
おおさかヒートアイランド対策推進計画の取組みの進捗状況

（１）住宅地域における夏の夜間の気温を下げる取組み

大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

府有建築物ESCO推進事業
 ESCOサービス料（施設所管課で
計上）：131,567千円（62,774千
円）
 推進事業費（公共建築室で計
上）：926千円（941千円）

・りんくうタウン駅ビル、府立中央図書館の２施設でESCOサービス開始
・泉北府民センタービル、東警察署外７件の９施設でESCO改修工事を実施
・府立北野高等学校外７件、府立中河内救命救急センター、東成警察署外４件、三島府
民センタービル外１件の16施設でESCO事業者を選定

○市町村における取組み
5自治体の市役所庁舎等においてESCO事業を導入。

ESCO事業の普及啓発
 0千円（0千円）

・｢大阪府市町村ESCO会議｣を開催し、府内市町村におけるESCO事業実施を支援
・｢大阪府ビル省エネ度判定制度｣を創設し、既存建築物の省エネ化・ESCO事業を推進

府市有建築物の整備における環
境配慮に関する指針によるヒー
トアイランド対策の推進

府有建築物の整備における環境配
慮指針による対策の推進
 大阪府泉北府税事務所 10,622千
円、大阪府夕陽丘庁舎 7,497千円、
大阪府岸和田保健所 12,139千円、
大阪府中河内府民センタービル
8,303千円
（大阪府大阪自動車税事務所なに
わ分室 5,496千円、砂川厚生福祉セ
ンター（給食棟） 9,317千円、大阪
府立青少年海洋センターヨットハ
ウス（ヨットハウス棟） 16,167千
円）

各段階において｢府有建築物の整備における環境配慮指針｣に基づき検討
○新規施設
▸基本設計段階
・大阪府警察大阪市北区１単身寮・大阪府警察大阪市城東区２単身寮・大阪府警察第二
方面機動警ら隊庁舎・成城高等学校・吹田東高等学校
▸実施設計段階
・動物愛護管理センター（仮称）
▸施工段階
・天満警察署（屋上緑化）・貝塚高等学校（屋上緑化）・福島警察署（屋上・壁面緑
化）・豊中警察署（屋上緑化・高反射塗装）・平野警察署（屋上緑化）

○既存施設
計画保全事業にて屋上高反射仕様の屋上防水工事
・大阪府泉北府税事務所・大阪府夕陽丘庁舎・大阪府岸和田保健所・大阪府中河内府民
センタービル

○市町村における取組み
4自治体において、建物の断熱化等に係る市有建築物の整備に係る環境配慮指針を設け
ている。
（大阪市）「市設建築物設計指針（環境編）」
（高槻市）「環境に配慮した公共建築物整備指針」
（八尾市）「八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」
（寝屋川市）「第4期寝屋川市役所温暖化対策実行計画」

ESCO事業の府市有建築物への
導入および民間施設・公共施設
への普及啓発

建物の断熱化、
設備・機器等の
省エネ・省CO２
化及び運用改善
（ESCO事業、
CASBEE）

人工排
熱の低
減

建物か
らの排
熱を減
らすた
めの対
策

資料３－２
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

一定規模以上の建築物の新築ま
たは増改築に対して、建築物の
環境配慮に関する計画書の作成
及び届出を義務づけるとともに
届出の概要を公表や環境配慮の
模範となる建築物を表彰し、建
築物の総合的な取組みを促進

一定規模以上の建築物の新築ま
たは増改築の際に省エネ基準適
合の義務化及び再生可能エネル
ギー利用設備の導入検討の義務
化

省エネ法等に基づく施策を活用
して、建築物の断熱化等の省エ
ネ性能の向上

再生可能エネル
ギーの普及促進
（住宅用・非住
宅用太陽光発電
設備）

再生可能エネルギーの普及拡大
に向け、大阪府・大阪市が緊密
に連携して「おおさかエネル
ギー地産地消推進プラン」に基
づくエネルギー関連の施策を実
施

・おおさかスマートエネルギーセ
ンターの運営
 3,823千円（3,866千円）

・創エネ設備及び省エネ機器設置
等に係る初期費用軽減のための融
資事業
 356,000千円（317,000千円）

・再生可能エネルギー等導入推進
基金事業費
 1,117,442千円（617,819千円）

太陽光発電導入量：76.1万kW（～2015年度）
  うち、
融資事業を活用した住宅用太陽光発電導入量：584件 0.3万kW（2012年度～2015年
度）
基金事業を活用した太陽光発電導入量：107件 0.08万kW（2013年度～2015年度）

○市町村における取組み
25自治体において、太陽光発電システムの設置に係る補助や、市有施設の屋根貸しに
よる普及促進に係る施策を実施している。

おおさかスマートエネルギーセン
ターの運営【再掲】
 3,823千円（3,866千円）

・おおさか版BEMS事業者登録数：21社（2015年度末時点）
・おおさか版BEMS事業者による新規契約件数：579件（2015年度）
・省エネ診断受診件数：63件（2015年度）
・省エネセミナーの開催・講演：主催3回、講演37回（2015年度）

