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みどり分野 施策事例個票集 

 

事例№ G-001 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー12「みどりの管理・育成施策」 

 ①緑陰道路プロジェクト 

メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 表参道のケヤキ並木 

地区、所在地 表参道地区ほか 東京都渋谷区 

事業主体 東京都 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・のびのび街路樹育成事業として樹幹

の大きな樹種への転換や樹勢回復

等を推進。枝葉を極力剪定せず、自

然のあるがままの状態で枝葉を広

げた街路樹により、緑陰を形成。 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・道路幅員が広く強剪定の必要がないため、定期的な剪定は未実施。潅水等も

基本的に実施していない。 

・樹勢の衰えたものについては土壌改良を実施。 

・多くの人が集まる商業エリアであり、地元商店街が独自の取組として週５回

清掃活動を実施。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等 ・樹木成長に伴い管理費は増加 

－樹周 60 ㎝の樹木に比べ、管理費は 120 ㎝で 2.5 倍、180 ㎝で 4.5 倍 

活用した補助制度等  

事業による効果 ・以下の効果が期待される。 

－ヒートアイランド現象緩和、－緑豊かな都市景観形成、風格ある街並創出

－生物多様性保全への寄与、 －防災性向上 

事業に係る課題 ・狭い幅員の歩道に大きな樹冠の樹種が選択されている。 

・無電柱化により地下の生育空間に制約がある。 

・現状、適正な管理費が確保されているとは言い難い。 

参考資料出典等 （画像出典） 
東京都第二建設事務所 ＨＰ 
 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/niken/ 
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干潟再生実験整備イメージ 

 

事例№ G-002 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー14「大規模な緑地の保全と適正な管理」 

 ①自然再生事業 

施策分類 河川緑化 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 淀川河川敷における干潟再生計画 

地区、所在地  大阪府大阪市 

事業主体 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・淀川本来の自然の豊かさを取り戻し、天然記念物のイタセンバラやアユモド

キなどの生物を守るため、河川敷にワンドやタマリの復元を実施。 

・水深の深い区間に砂を埋める方法と、陸地を削る方法の二つを行うことによ

り、連続的に水が流れる

場所でのワンド整備、新

たなワンドやタマリを

整備。その後、生物のモ

ニタリングを行うこと

により、生息・生育に必

要な環境を確保。 

・淀川の各地域に干潟を作

っていく予定であり、現

在、現段階では看板設置

場所や柴島、海老江地区

などで干潟を復元。 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 1.4 億円（平成 15 年度事業費） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 龍谷大学新聞社 ＨＰ 
 http://www.rpress.net/ 
日仏河川・湖沼の水管理セミナー資料 
 http://www.riob.org/IMG/pdf/Tokyo_Yoshida_Japanese.pdf 
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事例№ G-003 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール③校庭の芝生化 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 中密度 

 

事業・取組 関目小学校の全面芝生化 

地区、所在地  大阪府大阪市 

事業主体 大阪市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・平成 17 年度から市教育委員会が実施している学校運動場の芝生化等に対する

補助事業を活用した取組。 

・子どもたちがＰＴＡや地域の方々と一緒に蒔き芝のほぐし体験、蒔き芝、目

土散布、散水などの作業を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 「運動場の芝生化」モデル事業／大阪市教育委員会 

事業による効果 ・子どもに対する環境教育、運動量の増加、環境衛生、けがの防止など。 

・校舎内の温度低減。 

・地域連携の深まり、学校への信頼感の醸成、学校の評価向上など。 

事業に係る課題 ・芝生を根付かせるまでの養生期間（２～３ヶ月）の校庭利用制限。 

・維持管理作業に対する知識と労力が必要。 

参考資料出典等 （画像出典） 
大阪市立関目小学校 ＨＰ 
 http://www.ocec.ne.jp/es/sekime-es/ 
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事例№ G-004 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 高密度 

 

事業・取組 六本木ヒルズけやき坂 

地区、所在地  東京都港区 

事業主体 森ビル(株) 

取組開始時期 2003 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・けやき坂沿道には、樹高約 11ｍのケヤキの木が植樹されており、2004 年に国

土交通省が行った調査（「緑による熱環境改善効果に関する調査」）において、

７月午後の温度分布は以下の通り計測された。 

－アスファルト舗装：表面温度 40～45℃（ 高温度 48.6℃） 

－道路沿いのケヤキ：表面温度約 35℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・植樹により、道路表面に対し、約 10～15℃の温度低減効果。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/04/040813_.html 

計測場所における表面温度の熱画像写真と表面温度の計測結果 
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事例№ G-005 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー12「みどりの管理・育成施策」 

 ①緑陰道路プロジェクト 

メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 中密度 

 

事業・取組 けやき通り街路樹の樹勢回復 

地区、所在地 国道 202 号沿道 福岡県福岡市 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・国道 202 号の街路樹である、樹齢 60 余年のケヤキについて、極力剪定を行わ

ない自然成長方式で管理を実施。 

・樹木の高齢化による弊害へ対応し、安全性・景観の調和を図る目的で「一般

国道 202 号けやき通り街路樹検討委員会」を設置し、新しい視点での管理方

式を定めた。そのための工事内容は下記の通り。 

－ケヤキの樹勢回復：グレーチング、ツリーサークル、潅水口の設置 

－その他の工事  ：ケヤキの剪定、舗装の改善、掲示板設置 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約１億円（総延長約 800ｍ） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・適度な剪定による光や風通しの確保と緑陰の形成、景観形成。 

・台風等による枝折れの回避、自動車や歩行者等の通行安全性の確保。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省九州地方整備局「一般国道 202 号けやき通り情報オンライン」 
 http://www.qsr.mlit.go.jp/fukkoku/keyaki/ 

街路樹の現状（左）と剪定後のイメージ（右） 
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事例№ G-006 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 中密度 

 

事業・取組 コミュニティ道路「ゆずり葉の道」の緑化 

地区、所在地  大阪府大阪市 

事業主体 大阪市 

取組開始時期 1980 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市内の道路のうち、歩行者が多

く通り、車の速度を落としても

差し支えのない道路について、

植樹帯を設置し車道をジグザ

グに状にすることにより、沿道

に用事のない通過交通を抑制

することにより、歩行者の交通

安全を図るとともに、歩道舗装

のカラー化や植栽による快適

な歩行空間を確保。 

・取組経過は以下の通り。 

－1980 年に全国初の試みとし

て阿倍野区長池で整備を開始 

－1984 年からは「ゆずり葉ゾーン」として総合的に整備推進 

－住民や車利用者、視覚障害者の声などから、当初計画を一部変更。バンプ

（突起部）を撤去、防護柵の高さ、形状を変更 

－2003 年度末現在で 338 路線、約 117km を整備済み 

－大阪市建設局と大阪府警察本部が連携して「コミュニティ・ゾーン形成事

業」を開始 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 大阪市 ＨＰ 
 http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000010978.html 
ＮＰＯ法人地域デザイン研究会 ＨＰ 
 http://www.npo-rdi.com/forum2002/YuzurihaAvenue.htm 
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事例№ G-007 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 高密度 

 

事業・取組 風かおる‘みち’計画 

地区、所在地  大阪府大阪市 

事業主体 大阪市 

取組開始時期 2004～2017 年度（予定、事業期間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・阪神高速道路大阪泉北線の廃止に伴い新設される都市計画道路天王寺大和川

線は、ＪＲ天王寺駅から大和川に至るＪＲ阪和線の横を横断する沿道約 5.5

㎞、標準幅員 29ｍの南北方向を結ぶ幹線道路であり、同道において、様々な

機能が融合した新しいタイプのみどり豊かな街路として整備を推進。 

・計画概要は下記の通り。 

－区間：大阪市阿倍野区天王寺町南１丁目（国道

25 号）～住吉区山之内元町(大和川北岸線) 

－延長：約 5,520ｍ 

－コンセプト：「風かおる‘みち’」 

 緑の風かおる“みち” 

 賑わいの風かおる“みち” 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 940 億円（用地費込み） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 大阪市 ＨＰ 
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000024/24060/080625
-9.pdf 

 http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000033629.html 

天王寺大和川線の整備イメージ 
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事例№ G-008 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 中密度 

 

事業・取組 街路樹の保全と再生 

地区、所在地 青葉通地区 宮城県仙台市 

事業主体 仙台市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・緑美しい都市の実現に向けて、基軸となる市中心部の広幅員道路等に質の高

