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参考資料１－18「民間事業者における適応策導入事例に関するヒアリング結果」 

 
以下の民間事業者等に対して行った、適応策が導入されている事例についてのヒアリング結果

を示す。 
 
・赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業（赤坂一丁目地区市街地再開発組合） 
・タリーズコーヒー大塚店（タリーズコーヒージャパン株式会社、豊島区環境政策課） 
・東急電鉄路線沿い擁壁（東京急行電鉄株式会社） 
・アートヴィレッジ大崎（アートヴィレッジ大崎セントラルタワー） 
・戸越銀座商店街（戸越銀座商店街振興組合） 
・ほたるまち（オリックス不動産株式会社） 
・丸亀町商店街（高松丸亀町商店会振興組合） 
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ヒアリング先：赤坂一丁目地区市街地再開発組合  
日時 ：平成 24 年 10 月 23 日 13:00～14:30 
回答者：赤坂１丁目地区市街地再開発組合事務局 横山氏、新井氏 
質問者：石丸、笹野、辻 

 
１．取組の概要 

・ビルの価値を長期的に維持するためには、建物単体だけでなく、街区としての価値を高めてい

くことが重要である。赤坂周辺では豊かな緑を軸とした街づくりにより、エリアとしての付加

価値向上を狙っている。街づくりの推進に当たっては、近隣を開発する森ビル等の事業者と協

議会（赤坂・虎ノ門緑道整備推進協議会）を立ち上げるなど、情報共有・意見交換を行いなが

らコンセプトを共有している。 
・当該再開発事業においては、東京都や港区で定められた緑化基準以上の緑化を行うことで、「働

きやすく、住みやすい、居心地のいい場所」を作ることを計画した。事業提案に緑化を盛り込

むことは、行政との協議においてポジティブに受け入れられる。港区との協議では、緑化につ

いて「樹木の大きさ」が求められ、樹種の選定や植樹方法については事業者サイドに任せられ

た。 
・その１つが、敷地の 50％を超える緑化によるクールスポットの創出である。そのうち、歩道状

空地（幅員 10m）には街路樹が３列配置する計画であり、将来的には「赤坂・虎ノ門緑道」の

一部として、現在開発が進められている環状２号線上部の緑道と連担させる。上部は歩行者・

自転車がメインの生活道路であるため、歩行者の快適性を重視している。 
・また、当該エリアには住民もいるため、オフィスとしての機能だけでなく、住みやすさという

視点も重視している。 
・樹木は自然樹形を基本とするほか、人工地盤上を盛土により丘を造成し、視界に入りやすい立

体的な森を創出する。 
・樹木は運搬時に枝を落とすため、竣工後２～３年で緑のボリュームがあるような状態にしたい

と考えている。 
・交差点については、視距の確保および滞留スペースの確保の観点（交通管理者の指導）から、

緑化は限定的。 
・事業は第１種市街地再開発事業（活用した都市開発制度は再開発等促進区を定める地区計画）

に認定されており、都市計画で定められた容積率の加重平均約 630％が 大 900％まで引き上

げられた。 
 
２．維持管理項目 

・緑は維持管理が必要であるため、計画段階から維持管理しやすい（手間の掛からない）デザイ

ンを検討することが重要である。ポイントは落ち葉対策（清掃、排水）、害虫対策である。現時

点では、落ち葉の対策として、地面を極力自然被覆にすることで落ち葉清掃を減らす計画とし

ている。排水対策は検討中である。害虫については樹種の選定の際に注意する予定である。 
・現在は歩道状空地内に街路樹を植える計画であるが、接する区道部分に植えたとしても、維持

管理は事業者が行うこととなる（維持管理協定の締結）。 
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・植栽の水やりや打ち水には、雨水の再利用（貯留槽設置が義務）を考えている。 
 
３．導入効果 

・緑化自体の費用対効果は見えにくいが、豊かな緑を軸とした街づくりによってエリアとしての

価値が高まれば、人が集まり、 終的には事業者の利益にもつながっていくと期待している。 
・なお、豊かな緑の中に設ける予定の店舗については、テナント賃料に緑の付加価値が期待でき

