
甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2013/11/19
緑豊かな美しい愛知づくり講演会
／愛知県・豊川市

「体感から考える緑のまちづくり」

2013/11/14
丸の内朝大学
／丸の内朝大学企画委員会

トウキョウ森暮らしクラス
緑に囲まれた暮らしを考える

2013/11/8
企業と環境展
／みなと環境にやさしい事業者会議（mecc)・港
区

企業戦略としての緑のまちづくり

2013/11/1
界わい緑化事業　自治体研修
／東京都都市整備局・公益財団法人東京都公園協会 緑を活かしたまちづくり～界わい緑化～

2013/10/24 平成２５年度新宿区エコリーダー養成講座／
新宿区立環境学習情報センター エコギャラリー新宿

緑を活かしたまちづくり

2013/10/23
第12回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール表彰

式・2013年度「都市のオアシス」認定証授与式

／公益財団法人都市緑化機構
『都市の魅力ある緑地を活用した企業のまちづくり戦略』

2013/9/24 中央通り周辺地区活性化検討会（川越市）
10年先を見据えた商店街活性
「緑を活かすと ここまでできる」

2013/8/29 公益財団法人都市緑化機構
緑を活用したまちづくり戦略と
地域コミュニティ活性化について

2013/8/3
景観・まちなみシンポジウム
／柏の葉アーバンデザインセンター［UDCK］

みどりの杉並　低炭素まちづくり

2013/7/24
みどりの杉並　低炭素まちづくり
／市民版スマートシテ ィ推進機構・杉並区

みどりの杉並　低炭素まちづくり

2013/7/22 東京・森と市庭(奥多摩） みどりの体感講座

2013/7/21 一般財団法人世田谷トラストまちづくり
世田谷トラストまちづくり大学　公開講座
個からはじまる みどりのまちづくり～まちなか緑化の取り組み～

2013/3/16 社団法人大阪府建築士会
くらしのエネルギーを考える
～創るエネルギーと減らすエネルギーシンポジウム

2013/2/25 小田原市
都市廊政策に関するまちなか緑化講演会
まちなかの緑を考えよう

2012/12/8 横浜市緑区　けやきケ丘団地 緑の価値を考える～大規模修繕に伴う外環境づくりについて～

2012/8/25 豊田市
緑が生活を変える！地域を創る！都市を目覚めさせる！
魅力とにぎわいをもたらす緑づくりシンポジウム

2012/2/25
みどりのコミュニティづくりについて
／浜松市　緑の募金事業

緑がつなぐまちづくりセミナー

2012/1/17 環境省 建築物と周囲の環境を一体のものと捉えた温暖化対策

2011/11/22
めぐろまちづくり塾
／目黒区住宅・街づくりセンター

つながりをつくる緑のまちづくり

2011/7/24
『緑のカーテン特別企画～節電の夏を“みどり”
で楽しく乗り切ろう！～／(財）都市緑化機構

緑の効果の体感・緑のまちづくり

2011/6/4 豊島区シンポジウム 自分でできる！緑を活かした涼しい住まい方講習会

2011/5/16
今からできる、誰でもできる緑化～緑のカーテン
で夏を乗り切ろう～／(財）都市緑化機構

まちなか緑化と緑を活かしたまちづくり

2011/4/27
事業者向けセミナー
／豊島区

節電に向けたビジネスセミナー

2013

2012

2011



甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2010/11/19
Japan Home & Building Show／
社団法人日本能率協会

