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This study aimed to discuss appropriate urban greening of private land through the 
examination of quantitative leading guidelines for greening of local government code. By 
collecting descriptions on urban greening of ordinances, and comparative analysis using 
them, it was revealed that 27.7% of prefectures and 75% of ordinance-designated cities 
had quantitative leading guidelines for greening. Most of them were affected by Factory 
Location Act and Conservation of Urban Greenery Act, and the rest of them were affected 
by Landscape Act or global warming countermeasure. Green cover ratio was used in the 
codes, but there were variety of the way to calculate the ratio. By classification of them, 
they were proved to be consisted from six main rules. Based on the results of the analysis, 
the problems and how to develop new guidelines by controlling details of the six rules 
were discussed. 
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１．はじめに 

都市化の進展による都市域の緑地の減少により、ヒートアイラ

ンド現象や生物多様性の喪失、自然との触れ合いの場の減少とい

った様々な都市環境の課題が議論されるようになって久しい。さ

らに都市域の緑地の存在は都市生活の快適性を図る要素として

重要であることから、グローバル化の流れの中での都市競争力の

一つの要素として取り扱われるようになっている注１）。 

そのような中で、公的資金を投入しての公園緑地の整備が進め

られてきたが、特に地価の高いエリアにおいては思うような効果

を上げることがかなわず、それを補う制度として、いわゆる「緑

化制度」と呼ばれる民間の事業活動での緑の創出を誘導する施策

が実施されている。一定の要件の建築行為や開発行為において必

要となる緑化の内容を提示し要求する制度である。民間敷地の緑

の物理的な量と形態を規定する効力を有しているため、都市の緑

とオープンスペースの一定部分を形づくり、同時に都市環境の改

善に大きな役割を果たしている。また、国土交通省は「新たなス

テージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について」１）

の中で、少子高齢化と人口減少の進展、都市への人口集中、税収

減による財政の深刻化、などの社会状況を背景に、これからの時

代における新たな時代の都市に相応しい緑とオープンスペース

が求められると述べている。そしてこれからの重視すべき観点の

一つとして官民連携を提示し、緑とオープンスペースのストック

効果を高めることを掲げている。このことからも民間緑地の果た

す役割は今後さらに重要性を増してくると考えられる。 

緑化制度についてはすでにいくつかの既往研究がある。渡辺

ら２）は、首都圏各市区における緑化政策の実施状況を明らかに

しているが、ここでいう緑化政策は緑化啓発運動や公有地の緑化

なども含む包括的なものであり、個々の政策の構成や民有地の緑

化誘導の具体的手法にまでは言及していない。御手洗ら３）は、

47 の緑化義務を課する法律や条令を研究対象としてその特徴を

類型化し、対象とする地域や履行確認手段、争訟手段、維持管理

規制について指摘しているが、緑化に関する具体的な誘導手法、

すなわち緑化率等の内容については言及されていない。 

緑化制度の内容と空間形成の関係性についての研究としては、

上野ら４）、陳ら５）、小野６）、鈴木７）などの研究がある。このうち、

小野６）は緑化制度と地価の関係を分析し、接道緑化や建築物緑

化は、建築行為への制限が少なく外部性が高いことを理由として、

制度強度が強いほどに地価に正の影響を与えることを明らかに

している。鈴木７）は東京の公開空地の実態分析から、公開空地

面積と緑化面積には強い正の相関があることを示し、都心三区で

は緑とオープンスペースの量的不足を補うストック形成が図ら

れているとしている。しかしこれらは総合設計制度により生み出

された公開空地を対象としているため、より広範に適用される緑

化制度とそれにより創出される空間との関係把握には至ってい

ない。 

以上のような既往研究によれば、緑化制度には、緑とオープン

スペースの量的不足を補う物理量の増加に加え、緑の外部経済性

を発揮させるような配置への誘導効果があるものの、緑量の増加

といった物理量への誘導の偏りがあることが理解される。しかし、

既往研究は開発圧力の高い東京などの大都市圏を対象としたも
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のが多く、全国にわたる緑化制度の状況を把握したものは見らな

いため、自治体によって様々に規定された緑化制度の内容とその

広がりについて把握し、かつ制度の内容がどのような空間形成を

もたらすのかの検証には至っていない。 

 そこで本研究では、全国の地方自治体が条例等により緑化の目

標や義務を規定するいわゆる緑化制度等（以下、「緑化に関する

条例等」という。）を調査することにより、その内容を俯瞰的に

把握して制度の特徴を理解すると同時に、特に緑の存在の物理量

として規定する様々な緑化基準（以下、「定量的緑化誘導基準」

という）の特徴を分析することを目的とした。それにより、これ

からの都市に求められる緑とオープンスペースに相応しい民有

地緑化誘導のための方策と課題を提示することができる。 

 

