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桃ヶ池公園

大阪生駒線 国道308号

久宝寺緑地

大阪港八尾線

森之宮

千島公園

南港中央公園

大阪市との連携
市風の道モデル事業

生駒山系花屏風
○官民協働の緑化空間形成
（セミパブリック空間創出事業）

みどりの風を感じる大都市 オール大阪で『海と山をつなぐみどりの東西軸』を形成！

大学との連携
※例）関西大学⇒熱環境調査
大阪芸術大学⇒PR用の巨大ジオラマ作成

大阪港八尾線
花園中央公園
大阪枚岡奈良線

大阪城公園

大手前

東横堀川

長堀通中央大通靱公園

土佐堀川

○「都市計画区域マスタープラン」にも「みどりの風の軸」を位置づけ、都市構造の変革に長期的観点で取組む。
○更なる民間緑化誘導や、官民協働での“みどりのセミパブリック空間”形成に向け「みどりの風促進区域」を設定。
○みどりの軸線とミュージアム展示品を結びつけるほか、多様なイベントを織り交ぜ、みどりで大阪の魅力を向上。

中之島を中心に
河川護岸の緑化

OBP

みどりの軸とな
る主要道路緑化

事業を通じて府独自の制度へと展開

海と山が近い(20km）
大阪の特色を活かす

○民間施設接道部の緑化支援で
実感できるみどりを創出

○大規模校庭芝生化
○駅前等でのシンボルツリー
○大規模商業施設の緑化で地域
のみどりの拠点づくり

○府民センターなど公共施設の
緑化

中環の森



２次補正を活用した取組み加速プラン

長堀通周辺長堀通周辺

都心南部都心南部

中之島中之島

中央大通周辺中央大通周辺

都心中央都心中央

前期(H２２～２７) 中期(H２７～３２) 後期(H３２～３７)

○幹線道路の無電柱化＋植栽
○みどりの風促進区域の展開

○幹線道路の無電柱化＋植栽
○みどりの風促進区域の展開

★みどりの街並みストリート
（道路沿の民間緑化）

★駅前シンボルツリー
・風の道モデル事業
（大阪市事業）

★みどりの街並みストリート
（道路沿の民間緑化）

★駅前シンボルツリー
・風の道モデル事業
（大阪市事業）

○幹線道路の中央分離帯の緑化
○みどりの風促進区域の展開
・まちづくり計画との連携
・遮音壁等道路施設の壁面緑化

○幹線道路の中央分離帯の緑化
○みどりの風促進区域の展開
・まちづくり計画との連携
・遮音壁等道路施設の壁面緑化

★みどりの街並みストリート
★駅前シンボルツリー
・民間ビルの壁面緑化

★みどりの街並みストリート
★駅前シンボルツリー
・民間ビルの壁面緑化

○幹線道路の無電柱化
に併せた緑化

○みどりの風促進区域の展開

○幹線道路の無電柱化
に併せた緑化

○みどりの風促進区域の展開

★セミパブリック空間創出
★みどりの街並みストリート
★駅前シンボルツリー

★セミパブリック空間創出
★みどりの街並みストリート
★駅前シンボルツリー

○中之島全体の森づくり
○主要河川の環境整備

○中之島全体の森づくり
○主要河川の環境整備

○大阪市との連携
○みどりの風促進区域の展開

○大阪市との連携
○みどりの風促進区域の展開

○中環の森づくり○中環の森づくり

全体全体
■まちづくりの誘導
→風を取入れた都市開発など

■まちづくりの誘導
→風を取入れた都市開発など

■みどりの風促進区域による民間
緑化の促進

■都市計画マスタープラン改訂
■府事業、市町村事業の重点化

■みどりの風促進区域による民間
緑化の促進

■都市計画マスタープラン改訂
■府事業、市町村事業の重点化

■知事重点など事業を推進
■花屏風、芝生などの事業
での府民協働やイベント

■知事重点など事業を推進
■花屏風、芝生などの事業
での府民協働やイベント

ラグビーＷ杯

★印は知事重点事業
赤字は２次補正充当

○中之島の護岸緑化
・民間ビルの緑化

○中之島の護岸緑化
・民間ビルの緑化

2次補正で前倒し

2次補正で前倒し

2次補正で加速

2次補正で加速

2次補正で加速

2次補正で加速

2次補正で加速



みどりの風を感じる大都市の形成に向けてみどりの風を感じる大都市の形成に向けて

将
来
ビ
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ン
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阪