い緑空間を保全・創出していくため、「青葉通ケヤキ街路樹等に関する方針」

を策定。 

－ケヤキの保全と市民の安全の両立を図るため、ケヤキの樹勢や倒木危険度

調査などの定期調査を一層強化。なお、倒木危険性の高いケヤキについて

は、定期調査や診断を踏まえ適宜更新。 

－今後、青葉通ケヤキ街路樹の生育環境の改善と持続可能な並木景観の保全

を図るため、市民参加の手法を取り入れながら、将来の姿について検討を

行う。 

－検討にあたっては、青葉通の魅力の一層の向上を図る観点から、自動車交

通量の削減に向けた交通施策や道路空間の再構成、街並みづくりのルール

化など、青葉通沿道のまちづくりと一体的に推進。合わせて下記事項につ

いても検討 

 ○持続可能な並木景観の保全と創出 

   計画的な植替、並木景観の地区毎の変化や個性の演出 

 ○生育環境の改善 

   土壌改良と給排水設備の設置、歩道部の植樹帯拡幅、透水性舗装 

   適正な樹木間隔、地下埋設物の集約化 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 仙台市 ＨＰ 
 http://www.city.sendai.jp/kensetsu/100forest/keyaki/ 
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事例№ G-009 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等にもとづく施策」 

 ①公共交通・土地利用と連動した緑地政策 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 中密度 

 

事業・取組 鹿児島市電の芝生舗装 

地区、所在地  鹿児島県鹿児島市 

事業主体 鹿児島市 

取組開始時期 2008 年（鹿児島中央駅前電停～鹿児島駅電停の区間） 

2012 年（予定、その他全併用区間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市電の鹿児島中央駅前広場内への引き込み時（2004 年）に同区間約 140ｍを

芝生化。その後、市電利用者アンケート等を通じて、緑化区間を拡大。 

－鹿児島中央駅前電停～鹿児島駅電停の約 2,800ｍ（緑化区間：約 1,900ｍ、

約 10,000 ㎡） 

・施工は、芝部が車輪に影響を及ぼさないよう、レールから内側に約 70 ㎜程度

離して土留め壁を設置。さらに排水溝を約５ｍ毎に設置、埋め戻した上で芝

生をベタ貼り、目砂、潅水を実施。 

・芝生化後の各種調査結果を受けて、2012 年度までに併用軌道全区間全線を芝

生軌道とすることを決定。これにより延長約 8,900ｍ、面積約 30,000 ㎡の緑

化空間が創出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約３億 1,500 万円（鹿児島中央駅～鹿児島駅の区間の事業費） 

約 11 億 5,000 万円（緑化全区間の事業費） 

維持管理費等 約 830 万円／年（先行整備区間約 860ｍ部分のみ） 

活用した補助制度等  

事業による効果 ・７月に実施した調査では、日中のアスファルト舗装面の温度 46～47℃に対し、

芝生面では 30～33℃と、大きな温度低減効果があることが実証された。 

・軌道の芝生化により、車両走行時の騒音レベルはピークレベルで４dB 低減。

これは、今まで軌道から 20ｍ離れた地点で聞こえていた音が、８ｍまで近寄

らなければ聞こえないほどの低減効果。 

事業に係る課題 ・芝生の潅水や芝の刈り込みなどの維持管理の効率的な実施方策の確立による

維持管理費用の抑制。 

参考資料出典等 (社)建設コンサルタント協会 ＨＰ 
 http://www.jcca.or.jp/kaishi/235/235_project4.pdf 
(社)九州地方計画協会 
 http://www.k-keikaku.or.jp/xc/modules/pc_ktech/index.php?content_id=1795 
国土交通省 ＨＰ「土地総合情報ライブラリー」 

軌道芝生化前後の様子（右：整備前、左：整備後） 
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 http://tochi.mlit.go.jp/chiiki/land/ex20/1708/index.html 
広島市 ＨＰ 
 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1260787652455/ 
(財)国際交通安全学会 ＨＰ 
 http://www.iatss.or.jp/pdf/review/34/34-2-08.pdf 
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事例№ G-010 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等にもとづく施策」 

 ①公共交通・土地利用と連動した緑地政策 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 路面電車の軌道緑化 

地区、所在地  高知県高知市 

事業主体 高知県 

取組開始時期 2002 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・土佐電鉄の路面電車に対して、道路

管理者である高知県が都市環境の改

善や都市景観の向上そして公共交通

支援の観点から、全国初の軌道緑化

施工を実施。 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 25,000 円／ｍ（2005 年実績） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・夏期間のサーモグラフィ調査では、道路表面の温度約 41℃に対して、緑化軌

道部分の温度は約 33℃と約８℃の温度低減効果を測定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/manvaluing/2pdf/4.pdf 
土佐電気鉄道（株） ＨＰ 
 http://www.tosaden.co.jp/train/ha-toramu.php 
（画像出典） 
鉄道ホビダス 
 http://rail.hobidas.com/blog/natori09/archives/2007/10/post-634.html 

 

サーモグラフィ調査結果 
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事例№ G-011 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー12「みどりの管理・育成施策」 

 その他 

メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 その他 

施策分類 道路緑化 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 京都市街路樹サポーター制度 

地区、所在地  京都府京都市 

事業主体 京都市 

取組開始時期 2006 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・観光都市に相応しい「美しい緑」を守り育てるため、街路樹及びその周辺部

分の簡易な維持管理・緑化等の活動を行うボランティア（サポーター）を募

集し、市がその活動に対する支援を行う制度。 

・サポーターは、活動対象となる街路樹周辺の地域住民や企業や自治会等から

なる２名以上の団体が市に登録し、認定を受ける。 

・サポーターは、自らできる範囲で、以下のような活動を実施。 

－落ち葉清掃や除草など，街路樹とその周辺部の美化活動 

－街路樹の病虫害等に関する京都市への情報提供 

－協議の結果認められる場合は，植樹帯への草花の植栽や水やりなどの緑化

活動 

・サポーターの活動に対しては、市は以下の支援等を行う。 

－ほうき・軍手等用具の支給 

－リサイクル（堆肥化）のために集められた落ち葉の回収及び堆肥の配布 

－ボランティア保険への加入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等    

事業による効果 ・これまでに 37 団体計 632 名がサポーター登録（2010 年３月）し、活動対象

の高木街路樹は約 1,600 本に達する(市内の高木街路樹は約 48,000 本)。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 京都市 ＨＰ 
 http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000078702.html 

街路樹サポーター制度の仕組 
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事例№ G-012 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー14「大規模な緑地の保全と適正な管理」 

 その他 

施策分類 河川緑化 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 河川敷の土砂置き場を利用したワンドの整備 

地区、所在地  兵庫県伊丹市 

事業主体 国土交通省 

取組開始時期 2001 年（整備完了） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・河川の横断方向において、堤防の緩傾斜化や高水敷から水辺への形状をなだ

らかにするための高水敷の切り下げや生物の生息・生育環境に大切な水陸移

行帯等良好な水辺の保全・再生を図ることを目的として、市民参加型のワー

クショップでの検討を行い、下河原地区左岸にワンドを整備。 

－学生を含む一般市民 28 名が専門家の指導の下、整備 

・整備後の経過観察等を通じて、2002 年に課題の抽出と改良案設計を行い、2003

年に改良を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所 ＨＰ 
 http://www.kkr.mlit.go.jp/river/keyword/tashizenngata/pdf/inagawa.pdf 
国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 ＨＰ 
 http://www.biwakokasen.go.jp/seibi/y3/pdfb/env-14.pdf 

ワンドの全景（改良後） 
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事例№ G-013 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー11「公園緑地の整備と都市緑化の推進施策」 

 その他 

施策分類 河川緑化 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 向島用水親水路の整備 

地区、所在地  東京都日野市 

事業主体 日野市 

取組開始時期 1995 年（完成時期） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・田への引水用に整備された市内の多くの用水路は、市街化の進展により排水

路化が進行。このような事態に危機感を抱いた地域住民や行政により、「緑と

清流のまち、ひの！」というスローガンのもと、水辺の再生が開始。 

・そのシンボル的な存在が向島用水親水路であり、1992～1995 年にかけて以下

のような再生事業を実施。 

－コンクリート水路を昔ながらの木の杭や土で固めた護岸に戻し、生き物に

優しい環境に再生 

－用水の流れを隣接する小学校敷地に引き入れ、ビオトープ（トンボ池）を

設置 

－親水路には昔活躍した水車も再現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 日野市 ＨＰ 
 http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/18,1444,105,136,html 
日野市観光協会 ＨＰ 
 http://shinsenhino.com/archives/spot/nature/river/060102211424.php 
ＮＰＯ法人サーバー日野 ＨＰ 
 http://www.c-hino.org/miru2/page/10oneday/oneday-21.html 

