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７ 屋上緑 

 
１）施策の項目と情報整理 

 
施策の項目 NO 施策内容 実施体制 効果 コスト 課題

１ 
放出下水処理場での市民農園・広場による緑化 

（大阪市） 
協働    

２ 
大井水みらいセンターにおける下水処理水の利用と

屋上緑化（大阪府） 
行政    

３ 芝生による緑化（姫路総合庁舎） 行政    
４ 里地・草地による屋上緑化（宝塚総合庁舎） 行政    
５ 特別養護老人ホームの屋上緑化（淀川暖気の苑） 行政    
６ 南山大学の草本類による緑化（愛知県瀬戸市） 行政    
７ 原町小学校の屋上芝生化（目黒区） 行政    
８ 霞ヶ関合同庁舎の屋上庭園化（国土交通省） 行政 ○   
９ 広島庁舎の屋上緑化（広島県） 行政 ○ ○  

10 
東京都環境科学研究所が実施した３種類の試験区に

よる屋上緑化（東京都） 
行政 ○   

11 
東京都環境研究所の７種類の試験区による屋上緑化

（土木研究所） 
行政 ○   

12 大阪府庁本館の屋上緑化（大阪府） 行政 ○  ○

13 兵庫県庁本庁舎の屋上緑化（兵庫県） 行政 ○ ○ ○

14 京都府庁第２号庁舎の屋上緑化（京都府） 行政 ○ ○ ○

①公共施設 

15 屋上緑化（都農林総合研究センター） 行政 ○ ○  
16 なんばパークスの緑化（大阪市） 事業者    
17 百貨店屋上の緑化（京都市） 事業者  ○  

18 
財団法人東京都保健医療公社荏原病院の緑化 

（大田区） 
事業者    

19 
アークヒルズのバードサンクチュアリー等による 

緑化（港区） 
事業者    

20 六本木ヒルズの田畑を有する屋上緑化（港区） 事業者    
21 銀行ビルの屋上緑化（鹿児島銀行） 事業者 ○ ○  

②商業 
 ・業務施設 
 

22 商業施設の屋上緑化（（株）キスケ） 事業者 ○ ○  
23 府営住宅常盤団地（京都府） 事業者    ③共同住宅 

 24 大阪ガス総合実験住宅 NEXT21 の緑化（大阪市） 事業者 ○   
25 民間工場の緑化（京都市） 事業者  ○  

④工場施設 
26 民間工場の緑化（埼玉県） 事業者    

⑤ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 27 屋上緑化（東京都） 行政 ○ ○  

 
河川水 地下水 上水 下水再生水 雨水・中水 

水循環 
－ △ ○ ○ ○ 
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２）施策・取組、参考事例 
 

①公共施設 

○下水処理場施設の屋上部分など、大規模な施設の屋上緑化では、地域の公園緑地としての

機能も高く、また、地域のクーリングスポットとしての役割も担っている。 
○屋上緑化は、建物の構造、荷重、風の強さなど、緑化条件が制約される可能性が高いが、

気温低減効果としては、建物の内外、周辺の気温などへの効果が高く、効率性の高い手法

である。 
 

１ 放出下水処理場での市民農園・広場による緑化（大阪市） 

 

○この施設は、住民からの要望を受け、広場・市民農園等を提

供することを目的として整備し、農園を近隣の学校に貸し出

すことにより、「ものをつくる学習」の場となっている。 

 （153 区画：3,000 ㎡）    

（資料：国土交通省ホームペ－ジ）

 
２ 大井水みらいセンターにおける下水処理水の利用と屋上緑化（大阪府） 
 ○限られた都市空間における貴重なオープンスペースでもあ

る水みらいセンター（下水処理場）では、処理施設の屋上を

緑化整備するとともに、下水処理水を利用したせせらぎを配

置することで、府民の憩いの場として開放している。また、

ヒートアイランド対策としても効果を発揮している。 

   （資料：大阪府提供資料）

 
３ 芝生による緑化（姫路総合庁舎） 

 

○芝生を中心とした施設で、一般の方が自由に利用できる園地

であり、ウッドデッキやベンチでは、地元産の間伐材を用い

ている。（500 ㎡） 
 

（資料：兵庫県ホームページ）

 
４ 里地・草地による屋上緑化（宝塚総合庁舎） 

 

○地域の身近な里地や水辺の景観をイメージした植物を取り

入れ、憩いの空間としての緑化を行った。（450 ㎡） 

（資料：兵庫県ホームページ）
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５ 特別養護老人ホームの屋上緑化（淀川暖気の苑） 

