
生垣等緑化推進助成 運用基準 

（目的） 
第 1 条 この基準は、生垣等緑化推進助成要綱（以下「要綱」という）に基づき、助成の円

滑な運用を図るために必要な事項を定める。 
 

（採択基準） 
第 2 条 以下に掲げる各号に該当する工事に対し、「要綱」による助成の対象として採択する

ことができる。 
（１） 未着手工事であること。 
（２） 神戸市内であること。 
（３） ブロック塀等の撤去後に助成対象工事を行う場合は、戸建住宅等（小規模な店舗、

事務所、共同住宅などを含む）の緑化であること。 
ただし、新築の場合は、戸建て住宅に限る。 

（４） 道路（一般通行の用に供されている私道も含む）に面している場所で、緑化の総

延長が３ｍ以上であること。 
（５） 道路から視線を遮る構造物がないこと。 
（６） 申請者は、戸建住宅等の場合は「要綱」第３条に掲げる生垣等設置工事により設

置された生垣等の所有者もしくは管理者、小規模共同住宅の場合は所有者または

居住者で構成される管理組合等の管理者とする。（住宅敷地の所有者が居住者と異

なる場合は、所有者の同意を得ること） 
（７） 申請者の敷地内の工事であること。また、同一の敷地内において一度限りとする

ため、戸建て住宅を建てた業者が申請している場合、購入した所有者があらため

て申請することはできない。（購入までの間に植栽が枯死して撤去された場合も含

む） 
（８）継続して植物を育てていくことが可能な工事であること。 

（プランターなどによる緑化のように、移設が容易なものや、一時的または仮設

の緑化工事は含まない） 
（９） 同一の敷地内において、申請できる緑化工事は、生垣化もしくは開放的な庭づく

りのいずれかとし、併用はできないものとする。 
（１０） 新に生垣等設置工事を行う場合とは、戸建て住宅を新築する場合をいうが、

新築時にフェンスや塀及び植栽を設置していない既存の戸建て住宅については助

成対象とする。ただし、既存の戸建て住宅における生垣等植栽の改修は対象とし

ない。また、神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業の対象外となったブロック塀

等を撤去した後に生垣等設置工事を行う場合も含むものとする。 
 

（対象工事の種類ならびに基準） 
第 3 条 「要綱」第３条に掲げる生垣等設置工事を以下の各号に分類する。工事は、各号の

いずれかに該当する方法で植栽を行うものとする。 
（１）生垣化 



・ 高さ１ｍ以上の樹木を延長１ｍにつき２本以上植栽すること。 
・ ３ｍ以上連続して植栽すること。 
・ フェンスを併設する場合は、ネットフェンスなど透視性のあるものとすること。 

（２）開放的な庭づくり 
・ 植栽場所の長辺の延長が３ｍ以上であること、かつ奥行きが０．３ｍ以上４ｍ以

内で植栽面積が３㎡以上であること。 
・ 高さ１ｍ以上の中高木を 1 本以上、かつ低木・宿根草・地被植物等を 1 ㎡以上組

み合わせて配置し、合計 3 ㎡以上植栽すること。（低木６株/㎡または宿根草１３

株/㎡、もしくは地被植物３６株/㎡（１～２年草を除く）程度を目安とする） 
 
（付帯工事の取扱い） 
第 4 条 「要綱」第３条における工事にかかる付帯工事として行うブロック塀・コンクリー

ト塀等の既存の塀（以下「ブロック塀等」という）の撤去工事（撤去に伴う土留め等の

植栽地整備含む）や既存の生垣の撤去は助成の対象としないものとする。 
 
（助成金の額） 
第 5 条 工事の助成金を算定するにあたり、「要綱」において定めの無い事項を以下のとおり

定める。    
（１）交付額は、次に掲げる工事費から算定する。 

①植物材料費 
②支柱等材料費（フェンス等は含まない） 
③植え付け手間（申請者自ら植える場合は対象としない） 
④土壌改良費 

 
（交付の申請） 
第 6 条 「要綱」第５条各号に掲げる書類について以下のとおり補足する。 

（１）工事計画図 
付近見取り図（工事を行う敷地の場所がわかるもの）、工事平面図（工事内容およ

び道路と工事箇所の関係が詳しくわかるもの）、必要に応じて立面図、撤去平面図 
（２）工事費見積書の写し 

植物材料費、支柱等材料費、土壌改良費、植付け手間等内訳のわかるもの（申請

者が自ら工事する場合は、申請者作成の見積書類（様式自由で、材料名称、規格、

数量、単価、金額、購入予定先等内訳のわかるもの）） 
（３）所有者及び管理者であることの確認書類の提示 

    （ア）所有者であることの確認書類 
生垣等設置工事を行う住宅等敷地の所有者であることが確認できる書類と

は、住民票、登記簿、売買契約書等で確認できる書類とする。郵送で申請する

場合は、写しを同封してもらい、確認できた時点で処分する。 
(イ) 管理者であることの確認書類 

共同住宅や集合住宅の管理人もしくは管理組合の場合は、それを証明でき 



る書類とする。提示により本人確認するものとする。ただし、郵送で申請す 
る場合は、本人確認書類の写しを同封してもらい、確認できた時点で処分す 

るものとする。 
（４）神戸市危険ブロック塀等撤去助成補助金額確定通知書の写し 

神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業を伴う緑化の場合は、完了届の添付書類と

して、住宅都市局より発行される補助金額確定通知書を添付する。 
   （５）神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業の対象外となったブロック塀等を撤去し

た後に生垣等設置工事を行う場合の助成金の額は、新に生垣等設置工事を行う場

合の算定方法によるものとする。 
 

付 則 この運用基準は、平成２２年４月１日から施行する。 
    この運用基準は、平成３０年９月２８日から施行する。 
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