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４章 屋上菜園に関する調査 

 

４．１ 調査の背景と目的 

 

ヒートアイランド現象の主要な対策の一つに被覆対策があるが、都市部では建物面積が敷地の

多くを占めているため、建物の屋上に軽量土壌などの植栽基盤を敷き、その上に芝生や樹木など

で植栽を施す「屋上緑化」を推進するための制度が多くの地方公共団体で実施されている。また、

条例等により屋上緑化を義務付ける地方公共団体が複数あることなどから、全国の屋上緑化施工

面積は年々増加しており、平成20年度では新規に約33.6ヘクタール（サッカーコート約47面分）、

平成 12 年から 20 年までの９年間で累計施工面積が約 242 ヘクタール（サッカーコート約 330 面

分）に増加したという調査結果が国土交通省より報告されている1。 

屋上緑化を推進するにあたっては、地方公共団体による助成金制度等が設けられているが、建

物所有者は初期費用だけでなく、その後の維持管理費用を継続的に負担していかなければならな

い。そのような中、緑化された空間の活用方法については未だ情報が少ないと考えられる。そこ

で、屋上被覆改善の有効な活用事例の一つとして「屋上菜園」を取り上げ、その現状や課題等に

ついて調査し、今後の屋上菜園の活用方策等について検討する上での基礎資料を整理した。 
 
４．２ 屋上菜園の施工技術 

 

屋上緑化を実施する上では、荷重や設置スペース等に応じた植栽の選定、防水対策、排水・灌

水方法、メンテナンスなど、施工及び管理上の検討事項は多岐にわたる。屋上菜園は、これら植

栽を野菜に置き換えたものと考えることができるため、屋上緑化と同様の配慮と計画が必要であ

るといえる。そこで、屋上菜園の施工技術について、施工業者にヒアリングを行い、 新の施工

技術等に関する情報を収集した。 
施工業者へのヒアリングの結果、屋上菜園を設計、施工する上での技術は、屋上面の防水技術・

防根技術、潅水技術、軽量土壌などの使用による建築基準法における屋上面耐加重に関する制約

への対応などが挙げられる。ただし、これらの技術はこれまでの屋上緑化で培われた技術を流用

することが可能であり、屋上緑化と屋上菜園の施工上の大きな違いは、野菜用に肥料調整された

専用土壌に替えることであり、それ以外に大きな違いはないとしている。以下に、菜園の施工図

面を引用する。 

 

                                                   
1 出典：国土交通省 都市・地域整備局公園緑地・景観課 緑地環境室  報道発表資料「屋上・壁面緑化空間は新

たにどの程度創出されたのか－ 全国屋上・壁面緑化施工面積調査について－」平成 21 年 7月 17 日 
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図 4-1 野菜栽培用軽量土壌を使用した菜園工法2 

（※1:パラペット等の立上り部と土留材の間は 100 ㎜以上開ける、※2:水抜き穴を設ける） 

 

 

屋上菜園用の土壌については開発が進んでいる状況が見られた。あるメーカーの専用土壌は、

人工軽量土壌でありながら有機系土壌の特徴を有しており、重さが通常の土壌の約半分、保水力

が３倍、保肥力が約 10 倍あるとされ、10～30 ㎝の土厚で野菜の栽培が可能となっている。また、

土厚が少なく済むため屋上の強度計算上、設計が容易となっている。通常の屋上緑化用の土壌の

約８割では石系（軽石）が用いられていることもあり、有機系土壌は少ない。但し、このメーカ

ーの専用土壌の値段は、40 リットル 3,000 円と通常よりも少し高くなっている。 

 

  

 
図 4-2 施工業者の社屋屋上における菜園の実施例 

（2010 年 1 月 22 日撮影） 
                                                   
2 出典：㈱マサキ・エンヴェックホームページ 
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４．３ 屋上菜園の実施事例 