 

○特別養護老人ホームの屋上に樹木や草花などを観賞できる

庭園をつくり、施設入居者の心身のケアに活用した事例。 

○近隣住民にも解放され、地域と施設を結ぶ場となっていま

す。 
（資料：緑化計画の作成マニュアル（大阪府）44 頁）

 
６ 南山大学の草本類による緑化（愛知県瀬戸市） 
 ○この施設は、高低差の異なる建物の屋上部分を連続させ、芝

生などの草本類を主にした緑化手法を用いている。 

（資料：東邦レオ（株）屋上緑化＆自動潅水 Web ホームペ－ジ）

 
７ 原町小学校の屋上芝生化（目黒区） 

 

○芝生パネルによる屋上の緑化も行った。ここでは、素足で芝

生を感じながらの実体験に即した学習も行われている。 

○ビオトープや芝生の管理は、5 年生を中心に、教員とともに、

手入れなどが行われている。 
（資料：東京都ホームページ）

 
８ 霞ヶ関合同庁舎の屋上庭園（国土交通省） 
＜効果＞ 

○気温低下による快適性向上・植栽面と舗装面の表面温度の差（約 23.7℃低減） 

（資料：国土交通省ホームページ）

 
９ 広島庁舎の屋上緑化（広島県） 
＜概要＞ 

施工時期：平成 15 年 8 月 

施工面積：約 320 平方メートル 

    （緑化面積約 270 平方メートル） 
 

＜効果＞ 

○緑化面地中温度の低減（約 10～20℃低減） 

＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト） 

公共 民間 公共 民間 

3,000 千円 4,000 千円 － － 

（資料：広島県ホームページ）
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10 東京都環境科学研究所が実施した３種類の試験区による屋上緑化（東京都） 
＜効果＞ 

○屋上緑化区（土厚１３０㎜区、土厚２００㎜区）と緑化しない区画の屋上表面温度と

階下天井の表面温度などを測定したところ、表面温度は、9 月12 日12 時のデータ

では、緑化区が約３０℃であったのに対し、緑化しない区画は約５５℃となり、25℃

程度の差がみられました。また、本調査の建物屋上には断熱処理がされていましたが、

階下天井温度でも１～３℃程度の差がみられました）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料：ヒートアイランド対策ガイドライン（東京都）24 頁）

 
11 東京都環境研究所の７種類の試験区による屋上緑化（土木研究所） 
＜効果＞ 

○気温低下による快適性向上 

・顕熱・伝導熱の低減効果 顕熱：約 1／4 に低減 

伝導熱：約 1／2 に低減 

（資料：独立行政法人土木研究所ホームページ）
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12 大阪府庁本館の屋上緑化（大阪府） 
＜概要＞ 
○市街地緑化の推進、ヒートアイランド現象緩和のために、大阪府庁屋上緑化モデル展

示園を開設した。 
○面積 350 ㎡、中低木が中心の庭園で、週２回一般公開している。 
＜効果＞ 
○熱環境の改善 

・緑化部分と非緑化部分において自動温度記録計を用いて表面温度を計測（Ｈ14 年度） 

・7 月から 9 月の 24 時間の平均温度で約３℃の低減 

＜課題＞ 

○府庁本館は大正１５年に建築し非常に古いため、積載加重や漏水等の心配があった。

○積載荷重を 180kg/m2 以下に抑える必要があり、植裁樹種、規格が限定的となった。

（資料：大阪府提供資料）

 
13 兵庫県庁本庁舎の屋上緑化（兵庫県） 
＜概要＞ 
○屋上緑化推進のため、県の庁舎にモデル緑化として施工した。 

○面積 260 ㎡、職員がボランティアで維持管理を行っている。 

○一般公開している。 

＜効果＞ 

○熱環境の改善 

・施行前と施工後の表面温度差 

・メモリ内蔵の温度計の設置 夏季における 高温度差（15.9～17.0℃） 

＜兵庫県での実測結果＞ 
※室内側に断熱材が 2.5cm、屋上コンクリート厚が 16cm、その上にアスファルト防

水、軽量コンクリート等の層が 6cm。植栽基盤は、塗膜防水が 2 層、4cm 排水マ

ット（ポリスチレンフォーム製）、透水フィルター、10cm 人工軽量土壌が施され

ており、植栽はヒメイワダレソウとなっている。  

※緑化工事施工前後の 12 月における天井内断熱材

表面温度を同じ場所で測定している。 
 

＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト） 

公共 民間 公共 民間 

◆ハード整備 

約２万円/㎡ 

総額 524 万円(260 ㎡) 

