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都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ 

ヒートアイランド対策の展開（第 1回） 
NO.5 2005.7.8 

都市は、多くの経済活動が集積している一方、エネルギー消費密度の高い都市のあり方は、

地球温暖化問題やヒートアイランド現象などに大きく影響する。 
都市の再生は、都市に抜本的・構造的な環境負荷低減対策を組み込む好機であり、昨年 12

月の都市再生本部会合で決定された都市再生プロジェクト「都市再生事業を通じた地球温暖

化対策・ヒートアイランド対策の展開」を踏まえ、全国のモデルとなる先導的な取組をはじ

めとして、「持続可能な都市」に向けた幅広い取組を強力に推進することとしている。 
本レポートでは、その具体的な取組を 3回に分けて紹介する。今回は、その第 1回として、

都市再生プロジェクトの概要と札幌・室蘭地域の取組を紹介したい。

はじめに 
都市においては、様々な機能が集積し、多

彩な経済活動が営まれているが、その中では

熱・電気等のエネルギーが高い密度で消費さ

れている。エネルギーの消費量の推移を見て

みても、例えば東京では、平成 14 年までの

10 年間でも約１割増加している（図１）。 

こうした高密度で大量にエネルギーを消

費する都市のあり方は、二酸化炭素（ＣＯ２）

排出による地球温暖化問題や、人工熱の排出、

地表面の改変等によるヒートアイランド現

象に大きな影響を及ぼし、我が国の都市を持

続可能なものとする上では、都市構造そのも

のに環境・エネルギー対策を組み込んでいく

ことが不可欠である。 
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折しも、温室効果ガスの削減義務を定めた

京都議定書の発効を迎え、我が国としても、

６％削減約束の達成に向けて、ＣＯ２排出量

の増加が著しい民生部門をはじめ、あらゆる

分野で地球温暖化対策を強化し、脱温暖化社

会づくりを図ることが求められている。 

また、人工排熱の増加、緑・水面の減少、

人工被覆の増加等により、日本全体の気温上

昇が100年で 1.0℃なのに対して大都市でも

特に東京では 3.0℃上昇するなど、大都市部

でヒートアイランド現象が顕著となってお

り、熱帯夜の日数も増加傾向にある（図２）。 
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こうした中、都市再生緊急整備地域内での

民間投資額は、現在事業に着手したもので約

３兆円に上っているが、この中で先進的なプ

ロジェクトにおいては、まちづくりの計画に

初めから取り入れる形で、エネルギーの有効

利用や空地の緑化等の環境・エネルギー対策

を図る動きが広がりを見せており、今後も含

めると約 12 兆円の民間投資が見込まれる状

況において、都市に抜本的・構造的な環境・

エネルギー対策を組み込むためには、都市再

生事業の実施が絶好の契機となると考えら

れる。 

このため、昨年 12 月の都市再生本部にお

いて、第８次都市再生プロジェクトとして

「都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ヒ

ートアイランド対策の展開」を決定し、関係

省庁の連携により、都市再生緊急整備地域な

ど大規模な土地利用の再編高度化等が行わ

れる地域を中心に、まちづくりと併せた環境

負荷低減のための取組の一体的・集中的な推

進を図るとの方針を示した（図３）。 

以下では、都市再生プロジェクトの中で取

り上げている取組例と、本プロジェクトを踏

まえた今後の施策展開について紹介したい。

図１ 東京におけるエネルギー消費量の推移 

（PJ） 

（出典）東京の環境 2005 

図２ 東京の熱帯夜の日数の推移（５年移動平均）

（出典）気象庁資料 
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重視する視点（モデル的取組を推進・支援）

○様々な場面での共同化や連携等を通じた
構造改革の推進
（街区等単位でのエネルギー施設の集約、熱
源の相互利用、共同輸送、これらの需給の
繋ぎ合わせ等）

○利活用が不十分な既存ストックや資源の
最大限活用
（新エネルギー（未利用熱源を含む）の活用、
下水再生水・地下鉄トンネル湧水の道路散
水、水面再生等への多面的活用、地場産材
の都市再生事業への積極利用等）
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価・表示する仕組を確立し、大都市部において
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都市のエネルギー消費の合理化・