 
 現在展開されている屋上菜園の形態は、大きく分けて２つに分類することができる。一つは、

事業者等が個人や法人に対し区画の貸し出しを行ういわゆる貸菜園であり、もう一つは、個人や

法人等が自ら所有する建築物の屋上スペースに菜園を設置するものである。 

 ここでは、前者を「貸菜園」、後者を「所有地菜園」としてそれぞれの概要を整理する。 

 

 

１）貸菜園の概要 

 貸菜園は、地域の住民や勤務者、法人から菜園参加者を募り一定の契約期間内に特定の区画を

貸し出しするものである。これは市民農園3の屋上版と考えることができ、市民農園と同様に、菜

園利用者が直接的に区画利用料等を負担するものである。 

 現在、都市部で実施されている貸菜園は、ビルや商業施設等の屋上が利用されている。 

 

表 4-1 都市部における貸菜園の実施例（開業順） 

施設名称 菜園面積 所在 開業 立地 

なんばパークス  

アーバンファーム 

250 ㎡ 大阪市 2003 年 10 月 商業施設 

アグリス成城 5,000 ㎡ 世田谷区 2007 年 5 月 専用施設 

表参道彩園(図 4-4) 100 ㎡ 渋谷区 2009 年 9 月 貸ビル 

貸菜園ソラドファーム(図 4-5) 160 ㎡ 渋谷区 2009 年 9 月 商業施設 

 

 貸菜園の実施状況について、各種資料及び運営主体へのヒアリングを通じて情報収集を行った。 

 

                                                   
3 「市民農園」とは一般的に、サラリーマン家庭や都市の住民等がレクリエーションとしての自家用野菜・花の

栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花

を育てるための農園のことをいう。わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などい

ろいろな愛称で呼ばれている。こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個

人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっている。（出典：農林水産省ウェブサイト「市民農園をはじ

めよう」） 

図 4-3 屋上菜園の分類例 

事業者等が個人や

法人に菜園スペー

スを貸し出す 

個人や法人が自ら

の所有地に菜園を

設置する 

貸菜園 所有地菜園 
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 【菜園導入のきっかけ】 

 貸菜園を行う事業者（以下、「貸菜園業者」という）が事業を始めたきっかけとして、以下の

ことが挙げられる。 

 ・農業の推進 

 ・食糧自給率の改善 

 ・使用されていない屋上スペースの活用 

 ・地域社会との共生 

 ・環境対策 など 

 

 

【貸菜園に共通する特徴】 

 ・ 寄り駅から数分以内の場所に菜園が設置されており交通の便が良い 

 ・１区画が３～６㎡と郊外の市民農園と比べ小規模である 

 ・都内の場合、個人会費は月額 10,000 円～17,000 円程度である 

  ・管理スタッフによるアドバイスや代行サービス（有料）がある 

 ・菜園道具等が用意されているため、利用者は来園前に準備をする必要がない 

 ・農薬を使用しない、又は、有機栽培を推奨している 

 ・軽量で保水性が高く飛散しにくい土壌を使用している 

 ・風や微生物等による影響が少ない 

  ・利用者は 20 代から 70 代前後までと幅広く、男女ともに参加している 

 ・利用者に喜ばれている、また、利用者同士のコミュニケーションが深まっている 

 ・募集人数以上に応募が殺到するなど、菜園に対するニーズが高い 

  ・頻繁にメディア（国内外の新聞、テレビ、ウェブサイト等）で取り上げられている 

  

 現状では、都心部における貸菜園が珍しく、また、メディアにおいて頻繁に取り上げられてい

ることなどから大きな注目が集まっている。ただし、貸菜園自体の数が少ないことから、希望者

の数に対して菜園の供給が追いついていない可能性が考えられる。 
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図 4-4 表参道菜園（出典：銀座農園株式会社ホームページ） 

 

  

  

   
図 4-5 貸菜園ソラドファーム（2010 年 2月 24 日撮影） 
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２）所有地菜園の概要 