再生された用水路とトンボ池 
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境川

遊水地

境川から遊水地への越流（2004 年台風 22 号）

境川遊水地公園 

 

事例№ G-014 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー11「公園緑地の整備と都市緑化の推進施策」 

 その他 

施策分類 河川緑化 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 境川遊水地の整備 

地区、所在地  神奈川県横浜市 

事業主体  

取組開始時期 1990 年（事業開始年） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・境川遊水地は、境川の堤防の一部を

低くして河道から溢れた洪水を一時

的に貯留することで、洪水被害を軽

減するために整備。俣野遊水地、下

飯田遊水地、今田遊水地の 3 つの遊

水地によって構成され、合計約 30ha

の面積を有し、約 90 ㎥/s の洪水調整

を実施。 

・1990 年度から事業に着手し、現在、

俣野遊水地が完成、下飯田遊水地が

在廷共用を開始。その他、展示コーナーや会議室を備えた境川遊水地情報セ

ンターがオープン。 

・境川遊水地公園は、境川遊水地の上部空間を県立公園として整備するもので、

2004 年度に事業開始、2007 年に一部開園。公園内にはビオトープの他、多目

的広場などのレクリエーションの場も提供。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 神奈川県 ＨＰ 
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1913/fujido/kawa2/ 
神奈川県公園協会 ＨＰ 
 http://www.kanagawa-park.or.jp/cityparkguidance/sakaigawayusuichipark/ 
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事例№ G-015 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー11「公園緑地の整備と都市緑化の推進施策」 

 ①植樹プロジェクト 

メニュー12「みどりの管理・育成施策」 

 ②市民の森 

メニュー14「大規模な緑地の保全と適正な管理」 

 ①自然再生事業 

メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール④緑化率 

 地区スケール⑤緑陰の形成 

施策分類 ビオトープ 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 びわこ地球市民の森 

地区、所在地  滋賀県守山市 

事業主体 滋賀県 

取組開始時期 2000 年～2019 年（予定） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・野洲川の廃川敷地を活用した、県営都市公園「びわこ地球市民の森（約

42.5ha）」において、生態系の形成に配慮したビオトープ空間や、照葉樹・落

葉樹の林、原っぱを形成。 

・植栽基盤、園路や駐車場などの施設は都市公園事業として県が整備を進める

一方、植栽については、広く一般から募集を行い、ボランティアにより、苗

木を中心に植樹を推進。 

－植樹申し込みに植栽基盤造成が間に合わないため、順番待ちとなっている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

  

事業費 ハード：約 48 億円（公園整備、約 1.1 万円／㎡） 

ソフト：約 132 万円（イベント開催費） 

維持管理費等 約３億円（光熱水・メンテナンス費用、植樹指導、記録作成等、2006 年） 

活用した補助制度等 平成の森づくり事業（国土交通省）：約 24 億円 

事業による効果 ・森づくりに共鳴する市民や企業などが参加する合同の植樹イベントを開催す

ることにより、連帯感が生まれ、参加者の環境行動の幅が広がっている。 

－2001～2008 年までに延べ 26,700 名の参加者により約 96,700 本を植樹 

事業に係る課題 ・記念樹方式のため、初期の維持管理費（草刈り）が高額となる。 

・育樹管理手法の確立。 

・ボランティアグループの指導育成。 

参考資料出典等 滋賀県 ＨＰ 
 http://www.pref.shiga.jp/h/toshi/koen/biwako_chikyuu_shimin/ 
びわこ地球市民の森・森づくりセンター ＨＰ 
 http://www.ex.biwa.ne.jp/~moridukuri/ 

植樹の様子（左）と、植樹後数年経過した林の

様子（右） 
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事例№ G-016 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー11「公園緑地の整備と都市緑化の推進施策」 

 ②社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES） 

メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール④緑化率 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 ノリタケの森 

地区、所在地  愛知県名古屋市 

事業主体 (株)ノリタケカンパニーリミテッド 

取組開始時期 2001 年（開場） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ノリタケの創立 100 周年事業として、

本社工場の東側一帯を緑地に整備す

るとともに、産業文化の発信基地とな

るミュージアムやギャラリーなどを

開設。 

－面積 44,960 ㎡（敷地全体では

110,313 ㎡） 

－南側をコマーシャルゾーン、中央を

ゲートウェイ、北側を自然系ゾーン

として整備 

・ミュージアムなどの開館時間中は、緑地も開放されているため、地域住民が

散歩をするなど憩いの場として日常的に利用されている。 

－来訪者数：年間約 50 万人 

・広場には６本の煙突を歴史的モニュメントとして残すなど、文化的要素と自

然的要素を調和融合させた景観を形成。 

・名古屋駅から徒歩 15 分という立地条件を活かし、大規模地震発生時の帰宅困

難者を受けいれる避難場所として名古屋市と協力体制を締結。 

・(財)都市緑化基金による「SEGES（社会・環境貢献緑地評価システム）」に認

定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・機能を停止した工場を取り壊さず、保存・活用することにより、環境保全の

みならず、産業観光振興などにも寄与。 

事業費  

維持管理費等  

ノリタケの森全体図 
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活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 ノリタケの森 ＨＰ 
 http://www.noritake.co.jp/mori/ 
社会・環境貢献緑地評価システム ＨＰ 
 http://seges.jp/ 
(財)東海建築文化センター ＨＰ 
 http://www.tkbc.jp/ 
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事例№ G-017 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等に基づく施策」 

 ④空閑地の緑地化 

施策分類 その他 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 道路予定地を活用したコミュニティガーデン整備 

地区、所在地 宮崎地区 神奈川県川崎市 

事業主体 宮前・コミュニティガーデン実行委員会 

取組開始時期 2000 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・以前より活動を行っていた「宮前・コミュ

ニティガーデン実行委員会」が、地域活動

を通じて、長年放置され、不法投棄や痴漢

犯罪など頻発し、地域から疎遠されていた

都市計画道路予定地でのガーデンづくりを

発案、土地所有者である川崎市が宮前区に

土地を賃借、さらに区が実行委員会に賃借

する形で実現。 

 －愛称：きせつのこみちグリーンガーデン 

 －ガーデンの面積：約 700 ㎡（53ｍ×12ｍ） 

・ガーデンづくりは、週１回、地域住民を中

心に行い（ゴミの撤去、土壌改良、花壇設

置等）、約２年をかけて整備。 

・実行委委員会がガーデンの維持管理運営を

実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 宮崎コミュニティガーデン ＨＰ 
 http://park.geocities.jp/miyacomini/ 
ＥＩＣネット 
 http://www.eic.or.jp/library/pickup/pu020829.html 

ガーデン整備の様子（左：従前、中央：土台づくり、右：花植） 
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事例№ G-018 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール③校庭の芝生化 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 校庭の芝生化 

地区、所在地 北条小学校 大阪府大東市 

事業主体 大東市、大阪府 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・府の「公立小学校の芝生化推進事業」

により、運動場中央部分（トラック

の内側）約 1,440 ㎡を芝生化。 

・学校側では芝生校庭の利用に制限を

設けておらず、児童たちが利用ルー

ルを作成。 

・週末には、子供会による運動会や地

域の人によるフットサルなどに活用

（利用後の水まきを依頼）。 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・既存の運営委員会を中心に維持管理を実施（実質、地域住民５名程度）。 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等 約 20 万円／年（教職員の負担は無し） 

活用した補助制度等 公立小学校の芝生化推進事業（大阪府） 

事業による効果 ・夏期間に実施した表面温度調査では、芝生面と裸地面では 大 10℃以上の温

度差が見られた。周囲の立木の樹冠ではさらに５℃以上温度が低い結果とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他、子どものけが減少や周辺への砂埃の飛散減少などの効果も表れてい

る。 

事業に係る課題 ・維持管理の確保。 

参考資料出典等 大阪府 ＨＰ 
 http://www.pref.osaka.jp/attach/5605/00000000/1.pdf 
 http://www.pref.osaka.jp/attach/5605/00000000/2.pdf 
 http://www.pref.osaka.jp/attach/5605/00000000/3.pdf 

芝生地と裸地面の温度分布（2005.8.8 11：50） 
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事例№ G-019 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール③校庭の芝生化 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 校庭の芝生化 

地区、所在地 英彰小学校 大阪府堺市 

事業主体 堺市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市教育委員会や学校、地元自治会が協働して、運動場周辺及び中庭の約 1,500

㎡を芝生化。 

・夏の気温上昇を抑え、化石燃料消費の現状、都市気候の緩和への寄与や、芝

生運動場の管理を通じて児童と学校、地域の人たちとの交流が生まれること、

また裸足で走ったり寝そべったりできるなど、土の校庭とは異なる運動や遊

びができることなどを期待して実施。 

・ 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・芝生の維持管理については、地元自治会が中心となって実施。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 1,450 万円（整備費：約 1,300 万円、道具購入費：約 150 万円） 