排熱抑制 
都市での高密度のエネルギー利用は、Ｃ

Ｏ２・人工熱の排出を通じて、地球温暖化問

題とヒートアイランド現象の双方に大きく

かかわり、高効率のエネルギーシステムの

構築を図ることは、これらの対策として高

い効果が期待される。 

このため、床面積の変動によりエネルギ

ー消費量に影響を及ぼし得る一方、環境・

エネルギー対策を抜本的に組み込む好機で

ある都市再生事業の機会をとらえ、街区・

地域単位でエネルギーの効率的な利用を図

るシステムの導入を推進するとしている。 

このような取組の先導的な事例として、

東京丸の内・大手町地区では、再開発やビ

ル建て替えに併せて、地域冷暖房の拡大・

旧式システムの更新（下水・地下鉄湧水等

を夏季の冷却源とすることも検討）や、燃

料電池・コージェネレーションシステムの

導入が計画されている（図４）。 

大阪中之島地区においては、大規模再開

発プロジェクトが実施される中で、河川水

に熱を逃がし大気中への排熱をゼロとする

地域エネルギーシステムの構築が進められ

ている。 
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図３ 第８次都市再生プロジェクト「都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ヒート
アイランド対策の展開」（平成 16 年 12 月 10 日都市再生本部決定）の概要 

図４ 先導的事例（東京駅周辺）
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また、トラック輸送の共同化・合理化は、

車両積載効率の向上や輸送距離の短縮を通

じて、省エネルギーや大気環境改善の効果

が期待されており、このような共同輸送化

について企業の連携により拡大を図ってい

くとしている。 

例えば東京圏では、百貨店納品配送の共

同化（都内でＣＯ２排出量が年間４千トン削

減）や、建設副産物の分別・共同回収の仕

組みの構築に向けた取組が進められている。 

 

緑化等による地表面の熱環境の集

中改善 
ヒートアイランド現象の緩和方策として、

人工化された地表面被覆の改善を図ること

は重要であり、都市再生事業を通じて生み

出される空間の

緑化や、建築物

の屋上・壁面の

緑化、道路の保

水性舗装化（図

５）と散水、緑

陰道路化等を

集中的に推進

するとしている。 

東京都心部等においては、都市再生緊急

整備地域内の主要な民間都市再生事業によ

り、今後３年程度の間に 12ha 以上の緑化が

行われることが見込まれている。 

また、東京都では、例えば都内における

都市公園の増加面積が平成 15 年度では約

80ha である中で、17 年度には 30 校程度（約

６ha＝東京ドーム約 1.3 個分）で校庭の芝

生化を進めることとしており（図６）、校舎

の壁面緑化の実施も予定されている。 

 

さらに、17 年度には東京大手町・永田町

地区等において道路の保水性舗装化が行わ

れる予定であるほか、下水再生水やこれま

で下水道に放流していた地下鉄トンネルに

湧出する地下水等について、都市河川への

放流や道路面への散水といった環境対策に

おける活用も図られている（図７）。 

 

 

建築物の環境性能の向上 
建築物の環境性能を総合的に評価するた

めのシステムの開発が現在進められている

が、さらにビル群（街区）として、エネル

ギー利用、ヒートアイランド対策等の観点

に関わる環境性能を客観的・総合的に評価

し格付け（５段階）する基準について、産

学官の連携により開発を進める。 

その上で、大都市部における大規模プロ

ジェクトに対しては、この基準について、

市場機能や地方公共団体の助言・指導等を

通じ、５年程度の間に普及し一般化するこ

とを目指す。 

 

モデル地域の選定 
この都市再生プロジェクトでは、さらに、

まちづくり施策と併せて、地球温暖化・ヒ

ートアイランドの改善に資する環境・エネ

ルギー対策を、時間と場所を限り一体的・

集中的に投入することで最大の効果を図る

ことをねらいとして、上記の取組を含めモ

デル的取組を推進・支援することとし、そ

の際に重視する視点として、①様々な場面

での共同化や連携等を通じた構造改革の推

図７ 東京・汐留地区の路面散水実験施設

図６ 芝生化された学校の校庭（東京都
杉並区立和泉小学校） 

図５ 保水性舗装の例

（出典）国土交通省道路局資料

舗装内に水を
蓄え、太陽熱
等によって蒸
発するときの
気化熱で路面
温度を下げる

路盤 

基層 

保水材

太陽熱雨など気
化
熱
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進、②利活用が不十分な既存ストックや資