ると考えている。 
・低層階に設ける予定のコンファレンス施設については、外部からの利用者が多いことが見込ま

れ、視界に緑地も広がる魅力的な施設として口コミ等による宣伝効果も期待している。 
・本案件のような緑化空間を創出する計画は、緑化を伴わない計画よりも、行政や周辺住民等に

受け入れられやすい。特に緑化によるクールスポットの創出といった分かりやすい表現は、行

政そのものよりも、議会や近隣に対する説明において効果的である。 
・住戸も約 50 戸用意するため、居住者や近隣住民が利用する隣接医療施設へのアプローチに緑陰

が提供できる。 
 
４．その他 

・民間事業者は緑化自体には前向きであるが、緑の効果やそれに伴う事業採算性という点で、決

断しにくいことがあるため、行政が緑化の効果を示すことは有意義である。 
・緑化を CO2 吸収源としての温暖化対策と捉えるなど、メリットの創出が必要であり、それを行

政に評価してもらえる仕組み・制度があるとありがたい。 
・補助金や税制優遇などの経済的な緩和措置があると、緑化への取り組みは進めやすくなるので

は。 

 
図 再開発事業配置計画図 資料）新日鉄興和不動産株式会社プレスリリース 



176 

ヒアリング先：タリーズコーヒー大塚店 （東京都豊島区） 
日時 ：平成 24 年 11 月 28 日 10:00～11:10 
回答者：タリーズコーヒージャパン株式会社  

営業本部 ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾄｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 坂田氏 
大塚店 ﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ 堀越氏 

豊島区 環境政策課事業推進係 係長 岩瀬氏 
質問者：石丸、笹野、辻 

 
１．取組の概要 

・企業として、地域社会に根付き、地域から必要とされる店舗づくりを重要視しており、南大塚

の町会と商店街全体において進められていた緑化事業（現在までに 12 箇所）に加わることにし

た。 
・緑化事業を通して地域に協調できること、東京都公園協会と豊島区による助成制度（界わい緑

化モデル事業）によりイニシャルコストの負担はなかったこと、「路面店での環境を意識してい

く」という組織としての環境対策の一環ともなること、店舗のイメージアップにもつながるこ

と、地域の憩いの場となることが期待されることから社内の合意が得られた。 
・緑化の流れとして、東京都公園協会主催のセミナー・ワークショップにて、緑化についての学

習・意見交換を行った上で、デザインを検討した。 
 
２．導入費用 

・導入費用は植栽(プランター)２鉢の合計で、30 万円弱であった。費用の一時的な負担はあるが、

東京都公園協会と豊島区による助成制度により、全額がまかなえた。 
 
３．維持管理項目・費用 

・維持管理の項目は、日常の水やりと落ち葉清掃のみで、スタッフの大きな負担とはなっておら

ず、追加的なコストを負担しているという意識はない。 
・施肥は設置時に行われており、設置後１年経っていない現在では必要性は生じていない。今後

は専門家の意見を聞きながら、商店会で対応方針を検討していく。 
・害虫対策は、現在は講じていない。これについても今後検討していくが、飲食店であるため、

基本的には虫がつきにくいように植物の手入れをしっかりし、薬剤散布が避けられることが望

ましい。仮に害虫が出た場合には、専門家の意見を聞きながら対応する予定である。 
・上記の施肥や害虫対策も含めた管理手法については、現在、協会、区、有識者、住民で協議し

ており、来年４月を目処に取りまとめる予定である。なお、区としては、助成事業の緑が設置

後５～６年は維持されることを想定している。 
 
４．導入効果 

・熱ストレス低減などの効果測定は実施していないが、夏季日中は店舗前に取り付けたオーニン

グと緑により、テラス席部分にも日陰が創出されている。 
・緑化後には、夏に涼しく感じると言った声が聞かれたほか、緑を通じて店員とお客様や商店街
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や町会の人々とのコミュニケーションが増えた。 
・現状では特段の効果把握はしていないが、社内では導入効果についてのヒアリングが行われて