２．研究方法 

 国土交通省による都市緑化データベース８）によれば、緑化・

保全に関する条例等は、36都道府県508都市で721（2014年度

末時点）の条例等が制定されている。しかしこれらの条例は緑地

の創出とともに既存緑地の保全を求めるものも含まれている値

である。一方で同データベースによれば、都市緑地法第34条に

規定されている「緑化地域制度」を適用することにより一定規模

以上の敷地面積の建築物の新築・増築に対して緑化を義務付けし

ている自治体は全国で4事例（2015 年度末時点）にとどまって

いる。また同データベースによれば、都市緑地法第39条に規定

されている地区計画等において緑化地域制度と同様の緑化の義

務付けをすることが可能な「地区計画等緑化率条例制度」を適用

する自治体は39事例(2015年度末時点)あるが、これは地区計画

等の指定と関連しているため緑化の目的が地区計画の目標に応

じて設定されている場合が多い。 

そこで本研究では、日本の地方自治体のうち、都市化の進展と

対策を行政課題としていると考えることが妥当と判断される、都

道府県（47事例）、政令指定都市（20事例）を対象として、緑化

に関する条例等の有無、および有している場合はその規定内容を

調査した。この調査対象には上記の緑化地域制度を適用する横浜

市と名古屋市が含まれることになる。なお、前述のとおり地区計

画等緑化率条例制度は含まない。 

調査の方法は、自治体ホームページにより条例等の有無（無の

場合は自治体の関連部署に直接問い合わせて条例等の存在を確

認した）と定量的緑化誘導基準の内容の確認を行った。 

 

３．緑化に関する条例等と定量的緑化誘導基準の状況 

3-1. 全国の緑化に関する条例等の制定状況 

 緑化に関する条例等を有している地方自治体数は、政令指定都

市は100％であったが、都道府県はおよそ25％が有していなかっ

た。これは県が所管する範囲が広域にわたるのに対し都市化が課

題となる都市域の面積が比較的小さいなど、行政の重点施策の比

率が小さくなることから理由づけられる。 

緑化に関する条例等には、①定量的緑化誘導基準を有するもの

と②方針のみを示すものが存在していた。前者は都道府県が

27.7％であるのに対し、政令指定都市は 85％にのぼっている。

これは都市化による人口集中が進む自治体の方が、定量的緑化誘

導基準の必要性をより大きく有しているためと解釈できる。 

 
 

3-2. 定量的緑化誘導基準の制定年と制定目的 

つぎに定量的緑化誘導基準を有する地方自治体（13 都道府

県・17 政令指定都市）の条例等の制定年と改正年を調査した。

条例等の名称はその目的を端的に示すものであると考えられる

が、定量的緑化誘導基準の記載される条例等の名称（表-2,第 3

列）には、「○○みどりを守り育てる条例」や「○○緑化指導要

綱」といったもの以外に、「◯◯工場等緑化推進要綱」、「○○景

観計画」や「○○地球温暖化対策要綱」といったものがあった。

30事例のうち、名称に「工場」が入るものは1事例（政令指定

都市）、「景観」が入るものは3事例（都道府県3事例）、「地球（温

暖化）」が入るものは4事例（都道府県2事例、政令指定都市2

事例）であった。また，「建築物」が名称に入るものは2事例（政

令指定都市）あった。 

これらについて制定時期をみると，「工場」が入る事例は1971

（昭和49）年に制定されており、1972（昭和48）年の工場立地

法の影響を受けているものと考えられる。「景観」が含まれる 3

事例は2007（平成19）～2011（平成23）年に制定されており、

2004（平成16）年制定の景観法の影響を受けたものといえる。「地

球（温暖化）」が入る4事例のうち、3事例には「温暖化」が入

っている。これら3事例は2004（平成16）～2009（平成21）年

に制定されており、1998（平成 10）年に制定された地球温暖化

対策の推進に関する法律前後から続く地球温暖化問題への関心

の高まりを背景に持つものと考えられる。残る1事例は茨城県の

地球環境保全行動条例であるが，1995（平成 7）年制定であり，

1990 年代以降の地球環境問題への関心の高まりを受けたものと

考えられる。条例等の名称に「建築物」が入るものは、「建築物

に付属する緑化指導要綱」（大阪市）と「神戸市建築物等におけ

る環境配慮の推進に関する条例」（神戸市）の2事例である。両

市ともに大都市であること、制定年は2012（平成24）～2014（平

成 26）年であることから、高密な大都市における近年の緑化推

進の必要性を意識したものと考えられる。 

残りの20事例（都道府県8事例、政令指定都市12事例）の名

称には、自然環境保全・緑の保全・環境の保全といった、より広

い意味を持つ言葉が使われている。また制定年についてみると，

都道府県 8 事例のうち 7 事例は、工場立地法や都市緑地保全法

（現：都市緑地法）が制定された1972（昭和48）年から6年以

内に制定されている（1事例は1995（平成7）年制定）。政令指

定都市12事例では、5事例が1972（昭和48）年から5年以内に

制定されている。その後，10年程期間が空いて、1987（昭和62）

年～1989（平成元）年に2事例が制定されている。残る5事例は

【図-１】 緑化に関する条例等の保有状況 
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さらに10年程後の2001（平成13）～2015（平成27）年に制定