現在、様々な主体がそれぞれの所有地において、屋上菜園を導入している。導入の目的は主体

に応じて異なっており、例えば、屋上緑化を推進する立場である行政においては、庁舎等の屋上

を緑化し公開することを通じて屋上緑化の見本を提示している。また、従業員への福利厚生の一

環として導入する事業者や、入居者の憩いの場やリハビリテーションの場として導入する医療施

設や福祉施設、生徒たちへの食育や農業体験機会等の提供を目的に導入する教育施設、さらには、

コーポラティブハウス4といった共同住宅において導入されている。一方、自らの施設の屋上で収

穫した各種野菜を利用客に提供する飲食店や宿泊施設なども登場している。 

このように、所有地菜園は菜園の利用者が事前に想定されていること、また、利用者自身が菜

園利用料を直接的に負担することが少ないことなどが考えられ、これは貸菜園との大きな違いで

あるといえる。 

 

４．４ 屋上菜園による期待される効果 

 

１）環境負荷削減効果 

 

 屋上緑化には、表面温度の上昇抑制、建築物への熱の侵入抑制といった物理的な環境負荷削減

効果が挙げられている。屋上菜園についても屋上緑化と同様の効果が得られるのかどうかについ

て、施工業者並びに貸菜園業者へのヒアリング及び各種文献から整理した。 

 

（１）ヒアリング結果 

 今回ヒアリングを行った事業者では、菜園の温度測定が行われていなかったため、夏季におけ

る屋上菜園の施工状況（土壌厚など）や利用状況（散水頻度や緑被割合など）の違いに応じた表

面温度に関する情報は収集できなかったが、ヒアリングを行ったある施工業者は、土壌の厚みが

あるため断熱効果は期待できるとした。また、ある貸菜園業者は、屋上緑化によるヒートアイラ

ンド対策効果を引用して、屋上菜園にも同様にヒートアイランド対策効果や省エネ効果が期待で

きるとしている。 

 また、現在の屋上緑化の課題の一つに施工後の適切な管理の維持が挙げられている。条例等の

義務付けへの対応によって屋上緑化を設置するものの、適切な潅水等が実施されないことなどか

ら、植物が枯れてしまい、期待される屋上緑化の効果が得られない可能性があることが危惧され

ている。適切に維持がされない屋上緑化の特徴として、建物によっては屋上に人が立ち入らない

など、屋上の緑に対する関心の薄さが影響しているのではないかと、ある施工業者は分析してい

る。一方、（野菜の収穫等があるため）人々の関心を集め、能動的に管理がされやすい屋上菜園

では、菜園への水やりなど、野菜を育てる時期には適切な管理が維持されるとしている。 

 

                                                   
4 同一敷地に共同で住むことを希望するものが組合をつくり、住宅の設計から管理までを運営する集合住宅。各

世帯の条件に合わせて個別に住戸を設計することが可能になる。協同組合住宅。（出典：大辞林「コーポラティブ

ハウス」） 
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（２）文献調査結果 

屋上菜園に関する文献は多くない。以下に、屋上菜園を対象として屋内外の熱環境に及ぼす効

果を実測した事例と、屋上菜園における野菜作りを LCA の視点から CO2 排出量で評価した事例を

紹介する。 

東京都世田谷区にある集合住宅「経堂の杜」（敷地面積 240 坪、地上３階地下１階、12 住戸、

2000 年４月完成）に設置されている屋上菜園を利用して、夏と冬の２回に渡り、深さ 40 ㎝と５

㎝における温度推移と気温との関係性を調査した事例5がある。本調査では、夏と冬において深さ

40 ㎝と５㎝の土中での温度差より土の熱特性と課題等が報告されている。 

調査方法を以下に示す。 

 ・屋上菜園（土厚 40㎝、パーライト厚 10㎝）に百葉箱を設置し、気温を測定する。 

 ・東西の菜園の深さ５㎝、40 ㎝に温度計（おんどとり）を設置して土中の温度を測定する。 

・データは 10分間隔で計測する。 

 ・計測は、夏（9/1～9/26）と冬（11/14～12/11）に実施する。 

 調査結果は、夏と冬両方とも土厚に違いはあるものの、気温の変化に比べ土中の温度が安定し

ていることから、「経堂の杜」の屋上菜園では断熱効果が得られているとしている。また、夏の

日中の気温緩和、冬の夜間の保温効果など一定の断熱性能を示し建物に対する負荷が軽減されて

いると結論づけている。さらに、温度推移の特徴として、土厚５㎝の温度に比べ、土厚 40 ㎝の

温度の方が高温で安定しており、躯体からの熱移動があると推察している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 屋上菜園の土中温度の日変化 5 