おり、お客様の声などの定性的な効果として社内で情報共有しつつある。今後、費用対効果な

どを検証することで、他の地域への展開も可能ではないかと考えている。そのため、来夏に来

店者へのアンケートなどにより、店舗イメージアップや売り上げ増加に繋がっているか調査し

たいと思っている。 
 
５．今後同様の取組を行うに当たっての留意点・改善事項 

・今回の取組に限らず、安全面には細心の注意が必要である。歩行者等がつまずくことがないよ

うにするほか、樹木の転倒による事故を避けなければならない。今回は根鉢が約 70kg と重いた

め、転倒の危険性は低い。台風などの暴風時には、状況によっては店舗壁面まで移動し安全を

確保することも考えている。 

・店舗はテナントであるため、原状復帰できることが求められる。今回の取組では、直植えでな

く、プランターでの設置としているため、問題はない。 

・枝葉が看板等の目隠しにならないようにする必要があるため、今回は植栽の高さを調整した。 

 

６．その他 

・カフェのテラス席を利用する客層の特徴として、家族連れやペット同伴、外国人、喫煙者(喫煙

可の場合)、エアコンを嫌う人等が挙げられる。夏場では、午後２時頃が混むが、店内が空いて

いても、テラス席を選ぶお客様も見られる。 

・直営店では、社内合意(役員会の決裁)を得る必要があるが、フランチャイズ店であれば、オー

ナーの意向次第で、緑化等を進めることは可能である。 

・植物の健康状態について、店員(素人)では判断しかねる時があるため(落葉なのか、枯れている

のか)、地域や公共で専門的な情報提供を受けられると緑化にも取り組みやすい。 

 
図 店舗前緑化 



178 

ヒアリング先：東京急行電鉄株式会社  
日時 ：平成 24 年 10 月 29 日 15:00～16:00 
回答者：鉄道事業本部 工務部 第一工事事務所 課長補佐 鈴木氏 
    社長室 広報部 地球環境課 笠原氏 
質問者：笹野、辻 

 
１．取組の概要 

・企業方針として沿線の緑化を進めている。元住吉駅～日吉駅間の一部の擁壁等の壁面緑化は、

落書き防止、景観改善といった沿道環境の改善を主目的として実施した。 
・施工規模は、元住吉車庫の遮音壁約 260ｍ（下垂型）と、元住吉駅～日吉駅間の擁壁の一部（東

側約 150ｍ、西側約 100ｍ；登坂型）である。 
・実施に当たり、特に制度の活用は行っていない。 
 
２．維持管理項目・費用 

・維持管理項目は、灌水と清掃、剪定、防虫のための薬剤散布である。 
・灌水は遮音壁の下垂型でのみ行っている。植栽部分に灌水用のパイプを設置しており、自動灌

水システムを取っている。灌水には上水を用いている。登坂型は雨水のみである。 
・清掃については、管理頻度を抑えるために、落葉の少ない常緑の品種（ヘデラカナリエンシス）

を選択したものの、少なからず落葉はあるため、必要に応じた清掃作業を行っている。 
・剪定と薬剤散布は年に２回実施している。 
 
３．導入効果 

・熱環境の測定などは行っていない。 
・特に住民の声があったわけではないが、環境改善に

貢献できているものと考えている。 
 
４．今後同様の取組を行うに当たっての留意点・改善

事項 

・当初は全て雨水のみで植物を生育する計画であり、

水が少なくても大丈夫な品種を選定した。しかし、

下垂型の部分は雨水だけでは不十分で灌水が必要と

なっており、ランニングコストとして水道代がかか

り、負担となっている。同様の取組を行うのであれ

ば、雨水だけで生育が可能な樹種などの検討が必要

である。 

・沿道住民の中には、眺め、枯れ葉の清掃やつるの剪

定、害虫や花粉の影響など気にする方もいるため、

実施する際は十分な検討が必要。 

 

５．その他 

・駅間の擁壁等は投資対効果が期待しにくい。そのため、助成金があると取り組みやすい。 

遮音壁・下垂型 

擁壁・登坂型 
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ヒアリング先：アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 
日時 ：平成 24 年 10 月 11 日 14:00～15:00 
回答者：統括管理室 室長 出原氏、次長 佐藤氏 
質問者：笹野、辻 