維持管理費等 20～30 万円／年（光熱水費、播種、施肥、芝刈り等） 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題 ・行政、学校、自治会三者の連携と協働のあり方。 

・維持管理費用の負担のあり方。 

・地元中心の維持管理手法の継続。 

参考資料出典等  
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事例№ G-020 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール③校庭の芝生化 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 「鳥取方式」による低コスト芝生化 

地区、所在地  鳥取県 

事業主体 鳥取県、ＮＰＯ法人グリーンスポーツ鳥取 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・施工・管理費用を抑制し、グラウンド等の芝生化を推進するために考案され

た「鳥取方式」により、学校校庭等の芝生化を実施。 

・鳥取方式の特徴は大きく以下の３点。 

－ポット苗方式：芝生のポットを４株／㎡毎に移植。移植後、３ヶ月程度で

使用可能。 

※他に、ロール芝を敷設するビッグロール方式（少人数利用時）もある。 

－ティフトン芝使用：成長が早く、すり切れや踏みしめ圧にも強い。また横

に伸びる性質。 

－芝刈り管理：強い芝を移植することにより、１～２回／週の芝刈りと散水

の管理で済む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境機器・施設の維持

管理方法 

・競技場のような 100％の管理（雑草無し、芝の均一化）を目指すのではなく、

60～70％の状態の管理を行う。 

－雑草も芝生の一部と見なす（芝の生育に伴い、淘汰されていく） 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・ポット苗をはじめ、自分たちで材料の用意から移植までできるため、施工費

用を抑制することが可能。 

・雑草の除去や補修等を行わず、基本的には芝刈りだけで済むため、管理コス

ト等の大幅な抑制が可能（反面、芝刈りの頻度は高くなる）。 

事業費  

維持管理費等 約 50 円／㎡・年（国立競技場の芝管理費：2,000～3,000 円／㎡・年） 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 NPO 法人グリーンスポーツ鳥取 ＨＰ 
 http://www.greensportstottori.org/ 
鳥取県 ＨＰ 
 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=119463 
折り紙飛行機 51 くらぶ ＨＰ 

鳥取方式の施工の手順 

①ティフトン芝の苗を作る ②約 40～50 ㎝間隔で移植 

③１日おきくらいで水遣り ④２～３ヶ月で利用可能に 
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 http://www.h6.dion.ne.jp/~origami/greenfield.html 
花いろかんさい ＨＰ 
 http://kansai.hibiyakadan.com/page.jsp?id=509257 



 - 24 -

 

事例№ G-021 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール④緑化率 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 公園の駐車場芝生化 

地区、所在地 宝ヶ池公園 京都府京都市 

事業主体 京都市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・宝ヶ池公園内の施設「子どもの楽園」の付設駐車場（約 4,900 ㎡）の一部を

芝生化（野芝）。 

・ 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 9,100 万円（約 1.9 万円／㎡） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題 ・駐車場利用者の芝生化への理解・協力。 

・芝生部分の管理方法。 

参考資料出典等  
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事例№ G-022 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール④緑化率 

施策分類 敷地緑化 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 大阪府庁駐車場の芝生化 

地区、所在地  大阪府大阪市 

事業主体 大阪府 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地面を緑化すると、緑化した部分は緑地以外の目的の土地利用展開ができな

くなるが、駐車場の芝生化は、駐車場という土地利用目的を失うことなく、

緑化面積を確保することが可能。 

・自動車の出入により芝が痛まないように、踏圧緩和用補助資材を組合せもの

も開発。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・緑化箇所と非緑化箇所との表面温度差は 大で 18℃以上あり、かなりの温度

低減効果がある。 

事業に係る課題 ・工事中や直後の養生中などの期間に駐車場を利用できない。 

・駐車場の過剰利用による芝のすり減りや枯れの発生。 

・排水不良による水溜まり 

・エンジン排気による芝の痛み。 

参考資料出典等 大阪府 ＨＰ 
 http://www.pref.osaka.jp/attach/217/00014858/13tokusyu.pdf 

大阪府庁駐車場（右は踏圧用補助材との組合せ） 
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事例№ G-023 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 地区スケール②緑のカーテン 

施策分類 壁面緑化 

市街地分類  

 

事業・取組 グリーンスクール事業 

地区、所在地  東京都足立区 

事業主体 足立区 

取組開始時期 2007 年度 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・グリーンスクール事業は、当初、

地球温暖化・ヒートアイランド

現象に伴う、学校施設の暑さ対

策、環境学習の推進を目的とし

て立ち上げ、2007 年度からは

環境学習への活用を重点に置

き、取組を継続的に実施。 

・これまでに、区内の小学校４校

で事業を実施。 

－地上から３階校舎屋上まで、

ネットを張り、つる性の植物

を這わせ、緑のカーテンを作

る 

－植物は、へちまやゴーヤなどを使用 

－児童達は、理科や総合的な学習の時間、生活科の授業の中で、環境学習と

して、花壇の土作りから携わり、苗植え、水遣り、収穫、教室内の温度測

定を行う 

・グリーンカーテンにより植物を通した柔らかい光が差し込み、教室が暗くな

ることはない。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・植物による遮光効果。 

・葉から蒸散による気温低減効果。あわせてエアコンの電気使用量減少。 

－グリーンカーテンを設置した教室と設置していない教室では、エアコン稼

働時に室温 28℃に達するまでの時間が 10～15 分異なる 

・CO2 削減効果。 

事業に係る課題 ・つる植物の生育は３階程度までの高さが限界であり、（４階建てが多い）中学

校でグリーンスクール事業を行っている事例はない。 

・環境学習という面からは、植物が も生育する時期が夏期休暇にあたってし

まうことが課題。 

参考資料出典等 足立区 ＨＰ 
 http://www.city.adachi.tokyo.jp/008/d06400343.html 
エコライフ ＨＰ 
 http://www.ecology-life.jp/news/adachiku_03.html 
 http://www.ecology-life.jp/news/adachiku_04.html 
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事例№ G-024 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール③水と緑のネットワーク 

施策分類 水路開渠・再生 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 京（みやこ）の川再生事業・・・西高瀬川 

地区、所在地  京都府京都市 

事業主体 京都府 

取組開始時期 2002～2010 年（事業期間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・西高瀬川は、幕末に丹波地方からの

物資搬入のために開削された人工河

川であり、現在、桂川からの導水が

ないため、流量が非常に少なくなっ

ている。 

・西高瀬川に清らかな水の流れを導水

事業により復活させるとともに、ま

ちづくりと一体となった水辺空間整

備を行う。 

・具体的に次の事業を実施。 

－導水事業：水量不足と水質悪化が

課題となっている下流部に、分断

されている流れをつなぎ、都市部

の水辺環境に必要な水量確保を図

る。 

－拠点整備事業：河川に隣接した公

園や小学校など人が集まる箇所を

選定し、親水性に配慮した水辺空

間を整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア  

京の川再生事業実施箇所 

西高瀬川整備案 
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イデア等 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題 ・施設整備後の水質・流量調査や拠点施設の利用状況等のフォローアップ。 

・水質改善に向けて下水の合流改善が必要であり、下水道事業との連携の推進。

・大規模地震等の災害時に防災用水として利用可能な環境の維持。 

・拠点施設について住民に周知するためのＰＲ活動。 

参考資料出典等 都市再生本部 ＨＰ 
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/kanren/siryou/houkoku5.pdf 
京都府 ＨＰ 
 http://www.pref.kyoto.jp/kasen/resources/sanjyo_plan.pdf 
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堀川水辺環境整備計画図 

水辺空間整備 

 

事例№ G-025 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール③水と緑のネットワーク 

施策分類 水路開渠・再生 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 京（みやこ）の川再生事業・・・堀川水辺環境整備 

地区、所在地  京都府京都市 

事業主体 京都府 

取組開始時期 1997～2009 年（事業期間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・普段水が流れていない堀川に清

