ブロック塀の改善に活用できる助成制度一覧
（平成30年6月28日現在）
助成制度
問合せ先
ブロック塀補修

助成額

助成額

ブロック塀撤去、フェンス・生垣新設、
細街路拡幅等

ブロック塀撤去

生垣新設

ヒートアイランド対策助成制度（敷地内緑化助成
含む）
千代田区

中央区花と緑のまちづくり推進要綱（緑化助成、
生垣含む）

電話

3万円/㎡（上限あり）

環境まちづくり部環境
政策課エネルギー対策
係

03-5211-4256

1万円～/㎡（上限あり）

環境土木部水とみどり
の課緑化推進係

03-3546-5434

1.2万円〜/ｍ（上限あり）

みどり土木部みどり公
園課みどりの係

03-5273-3924

都市計画部防災都市づ
くり課

03-5273-3829

①③都市計画部地域整
備課細街路担当
②土木部みどり公園課
緑化係

①03-5803-1500
②03-5803-1254
③03-5803-1268

都市づくり部建築課

03-5246-1335

都市計画部住宅課
都市整備部都市整備課
都市整備部環境担当環
境保全課

03-5608-6215
03-5608-6292
03-5608-6208

土木部管理課

03-3647-2079

都市整備部建築調整課

03-3647-9764

4,500円～/ｍ

都市環境部建築課細街
路担当

03-5742-6772

生垣助成：高さ0.9ｍ以上 1.4万円/m
防災緑化：高さ0.9ｍ以上 2.8万円/m

防災まちづくり部公園
課みどりの係

03-5742-6799

都市環境部木密整備推
進課木密整備担当

03-5742-6925

都市環境部建築課耐震
化促進担当

03-5742-6634

http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/k
ankyo/hojo/heat-island.html
中央区

担当部局

接道部緑化助成制度

http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file14_06_ １万円/ｍ（上限あり）
00002.html
新宿区

文京区

万年塀の除去：5,000円/ｍ（上限額20万
円）
http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/seibi01_0001 ブロック塀、大谷石塀等の除去：1万円/ｍ
10.html
（上限額20万円）
ブロック塀などの除去への助成制度

①ブロック塀等改修工事費助 塀の撤去
3,000～1万円/m
成
塀の設置
7,000～2.5万円
http://www.city.bunkyo.lg.jp/ /m
bosai/doro/jigyo/burokkubei. （塀の材質,高さに
よる）
html

②文京区生垣造成補助制度

http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/midori/ryokuk 8,000円/ｍ
a/ikuseihozen/ikegakijyosei.html

1.4万円/ｍ

高さ0.5～1.0ｍ 5,000円/ｍ
高さ1.0～2.0ｍ 7,000円/ｍ
http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/doro/jigyo/sai 高さ2.0超ｍ 1万円/ｍ
gairo.html
（設置の助成もあり）
③文京区細街路拡幅整備事業

ブロック塀等の改善工事助成
台東区

http://www.city.taito.lg.jp/ind 工事費の1/2（た 狭あい道路拡幅整備事業
ex/kurashi/kenchiku/taishin だし15万円以内）
/taishin/CBkaizenkoji.html

6,000円/㎡

1.2万円/ｍ

細街路拡幅整備事業(都市整備課)
住宅修築資金融資あっせん制
度(住宅課)

建築工事を伴わない場合が対象

http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/m ｍ
atizukuri/douro/H25saigairo.html

墨田区

１万円/

緑のへい助成制度(環境保全課)

http://www.city.sumida.lg.jp/
kurashi/zyuutaku/jyutaku_shi
en/assen.html

http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hoz 生垣新設に伴う場合が対象 １万円/ｍ
en/midori/midorinohei.html

2万円/ｍ（限度額40万円）

江東区緑のまちなみ緑化助成制度

http://www.city.koto.lg.jp/470132/machizukuri/m 8,000円/ｍ
idori/shizen/7496.html

1.6万円/ｍ

江東区細街路拡幅整備事業
江東区

http://www.city.koto.lg.jp/395104/machizukuri/k
enchiku/tatemono/chosa/7176.html
江東区老朽建築物除却助成事業

http://www.city.koto.lg.jp/395104/machizukuri/k
enchiku/kowasu/83146.html
細街路拡幅整備要綱

3,000円～/ｍ

品川区緑豊かな街なみづくり助成

生垣助成：高さ1.2ｍ以下
高さ1.2ｍ以上
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/k
防災緑化：高さ1.2ｍ以下
ankyo-park/kankyo-park-hanatomidori/kankyo高さ1.2ｍ以上
park-hanatomidori-zyosei/hpg000001147.html
不燃化助成

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/k
ankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibishien/kankyo-toshiseibi-shienhunenkasokushin/index.html

