東京都環境白書 2017

環境施策の横断的・総合的な取組
今日の環境課題は、気候変動や持続可能な資源利用、生物多様性の保全など、より複雑で多岐に
わたっています。これらに的確に対応するためには、区市町村・都民・ＮＰＯ等多様な主体との連
携を強化し、効果的な施策を展開していくことが必要となっています。
また、地球規模で対応すべき課題の解決に向けては、世界の諸都市との交流・協力を深めること
も重要になっています。都市間での環境政策の連携や知識・技術の学び合いを活発に行うことで、
世界的な環境改善・気候変動対策に貢献していきます。
加えて、環境影響評価制度をはじめとする環境配慮の仕組みづくりや、環境学習による人材育成
等の多様な手法により、都民、事業者等の環境配慮行動を促すとともに、都自らも最大限環境に配
慮した取組を進めることで、持続可能な都市の実現を目指します。

多様な主体との連携
自治体間での取組
都では各区市町村による地域と連携した環境施

市首脳会議環境問題対策委員会や産業廃棄物不適

策に対して、財政面・技術面等における様々な支

正処理防止広域連絡協議会（通称：産廃スクラム

援を行っています。財政面では、2012（平成24）

32）などの広域連携会議において、共同・連携し

年度より、「東京都地域と連携した環境政策推進の

た対応を図るなど、広域行政を推進しています。

た め の 区 市 町 村 補 助 制 度 」 に よ る 支 援 を 始 め、
2014（平成26）年度からは、補助金の原資とし
て50億円の基金を公益財団法人東京都環境公社に

環境政策の一層の推進を図るためには、地域の

造成し、「東京都区市町村との連携による地域環境

実情に精通している区市町村との連携を一層強化

力活性化事業」を創設し、これに基づく支援を

していくことが重要です。

行っています。その他、都の環境課題の解決に向

そこで、都は、都内の区市町村が実施する地域

け、事業系廃棄物の３Ｒルールづくりに向けて、

の多様な主体との連携や、地域特性・地域資源の

区市町村と共同で検討を進めるなど、各種施策に

活用等、地域の実情に即した取組のうち、東京の

ついて、相互に連携して取り組んでいます。

広域的環境課題の解決に資するものに対して、必

また、東京湾の水質改善や大気中の窒素酸化物
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区市町村との連携による取組の促進

要な財政的支援を実施するため、2014（平成26）

及び浮遊粒子状物質削減対策、産業廃棄物の不法

年度から「東京都区市町村との連携による地域環

投棄などといった、個々の都県市の範囲を超えた

境力活性化事業」を創設し、都と区市町村が一体

広域的に対応すべき様々な課題に対して、九都県

となった取組の促進を図っています。

東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業の概要
事 業 期 間 2014（平成26）年度から2023（平成35）年度までの10年間
補助事業費

2016（平成28）年度５億円（補助金の原資として、50億円）
補助事業の種類

補助額

１ 広域的課題に対する区市町村の取組を都内全域に拡大（12事業）
省エネルギー対策、生物多様性の保全及び資源循環の推進など、広域的な課題に
対する区市町村の取組を支援し、都内全域に拡大していく事業
２ 地域特性や地域資源を活用した魅力ある地域環境の創出を促進（７事業）
再生可能エネルギーの利用促進や生態系の保全など、地域特性や地域資源を積極
的に活用する区市町村の取組を引き出し、東京の環境の魅力を高めていく事業

補助対象経費の１／２

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/cat8849/index.html#

広域連携会議

題対策委員会をはじめとした他の都市や道府県と
の広域連携会議において、共通課題についての協

ても共通な課題であり、広域的な対応が求められ

議、共同研究及び国等への働き掛けなど共同の取

ています。そこで、各種環境施策の効率性及び実

組を進めています。

効性をより高めるため、九都県市首脳会議環境問

主な広域連携会議一覧
名称

構成
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市

九都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（1986（昭和61）年設置）

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市

大都市環境保全主管局長会議
（1969（昭和44）年設置）

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、
相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、
神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

大都市清掃事業協議会
（1978（昭和53）年設置）

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、特別区、東京都、川崎市、横浜市、
相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、
神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

環境施策の横断的・総合的な取組

九都県市首脳会議
環境問題対策委員会
（1989（平成元）年設置）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

今日の環境問題は、他の大都市や道府県におい

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

３ 将来的な広域展開に向けて先駆的な取組をモデル事業として推進（５事業）
ＩＣＴ技術を活用した自転車シェアリングの普及促進など、区市町村の先駆的な
取組をモデル事業として推進し、将来的な広域展開を図っていく事業

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

対象事業等

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組
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スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