されている。緑や自然環境保全といった一般的な名称を持つ条例

等では20事例中12事例が、工場立地法や都市緑地保全法への対

応や昭和50年前後の緑化への関心の高まりを背景に制定された

と考えられる。また2001（平成13）年以降に制定された5事例

は、名称に地球温暖化や景観等が含まれていないものの、こうし

た新しい緑に関連する施策の目的が増えていく中で制定された

ものと考えられる。 

以上を踏まえて、以下の分析では30事例を7つのタイプに分

類して考察することとした。具体的には、タイプⅠ：名称に「工

場」が入るもの（1事例（政令指定都市））、タイプⅡ：名称に「景

観」が入るもの（3事例（都道府県3事例））、タイプⅢ：名称に

「地球（温暖化）」が入るもの（4事例（都道府県2事例，政令

指定都市2事例））、タイプⅣ：名称に「建築物」が入るもの（2

事例（政令指定都市））、タイプⅤ-1：名称により広い意味の用語

を用い、かつ1972（昭和48）年から6年以内に制定されたもの

（12事例（都道府県7事例，政令指定都市5事例））、タイプⅤ

-2：同、1987（昭和62）年～1995（平成7）に制定されたもの（3

事例（都道府県1事例，政令指定都市2事例））、タイプⅤ-3：同、

2001（平成13）以降に制定されたもの（5事例（政令指定都市））

である。 

 

４．定量的緑化誘導基準の内容 

条例等に記されている定量的緑化誘導基準に関する文章では、

主に①誘導協議対象規定、②緑化量誘導規定(緑化率計算方法)、

③緑化内容誘導規定(緑化面積算定方法)、④緑化配置誘導規定

(接道部緑化評価の有無)、⑤建築物上の緑化誘導規定、⑥補足的

誘導規定の６項目が記述されていた。以下この順に、各内容の特

徴を記載する。 

4-1.誘導協議対象規定＜対象の規模＞ 

定量的緑化誘導基準の協議対象は、全30事例のうち28事例が

敷地面積もしくは行為面積の規模で規定していた。面積規模規定

値が500㎡未満、1000㎡未満、3000㎡未満、5000㎡未満、1ha

未満、1ha以上としてAからFまでタイプ分けをしたところ、都

道府県はすべて1000㎡より大きな面積を協議対象としていた。

一方で政令指定都市では約40％の7事例が1000㎡未満の規模を

協議対象としていた。政令指定都市ほど、小さな敷地単位での建

築行為に対する協議の必要性がうかがえる。協議対象を建築敷地

面積としない場合は、行為地面積（奈良県）、開発区域面積（神

奈川県、相模原市）としている。また、3-2のタイプⅡ（景観）

に分類される岩手県や鳥取県では建物高さや床面積によって協

議対象を規定していた。 

   

 

 

 

 

 

 