品川区

4,500円/ｍ
8,000円/ｍ
9,000円/ｍ
1.6万円/ｍ

【不燃化助成】
対象地区内の建物除却に併せて塀を撤去す
る場合のみ助成可能
木造の場合：最大2.6万円／対象建物の延
床面積１㎡当り かつ上限1,300万円

不燃化特区支援制度

【不燃化特区支援制度】
対象地区内の建物除却に併せて塀を撤去す
る場合のみ助成可能
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/k 木造の場合：最大2.6万円／対象建物の延
床面積１㎡当り かつ上限1,300万円
ankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi軽量鉄骨造の場合：最大3.7万円／対象建
shien/hpg000028430.html
物の延床面積１㎡当り かつ上限1,850万
円
木造住宅除却助成

住宅の除却時塀を撤去する場合助成対象

②目黒区みどりのまちなみ助成（接道部緑化）

①住宅修築資金の融資あっせ
ん（塀補修に限る、撤去・新
設は対象外）

http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/
enjo/machinamijosei.html

②9,000円/ｍ（生垣設置等伴うもの）

②1万円～/ｍ（上限40万円）

目黒区
③狭あい道路の拡幅整備（撤去工事助成金）

http://www.city.meguro.toky
o.jp/kurashi/sumai/enjo/shu
chiku.html

http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/k
enchiku/kyougi_basyo/kyoai_kaisei/joseitetsuduki
0701.html

③1,800円/ｍ（高さ1.0ｍ～1.8ｍ未満）
3,600円/ｍ（高さ1.8ｍ以上）

①都市整備部住宅課居
住支援係
②都市整備部みどりと
公園課みどりの係
③都市整備部都市整備
課狭あい道路係
④ＣＢ塀の基準につい
て 目黒区都市整備部
建築課構造指導係

①03-5722-9878

環境清掃部環境対策課

03-5744-1365

まちづくり推進部建築
調整課

03-5744-1308

防災街づくり担当部建
築安全課

03-5432-2469

②03-5722-9359
③03-5722-9729
④03-5722-9647

生垣造成助成制度
1.5万円/ｍ（生垣造成に伴う場合の生垣造

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimac 成も含めた助成額、５０ｍを限度）
hinami/kankyou/ryoka/josei.html
大田区

1万円/ｍ（５０ｍを限度）

狭あい道路拡幅整備助成制度
4,000円/ｍ（狭あい道路拡幅整備工事に

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimac 伴う場合）
hinami/douro_kouen_kasen/douro/kyouai.html
世田谷区狭あい道路拡幅整備条例（セットバック
をし、拡幅整備をする場合に限る）

5,000円/ｍ

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/124/
379/381/d00014903.html
世田谷区
世田谷区接道部緑化助成制度（セットバックを
し、緑化する場合に限る）
5,000円/ｍ以内（上限あり）

1,000～1.2万円/ｍ以内（上限あり）

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/126/
418/405/d00007924.html
住宅簡易改修工事費助成

工事費用の20％助
成

みどり33推進担当部み
03-5432-2282
どり政策課

都市整備部住宅政策課
住宅政策係

03-3463-3548

土木部道路課道路整備
係

03-3463-2847

都市整備部狭あい道路
整備課狭あい道路係

03-3312-2111
(内線3472)

都市整備部みどり公園
課みどりの事業係

03-3312-2111
(内線3595)

渋谷区
渋谷区狭あい道路の拡幅整備事業

0.6m以上の高さ
3,000円/ｍ

①狭あい道路拡幅整備事業

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/ie 5,000円/m（その他あり）
/1004978.html
杉並区

②接道部緑化助成
個人：5,000円/m（大谷石は1万円/m）

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/machi/m 法人：3,000円/m
idori/1005060.html

1

生けがき：個人1.2万円（法人6,000円）
その他助成あり（フェンス・植え込み）

助成制度
問合せ先
ブロック塀補修

豊島区

助成額

助成額

ブロック塀撤去、フェンス・生垣新設、
細街路拡幅等

ブロック塀撤去

豊島区ブロック塀等改善工事 道路等に面した高
さ1.2m以上で構造 豊島区狭あい道路拡幅整備事業
助成事業
上支障があると認
めたものが対象。
2,500円/㎡
http://www.city.toshima.lg.jp 撤去：2,500円/m
http://www.city.toshima.lg.jp/313/machizukuri/s
/315/bosai/taisaku/kunotais 新設：フェンス等
umai/kekaku/tateru/documents/jyoseikin_h25.pdf
助成対象経費の
aku/bosai/022591.html
1/2(30万円限度)