よく売れる省CO2住宅のつくり方

2010/11/17 豊島区シンポジウム 緑が生みだす「快適さ」のしくみ

2010/10/17
第22回住生活月刊中央イベントスーパーハウジン
グフェアinあいち／住まいのための総合セミナー

環境とまちづくり

2010/7/26・27
東京都都市整備局
公益財団法人東京都公園協会

界わい緑化プログラムに関する研修会

2010/5/29 企業組合とちぎ労働福祉事業団
豊かな高齢社会を構築するために
～「共生」を促す住環境の創造～

2010/4/20 豊島区シンポジウム 体で感じる緑の効果

2010/4/13
環境共生住宅推進協議会
/財団法人都市緑化基金

「あいだのデザイン論」
～売れる環境共生住宅とは～

2010/1/27 造園・環境緑化産業振興会 まちなか緑化と緑を活かしたまちづくり

2009/12/7 環境省 建築物の管理による省エネルギー対策

2009/11/22 未来ビレッジサミット
パネルディスカッション/
地球井戸端サミット

2009/10/3
川崎市麻生区
/あさお自然エネルギー学校

緑を活かした住まいづくり・まちづくり

2009/7/7 豊島区 クールシティの実現に向けて

2009/7/2
青山学院大学
総合文化政策学部　特別講義

緑の活用と都市環境再生

2009/4/22 経済団体連合会 都市のあり方WG

2009/3/15
みんなで力あわせて斜面再生の住まい・まちづく
り/長崎にコーポラティブ住宅をつくる会

協働で豊かな環境を

2009/3/11 あらかわエコセンター開設記念講演会／荒川区 緑を活かした住まいづくり・まちづくり

2009/3/2
賃貸事業者向け経営・管理セミナー
/川崎市住宅供給公社

環境時代に求められる魅力的な賃貸住宅の条件

2009/2/21 TOKYO URBAN LIFE2009実行委員会 緑を活かした住まいづくり・まちづくり

2008/12/9
名古屋市市政策課題研究会
／環境・自然分科会

これからの緑のまちづくり

2008/12/8 環境省 建築物の管理による省エネルギー対策

2008/11/13 TOKYO URBAN LIFE2008実行委員会
まちに森をつくって住む
～「身体」と「まち」とをつなげるエコデザイン論～

2008/11/7 杉並区 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2008/10/25 名古屋市 環境と共生する暮らしとまちづくり

2008

2009

2010



甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2008/10/24 埼玉県住まいづくり協議会 環境共生時代におけるリフォームビジネスのこれから

2008/9/29
茨城新聞ニュービジネス研究会、茨城県建築
士会他

まちに森をつくる住まいづくり
～「環境」と「ビジネス」を両立させる企業ビジョンを考える～

2008/9/7 新浦安フォーラム まちに森をつくって住む

2008/9/6 群馬県「ぐんま住宅フェア」 緑を活かした住まいづくり

2008/8/30
「トトロの樹」を守りたい住民一同（杉並
区）

まちに森をつくって住まう

2008/7/30 杉並区教育委員会「すぎなみ大人塾」 「つながり」を活かした住まいづくり、まちづくり

2008/7/26 NPO法人木犀 緑を活かした住まいづくり、街づくりワークショップ

2008/7/7
共立女子大学
建築・デザイン学科特別講義

建築実務概論

2008/6/28
世田谷区　環境シンポジウム
せたがや自治政策研究所

「つながり」を価値としたまちづくり

2008/6/17 YKK AP「住文化サロン」 まちに森をつくって住む

2008/4/19
(財）東京都公園協会
「緑と水の市民カレッジ」

みどりを活かした住まいづくり、まちづくり

2008/4/12 日比谷Iプラザオープン記念講演 緑を活かした住まいづくり

2008/3/13、14 財団法人都市緑化基金 人づくりから始まる緑行政の展開に向けて

2008/2/27 環境省
建築物の管理による省エネルギー対策（集合住宅の住民による省エネ
ルギー対策の事例から）

2008/2/15,23 エコ村ネットワーキング 緑を活かした住まいづくり、街づくりワークショップ

2008/2/9 宇都宮市公園緑地課 まちに森をつくって住む

2008/2/2
NPO法人環境ネットワーク埼玉
(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター）

都市での快適環境住空間を考える

2008/1/25 横浜市まちづくり調整局
まちづくり・住まいづくりにおける環境価値とコミュニティ価値のデ
ザイン手法

2008/1/17、21 Ｓ社社内研修 緑を活かした住まいづくり

2007/12/4
横浜市主催
ヒートアイランド対策フォーラム

基調講演

2007/11/8
新宿エコギャラリー主催
エコリーダー養成講座

みどりを活かす暮らしの知恵・まちの知恵

2007/11/5 筑波大学　特別講義 環境価値とコミュニティ価値の相関関係

2007/11/2 流山市主催トークセッション 「都心から一番近い森の街　流山」を目指して

2007



甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2007/10/30
川崎市新エネルギー産業振興協会主催
設立記念講演会