                                                   
5 保坂純平、糸長浩司「屋上菜園における土中温度評価 ～『経堂の杜』の環境共生設備の実態的研究～」日本建

築学会 2002 年度大会 (北陸) 学術講演梗概集、2002 年 8 月 

夏 

冬 
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屋上菜園の環境負荷削減効果として、LCA 手法を用いて、露地栽培の野菜づくりと CO2 排出量

で比較した場合の評価事例6の概要を以下に示す。 

評価では東京都及び近郊の４つの屋上菜園におけるトマトの栽培を対象に、肥料や農薬、菜園

までの移動などを考慮したトマト生産量あたりの平均的な CO2 排出量を推計している。露地栽培

では同じくトマトを対象として、近郊では茨城、東京で消費の多い北海道の２箇所、さらには茨

城におけるハウス栽培も比較対象とした。 

比較結果を図 4-7 に示す。屋上菜園平均は近郊農業である茨城の露地栽培と比べると CO2 排出

量が多いが、北海道における露地栽培よりも 20％の削減、茨城のハウス栽培と比べるとおおよそ

１／２の排出量となっていた。さらに、図には示していないが、NOx 排出量では 93％、SOx 排出

量では 94％を削減できると報告している。 

地方公共団体の条例等における屋上緑化基準には屋上菜園を対象から除外している例も見られ

るが、夏季にはほぼ緑地として機能することや、環境負荷削減効果（CO2 排出削減効果等）、食料

増産効果等を考えれば、屋上菜園は極めて有益な施設であるとしている。 

 

 

図 4-7 トマト 100g あたりの CO2 排出量の比較 6 

 文献調査の結果、屋上菜園が普及することによって、屋上緑化と同様にヒートアイランド現象

緩和に資することが、期待できることがわかった。 

 

２）環境負荷削減効果以外の効果 

 屋上菜園による環境負荷削減効果以外の効果として、ヒアリングを行った事業者からは、農業

の発展や食糧自給率の改善といった将来的な展望から、屋上に人を呼ぶ、利用者間の交流が深ま

るといったコミュニケーションツールとしての効果が挙げられている。ここでは、主に経済、教

育、治療といった視点から屋上菜園に期待できる効果について整理する。 

 

                                                   
6 川崎正博、小谷健司、杉崎聡、高口洋人「屋上菜園の環境負荷削減効果に関する研究」2008 年度日本建築学会

関東支部研究報告書、第 79 号，2009 年 3 月 
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（１）経済的効果 

 ヒアリング結果等をもとに、屋上菜園によって期待できる経済的な効果を整理する。 

 

【直接的な効果】 

 直接的な効果として、まず、これまで利用されていなかった屋上を菜園化し、貸出を行うこと

による賃貸収入が挙げられる。貸出方法には２種類あると考えられ、一つは、建物の所有者本人

が施工業者を通じて菜園を設置し、貸菜園を行う場合と、もう一つは、貸菜園業者に屋上スペー

スを貸し出すものである。後者の場合は、建物の所有者が新たに費用を負担することなく収入が

得られることになるため、建物の所有者にとってはメリットが大きいと考えられる。 

 続いての効果として、菜園施工事例の増加による業界全体の売上の増加が挙げられる。現在、

屋上菜園は屋上緑化ほど大きな市場が形成されているわけではないが、今後市場が拡大すればす

るほど、業界全体の売上が増加していくことが予想される。 

 さらに、栽培した野菜を出荷することによる販売収入が挙げられる。例えば、屋上菜園を推進

するある NPO 法人では、同団体が屋上で栽培した野菜を地域の店舗に出荷し、販売収入を得てい

る事例がある。よって、同団体のように、各地の菜園で栽培される野菜を安定的に流通させる仕

組みを作ることができれば、野菜販売による収入も拡大していくことが考えられる。また、将来

的に、野菜販売の増加によって、地産地消が拡大していくことにより、従来、遠方から輸送して

いた野菜の輸送コストを削減することができると考えられる。 

 