生垣新設

担当部局

電話

5,000円/㎡

都市整備部建築課

03-3981-0590

8,000円/ｍ
みどりのモデル地区等区域内は1.2万円/ｍ

生活環境部環境課自然
環境みどり係

03-3908-8618

防災都市づくり部防災
街づくり推進課

03-3802-3111
(内線2827)

防災都市づくり部道路
公園課

03-3802-3111
(内線2752)

防災都市づくり部建築
指導課

03-3802-3111
(内線2844)

都市整備部建築指導課
監察グループ

03-3579-2578

都市整備部建築課

03-5984-1985

環境部みどり推進課

03-5984-2418

都市建設部建築室建築
安全課建築防災係

03-3880-5317

1.5万円/ｍ

都市建設部みどりと公
園推進室みどり推進課
緑化推進係

03-3880-5188

2.3万円/m

環境部環境課緑化推進
係

5654-8239

都市整備部住環境整備
課

5654-8350

土木部保全課事業調整
係

5662-1930

土木部施設管理課拡幅
整備係

5662-8369

環境部環境保全課

042-620-7268

防災安全部防災課消防
防災係

0422-60-1821

生垣造成助成
北

区

http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kank 5,000円/ｍ
yo/hojo/shinse/
ブロック塀等撤去助成事業

ブロック塀等の撤去工事に要した費用の２

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/machi ／３
ただし、6,000円／ｍ上限
dukuri/shidoshomei/tekkyojosei.html
荒川区生けがき造成助成

工事に要した費用の１／２の額を助成
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/machi 6,000円/ｍ（上限）
※詳しい内容は左記ＨＰ参照
dukuri/shidoshomei/ikegaki.html

荒川区

工事に要した費用の1／２の額を助成
1.4万円/ｍ（上限）
※詳しい内容は左記ＨＰ参照

細街路拡幅整備事業

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/kenchik 1万円/ｍ（撤去新設）
u/jigyo.html
板橋区

生垣等の緑化助成要綱

4,000円/㎡

（撤去のみは不可）

1.6万円/ｍ

狭あい道路拡幅整備制度

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/ta 4,724円～/㎡ ※別途基礎撤去助成あり
kuchi/029791011.html
練馬区

生け垣化助成制度
1万円/ｍ（限度額80万円）

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/
midori/jyosei/ikegakikajosei.html
足立区耐震シェルター等設置
支援助成

足立区

http://www.city.adachi.tokyo. 最大3万円
jp/kanzen/machi/taishinka/tento
boshi.html
緑化工事助成

http://www.city.adachi.tokyo.jp/midori/machi/mi 5,000円/㎡
dori/joseshinse.html
生垣造成助成

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062 生垣新設に伴う場合 8,000円/m
/1003885/1004016.html
葛飾区

細街路拡幅整備助成（建築のてびきP5参照）

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059 8,000円/m
/1003399/1003437.html
江戸川区ブロック塀等撤去費助成要綱

生垣・フェンス等

費用の2/3（1.6万円/ｍ）

江戸川区細街路拡幅整備要綱

拡幅整備に伴う撤去助成上限200万円（1.66万円/ｍ）

江戸川区

生け垣造成補助制度
八王子市

撤去費用の4/5または3,000円/ｍ

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003 （上限3万円）
/001/008/p006922.html

造成費用の1/2または6,000円/ｍ
（上限6万円）

6,000円/ｍ（改
武蔵野市ブロック塀等改善補 修：48万円まで、
助金
補強：24万円ま
武蔵野市
で）
武蔵野市接道部緑化助成事業（ブロック塀の撤去
に合わせて新たな緑化を行う場合が対象）

4,000円/㎡（30万円まで）

1.2万円/ｍ（60万円まで）

環境部緑のまち推進課
緑化係

0422-60-1863

三鷹市

生垣助成制度

1万円まで/ｍ（延長上限30m）

1.4万円まで/ｍ（延長上限30ｍ）

都市整備部緑と公園課

0422-45-1151
(内線2835)

青梅市

生け垣設置費補助制度（青梅市生け垣設置費補助
金交付要綱）

2,500円/ｍ×25ｍ（限度）

4,000円/ｍ×25ｍ（限度）

環境部公園緑地課緑化
推進係

0428-22-1111
(内線2682）

都市整備部建築指導課

042-335-4205

狭あい道路拡幅整備事業
府中市

経年劣化比率を算定に入れながら移転等工

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/machi/h 事費助成金を算出
27_kyouai.html
昭島市緑化推進補助金交付事業（新たに生け垣を
造成する者に対し補助金を交付する。）

昭島市

http://www.city.akishima.lg.jp/s070/010/010/010
/040/010/20140903165444.html
調布市

調布市生垣等設置に関する補助金交付要綱

生け垣新設を伴う場合に限り
6,000円以内/ｍ（12万円限度）

1万円以内/ｍ（20万円限度）

環境部環境課水と緑の
係

042-544-5111
(内線2293)