府内市町村における環境家計簿の
推進
 74千円（89千円）
家庭エコ（うちエコ）診断推進基
盤整備事業
 0千円（0千円）

環境家計簿の取組み世帯数・・・7,038世帯（2015年度）
うちエコ診断受診世帯数・・・297世帯（2015年度）

○市町村における取組み
環境家計簿の普及啓発、うちエコ診断の実施等

「大阪府温暖化の防止等に関する
条例」の施行（2006年度～）
 1,247千円（1,316千円）

・建築物の環境配慮制度の推進のための啓発や普及促進の引き続きの実施
・顕彰制度「おおさか環境にやさしい建築賞（旧：大阪サステナブル建築賞）」の第9
回の実施
・建築物環境計画書の届出件数 129件（大阪府受付分）、29件（堺市受付分）
・省エネ基準適合義務対象 10件（大阪府受付分。省エネ適合：100%）

○市町村における取組み
４自治体において、一定規模以上の建築物の環境配慮に関する条例等を設けている。
（大阪市）大阪市建築物の環境配慮に関する条例 届出：208件（省エネ基準適合義務
対象23件、省エネ適合：100％）
（豊中市）豊中市環境の保全等の推進に関する条例
（吹田市）環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】
（枚方市）エコ工場化促進奨励金制度

省エネ診断・環境家計簿を通じ
た取組み支援、BEMS・HEMS・
見える化機器（省エネナビ・電
力表示器）、電気・ガス使用量
のお知らせ照会サービス等の普
及促進

建物か
らの排
熱を減
らすた
めの対
策

BEMS、HEMS、
電気・ガス使用
量のお知らせ照
会サービス、見
える化機器（省
エネナビ・電力
表示器）の普及
促進

建物の断熱化、
設備・機器等の
省エネ・省CO２
化及び運用改善
（ESCO事業、
CASBEE）

人工排
熱の低
減
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

BEMS、HEMS、
電気・ガス使用
量のお知らせ照
会サービス、見
える化機器（省
エネナビ・電力
表示器）の普及
促進

省エネ診断・環境家計簿を通じ
た取組み支援、BEMS・HEMS・
見える化機器（省エネナビ・電
力表示器）、電気・ガス使用量
のお知らせ照会サービス等の普
及促進

スマートメーターの普及
 0千円（0千円）

スマートメーター導入数・・・関電管内の約555万台（2015年度末時点）

○市町村における取組み
見える化機器の貸出等

水の蒸発を利用
する冷却塔等の
選択等による人
工排熱の潜熱化
の取組み促進

産学官民による大阪ヒートアイ
ランド対策技術コンソーシアム
にて、水噴霧を利用した潜熱化
技術による大気顕熱負荷の削減
と空調機器の性能改善等につい
て検討

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年１月～）
 0千円（0千円）

・人工排熱に起因する大気熱負荷を低減する技術の調査、検証方法の確立に向けた検討
・熱有効活用・人工排熱低減に関する情報収集・調査、検討及び広報

機能的な交通
ネットワークの
形成

放射、環状方向の道路、鉄道の
整備による機能的な交通ネット
ワークの形成

○機能的な交通ネットワークの形
成
○バイパス道路整備や立体交差化
事業等の交通渋滞の緩和

・大阪都市再生環状道路を構成す
る阪神高速大和川線、淀川左岸線
の建設等の推進 1,833,000千円
（2,307,000千円）
・大阪外環状線鉄道建設促進事業
の推進 1,762,277千円（2,612,629
千円）
・街路の整備 11,590,047千円
（12,037,652千円）
・道路の整備 16,097,113千円
（11,574,701千円）
・連続立体交差事業の推進
7,269,926千円（9,087,855千円）

○大阪都市再生環状道路を構成する阪神高速大和川線、淀川左岸線の建設等の推進
○大阪外環状線鉄道建設促進事業の推進
○街路の整備
・(都)三国塚口線・(都)大阪住道線・(都)大阪岸和田南海線
○道路の整備
・新名神関連事業・大阪中央環状線（鳥飼大橋）・主要地方道 岸和田港塔原線
○連続立体交差事業の推進

エコカーの普及
促進

大阪エコカー協働普及サポート
ネットにおけるエコカーの率先
導入、普及啓発

エコカーの普及促進
 0千円（0千円）

・エコカーの普及を推進する「大阪エコカー協働普及サポートネット」において、エコ
カーの導入や充電インフラの整備、啓発活動等の取組みを実施
 エコカー普及台数･･･84万台（2014年度）
 エコカーイベント出展支援実績数：９件

○市町村における取組み
21自治体において、公用車へのエコカーの導入や、民間への普及啓発、エコカー購入
に係る補助等を実施している。

自動車
からの
排熱を
減らす
ための
対策

人工排
熱の低
減

建物か
らの排
熱を減
らすた
めの対
策
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

エコドライブの府民、事業者へ
の普及啓発

自動車公害対策事業
 500千円（500千円）

大阪の関係行政機関と民間団体で構成する大阪自動車環境対策推進会議等において、エ
コカー使用及びエコドライブの推進等環境に配慮した自動車利用を推進する取組みを実
施