【間接的な効果】 

 間接的な効果として挙げられるものとして、現在では目新しい「菜園」がテナントやマンショ

ン等の入居希望者へのセールスポイントになるということが挙げられる。これはつまり、菜園と

いう付加価値が不動産価値をより向上させるツールになるというものである。また、商業施設等

の場合は、菜園が一つの集客ツールになると考えられるため、屋上を利用する人が施設内で買い

物をするなど、菜園が売上増加に貢献する可能性も考えられる。 

 

（２）教育的効果（食育・農業体験） 

 屋上菜園は、小学校等の教育施設において学習の場として取り入れられている。ここでは、文

献資料等をもとに、農業体験（野菜作り）がもたらす教育的効果について整理する。 

 近年、食生活をめぐる環境が大きく変化し、栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病の

増加、食の海外への依存、食の安全などといった食に関わる様々な問題が指摘されている。また、

分業化や都市化が進む今日において、食べものの生産現場を思い浮かべる機会が少なくなってい

ることも懸念されている。2005 年に制定された食育基本法7では、「様々な経験を通じて『食』に

                                                   
7 すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにするためには、何

よりも「食」が重要であるとの認識から、食の問題を解決するためのキーワードとして「食育」が挙げられ、こ

の「食育」を国民運動として強力に推進するための法律として「食育基本法」が制定された。 
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関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる

こと」を挙げており、「食」とそれを支える「農業」に関する理解を深めていくことを重要課題と

している。 

 全国農業協同組合中央会発行の「地域と学校が連携して取り組む子ども農業・農村体験活動ハ

ンドブック（学校活動編）」によると、農業体験を通じて、毎日少しずつ成長する農作物と向きあ

うことで、子どもたちは日常的に自分と「いのち」との関わりに触れることができる。また、農

作物が大きくなる・実として結実する・枯れる、といった農作物の成長を見守ることは、食べも

のの生産現場を知ることであり、「食と農の距離」を見直す機会につながるとしれている。さらに、

土に直に触れ身体を動かすこと、子ども同士が普段とは異なる価値観のもとに一緒に作業を行う

ことは、子どもたちの成長の上で重要な体験の機会を多数含んでいるとしている。 

 このように、農業体験による教育的効果や意義は様々なところで説明されており、また、実際

に農林水産省や文部科学省等が主導して、全国各地で農業体験の機会が提供されている。一方で、

(社)全国農村青少年教育振興会が 2001 年度より実施している小・中学校を対象とした農業体験学

習の取組に関するアンケート調査によると、農業体験学習を実施していない学校では、「時間不足

（農業体験学習に割く時間がない等）」や「適当な場所(農園)がない」などの問題が挙げられてい

る。よって、小学校等の教育施設の屋上に、比較的容易に菜園を設置することが可能になれば、

農業体験学習を実施する場所の問題は解決されるとともに、授業時間外でも日々野菜の成長を見

守ることができるようになると考えられる。このように、屋上菜園は、食育と農業体験を実践す

る場として子どもたちに対する教育的効果が期待できると考えられる。 

 

