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緑化 で広がる空間の可能性

芝生広場になじむ公園施設の緑化

国営昭和記念公園（東京都）

校舎の屋上緑化による広場づくり

静岡文化芸術大学（静岡県）

ヘチマのスクリーン：夏快適な校舎の壁面
緑化
中島根小学校（東京都）

壁面緑化による商業空間の演出
青山ライズスクエア（東京都）

再開発に合わせた四季を感じる緑豊かな空
間づくり 品川グランドコモンズ（東京都）

屋内環境の改善をめざす共同住宅屋上の芝生緑化
ひばりヶ丘南団地（東京都）

患者のための憩いの場を創出
都立広尾病院（東京都）

都心における市民の農業体験の場を創出
なんばパークス（大阪府）

施工前

施工後

高木の緑陰が市民に快適な屋上広場を提供
けやきひろば（埼玉県）

利用のなかった屋上を緑あふれる憩いの場に
国土交通省（東京都）
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緑の草屋根が個性を演出する喫茶店
コーヒー麓（兵庫県）

特殊空間の 緑化 を支える技術

この手引きについて
都市の緑は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収し、ヒートアイランド現象の緩
和、生物多様性の確保、都市の防災機能の向上、良好な生活環境の創出などの多様な機能
を発揮します。

Ⅰ

しかしながら、今日、多くの都市で緑が不足しています。そこで、人々が快適に暮らせ
る緑豊かな環境づくりのためには、都市公園などの公的空間における緑の確保とあわせ、
建築物の敷地内空地や屋上・壁面などの民有地の緑化の取組がきわめて重要です。

Ⅱ

このような状況を背景に、都市緑地法（平成 16 年 12 月改正）に基づき、建築物の敷地
内や屋上・壁面などの緑化に取り組む場合には特例措置によりそれを支援する制度や緑化
を義務づける制度などが設けられています。
【ユニット型の植栽基盤】屋上緑化の施工性を高めるため各種のユニット型の植栽基盤が開発さ
れています。底面に貯水層を設け、水を効率的に活用しています。

【自動灌水システムのコントローラー】灌水作業を軽
減するため自動灌水システムが開発されています。

Ⅲ

この手引きは、都市緑地法の中でも緑化に関する制度を取り上げて、地方公共団体・市民・
事業者の方々など、皆さんが緑化に取り組まれる際に活用いただけるこれらの制度を紹介

Ⅳ

するとともに、特例措置の受け方や、義務づけられる緑化への対応の仕方などを解説した
ものです。

この手引きで紹介する制度と関連項目
建築物の敷地内空地や屋上・壁面などの民有地の緑化を進める制度

都市緑地法
第4条

緑の基本計画

市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来
像、目標、施策などを定める基本計画

緑化重点地区（緑化配慮地区）

【地下支柱】屋上では軽い土壌による高木の
転倒を防ぐため地下支柱が活用されます。

【植栽地の土留め材】植栽地の端部の土圧
を支えます。様々な素材による製品が開発
されています。

【発泡スチロール製の嵩上げ材の設置】荷重
を抑えながら盛土厚を大きくとることがで
きるため、発泡スチロール製の嵩上げ材が
段差の解消などに活用されます。

重点的に緑化を推進する地区として設定（第 4 条第 2 項第三号ホ）

第 34 条

緑化地域制度

第 II 章

P.25 〜

第 III 章

P.41 〜

第 IV 章

P.47 〜

第I章

P.7 〜

建築物の新築等に際して緑化の義務づけができる緑化地域を、
市町村が都市計画法における地域地区として定めること

第 39 条

地区計画等緑化率条例制度

市町村が、条例により、地区計画等の区域内における建築物の
緑化率の最低限度を定めることができる制度

第 55 条

市民緑地制度

土地等の所有者と地方公共団体等が契約をして、地域の人々が
利用できる緑地や緑化施設を公開する制度

第 60 条

緑化施設整備計画認定制度

建築物の屋上や敷地の緑化計画について、市町村長の認定を
※

受けることにより、税制面での優遇措置が受けられる制度
【多様な排水材】土壌中の過剰な水分を速や
かに排水し、植物の根腐れを防ぐため排水材
が用いられます。

【屋上緑化の標準的な断面例】屋上緑化の
基本的な断面構成は、軽量土壌、フィルター
材、排水材、防根材で構成されます。
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【防根材の設置】屋上緑化では植物の根が建
物に影響を及ぼさないように防根材を設置
します。