○市町村における取組み
27自治体において、エコドライブ講習会や警察が実施する交通安全講習会等における
エコドライブの啓発等を実施している。

駐車時におけるアイドリングの
規制や運転者等への普及啓発

アイドリングストップの推進
 0千円（0千円）

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づくアイドリングストップの指導等を実施

○市町村における取組み
17自治体においてアイドリングストップの普及啓発等を実施している。

モビリティ・マネジメント手法
を活用した公共交通機関の利用
促進

乗継ぎ時の移動の負担軽減や乗
継情報案内の充実といった公共
交通の利便性向上

バイパス道路整
備や立体交差化
事業等の交通渋
滞の緩和

バイパス道路整備や立体交差化
事業、交差点対策等による慢性
的な交通渋滞の緩和

○機能的な交通ネットワークの形
成【再掲】
○バイパス道路整備や立体交差化
事業等の交通渋滞の緩和【再掲】

・大阪都市再生環状道路を構成す
る阪神高速大和川線、淀川左岸線
の建設等の推進 1,833,000千円
（2,307,000千円）
・大阪外環状線鉄道建設促進事業
の推進 1,762,277千円（2,612,629
千円）
・街路の整備 11,590,047千円
（12,037,652千円）
・道路の整備 16,097,113千円
（11,574,701千円）
・連続立体交差事業の推進
7,269,926千円（9,087,855千円）

○大阪都市再生環状道路を構成する阪神高速大和川線、淀川左岸線の建設等の推進
○大阪外環状線鉄道建設促進事業の推進
○街路の整備
・(都)三国塚口線・(都)大阪住道線・(都)大阪岸和田南海線
○道路の整備
・新名神関連事業・大阪中央環状線（鳥飼大橋）・主要地方道 岸和田港塔原線
○連続立体交差事業の推進

利用促進キャンペーンとして、交通安全ファミリーフェスタ等のイベントに参加し、啓
発活動を適時実施している。

○市町村における取組み
11自治体において、「パークアンドライドの推進」「公共交通機関の利用を呼びかけ
るＰＲ活動の実施」「公共交通マップの作成・無償配布」等を実施し、公共交通機関の
利用を促進している。

エコドライブの
推進

公共交通機関の
利用促進自動車

からの
排熱を
減らす
ための
対策

人工排
熱の低
減

公共交通戦略の推進
 0千円（0千円）
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

おおさかスマートエネルギーセン
ターの運営【再掲】
 3,823千円（3,866千円）

・おおさか版BEMS事業者登録数：21社（2015年度末時点）
・おおさか版BEMS事業者による新規契約件数：579件（2015年度）
・省エネ診断受診件数：63件（2015年度）
・省エネセミナーの開催・講演：主催3回、講演37回（2015年度）

府内市町村における環境家計簿の
推進【再掲】
 74千円（89千円）
家庭エコ（うちエコ）診断推進基
盤整備事業【再掲】
 0千円（0千円）

環境家計簿の取組み世帯数・・・7,038世帯（2015年度）
うちエコ診断受診世帯数・・・297世帯（2015年度）

○市町村における取組み
環境家計簿の普及啓発、うちエコ診断の実施等

スマートメーターの普及
【再掲】
 0千円（0千円）

スマートメーター導入数・・・関電管内の約555万台（2015年度末時点）

○市町村における取組み
見える化機器の貸出等

行政・企業・NGO/NPO・民間団
体等が持つ環境教育プログラ
ム・教材等の情報をポータルサ
イト等において発信

小・中・高において、児童・生
徒が環境の保全に寄与する態度
を養うための環境教育の推進

身近な地域で学び、地域で取り
組むための環境学習の機会の提
供

人工排
熱の低
減

環境教育等の推進
 0千円（0千円）

・大阪府総合環境資源情報ポータル「エコあらかると」にて、環境教育情報の提供や、
環境イベント等を広報（2015年度 発信数860件）。
・大阪南港エコフェスタをはじめとする環境イベントのブース出展、環境啓発グッズの
貸出等。
・環境教育及び環境保全の促進に関する協定に基づく、環境教育イベントの実施。

○市町村における取組み
21自治体において、環境学習講座の実施や環境教育教材の提供、民間企業と連携した
エコクッキングの実施等の環境教育の推進を行っている。

エネルギーの見
える化による省
エネ意識の向上
や環境家計簿の
普及促進

省エネ
意識を
高める
ための
対策

省エネ診断・環境家計簿を通じ
た取組み支援、BEMS・HEMS・
見える化機器（省エネナビ・電
力表示器）、電気・ガス使用量
のお知らせ照会サービス等の普
及促進（再掲）

環境教育等の推
進

5



大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

「環境月間」や「ストップ地球
温暖化デー」等における地域、
事業者、行政、NPO等の協働に
よるキャンペーンやイベント等
の実施

関西広域連合と連携した関西夏
のエコスタイル、関西エコオ
フィス運動、節電キャンペーン
等の実施

おおさかスマートエネルギーセ
ンター等を通じてトップラン
ナー機器等、省エネ性能のよい
高効率機器や補助制度等に関し
て分かりやすく情報提供

おおさかスマートエネルギーセン
ターの運営【再掲】
 3,823千円（3,866千円）

おおさかスマートエネルギーセンターへの相談問合件数：645件（2015年度）

府市有建築物の整備における環
境配慮に関する指針によるヒー
トアイランド対策の推進（再
掲）

府有建築物の整備における環境配
慮指針による対策の推進【再掲】
 大阪府泉北府税事務所 10,622千
円、大阪府夕陽丘庁舎 7,497千円、
大阪府岸和田保健所 12,139千円、
大阪府中河内府民センタービル
8,303千円
（大阪府大阪自動車税事務所なに
わ分室 5,496千円、砂川厚生福祉セ
ンター（給食棟）9,317千円、大阪
府立青少年海洋センターヨットハ
ウス（ヨットハウス棟）16,167千
円）