１万円/ｍ

１万円/ｍ

環境部緑と公園課

042-481-7083

1.5万円/ｍまで

環境部環境政策課緑と
公園係

042-387-9860

1.4万円以内/ｍ（28万円限度）

都市開発部都市計画課
建築担当

042-346-9851

苗木代1万円上限

環境共生部緑と清流課

042-514-8307

6,000円/m×20m(限度)

調査等窓口:環境安全部
生垣補助:まちづくり部

042-393-5111

8,000円/m（16万円限度）

建設環境部 緑と建築
課 公園緑地係

042-325-0111
（内線353）

まちづくり部 建築指
導課
指導・監察担当

042-325-0111
（内線491/492）

生活環境部 環境政策
課 花と緑と水の係

042-576-2111

生垣・ブロック塀補
助：生活環境部環境課

042-551-1511
（内線2533）

小金井市生け垣造成奨励金交付要綱
小金井市

小平市

https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/474/joseit
eate/ikegaki.html
生け垣造成費補助、ブロック塀改善事業補助

6,000円以内/ｍ（12万円まで）

日野市ウェルカムツリー等植栽補助金交付要綱
日野市

http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/midori/
1008141.html
生垣等造成費補助制度

東村山市

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kuras 4,000円/m×20m(限度)
hi/gomi/hojo/ikegaki.html
国分寺市生け垣造成補助金交付要綱

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/10110
90/1011425/1002422.html
国分寺市

国分寺市ブロック塀等撤去工事助成金交付規則

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/kouts 6,000円/m（12万円限度）
uu/jutaku/1002259.html

国立市

8,000円以内/ｍ（24万円限度）
既設のブロック塀を撤去し、新たに生垣を
設置する際は1.3万円以内/ｍ（39万円限
度）

国立市生垣補助制度

福生市の緑を守り育てる条例
福生市の緑を守り育てる条例施行規則
福生市

http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/
environment/1004002.html

ブロック塀を撤去し、新たに生垣を設置す
5,000円/m(10万円限度)
る場合は4,000円/ｍ(4万円限度)
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助成制度
問合せ先
ブロック塀補修

助成額

ブロック塀撤去、フェンス・生垣新設、
細街路拡幅等

助成額
ブロック塀撤去

生垣新設

担当部局

総額の50％又は5,000円／㎡（15万円限
総額の50％又は1万円／㎡（30万円限度） 環境部環境政策課
度）

電話

狛江市

狛江市緑のまち推進補助金交付要綱

清瀬市

清瀬市生け垣助成制度

1万円/ｍ(10万円限度)

都市整備部水と緑の環
境課緑と公園係

042-497-2098

東久留米市保存樹木補助金交付要綱
（保存樹木の維持管理費のみ）

保存樹木のみ270円/m（50ｍまで）

環境安全部 環境政策
課 緑と公園係

042-470-7777
（内線2613）

道路に面し、高さ1ｍ以上、概ね７ｍ以上の
長さで連続性のある樹種の配置のもの。長
協働推進部環境課公園
さが50ｍ以下のものは、１ｍにつき300円
緑地係
/年、50ｍを超える部分については、1ｍに
つき150円/年

042-565-1111
(内線262)

東久留米
市

武蔵村山
市

制 度 名 保存樹木等奨励金制度
根拠法令
武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例
武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例施
行規則
武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する奨励金
交付要綱

03-3430-1298

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/k
ankyou/hozen/1000572.html
稲城市生垣造成補助金交付要綱
稲城市

土木課

8,000円/ｍ（30mまで）

羽村市新たなみどりの創出助成要綱

市内事業者施工：対象経費の1/2、新設2万
円/㎡、既存塀撤去2.5万円/㎡のいずれか少
ない額
産業環境部環境保全課
市外事業者施工：対象経費の1/3、新設1.5 環境保全係
万円/㎡、既存塀撤去2万円/㎡のいずれか少
ない額

042-555-1111
(内線227)

1万円/ｍ（30ｍまで）

みどり環境部みどり公
園課

042-438-4045

5,000円/ｍ（新規・10万円限度）

都市整備部建設課公園
係

042-557-7659

羽村市

http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000006781.htm
l
西東京市

都市建設部
緑と公園係

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/midori/ike 5,000円/ｍ（30mまで）
gaki/index.html

西東京市生垣造成補助金交付要綱

6,000円/ｍ（30ｍまで）

042-378-2111

瑞穂町生垣設置事業補助金交付要綱
瑞穂町

http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kankyo/003/00 2,000円/ｍ（4万円限度）
2/p001494.html
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