4-2．誘導協議対象規定＜対象の分類＞ 

すべての条例等において定量的緑化誘導基準として緑化率を

採用し、対象に応じて必要となる緑化率の値を定めていた。誘導

内容を敷地に応じて設定するための誘導対象分類の工夫は事例

により様々であった。「土地の用途地域や建ぺい率の指定状況な

どの土地属性による規定（A）」、「事業の用途による規定（B）」、

「敷地や行為の面積規模による規定(C）」、「緑化する箇所（地上

部/建築物上）による規定(D)」、「開発手法別による規定(E)」が

みられた。各自治体はこれらを単体で用いるのではなく，適宜組

み合わせることにより誘導となる対象事業を規定していた。土地

の用途地域や建ぺい率の指定状況などの土地属性によって誘導

対象を区分(A)する方法採用する事例が約半数の 14 事例存在し

たが、そのうち8事例はそれに事業の用途（B）や敷地もしくは

行為の面積規模（C）を組み合わせており、 も多いのが市街化

区域と市街化調整区域・工業系用途地域と住宅系用途地域などで

誘導対象を区分(A)し、かつ事業の用途として住居系・商業系・

業務系の区分(B)を組み合わせる事例であった。 

Aでは、市街化区域に比して市街化区域外の必要緑化率が高か

った。特筆すべき内容として札幌市では、土地属性に山岳地や里

山という独自の類型を導入していた。 

Bでは、住宅系に比して住宅系以外の用途の必要緑化率が高か

った。これは緑化の費用便益が住宅に比してそれ以外の方が事業

に内部経済化されにくいという傾向に応じて必要緑化率を変化

させているといえる。 

Cでは、敷地面積が大きいほど必要緑化率が高かった。これは

敷地面積とほぼ同時に大きくなる傾向の非建ぺい空間量と関係

が大きいと言い換えられるであろう。 

Dでは、(ｱ)地上部の緑化と(ｲ)建築物上の必要緑化率に違いを

設けることで緑化誘導の重みづけに自治体ごとの違いがあった。

(ｱ)＝(ｲ)として二つを同等に扱い手続き上の振り替え措置を可

能にしている東京都の事例や、(ｱ)＞(ｲ)として地上部緑化を重要

視している大阪府、兵庫県、神戸市などの事例、さらには(ｱ)＜

(ｲ)とすることで文化財による土地利用の限定条件を考慮したも

のであると推測できる京都府や京都市の事例など、制度設計の幅

が広い。 

 そしてEは、総合設計制度などの都市再開発諸制度を利用して

都市計画に規定される制限の緩和を受ける開発事業の場合に必

要緑化率を厳しくする東京都の事例である。公開空地というオー

プンスペースの創出を開発インセンティブとして取り扱うケー

スの多い自治体においては、一般設計と同様にA～Dの規定で誘

導内容を設定するには不十分であり、開発手法別の規定が求めら

れているといえる。 

4-3．緑化量誘導規定＜緑化率計算と分母＞ 

 量的な誘導基準となる数値として、すべての事例が緑化率を用

いていた。緑化率は、緑化率＝緑化面積／敷地面積として計算さ

れるが、その「分母となる数値を敷地面積とする緑化率分母タイ

プ(A)」と、「分母となる数値を空地面積とする緑化率分母タイプ

(B)」が存在した。全体のおよそ8割は前者の敷地面積を採用し

ていた。敷地面積を分母とする場合には、建築面積に左右されず

に一定の緑化を求めることが可能である。一方で8つの事例（東

京都、埼玉県、大阪府、神戸市(以上Ⅴ-1)、兵庫県、熊本市(以

【図-２】 協議対象規模の状況 
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上Ⅴ-2)、京都府、京都市(以上Ⅲ)）は空地面積を分母に採用し

ている。例えば敷地面積に対する緑化率を 20％とした場合、建

ぺい率 80％の敷地であれば規定される緑化面積は空地面積の全

てを占めることになるため、駐車スペースやバックヤードその他

の非建築施設の設置が不可能となってしまう。そのため空地面積

を分母とすることによって上記の状況を回避し、現実の非建ぺい

空間の状況に応じた緑化を誘導していると考えられる。Bは指定

建ぺい率が高く、またその消化率も高い案件が多いと想定される

都道府県市に多い。 

なお空地面積は建ぺい率との相関が高いため、「空地面積＝(敷

地面積－建築面積)とする緑化率分母タイプ(B-1)」と、「空地面

積＝(敷地面積－(敷地面積×建ぺい率×α))とする緑化率分母

タイプ(B-2)」の二つの考え方が存在していた。前者は実際の空

地面積の算出結果であるため、駐車スペースやバックヤードなど

の事業上必要となる屋外用途も含めて計算される。一方後者は、

建ぺい率の消化率をαと想定、言い換えれば敷地利用における非

建築施設の割合を理論上で設定してその空地面積に対して必要

な緑化率を設定する考え方である。この場合の分母は事業上必要

な屋外用途についても一定程度想定された理論値となるため、前

者に比べて現実的な値となる可能性がある。後者を採用するのは、

東京都、京都府、大阪府、兵庫県、京都市、神戸市と岩手県であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4．緑化内容誘導規定＜緑化面積算定方法＞ 