流を復活させることを目的と

して、全長４㎞の事業区間を５

つのゾーンに分け、市民参加型

のワークショップ形式により

整備構成を作成。 

・本事業では、賀茂川に流れ込む

第二疎水分線の水を賀茂川の

川底を下越させ、紫明通・堀川

通を経由して、今出川通から押

小路通の堀川の開渠部に流す

ことにより、せせらぎを復活。 

－事業区間：約 4.4 ㎞（賀茂川

～二条城近傍） 

・あわせて、開渠部に、遊歩道や

ベンチなど親水施設を整備。 

・その他、ステージスペースや観

客席にもなる階段、芝生広場、

階段状の落差工などを整備。 

・河川水は、災害時の消火用水や

生活用水としても利用可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約１８億円 

維持管理費等  

活用した補助制度等 まちづくり総合支援事業（2002～2004 年度） 

まちづくり交付金（2005～2008 年度） 

事業による効果 ・憩いと安らぎの水辺空間の創出。 

・良好な景観の形成。 

・消防水利（せせらぎの水を災害時の防水利として活用）。 

・歩行者ネットワーク構築による地域の活性化。 



 - 30 -

事業に係る課題  

参考資料出典等 京都市 ＨＰ 
 http://www.city.kyoto.jp/kensetu/kasen/kankyo/horikawa/ 
 http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000070401.html 
堀川水辺環境整備事業パンフレット 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000070/70401/horikaw
a.pdf 
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目黒川を軸とした水と緑と風のネットワーク 

水と緑と風のネットワークによるクールスポット 

 

事例№ G-026 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール④風の道等に配慮した水と緑のネットワーク 

 地区スケール①風の道等に配慮した開発 

施策分類 風の道 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 目黒川を軸とした水と緑と風のネットワーク 

地区、所在地  東京都品川区 

事業主体 品川区、大崎駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり連絡会 他 

取組開始時期 2005 年（環境配慮ガイドライン策定年） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・再開発による約 10 地区の都市

開発プロジェクトが進行する

大崎駅周辺地域では、開発地域

全体を捉えて、保水性舗装など

の推進とあわせて、目黒川を軸

とした環境として「風の道」の

確保を図ることを目指してい

る。 

・目黒川沿川の建物を川の流れに

垂直ではなく、下流からの風を

地域内に導くように逆ハの字

型に建設する。 

・その他、目黒川に面した賑わい

施設の配置なども積極的に推

進し、水に親しめる街並みを形成する。 

・開発にあたっては、「環境配慮ガイドライン」を手引きとして活用し、ヒート

アイランド現象などの環境負荷低減に努め、地域のポテンシャルアップを図

る。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等   

事業による効果 ・大崎駅東側に建つ「Thinkpark Tower」において 2008 年８月に実施した実測

調査では、0.5～1.0℃の気温低下の予測に対し、実測では、風の道部分にお

いて周囲より 1.0～2.0℃、その他の緑地範囲においても概ね 0.5～1.0℃の気

温低下が測定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に係る課題  

参考資料出典等 大崎駅周辺地域 都市再生ビジョン（2004 年、大崎駅周辺地域都市再生緊急整備地域ま
ちづくり連絡会） 
 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000001100/bijyon_s.pdf 
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大崎駅周辺地域における環境配慮ガイドライン（2005 年、大崎駅周辺地域都市再生緊急
整備地域まちづくり連絡会） 
 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000001100/osaki_guideline.pdf 
街並み Vol.39（（財）東京都防災・建築まちづくりセンター） 
 http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/machi/vol_39/m39_02.html 
九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 ＨＰ 
 http://www.tokenshi-kankyo.jp/images/kazenomichi/6.pdf 
川崎市 ＨＰ 
 http://www.city.kawasaki.jp/30/30tisui/jyourei/kaihatsu/jirei/2312.pdf 
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風の道形成のイメージ 

 

事例№ G-027 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール④風の道等に配慮した水と緑のネットワーク 

施策分類 風の道 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 皇居を冷熱源、行幸通りを風の道とした再開発 

地区、所在地 大丸有地区 東京都千代田区 

事業主体 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 他 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・大丸有地区において、皇居を公園風の冷熱資源とし、地区のヒートアイラン

ド対策として活用することを計画。 

・皇居からＪＲ東京駅へ通じる行幸通りに街路樹を４列植栽するとともに、保

水性舗装を敷設し、あわせて再開発ビル等の屋上や壁面緑化も積極的に推進。

・風の道確保のため、行幸通り等に面する建物は道路境界からの高層部の壁面

を後退し、風の流れる空間をより大きく確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 三菱地所（株） ＨＰ 
 http://www.mec.co.jp/j/csr/environment/case/marunouchi/index.html 
環境省 ＨＰ 
 http://www.env.go.jp/air/life/heat_island/event/coolcity2008/mat03.pdf 
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大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドライン 2008（大手町・丸の内・有楽町地
区まちづくり懇談会） 
 http://www.aurora.dti.ne.jp/~ppp/guideline/ 
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事例№ G-028 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール③水と緑のネットワーク 

施策分類 流域圏対策 

市街地分類  

 

事業・取組 寝屋川流域水循環系再生構想 

地区、所在地  大阪府 

事業主体 健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議（構想策定主体） 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都市再生プロジェクトの「水循環系再生構想の策定」に基づきモデル流域調

査として実施（他に神田川流域を選定）。 

■基本理念 

・流域住民の主体的参加により、環境と人間活動のバランスをとりながら、人

間個人のための水から環境に重きを置いた公のための水に再配分。 

－大量消費型水利用から節水、有効利用・循環利用型水利用への転換 

－人間の水利用による汚濁発生量のできる限りの削減 

－人と生き物にやさしい環境の回復 

－水文化の保全・再生 

■水循環系再生の目標 

・50～100 年度の将来像を目標として設定。 

－水量：公のための水量と個人のための水量の配分比率の改善。下水処理水

等を水辺環境改善等にできる限り有効利用 

－水質：淀川の水質と同程度まで改善 

－水辺環境：親水性や景観の向上、在来動植物の保全。回復 

■施策の方向性 

・多岐にわたる関係者が多いため、方向性を見失わないよう施策を整理。 

－自然の水循環系：山麓部における保水・浸透機能の回復・強化、市街地に

おける保水・蒸散機能の回復・強化、水辺の再生、浄化対策 

－人口の水循環系：省資源・省エネルギー・環境重視型の水利用への転換、

既設水路の有効活用・適正管理 

■施策の方向性の評価 

・施策メニューを「歴史的教訓」「自然的・社会的制約」「目標達成への寄与度」

「施策の検討塾度」の観点から評価。 

■施策メニューの進め方の分類とアクションプランの検討 

・評価を踏まえた施策メニューについて、進め方を分類し、それぞれにアクシ

ョンプランを策定 

－施策１：継続して短期間に集中的に進めるべき施策 

－施策２：継続して進めるべきだが、協議や設計等により長期間を要す施策

－施策３：今後進める必要があるが、合意形成や技術開発等を経た検討が必

要な施策 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/junkan/saiseikousou.html 
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みずべプロムナード取組イメージ 

 

事例№ G-029 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール③水と緑のネットワーク 

施策分類 流域圏対策 

市街地分類  

 

事業・取組 琵琶湖・淀川流域圏の再生計画 

地区、所在地  大阪府、京都府、滋賀県、奈良県 

事業主体 琵琶湖・淀川流域圏の再生協議会（計画策定主体） 

取組開始時期 2005 年（計画策定年） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・琵琶湖・淀川流域圏がかかえる様々な課題を踏まえ、望ましい流域圏の姿を

形成していくために、基本コンセプトを「水でつなぐ"人・自然・文化"」と

定め、流域圏が一体となった以下のような取組を展開。 

■みずべプロナードネットワー

ク 

－流域圏の水辺を、舟運・サイ

クリング・ウォーキング等で

ゆったりと味わい・楽しみ・

学びながら、周遊できる水辺

のネットワークを構築 

■水辺の生態系保全再生・ネット

ワーク 

－淡水生物の宝庫である流域

圏の多様な生態系を保全再

生するため、希少種等の在来

種保全を視野に入れ、それらを取り巻く生物の生息・生育環境を保全再生

■水辺の賑わい創出 

－流域圏において、まちに潤いをもたらす「せせらぎの創出」、水辺にふれあ

い、楽しむことができる「親水空間の再生・創出」を図り、人々が集い、

活気に満ちた水辺を創出 

■流域水環境再生 

－流域圏の水環境に関する様々な課題に対して、森林地域や農村地域だけで

なく、流域の恵みを享受する都市部が一体となり、豊かな水を育む森林・

農用地の保全・再生や、河川や湖沼のさらなる水質改善、安定した水量の

確保を図り、健全な水環境を実現 

■流域連携 

－流域圏の各種課題に対し、地域間・主体間・分野間で連携した一体的な取

組を継続性のあるものとするため、行政間連携を推進する組織、市民・Ｎ

ＰＯ・自治会等のネットワークの構築、これらを推進する組織を設置 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省近畿地方整備局 ＨＰ 
 http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/biwayodosaisei/ 
都市再生本部 ＨＰ 
 http://www.toshisaisei.go.jp/06report/pdf/03.pdf 
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物販店舗駐車場での緑化例 