各段階において｢府有建築物の整備における環境配慮指針｣に基づき検討
○新規施設
▸基本設計段階
・大阪府警察大阪市北区１単身寮・大阪府警察大阪市城東区２単身寮・大阪府警察第二
方面機動警ら隊庁舎・成城高等学校・吹田東高等学校
▸実施設計段階
・動物愛護管理センター（仮称）
▸施工段階
・天満警察署（屋上緑化）・貝塚高等学校（屋上緑化）・福島警察署（屋上・壁面緑
化）
・豊中警察署（屋上緑化・高反射塗装）・平野警察署（屋上緑化）

○既存施設
計画保全事業にて屋上高反射仕様の屋上防水工事
・大阪府泉北府税事務所・大阪府夕陽丘庁舎・大阪府岸和田保健所・大阪府中河内府民
センタービル

○市町村における取組み
2自治体において、高反射化に係る市有建築物の整備に係る環境配慮に関する指針を策
定している。
(大阪市)「市設建築物設計指針（環境編）」
(豊中市)「環境配慮指針」

大阪ヒートアイランド対策技術
コンソーシアムによる高日射反
射率塗装の認証制度

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
 0千円（0千円）

・2011年10月に高日射反射率塗料を認証技術に追加。
・認証製品３件（2015年度末時点）

省エネの呼びかけ、省エネ・省CO2

セミナーや環境イベント等による
省エネ意識の向上
 0千円（0千円）

建物に
熱をた
めない
ための
対策

省エネの呼びか
け、省エネ・省
CO2セミナーや

環境イベント等
による省エネ意
識の向上

建物表面（屋
上・壁面）の高
反射化による蓄
熱の低減

省エネ
意識を
高める
ための
対策

・毎月16日の「ストップ地球温暖化デー」にメールマガジンを配信し、省エネの呼び
かけや環境イベント等を広報。
・関西広域連合と連携し、関西夏のエコスタイル（5/1～10/31）、関西エコオフィス
運動（通年）、家族でお出かけ節電キャンペーン（7/1～9/30）等を実施。

○市町村における取組み
26自治体において、環境月間、家族でお出かけキャンペーン、ライトダウンキャン
ペーン、市民会議との協同による環境イベントの開催等の取組みを実施している。

建物・
地表面
の高温
化抑制

人工排
熱の低
減
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

府市有建築物の整備における環
境配慮に関する指針によるヒー
トアイランド対策の推進（再
掲）

府有建築物の整備における環境配
慮指針による対策の推進【再掲】
 大阪府泉北府税事務所 10,622千
円、大阪府夕陽丘庁舎 7,497千円、
大阪府岸和田保健所 12,139千円、
大阪府中河内府民センタービル
8,303千円
（大阪府大阪自動車税事務所なに
わ分室 5,496千円、砂川厚生福祉セ
ンター（給食棟）9,317千円、大阪
府立青少年海洋センターヨットハ
ウス（ヨットハウス棟）16,167千
円）

各段階において｢府有建築物の整備における環境配慮指針｣に基づき検討
○新規施設
▸基本設計段階
・大阪府警察大阪市北区１単身寮・大阪府警察大阪市城東区２単身寮・大阪府警察第二
方面機動警ら隊庁舎・成城高等学校・吹田東高等学校
▸実施設計段階
・動物愛護管理センター（仮称）
▸施工段階
・天満警察署（屋上緑化）・貝塚高等学校（屋上緑化）・福島警察署（屋上・壁面緑
化）・豊中警察署（屋上緑化・高反射塗装）・平野警察署（屋上緑化）

○既存施設
計画保全事業にて屋上高反射仕様の屋上防水工事
・大阪府泉北府税事務所・大阪府夕陽丘庁舎・大阪府岸和田保健所・大阪府中河内府民
センタービル

○市町村における取組み
4自治体において、屋上・壁面緑化に係る市有建築物の整備に係る環境配慮指針を設け
ている。
（大阪市）「公共建築物の屋上緑化設計指針」
（豊中市）「環境に配慮すべき項目及び環境の保全のための措置に関する指針」
（高槻市）「環境に配慮した公共建築物整備指針」
（寝屋川市）「第4期寝屋川市役所温暖化対策実行計画」

一定規模以上の建築物の新築・
増築・改築時に、緑化計画書等
の届出を義務付け、建築物の屋
上・壁面を含む敷地等における
緑化を促進

改正「自然環境保全条例」の施行
（2006年度～）
 19,092千円（16,290千円）

・府内の市町村と連携し、建築物の敷地等における緑化を促進する。
・緑化計画書届出数：505件
・届出緑化面積計：279.1 ha（2006年度からの累計）

○市町村における取組
10自治体において建築物の緑化に係る条例等を制定し、建築物の敷地等における緑化
を促進している。
(大阪市)大規模建築物の建設計画の事前協議制度、
(堺市)堺市緑の保全と創出に関する条例、
(豊中市)豊中市環境の保全等の推進に関する条例、
(池田市)池田市環境保全条例、
(吹田市)吹田市開発事業の手続等に関する条例、
(高槻市)高槻市民間施設緑化指針、
(守口市)みどりの環境をつくる条例、植栽指導基準、
(八尾市)八尾市緑化条例、
(箕面市)箕面市まちづくり推進条例、
(門真市)門真市緑化に関する指導要綱

建物表面（屋
上・壁面）の緑
化による蓄熱の
低減

建物に
熱をた
めない
ための
対策

建物・
地表面
の高温
化抑制
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

総合設計制度における屋上緑化
等による容積割り増しの実施

建物表面（屋上・壁面）の緑化に
よる蓄熱の低減
 0千円（0千円）

建築基準法第59条の２の規定に基づく許可件数：０件

○市町村における取組
複数の自治体において、総合設計制度の許可要領等において緑化等の条件を義務付ける
とともに、まちづくりガイドライン等に基づくグリーンカーテンの普及促進等に努めて
いる。