国際環境協力の推進

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

経済成長と急速な都市化が進む新興国・途上国

アジア大都市ネットワーク21などの国際連携の枠

ではエネルギー消費量やＣＯ ２ 排出量の増加、大

組みを活用して、大気質改善や廃棄物処理等の課

気汚染・水質汚濁、廃棄物処理等の問題に直面し、

題について、都の経験や政策ノウハウの提供を

環境問題に対処するための政策や技術へのニーズ

行っています。

が高まっています。
また、地球温暖化への対応が差し迫った課題と

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

な っ て い る な か、 国 際 社 会 で は、 Ｃ Ｏ ２ 排 出 の

2001（平成13）年に設立された「アジア大都

70％以上を占める都市の取組が鍵になるという認

市ネットワーク21（ＡＮＭＣ21）
」は、アジアの

識が強まっています。国連や世界銀行等の国際機

首都及び大都市が新技術の開発、環境対策、産業

関は、国に先行して気候変動緩和策・適応策に取

振興など共通の課題に取り組むため、共同して事

り組んでいる都市・地方政府との連携を促進して

業を推進し、その成果を地域に還元していくこと

います。キャップ＆トレード等で先駆的な取組を

を目的として活動が行われてきました。環境分野

進めている都の施策は、こうした国際機関や世界

においては、主に廃棄物対策、大気質改善対策、

の大都市から強い関心を集めています。

気候変動対策の分野を中心に専門的ワークショッ

このため都は、世界の各都市や機関と連携を深
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
資 料 編
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▪多都市間の実務的協力事業

プの開催や各都市からの研修生の受入れを通じ、

め、都の先進的な取組を情報発信し、都の政策ノ

各都市の課題解決に向け、東京や日本の政策や技

ウハウや技術を提供し、アジアをはじめとする都

術情報の紹介、支援を行ってきました。

市の環境改善・世界の気候変動対策に貢献してい
ます。

2014（平成26）年９月に開かれた第13回トム
スク総会では、共同事業の一つ「都市と地球の環
境問題」の事業紹介において、同事業の参加都市

アジア都市との環境協力

であるウランバートル市とともに廃棄物対策ワー

アジア都市では、経済成長に伴う急速な都市化

クショップの成果を発表しました。なお、
「ＡＮＭ

により気候変動の危機が顕在化するとともに、大

Ｃ21」は、このトムスク総会を機に、会員都市の

気汚染や廃棄物問題が深刻化しています。アジア

間で抜本的な見直しを行い、現在は活動を休止し

都市からは、これらの課題に、先駆的に取り組ん

ています。東京が幹事都市を務めてきた共同事業

できた都の経験や政策ノウハウを提供することが

については、引き続き「多都市間の実務的協力事

求められています。

業」として実施しています。

このため、姉妹友好都市との協力合意や従来の

Close-up

11

アジア都市との技術交流の推進

＜北京市との大気質改善分野における研究員交流＞
意書」に基づき、北京市と環境分野の技術協力を推進しています。
2015（平成27）年度には、東京都環境科学研究所及び北京市環境保護科学研究院の研究員に
よる、ＰＭ2 . 5 対策・ＶＯＣ対策などの、約１か月間にわたる相互技術交流を実施しました。
2016（平成28）年度からは、光化学オキシダントの共同調査を実施し、東京・北京両都市に
共通する課題の解決に資する取組を行っています。
北京市環境保護科学研究院研究員の受入れの様子

東京都環境科学研究所研究員派遣の様子

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都は、2009（平成21）年９月に締結した「東京都と北京市の技術交流・技術協力に関わる合

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

環境省（日本政府）は、イスカンダル開発区（マレーシア）等において、建築物分野を対象と
した低炭素社会実現への計画・実施に向け、支援事業（
「アジアの低炭素社会実現のためのアジア
低炭素社会研究プロジェクト」）を行っています。都は、環境省からの要請を受け、都の「地球温
暖化対策報告書制度」の導入の提案など、政策技術協力を実施しています。
2017（平成29）年１月の
東京における施策説明の様子

環境施策の横断的・総合的な取組

2017（平成29）年８月のイスカンダルワーク
ショップにおける現地ビルの省エネ診断の様子

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

＜マレーシア・イスカンダル開発区への気候変動対策分野における政策技術協力＞
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スマートエネルギー都市の実現
３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
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環境施策の横断的・総合的な取組