源の最大限活用―が示された。 

これを踏まえ、都市再生の機をとらえて

都市に環境・エネルギー対策を組み込み、

全国のモデルとなる先導的な取組を実施す

る地域について、都市再生本部事務局と関

係府省から成る「持続発展可能な社会を実

現する都市再生ワーキンググループ」にお

いて選定作業を進めてきた。 

その結果、都市活動の集積している地域

等であって、まちづくり施策と地球温暖化

対策・ヒートアイランド対策が併せて実施

される地域のうち、①国、地方公共団体、

民間の共同化・連携等により、一体的・集

中的な取組がある地域、②未利用ストック

や資源の活用、高度な技術・ノウハウ等の

活用など創意工夫を活かした先導的な取組

のある地域、③取組の結果、効果的な環境

負荷軽減が見込まれる地域―のいずれにも

該当する全国の 10 都市 13 地域を「地球温

暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地

域」として選定し、４月 11 日に公表したと

ころである（図８＝今号で紹介する札幌・

室蘭地域以外の地域の取組については、別

稿を御参照いただきたい）。 

今後の展開 
これらの「モデル地域」で実施される先

導的な取組については、今後､各府省､関係

地方公共団体、民間の施策を重点的に投入

することでその集中度を一層高め、着実な

推進が図られるよう努めたいと考えている。 

具体的には、例えば、関係府省に対し、

今後行われる今年度の都市再生、地球温暖

化対策・ヒートアイランド対策関連の事業

の実施あるいは来年度予算要求の検討に当

たり、施策の場所や時期、関連する施策の

連携・協力をより図るよう、働きかけを継

続的に行っていくほか、各モデル地域の取

組の推進状況については、上記のワーキン

ググループにおいて評価し、適宜内容の見

直しを行う予定である。 
また、「モデル地域」においてのみならず、

広くまちづくりの中で地球温暖化対策・ヒ

ートアイランド対策がタイムリーに実施さ

れることが期待され、このためには、まち

づくり施策に関する情報と、地球温暖化対

策等に関する情報との交換・共有が図られ 

 

 

ることが重要であることから、経済産業省、

環境省、国土交通省、農林水産省などの連

携により本年３月に設置された「地域エネ

ルギー・温暖化対策推進会議」等の場を通

じ、このような関係者間における情報の事

前共有化を推進していきたいと考えている。 
こうした取組を先駆けとして、21 世紀の

新しい都市像のスタンダードとして、都市

構造そのものに環境・エネルギー対策が組

み込まれた持続可能な都市が、大都市だけ

ではなく、全国に広がっていくことを期待

する。 

札幌市都心地域

 
 
 

室蘭市臨海地域

 
 

都心地域 
 
 

新宿地域 
 
 

大崎・目黒周辺

地域 

品川駅周辺地域

 

横浜市中心部・

金沢地域 
 

名古屋駅周辺・

伏見・栄地域 
 

大阪駅周辺・中

之島・御堂筋周

辺地域 

守口市大日地域

 
 

茨木市・箕面市

彩都地域 
 

須崎市中央地域

 
 

北九州市小倉・

黒崎・洞海湾臨

海地域 

札幌駅前通の地下道整備や工場跡地再

開発に併せて、雪冷熱、バイオマス、天

然ガスを活用した熱供給ネットワーク

を構築。 

臨海地区に風力発電施設を設置。新規造

成団地において、新築住宅等に太陽光発

電を集中的に導入。 

下水等未利用エネルギーを活用した都

市廃熱供給処理システム導入、屋上等緑

化、保水性舗装と散水等を推進。 

再開発事業等への環境配慮を内在化。新

宿御苑を核とした地域の熱環境改善構

想を作成。 

目黒川を軸とした風の道の確保、保水性

舗装、まとまった緑の確保等を推進。

品川駅周辺の開発に際し､風の道を含む

新たな環境共生モデルを検討。 

立体公園制度を活用した大規模な緑化

や保水性舗装・散水を実施。地域でエネ

ルギーを相互利用するシステムを構築。

都市再生事業に併せ、地域冷暖房の導入

や未利用エネルギー活用の検討等の取

組を集中的に実施。 

未利用エネルギー（河川水）を利用した

地域冷暖房、鉄道整備に併せた公園・緑

の整備等の取組を推進。 

大規模工場跡地の開発事業に併せ、太陽

光発電施設の設置や透水性舗装、道路散

水等を集中的に実施。 

大規模なまちびらきに併せ、カーシェア

リング事業、太陽光発電等の新エネルギ

ーの導入、緑化等を実施。 

廃棄物処分場跡地、公共施設、津波避難

路等に太陽光発電を集中的に導入。住宅

等への県産材の活用と植林も推進。 

環境共生住宅・地域冷暖房・風の道の整

備、隣接工場のエネルギーの活用等、既

存産業インフラの活用及び総合的なま

ちづくりを通じた対策を集中的に実施。

図８ 「地球温暖化対策・ヒートアイラン
ド対策モデル地域」の概要 
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札幌市都心地域 
札幌市は人口 186 万人を抱え、商業の中