大阪ヒートアイランド対策技術
コンソーシアムによる緑化技術
の普及啓発

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
 0千円（0千円）

・緑化、水活用（噴霧・散水）等技術手法の検討

太陽光パネルに
よる建物表面
（屋上・壁面）
の蓄熱の低減

府市有建築物の屋根を民間事業
者に貸し出して、民間資金によ
り太陽光パネルを設置すること
により、再生可能エネルギーの
導入を促進し、日射遮蔽による
屋根面の高温化抑制を促進

府有建築物の屋根貸しによる太陽
光パネル設置促進事業
 255千円（502千円）

・貝塚高等学校、豊中上津島住宅、摂津支援学校、西浦支援学校、枚方支援学校･むら
の高等支援学校の５施設で発電開始
・高槻水みらいセンター、鴻池水みらいセンター、なわて水みらいセンター、富田林支
援学校の４施設で事業者選定

○市町村における取組
25自治体において、市町村有建築物への太陽光パネルの設置や、民間への太陽光設備
の導入補助制度等を設けている。

省エネ法等に基づく施策を活用
して、建築物の断熱化等の省エ
ネ性能の向上（再掲）

「大阪府温暖化の防止等に関する
条例」の施行（2006年度～）
【再掲】
 1,247千円（1,316千円）

・建築物の環境配慮制度の推進のための啓発や普及促進の引き続きの実施
・顕彰制度「おおさか環境にやさしい建築賞（旧：大阪サステナブル建築賞）」の第9
回の実施
・建築物環境計画書の届出件数 129件（大阪府受付分）、29件（堺市受付分）
・省エネ基準適合義務対象 10件（大阪府受付分。省エネ適合：100%）

地域材を活用した外装の木質化
等の取組を促進

外断熱、建物等の外装の木質化に
よる蓄熱の削減
 10,000千円（7,500千円）

・屋外競技施設の観客席木質化１件について、森林整備加速化・林業再生事業により補
助を実施

○市町村における取組
大阪市において、大阪市公共建築物等における木材利用基本方針を策定

大阪ヒートアイランド対策技術
コンソーシアムによる外断熱の
普及啓発

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
 0千円（0千円）

・2015年12月に外断熱仕様（屋根面、外壁面）を認証技術に追加。
・上記に併せて報道提供するとともに、不動産協会、大阪府建築士協会等13団体、6社
にチラシ、メール等で周知。

建築物の環境配
慮制度による対
策の促進

建築物環境計画書の届出の際に
大気熱負荷計算モデルが活用さ
れるよう働きかけを行い、大気
熱負荷計算書を提出した建築主
に対して対策に関する助言・誘
導

対策効果シミュレーション事業
 0千円（0千円）

・住宅まちづくり部と連携し、建築物環境計画書に「ヒートアイランド対策についての
定量的な効果を算出する熱負荷計算書」の添付を促すため、2015年度第３回大阪府内
建築行政連絡協議会設備部会で周知。

建物表面（屋
上・壁面）の緑
化による蓄熱の
低減

建物・
地表面
の高温
化抑制

建物に
熱をた
めない
ための
対策

外断熱、建物等
の外装の木質化
による蓄熱の削
減
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

市街化区域の歩道部において、
主に補修や復旧の際に透水性・
保水性舗装を整備

透水性舗装の整備（2002年度～）
※予算は各土木事務所所管

引き続き歩道部の透水性舗装の整備を図る。（2015年度の施工実績：25,262㎡）

○市町村における取組
24自治体の市町村道、市町村有建築物及び公園等において、透水性・保水性舗装を実
施している。（2015年度の施工実績：透水性舗装92,192㎡、保水性舗装9,788㎡）

大阪ヒートアイランド対策技術
コンソーシアムによる保水性舗
装の普及啓発

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
 0千円（0千円）

・2015年12月に保水性舗装ブロックを認証技術に追加。
・上記に併せて報道提供するとともに、不動産協会、大阪府建築士協会等13団体、6社
にチラシ、メール等で周知。

駐車場舗装面の
高反射化・緑化

大阪ヒートアイランド対策技術
コンソーシアムによる高日射反
射率塗装及び緑化の普及啓発

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
 0千円（0千円）

・夏の暑さ対策展2015等で周知。

都市形
態の改
善

緑を増
やすた
めの対
策

建築物の敷地・
屋上・壁面等の
緑化の促進

一定規模以上の建築物の新築・
増築・改築時に、緑化計画書等
の届出を義務付け、建築物の敷
地等における緑化を促進（再
掲）

改正「自然環境保全条例」の施行
（2006年度～）【再掲】
 19,092千円（16, 290千円）

・府内の市町村と連携し、建築物の敷地等における緑化を促進する。
・緑化計画書届出数：505件
・届出緑化面積計：279.1 ha（2006年度からの累計）

○市町村における取組
10自治体において建築物の緑化に係る条例等を制定し、建築物の敷地等における緑化
を促進している。
(大阪市)大規模建築物の建設計画の事前協議制度、
(堺市)堺市緑の保全と創出に関する条例、
(豊中市)豊中市環境の保全等の推進に関する条例、
(池田市)池田市環境保全条例、
(吹田市)吹田市開発事業の手続等に関する条例、
(高槻市)高槻市民間施設緑化指針、
(守口市)みどりの環境をつくる条例、植栽指導基準、
(八尾市)八尾市緑化条例、
(箕面市)箕面市まちづくり推進条例、
(門真市)門真市緑化に関する指導要綱

