
①広域避難場所
・大阪城公園
・難波宮跡公園

②一時避難場所・災害避難場所
大手前高等学校、東中学校、越中公園、
玉造小学校、城南公園、森之宮公園、
北中道公園、北中道小学校、北中道幼
稚園、森之宮小学校

③緊急避難路（広域 重点14路線）
・臨海道路、172号、府道築港深江線、
国道308号

（参考）大阪城周辺地区の現況

■地域防災計画

防災関連施設
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図 防災関連施設

大阪城公園

難波宮跡公園

越中公園

玉造小学校 城南公園 森之宮公園 北中道小学校

国道308号

北中道公園

東中学校

大手前高等学校

北中道幼稚園

森之宮小学校



（参考）大阪城周辺地区の現況

■景観計画

図 景観計画区域（北側区域）

景観形成の目標の実現に向け、市域全域を
景観計画区域として定め、景観計画区域は、
①基本届出区域及び、②重点届出区域によ
り構成し、地域特性に応じたきめ細かな景
観形成を図ることが示されている。

大阪城周辺地域の検討範囲内では、重点
届出区域はなく、玉造筋より西側の範囲の
み都心景観形成区域（基本届出区域）に指
定されている。

（1）景観計画区域
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都心景観形成区域

一般区域



（参考）大阪城周辺地区の現況

■景観計画

図 景観配慮ゾーン

景観構造の特性のうち、地形や市街地構造の
景観特性に特に配慮した景観形成を図るべき
ゾーンを「景観配慮ゾーン」と位置付け、対
象となる範囲、景観形成の方針及び基準を定
め、基本届出区域及び重点届出区域での景観
形成の方針や基準に加え、重層的に景観形成
を図ることが示されている。

（2）景観配慮ゾーン

①上町台地景観配慮ゾーン
上町台地においては、坂や崖など地形の変化に
富んだ景観特性が随所に見られる他、風致地区
や古墳などのみどりや、大阪城、寺町、住吉大
社などの歴史的な地区が、上町台地上に重なっ
てる。これらの特性をいかして、坂の下からの
見え方への配慮やみどり、歴史景観資源との調
和に配慮した景観形成を図る区域。
②河川景観配慮ゾーン
景観上骨格となる河川及び河川沿川のまちなみ
について、対岸、橋上及び水上からの見え方に
配慮した景観形成を図る区域。
（堂島川、土佐堀川、道頓堀川、東横堀川）
③道路景観配慮ゾーン
景観上骨格となる道路及び道路沿道のまちなみ
について、見通しのよい空間である特性をいか
し、建築物の連続性や前面道路と建築物との調
和に配慮した景観形成を図る区域。
④大阪城景観配慮ゾーン
大阪城公園周辺において、大阪のランドマーク
である大阪城天守閣を魅力的に望める場所を主
要な視点場として設定し、大阪城天守閣を中心
とした抽象的な眺めを創出できるよう景観形成
を図る区域。 10

（凡例）



大阪府では、海と山をつなぐみどりの太い軸
線の形成を通じ、府民が実感できるみどりを創
出するとともに、ヒートアイランド現象の緩和
や、官民一体となったオール大阪でのみどりづ
くりを促進し、「みどりの風を感じる大都市・
大阪」を実現するため、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を指定している。

（参考）大阪城周辺地区の現況

■みどりの風促進区域

図 みどりの風促進区域 対象範囲

〇民間企業の協力を得た沿線民有地の緑化
～みどりの風の道形成（グリーンストリート
支援）事業～
みどりの風促進区域内で地域の方々が共同で
緑化活動を行う場合、緑化に係る資材等につ
いて大阪府が支給する。

