会社名または所属団体名、参加者氏名、連絡先メールアドレスを必ず記入願いま
す。
※申込完了時にシステムから自動返信メールが送信されます。
●非会員の皆様（関東管内以外の方・学生・自治体関係者含みます）
・建設コンサルタンツ協会関東支部トップページ（http://www.jcca-kt.jp/）の「講習会・見学会
のお申込みはこちら」からお申込みください。→本講習会の案内に添付されているエクセルフ
ァイルをダウンロードいただき、会社名または所属団体名、参加者氏名、連絡先、メールアド
レスを必ず記入いただいて、事務局（kankyo-toshi-r3ws@jcca-kt.jp）宛に返送願います。
5.受講料の振込み：
【振込期限：令和 3 年 11 月 8 日(月)】
・申し込み確認の後、事務局（kankyo-toshi-r3ws@jcca-kt.jp）から振込み方法のご案内をメー
ル送付いたします。
・領収書は【11 月 10 日(水)】までに参加申込時に記入いただいたメールアドレス宛に、ZOOM
視聴 URL・パスワード、テキストのダウンロード方法とともにご案内させて頂きます。
6.CPD 受講証明の発行：
・CPD 受講証明は、講習会参加後にご案内する Web アンケートに回答頂いた参加申込者（また
は事前に申請された代理の方）に対して、後日 PDF ファイルで送付させて頂く予定です。
・講習会を聴講されなかった方、アンケートへの回答を確認できなかった方には CPD 受講証明
は発行致しません。
7.参加申込のキャンセル・受講者の変更について
●申込キャンセル
・協会会員の皆様は関東支部ホームページ(要会員パスワード)で行って下さい。
http://www.jcca-kt.jp/members/index.html →【講習会・見学会申込】→【申込確認・取消】
ただし、参加費振込後のキャンセル・不参加は参加費の返金は致しません。予めご了承下さい。
・非会員の皆様（学生・自治体関係者含みます。
）は、事務局（kankyo-toshi-r3ws@jcca-kt.jp）
宛に連絡願います。ただし、参加費振込後のキャンセル・不参加は参加費の返金は致しません。
予めご了承下さい。
●受講者変更（代理参加）
（協会会員、非会員共通）
・
【11 月 10 日(水)】までに、事務局（kankyo-toshi-r3ws@jcca-kt.jp）宛に連絡願います。
8．問合せ先：E-Mail：kankyo-toshi-r3ws@jcca-kt.jp（事務局）
・件名を「22 環境・都市計画講習会問合せ」とし、本文に問合せ事項と会社名、氏名を記入して
送信して下さい。

以上

■申し込みの流れ
受講者（協会会員）

受講者（協会会員以外）

関東支部ＨＰより申し込み
（～11/５）

関東支部ＨＰより申し込み
（～11/５）

※申し込み完了時にシステムから
『上記の内容でメールを受信し
ました』と自動返信メールが送信
されますので確認してください。

※指定ファイル(Excel)に必要事項
を書き込みの上、事務局にファ
イル送付。

振

事務局

申込者確認後、
受講者に『振り込み案内』を
お知らせします。
＊振込案内は、後日メールで送
付します。

振込の確認後、
『Zoom の URL』をお知らせ
します。

込（～11/８）

*振込には別途手数料がかかります

＊開催の３日前までにメール
で送付します。
（～11/10）

メールを受信

※代理の方が参加される場合は【11 月 10 日(水)】までに、参加申込者から申込要項「問合せ先」へ、代理の方の会
社名、氏名、連絡先メールアドレスを連絡願います。

■受講～CPD 交付までの流れ
当日：Zoom によるログイン（11/12）

受

講（11/12）

参加者の確認

受講終了時 Zoom 画面に
Web アンケートの URL 表示
（QR コード）

Web アンケートの回答（〆切：11/16）

回答の確認

CPD 受け取り

申込みリスト、振込、アンケ
ート回答の 3 点を確認
CPD 証明書配信
（11/19~順次）