緑化面積の算定には「植栽される植栽基盤の面積を利用する緑

化面積タイプ(A)」と、「植栽される樹木の水平投影面積を利用す

る緑化面積タイプ(B)」がみられた。前者は実際の植栽のために

区画された土地の地表面の面積を算出するものであり、後者は地

表面の状況にはよらずに植栽樹木の樹冠の地上部での水平投影

面積を算出するものである。 

一般に、実際に植栽地として区画される前者に比べて、樹木の

樹冠水平投影面積を採用する後者では地表面はツリーサークル

などによって自由度を得られるというメリットが存在するため、

できる限り高木を植栽しようとするインセンティブが発生する

場合が多い。緑化面積タイプ(A)の採用によって、面的な緑被率

向上や非舗装面の増加と都市の水循環回復などを誘導すること

と、緑化面積タイプ(B)の採用によって、高木採用による緑視率

の向上や高い CO2 吸収能と都市防災への効果などを誘導するこ

との、どちらに政策的にウェイトをおくかに関する自治体の選択

が、このタイプ設定に現れていると考えられる。 

前述の緑化面積タイプ(B)には，さらに「樹木の規格分類に応

じて設定された樹冠水平投影面積のみなし換算値を用いて算定

する緑化面積タイプ(B-1)」と、「植栽時の樹高に応じて設定され

た樹冠水平投影面積の計算方法を用いて算定する緑化面積タイ

プ(B-2)」、そして「植栽時の樹木の寸法により実際の樹冠水平投

影面積を算定する緑化面積タイプ(B-3)」、の３つがみられた。緑

化面積タイプの概念を以下の図-4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

B-1とB-2は面積計算式における係数設定の段階で一定の成長

が見込まれているのに対し、実際の寸法によるB-3は将来の成長

を見込んだ計算がなされない点で、 も制度強度が強い。また、

B-1が単なる規格分類によるのに比べて、B-2は樹高数値によっ

て水平投影面積が変化するため、より大きな樹高の樹木の植栽が

大きな面積確保に寄与することになる点に特徴がある。樹高に応

じた樹冠水平投影面積の計算方法の例としては、樹冠直径＝樹高

×0.7（東京都,Ⅴ-1）、樹冠直径＝樹高×0.8（さいたま市,Ⅴ-3）

とするものや、高さ6m以上の場合のみ樹冠直径＝樹高 (川崎市,

Ⅴ-1)とするものがあり、いずれも大高木へのインセンティブが

働くような制度設計となっている。 

4-5．緑化内容誘導規定＜緑化面積と緑化内容の関係＞ 

 緑化面積と緑化の内容を規定するものとして、都市緑地法の緑

化地域制度に示されるものを以下に示す。 

  A≦18T1＋10T2＋4T3＋T4 

   A：緑地の水平投影面積（計上値） 

 T1：高さが4m以上の樹木の本数 

T2：高さが2.5m以上4m未満の樹木の本数 

T3：高さが1m以上2.5m未満の樹木の本数 

T4：高さが1m未満の樹木の本数 

上記数式の意図は、樹木4類型に応じたみなし樹冠水平投影面

積の合計が実際の緑地の水平投影面積を上回る程度に植栽する

ことが要求されるということである。具体的には300㎡の緑地に

おいては、T4クラスの樹木を 300 本必要とする、もしくは T4ク

ラスの樹木を282本とT1クラスの樹木を1本必要とする、とい

うことになる。 

ここで、T1クラスの高さが4m以上の樹木の本数に係数18を乗

じるということは、1本あたりの樹冠水平投影面積を18㎡とみ

なすということになる。樹木の樹冠を正円とすれば半径 2.4m、

すなわち葉張り4.8mの樹木の樹冠を想定していることとなる。

実際には樹高4mで葉張り4.8mの造園緑化樹木は一般的に流通し

ていないので、これはある程度の生育、およそ樹高7～8m程度へ

の成長を想定した値と考えてよい。一定の管理を前提に、将来の

成長量が大きいT1クラスの樹高4mの高木植栽とT4クラスの高さ

1m未満の低木植栽18㎡とが植栽計画上等価に扱われることにな

る。単純な緑化面積の規定だけでは、必要面積条件を確保するた

めに単調な低木だけの緑化となる可能性も否定できない。しかし

こうした数式上の条件付けをすることにより、緑化の内容を誘導

し、一定程度の多様性と階層構造のある緑化の内容にインセンテ

【表-１】 緑化率の分母タイプの状況 

 

 

【図-３】 緑化面積の算出方法の概念図 
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ィブを付与する仕組みとなっていることが理解される。 