 

事例№ G-030 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール②緑化地域制度 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 名古屋市緑化地域制度 

地区、所在地  愛知県名古屋市 

事業主体 名古屋市 

取組開始時期 2008 年（施行年） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・名古屋市では、1990～2005 年の 15 年間で、公園や街路樹の整備等により約

420ha の新たな緑を創出した一方、市域の２/３を占める民有地の土地利用の

転換等により約 1,643ha の既存緑が失われた。そこで、市民、事業者、市が

協働して市域の緑を確保するために、「都市緑地法」の規定及び「緑のまちづ

くり条例」により、一定規模以上の敷地を有する建築物の新築等を行う場合

に緑化を義務付ける「緑化地域制度」を全国で初めて導入。 

・市域全域に緑化地域を指定し、敷地

面積 300 ㎡以上の建築物の新築、床

面積 1.2 倍を超える増築を対象に緑

化を義務付け。ただし、建ぺい率 60％

超の用途地域は 500 ㎡以上の敷地を

対象。市街化調整区域も 1,000 ㎡以

上の敷地を対象としている。 

・緑化率の 低限度は、各用途地域の

指定建ぺい率に応じて 10～20％の範

囲で指定。 

・制度実施からの１年間（2008 年 10 月～2009 年 10 月）における緑化地域申請

件数は 1,449 件に達し、概ね 100 件／月の申請件数で推移。 

 この間に申請された緑化面積は 522,436 ㎡あり、うち既存緑地が１割程度と

想定しても、約 45ha の緑地が新たに創出されたことになる。 

－緑化施設の面積：芝・地被植物 315,938 ㎡（60.5％）、樹木 177,975 ㎡

（34.1％）、屋上緑化 18,106 ㎡（3.5％）等 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・質の高い緑を誘導するため、「緑化施設評価認定制度」や「自己宣言型緑化プ

ログラム」を制度化し、これらを利用した公的助成として「名古屋市民間施

設緑化支線事業」、公的融資として「環境保全設備資金融資」、「民間金融協力」

等の優遇措置を実施。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 名古屋市 ＨＰ 
 http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000008169.html 
総務省 ＨＰ 
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000088691.pdf 
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真夏日日数分布 

（上：1975～84 年平均、下 1995～2003 年平均） 

 

事例№ G-031 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 都市スケール①都市環境気候図 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 神奈川県ヒートアイランド現象調査 

地区、所在地  神奈川県 

事業主体 神奈川県 

取組開始時期 2004、2005 年度（調査時期） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・県内の今後のヒートアイランド

現象の効果的な緩和対策を検

討するために、ヒートアイラン

ド現象の実態を把握するため

に実施した調査において、下記

情報に関する都市環境気候図

を作成、分析を行っている。 

－真夏日数分布推移（1975～

84、1985～94、1995～2003

年の平均値比較） 

－熱帯夜日数分布推移（1975

～84、1985～94、1995～2003

年の平均値比較） 

－冬日日数分布推移（1975～

84、1985～94、1995～2003

年の平均値比較） 

－ 30 ℃ 超 過 時 間 分 布 推 移

（1975～84、1985～94、1995

～2003 年の平均値比較） 

－真夏日及び熱帯夜の気流状

況（1975～2003 年） 

－真夏日の気温、風の分布 

－大気汚染分布（NOx、Ox、SPM） 

－人工排熱分布（建物起源、自動車起源） 

・アメダスデータ及び大気汚染常時監視地点データを基に内挿処理（曲率 小

化アルゴリズム）を行い、分布図を作成。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 神奈川県 ＨＰ 
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/0514/heatisland/ 
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事例№ G-032 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 広域スケール③特別緑地保全地区 

施策分類 その他 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 宮戸特別緑地保全地区、岡特別緑地保全地区 

地区、所在地  埼玉県朝霞市 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市に特徴的な河岸段丘に帯状に点在する斜面林は、生態系の保護、風土景観

の保全、また防災上からも貴重な緑地として残していく必要があり、下記２

地区において特別緑地保全地区を指定した。 

－宮戸特別緑地保全地区（約 0.5ha）：新河岸川沿いに位置する斜面林であり、

1990 年度より「朝霞市緑化推進条例」により保護地区に指定していたが、1994

年に地区の２／３にあたる樹林地に開発の動きが出るなど、保全措置の必要

性が高まったことから、土地を市が買収した上で特別緑地保全地区に指定。

－岡特別緑地保全地区（約 0.4ha） ：土地区画整理事業地区に近接する斜面

緑地で、豊富な湧水の涵養林となっている。1990 年度より上記条例による保

護を行ってきたが、開発の危機にさらされるなど、保全措置が急務となった

ことから、2003 年に市が土地を購入し、特別緑地保全地区に指定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 朝霞市 ＨＰ 
 http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/life/jutaku/40.html 
朝霞市緑の基本計画 
 http://www.city.asaka.saitama.jp/hot/comment/pdf/midori_kaitei10.pdf 

特別緑地保全地区（左：宮戸地区、右：岡地区） 
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バイオマスガス化発電施設 

 

事例№ G-033 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

メニュー15「木質バイオマスの活用」 

 ③木質バイオマスガス化発電事業 

施策分類 その他 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 木質バイオマスガス化発電システム実証試験 

地区、所在地  高知県仁淀川町 

事業主体 仁淀川町 

取組開始時期 2007～2010 年（実証試験期間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・(独)新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）の「バイオマスエネ

ルギー地域システム化実験事業」を

活用した実証試験。 

・発電（ガス化、ペレット製造）に使

用される木材は、伐採林の残材のう

ちかさ比が大きな根元部を使用。 

・ガス化プラントでは、流動層ガス化

炉において約 650℃で木質バイオマ

スを熱分解によりガス化し、多量の

タール成分を含む生成ガス（COと H2）

をそのままガスタービンに導入してガスタービンによる発電を実施。 

－ガス化発電設備の電力供給量：約 1,824GJ／年 

－ガス化発電設備の蒸気供給量：約 4,304GJ／年 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・従来、除去または分解されていたタール成分を高温のままガスタービンに導

入し、燃料として有効利用 

－同規模の直接燃焼・蒸気タービン発電方式に比べ、約３倍の高効率化を実

現し、小規模なバイオマス利用が可能 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業による委託研究（ＮＥＤＯ） 

事業による効果 ・木質バイオマスのガス化利用及びペレット製造による、CO2 排出削減量は約

800ｔ／年。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） ＨＰ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/08_1shinene/biomass200904/10-11.
pdf 

川崎重工(株) ＨＰ 
 http://www.khi.co.jp/news/detail/c3100713-1.html 
中国四国農政局 ＨＰ 
 http://www.maff.go.jp/chushi/joho/genchi/19baio/1_7.html 
自治労 ＨＰ 
 http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/report/rep_hokkaido32/ 
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土地利用計画 

 

事例№ G-034 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等に基づく施策」 

 ③耕地有効活用 

施策分類 その他 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 新川耕地有効活用 

地区、所在地 新川耕地 千葉県流山市 

事業主体 流山市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地区は長年農業が営まれている

一方、高速道路 I.C.がある交

通アクセスの良い地区である。

近年、農業従事者の高齢化や後

継者不足により、水田の中に荒

廃地が点在する状況となった。 

・これらに対し、農業従事者、農

業団体、地元自治会、商工会、

学識及び行政経験者等で組織

する新川耕地有効活用計画検

討委員会により、地区において

開発と保全のバランスの取れ

た土地利用の方向性を示すた

め、新川耕地有効活用計画を策

定。 

・対策の主な特徴は以下の通り。 

①環境と健康の公園的環境の創

造 

－公園的環境やスポーツフィ

ールド・レクリエーション機

能を有し、市民や県内外から

の来訪者、企業関係者が訪

れ、地区の自然的・農業的環

境の中でそれぞれの活動を

展開することができる場 

②周辺環境と調和しながらゾーン全体として緑あふれる空間を構成 

－江戸川や斜面緑地等の周辺環境と調和しながら、グリーンベルトや散策

路・水路によるネットワークを形成し、緑あふれる空間を構成 

③産業として基盤を持った農地的空間 

－農業空間の保全育成のため、拠点施設として大学との協働開発の場となる

企業農場、市場価値の高い農作物を生産するハイテク農業実践場となる植

物工場、ファーマーズマーケットや大学のサテライト講座等を可能とする

健康の駅を計画し、産業としての基盤を持った農的空間とする 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

  

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  
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参考資料出典等 新川耕地有効活用計画（2002 年、流山市） 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kikakuseisaku/shinkawakouchi/ke
ikaku/top.htm 