＜ヤンゴン廃棄物処理共同検討プログラム＞
都は、ＪＩＣＡの草の根技術協力事業の枠組みを活用し、2013（平成25）年から2016（平成
28）年まで、「ヤンゴン廃棄物処理共同検討プログラム」を実施しました。ヤンゴン市の廃棄物
処理の第一線で働く現場職員を中心に人材育成を図るとともに、住民とのコミュニケーション向
上のための啓発ツールや、職員のための安全作業マニュアル等を共同で作成しました。
ヤンゴン廃棄物処理共同検討プログラムの様子

国際組織との連携推進

住民啓発ツールなど

的に議論を行いました。

気候変動分野においては、都市レベルでの取組

2009（平成21）年５月に開催された第三回世

に 高 い 関 心 が 寄 せ ら れ て お り、 な か で も 都 は

界大都市気候サミットでは、全ての国がＣＯ ２ 削

キャップ＆トレード制度を導入するなど大都市の

減のための国際的枠組みに参加するよう、各都市

特性を生かした対策を講じることにより、着実な

が政府に働き掛けることを訴えるとともに、世界

温室効果ガスの排出削減の効果を上げています。

初となる都市型キャップ＆トレード制度や漏水防

この取組は、各国の地方政府から高い関心を集め、

止の取組などを発表しました。また、2011（平成

政策技術支援の提供依頼や国際会議への招請が増

23）年５月の第四回サミットでは、キャップ＆ト

えています。都はこれらのニーズに応え、世界の

レード制度等の建築物の低炭素対策や廃棄物分野

大都市の気候変動対策の推進と温室効果ガス排出

での取組を発表し、参加者から高い関心を集めま

削減に大きく貢献しています。

した。2014（平成26）年２月の第五回サミット
においてもキャップ＆トレード制度等の取組を発

▪Ｃ４０との連携
「世界大都市気候先導グループ（Ｃ４０）
」は、

表したほか、その他のハイレベル会合にも参加し
ました。

ロンドンやニューヨーク、パリ市などの世界の大

2014（平成26）年６月、
「世界の建築物の省エ

都市が参加する気候変動対策に関するネットワー

ネを考える “Ｃ４０東京ワークショップ”」を東京

クで、都は2006（平成18）年12月に加盟しまし

で開催し、建築物の環境対策に係る世界の大都市

た。翌年７月からは運営委員会のメンバーとなり、

に共通する課題の共有、解決に向けた議論や優れ

Ｃ４０の意思決定に深く関わっています。

た政策事例の紹介等が行われました。

2008（平成20）年10月、Ｃ４０気候変動東京

都は現在、Ｃ４０の気候変動に係る17のサブ

会議を開催し、Ｃ４０として初めて、気候変動か

ネットワークの一つ「民間建築物省エネ・ネット

ら人間社会を守る適応策について重点的かつ具体

ワーク」においても、Ｃ４０参加都市の建築物の省

エネに関する優れた制度等に関する調査報告書を

年５月、ＩＣＡＰに加盟しました。都は、ＩＣＡＰ

Ｃ４０とともに取りまとめるなど、中心的な役割を

に加盟する唯一の都市政府であり、アジアでは初

果たすとともに、
「クール・シティーズ」等のネット

めての加盟です。
2011（平成23）年１月からは、ＩＣＡＰの運
営委員会メンバーとなり、ＩＣＡＰの運営にも主

▪ＩＣＡＰ（国際炭素行動パートナーシップ）での
活動

体的に関わっています。
また、キャップ＆トレード制度の導入に関心を

ＩＣＡＰ（The International Carbon Action

持つ新興国及び途上国政府の政策担当者等を対象

Partnership・国際炭素行動パートナーシップ）

に毎年ＩＣＡＰが主催する講習会にも職員を講師

は、国や公的機関による温室効果ガス排出総量削

として派遣しています。
2017（平成29）年６月には、ＩＣＡＰのメン

の国際的な連携に向け、専門的な議論・意見交換

バーやアジア諸国、国内自治体の政策担当者等が

を行うフォーラムで、2007（平成19）年10月に

一堂に会するＩＣＡＰ東京シンポジウム2017を

設立された機関です。

開催し、気候変動対策に関する国内外の先進的な

都は、2008（平成20）年７月に環境確保条例

取組の成果やノウハウの共有を行いました。

を改正し、日本で初めてキャップ＆トレード制度

都は今後ともこのような取組により国内及び世界

を導入し、こうした実績をもとに、2009（平成21）

の気候変動対策の推進に積極的に貢献していきます。
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国際社会との連携

