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○ 気候変動の危機に対する世界的な認識が高まる中、エネルギーを大量に消費す 

       る大都市として、気候変動対策を先導していく必要 

○ 経済成長とエネルギーや資源の消費量が連動しない状態（デカップリング）の傾向 

       を継続するとともに、災害に強く、都民が快適に生活できる、持続可能で活力ある 

       都市を目指す必要 

○ 再生可能エネルギーの導入拡大に取り組むなど、エネルギーの低炭素化や自立 

   性の向上を推進する必要 

○ 次世代エネルギーとして期待される水素の普及拡大の気運を高め、将来の水素社 

   会実現に向けた取組を更に加速していく必要 

課題認識 

大消費地としての責務を果たす省エネルギー等の推進や再生可能エネル

ギーをはじめとした多様なエネルギー源の確保など、少ないエネルギーでも快

適に生活できる「スマートエネルギー都市」の実現に向けた施策を展開 



政策の方向性 

《政策の柱》 
水素エネルギーの活用や省エネ・再エネの取組により、低炭素・快適性・防災力を備えた 
スマートエネルギー都市を実現 

  
 
 
   

【スマートエネルギー都市の実現に向けた施策】 

○省エネルギー・エネルギーマネジメントの推進により、エネルギー利用の高効率化・最適化を進展 

〇建築物の集積する東京の特性を踏まえ、グリーンビルディングの普及等、都市の低炭素化を推進 

○分散型電源の導入や地域におけるエネルギーの面的利用を推進し、停電などに対する防災力を向上 

○需給両面からの取組により再生可能エネルギーの導入拡大を促進 

○水素社会の実現に向けた取組を加速し、次世代エネルギーを活用した都市の姿を示す 

省エネルギー対策・エネルギーマネジ
メント等の推進 

○産業・業務部門対策 
○家庭部門対策 
○運輸部門対策 
○地域環境交通施策の推進 
○新築建築物対策の推進 
○地域エネルギーマネジメントの推進 
○都有施設における率先行動 
○フロン類対策 

再生可能エネルギーの導入拡大 
○東京の特性を踏まえた導入拡大 
○多面的なアプローチによる広域での普及促進 

水素エネルギーの利用促進 ○水素社会実現に向けた取組 



   

  

施策の方向性 

【省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進】 

○産業・業務部門対策 ＜大規模事業所＞ 

・キャップ＆トレード制度第２期を効果的に運用する 
 とともに、これまでの制度の検証や、引き続く期間 
 に向けた検討を進め、削減を着実に推進 

・事業所の低炭素なエネルギーの選択行動を促進 

・世界の大都市等と連携し、ＣＯ２削減を推進、支援 

○産業・業務部門対策 ＜中小規模事業所＞ 

・地球温暖化対策報告書制度を活用した更なる取組の推進 

 （取組成果の高い事業所の公表等） 

・省エネ診断等によるノウハウ提供、低炭素ベンチマークの 

 活用などを通じ、事業者の主体的な省エネを継続して支援 

・カーボンレポートを活用した低炭素ビルの適正評価の普及 

・ビルオーナーとテナント間で環境負荷を低減する取組の協 

 働を促進（グリーンリースの普及） 

・高効率なデータセンターへの移行支援等、取組効果の高い 

 対策にターゲットを絞った支援 

【省エネ診断の実施】 

【C&T制度における低炭素電力選択の仕組み】 

【低炭素電力を選択した場合の削減イメージ】 



 

 

  

 

施策の方向性 

○家庭部門対策 

・家庭向けベンチマークを活用した省エネ診断の実施 

・省エネアドバイザー制度と区市町村の省エネ事業等との 

 連携を視野に、更なる省エネ行動の促進 

・住宅への省エネ基準適合義務化を見据え、新築戸建等住 

 宅における省エネ性能の一層の向上を促進 

・リフォームの機会等を捉え、既存住宅の断熱性など省エ 

 ネ性能の向上を促進 

・創エネ・蓄エネ機器の導入拡大を促進 

・ＭＥＭＳの導入等による集合住宅のエネルギー利用 

 の最適化・効率化の促進 

・家庭用燃焼機器等に対して低NOx・低CO2認定制度を 

 拡大（再掲） 

 

【普及啓発用パンフレット】 

【スマートハウスイメージ図】 

（東京都長期ビジョン） 



 

 

  

 

施策の方向性 

○運輸部門対策  ＜自動車の利用者対策＞ 

・「自動車環境管理計画書制度」や「貨物輸送評価制度」の拡 

 充により、事業者の低燃費車導入やエコドライブなどを促進 

・イベントや講習会等を通じた、エコドライブなど一般ドライ 
 バーができる環境対策の普及啓発 

【エコドライブ講習会】 

○地域環境交通施策の推進 

・自転車シェアリングについて、臨海部を中心とした都心区に 

 おける広域利用をモデルに、周辺区への展開を促進するとと 

 もに、市部等の地域特性を踏まえた普及を検討 

・集配送の一元化等、安全で高効率な地区内物流システムの 

 導入をはじめとした環境交通まちづくりの普及 

【自転車シェアリング】 

○運輸部門対策  ＜自動車環境性能対策＞ 

・ＥＶ、ＰＨＶ、ＨＶなど環境性能の高い自動車の販売・開発の促進に向けた仕組み 

 づくりを検討（販売実績等に基づく東京都版企業平均燃費など） 

・事業者による環境性能の高い自動車への転換を促すため、 
 導入義務制度の強化、補助・融資あっせん制度の拡充、 
 環境性能の高いバス・タクシー等の優先使用策等を検討 