緑を活かした住まいづくり・街づくり

2007/10/25 日比谷公園ガーデニングショー2007 私の庭からエコロジー

2007/10/21 流山市環境シンポジウム トークセッション

2007/10/18 JIAクロストークセッション 2050年都市像

2007/10/9 つばさ高校 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/10/1
ｸﾞﾘｰﾝﾁｪｰﾝ推進ネットワーク主催
設立１周年記念シンポジウム

環境価値とコミュニティ価値の相関関係

2007/9/30 be good café　Vol．99 極楽エコ住宅のつくり方～エゴから始まるエコ～

2007/9/27
目黒区東山小学校環境教育
（目黒区環境ﾓﾃﾞﾙ事業）

緑の効果と住まい、まち

2007/8/31 S社社内研修 「つながり」を価値にする住宅ビジネス

2007/8/23
（財）日本造園修景協会
「造園夏季大学」

緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/8/5 熊谷市セミナー
緑を活かした住まいづくり
～ｴｱｺﾝに頼らない快適な暮らしを実現するために～

2007/7/31 日本ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ学会　ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/7/30 NPOｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ・ｺﾐｭﾆﾃｨ研究所セミナー 環境共生型コミュニティ

2007/7/29
流山市主催セミナー
都心から一番近い森のまち　流山

ロハスな生活、クーラーに頼らない生活、地球にやさしい暮らし方

2007/7/25 都市緑化基金等連絡協議会 グリーンチェーンによる街づくり

2007/7/24
板橋区主催
緑のカーテン体験学習事業講演会

緑のカーテンを活かした体験学習～心地よい、かしこい生活のすすめ

2007/7/21
NPOｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ社
ネットワークセミナー001

まちに森をつくって住む

2007/7/17
アーク都市塾
住宅ビジネス企画開発コース

環境を価値にする住宅ビジネス

2007/7/13 流山市主催　講演会 ロハスな生活、クーラーに頼らない生活、地球にやさしい暮らし方

2007/7/13 おおたかの森ＳＣ「おおたか塾」セミナー 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/7/9 GCNet 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/6/18
共立女子大学
建築・デザイン学科特別講義

建築実務概論

2007/6/16 鳩ヶ谷市市民講演会 緑のカーテンでやさしいくらし～身近なところから地球温暖化対策

2007/6/12 武蔵美大特別講義 緑を活かした住まいづくり、街づくり　



甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2007/5/25 Ｐ社社内研修 「つながり」を価値にする住宅ビジネス

2007/5/9 横浜市ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ事業　勉強会 自然との「つながり」を暮らしに活かす

2007/5/8 エコライフめぐろ推進協会セミナー 緑を活かした住まいづくり、街づくり（緑のカーテンで夏を涼しく）

2007/4/15 大田区山王1丁目・2丁目町会セミナー 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/3/24
環境省ソーラーマイレージクラブ
シンポジウム

基調講演：緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/3/22 URﾊｳｼﾞﾝｸﾞ・ﾛｹｰｼｮﾝ・ﾌｫｰﾗﾑ2007春 暮らしを耕す、人、住まい

2007/3/21
流山市主催セミナー
都心から一番近い森のまち

つくばエクスプレスと街づくり

2007/3/3
大田・花とみどりのまちづくり
環境フォーラム

どうする地球温暖化～みどりある暮らしと地球にやさしいﾗｲﾌｽﾀｲﾙ

2007/3/1 都市緑化基金セミナー 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2007/2/15 A社社内研修 「つながり」を価値にする住宅ビジネス

2007/2/9 NPOひょうご新民家21セミナー 体験型　環境共生住宅セミナー

2007/2/6
アーク都市塾
住宅ビジネス企画開発コース

環境を価値にする住宅ビジネス

2007/2/2 三鷹ネットワーク大学講座 公開講演会

2007/1/12
立教大学　21世紀社会デザインラボ主催
シンポジウム

公開講演会

2006/12/9
NPO環境ネットワーク埼玉主催
地球温暖化防止月間ﾌｫｰﾗﾑ　講演会

緑を活かした住まいづくり・街づくり

2006/12/3
東邦大学エネルギー環境教育研究会主催
エネルギー環境教育講座

都市環境再生のための処方箋～環境共生住宅の事例紹介

2006/11/25 関西自然住宅推進ネットワークセミナー 緑を活かした住まいづくり・街づくり

2006/11/11 エコメッセ主催　セミナー 自然の恵みを活かす住まいづくり

2006/10/18 中小企業同友会　セミナー 中小企業にとってのエコビジネスとは

2006/10/14 杉並区環境博覧会　講演会 緑を活かした住まいづくり・街づくり

2006/10/5 T社社内研修 環境を価値にする住宅ビジネス

2006/7/14
東京都主催
ヒートアイランド対策シンポジウム

環境共生住宅について

2006/7/3
共立女子大学
建築・デザイン学科特別講義

建築実務概論

2006



甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2006/7/2 ５X緑ショップ＆ｽﾛｰｳｫｰﾀｰｶﾌｪ　セミナー 緑を活かした住まいづくり