心地である札幌駅前周辺の都心部は、自動

車交通量も多くエネルギー消費密度の高い

地域である。また札幌市は、年間降雪量約

5m と、世界の大都市の中でも屈指の多雪寒

冷都市であることから、冬季間の都市機能

を維持するための暖房、克雪のためのエネ

ルギー需要も高い地域である。 

モデル地域となった都心部は、平成 14 年

7 月に、都市再生プロジェクト「地方中枢

都市における先進的で個性ある都市づく

り」の一地域として、「人と環境を重視した

都心づくり」をテーマに、札幌の地下空間

整備と併せたエネルギーネットワークの整

備や、それと一体となった地上部の緑地空

間の再生が国家プロジェクトとして位置づ

けられた。 
 

 
 

また、平成 14 年 10 月には、都市再生緊

急整備地域に 2 地域が指定され、歩いて暮

らせる豊かで快適な都心の創造と雪の冷熱

エネルギーの活用等による環境負荷の低い

新たなエネルギー有効利用都市の実現、及

び大規模工場跡地の土地利用転換に伴うエ

ネルギー供給拠点整備が整備方針として位

置づけられた。主な取組は以下の通りであ

る。 

 

[1]環境への配慮を重視した交通施設整備

等（札幌駅前通、創成川通ほか） 

① 駅前通再整備（平成 17 年～21 年度） 

 駅前通地下歩行空間の整備と併せ、地上

部は三列並木の再生（図 10）、地下部は

地域冷暖房による空調でエネルギー負

荷低減を実施。 

 

 
 

② 創成川通再整備（平成 16 年～22 年度） 

 創成川通のアンダーパスを連続化し（図

11）、都心部への自動車通過交通を円滑

化するとともに、地上部の緑化を一体的

に実施。 

 

 
 

③ 国土交通省環境行動計画モデル事業 

 「さっぽろ都心交通計画推進事業」が環

境行動計画モデル事業に選定され、環境

目標の設定、評価等を実施。 

 

[2]新エネルギー、未利用エネルギー等を活

用したエネルギー供給ネットワークの構築 

（図９参照） 

① 既存、計画の地下インフラを活用したエ

Ｎ

札幌駅 札幌北四条東六丁目周辺地域

札幌駅・大通駅周辺地域

創
成
川
通

札
幌
駅
前
通

都市再生緊急整備地域 
エネルギー供給拠点 

大通 地下鉄大通駅 

北海道大学 

北三条通 

駅前通再整備

創成川通再整備

エネルギーネットワーク

整備（第一段階） 

エネルギーネットワーク

整備（第二段階） 

モデル地域のエリア

図 11 創成川通のアンダーパス連続化 

図 10 駅前通三列並木の再生 

図９ 札幌市都心地域での主な取組
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ネルギー供給ネットワーク幹線の整備

（第一段階：平成 17 年～22 年） 

 札幌駅前通再整備と同時に、既存の熱供

給施設を結び、熱融通・負荷平準化等を

図り、効率の高い熱供給ネットワークを

構築する。CO2：27.0％削減を目標。 

②エネルギー供給ネットワーク幹線の拡充

（第二段階：平成 22 年以降） 

大規模工場跡地（北四条東六丁目）に、

雪冷熱利用（図 12）及び間伐材や剪定枝

等、再生可能な生物由来の有機性資源で

化石資源の代替となるバイオマスエネル

ギー利用のエネルギー供給拠点を整備し、

都心のネットワークと結ぶ。CO2：33.2％

削減を目標。 

 

 

   
 

[3]大規模建築の更新、都市開発に伴う環境

対策の推進 

 都市再生特別地区となった（仮称）ニッ

セイ札幌ビル等、大規模建築の更新とあ

わせ、エネルギーネットワークへの接続、

外気冷房（図 13）等の省エネ化、敷地内

緑化等の環境対策を実施。 

 

 

 
 

[4]事業者による自主的活動の推奨 

① 環境保全行動計画の策定・届出制度 

 一定以上の従業員数、事業所床面積、使

用エネルギーの事業者がCO2排出削減の

計画書を策定、提出、自主公表。 

② 自動車使用管理計画提出制度 

 50 台以上の自動車を使用する事業者が、

自動車使用に伴う環境負荷の軽減に関

する計画書を策定、提出、自主公表。 

 