パリ市「気候変動に関する首長サミット」の様子

サイドイベントでの発表の様子

環境施策の横断的・総合的な取組

＜ＣＯＰ２１＞
2015（平成27）年11月30日から12月13日まで、パリ（フランス）において、
「国連気候変
動枠組条約第21回締約国会議（ＵＮＦＣＣＣ／ＣＯＰ２１）
」が開催され、全ての締約国が参加
する2020年以降の気候変動対策の国際的枠組みである「パリ協定」が採択されました。
都は、ＣＯＰ２１期間中に、Ｃ４０・イクレイ等の都市間ネットワークや国家政府、国際機関
等が開催するサイドイベントに参加し、気候変動対策に関する施策のアピールや情報交換等を行
いました。
400人以上の市長等が集まり、都市による気候変動対策の重要性について話し合った「気候変
動に関する首長サミット」（パリ市等主催）では、都の意欲的な気候変動対策をアピールする知事
のビデオメッセージが会場で上映されました。
ＣＯＰ２１では、このような都市・地方政府関係のイベントが多数開催され、都市の役割が強
く認識されるものとなりました。都は世界の気候変動対策に貢献するため、今後ともこのような
機会を活用し、各都市との連携を一層強化し、都の政策や成果を世界へ発信していきます。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

Close-up

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

減義務と排出量取引制度（キャップ＆トレード）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

ワークにも参加し、積極的な活動を展開しています。

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組
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＜グローバル・コベナント・オブ・メイヤーズ（世界気候エネルギー首長誓約）への参加＞

2015（平成27）年10月、都は気候変動対策として世界最大規模の都市間連携の取組である

「コンパクト・オブ・メイヤーズ（首長誓約）
」に参加しました。

コンパクト・オブ・メイヤーズは、2015（平成27）年にフランス・パリ市で開催されたＣＯ

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

Ｐ２１の成功を後押しするため、Ｃ４０やイクレイらが中心となって2014（平成26）年に設立

されたものです。世界全体の温室効果ガスの70％を排出している都市が連携して、気候変動の危
機に対処していくことを設立の目的としています。

コンパクト・オブ・メイヤーズの取組は、2017（平成29）年１月、欧州議会が運営管理して

いる「コベナント・オブ・メイヤーズ（気候エネルギー自治に関する市長誓約）
」と統合し、
「グ
ローバル・コベナント・オブ・メイヤーズ（世界気候エネルギー首長誓約）
」となりました。

この取組に参加した都市は、自らが設定した温室効果ガスの削減目標や行動計画を公表し、そ

の進捗状況の年次報告を行っていきます。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

❶誓約

❷測定

❸目標

❹計画

契約遵守

＜Ｃ４０クライメット・ポジティブ開発プログラム＞
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
資 料 編
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2016（平成28）年２月、Ｃ４０が推進する「クライメット・ポジティブ開発プログラム」に、

都の申請により、東日本旅客鉄道株式会社の「ＪＲ品川車両基地跡地開発」が参加しました。現在、
ロンドン、シドニーなど世界約20都市の開発事業が、この認証制度に参加しており、品川開発
プロジェクトは、日本で初めての参加となります。

本認証制度は、温室効果ガスの排出がゼロ以下を目指す都市開発事業で、開発区域が所在する

都市の気候変動政策に合致したものを認証する制度です。構想から開発終了までの長期にわたる

事業の進捗に応じて、「候補者（計画の構想段階）
」
、
「参加者（計画の詳細段階）
」
、
「建設中（建設
段階）」
、「クライメット・ポジティブ達成（開発終了）
」の４段階の審査・認証があります。品川
開発プロジェクトは、現在、「候補者」段階です。

品川開発プロジェクトにおいては、最先端の建築物省エネ対策や食品廃棄物のバイオマス化な

どの導入を検討しており、都としても、気候変動対策の先進的な取組として技術的な協力・支援
を行っています。

ＪＲ品川車両基地跡地の俯瞰図
資料：ＪＲ東日本

クライメット・ポジティブ開発を目指す
世界の開発プロジェクト（2017年８月時点）

Close-up

13

国際的に注目されるキャップ＆トレード制度

パリ協定で定める目標達成に向け、カーボンプライシングは温室効果ガス削減のための有効

変動への積極的な取組、特にキャップ＆トレード制度は国際的に注目され、高く評価されてい
ます。

これまでも、2011（平成23）年12月にはグリーンビルディング協会の「ガバメントリーダー

シップ賞」を受賞、2012（平成24）年12月には、フィナンシャルタイムズ紙とシティグループ
が主催する、同じく都市の優れた取組を表彰する「FT‒CITI Ingenuity アワード」をエネルギー

部門で受賞、2013（平成25）年９月には、Ｃ４０（世界大都市気候先導グループ）とシーメン
ス社が主催する「大都市気候リーダーシップ賞」をファイナンスと経済発展分野で受賞してい
ます。