 
１．取組の概要 

・アートヴィレッジ大崎西側の歩道に給水型の保水性ブロック（総面積：780m2）を整備してい

る。 
・給水は夏期（７月下旬～９月上旬）に行っており、給水時刻はオフィスビルで給水需要の少な

い夜間（24～５時）である。給水に用いる水は、オフィスビル前は上水で、マンション前は雨

水である。これはオフィスビルではトイレ洗浄等で雨水利用が可能であるのに対し、マンショ

ンではそれができないためであると思われる。 
・導入の経緯は、当初は設計・施工を手掛けた(株)大林組の独自技術を盛り込むことを目的とし

て、数 10m2 規模が計画されていたが、その後、区から本格的な導入の要望があり、それに再

開発組合が応じる形で、 終的に現在の規模になった。 
・保水性ブロックの導入に関して、特段活用した助成制度等はない。 
 

２．導入費用 

・事業費は、第一種市街地再開発事業全体で計上していたため、保水性ブロック部分のイニシャ

ルコストは不明であるが、一般的な施工単価は、２万円／m2である。 
 
３．維持管理項目・費用 

・現在、コストのかかる維持管理は水道代のみである。保水性ブロックの給水に使用される水道

料金は不明であるが、給水量は、１シーズンで１００立方メートル程度（1 日当たり４L／m2）

であると思われる。 
・維持管理項目は、日常的なメンテナンスとして、給水状態のチェックや路面のコケ・雑草の清

掃がある。清掃は通常の舗装でも発生するため、保水性であるための追加的コストではない。 
・将来的に懸念される維持管理項目として、ブロックの下地砂が流れることで発生しつつある路

面の凹凸の修復が挙げられる。また長期的には、給水パイプの目詰まりや破損が起きる可能性

も考えられる。なお、現在は荷重によりパイプが破損しないよう、車が進入の際（地下ケーブ

ル点検等）には、鉄板を敷いて荷重を分散させている。 
 
４．導入効果 

○熱ストレスの低減効果 

・事業後、詳細な測定はしていないが、サーモグラフィによる観測を行ったところ、路面温度で

顕著な低下が見られた。 
・街区内に保育園があり、当該歩道が散歩などで利用されているほか、近隣住民のベビーカーの

利用も見られることから、子どもの熱ストレスの低減に寄与していると考えている。 



180 

 
図 サーモグラフィによる測定結果 2009/8/28 12:13 

（右側の淡い色のブロックが保水性ブロックで、左側の色の濃いブロックは通常） 

資料）株式会社大林組 提供 

○その他の導入効果 

・ビル事業者の CSR として、アートやイベントを通じて環境配慮に関する情報発信を行っており、

それがビルの付加価値向上に寄与していると考えている。また、東京都の環境配慮地球温暖化

対策に係る優良事業所に認定申請をしているところである。現在、オフィスビルのテナント入

居率は 100％を維持しており、それにも一役買っていると思われる。 
 
５．今後同様の取組を行うに当たっての留意点・改善事項 

・保水性ブロックによる地下中埋設パイプは荷重に弱いため、破損に注意する必要がある。その

ため、頻繁に車が乗り入れる場所等には不向きである。そういった場所では、保水性舗装が使

われる（上図において、柵の左側の道路は、保水性舗装がなされている。） 
・一部で雨水を利用しているが、現在、雨水利用による設備上のトラブルはない。 
・市街地再開発事業などでは、敷地周囲に道路等の公共空間が接することが多いため、そうした

箇所では保水性舗装が連担した事業を展開させることにより、より熱環境改善効果が高まるこ

とが期待できる。 
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ヒアリング先：戸越銀座商店街振興組合  
日時 ：平成 25 年１月 16 日 15:00～16:00 
回答者：振興組合 顧問（事業当時の理事長） 白井氏 
質問者：笹野、辻 