－ ◆活動 

職員のボランティ

アによる維持管理 

－ 

＜課題＞ 

○事業実施の予算確保 

○維持管理費用の確保                   （資料：兵庫県提供資料）
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14 京都府庁第 2 号館の屋上緑化（京都府） 
＜概要＞ 
○屋上緑化の先導的モデルとして施工した。 
○ 面積 600 ㎡、名称「京てらす」。 
○ 芝生・花壇・中低木で構成されている。 
○平日に一般公開している。 
＜効果＞ 

○普及啓発等 

・ 建築物等緑化制度（Ｈ19.4.1～）の啓発。 

・ 一般公開の来訪者数（府民等約 5400 人、Ｈ18.5.8～Ｈ20.3 末） 

○屋上温度の緩和 

 ・温度表示器による測定（Ｈ18.7.29 測定） 

・屋上コンクリート面より芝生緑化下 20ｃｍで 20℃程度温度を下げた。 

＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト） 

公共 民間 公共 民間 

◆ハード整備 

緑化整備： 

 700 万円 

 （600 ㎡） 

排水工事： 

 1350 万円 

 

◆ハード整備 

企業協賛による植栽基盤

の提供 

（50 ㎡×5 企業等）

木製ベンチの寄贈 

◆活動 

ボランティア（約 20 名）

による府民参画エリア

（花壇）の整備 

◆光熱水・メンテ費

・自動潅水（府庁２

号館全体での共用の

ため当該部分だけの

算出は不可） 

◆活動 

府農業総合研究所

による植栽実験 

◆光熱水・メンテ費 

花苗、肥料等はボランテ

ィア及び協賛企業等か

ら提供 

 

◆活動 

ボランティア（京緑

隊）による花壇の維持

管理 

＜課題＞ 

○ヒートアイランド緩和効果の定量化が難しい。 
○維持管理経費の確保。 
○ボランティアの継続的な活動の確保。 

京都府：京都府庁第２号館屋上緑化「京てらす」＜http://www.pref.kyoto.jp/greenroof/greenpref1.html＞ 
（資料：京都府提供資料）

 
15 屋上緑化（都農林総合研究センター） 
＜効果＞ 
○節電効果・３棟のログハウスにそれぞれ①緑化なし②屋根だけ緑化③屋根、壁とも緑

化－と緑化条件を変え、「 高気温 35℃の晴天」で「エアコンで室温 25℃を維持」

で消費電力を比較  

 ・①エアコンがフル回転しても 25 度に下がらなかったが②と③の消費電力は①を

100 とすると、②は 87、③は 68 と節電効果が表れた。特に屋根と壁を緑化した

の③は大きな効果があった。 

＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト）

公共 民間 公共 民間 

◆ハード整備 

・屋上緑化（芝生の場合、１㎡あた

り 20－30ｋの土壌） 

・防水対策、壁面緑化、設置費 

(プランタ―、ﾈｯﾄ設置、土、肥料等)

－ － － 

（資料：東京都ホームページ）
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②商業・業務施設 

○商業施設では、屋上を含めた緑化空間は、施設の魅力を増すと共に、地域の緑として貢献

できる重要な要素となっている。 
○都心部の病院では、患者が花や緑に触れながら散策できるスペースは非常に貴重な空間で

ある。アロマセラピーなど療養効果も期待される緑の環境は、重要な病院設備になる。 
○中高層ビルでは、風の強さ、乾燥しやすいなど、屋上緑化としては悪条件が多かったが、

灌水設備の機能向上や樹木を支える多様な支柱機器が開発されたため、樹木を緑化に使用

することができるようになった。そのため、気温低減効果とともに、ビル利用者の憩いの

場でとなり、都市部では貴重な緑地空間を担う可能性がある。 
 

16 なんばパークスの緑化（大阪市） 
 ○平成 15 年秋、大阪ミナミの商業施設の屋上に、民間の施設

としては国内 大規模の屋上公園「パークスガーデン」がオ

ープンした。8 階建ての段丘上の屋上約 1 万㎡に多彩な草

花・樹木等が配植されている。 

（資料：大阪府パンフレット）

 
17 百貨店屋上の緑化（京都市） 
 ＜概要＞ 

○「景観の向上と憩いの場」として設置された。流出が少ない

軽量土壌を使用し、メンテナンス性や軽量化の工夫をし、芝

生は常緑種を使用している。  
＜コスト＞ 
  重量 40kg/㎡ 施工費 800 万円 

（資料：京都市「建物緑化の手引」）

 
18 財団法人東京都保健医療公社荏原病院の緑化（大田区） 

 