なお、このような緑化地域制度に準じた緑化内容を条件づけて

いるほかに、独自の条件を用意している事例も存在した。千葉県

（Ⅴ-1）は緑化面積10㎡あたりに高木を1本以上としている。

東京都（Ⅴ-1）は緑化面積10㎡あたりに高木1本＋中木2本＋

低木3本としており、制度強度の高い条件付けとなっている。ま

た大阪市（Ⅳ）のように本数を他のランクの樹木と置き換えを可

能にしている自治体もある。 

4-6．緑化内容誘導規定＜地被植物による緑化面積＞ 

 シバなどの地被植物の扱いにも事例間に違いがみられた。「地

被植物による緑化を緑化面積として計上できる地被緑化タイプ

(A)」、「地被植物による緑化に係数を乗じて緑化面積として計上

できる地被緑化タイプ(B)」、もしくは「地被植物による緑化を緑

化面積として計上できない地被緑化タイプ(C)」、の3つがみられ

た。タイプAとBで全体の85％を占めている。緑化面積に計上

できないタイプCを導入しているのは、岩手県(Ⅱ)、東京都（Ⅴ

-1）、千葉市（Ⅰ）、川崎市（Ⅴ-1）であった。地被植物による緑

化は必要とする基盤ボリュームが小さいため保水力が乏しく、同

時にCO2吸収能の低さや生物相の多様性に乏しいことから、イン

センティブを低く設定していると考えられる。 

4-7．緑化配置誘導規定＜接道部緑化＞ 

接道緑化は建築行為への制限が少ないうえに外部性が高い特

徴があるが、それらを評価する制度を有するのは3事例にとどま

っていた。接道部緑化は景観形成において重要な意味を持つこと

が多いと考えられるが、Ⅱの3事例はいずれも接道部緑化を評価

していなかった。 

接道部の緑化を評価するもののなかでは、「敷地の接道延長に

対して緑化する割合を規定する接道緑化タイプ（A）」と、「接道

部の緑化面積に係数を乗じて割り増しする接道緑化タイプ（B）」

がある。タイプAの事例では、東京都（Ⅴ-1）は敷地が道路に接

する長さ（接道延長）に対しての必要緑化延長を規定している。

後者の事例では、札幌市（Ⅴ-3）は道路から6mの範囲をボーナ

スエリアと設定して、そこでの緑化は実際の面積の3倍に換算す

ることが可能である。大阪市（Ⅳ）は接道部に特別のみなし緑化

面積を設定している。広島市は接道部の壁面緑化は面積を 1.5

倍に換算できる。 

4-8．建築物上の緑化誘導規定＜屋上緑化＞ 

 「屋上緑化を地上部の緑化と同様に取り扱う屋上緑化タイプ

（A）」と「地上部と屋上部の個別の基準を有する屋上緑化タイプ

（B）」がみられた。タイプ B は 6 事例あった。また、タイプ A

の中でも「屋上緑化を地上部の緑化と同様に取り扱うが上限や制

限を設ける屋上緑化タイプ（A-2）」が存在した。全体の緑化の

1/2以内とする上限を設ける事例(神奈川県，Ⅴ-1)や、面積に係

数0.5を乗じる事例（大阪市，Ⅳ）、さらには地被緑化の場合は

係数0.5を乗じるような緑化の具体的内容に対する誘導事例(神

奈川県,Ⅴ-1)などが確認された。 

4-9．建築物上の緑化誘導規定＜壁面緑化＞ 

 多くの事例で壁面緑化をカウントしているが、「植物に被覆さ

れる面積を計上できる壁面緑化タイプ（A）」と、「植物に被覆さ

れる面積によらず壁面の高さを一律に規定する壁面緑化タイプ

（B）」が存在することが確認された。補助資材ありの場合はタイ

プA、補助資材なしの場合はタイプBを組み合わせる事例が多か

った。後者事例である神奈川県（Ⅴ-1）や名古屋市（Ⅴ-1）では、

高さを一律に1mとしているうえに、上下フロアでの重複を認め

ていない。壁面緑化への誘導を抑えた制度設計といえる。 

4-10．補足的誘導規定 

①生垣 

生垣を樹木としてではなく緑化面積に算入できる自治体が 10

事例確認できた。うち4-7に記す接道部緑化の評価を持たない事

例は7事例である。面積への参入方法は様々であり、生垣の長さ

×高さ、もしくはみなし緑化面積を乗じるものが多いが、計算

上中木として扱わないことにより、外部性の高い接道部の緑化に

対するインセンティブとしているということもできる。 

②プランター緑化 

 プランター緑化は地表面に直接に緑化基盤を保持していない

ため都市の緑被面積に寄与しないことや、移動される可能性があ

るものの、12事例で移動しないことや植栽基盤の容量を条件に、

プランター緑化を緑化面積に加えることを認めていた。 

③太陽光発電装置 

 9 事例で太陽光発電装置を何らかの形で緑化面積にカウント

していることが判明した。地球温暖化対策の一環として緑化を位

置づけているIIIの京都府・京都市・広島市の3事例以外でも、

屋上緑化の意義を太陽光発電装置による省CO2対策に転換するこ

とを認めている自治体があることがわかる。 

 