 
１．取組の概要 

・平成 18 年度初めに、商店街ホームページ（戸越銀座ネット）の立ち上げの企画開発に参画した

企業（代表者は地元出身）から、全額補助金で行えるヒートアイランド対策事業についての情

報提供があり、東京都と品川区の補助金を活用した商店街への「ドライミスト装置の設置」の

検討を始めた。 
・事業化に向けて、噴霧ノズルを各店舗の軒先に取り付ける方法や大型の噴霧装置を拠点に設置

する方法などが検討され、メーカーによる商品説明等もあった。 終的には、各店舗に負担を

かけることが現実的ではなかったことから、冷却できる範囲が広い店舗ごとの設置ではなく、

費用は掛かるが大型の装置を商店街中央にある商店街会館（振興組合ビル）の２階ベランダに

２器（２方向）設置することとした。ポンプなどの設備は２階の室内に設置し、夏季の７月 29

日から９月末日まで稼働させた。 

・稼働時刻は毎日 11：30 から 17：30 までで、気温 28℃以上、風速３m 以下の時に稼働し、降雨

時は停止する自動制御のシステムであった。 

・ミスト装置の設置は平成 18年度から５年間実施された。 
 
２．導入費用、維持管理項目・費用 

・総事業費でおよそ 1,000 万円程度であった。その内大部分は東京都と品川区のドライミスト設

置に係る補助金でまかなえたが、稼働しない期間に装置一式メーカー保管してもらうための運

搬や撤去、設置にかかる費用約 130 万円については、補助金の対象とならず商店街が負担する

こととなった。そのため、一部は品川区の地域振興事業部の助成を受けた。 

・なお、装置は商店街が購入したため資産となったが、現在は稼働のための費用が捻出できず、

事業当時以上の効果も期待できないため、メーカーに引き取ってもらった。 
・その他の維持管理費は、水道、電気、保守点検の費用で、年間 98,000 円ほどであった。 
 
３．導入効果 

・効果を測定するため、品川区環境課と工学院大学の協力をもと、温度等の測定も行った。測定

箇所は、ドライミスト散布の直接効果のある道路向かい側、そこから東西に 10m 程離れた２点、

周辺との比較するため、数 100m 離れた商店街、２km ほど離れた大井町駅前に各１箇所とし

た。観測結果は、後日品川区等からから公表された。 
・事業計画書では、ドライミスト散布面積は約 200 ㎡、気温低下効果予測は２～３℃であったが、

噴霧近辺では予測通りの効果が得られた。 
・商店街全体（全長 1.2km、加盟店約 400 店、日本一長い商店街とも謂われている）から見れば、

冷却効果は一部のエリアに限られたが、オープニングイベントでは、デモ用の装置も加えたた

め、宣伝効果は大きく、マスメディアにも数多く（約 20 件）取り上げられ、他地域からの視察
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もあった。 
・商店街として、住民や来街者の関心を惹くには、非日常的なイベント等を行うことが効果的で

あり、そうした意味では成功した事業であったが、費用対効果やヒートアイランド対策（路面

等の暑熱緩和）という面からは、保水性舗装の方が効果的であると考えている。近傍の宮前商

店街では、街路の一区間に品川区の補助事業で保水性舗装が施工されている。効果等は把握し

ていないが、店頭にいる商店経営者は路面温度が低下していることが実感できると言っている。 
・戸越商店街は東西方向に連続しているため、夏季の西日が凄く、店頭に商品を並べておくこと

ができないこともあるが、客などから「ドライミストの再稼働」を望む声は聞かない。 

 
工学院大学ホームページより引用 

 
４．今後同様の取組を行うに当たっての留意点・改善事項 

・ポンプの設備が設置建物２階の部屋の 1/2 を占用したために、会合等で部屋の使用ができなく

なったことから、設備をそのままにすることができなくなり、毎年撤去費と設置費がかかって

しまうこととなった。そのため、現在では実施を取り止めた経緯があり、商店街の夏の風物詩

となるだけの長期間継続することができなかった。 
・ミスト噴霧効果を広げるために、２年度以降に３階のベランダに設置することも検討したが、

メーカーから効果が出ないとの指摘もあり、実現しなかった。 
 
５．その他 

・戸越銀座商店街では、現在、電柱地中化事業が進められており、東側区間は竣工している。路

面更新に当たっては、一般的な舗装材が施されているため、商店街のヒートアイランド対策と

いう面からは、保水性舗装が望ましいと考えている。しかし、これまでの環境対策事業に関す

る効果の情報が入手できないことや、街路整備の担当からは保水性舗装の提案はなかったこと

から現状の計画となっている。 
・非常用井戸が商店街の近く中学校にあるため、商店街組合員等が井戸水を運搬して、打ち水を

すれば、費用が掛からなく、効果的である。保水性舗装ならばさらに効果的であろう。 
・商店街としての環境的な取組の必要性は感じるが、機器の選定等に当たっては、効果や費用を