・低燃費車指定制度の基準強化と導入策への活用 

・次世代自動車の特性を踏まえた、最適な活用策のあり方を検討 

【九都県市指定低公害車ステッカー】 



 

  

施策の方向性 

○地域エネルギーマネジメントの推進 

・コージェネレーションシステムの導入促進により、地域 

 のエネルギー利用効率化・防災力の向上を促進  

・エネルギーマップ※の活用による面的利用の促進 

・地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度の 

 活用 
※地域のエネルギー需要・地域熱供給の状況・災害時の機能維持に 
 必要な施設等、エネルギーに関する情報をマップ化して示したもの 

○新築建築物対策 ＜建築物環境計画書制度の推進＞ 

・エネルギー性能評価を重点として制度を再構築し、建築 

  物のＺＥＢ化に向けた取組を促進 

・設計者からの環境配慮措置の積極的な提案等を誘導する 

 など建築主の環境配慮の取組を一層推進 

・建物の環境指標を不動産市場で積極的に活用していくため、 
 ラベリング制度の充実強化など市場関係者を巻き込む施策 
 を展開 

   

○都市づくり手法などを活用した取組の推進（長期ビジョン） 

【建築物環境計画書制度 評価分野】 

【地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの事例】 

【マンション環境性能表示】 

（東京都長期ビジョン） 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

施策の方向性 

  
○都有施設における率先行動 

・都有施設における省エネ目標等の設定、目標達成に向けた 

 取組等をとりまとめた「スマートエネルギー都庁行動計画 

 （仮称）」を策定し、都の率先行動を推進 

・最新の省エネ設備や多様な再生可能エネルギー設備を盛り 

 込んだ「省エネ・再エネ東京仕様」を活用した都有施設の 

 省エネルギー化等（長期ビジョン） 

○フロン類対策の推進 

・ノンフロン表示の普及拡大や中小事業者への支援等により、 

 ノンフロン機器の導入を促進  

・ユーザーの点検の実施状況等を調査・解析し、業種・業態  

 ごとの特性を踏まえた指導・助言により、適正管理を徹底 

・充塡回収業者への技術指導や機器廃棄・建物解体時の回収 

 の徹底等によるフロン充塡の適正化と回収率の向上 

“ ”はノンフ

ロン製品の目印

なんだって

【国のフロン表示ラベル】 

【省エネ・再エネ東京仕様】 

（東京都長期ビジョン） 



 

【再生可能エネルギーの導入拡大】 

＜東京の特性を踏まえた導入拡大を推進＞ 

 

 

施策の方向性 

○太陽エネルギーの利用拡大 

・ソーラー屋根台帳の活用や工務店向けセミナー等による情報発信等 

 を通じ、太陽光や太陽熱利用機器の導入促進 

・リフォームの機会を捉えた既存住宅への導入促進 

・駐車場の上部空間を活用したソーラーカーポート等、未利用空間へ 

 の導入拡大 

・太陽光パネルからの電気でスマートフォンなどの充電が手軽にでき 

 る「シティチャージ」の導入 

・「省エネ・再エネ東京仕様」に基づく都有施設への率先導入（再掲） 

○都市型の再生可能エネルギー・未利用エネルギー利用の促進 

・ポテンシャルマップの活用や補助制度を通じた地中熱利用の促進 

・バイオマス発電や熱利用の導入促進に向けた検討 

○多摩・島しょ地域における導入拡大 

・地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入推進 

【八丈島地熱発電所】 

【シティチャージ】 

【ソーラーカーポート】 



 

＜多面的なアプローチによる広域での導入拡大＞ 

施策の方向性 

○官民連携ファンドの活用 

・都の資金を呼び水とした官民連携再生可能エネルギー 
 ファンド等の運用により、都内及び広域的な普及拡大を 
 図る（長期ビジョン） 

○エネルギー供給事業者対策 

・エネルギー環境計画書制度等を活用した電気や熱の環境 
 性向上の促進 

○需要家による再エネ電力選択の仕組みづくり 

・Ｃ＆Ｔ制度と連携した低炭素電力選択等、需要側が再エ 

 ネ拡大に寄与し、供給側の取組を拡大する仕組みを検討 

・再エネ電源に関する消費者への 

 正確な情報発信による再エネ電力 

 選択行動を促進 

【需要創出イメージ】 

【東京臨海風力発電所】 



 