５．まとめ ＜定量的緑化誘導基準の類型と活用＞ 

本研究により緑化に関する条例とその定量的緑化誘導基準に

おいて以下の特徴があることが明らかになった。 

定量的緑化誘導基準をもつ都道府県は1/4程度にとどまるが、

政令指定都市は3/4にのぼった。定量的緑化誘導基準をもつ条例

等の30事例のうち、半分近い13事例は工場立地法や都市緑地保

全法（現：都市緑地法）が制定された1972（昭和48）年から6

年以内に制定されており、当時の都市緑化に対する要請の中で制

定されたものといえる。残る17事例中の9事例には、景観、地

球（温暖化）、建築物等の言葉が名称に含まれており、いずれも

平成期に制定されている。前記の13事例を含めて、各時代の緑

に対する要請を反映して条例等の多くが制定されたといえる。 

定量的緑化誘導基準は6つの規定から構成されていた。内容は各

自治体ごとに詳細な違いがあり、全体としてバリエーションのあ

る幅広い規定となっていることから、緑化の方向性を細かく設定

して誘導することが可能な制度であることが分かった。以下、各

規定の特徴についての知見をまとめる。 

① 誘導対象規定について 

昭和期に制定されたものは、協議対象を規定する敷地面積が大き

い傾向がある。1haを超える3事例はいずれも1971（昭和47）

年もしくは1972（昭和48）年に制定された千葉県、神奈川県、

愛知県（いずれもⅤ-1）の条例であった。これらは京葉・京浜・

中京工業地帯を有する自治体であり、大規模工場の誘導を意識し

て工場立地法の影響をもって制度化されたことを示すものと解

釈できる。政令指定都市はいずれも、協議対象を規定する敷地面 
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【表-２】 日本の定量的緑化誘導基準の分類 
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積は3000㎡未満としており、人口集中を背景に各種事業用途を

