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Platinum Society Network Monthly News 

マンスリーニュース 

  

【当会イベント案内】 

3/9(木) プラチナ森林産業イニシアティブ 第 3 回全体会議 

  

１ 活動報告 

◆【1/20】プラチナ森林産業イニシアティブ 第 2 回全体会議 

  プラチナ森林産業イニシアティブ第２回全体会議を対面＋オンラインのハイブリッドで開催しました。 

耐火技術、耐震技術の向上に伴い、中高層建築を含む非住宅の木造化、いわゆる「木造都市」が注目されていま

す。木造都市の実現は、木材需要の大幅な増加を通じて、森林・林業、木材産業の活性化に貢献するだけでなく、

都市での CO2 の長期固定で地球温暖化対策にもなります。「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等にお

ける木材の利用に関する法律」も制定され、政策的にもバックアップが始まっております。 

 全体会議では、委員長 株式会社トクヤマ 代表取締役社長 横田浩氏の開会挨拶、隈研吾建築都市設計事

務所 主宰 隈 研吾氏からのご挨拶、事務局による骨子案の説明を行いました。株式会社シェルター 代表取締役

会長 木村 一義氏から「木造都市の実現に向けて-都市に森をつくる-」、常務取締役 安達 広幸氏から「木造都市

＝まちの木質化・木造化」の講演を行い、活発な議論が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆【2/1】第 114 回プラチナ懇談会（法人企業代表者懇談会） 

  ２月１日に、第 114 回プラチナ懇談会（法人企業代表者懇談会）を開催しました。当会は、プラチナ社会の実

現に向けて「官民連携」を進めていますが、法人会員の積極的なご参加が不可欠です。今回は、任意団体時代に幹

事としてご指導いただいた企業や当会に事務局員を派遣いただいている企業を中心にご参加いただき、当会の趣旨、

事業計画について改めてご説明するとともに、当会の活動について自由な意見交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席者】 

神藏孝之様 イマジニア株式会社 取締役会長ファウンダー 

市川晃様 住友林業株式会社 代表取締役会長 

磯野裕之様 王子ホールディングス株式会社 代表取締役社長 

上田博様 住友化学株式会社 取締役副社長執行役員 

髙橋俊之様 東急株式会社 取締役専務執行役員 

鞆田茂様 鹿島建設株式会社 営業本部副本部長専務執行員 

宮本洋一様 清水建設株式会社 代表取締役会長 

薮田健二様 株式会社三菱総合研究所 代表取締役社長 

渡邉光一郎様 第一生命保険株式会社 取締役会長 

小宮山宏 プラチナ構想ネットワーク会長（株式会社三菱総合研究所理事長） 

岩沙弘道 プラチナ構想ネットワーク副会長（三井不動産株式会社代表取締役会長） 
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◆【2/2-3】プラチナ構想スクール（自治体職員向け政策立案研修）が修了しました 

全国の自治体から 19 名が参加したプラチナ構想スクールが、2 月２日・３日の最終回をもって修了しました。 

最終回では、「わがまちのプラチナ構想」と題して、参加者が各地域の課題解決のために立案した政策を発表しまし

た。今年度は、子育て対策、移住施策、脱炭素、ICT 教育といった、多様な政策が立案されました。 

参加された皆さん、半年間お疲れさまでした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修了生一覧】（敬称略） 