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
・
大
阪

■「みどりの大阪推進計画」の策定(H21.12)
（H37目標） ◎「みどりがあると感じる府民の割合」 :約５割 ⇒約８割

◎市街化区域の「緑被率（樹林＋草地）」: 13.9％(H14)⇒２０％

■「みどりの大阪推進計画」の策定(H21.12)
（H37目標） ◎「みどりがあると感じる府民の割合」 :約５割 ⇒約８割

◎市街化区域の「緑被率（樹林＋草地）」: 13.9％(H14)⇒２０％

具体的目標
の設定

具体的目標
の設定

■庁内関係部局の連携強化⇒「みどりの大阪推進計画ヘッドクオーター会議」の設置■庁内関係部局の連携強化⇒「みどりの大阪推進計画ヘッドクオーター会議」の設置推進体制
の整備

推進体制
の整備

トータルでの
事業展開

(制度･事業)

トータルでの
事業展開

(制度･事業)

■みどりの風アクションプランの策定･実施■みどりの風アクションプランの策定･実施

■重点事業の展開
⇒２次補正予算の活用
※東西軸を中心に実感できる
みどりづくり

★セミパブリック空間創出事業
⇒官民一体での軸線形成

★みどりの街並みストリート事業
⇒軸沿いの建築物緑化
⇒みどりを実感できるシンボル樹
の植栽

⇒幅広い府民参加でみどりづくり

★「みどりの風促進区域」の設定(H23～)
⇒民間緑化の更なる強化に向けた規制･誘導

★「みどりの風促進区域」の設定(H23～)
⇒民間緑化の更なる強化に向けた規制･誘導

★既存事業の重点化(H22～)
⇒公共事業（道路・河川等）

★地域力の活用やCSRへの期待
⇒芝生､ﾐｭｰｼﾞｱﾑなど地域の取組みとの連動

★地域力の活用やCSRへの期待
⇒芝生､ﾐｭｰｼﾞｱﾑなど地域の取組みとの連動

オール大阪でオール大阪で

～H21 H22 H23 H24 H25～H37
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り
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■重点事業を契機にさらなる展開
①東西軸を中心に民間緑化を誘導
②東西軸を中心に公共投資を重点化
③重点事業で効果を“見える化”

ⅰ規制誘導策への共感を得る
ⅱ民間の自主取組みの促進
ⅲ基金の増収を期待

■重点事業を契機にさらなる展開
①東西軸を中心に民間緑化を誘導
②東西軸を中心に公共投資を重点化
③重点事業で効果を“見える化”

ⅰ規制誘導策への共感を得る
ⅱ民間の自主取組みの促進
ⅲ基金の増収を期待

(想定)みどり
のボリューム

◎目標達成に必要な新たなみどりの量⇒約4,000～5,000ha
◎知事重点事業を契機にみどりの風促進区域等に取組み、従来ペースを期間内に加速(年平均170ha→340ha)

★「府都市計画区域マスタープラン」改定(H22末～)
⇒民間開発等、まちづくりの誘導

★「府都市計画区域マスタープラン」改定(H22末～)
⇒民間開発等、まちづくりの誘導

効果検証の上、改定を検討効果検証の上、改定を検討

★セミパブリック空間創出事業(都整)

★みどりの街並みストリート事業(環農)

★公立小学校の芝生化推進(環農)

■大阪市との連携 ⇒市「風の道ビジョン」(H22策定予定)との連携
■堺市との連携 ⇒環境モデル都市「クールシティ堺」(H21)の取組みと連携
■市町村・関係機関との連携 ⇒市道緑化･緑化樹配布事業等の取組みと連携

⇒高速道路の壁面緑化や遮熱対策などについても働きかけ

■大阪市との連携 ⇒市「風の道ビジョン」(H22策定予定)との連携
■堺市との連携 ⇒環境モデル都市「クールシティ堺」(H21)の取組みと連携
■市町村・関係機関との連携 ⇒市道緑化･緑化樹配布事業等の取組みと連携

⇒高速道路の壁面緑化や遮熱対策などについても働きかけ

■府民との協働 ⇒花プロ、アドプト、ボランティア活動を通じて連携強化■府民との協働 ⇒花プロ、アドプト、ボランティア活動を通じて連携強化

■大学・研究機関との連携 ⇒関西大学(熱環境調査)､大阪芸術大学(みどりの街の巨大PR模型作成)と連携■大学・研究機関との連携 ⇒関西大学(熱環境調査)､大阪芸術大学(みどりの街の巨大PR模型作成)と連携

■関連イベントとの連携 ⇒花博20周年イベント、近畿都市緑化フェア等を通じて、みどりの風をPR ■関連イベントとの連携 ⇒花博20周年イベント、近畿都市緑化フェア等を通じて、みどりの風をPR 

■民間企業との連携 ⇒企業ＣＳＲ活動等と連携■民間企業との連携 ⇒企業ＣＳＲ活動等と連携