気候変動枠組条約会議の「都市環境」をテーマにした技術専門家会合に招へいされ、本制度運用
の経験と成果を、世界の国々と共有しました。

国際会議においても積極的な情報発信に努めており、2016（平成28）年11月、モロッコのマ

ラケシュで開催された国連気候変動枠組条約第22回締約国会議（ＣＯＰ22）期間中に開催され
たサイドイベントにおいても、本制度をはじめとした都の取組を幅広く紹介しました。
COP22サイドイベント・
「低炭素ソリューション会議」での発表

国連気候変動枠組条約会議技術専門家会合での発表

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

また、2014（平成26）年６月、それまでの実績が認められ、ドイツのボンで開催された国連

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

な手法として、世界の多くの国で導入に向けた動きが加速しています。そのような中、都の気候

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

2017（平成29）年６月14日、都はＩＣＡＰとともに、ＩＣＡＰ東京シンポジウム2017を開

催しました。シンポジウムでは、ＩＣＡＰのメンバーやアジア諸国、国内自治体の政策担当者等
が一堂に会し、気候変動対策に関する国内外の先進的な取組の成果やノウハウの共有等を行いま
した。

冒頭、小池知事が開会挨拶を行い、「志を同じくする世界の国や都市が連携し、気候変動の危機

環境施策の横断的・総合的な取組

＜ＩＣＡＰ東京シンポジウム2017＞

に立ち向かっていくことが重要。都市型のキャップ＆トレード制度のほか、中小規模事業所の取

組や家庭の省エネの支援、再生可能エネルギーの積極的な活用など、気候変動対策を推し進め、
環境先進都市・東京を実現していく」と述べました。

制度におけるトップレベル事業所や気候変動対策に先駆的に取り組む日本気候リーダーズ・パー

資 料 編

引き続き、「脱炭素社会に向けた大転換～気候リスクと新たな市場のビジネス機会が転換を駆

動」「世界に広がるカーボンプライシング」をテーマに有識者からの基調講演が行われたのち、都
トナーシップ会員企業から、脱炭素社会に向けた取組が紹介されました。
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午後には、世界各地から出席したパネリストにより、地域別のパネルディスカッションが行わ

れ、欧州及び北米における排出量取引制度の最新動向、中国や韓国、イスカンダル開発区（マ
レーシア）、ホーチミン市（ベトナム）などで進むアジア地域の低炭素社会づくりの取組が紹介さ
れました。また、都、埼玉県、長野県、横浜市、大阪市等の政策担当者が参加した国内都市の

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

セッションでは、カーボンプラインシングに関して活発な意見が交わされました。
開会挨拶をする小池知事

パネルディスカッションの様子

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

駐日欧州連合大使との会談

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

シンポジウムの開会に先立ち、小池知事とヴィオレ
ル・イスティチョアイア＝ブドゥラ駐日欧州連合（Ｅ
Ｕ）特命全権大使が会談を行い、パリ協定の実現に向け
て、ＥＵと都が連携を強め、固い決意で世界の気候変動
対策をリードしていくことをお互いに確認しました。

⃝Ｃ４０（世界大都市気候先導グループ）

環境施策の横断的・総合的な取組

世界の都市が連携して温室効果ガスの排出削減に取り組むネットワークとして2005年に

設立。気候変動対策に積極的に取り組むロンドン市、ニューヨーク市、パリ市などが参
加。2017（平成29）年９月現在、参加都市は91都市、都は2006（平成18）年12月に
加盟

⃝ＩＣＬＥＩ（イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会）

気候変動防止や生物多様性の保全、総合的な水管理などに取り組む地方自治体の国際的な

ネットワーク。国連環境計画及び国際自治体連合の支援により1990（平成２）年に設立。
世界で1,500以上の自治体が加盟しており、都は2010（平成22）年２月に加盟
⃝ＩＣＡＰ

（The International Carbon Action Partnership・国際炭素行動パートナーシップ）

資 料 編
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国や公的機関によるキャップ＆トレード制度の国際的な連携に向け、専門的な議論・意

見交換を行うフォーラム。欧州委員会やカリフォルニア州など欧米の国や州政府等の参
加により2007（平成19）年10月に設立。2017（平成29）年９月現在、31の国と州等
が加盟

持続可能な都市づくりに向けた環境配慮の促進

持続可能な都市づくりに向けては、行政のみな

策定する計画に対し、その立案段階において環境

らず、都民・事業者等のあらゆる主体が、あらゆ

影響評価を行う計画段階環境アセスメント制度を

る分野の活動において十分に環境に配慮して取り

導入しました。

組む必要があります。
これまで、都では、環境負荷の低減や公害の防止
（環境影響評価）制度やキャップ＆トレード制度、
緑化計画書制度等、様々な環境配慮制度を実施し
ています。また、エネルギー消費の多い家電製品