１ 大樹町（北海道）太田 翼  

２ 岩手県 勝田 啓介 

３ 矢巾町（岩手県）長峯 大樹 

４ 大崎市（宮城県）鈴木 一寿 

５ 取手市（茨城県）梅崎 修平 

６ さいたま市（埼玉県）小口 悠太 

７ 行田市（埼玉県）加藤 文昭 

８ 春日部市（埼玉県）川鍋 大輔 

９ 東京都 大原 茂一 

10 葛飾区（東京都）井上 達成 

11 鎌倉市（神奈川県）岩田 航 

12 小田原市（神奈川県）鈴木 和真 

13 浜松市（静岡県）鈴木 良実 

14 一宮市（愛知県）鍋野 洸哉 

15 豊田市（愛知県）木下 開斗 

16 和歌山県 松下 直樹 

17 香川県 三木 博司 

18 菊池市（熊本県）佐藤 寛美 

19 大分県 山内 聖子 

◆【2/6】九州支部設立記念フォーラム、第 115 回プラチナ懇談会 

本年度、幕亮二氏（株式会社 MK 総合研究所 代表取締役）を支部長に迎え、プラチナ構想ネットワーク九州

支部を設立しました。これを記念し、佐賀県多久市にて九州支部設立記念フォーラム「ΣKyushu＞７ ひとつひとつで

はない一つの九州へ」を開催しました。九州支部は７県を対象としてますが、広大であるため、まずは第一弾として佐

賀県・長崎県エリアを対象に実施し、約 60 名と多くの方にご参加いただきました。フォーラムでは基調講演＆パネルデ

ィスカッションを行い、パネルディスカッションでは会場から幕支部長へのエールをいただきました。 

また、フォーラムの後には、会場を移し、第 115 回プラチナ懇談会を開催しました。ご参加いただきました皆様ありが

とうございました。 
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２ ご案内 

◆「地域脱炭素」をテーマとした法人×自治体のマッチングを実施中です 

自治体首長会員と法人会員等が連携し、例えば環境省の支援スキームなどを活用しつつ、カーボンニュートラル

な社会の実現を目指して、「地域脱炭素」をテーマとする会員連携支援事業を実施しています。マッチングは以下の

３つのステップです。 

◆第一段階：（済） 

・法人会員等から、地域脱炭素の実現に貢献する技術・ノウハウを募集（下表の提案をいただきました） 

◆第二段階：（済） 

・自治体首長会員向けに、各地の地域脱炭素への取り組み意向や提案された技術・ノウハウへの期待を確認 

・60 の自治体から回答をいただきました。ありがとうございます。 

◆第三段階：（2 月２日、３日、9 日、10 日実施） 

・各社提案プレゼンテーションをオンラインにて実施。 

・今後、事務局が介在して両者の意向を反映したマッチングを実施予定。 

 

「地域脱炭素」をテーマとした提案 

みやまパワーHD 地域づくりに貢献する地域脱炭素の取組み 

アイ・グリッド・ソリューションズ CO2 排出量可視化から削減実行まで統合的な脱炭素支援を行う「GX ソリューション」 

アイ・グリッド・ソリューションズ 地域循環型の太陽光 PPA モデルによる地域脱炭素・再エネ地産地消・レジリエンス向上 

アイ・グリッド・ソリューションズ 地域循環共生圏をプロデュースする人材育成プログラム 「環生塾」 

ダイキン工業 既存物件の ZEB 化を実現するリース活用型 ZEB 提案 

ダイキン工業 第三者所有方式による空調機器導入 

ダイキン工業 マイクロ水力発電による財源確保や災害対応手法 

東京センチュリー 公共施設等への第三者所有モデル（賃貸借含む）を活用した導入促進 

東京センチュリー EV をリユースして製造したソーラー街路灯により、地域の脱炭素化とサーキュラーエコノミーに貢献 

アクシス 使用電力や CO2 排出量を可視化・追跡し、脱炭素と ESG 経営を促進するクラウド型サービス 

古山通久氏 地域資源を活用した水素の合理的社会実装 

WELLNEST HOME 省エネ建築設計を活用した地域脱炭素モデル街区の街づくり 

ダイセキ環境ソリューション 住民から回収した廃食油で発電し、電気自動車のコミュニティカーを運行 

ニチハ 脱炭素に資するための建物・都市の木質化と環境貢献の見える化 

USD NFT（非代替性暗号資産）を活用し、寄付でゼロカーボンシティ達成へ 

染め Q テクノロジィ 補強工法による再生延命（廃材を出さない＝CO2 排出削減） 

小豆島ヘルシーランド オリーブ新産業の育成による地域脱炭素の取組 

 

会員連携支援事業では、技術・ノウハウを持った法人会員・ベンチャー会員とフィールドを持った自治体会員を結

びつけ、社会課題解決に向けたプロジェクトの実現を目指しています。中間報告をとりまとめました。別紙をご参照く

ださい。 
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３ その他 

◆会員動向（2022 年 2 月時点） 

全 411 会員（法人会員 137 社 / 自治体首長会員 207 名 / 個人会員 62 名 / 社会実装会員 5 名） 

2022 年 12 月、2023 年 1 月理事会により、以下の方の入会が承認されました。 

法人会員 A：人の森株式会社 

法人会員 B：株式会社一条工務店、芙蓉総合リース株式会社 

株式会社リビングプラットフォーム 

法人会員 C：宇津商事株式会社、Sotas 株式会社、株式会社 HYAKUSHO 

株式会社みらいリレーションズ 

◆第 10 回プラチナ大賞、2022 年度プラチナ未来人財育成塾 報告書を HP で公開中 

2022 年 10 月 24 日に開催の「第 10 回プラチナ大賞」の報告書及び 2022 年 7 月、８月に開催

の「2022 年度プラチナ未来人財育成塾」の活動報告書を刊行しました。電子データ版を当会 HP に

て公開していますので、是非ご覧ください。 

◆小宮山による『財界』の連載記事「TM 手帖」を HP で公開中 

ビジネス書籍の独立系出版社「財界研究所」が出版する『財界』において、小宮山が「TM 手帖」と

いう連載をしています。プラチナ構想ネットワークの HP にて、最新号の連載記事を公開していま

す。是非、ご覧ください。 

『財界』2022 年 11 月 2 日号（10 月 19 日発売） 

「はかる」と「わかる」体験を子どもたちに～次世代育成への取り組み～ 

https://www.platinum-network.jp/1575/ 

一般社団法人プラチナ構想ネットワーク 担当：高橋、大村 
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