
 

資料２－１ ヒートアイランド対策にかかる主な施策（平成26年度） 
 

施策名 取組概要 実績 担当局 

民間建築物の緑化の

推進 

「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」によ

り、民間建築物の敷地・壁面・屋上緑化の推進を図

っている。 

また、大規模建築物の事前協議の機会に、敷

地・壁面・屋上緑化の設置を誘導している。 

計画件数 

444件 

計画面積 

136,298.8㎡ 

都市計画局(旧計画

調整局) 

建設局 

 

公共建築物の屋上緑化

の推進 

「公共建築物の屋上緑化設計指針」を活用し、公共

建築物における屋上緑化を推進している。 
計画件数 0件 

実施件数 0件 

都市整備局 

屋上緑化等容積ボー

ナス制度の運用 

総合設計制度を適用した建築物で、屋上又は壁面に

緑化を行う場合は、緑化部分の面積に応じて、容積

率を割り増しする屋上緑化等容積ボーナス制度を施

行している。 

適用件数 2件 

適用面積 

251.17㎡ 

都市計画局(旧計画

調整局) 

快適で環境にやさしい

建築物の誘導 

平成24年4月に条例を施行し制度拡充したCASBEE＊

大阪みらい（大阪市建築物総合環境評価制度）に

より、快適で環境にやさしい建築物の誘導を図って

いる。 

届出件数 251件 

公表件数 251件 

保水性舗装の促進 地域の生活に密着した歩道に保水性舗装を実施

している。 

整備延長 

約2ｋｍ 

建設局 

学校運動場の芝生化 運動場の芝生の維持管理に係る経費について補助を

実施した。 

実施校  34校 教育委員会 

事務局 

市設建築物の省エネ

ルギー化 

「既存市設建築物省エネルギー化基本方針」に基づ

き、ＥＳＣＯ事業＊等による省エネルギー化を推進

している。 

事業者公募１施設 

事業実施中 

11施設 

都市整備局 

各施設所管局 

「大阪ヒートアイラ

ンド対策技術コンソ

ー シ ア ム （ 大 阪

HITEC）」への参画 

ヒートアイランド対策技術について、各主体間の情

報交換や対策技術の開発・普及や効果的・効率的な

対策推進等に関し、本市も含め、産・官・学・民が

連携・協力を行っている。 

 環境局 

「風の道」事業の実

施 

大阪湾から吹く冷涼な海風を涼しいまま都心部へ誘

導するため、長堀通において、気温や路面温度の測

定調査を実施している。 

気温観測 

    1地点 

路面温度観測 

    1地点 

環境局 

建設局 

公共施設での緑のカ

ーテン・カーペット

づくり 

区役所、小中学校などの身近な公共施設において、

つる性植物による緑のカーテン・カーペットづくり

を実施し、市民・事業者の建物緑化に対する取組み

意識の向上を図っている。 

実施施設数 

396施設 

環境局 

建設局 

教育委員会 

事務局 

各区役所 

打ち水実施支援事業 「大阪打ち水大作戦」打ち初めイベントを開催

し、打ち水を広くアピールした。また、区民ま

つり等での打ち水を呼びかけ、下水の高度処理

水を運搬・給水すること等により、その実施を

支援した。 

市民協働での 

実施箇所数 

31箇所 

環境局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料２－２ 大阪打ち水大作戦2014実施内容（市民等との協働による打ち水） 

 
 

タイトル 実施日時・期間 実施場所 主な参加者 

1 
東淡路・柴島打ち水大作

戦 

7月15日(火) 柴島中学校 東淡路・柴島地域活動協議会 

2 
プラザ梅新打ち水大作戦 7月16日(水) プラザ梅新ビル周辺 リゾートトラスト㈱ 

㈱大阪農林会館 

3 夢ちゃん打ち水大作戦 7月17日(木) 淀川区役所周辺 淀川区民及び区役所職員有志 

4 
芝田涼風計画 7月19日(土) 芝田商店街 

NU茶屋町 

芝田商店会 

5 

梅田ゆかた祭2014 7月19日(土) NU Chayamachi会場 梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

6 

梅田ゆかた祭2014 7月19日(土) グランフロント大阪

会場 

梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

7 

梅田ゆかた祭2014 7月19日(土) 大阪ステーションシ

ティ会場 

梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

8 

梅田ゆかた祭2014 7月19日(土) ディアモール会場

（梅田DTタワー） 

梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 



 

 
タイトル 実施日時・期間 実施場所 主な参加者 

9 

梅田ゆかた祭2014 7月20日(日) NU Chayamachi会場 梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

10 

梅田ゆかた祭2014 7月20日(日) グランフロント大阪

会場 

梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

11 

梅田ゆかた祭2014 7月20日(日) 大阪ステーションシ

ティ会場 

梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

12 

梅田ゆかた祭2014 7月20日(日) ディアモール会場

（梅田DTタワー） 

梅田ゆかた祭2014実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践

連絡会(西日本旅客鉄道㈱、阪急電

鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、 

一般財団法人グランフロント大阪

TMO）、大阪市、㈱カクタス 

13 

西梅田打ち水プロジェク

ト 

7月24日（木） ブリーゼタワー北

側、ハービスOSAKA周

辺 

西梅田打ち水プロジェクト委員会

（ブリーゼタワー、ハービス

PLAZA/PLAZA ENT、大阪市北区曽

根崎連合） 

14 

西梅田打ち水プロジェク

ト 

7月25日（金） ブリーゼタワー北

側、ハービスOSAKA周

辺 

西梅田打ち水プロジェクト委員会

（ブリーゼタワー、ハービス

PLAZA/PLAZA ENT、大阪市北区曽

根崎連合） 



 