（３）治療的効果 

 高齢者や障害者、社会的に不利な立場にある人々の心や体のリハビリテーション等にセラピー

の手段として園芸活動を用いる「園芸療法」が、福祉施設や病院、学校等において実践されてい

る。園芸療法は米国において、第二次世界戦後の後遺症に苦しむ退役軍人に大きな効果を発揮し

たことから、主に身体機能の回復を目的として行なわれているとともに、英国では高齢者や障害

を持つ人々でも園芸ができるようサポートする社会活動の面で発展してきたとされている8。  

 日本では 1990 年代以降に本格的に注目が集まってきたとされており、現在では、園芸療法を研

究する様々な研究会や学会、NPO 法人などが存在している。 

 また、2002 年には、兵庫県立淡路景観園芸学校に「園芸療法課程」が開設され、兵庫県知事か

ら認定を受ける「兵庫県園芸療法士」9の資格制度が開始されるなど、園芸療法の専門家の育成が

大学や専門学校等において実施されている10。 

 園芸や植物との関わりがもたらす効用として表 4-2 に示すとおり、様々な心理的、身体的効用

                                                   
8 出典：園芸療法学会西日本ウェブサイト 
9 阪神・淡路大震災や青少年の命に関わる事件の経験や教訓を踏まえ、植物が人々の心身を癒す働きに着目した

園芸療法について公立機関で全国初となる本格的な指導者養成コースとしてスタートした。（出典：兵庫県園芸療

法士認定制度） 
10 全国大学実務教育協会が認定する「園芸療法士」や、日本園芸療法学会が認定する「登録園芸療法士」といっ

た民間の資格制度取得に向けた課程が複数の学校に設置されている。 
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があるとされていることから、敷地の狭い都心部にある医療施設や福祉施設等の屋上の一部に、

比較的容易に菜園を設置することが可能になれば、園芸療法を用いたリハビリテーション等が広

く実践されていくとともに、園芸療法の専門家が活躍できる場も増加していくことが期待される。 

 

表 4-2 園芸や植物との関わりがもたらす効用（例）11 

心理的効用 

生産物を五感で知覚する、植物を手入れしたときに得られる快－不快、沈静－

昂揚、好き－嫌いなどの情感だけでなく、活動の成果を通じて味わう達成感、

自信、自己評価の高まり、共同作業などによって得られる連帯感や共通の価値

観など 

身体的効用 

活動によって筋肉の衰えを防ぐ、体調を維持するなど身体的機能を回復・維

持・増強し、心理的充足感を得て心の状態を安定化することが身体の調子を正

常に保つ 

 

 

 
図 4-8 屋上菜園に期待される効果 

                                                   
11 松尾英輔「園芸療法はなぜ治療として活用しうるか 人間・植物関係の視点から」園芸療法研究会西日本 10

周年記念誌、2007 年 12 月 を基に作成 
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４．５ 屋上菜園に係る課題の整理 

 

１）屋上菜園の施工・管理に係る課題 

 屋上菜園の施工技術については、各社がこれまで培ってきた屋上緑化の技術（屋上面の防水技

術・防根技術、自動潅水技術、軽量土壌などの使用による建築基準法における屋上面耐加重に関

する制約への対応）等が流用されており、施工上屋上菜園に特化した課題は挙げられなかった。  

また、菜園専用の土壌が開発されるなど、菜園独自の技術開発が進められていることなどから、

屋上菜園は技術的には完成しており、市場での拡大を目指している時期といえる。屋上緑化と屋

上菜園に係る初期費用については、さほど大きな違いはないとしているが、菜園で用いられる苗

や種を設置者が負担することになるため、設備的には芝生を敷き詰めるなどの緑化に比べ、菜園

の方が安くなるとしている。 

 管理面においては、貸菜園では基本的に農薬を使用しない栽培方法（有機栽培等）が推奨され

ており、農薬散布等による化学物質の影響が少ないことや、大型台風の上陸等が予想される場合

などには、事前にネットを張るなどの対応が行われていることから、風による影響についてもほ

とんど聞かれなかった。よって、屋上菜園の実施による周辺環境への影響など、管理・運営を行

っていく上での課題についても挙げられなかった。 

 