建物・
地表面
の高温
化抑制

道路や
駐車場
などの
高温化
を防ぐ
ための
対策

道路や駐車場へ
の透水性・保水
性舗装の施工

9



大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

建築物の敷地・
屋上・壁面等の
緑化の促進

府市有建築物の整備における環
境配慮に関する指針によるヒー
トアイランド対策の推進（再
掲）

府有建築物の整備における環境配
慮指針による対策の推進【再掲】
 大阪府泉北府税事務所 10,622千
円、大阪府夕陽丘庁舎 7,497千円、
大阪府岸和田保健所 12,139千円、
大阪府中河内府民センタービル
8,303千円
（大阪府大阪自動車税事務所なに
わ分室 5,496千円、砂川厚生福祉セ
ンター（給食棟）9,317千円、大阪
府立青少年海洋センターヨットハ
ウス（ヨットハウス棟）16,167千
円）

各段階において｢府有建築物の整備における環境配慮指針｣に基づき検討
○新規施設
▸基本設計段階
・大阪府警察大阪市北区１単身寮・大阪府警察大阪市城東区２単身寮・大阪府警察第二
方面機動警ら隊庁舎・成城高等学校・吹田東高等学校
▸実施設計段階
・動物愛護管理センター（仮称）
▸施工段階
・天満警察署（屋上緑化）・貝塚高等学校（屋上緑化）・福島警察署（屋上・壁面緑
化）・豊中警察署（屋上緑化・高反射塗装）・平野警察署（屋上緑化）
○既存施設
計画保全事業にて屋上高反射仕様の屋上防水工事
・大阪府泉北府税事務所・大阪府夕陽丘庁舎・大阪府岸和田保健所・大阪府中河内府民
センタービル

○市町村における取組
4自治体において建築物緑化に係る市有建築物の整備に係る環境配慮指針を設けてい
る。
（大阪市）「公共建築物の屋上緑化設計指針」
（豊中市）「環境に配慮すべき項目及び環境の保全のための措置に関する指針」
（高槻市）「環境に配慮した公共建築物整備指針」
（寝屋川市）「第4期寝屋川市役所温暖化対策実行計画」

地域住民やNPO等の様々な主体
が協働で実施する緑化活動の促
進

みどりづくり推進事業（みどりづ
くり活動助成）（2005年度～）
 812千円（5,252千円）

・地域住民やNPO等の様々な主体が協働で実施する緑化活動に対して助成。

○市町村における取組
14自治体において地域住民との協同による花壇の整備等の活動を実施している。

道路を軸としたみどりの風を感
じるネットワークの形成に向け
て街路樹の維持・管理を実施

府道緑化事業費（整備費）
 864,740千円（846,199千円）

・府道緑化路線164路線、616,209ｍ
 管理本数 1,689,636本

道路や河川を中心に、一定幅
（道路や河川の両側概ね100
メートル）の沿線民有地を含む
区域（12路線約200km）を
2011年５月に「みどりの風促
進区域」に指定し、府民が実感
できるみどりづくりを官民一体
となって推進

みどりの風促進区域における緑化
推進(2011年度～）
 5,550千円（12,371千円）

・「グリーンストリート支援事業」による民有地緑化支援等、促進区域の緑化を推進
 公共緑化   植栽樹木121本
 民有地緑化 植栽樹木29本、プランター緑化290鉢

○市町村における取組
7自治体において生垣緑化に対する助成や公共空間の緑化に対する補助・花苗の提供等
を実施している。

大阪市域において、一定規模以
上の建築物の建設の際に、接道
部への効果的な緑化の配置に努
めるよう指導

ー
○市町村における取組
大阪市において一定規模以上の建築物の建設の際に接道部への緑化の配置を指導してい
る。

公共空間・道路
沿線民有地（セ
ミパブリック空
間）での緑化の
促進

緑を増
やすた
めの対
策

都市形
態の改
善

街路樹などの緑
の充実、未利用
地の緑化
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

都市公園や大規
模緑地の整備、
適切な維持管理

都市の緑の拠点となり、クール
アイランドの拠点となる公園の
整備

府営公園の整備
（2011年度～2020年度（都市基盤
整備中期計画））
 4,543,584千円（6,172,254千円）

・公園拡大に向けた、既事業認可取得区域及び防災公園の施設の整備
・防災公園、バリアフリー化等の機能拡大に向けた施設改修･再整備
・老朽化の著しい有料施設等の機能保持に向けた施設改修･再整備
・2015年度末における府営公園開設面積985ha

○市町村における取組
15自治体において2015年度に新たに開設した都市公園・大規模緑地：73箇所
・新たに開設した公園緑地面積：174,624㎡

校園庭の芝生化

市街地緑化を進めるために、地
域と学校や幼稚園等が一体と
なって行う校園庭の芝生化を支
援

公立小学校の芝生化推進事業
（2009年度～）
 2,086千円（8,133千円）

・芝生化校の自立的な芝生維持への支援業務を実施。

○市町村における取組
8自治体において校園庭の芝生化支援を実施。
芝生化実施校（園）：124校
芝生化面積：127,555㎡

下水処理水や雨
水を利用した修
景の推進

下水処理場の屋上緑化や場内へ
の植栽を図り、木陰を提供する
とともに、下水処理水を利用し
たせせらぎなども配置し、クー
ルスポットの提供を推進

下水処理場の屋上及び場内緑化の
推進（2003年度～）
 356,190千円（51,884千円）

水みらいセンター：１か所
・高槻ＭＣ（０㎡）機能保持による整備

○市町村における取組
6自治体において、下水処理水を利用した修景施設・親水施設への下水処理水の利用
や、高度処理水の無料提供（街路樹や道路散水に利用）を実施している。