室蘭市臨海地域 
室蘭市は、北海道の南西部に位置する港

湾工業都市である。港とものづくりを中心

として発展し、臨海部においては、（株）日

本製鋼所や新日本製鐵（株）などが、およ

そ 100 年にわたり操業している。 

人口は昭和 40 年にピークの 18 万人に達

したが、その後は重厚長大産業の衰退に伴

い、企業の合理化、隣接市への流出等が進

み、現在では約 10 万人となっている。 

こうした状況において、地域経済を建て

直すための様々な方向性が模索され、その

結果、ものづくり経験の蓄積と産業基盤を

活かした環境産業拠点都市を目指すという

考え方が提唱され、平成 15 年に策定された

「室蘭地域環境産業拠点形成実施計画」に

沿い、循環資源のリサイクルを中心とした

各種のプロジェクトが実施されてきた。 

これらの取組が進められる中で、さらに、

既存の基幹産業の技術・人材や、自然条件

を活かした室蘭発の環境産業拠点プロジェ

クトとして、臨海地域における再生可能エ

ネルギー等を活用したまちづくりが始めら

れている。（主な事業については図 14 参照） 

 

ＮＮ

①風力発電事業
（日本製鋼所構内）

③太陽光発電事業
（入江温水プール）

⑤バイオ燃料製造事業
（場所未定）

中央土地区画整理事業

④入江地区広域センター
ビル（仮称）建設事業

⑥エコ商店街モデル推進事業
（輪西地区）

②ソーラータウン形成事業
（白鳥台地区）

室蘭市

モデル地域の
エリア

 

図 14 室蘭市臨海地域での主な事業 

図 12 除雪した雪を溶かした冷熱を

活用し冷房等に利用 

図 13 冬の冷たい外気を取り込み 

   冷水を作り各施設に送る 
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①風力発電事業 

入江地区の日本製鋼所の構内において、

風力発電施設２基（総出力 3450kW）の建設

が予定されている（平成 17 年度）。同製鋼

所で製造されるブレード（羽根）とタワー

による風力発電機を設置するという、言わ

ば地域自前の風力発電事業である（図 15）。 

発電した電力は、室蘭市内の入江地区を

含む中央地区で使われる予定である。 

 

 

 
 

②ソーラータウン形成事業 

市西部に位置する白鳥台地区において、

新築住宅等への太陽光発電の集中的な導入

を推進する「ソーラータウン形成事業」が

計画中である（平成 18 年度以降）。 

 

③太陽光発電事業 

入江温水プールに、太陽光発電設備

（50kW）の設置が予定されている（平成 17

年度）。 

 

④入江地区広域センタービル建設事業 

入江地区に建設予定の広域センタービル

（官民機能複合施設）では、幅広く環境負

荷低減のための対策を取り入れることが検

討されている。 

 

⑤バイオ燃料製造事業 

公共施設や民間業務系施設から収集した

廃食用油を精製し、ディーゼルエンジンの

燃料として公用車等に利用する事業の社会

実験を実施することとしている。 

 

⑥エコ商店街モデル推進事業 

上記の取組を地域全体で支えるための基

盤づくりとして、輪西商店街振興組合では、

エコ商品販売や簡易包装推進、堆肥化装置

設置によるごみ減量化を行っている。 

また、商店街や NPO を中心として、環境

配慮事業の工場見学とタイアップしたエコ

ツアーも実施されている。 

 

室蘭市では、持続的に発展可能な「環境

産業都市」の形成に向けて、今後も、「もの

づくりの街」として培ってきた基幹産業・

中小企業群の技術力の活用や、室蘭工業大

学との産学連携等を通じ、まちづくりの中

に環境配慮を組み込む取組を展開していく

こととしている。 
 

内閣官房都市再生本部事務局 
〒100-0014 千代田区永田町 1丁目 11-39 

永田町合同庁舎 3階 
Tel:03-5510-2207 Fax:03-3591-0022 

お問合せ先：庄子、南原 

 

○本レポートは、都市再生本部ホームペー

ジにおいても掲載しています。（4月 1日
より）http://www.kantei.go.jp/jp/toshi/ 
これまでの都市再生レポートも掲載して

いますのでご覧ください。 
No.１「魅かれ合うまちとアート～「全国都

市再生モデル調査」の結果から～」 
No.２「名古屋堀川の再生～規制緩和＋市民

の熱意で水辺都市再生へ～」 
No.３「琵琶湖・淀川の再生」 
No.４「「全国都市再生」の取組みと成果～全

国都市再生モデル調査から～」 
○次号以降の都市再生レポートの配信を希

望される方は下記ホームページにて、必

要事項を記入の上、送信してください 
○また、都市再生レポートについて、幅広

く皆様からのご意見をお待ちしていま

す。 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/goik
en.html 

図 15 入江地区風力発電事業（イメージ図）