【水素社会実現に向けた取組】 

施策の方向性 

○水素ステーションの整備 
・集中的な財源投入や都関連用地の活用等、普及を後押し 

・都心部、オリンピック・パラリンピックの競技場が集積 
 するエリア、選手や大会関係者の輸送ルート等に重点的 
 に整備  

○安定した燃料供給に向けた水素需要創出 
・大消費地である東京において、官民が需要を創出するこ 
 とにより、水素エネルギーの普及拡大を後押し 
・再生可能エネルギー由来水素等の低炭素な水素の先導的 
 な導入 

○家庭用燃料電池や業務・産業用燃料電池の普及 

○水素エネルギーに馴染みのない一般都民を広く対象とした  
   普及啓発 

 ・シンポジウムの開催、多くの都民が集まる民間イベントへの参加 

○燃料電池車・バスの普及 
・集中的な財源投入により、燃料電池車・バスの普及を 
 後押し 
・官民で燃料電池車導入による初期需要の創出 
・燃料電池バスの計画的な導入 

【水素ステーション】 

【水素エネルギーシンポジウム】 

【燃料電池バス実証実験】 



 

 
 

  

 
 

   

  

新たな温室効果ガス削減目標の設定について 

環境基本計画 環境基本計画（改定） 

2008年3月 2014年3月 2014年12月 2016年3月 

東京都長期ビジョン 

温室効果ガス削減目標 

2020年 25％ 
温室効果ガス削減目標 

2030年 ●％ 

省エネルギー目標 

2020年 20％ 
省エネルギー目標 

2030年 30％ 国（2015年7月）： 
2030年の電源構成、 
削減目標を決定 ※目標の基準年は2000年 

目標設定の経緯 

➢現行の環境基本計画（2008）では、2020年に温室効果ガスを2000年比25％削減する目標を設定 

     ・2020年までのBaU推計をベースに、施策の効果及び国を先導する目標設定のためのバックキャス 
       ティングの視点を踏まえ、目標となる削減量を算定 
     ・ 目標達成に向けて、需要側の各部門（産業・業務、家庭、運輸）それぞれの役割と責任に応じて 
       削減量を設定するとともに、供給側についても一定割合の削減を見込んだ 
 

➢エネルギー消費量の削減が進む（2013年度：2000年度比18%減）一方、東日本大震災後のエネルギー構 
 造の変化に伴う電気のCO2排出係数の上昇等により、温室効果ガス排出量は増加（2013年度：2000年度 
 比13%増）している状況 

➢需要側の取組状況を明確にする観点から、2020年にエネルギー消費量を2000年比20%削減する省エネ目 
 標を設定（2013）。さらに、東京都長期ビジョン（2014）において、国や他の自治体を先導するより 
 中長期的かつ高い水準の目標として、2030年にエネルギー消費量を2000年比30％削減する目標を設定 

（設定の 
考え方） 



 

 
 

  

 
 

   

  

新たな温室効果ガス削減目標の設定について 

長期的に求められる目標水準 

 「世界全体の温室効果ガス排出を2050年までに2010年比40～70％の幅の上方 
（≒70％）で削減する」長期目標を盛り込んだ首脳宣言を採択 

「2050年までに80％の温室効果ガス排出削減を目指す」と記述 
                        （基準年は明記されず） 

⇒東京都でも、これらを勘案しながら目標水準を決めていく必要がある。 

● ＩＰＣＣ第５次評価報告書（2014年10月） 

 「気温上昇を産業革命前に比べて２℃未満に抑制するためには、2050年に世
界全体で2010年比40～70％の温室効果ガス排出削減が必要」であると指摘 

● Ｇ７サミット首脳宣言（2015年6月） 

○ 国の長期目標：第４次環境基本計画（2012年4月） 



 

 
 

  

 
 

   

  

新たな温室効果ガス削減目標の設定について 

• ＩＰＣＣ第５次評価報告書等では、2010年を基準年として長期目標を議論 

• 主要国・地域の削減目標においては、任意に基準年を設定 
（日本：2013年、米国：2005年、ＥＵ：1990年） 

• 東京のこれまでの温室効果ガス削減目標や省エネルギー目標の基準年は2000年 

各国の基準年について 

（参考）日本及び主要先進国の削減目標との比較 

 日本及び主要先進国では、中期的な目標年として、2030年または2025年を提示     

  東京都においては、省エネルギー目標との整合性も考慮し、2030年を想定 

各国の目標年について 

温室効果ガス削減目標 1990年比 2005年比 2010年比 2013年比 

日本 2030年までに△26%(2013年比） △18% △25% △20% △26% 

米国 2025年までに△26～28%（2005年比） △14～16% △26～28% △22～24% △19～21% 

ＥＵ 2030年までに△40%（1990年比） △40% △35% △29% △24% 



 

 
 

  

 
 

   

  

新たな温室効果ガス削減目標の設定について 

目標設定の考え方 

温室効果ガス 
排出量 

各エネルギー消費量 
（電力・都市ガスなど） 

各排出係数 
（エネルギー種別毎） 

省エネルギー目標△30％ 全国平均の電源構成 

省エネ目標△30％設定時の削減イメージ 