ため池・農地・
里山の保全

都市部において貴重な冷却効果
を有する農地やため池、農業用
水路の良好な環境の保全

「大阪府都市農業の推進及び農
空間の保全と活用に関する条
例」に基づく農空間保全地域制
度の取組（2008年度～）
 0千円（0千円）

 都市部における農地、水路、ため池などの農空間は新鮮で安全な農産物の提供だけで
なく、ヒートアイランド現象の緩和や良好な環境の形成、都市における防災などの多様
な公益的機能を有していることから、これらの保全を図る。

○市町村における取組
14自治体において、里山で活動するボランティアを育成する講座の開催や活動補助、
市民との協同による緑地保全活動の実施、遊休農地解消の取組、農道整備及び農道・水
路等の維持管理等を実施している。

大阪みどりのクールスポット
 0千円（0千円）

引き続き、みどりのクールスポットマップをホームページで公開。

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
 0千円（0千円）

・2012年度に選定した119か所のクールスポットを引き続きホームページで公開。
・新たに「涼しい道（クールロード）」を121か所選定し、ホームページで公開。
・大阪市実施のECO縁日2015にて周知。

公園や公開空地
等のクールス
ポットのネット
ワーク化

連続した緑陰形成を推進し、公
園や公開空地等のクールスポッ
トをネットワーク化

水とみ
どりの
空間を
増やす
ための
対策

都市形
態の改
善
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

クールスポットマップの普及啓発
 0千円（0千円）

引き続き、みどりのクールスポットマップをホームページで公開。

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
【再掲】
 0千円（0千円）

・2012年度に選定した119か所のクールスポットを引き続きホームページで公開。
・新たに「涼しい道（クールロード）」を121か所選定し、ホームページで公開。
・大阪市実施のECO縁日2015にて周知。

みどりの風促進
区域における緑
化の推進

公共空間・道路沿線民有地（セ
ミパブリック空間）での緑化の
促進（再掲）

みどりの風促進区域における緑化
推進（2011年度～）【再掲】
 5,550千円（12,371千円）

・「グリーンストリート支援事業」による民有地緑化支援等、促進区域の緑化を推進
 公共緑化   植栽樹木121本
 民有地緑化 植栽樹木29本、プランター緑化290鉢

熱の滞留による
気温上昇を防ぐ
ために風通しに
配慮した取組を
推進

「風の道」ビジョン〔基本方
針〕に基づき、風に配慮したま
ちづくりを継続的に推進

－
○市町村における取組
大阪市において、風の道ビジョンに基づく取組の推進

「グランドデザ
イン・大阪」に
おいて示されて
いるみどりや親
水空間の創造

大都市・大阪の大きな方向性を
示した「グランドデザイン・大
阪」において示されているみど
りや親水空間の創造に向けた取
組の推進

「グランドデザイン・大阪」
（2012年度～）
 0千円（0千円）

・「まちづくりの方針」に基づき、民間事業者の「２次公募」において、より優秀な提
案を得るため、大阪市等と連携して公募要項の作成を進める。
・大阪市5月議会において、うめきた2期の中央部に4.4haの都市公園を区域決定。
・大阪府5月議会において、大阪市の公園整備に対して府が補助する債務負担行為を設
定（7,771,042千円）。

公園や公開空地
等のクールス
ポットのネット
ワーク化

クールスポットマップの普及啓
発

水とみ
どりの
空間を
増やす
ための
対策

都市形
態の改
善

都市形
態の改
善
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（２）屋外空間における夏の昼間の暑熱環境を改善する取組み

大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

国と連携した緑
化手法の検討

緑陰形成や壁面緑化、植え込み
設置といった緑化の適応策の効
果を検証し、効果的な緑化手法
を検討するとともに、緑化の効
果を定量的に示すため、府民や
行政関係者にもわかりやすい指
標について検討

国と連携した緑化手法の検討
 0千円（0千円）

・2014年度エネルギー需給の変化に応じた都市の対策手法検討事業（環境省委託業
務）で、ヒートアイランド現象の適応策としての緑化の評価・検証を実施。
・同事業に係る概要・結果を大阪府ホームページで公開。

効果的な緑化手
法の普及

樹木の生長を考慮した植栽間隔
や位置の検討、歩行者空間に接
する公開空地の樹木等による緑
化についてのガイドラインを作
成するなど、適応策として効果
のある緑化手法について公共や
民間事業者へ普及

効果的な緑化手法の普及
 0千円（0千円）

民間事業者に緑陰創出を促す補助事業の創設を検討。

○市町村における取組み
堺市において、「堺市緑の保全と創出に関する条例」で定める建築行為等に係る緑化義
務について、樹木の生長等を考慮し植栽間隔等について規則で定めている。

