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都都区区部部ににおおけけるる屋屋上上緑緑化化等等にに関関すするる助助成成制制度度・・問問合合先先一一覧覧  

場 所 
「制度名」 

対象：上限 
問 合 先 

東 京 都 「街かど緑化支援事業」 

屋上・壁面、総額：200 万円（特定 500 万円） 

財団法人東京都公園協会 
03-3232-3099 

www.tokyo-park.or.jp 

千 代 田 区 「千代田区ヒートアイランド対策助成金交付要綱」 

屋上：50 万円、壁面：50 万円、総額：100 万円 

環境安全部環境・温暖化対策課エネルギー対策係 
03-5211-4255 

www.city.chiyoda.lg.jp 

中 央 区 「花と緑のまちづくり推進要綱」 

屋上・ベランダ・壁面、総額：200 万円 

土木部公園緑地課緑化推進係 
03-3546-5438 

www.city.chuo.lg.jp/ 

港 区 「屋上等緑化の助成」 

屋上：500 万円、壁面：45 万円、総額：500 万円 

各総合支所 協働推進課 

芝総合支所 03-3578-3111 

www.city.minato.tokyo.jp 

新 宿 区 「新宿区屋上等緑化助成制度」 

屋上：30 万円、壁面：10 万円 

みどり土木部みどり公園課みどりの係 
03-5273-3924 

www.city.shinjuku.lg.jp 

文 京 区 「屋上等緑化助成制度」 

非公開、詳細は問合 

土木部みどり公園課緑化係 
03-5803-1254 

www.city.bunkyo.lg.jp 

台 東 区 「屋上緑化等助成金制度」 

屋上：60 万円、壁面：30 万円、総額：100 万円 

環境整備部環境課民間施設緑化助成金担当 
03-5246-1323 

www.city.taito.lg.jp 

墨 田 区 「屋上等緑化整備補助金」 

屋上：40 万円、壁面：40 万円 

環境担当環境保全課緑化推進担当 
03-5608-6208 

www.city.sumida.lg.jp 

江 東 区 「みどりのまちなみ緑化助成制度」 

屋上・壁面、総額：30 万円 

土木部水辺と緑の課みどりの係 
03-3647-2079 

www.city.koto.lg.jp 

品 川 区 「屋上緑化等助成制度」 

屋上・ベランダ・壁面、総額：30 万円 

都市環境事業部水とみどりの課みどりの係 
03-5742-6799 

www.city.shinagawa.tokyo.jp 

目 黒 区 「みどりのまちなみ助成」 

屋上：40 万円、壁面：40 万円 

都市整備部みどりと公園課みどりの係 
03-5277-9359 

www.city.meguro.tokyo.jp 

大 田 区 「屋上緑化・壁面緑化助成制度」 

屋上・バルコニー・壁面、総額：50 万円 

環境保全課環境対策担当 
03-5744-1365 

www.city.ota.tokyo.jp 

世 田 谷 区 「屋上緑化・壁面緑化助成制度」 

屋上・壁面、総額：50 万円 

みどりとみず政策担当部みどり政策課 
03-5432-2282 

www.city.setagaya.tokyo.jp 

渋 谷 区 「屋上緑化等助成制度」 

屋上：40 万円、ベランダ：10 万円、壁面：10 万円 

都市整備部環境保全課環境計画推進係 
03-3463-2749 

www.city.shibuya.tokyo.jp 

杉 並 区 「屋上・壁面緑化助成」 

屋上・ベランダ・壁面、総額：100 万円 

都市整備部みどり公園課みどりの事業係
03-3312-2111 

www2.city.suginami.tokyo.jp 

豊 島 区 「屋上緑化助成制度」 

屋上：50 万円、壁面：30 万円 

土木部公園緑地課緑地推進グループ 
03-3981-4908 

www.city.toshima.lg.jp 

北 区 「都市建築物緑化促進事業助成金」 

屋上：50 万円、壁面：30 万円 

生活環境部環境課自然環境みどり係 
03-3908-8618 

www.city.kita.tokyo.jp 

荒 川 区 「エコ助成金交付制度」 

屋上：30 万円、壁面：30 万円、総額 40 万円 

環境清掃部環境課環境保全係 
03-3802-3111 