○この事例は、患者の「癒し・潤い・安らぎ」の場として、四

季を通じた季節感を創出し、上から眺めて楽しめる屋上庭園

として整備された。素材には、多摩の間伐材、三宅島の火山

礫などが利用されている。 
（資料：東京都ホームページ）

 
19 アークヒルズのバードサンクチュアリー等による緑化（港区） 
 ○この事例は、庭園、バードサンクチュアリーなどいろいろな

緑の機能をモザイク状に配置した先駆的な業務ビルの屋上

緑化である。 
（資料：国土交通省 
    社会資本審議会 都市計画・歴史的風土分科会 公園緑地小委員会資料）
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20 六本木ヒルズの田畑を有する屋上緑化（港区） 

 

○これまでの庭園機能に加え、四季の変化が鮮やかな水田を配

置することによってイベント空間としての機能を担ってい

る。 

（資料：六本木ヒルズホームページ）

  
21 銀行ビルの屋上緑化（鹿児島銀行） 
＜効果＞ 
○気温低下による快適性向上・ 上階室温の低減 約 2℃低減 

○CO2 削減 約 4.6t／年削減 

○経済効果・冷暖房費の削減（料金換算） 約 5％削減 

＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト） 

公共 民間 公共 民間 

－ 約 1.5 万円／㎡ 

（総額約 1,350 万円）

－ － 

（資料：鹿児島銀行ホームページ）

 
22 商業施設の屋上緑化（（株）キスケ） 
＜効果＞ 
○気温低下による快適性向上・ 上階室温の低減 約 4～5℃低減 

○経済効果・冷暖房費の削減（料金換算） 約 1,200 万円／年節減 

＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト） 

公共 民間 公共 民間 

－ 約 2.7 万円／㎡ 

（総額約１億円）

－ － 

（資料：(株)キスケホームページ）

 
 

③共同住宅 

○都心部の共同住宅では、敷地内を十分に緑化するスペ－スを確保することが非常に困難

であるため、屋上、ベランダ、階段部分の緑化は貴重な緑化スペースとなっている。 
 

23 府営住宅常盤団地（京都府） 

 

○5 階建ての公営共同住宅の屋上にセダムによる緑化を実施。

（資料：京都府ホームペ－ジ）
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24 大阪ガス総合実験住宅ＮＥＸＴ２１の緑化（大阪市） 
＜概要＞ 
○都市居住において、近未来の省エネルギーや環境保全と両

立できるくらしやガスエネルギーのあり方を検証するため

に建設した実験集合住宅。躯体は、100 年間の耐久性を確

保し、内装や設備の更新が可能な構造になっている。 

○屋上・テラス・ベランダも緑化し、1000 ㎡の緑地を確保、風通しがよく、夏季でも

涼しく感じる立体街路を回遊すると、多くの緑が目に入るように配置されている。 

＜効果（植栽に熱環境調整効果）＞ 
○8月12日15時頃に、NEXT21とその周辺をサーモグラフで撮影した。 

○中央のNEXT21に対して、右側の一般的な建物は、表面温度が40℃を超えているが、

NEXT21は、気温と同等の35～36℃の部分が多い。夜間でも一般的な建物は、外気

より約５℃高いので、昼間の熱をコンクリートに蓄熱して、夜間に放散している。一

方、NEXT21は、夜間には、気温と同じように温度が下がり、蓄熱のような現象は見

られない。 

 
 
 
 
 
 

（資料：大阪府ホームペ－ジ）

 
 

④工場施設 

○ 多くの工場にとって、規定された緑化率を確保するためには、屋上は も効率的なスペ

ースとなっている。ただ、荷重の問題から草本による緑化が多くなっており、緑の多様

性が欠けている面はある。 
 

25 民間工場の緑化（京都市） 

 

○ヒートアイランド現象の緩和と、建物の省エネ効果を目的と

して設置した。枠材に軽量擬木、排水材に発泡スチロールを

使用するなど、軽量化に工夫して芝類や草花を中心に植栽し

ている。 重量 56.5kg/㎡ 施工費 400 万円 

（資料：京都市「建物緑化の手引」）
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26 民間工場の緑化（埼玉県） 