国の適応策モデ
ル事業を活用し
た対策の普及

高槻市の商店街におけるミスト
噴霧装置設置や、枚方市の街並
みにあわせた打ち水などについ
て、国の効果検証を踏まえ、今
後の普及について検討

国の適応策モデル事業を活用した
対策の普及
 0千円（0千円）

・2015年度余剰地下水等を利用した低炭素型都市創出のための調査・検証事業（環境
省直轄事業）（2015年～2016年）において、大阪市、堺市と連携し、都市の余剰地下
水等（地下水、雨水等）を利用した暑熱環境の緩和をはかる。（大阪市ではOBP、堺市
では阪堺電車の綾ノ町駅を検証場所に選定。）

○市町村における取組み（上記以外）
(高槻市)ミスト噴霧装置に続き商店街に冷却ルーバーを設置。
(枚方市)ヒートアイランド適応策モデル事業として岡本町地区にて打ち水やミストファ
ン、緑のカーテンなどを実施。

他の自治体等が
実施している適
応策に関する情
報収集及び普及

ミスト噴霧装置設置や打ち水以
外の対策について、他自治体の
情報を収集し、今後の普及につ
いて検討

他の自治体等が実施している適応
策に関する情報収集及び普及
 0千円（0千円）

・上記事業に係り環境省、大阪市、堺市と協議を行い、他都市における事例等の情報収
集を実施。また、大阪市及び堺市の検証場所における現況及び試運転状況の調査を実
施。

○市町村における取組み（上記以外）
(堺市)環境省「低炭素塾」等への参加
(高槻市、枚方市)国の適応策モデル事業をはじめとした暑熱対策の情報交換会に参加
(摂津市)市環境分野の条例への適応文言の追加を検討

クール
スポッ
トの創
出等

対策効果の高い
場所でのクール
スポットの創出

人通りの多い交差点や駅前等で
スポット的に効果があり、ＰＲ
効果の高い場所においてクール
スポットを創出

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
【再掲】
 0千円（0千円）

・2012年度に選定した119か所のクールスポットを引き続きホームページで公開。
・新たに「涼しい道（クールロード）」を121か所選定し、ホームページで公開。

○市町村における取組み
3自治体においてより効果の高いクールスポットの創出等を実施
(大阪市)クールゾーン施策マップの公開
(堺市)庁舎、図書館等の8箇所においてクールスポットを整備
(忠岡町)役場周回緑地帯を整備

適応策
の推進

適応策
として
効果の
ある緑
化手法
の検討
及び普
及

適応策
の普及
検討
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大分類 中分類
計画で掲げた
取組み

計画に記載の内容
関連施策・事業名と

府決算額2015年度（2014年度）
2015年度の現状

クールゾーンでの各種施策の先
行実施によるクールスポットの
創出

ー

○市町村における取組み
大阪市において、「風の道」ビジョン〔基本方針〕で設定した６地区のクールゾーン毎
に、具体的な取組み事例の「見える化」を図るため、クールゾーン施策マップを作製し
てホームページで公表

下水高度処理水の提供や道具の
貸出などによる打ち水の普及促
進

下水処理水の再利用
 0千円（0千円）

引き続き、修景用水への下水処理水の再利用を実施するとともに、打ち水イベントへ下
水処理水を提供し、その再利用の普及促進を進める。

○市町村における取組み
16自治体において打ち水イベントの開催、下水処理水の提供、バケツや柄杓の貸出し
等が行われた。（開催回数58回）

対策効果の高い
場所でのクール
スポットの創出

緑のカーテン・カーペットづく
りの推進、ガイドブックや講習
会による普及促進

ー
○市町村における取組み
20自治体において緑のカーテン・カーペットのガイドブック作成や小学校等の公共施
設における緑のカーテン・カーペットづくりの実施

連続した緑陰形成を推進し、公
園や公開空地等のクールスポッ
トをネットワーク化

大阪みどりのクールスポット
【再掲】
 0千円（0千円）

引き続き、みどりのクールスポットマップをホームページで公開。

みどりの風促進区域などにおい
て、適応策の考え方を導入

みどりの風促進区域における化推
進(2011年度～）【再掲】
 5,550千円（12,371千円）

・「グリーンストリート支援事業」による民有地緑化支援等、促進区域の緑化を推進
 公共緑化   植栽樹木121本
 民有地緑化 植栽樹木29本、プランター緑化290鉢

○市町村における取組み
大阪狭山市において、大阪狭山市緑化推進及び樹木の保存に関する要綱を運用

大阪ヒートアイランド対策技術コ
ンソーシアム（2006年1月～）
【再掲】
 0千円（0千円）

・引き続き、119か所のクールスポットをホームページで公開。
・新たに「涼しい道（クールロード）100選」を121か所選定し、ホームページで公
開。

大阪みどりのクールスポット
【再掲】
 0千円（0千円）

引き続き、みどりのクールスポットマップをホームページで公開。

○市町村における取組み
5自治体において自治体HP、広報やノボリ等によってクールゾーン施策マップや避暑空
間の周知・啓発を行っている。

熱中症リスクを低減するための
方法をホームページ等にて情報
発信

ー
○市町村における取組み
14自治体においてHPや広報、出前講座により熱中症に対する注意喚起等を実施

クールスポットマップ等の作成
により身近にあるクールスポッ
トの活用を促進

対策効果の高い
場所でのクール
スポットの創出

クール
スポッ
トの創
出等

適応策
の推進

クール
スポッ
トの創
出等 公園や公開空地

等のクールス
ポットのネット
ワーク化

クール
スポッ
トの周
知・活
用

マップやホーム
ページ等を活用
した身近なクー
ルスポットの周
知と活用
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