 
タイトル 実施日時・期間 実施場所 主な参加者 

15 

なんばエコプロジェクト

2014 打ち水セレモニー 

7月25日(金) 南海難波駅北側広場 南海電気鉄道(株)、戎橋筋商店街

振興組合、大阪市（中央区、浪速

区）、学校法人エール学園、近畿

日本鉄道、クボタ、スイスホテル

南海大阪、千日前道具屋筋商店街

振興組合、髙島屋大阪店、浪速区

商店会連盟、南海国際旅行、南海

商事、なんさん通り商店会、南地

中筋商店街振興組合、なんばC I T 

Y 会、なんば南海通商店会、なん

ばパークス専門店会、なんばマル

イ、日本橋筋商店街振興組合、ヤ

マダ電機LABI１なんば 

16 
西淀川区役所周辺打ち水

大作戦 

7月31日(木) 西淀川区役所周辺 西淀川区地域女性団体協議会・西

淀川区役所 

17 

庁舎周辺美化運動「東淀

川区打ち水行動」 

7月31日(木) 東淀川区役所周辺地

域 

東淀川区役所クリーンアップこぶ

し通りの会（区課長会） 

東淀川区役所元気アップサポータ

ー（職員有志） 

18 
福島区打ち水大作戦2014  8月1日(金) 野田阪神駅前ほか福

島区内 

福島区未来わがまち会議 

 

    



 

 
タイトル 実施日時・期間 実施場所 主な参加者 

19 

第2回中之島ウエスト打ち

水プロジェクト 

8月1日(金) ほたるまち会場 中之島ウエスト・エリアプロモー

ション連絡会 朝日放送株式会

社、オリックス株式会社、京阪電

気鉄道株式会社、株式会社ビープ

ラネッツ、株式会社ロイヤルホテ

ル、朝日建物管理株式会社、株式

会社朝日ビルディング、株式会社

エービーシー興産、株式会社竹中

工務店(中之島まちみらい協議会 

事務局）、関西電力株式会社(中之

島まちみらい協議会 事務局）、

関電ビルマネジメント株式会社 

中之島営業所、三宮ビルメンテナ

ンス株式会社、セントラル警備保

障株式会社、東宝ビル管理株式会

社、阪急阪神ビルマネジメント株

式会社、阪神通信工業株式会社、

大阪シティクルーズ推進協議会、

中之島ひばり幼稚園、阪南大学、

ほたるまち賑わい創出実行委員

会、ほたるまち協議会、福島連合

町会、中之島連合町会、大阪府 

20 

第2回中之島ウエスト打ち

水プロジェクト 

8月1日(金) 中之島ダイビル・中

之島三井ビルディン

グ会場 

中之島ウエスト・エリアプロモー

ション連絡会 ダイビル株式会

社、三井不動産株式会社、旭化成

株式会社、イソライト工業株式会

社、株式会社大林組、関電不動産

株式会社 中之島営業所、株式会

社ケイ・オプティコム、サノヤス

ホールディングス株式会社、株式

会社サトウ花店、JNC株式会社、ダ

イビル・ファシリティ・マネジメ

ント株式会社、日新電機株式会

社、株式会社日立システムズ、三

井不動産ビルマネジメント株式会

社、株式会社三井不動産ホテルマ

ネジメント 



 

 
タイトル 実施日時・期間 実施場所 主な参加者 

21 

第2回中之島ウエスト打ち

水プロジェクト 

8月1日(金) 中之島フェスティバ

ルタワー会場 

中之島ウエスト・エリアプロモー

ション連絡会 株式会社朝日新聞

社、株式会社朝日ビルディング、

朝日建物管理株式会社、株式会社

140B、株式会社カネカ、株式会社

関電工、株式会社コム計画室、ダ

イキン情報システム株式会社、凸

版印刷株式会社、株式会社日刊ス

ポーツ新聞西日本、株式会社日立

製作所、藤井、通信工業株式会

社、株式会社三菱東京UFJ、キッズ 

スクウェア、キッチンジロー、台

湾小皿酒家五福、バール・ジェラ

テリア ラッフィナート、梅蘭、ぷ

らす餡、PRONTO IL BAR 

22 

第2回中之島ウエスト打ち

水プロジェクト 

8月1日(金) 淀屋橋odona会場 中之島ウエスト・エリアプロモー

ション連絡会 三井不動産株式会

社、三井不動産ビルマネジメント

株式会社 

23 
『このはな冷やそう！』

打ち水行動 

8月7日（水） 梅香東公園 此花区まちづくり会議 

24 すみよし打ち水大作戦 8月13日(水) 住吉区役所周辺 住吉区役所 

25 
中央区打ち水大作戦2014 ８月19日(火) 中央区役所正面玄関

前及び周辺 

中央区地域女性団体協議会 

26 
『このはな冷やそう！』

打ち水行動 

８月20日(水) 此花区役所前 此花区まちづくり会議 

27 

ヒートアイランド～まち

を冷やそう！打ち水大作

戦～ 

8月25日(木) 旭通り商店街周辺 旭通り商店街・大阪市環境局 

28 

ヒートアイランド～まち

を冷やそう！打ち水大作

戦～ 

8月26日(金) 赤川商店会・赤三商

栄会・城北商店街 

赤川商店会・赤三商栄会・城北商

店街・大阪市環境局 

29 
JOTOワンボトル打ち水大

作戦 

８月30日(土) 蒲生公園 城東区ゆめ～まち～未来会議 

30 
福島区打ち水大作戦2014 9月13日(土) 野田阪神駅前ほか福

島区内 

福島区未来わがまち会議 



 

 
タイトル 実施日時・期間 実施場所 主な参加者 

31 
天王寺区民まつり みん

な一緒に打ち水 

9月14日（日） 天王寺区 

五条公園グラウンド 

区民まつり実行委員会 

 