十分に検討していくことが必要である。 
・商店街の集客力は、商店主個人の力が大きく左右するものと考えている。 

以上 
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ヒアリング先：オリックス不動産株式会社 
日時 ：平成 24 年 10 月 26 日 13:30～15:00 
回答者：大阪建築監理部 品質管理チーム 課長代理 井上氏 
質問者：辻 

 
１．取組の概要 

・打ち水プラットフォームが作られた公開空地は、

ほたるまちの各施設の結節点であり、またマン

ション住民が利用する空間であることから、憩

いの場としての整備を念頭に置いていた。 
・ほたるまちは「水都・ＯＳＡＫＡαプロジェク

ト推進協議会」による再開発事業であったため、

設計・施工を請け負った(株)竹中工務店より、

プロジェクトコンセプトに因み、水に関係する

憩いの場である打ち水プラットフォームの提

案を受けた。打ち水プラットフォームとは、人

が立ち入れる厚さ（３～５mm 程度）の水膜を

形成させた水景施設である。 
・打ち水プラットフォームはヒートアイランド対策にもなるため、環境対策としても評価できる

ことから採用に至った。 
・計画後、クールシティ中枢街区パイロット事業が利用できることが分かったため、当該制度を

活用した。制度活用のメリットは、補助金を受けられることと、社会貢献としての情報発信が

できることである。 
・緑化部分については、総合設計制度による容積率の緩和を受けている。 
・運転管理はマンションの管理組合が担っており、水の循環は基本的には日中から夕方に行なわ

れている。 

２．維持管理項目・費用 

・循環水には上水を用いている。中水は投入する薬剤が増え、システム停止時にスケールが多く

発生してしまう等の懸念があるため用いていない。循環水は濾過をしており、特段の入れ替え

はない。蒸発分を上水で補うシステムとなっている。用いている水量は、メーターが単独でな

いため不明である。 
・維持管理項目としては、通常の清掃作業、濾過システムの清掃、ポンプ等の施設整備がある。 

３．導入効果 

・水膜形成により路面温度を 10℃以上低下させている（下図参照）。 
・子供が遊ぶ憩いの場となっている。 
・現時点で特段のクレームはないことから、住民等に受け入れられていると理解している。 
・デザイン性が高いため、景観も向上したと考えている。夜景もきれいである。 
・パンフレットへの掲載など商品アピールとしても一役買っており、マンション販売にも貢献し

図 打ち水プラットフォーム  
資料）オリックス不動産株式会社(株) 提供 
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たと考えている。 
・前回のセミナーや本ヒアリング等も含め、社会貢献として情報発信ができている。 

 

 
図 打ち水プラットフォームによる路面温度上昇抑制効果（上：給水前、下：給水後） 

資料）オリックス不動産株式会社(株) 提供 

 