昭和40年代の公害問題を乗り越えた後の環境行
政の課題は、事業の実施前から環境配慮を行って
いくための「事前の取組」でした。
特に、工場やごみ処分場などの大規模な事業は、

の省エネ性能を示す省エネラベリング制度や優良

環境への配慮なしにそのまま実施されれば、後に

な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制

なって、大気汚染や土壌汚染など、様々な面で環

度などといった、環境配慮の度合いを評価する仕

境に著しい影響を及ぼすことになりかねません。
このため、事業の実施前に、事業がもたらす環

東京都グリーン購入推進方針やスマートエネル

境影響について、住民や関係する自治体の意見を

ギー都庁行動計画等を定め、物品の調達、庁舎内

聴きながら、環境を保全するための対策を検討す

での省エネ行動等、都の率先的な取組も推進して

る仕組みが必要とされました。

います。
▪環境アセスメントとは
大規模な開発事業などを行う事業者は、事業を

環境アセスメント（環境影響評価）制度は、環

実施する際に環境に与える影響について、あらか

境により配慮したまちづくりの推進に重要な役割

じめ調査、予測・評価を行い、これらの結果を踏

を果たしています。

まえ、環境保全対策をまとめます。その過程で周

大規模な開発事業を行う際、あらかじめその事

辺住民や関係自治体、審議会の意見を聴くための

業の実施が環境に与える影響を調査、予測・評価

手続を行います。さらに、事業者は、工事の施行

し、その結果について、住民や関係自治体の意見

中及び完了後にも事後調査を行い、実際に適切な

を聴きながら、環境への影響をできるだけ少なく

環境配慮がなされているかを確認します。

環境施策の横断的・総合的な取組

環境アセスメント

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

組みを構築し、普及促進を行っています。他にも、

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

等を促進することを目的として、環境アセスメント

▪環境アセスメント誕生の背景

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

環境配慮の促進に向けた取組

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

するための仕組みが、環境アセスメント制度です。
における環境アセスメント制度として、環境影響

▪事業計画をより環境に配慮したものへ
環境アセスメント制度は、個別の事業の実施段

評価条例に基づく手続を実施しています。また、

階で行われる手続のため、計画内容の見直しが弾

2002（平成14）年７月に条例改正を行い、都が

力的に行われにくい、複数の事業を含む広域的な

資 料 編

都は、1981（昭和56）年から事業の実施段階
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開発計画については複合的・累積的な環境影響に