www.city.arakawa.tokyo.jp 

板 橋 区 「民間建築物屋上緑化助成」 

屋上・ベランダ、総額：40 万円 

土木部みどりと公園課緑化推進グループ 
03-3579-2533 

www.city.kita.tokyo.jp 

練 馬 区 「屋上緑化助成制度」 

屋上：80 万円、壁面：30 万円 

環境部みどり推進課みどり協働係 
03-3993-1111 

www.city.nerima.tokyo.jp 

足 立 区 「建築物緑化工事助成金交付要綱」 

屋上：50 万円、壁面：50 万円 

みどりと公園推進室みどり推進課緑化推進係 
03-3880-5188 

www.city.adachi.tokyo.jp 

葛 飾 区 「屋上緑化等補助金制度」 

屋上・ベランダ・壁面、総額：60 万円 

環境部環境課緑化推進係 
03-5654-8239 

www.city.katsushika.lg.jp 
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御御協協力力頂頂いいたた屋屋上上緑緑化化施施設設のの管管理理者者・・設設計計者者・・施施工工者者  

施設名称 管理者 設計者 施工者 

松田平田設計本社 (株)松田平田設計 (株)松田平田設計 

田島ルーフィング(株) 

東邦レオ(株) 

(株)日比谷アメニス 

豊島屋ビル (有)豊島屋ビル 東邦レオ(株) 東邦レオ(株) 

高輪東誠ビル トーセイ(株) 東邦レオ(株) 東邦レオ(株) 

熊谷組本社ビル (株)熊谷組 (株)熊谷組、設計室春秋 (株)熊谷組、設計室春秋 

雪印乳業本館 雪印乳業(株) 雪印種苗(株) 雪印種苗(株) 

三井住建道路本社ビル 三井住建道路(株) 積水化成品工業(株) 積水化成品工業(株) 

丸の内センタービル 中央ビルマネジメント(株)   新進綜合設備(株) (株)風土デザイン 

新有楽町ビル 三菱地所(株)   三菱地所設計(株) 大成建設(株) 

朝日生命大手町ビル 
三菱地所ビルマネジメント

(株)   

清水建設(株)一級建築士事務所 

(株)フィールドフォー・デザイオフィス 
清水建設(株) 

新東京ビル 三菱地所(株)   三菱地所設計(株) 大成建設(株) 

郵船ビル 郵船不動産(株) 
(株)松田平田設計 

(株)ランドスケープデザイン 

戸田建設(株) 

(株)日比谷アメニス 

新国際ビル 三菱地所(株) 
清水建設(株)一級建築士事務所 

(株)フィールドフォー・デザイオフィス 
清水建設(株) 

新宿ルミネ１ (株)ルミネ (株)マサキ・エンヴェック (株)マサキ・エンヴェック

ＪＲ恵比寿ビル 
(株)ジェイアール東日本ビ

ルディング 

(株)ジェイアール東日本建築設計事務所 

ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 
(株)マサキ・エンヴェック

伊勢丹本店 
(株)三越伊勢丹ホールディ

ングス 

清水建設(株)一級建築士事務所 

(株)フィールドフォー・デザイオフィス 

清水建設(株) 

(株)日比谷アメニス 

玉川髙島屋 

ショッピングセンター 
東神開発(株) (株)乃村工藝社 (株)グリ－ンワイズ 

ホテルニューオータニ (株)ニューオータニ (株)日建設計 大成建設(株) 

特別養護老人ホーム 

暖心苑 
社会福祉法人東京清音会 (株)新環境設計 (株)富沢造園 

ジョイステージ八王子 (株)エヌエムライフ ＮＰＯ屋上開発研究会 田島緑化工事(株) 

グレースメイト鷺ノ宮 (株)オールライフメイト 東邦レオ(株) 東邦レオ(株) 

青梅市立総合病院 青梅市立総合病院 (株)伊藤喜三郎建築研究所 (株)松本造園土木 

日本大学通信教育部 学校法人日本大学 (株)小関田中園 (株)小関田中園 

小松川第三中学校 江戸川区教育委員会 江戸川区 
グロリ－防水工業(株) 

田島緑化工事(株) 

学校法人実践学園 学校法人実践学園 (有)緑花技研 (株)日比谷アメニス 

大京町サンハイツ 大京町サンハイツ管理組合 山﨑産業(株) アースコンシャス(株) 

恵比寿ガーデンテラス 

弐番館 

恵比寿ガーデンプレイス

(株) 
共同カイテック(株) 共同カイテック(株) 

ごご協協力力者者一一覧覧  
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