対象とした誘導を意図していることを示すものと解釈できる。協

議対象の分類は、都市計画、事業用途、行為面積、地上/建築物

上、開発手法、の組み合わせにより必要緑化率が定められており、

自治体が誘導の独自性を持つことが可能になることが分かった。 

② 緑化量誘導規定について 

緑化面積の算定上の分母を敷地面積とするか空地面積とする

かによって適用対象への制度強度が変化するため、都市化の程度

に応じた選択がなされていた。緑化率の分母の多くは敷地面積で

あったが、空地面積を採用する7事例はいずれも平成期に制定さ

れたものである。施設の内容ゆえに建ぺい率消化の程度とは関連

の乏しい工場のような事業を主たる対象とした時代から、事業採

算性を重視した都市域での多様な事業を対象に加えるようにな

った変化を示すものと解釈できる。 

③ 緑化内容誘導規定について 

緑被率(緑化基盤)重視と緑視率(水平投影面積)重視に大別さ

れること、かつ緑化面積算定上で緑化のタイプにより係数や換算

値を変化させて算定する緑化面積の違いを生じさせることで、誘

導内容を変化させる仕組みであり、それらを多様に組み合わせて

自治体が独自の誘導を行っていることが判明した。組み合わせを

せずに一つの誘導規定で対応している自治体や誘導規定を設け

ていない自治体（札幌市、相模原市、新潟市、静岡市、堺市など）

は、比較的都市化が進んでいない傾向があった。 

④ 緑化配置誘導規定 

接道部という外部性の高い緑の配置を誘導するための手法を

採用する自治体が3事例（東京都、大阪市、広島市）存在した。

制定期や制定目的との関連性は乏しいが、比較的都市化が進む自

治体であることが分かった。 

⑤ 建築物上の緑化誘導規定 

 建築物上の緑化を地上部の緑化と同様に扱う事例が多いが、そ

れぞれに規定を設けるタイプは都市化が進んでいる自治体に多

い傾向がみられた。都市化の程度に応じて建築物上の緑化が重要

性を増すことを示している。壁面緑化の規定の有無と他のタイプ

との関連性は乏しかった。  

⑥ 補足的誘導規定について 

補足的な誘導として、生垣やプランターなどの緑化手法に関す

る規定を加えているものと、地球温暖化対策の視点で緑化の代替

物に関する規定を加えているものが確認できた。これらは平成期

制定や改正のものがほとんどであり、緑化技術や環境技術の発展

が制度に反映されていると考えられる。また、生物多様性の視点

での誘導を加えている事例も確認できた。 

以上のように、30事例にみられた規定には詳細な違いがあり、

これらを用いれば緑化の方向性を細かく設定して誘導すること

も可能であるといえる。特に、樹冠投影面積のみなし換算値の採

用有無によっては高木を用いた緑化に大きな影響が出るなど、誘

導される空間が大きく変わる可能性がある。しかし、誘導される

空間のイメージや条例等の目的に 適な規定を設けているかと

いう点に関しては、例えば景観（Ⅱ）のタイプであっても接道部

緑化の規定を設けていない事例もあるなど、規定の精緻さに比べ

て、制度の目的と規定の内容に明確な関連性を見出すことはでき

なかった。都道府県域や市域に対して画一的な緑化イメージを適

用することは困難であることが、このようなアンバランスを生じ

させているといえるだろう。以上のような関係性を表-2に示す。

本研究により、緑化に関する条例等における定量的緑化誘導基準

の構成が確認できたが、これからの都市の縮小時代に向けて、新

たな制度設計や制度改定が必要になることが想定される。そのた

めにはこうした構成を理解することで、新たな制度設計につなげ

ることが可能ではないだろうか。以下にその展開例を示す。 

＜例１：対象事業と緑化量誘導規定の組み合わせ＞ 

誘導対象事業の建ぺい率の消化程度によって緑化率の分母を

敷地面積タイプと空地面積タイプと使い分けることが考えられ

る。自治体内においても緑化率の分母を一律とするのではなく、

郊外エリアでの低建ぺい率型の開発に対しては敷地面積タイプ

とし、高密度な都市エリアでの高建ぺい率型開発に対して空地面

積タイプとするような組み合わせを導入すれば、事業者の空地利

用を制限することのない緑化誘導の可能性がある。 

＜例２：エリアの課題と緑化内容誘導規定の組み合わせ＞ 

エリアの課題に応じた緑化面積算定方法を選択することが考

えられる。例えば郊外型の大型開発といった周辺の緑とのつなが

りや同質性が求められるような事業に対しては、緑化率の算定に

植栽基盤面積を利用することで緑被率の向上や緑地確保による

都市防災やインフラ負担軽減を誘導し、都市化が進んだ地域での

開発といった緑量のみならず都市景観が求められるような事業

に対しては、緑化率の算定に水平投影面積を利用することで緑視

率の向上や樹木緑化による緑のまちなみ形成効果を誘導する、と

いった効果的に選択できる可能性がある。 

＜例３：緑化配置誘導規定の展開＞ 

緑化配置誘導規定として緑視率が生み出す外部経済性への評

価として接道部緑化の優遇規定が確認されたが、その発展的展開

として、緑のネットワーク構築による外部経済性発揮、例えば既

存樹林地や大規模公園緑地などに接する緑化や、連続性のある緑

化に優遇規定を付与することで、緑のネットワーク性構築を重視

した緑化配置を誘導することが考えられる。 

＜例４：補足的誘導規定の展開＞ 

補足的誘導規定として地球温暖化対策を背景に太陽光発電装

置が緑化面積にカウントできる事例が確認されたが、その発展的

展開として、都市防災や農住混合などの地域の課題に応じた施設、

例えば災害時活動に資する広場空間や都市内農地などを緑化面

積にカウント可能にすることが考えられる。なお、緑化面積の量

的誘導目標に達しない場合に代替となる緑をどこでどのように

確保するか、場合によっては敷地外を対象とすることの可能性も

同時に議論することも必要であろう。 

＜例５：事業者提案型の緑化制度＞ 

 都市再生特別措置法による都市再生特別地区においては事業

者からの都市計画の提案制度が認められているなど、都市開発に

民間活力を導入することとなって久しい。緑化に関しても、課題

を共有する一定のエリアにおいては 6 つの規定を事業者提案型

で構築し、エリアの課題に対応した緑化を事業者独自で実現して

いく方法とその支援策について検討することが考えられる。 

 

 

- 122 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, August, 2017 

 

 

 

６．今後の展開 

本研究により、我が国の定量的緑化誘導基準の状況が把握され

た結果、その構成や効果と課題が明確になったことにより、それ

らを様々に組み合わせて制度設計することで、これからの時代に

即したより細かな誘導の可能性があることを確認することがで

きた。今後は、緑化に関する条例等によって創出された空間を 

詳細に評価する必要がある。緑化内容誘導手法である緑化面積の

計算に用いられる樹高の分類や、類型化された樹木タイプ別の水

平投影面積の設定方法（係数や換算値）についても十分に議論さ

れる必要があろう。 

さらに、定量的緑化誘導手法は、条例等の主旨や狙いの理解と

は別に、単なる量的な数字合わせの手続きに陥ってしまい、空間

形成の画一化やデザインの多様性の欠如がもたらされ、良質な空

間の創出に関する議論が二の次にされてしまう可能性を否定で

きない。行政協議の実態を把握しつつ、数値や比率の確保とは異

なる質的な空間形成の在り方を合意する調整型の協議プロセス

の研究が必要であろう。 

加えて、定量的緑化誘導基準と併存して、質の高い緑化誘導の

ための仕組みを議論する必要があると考える。これからは、量と

して存在する緑に、質としての魅力をどのように付加していくか

という視点に関しての政策論が求められるだろう。そのためには

一方向ベクトルである条件明示型の緑化誘導ではない、新しい質

の高い緑の誘導方針を明示し議論する仕組み、もしくはガイドラ

インやチェックリストといったものが開発され広く活用される

ような展開が求められているのではないだろうか。 
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