２）屋上菜園を普及する上での課題 

 都市部における屋上菜園に対するニーズが非常に高いことから、菜園を設置することができる

屋上が確保されていけば、屋上菜園は今後、普及していく可能性がある。一方、貸菜園の普及を

目指す貸菜園業者から、屋上菜園を普及させる上での課題として、地方公共団体の緑化を義務づ

ける制度において、緑化面積の中に菜園（野菜）が認められていけば、より早く屋上菜園を普及

させることができるのではないかという指摘があった。 

 これを踏まえ、地方公共団体の緑化を義務づける制度の中で「菜園」がどのように位置づけら

れているのかを把握するため、東京都及び東京 23 区の担当者に電話によるヒアリングを行い、

菜園に対する考え方を整理した。 

 

表 4-3 東京都及び東京 23 区の緑化を義務づける制度と菜園の位置づけ 

制度 制度の中の菜園の位置づけ 

  

①屋上・壁面

緑化を義務づ

ける制度 

② 敷 地 の 義

務づけ緑化面

積 に 、 屋 上 ・

壁 面 緑 化 面

積を算入でき

る制度 

○認める 

△条件付で認め

る 

×認めない 

理由 

東京都 ○  × 
常緑を保つことができないため対象

外 

千代田区 ○  × 季節的なものは対象外 

中央区 ○  △ 
常緑が基本だが２割程度までは認め

る 
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港区 ○  △ 
常緑が基本だが 1/2 程度までは認め

ることもある 

新宿区 ○  △ 
明確な規定はないが、届出の時点に

おいて緑に覆われていれば認める 

文京区  ○ × 
条例において植栽は樹木という規定

があるため対象外 

台東区 ○  × 
地被植物であることが前提であるた

め対象外 

墨田区  ○ × 
緑を増やすことを目的としているた

め常緑であることが望ましい 

江東区 ○  ○ 

緑化比率を厳しく定めているため、

植栽の内容については厳しくしてい

ない 

品川区 ○  △ 
常緑を保つことができないため基本

的には認めないが、特例もある 

目黒区 ○  ○ 条例において対象としている 

大田区  ○ ○ 過去に事例はないが、許可は出す 

世田谷区 ○  ○ 設備が整っていれば認める 

渋谷区 ○  △ 個々に相談の上、認めることもある 

中野区 ○  ○ 対象としている 

杉並区  ○ ○ 
植物が植えられている状態であれば

種類は問わない 

豊島区 ○  × 
常緑を保つことができないため対象

外 

北区  ○ × 
常緑を保つことができず、継続性に

も欠けるため対象外 

荒川区 ○  × 
常緑を保つことができないため対象

外（草木も同様） 

板橋区 ○  × 樹木、地被類としているため対象外 

練馬区  ○ ○ 植栽の種類は問わない 

足立区 ○  × 
土壌だけの状態を認めていないため

対象外（都の基準に準ずる） 

葛飾区 ○  × 
条例において多年草という規定があ

るため対象外 

江戸川区 ○  × 
条例において多年草（樹木、芝）と

いう規定があるため対象外 

 

 

表 4-4 地方公共団体の菜園の位置づけ 

菜園の位置づけ 地方公共団体名 地方公共団体数 

菜園を認める 
江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、練

馬区 
7 

菜園を条件付で認める 中央区、港区、新宿区、品川区、渋谷区 5 

菜園を認めない 
東京都、千代田区、文京区、台東区、墨田区、豊島区、北

区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区 
12 
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図 4-9 地方公共団体別の菜園の位置づけ 

 

 

 緑化を義務付ける制度において、菜園を緑化面積の参入対象から除外している理由として、「常

緑を保つことができないから」という意見が も多く挙げられている。これにより、東京都内で

は、屋上が一年中、緑に被われていることを「緑化」と考える地方公共団体が多いことが伺える。

一方、菜園を緑化面積の対象とする地方公共団体では、「植栽の種類は問わない」とする意見が

多数あった。図 4-9 は、各区の菜園の位置づけを示したものであるが、傾向として、北部では対

象とされておらず、南西部では対象とされている。また、都心部では、条件付で認められている

場合があるなど、地域的な差が見られた。 

認める（7） 

条件付で認める（5） 

認めない（12） 