⃝計 画アセスを実施した事業は、一定の要件を満

適切に対応できない、などの課題が指摘されてき

たす場合に限って事業アセス手続の一部を省略

ました。

することが可能

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

このため、2002（平成14）年７月に条例の改

◆事業者責任・評価基準等の明確化、審議会開催

正を行い、計画段階環境影響評価（計画アセス）

⃝調査、予測・評価は事業者の責任と負担で行う

手続を導入し、事業段階環境影響評価（事業アセ

⃝技術指針、事後調査基準の策定

ス）手続と一連・一体となった新しい制度として

⃝知 事の諮問に応じ、環境影響評価及び事後調査
に関する事項について専門的な見地から調査、

再構築しました。

審議する環境影響評価審議会の設置

また、環境アセスメントを適切に行うための技

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

術的事項については、技術指針を定めています。

◆住民参加の機会

科学的知見の進展等に基づいて、所要の改定を随

⃝意 見書の提出、都民の意見を聴く会の開催など
を手続化

時行っており、2013（平成25）年６月に一部改

◆事後調査手続

正を実施しました。

⃝工 事中、工事完了後も環境保全措置の実施状況

東京都において、環境影響評価条例に基づき手

などを検証するために事後調査を実施

続が実施された事業は、条例が施行された1981

◆実効性の確保

（昭和56）年から2017（平成29）年３月末まで

⃝事 業に関係する許認可権者への配慮要請、事業

の間に、340件（うち計画アセス４件）です。
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

者への措置要請など
▪東京都のアセスメント制度の特色
◆計画アセスの導入
⃝事 業計画の早い段階から複数の計画案を環境面
から比較評価
場合

１
３
５
７
９

大気汚染
騒音・振動
土壌汚染
地形・地質
生物・生態系

11
13
15
17

電波障害
景観
自然との触れ合い活動の場
温室効果ガス

悪臭
水質汚濁
地盤
水循環
日影
風環境
史跡・文化財
廃棄物

環境影響評価書案の提出

審査意見書

（知事）

審査意見書

（知事）

事業者の意

（知事）

見を聴く会

都民の意見

（知事）

を聴く会
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環境影響評価項目の選定

都民・周知地域区

10

２
４
６
８
10
12
14
16

市町村長の意見

公示・縦覧
（ 日間）

調査計画書の提出

計画策定の報告

都民・計画段階関係

区市町村長の意見

公示・縦覧
（ 日間）

30

説明会

東京都環境影響評価条例に定める基本手続き
環境配慮書の提出

環境施策の横断的・総合的な取組

⃝計 画アセスの対象となるのは事業者が東京都の

計画段階環境影響評価手続

110

予測・評価項目

都のアセスメント制度の特色は次のとおりです。

リンピック・パラリンピック環境アセスメント指

環境アセスメントの対象事業

針」に定めています。
予測・評価は、従来の環境項目に加え、社会経
響の回避・最小化・代償だけでなく、大会を契機
とした東京の持続可能性の向上に資することを目
的としています。
また、アセスメントの審査は、学識経験者など
から構成される評価委員会における検討を経て、
広域複合開発計画：地域面積30ｈａ以上かつ複数の対象事業の実施予定
があり、人口等を定める計画

環境局長が行うこととしています。

環境局の環境アセスメントホームページでは、アセ
スメント制度の説明や、各事業のアセスメント手続
の進捗状況の公開などを行っています。ぜひご覧く
ださい。
（URL）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/
index.html

境アセスメントについて
東京2020大会の会場等について、都条例の対
象規模に満たない小規模な施設についても、実施
者の自主的な取組により、アセスメントを行って
います。
条例によるアセスメントに準じて、「東京2020オ

施設名称等
審査意見書送付日
オリンピックスタジアム（旧計画） 2015（平成27）
年 6月25日
武蔵野の森総合スポーツ施設
2015（平成27）
年 6月25日
選手村
2015（平成27）
年10月13日
アーチェリー会場（夢の島公園） 2016（平成28）
年 3月28日
オリンピックアクアティクスセンター 2016（平成28）
年 5月17日
有明アリーナ
2016（平成28）
年 5月17日
海の森水上競技場
2016（平成28）
年 6月28日
オリンピックスタジアム
2016（平成28）
年 9月 6日
馬事公苑
2016（平成28）
年12月 1日
海の森クロスカントリーコース
2017（平成29）
年 3月 2日
有明体操競技場
2017（平成29）
年 5月29日
カヌー・スラローム会場
2017（平成29）
年 5月29日
有明テニスの森
2017（平成29）
年 7月31日
大井ホッケー競技場
2017（平成29）
年 7月31日
馬事公苑（その２）
2017（平成29）
年 7月31日

資 料 編

事後調査報告書の提出

完了届 公示

完了届の提出

公示

審査意見書

（知事）

都民の意見

を聴く会

（知事）

事後調査報告書の提出

着工届

15

事後調査計画書・着工届の提出

公示・縦覧
（ 日間）

20

審査意見書送付日
2014（平成26）
年 5月29日
2016（平成28）
年 7月15日

■ 環境影響評価書案に対する審査

環境影響評価書の提出

公示・縦覧
（ 日間）

事業段階環境影響評価手続

評価書案に係る見解書の提出

都民・事業段階関係区

市町村長の意見

説明会

公示・縦覧
（ 日間）

30

施設名称等
都内会場、競技、全体計画
馬事公苑

環境施策の横断的・総合的な取組

手続や調査・予測及び評価の手法については、

■ 環境影響評価調査計画書に対する審査

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

東 京オリンピック・パラリンピック環

審査済み施設等一覧

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

環境アセスメント情報の提供

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

済項目についても実施し、大会開催に伴う環境影

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

事後調査手続
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スマートエネルギー都市の実現

＜東京版＞環境減税
都では、2009（平成21）年度から、低炭素型
都市の実現に向け、自主的な省エネ努力へのイン

ネ促進税制【法人事業税・個人事業税の減免】と、
次世代自動車の導入促進税制【自動車税・自動車
取得税の免除】の２つの環境減税を行っています。

センティブとして、独自に、中小企業者向け省エ
⃝中小企業者向け省エネ促進税制

⃝次世代自動車の導入促進税制

エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を税

します。【自動車税・自動車取得税の免除】

中小企業者が、気候変動対策の推進の一環として行う省

※照明設備については対象設備の設置に工事が伴うものが対
象です。
（照明設備で、ＬＥＤランプのみの交換は対象となりません。
）

減免額

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

◆特 定地球温暖化対策事業所等以外の事業所にお
いて取得されたもの
◆省 エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備
（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器とし
て指定するもの（＊３）
＊３ 指定基準を満たす以下の省エネ設備等
・空 調 設 備（ エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー、 ガ ス
ヒートポンプ式冷暖房機）
・照明設備※（蛍光灯照明器具、ＬＥＤ照明器
具、ＬＥＤ誘導灯器具）
・小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
・再 生可能エネルギー設備（太陽光発電シス
テム、太陽熱利用システム）