新川耕地有効活用具体化に向けた調査報告書（2007 年、流山市） 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kikakuseisaku/shinkawakouchi/h1
8/gaiyauban.pdf 
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事例№ G-035 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー14「大規模な緑地の保全と適正な管理」 

 ②木質系資源のリサイクルシステム 

施策分類 その他 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 国営みちのく杜の湖畔公園のリサイクルシステム 

地区、所在地 国営みちのく杜の湖畔公園 宮城県川崎町 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・公園では、豊かな里山環境を保全・育成するために今後、里山管理を行う必

要があり、管理において発生する剪定材・間伐材（年間約 172ｔ）の利活用

としてサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルにより、公園内で利活用

するシステムを検討。 

①サーマルリサイクル 

－木くずをペレット化し、ペレットボイラーを稼働させ、されに休憩所等で

ペレットストーブを使用することにより、年間約 73ｔを利用予定。 

－ペレット化にあたっては、木くずをペレット製造工場へ運搬し、製造の過

程で約 73ｔ（原材料）から 64ｔになったペレットを再度園内に運搬し、暖

房として使用することにより資源循環を図る。 

②マテリアルリサイクル 

－年間 99ｔの利用を行い、マルチングや土壌混入等の抑制用資材としての活

用、古民家の維持管理等に資する燃料用木炭としての活用、水質浄化材、

土壌改良材、原木利用を想定。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/happyoukai/H18/2bikoku/2-7.pd
f 
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/gi_kaihatsu/keikaku/seika/forum1/dow
nload/file070522/a1.pdf 

都市緑化技術№69（2008 年、（財）都市緑化技術開発機構 
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木質バイオマス活用の仕組み 

 

事例№ G-036 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー15「木質バイオマスの活用」 

 ①森林対策と木材利用プロジェクト 

施策分類 その他 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 木質バイオマス活用機器設置奨励金 

地区、所在地  長野県飯田市 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業 飯田市、飯伊森林組合 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

①薪・ペレットストーブ普及支援 

・2010 年までに薪・ペレットストーブ普及率を全世帯の 30％まで引き上げるこ

とを目指し、助成金・制度構築を実施。木質バイオマス活用機器設置奨励金

交付では、設置工事への奨励金が飯田地域地球温暖化対策協議会を通じ交付。

－奨励金交付対象は、薪ストーブ、ペレットストーブ、ペレットボイラー 

【制度概要】 

－ストーブモニター制度補助金：設置費用の１／５以内 

－薪ストーブ設置：上限額 75,000 円 

－地元ペレットの使用：10 円/㎏、上限額 50,000 円 

－ペレットストーブ、ボイラー設置：上限額 50,000 円 

－信州型ペレットストーブ導入補助金：本体購入価格の１／２以内、上限額

100,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②民有林における森林管理制度 

・市内の飯伊森林組合では、森林所有者に代わって、協会の巡視、病虫害・獣

害・風雪害等の有無を確認するとともに、必要な施業の提案等を行う「森林

管理委託事業」を実施。 

・同組合では、組合員が所有する 20ha 未満の森林の巡視費用等は無料とし、事

業を通じて所有者の森林管理に対する責任や関心を高めるとともに、組合と

組合員との結びつきを深め、将来は経営委託事業につなげていく予定。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

  

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 農林水産省 ＨＰ 
http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/ktrenraku/pdf/03iidashi.pd
f 
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      グリーンベルトの位置          環状グリーンベルト構想の概要 

 

事例№ G-037 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等にもとづく施策」 

 ②グリーンベルト構想 

施策分類 その他 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組 札幌市環状グリーンベルト構想 

地区、所在地  北海道札幌市 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・札幌の市街地は、南西部山岳丘陵地

の森林と、北東部平地に広がる農

地・草地に囲まれて成立しており、

市では、これらの自然的土地利用を

活かしながら札幌の街を緑の帯で囲

む、外郭の環状緑地の整備を図る、

環状グリーンベルト構想を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

  

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

  

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 緑の基本計画（札幌市） 
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事例№ G-038 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー13「緑税・協力金制度」 

 ①県民緑税 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 兵庫県「県民緑税」 

地区、所在地  兵庫県 

事業主体  

取組開始時期 2006～2015 年度（課税期間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・兵庫県では、豊かな緑を次の世代に引き継いでいくため、県民共通の財産で

ある緑の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、

2006 年度より県民緑税を導入。 

・当初は、課税期間を５年間としていたが、取組の効果やこの間の災害対策を

通じて、森林整備・都市緑化をさらに進めるため、課税期間を 2015 年度まで

５年間延長。 

－課税方式       ：県民税均等割の超過課税 

－納税義務者     ：個人 県内に住所等を有する人 

             法人 県内に事務所、事業所等を有する法人等 

－超過税率（年額）：個人 800 円 

            法人 超過税率は標準税率の均等割額の 10％相当額 

－税収規模（年間）：約 24 億円（個人約 20 億円、法人約４億円） 

－納付方法       ：個人 個人住民税とあわせて納付 

           法人 法人県民税申告時に加算、納付 

・県民緑税を活用して、以下の事業を実施。 

－緊急防災林整備（2010 年度までの整備見込み：12,034ha） 

－里山防災林整備（同：2,159ha） 

－針葉樹林と広葉樹林の混交林整備（同：1,061ha） 

－野生動物育成林整備（同：1,021ha） 

－県民まちなみ緑化事業（2009 年度までに 28 万本の植樹、14ha の芝生化）

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・県民緑基金を創設し、県民緑税と他の財源を区別して管理し、使途について

も県民緑税条例で、森林及び都市の緑の保全・再生のための事業に限定。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 兵庫県 ＨＰ 
 http://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000001.html#h01 
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事例№ G-039 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー13「緑税・協力金制度」 

 ②みどり税条例 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 横浜市みどり税条例 

地区、所在地  神奈川県横浜市 

事業主体  

取組開始時期 2009～2014 年度（課税実施時期） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市域の緑の減少を抑制し、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために、「樹

林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３分野からなる横浜みどりアッ

プ計画を策定し、具体化に向けた各種施策に取り組んでいる。 

・同計画の新規・拡充施策を実地するに際し、必要な安定的財源を確保するた

めに「横浜みどり税条例」を市議会で可決、2009 年度から課税を実施。 

－課税方式       ：市民税均等割の超過課税 

－超過税率（年額）：個人 900 円 

            法人 超過税率は標準税率の均等割額の９％相当額 

－税収規模（年間）：約 24 億円（個人約 16 億円、法人約８億円） 

・税収相当額を「緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るための基金」へ

積み立て、他税収と使途を区分し、横浜みどりアップ計画のうち下記施策に

充当。 

 －公有地化等樹林地・農地の保全 

 －緑化委推進 

 －維持管理の充実による緑の質の向上 

 －市民参画の促進 等 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 横浜市 ＨＰ 
 http://www.city.yokohama.jp/me/somu/citytax/shizei/midorizei.html 
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事例№ G-040 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー13「緑税・協力金制度」 

 ③緑化協力金 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 神奈川県「緑化協力金」 

地区、所在地  神奈川県 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・CO2 排出等、自動車が環境に与えている負荷を緑が緩和している現状を考慮

し、自動車利用者から緑地保全施策推進への協力を求めるため、自動車運行

に不可欠な駐車場に着目して、駐車場利用者一定額（１台あたり 20 円）を任

意の寄付により聴取する仕組み。 

・駐車場利用者からの寄附により集めた緑化協力金は「かながわトラストみど

り基金」に積み立て、保全が図られない緑地で地域の県民に親しまれている

身近な緑地を取得するなど、県内の自然環境や歴史的環境を保全するために

活用。 

 －県内 48 駐車場から緑化協力金制度を導入（2010 年） 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・緑化協力金と大磯町みどり基金を財源にして、西湘バイパスに沿った約

0.17ha の松林（「大磯こゆるぎ緑地」）を、2003 年に県と大磯町が共同で購入

し、将来にわたって保全することとなった。 

・今後とも「かながわのナショナル・トラスト運動」により、保全が図れない

緑地で、地域の県民に親しまれている身近な緑地の取得費用に充当します 

事業に係る課題  

参考資料出典等 神奈川県 ＨＰ 
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/trust/trust.html 
（財）かながわトラストみどり財団 ＨＰ 
 http://www.ktm.or.jp/contents/national/trust/trustkikin/kyouryoku.html 
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事例№ G-041 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 広域①マクロシミュレーション 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 都市スケールにおける熱大気汚染のシミュレーション 