概要

取り組み内容
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中央大通・国道308号
及びその沿線

安治川-堂島川-花博通・第
2京阪道路及びその沿線



（参考）大阪城周辺地区の現況

■都市公園の整備状況

図 都市公園の位置図
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①大阪城公園

③銅座公園

④難波宮跡公園

⑤広小路公園

⑥越中公園

⑧森之宮公園

⑨城南公園

公園種別 公園種別 開設面積
都市計画決定
公園面積

公園種別 公園種別 開設面積
都市計画決定
公園面積

① 大阪城公園 歴史公園 1,055,643m2 106.9ha ⑥ 越中公園 街区公園 6,765m2 0.66ha

② 谷四錦郷公園 街区公園 4,268m2 0.40ha ⑦ 寺山公園 街区公園 2,019m2 0.19ha

③ 銅座公園 街区公園 5,117m2 0.52ha ⑧ 森之宮公園 街区公園 2,378m2 0.24ha

④ 難波宮跡公園 歴史公園 11,017m2 11.2ha ⑨ 城南公園 街区公園 5,547m2 0.54ha

⑤ 広小路公園 街区公園 4,304m2 0.43ha ⑩ 北中道公園 街区公園 1,135m2 0.11ha
公園種別 公園種別 開設面積

都市計画決定
公園面積

公園種別 公園種別 開設面積
都市計画決定
公園面積

① 大阪城公園 歴史公園 1,055,643m2 106.9ha ⑥ 越中公園 街区公園 6,765m2 0.66ha

② 谷四錦郷公園 街区公園 4,268m2 0.40ha ⑦ 寺山公園 街区公園 2,019m2 0.19ha

③ 銅座公園 街区公園 5,117m2 0.52ha ⑧ 森之宮公園 街区公園 2,378m2 0.24ha

④ 難波宮跡公園 歴史公園 11,017m2 11.2ha ⑨ 城南公園 街区公園 5,547m2 0.54ha

⑤ 広小路公園 街区公園 4,304m2 0.43ha ⑩ 北中道公園 街区公園 1,135m2 0.11ha

②谷四錦郷公園

⑦寺山公園

⑩北中道公園



（参考）大阪城周辺地区の現況

■街路樹の整備状況

図 街路樹の状況

高木

低木・地被類
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記号 名称 記号 名称

アベ アベリア ヒラ ヒラドツツ

ウバ ウバメガシ ボウ ボックスウッド

エド アベリアエドワードゴーチャー マシャ マルバシャリンバイ

サザ サザンカ

シャ シャリンバイ

ハマ ハマヒサカキ

記号 名称 記号 名称

アフ アメリカフウ シラ シラカシ

イチ　 イチョウ タイ タイサンボク

クス クスノキ タフ タイワンフウ

クロ クロガネモチ トウ トウカエデ

ケヤ ケヤキ ナン ナンキンハゼ

サワ シナサワグルミ ヤマモ ヤマモモ

難波宮跡公園の西側から大手前付近の上町筋の
沿道には、タイワンフウの並木があり、難波宮公
園や大阪城公園のみどりと合わせて豊かなみどり
を享受できる街路景観となっている。
大阪城公園の南側の歩道は、街路樹（シラカシ、

イチョウ）が連続している。東側の歩道にはシラ
カシの並木が列植されており、玉造筋の中央分離
帯に植栽されているタイサンボクの並木と合わせ
て、みどり豊かな街路景観を形成している。
OBP周辺は、中央部の十字路に街路樹が植栽さ

れており、民有地のみどりと合わせて、みどりに
覆われた歩道空間となっている。



大手前周辺には屋上緑化を施した建
物が集積している。
OBP周辺では、大規模な建物が集積

しているため、屋上緑化や公開空地の
緑化空間の面積が広く、みどり豊かな
空間を形成している。
森之宮駅の南側付近には、小規模な

共同住宅や業務施設等に屋上緑化が施
された箇所が点在している。

（参考）大阪城周辺地区の現況

■屋上緑化・公開空地等の緑化状況

図 屋上緑化・公開空地緑化の状況
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晃進ビル

富士通

IMP
関西みらい銀行

ニューオータニ

建設局外構

森之宮第２団地

JR森之宮駅

プリムローズ
警察本部

大阪府庁

OMM

ドーンセンター

大手前病院合同庁舎

歯科大学附属病院