 

○工場屋根全面を使って、草本類による緑化を行っている。 

（資料：田島ルーフィング株式会社ホームペ－ジ）

 
 

⑤シミュレーション 

 
27 屋上緑化（東京都） 
＜効果＞ 
○燃料間接削減 

 ・気温低下による対象地域の夏期エネルギー消費量の削減  45.1 億円／年 

○燃料直接削減 

 ・屋上緑化実施建築物等におけるエネルギー消費量の直接的な削減 468.6 億円／年

○TWTP（総支払意思額） 

・既往の CVM 実施結果を基にした金額を使用 （6616.8 億円／年 ※影響範囲の重

複分もカウント） 

○大気浄化（NOｘ等） 

・単位代替額を 206.9 円／㎡として算定（205.7 億円／年） 

○気温低下による快適性向上 

 ・気温低減による冷房機器使用による熱低下と考える代替法（83.8 億円／年） 
＜コスト＞ 

整備費（イニシャルコスト） 維持管理費（ランニングコスト） 

公共 民間 公共 民間 

◆ハード整備 

28.8 千円／㎡ 

 

※「屋上緑化の手引き 02 年 

  （東京都）」の平均値 

※耐用年数 20 年と仮定 

－ ◆直接コスト 

4.0 千円／㎡／年 

 

※「屋上緑化の手引き 02 年 

  （東京都）」の平均値 

－ 

（資料：独立行政法人土木研究所ホームページ）
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３）関連する制度・事業 

 

名 称 主 体 概 要 

屋上緑化等助成制度 各種自治体 ○東京都、大阪市、横浜市、名古屋市、兵庫県などで実施 

屋上緑化容積ボーナス

制度 

大阪市 ○総合設計制度を適用した建築物で、屋上に緑化を行う場合

は、緑化部分の面積に応じて、容積率を割り増しする制度 

建築物の敷地等におけ

る緑化促進制度 

大阪府 ○敷地面積 1,000 ㎡以上の建築物の新築・改築又は増築を対

象に、基準に従って緑化することを義務化した制度。 

屋上緑化モデルとなる

民間施設への助成 

京都府 ○ヒートアイランド現象の緩和や都市環境の改善を図るため、

 京都府では、建築物の屋上や壁面の緑化のモデルとなる民間

 施設を募集し、助成を行った。 

建築物緑化助成制度 京都市 ○建築物の屋上及び壁面緑化の整備に助成する制度 

県民まちなみ緑化事業 兵庫県 ○環境緑化として、屋上緑化も助成の対象となっている。 

クールシティ中枢街区

パイロット事業 

環境省 ○平成１９年度から環境省において実施予定。 

○ヒートアイランド現象の顕著な都市の中枢部分において、ヒ

ートアイランド対策を通じた省ＣＯ２化の普及促進を図る

ため、注目度の高いと考えられる街区に対し、都市の省ＣＯ

２化に資するヒートアイランド対策を複数組み合わせた集

中的なパイロット事業を、民間への補助により実施。 

○モデル街区を数カ所選定したうえで、モデル街区内のオフィ

スビルなどの建物や施設において、都市の省ＣＯ２化に資す

るヒートアイランド対策を集中的に導入するパイロット事

業を行う民間事業者に対して、その費用の１/２を補助。 

地球温暖化を防ぐ学校

等エコ改修事業 

環境省 ○学校の特徴に応じた二酸化炭素排出削減効果を有する省エ

ネ改修、新エネ導入の も効果的な組み合わせ（遮光、屋上

緑化による断熱など）による施設整備に要する費用の一部を

補助する。 

緑化施設整備計画認定

制度 

国土交通省 ○都市緑地法に基づき、一定の条件を致す建築物の敷地内緑化

施設整備計画を市町が認定し、支援する制度 

屋上緑化総合設計制度 神戸市 ○総合設計制度を活用し、一般の公開空地による容積割増に加

え、建築物の屋上等に整備する緑化の規模に応じて、容積を

増すことができる制度 

 
 
４）今後の課題 
 
○夏期における気温の低減効果、冬期における暖房効果を得るためには、植物の良好な育成を

維持・継続していく必要がある。特に、水分供給は重要な要素である。 
○水分供給のためには、自動灌水施設の整備が 適であるが、費用面で負担になる場合には、

雨水貯留施設による散水量の補助など、効率的な雨水や中水利用の方策も一体的に取り組む

必要がある。 
 