2006/6/17
足元から地球温暖化を考える市民ネットえど
がわセミナー

涼しい夏の過ごし方を知ろう！

2006/6/6
九州大学21世紀COEプログラム
ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ・ﾊﾋﾞﾀｯﾄ分野のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾐﾅｰ

環境共生型住宅、街づくりのコンサルティングビジネスについて

2006/6/4
快適・新宿をつくる地域連携ワークショップ
連続講座

みどりを活かす暮らしの知恵・まちの知恵

2006/5/20 青森県建築士会青森支部主催セミナー 自然の恵みを暮らしの中へ～緑を活かし雪と仲良く暮らすために

2006/4/16
日本建築学会
ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ小委員会　セミナー

緑を活かした住まいづくり・街づくり

2006/4/12
快適・新宿をつくる地域連携ワークショップ
連続講座

みどりを活かす暮らしの知恵・まちの知恵

2006/4/11 マンション管理センター　委員会 緑を活かした住まいづくり

2006/3/4 日本学術振興会主催　シンポジウム コミュニティの合意形成

2006/2/23 日建設計　都市経営フォーラム講演会 都市環境再生の処方箋

2006/2/22 緑の家学校　講座 緑を活かした住まいづくり

2006/2/1 U社　都市デザイン研修 環境共生と都市デザイン

2005/6/10
建築士会全国大会愛知大会
市民フォーラム（参加型ワークショップ）

自然の恵みを暮らしの中へ

2005/5/10 武蔵野美術大学特別講義 計画原論、環境計画

2005/3/10 板橋区主催　環境行動委員会セミナー 緑を活かした住まいづくり

2005/3/3 国際オーニングフェア2005記念セミナー 自然共生住宅の魅力づくりの一環として

2005/3/2 緑の家学校　セミナー ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ住宅の事例

2005/2/25 21世紀年開発コンセプト研究会セミナー 環境共生型の住環境づくり

2005/2/16 環境省地球温暖化対策　省内研修 集合住宅の住民による省エネルギー対策の事例

2005/2/5 茨城県建築士事務所「明日を創る建築講座」 都市環境再生のための処方箋

2005/1/19 新宿環境学習情報センター 緑を活かす暮らしの知恵

2004/11/27 目黒・生活者ネットワーク１０周年記念講演 緑を活かした住まいづくり、街づくり

2004/10/19
住宅生産振興財団・日本経済新聞社主催
セミナー

ここまできた、環境にやさしい住まいづくり

2005以前



甲斐徹郎　講演実績

日付 タイトル／主催者 テーマ

2004/10/16 日本建築家協会2004大会 美しいまちづくり　　　パネルディスカッション

2004/9/29
環境省ECO　FLOW事業
環境建築研究会セミナー

涼しさ・暖かさに関する基礎講座（第１回）

2004/8/25 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰあだち再生館　環境教育セミナー 緑を活かした暮らし

2004/8/1 日野市中央公民館セミナー 夏の住まいの快適術

2004/7/13 練馬区立高松小学校　環境教育セミナー 緑を活かした暮らし

2004/7/12 共立大学　建築研究室特別講義 建築実務概論

2004/7/2
環境省委託事業　学校エコ改修
足立区立中島根小学校　環境教育セミナー

緑を活かした暮らし　体感セミナー

2004/6/27 日本ボランティア学会　セミナー 共生の社会技術　　パネルディスカッション

2004/6/1
環境省委託事業
「環境建築セミナー～校舎の環境改善」

「環境建築」と「環境教育」との接点

2004/5/31 環境省・文部科学省　懇談会での意見発表
環境保全のための意欲の増進および環境教育推進に関する基本方針の
作成に向けた懇談会

2003/9/7 武蔵野市主催　えこらぼ家楽塾 環境共生型コーポラティブ住宅について

※２００５年以前は主要な講演のみ