４．今後同様の取組を行うに当たっての留意点・改善事項 

・水の薄膜を形成させるだけでなく、わずかな勾配を作って水を循環させる設備であり、技術的

な難易度が非常に高い。施工においては、勾配の程度や植樹帯との境界に用いる素材など、多

くの技術的検討を行った。同様の取組を行う際には入念な設計と技術的検討が必要である。 

・水が少なからず蒸発するため、水道代をランニングコストとしてあらかじめ見込んでおく必要

がある。 

・路面の色はスケールが目立たない白系の明るい色が望ましい。水景施設におけるスケールやコ

ケ等の汚れはクレームが出やすく、 悪の場合は水を流せなくなってしまうため、クレームの

出ないよう事前の検討を十分に行うことが重要である。特に分譲マンションでは、住民の意向

が採用されるため、入念な検討が必要である。 

・機械室等が必要となるため、全く同じ形で既存施設への整備は難しいかもしれない。 

５．その他 

・「適応策」という概念や言葉が分かりにくいことから、まずは適応策について情報発信、説明を

行っていくことが重要である。 

・今後適応策等に係る助成制度を行うことがあれば、対象技術を限定的にせず、効果が期待でき

る技術を対象とする仕組みにすれば、新しい技術による挑戦を含め、民間企業も活用しやすい

制度となると考えられる。 

以上 
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ヒアリング先：高松丸亀町商店会振興組合  
日時 ：平成 24 年 10 月 25 日 13:00～14:00 
回答者：高松丸亀町丸亀町商店街振興組合 施設担当常務理事 安芸氏 
質問者：辻 

 
１．取組の概要 

・商店街の再開発に当たり、これまでおよそ９ｍの高さだったアーケードをおよそ 22ｍまで高く

することで、３階の店舗も屋根部分の下に来るようにした。しかし、屋根が高くなったことや

建物形状の違いなどから生まれる隙間等から雨が吹き込むことがあり、商品を守る雨よけが必

要となった。また、屋根の素材もこれまで乳白色で日射をほとんど通さないポリカーボネート

から、透明なガラスに変更したため、商品を日焼けから守る必要も出てきたことから、オーニ

ングの設置に至った。商店会振興組合（以下、組合）としては、来街者（特に女性）への日よ

けにもなるため、商店街の快適性の向上にもつながっていると考えている。 
・オーニングの設置に当たっては特に制度は活用していない。 
 
２．導入費用 

・間口の広さにもよるが、本体が１台当たり材工込みで平均 15～40 万円程度で、配線工事費が 2

万円程度かかった。 

 

３．維持管理項目・費用 

・オーニングの出し入れは原則的に各店舗にゆだねられている。 も注意が必要なのは強風によ

る破損であるため、計器による自動制御システムを導入しているが、風が強いときには各店舗

でしまう対応を取るほか、警備による巡回も実施している。非常時の対応のため、警備で一元

管理ができる体制も取っている。このため、即時対応ができない夜間はオーニングをしまうこ

ともしている。 
・汚れにくい素材（防水）、汚れの目立たない色（ベージュ）としているため、定期的な清掃は実

施していないが、鳩の糞など、場所によっては清掃対応が必要な場合がある。オーニングは市

道に接する設備であるため、管理者は商店街振興組合となっており、店舗からの要請に応じて

組合職員による清掃を行っている。清掃には組合で所有する高所作業車等を用いている。清掃

は、設置後５年程度立つが、これまで数回行った程度である。費用としての算出は難しい。 
・故障対応については、操作ミスなどの場合は店舗が負担し、自然故障の場合は組合が負担する

ことになっている。 
・オーニングの出し入れに電力を要するが、電気代はおそらく 100 円／１台・月程度であり、大

きな金額ではない。その費用は商店街のアーケードの共益費から出している。 
・将来的にはテント地の張替え、モーター等機械部分の修理・交換が発生すると思われる。 
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４．導入効果 

・特に熱環境についての測定は行っていないが、夏場に女性がオーニングの下を通る姿を見かけ

ることがある。 
・見た目の雰囲気がよくなったと思っている。 
・オーニングではないが、新しいアーケードは層状の構造で隙間があるため、暖まって上昇した

空気が抜けるようになっており、熱的な快適性は向上していると思われる。 
 
５．今後同様の取組を行うに当たっての留意点・改善事項 

・何かを作ることは簡単であるが、その後維持・更新していかなくてはいけないため、 低５～

10 年の視点を持った検討が必要である。 

・オーニングの設置に当たっては、風対策を十分にしておくべきで、突風の発生時に対応できる

システムや体制が不可欠である。 

 

６．その他 

・オーニングではないが、商店街の熱環境改善という観点では、今回開発途中のビルではエアコ

ンの室外機は排熱が歩行者空間に出ないように、屋上に設置するようにしている。 

・組合としては、来街者の快適性をより向上させていきたいと考えており、ミストの導入も検討

しているが、費用面の障壁があり具体的な計画には至っていない。 

 

 
図 高松丸亀町商店街 

 