地区、所在地   

事業主体 環境省 

取組開始時期 2000 年度（調査実施期間） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・環境省が行った「ヒートアイランド現象の実態解析と対策のあり方」調査に

おいて、仙台、東京、名古屋の広域スケールにおいて、典型的な夏日の現況

再現や将来動向、対策効果について「都市気候予測システム（UCSS）」を用い

てシミュレーションを実施。 

－UCSS モデル：土地利用や気候情報、人工排熱等を推計する各種メッシュデ

ータベースと GIS、これらを利用し都市気候を予測するモデル部分から構

成。モデルを使った現況再現の後、環境条件・対策等による変化条件を入

力し、予測シミュレーションを行う 

・この調査におけるシミュレーションでは、都市スケールに応じてメッシュサ

イズ及び入力要素を定め予測を実施。 
スケール メッシュサイズ 入力要素 

広域 ２㎞ 地形・気象 

都市 500ｍ ＋地表面被覆、人工排熱 

地区 100ｍ ＋地表面被覆、人工排熱 

 

 

・東京 23 区を対象としたシミュレーションにおいて、今後、環状６号線内側で

都市化が進んだ場合（容積率 20％、自動車交通量 30％、建物排熱 50％上昇）、

都心部を中心に午後２時時点で現況よりも気温が約 0.5℃高い地区が出現

し、大手町から新橋にかけては約１℃上昇、30℃を超えるエリアの面積を時

間毎に求め合計した 30℃時間・面積は現況の 1.34 倍との結果となった。 

・一方、23 区で総合対策を講じた場合（建物排熱 50％削減、自動車排熱 20％

削減、舗装面の 50％に保水性塗装、建物屋上の 50％緑化）、都心部の気温は

大約 0.7℃、30℃時間・面積は現況から 21.3％低減という結果を得た。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

  

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 ヒートアイランド現象の実態解析と対策のあり方（2001 年、環境省） 
 http://www.env.go.jp/air/life/heat_island/reports.html 
 

 

都市スケールによるシミュレーション設定 
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事例№ G-042 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 広域②都市環境インフラのグランドデザイン 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 首都圏の都市環境インフラのグラインドデザイン 

地区、所在地   

事業主体 自然環境の総点検等に関する協議会（農林水産省、国土交通省、環境省、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市） 

取組開始時期 2004 年（策定時期） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都市再生プロジェクトの一環として、首都圏における自然環境の保全・創出

に向けて取り組む地域や関係主体の今後目指す一つの方向性を示すものとし

て、都市環境インフラ整備の基本方針（①首都圏の自然環境の基本目標、②

首都圏における都市環境インフラの将来像、③首都圏の都市環境インフラの

整備に向けた行動方針）をとりまとめ。 

①種と嫌悪自然環境の基本目標 

－自然環境が有する機能を、生物多様性保全の場提供機能、人と自然とのふ

れあいの場提供機能、良好な景観提供機能、都市環境負荷調節機能、防災

機能に分類し、14 の基本目標を設定 

②首都圏における都市環境インフラの将来像 

－上記、自然の有する多面的な機能に着目し、首都圏の水と緑のネットワー

クを想定した上で、基本目標達成に向けた、都市環境インフラの将来像を

提示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③首都圏の都市環境インフラの整備に向けた行動方針 

－将来像を見据えながら、多様な主体の連携により、自然環境の保全・再生

等の具体的な取組を展開することを基本方針として、地域別取組の基本的

な考え方、共通して取り組むべき主要施策、関係する多様な主体間の連携

や役割分担を提示。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

都市環境インフラの将来像 
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事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://nrb-www.mlit.go.jp/infra/granddesign/index.html 
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事例№ G-043 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー15「木質バイオマスの活用」 

 堆肥・チップ化による活用①高速道路の緑化 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 館山自動車道君津インターチェンジの緑化 

地区、所在地  千葉県君津市 

事業主体 日本道路公団 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ネッコチップという工法を活用した法面の緑化。 

・間伐材等の木材を活用して針状のチップを製造し、土と混合することにより

生育基盤材を製造、君津インターチェンジ周辺は沿道の法面が高いことから、

生育基盤材を吹き付ける撒きだし機を移動式クレーンでつり上げ施工。 

－施工規模：約 46,000 ㎡（勾配 1：1.2）、撒きだし厚さ：10 ㎝ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 ネッコチップ工法研究会 ＨＰ 
 http://www.fa-tec.co.jp/nekkochip/jissseki/index.html 

生育基盤材施工の様子（左）と施行後約４年後の様子 
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スポンサー花壇の例 

上：ＪＲ元町駅東、下：阪神三宮駅前

 

事例№ G-044 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー13「緑税・協力金制度」 

 ④企業スポンサー 

施策分類 その他 

市街地分類  

 

事業・取組 「美しいまち神戸」緑花事業（スポンサー花壇） 

地区、所在地  兵庫県神戸市 

事業主体 神戸市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・花と緑豊かな「美しいまち神戸」をスロー

ガンに市民や企業・団体からの協働・参画

を得ながら、緑花事業を展開。 

・その一環として、市街地のビューポイント

に設置する１３の花壇に対して、協賛企

業・団体を募集。ひとつの花壇に一企業・

団体がスポンサードすることにより、花壇

のデザイン等に対するスポンサーの意向が

反映しやすくなる。また、花壇にはスポン

サーの企業・団体名が入ったプレートを設

置。 

・花壇のスポンサーとなることにより、企業・

団体にとって、以下のようなメリットがあ

る。 

－社会貢献活動を通じた、企業・団体のイ

メージアップ 

－企業・団体の社会貢献についてのＰＲ活

動に利用可能 

－協賛費用は市への寄付となるため、税制

上の優遇措置を受けられる 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等 企業協賛金    ：一箇所当たり 25～30 万円／年 

市管理費補助   ：25,000 円／㎡・年 

市メンテナンス費用：3,252 千円／年 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 神戸市 ＨＰ 
 http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/flower/foundation/sponsor.html 
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散水区及び対照区の道路表面温度（９地点平均）

の時系列変化（9/3） 

 

事例№ G-045 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 その他 

施策分類 水噴霧、打ち水 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 横浜市ヒートアイランド対策集中導入モデル事業 

地区、所在地 大倉山商店街 神奈川県横浜市 

事業主体 横浜市 

取組開始時期 2008 年（実施時期） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・横浜市の中心部は、郊外部と比較し

て、夏期平均で約２℃の温度差があ

り、熱帯夜日数の差も約 30 日と、ヒ

ートアイランド現象が深刻化してい

る中、舗装面の多い都心部における

地表面の改良として、冷却作用を利

活用するため、連続した打ち水を実

施し、その効果を検証。 

・8/18～9/4 の期間、大倉山商店街の舗

装道路に散水。 

－雨天を除く毎日、16～17 時の間に散水車による散水を２回実施 

－１日当たりの散水量は 100ｍ×６ｍ×２回で、合計 1.8ｔ（1.5l/㎡目安）

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・道路表面温度の上昇が大きい真

夏日ほど、打ち水による温度低

減効果が大きいことが明示さ

れた。 

－ 道路表面温度の低下は、

大で約６℃ 

・散水から５時間後にも効果が持

続している結果が得られ、数時

間にわたって熱帯夜の緩和に

寄与すると考えられる。 

 

事業に係る課題  

参考資料出典等  
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ドライミスト噴霧条件 

 

事例№ G-046 

大分類 みどり 

環境対策メニュー メニュー16「ヒートアイランド対策」 

 その他 

施策分類 水噴霧、打ち水 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 六本木ヒルズ６６プラザでのミスト散布 

地区、所在地 六本木ヒルズ 東京都港区 

事業主体 森ビル(株) 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・６６プラザの一部の区画において、

地表約 3.5ｍの高さに３ｍ間隔で合

計９箇所にドライミスト散布装置を

設置。 

－散布面積：約 180 ㎡ 

・2009 年は６月 18 日～９月 30 日まで

ドライミスト運転を行った。 

－噴霧時間：午前８時 30 分～午後６

時 30 分 

－噴霧量：2.7l／分 

－利用電力：750w 

－周囲の気象を観測し、下記条件になった時に自動制御により運転 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・森ビルと東京理科大学、名古屋大学が共同で観測を行った結果、噴霧エリア

の気温は周辺に比べおよそ２～３℃の気温低下効果が確認された（噴霧中の

湿度は周辺に比べ約５％上昇）。 

・また、来街者アンケートにおいて、ドライミスト噴霧に対して約 91％の人が

「快適（非常に快適、快適、やや快適）」と回答。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 森ビル(株) ＨＰ 
http://www.mori.co.jp/company/press/release/2009/06/20090618160000001468.ht
ml 

 