※

この手引きで紹介する制度

※当該税制は、平成23年6月30日をもって廃止となりました。
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用語の意味と説明
この手引きで使用されている用語の意味は、次の通りです。
用語

説明

緑化

地面や人工的に造った植栽基盤を、樹木や地被植物で覆うこと。

緑化施設

植栽、花壇、その他の緑化のための施設および敷地内に保全された樹木、ならびにこれらに付属して
設けられる園路、土留め、その他の施設。その建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに
限り、建築物の内部空間に設けられたもの、たとえばアトリウムなどは含まない。なお、緑化施設には、
森林法第 41 条第１項の保安施設事業による保安施設および地すべり等防止法第２条第３項の地すべ
り防止施設を含まない。

緑化面積

緑化施設整備計画認定制度の場合において、原則として、緑化施設に含まれる全ての樹木や地被植物
を同一の水平面に投影した範囲の面積を合計したもので、緑化面積算出方法（P.12）に基づいて算出。

緑化施設の面積

緑化地域制度・緑化率条例制度の場合において、原則として、緑化施設を同一水平面に投影して得ら
れる範囲の面積を合計したもので、緑化施設の面積算出方法（P.31）に基づいて算出。

緑化施設関係

樹木
地被植物

地上部の一部が木質化している植物
シバ、クローバーなどの草本やササ類、シダ植物、コケなど、地面を低く面的に覆う植物

花壇

草花を植えるために、土を盛り上げたり仕切を設けたりしたもの。緑化施設の面積算定上は、年間を
通じて適宜植え替えなどを行うことにより、概ね６ヶ月以上植物が植栽された状態にあるもの。野菜
等の有用植物を植栽したもの、いわゆる菜園等については、その有用植物の収穫が主たる目的ではな
くて、都市環境の改善や都市住民のアメニティの向上等に資すると認められるものであれば、この分
類に含むものとすることが可能。

水流、池

緑化施設としては、
樹木、植栽等と一体となって自然的環境を形成しているものに限られる。たとえば、
護岸や底面、水面に石や土などの自然素材や植物が用いられているなど、自然空間の中にある沼や池、
河川などに類する自然的環境の創出や、動植物の生息・生育空間としての機能が期待できるもの。修
景のための浅い水盤や水泳プールのような人工的な水面や流れは含まない。

園路、土留め、
その他の施設

緑化施設としては、園路、土留め、樹木や植栽等と一体となった小規模な広場、緑化施設と一体となっ
た撒水用配管、排水溝、ベンチ等が含まれる。

棚もの

フジ棚、ブドウ棚、ヘチマ棚など、棚状に植物を仕立てるもので、アーチ状のものを含む。

植栽基盤

樹木や地被植物の生育基盤で、一定の厚みを持つ土壌等のこと。プランターやコンテナなどの容器に土壌
等を入れたものは、安定的に設置するもの（容量が概ね 100 リットル以上）が対象。

樹冠
樹冠投影面積
建築物関係

地上
屋上
壁面
建築物
敷地
敷地面積
緑の基本計画
景観計画

樹木の上部についている枝と葉の集まり
樹冠の水平投影面積。緑化施設整備計画認定制度では、樹木が生長した時点を想定したもの
地面と一体の人工地盤を含む
建築物の屋根の部分で、バルコニーやベランダの床面を含む
建築物の外壁面で、バルコニーやベランダの外壁面を含む
建築基準法第 2 条第一号に規定する建築物、および同条第二号に規定する特殊建築物
建築基準法施行令第 1 条第一号に規定する敷地
建築基準法施行令第 2 条第 1 項第一号に規定する敷地面積
市町村が策定する、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（都市緑地法第４条）のこと

地域・地区など

良好な景観の形成を図るため、その区域や景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事
項等を定める計画（景観法第 8 条）

緑化重点地区

緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区として定められたもの（都
市緑地法第４条）

緑化地域

用途地域が指定されている区域内で、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内に
おいて緑化を推進する必要がある区域としてさだめられたもの（都市緑地法第 34 条）

緑地保全地域

里地・里山など都市近郊の緑地などを、一定の土地利用との調和を図りつつ緑地環境の保全を行う地
域として定められたもの（都市緑地法第５条）

特別緑地保全地区

都市における良好な自然環境を有する緑地として、建築行為などが現状凍結的に制限される地区とし
て定められたもの（都市緑地法第 12 条）

用途地域

住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を、都市計画法に基づいて定めた地域
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