《法人》
2010（平成22）年３月31日から2021（平成33）
年３月30日までの間に終了する各事業年度
《個人》
2010（平成22）年１月１日から2020（平成32）
年12月31日までの間

対象期間

環境施策の横断的・総合的な取組

設備の取得価額（上限２千万円）の２分の１を取
得年度の事業税額から減免（ただし、当期事業税
額の２分の１を限度）
※減 免しきれなかった額は、翌年度事業税額から
減免可

燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッ
ド自動車
（2009（平成21）年度から2020（平成32）年度
の間に新車新規登録されたもの）
〔自動車税〕
新 車新規登録を受けた年度（但し月割）及び翌年
度から５年度分
⇒全額を免除
〔自動車取得税〕
2009（平成21）年度から2020（平成32）年度の
取得
⇒全額を免除

免税額等

対象設備

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

「地球温暖化対策報告書」
等を提出した中小企
業者（＊２）
＊１ 総 量削減義務の対象とならない中小規模事
業所ごとにＣＯ２ 排出量や対策状況などを記
載した報告書（Ｐ10参照）
＊２ 資本金１億円以下の法人、個人事業者等
（＊１）

環境負荷の小さい次世代自動車の取得を税制面から支援

対象車

制面から支援します。
【法人事業税・個人事業税の減免】

対象者

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
資 料 編
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環境施策の横断的・総合的な取組

電気自動車（東京都撮影）

次世代の人材育成と環境意識の醸成
を提供しています。2017（平成29）年度は、自

題等を解決するためには、次世代を担う人材の育

然・食・ごみ・水素・省エネ・水・生活など多様

成が不可欠です。

なテーマにて、研修会を開催しています。

これまで都は、地域における環境活動の普及や
実践を進めることを目的として、環境学習リー

小学校教職員を対象とした環境教育研修会の様子

ダー養成講座を行うなど、環境教育の推進を図っ
てきました。
2010（平成22）年度からは、都民を対象とし

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

た環境学習講座を開講するなど、様々な世代に取

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

持続可能な都市を構築し、深刻な地球温暖化問

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

組を拡大しています。
また、埋立処分場における見学会や東京都の保
全地域における東京グリーンシップ・アクション
の実施など、都の保有施設や所有地を環境学習の
体験の機会としても活用し、環境学習を推進して
います。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

このような環境学習を通じた人材育成に加え、
環境局ホームページのスマートフォン対応やフェ
イスブックなどのＳＮＳを活用し、より多くの都
民・事業者に効果的に情報を発信することで、環
境に対する意識の醸成に取り組んでいます。

修会の開催
都は、2008（平成20）年度から、私立も含む
都内小学校の教職員を対象とした、環境教育に関

都
 民を対象とした環境学習講座の実施

する研修会をＮＰＯ法人等と協働で実施していま

都は、都民が環境問題への理解を深め、環境に

す。環境学習プログラムを習得し、教科横断的に

配慮した自発的な行動を取れるよう、全ての都民

総合的な環境学習を実践できるリーダーを育成す

を対象に、2010（平成22）年度から環境学習講

ることにより、学校における環境教育の充実を図

座を開講しています。

ることを目的としています。
だけでなく、他者とのつながりや思いやりを知る
と共に、体験的な学習により、考える、調べる、
行動する力を身につけることができるプログラム

講座では、環境に配慮した活動が効果的に普及
できるようそのノウハウ等を情報提供し、人材育
成事業を展開していきます。
2016（平成28）年度は、再生可能エネルギー

資 料 編

また、本研修会では、環境の知識を身につける

環境施策の横断的・総合的な取組

小 学校教職員を対象とした環境教育研

と水素エネルギー・生物多様性・スポーツＧＯＭＩ
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スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

拾い・外来種対策・地球温暖化とセミの関係など

むこと等を狙いとして、各学校の特性に合わせた

をテーマに実施しました。

体験学習型の授業を行っています。

都民を対象とした環境学習講座の様子

出前授業の様子

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

埋 立処分場見学会を活用した総合的な
環境学習の実施
都が設置・管理する中央防波堤外側埋立処分場

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

及び新海面処分場は、ごみ・３Ｒについての学習
の場にもなっており、多くの小学生が社会科見学
で訪れています。現在、既に埋立てが終了してい
る中央防波堤内側埋立地には、排水処理場、メタ
ンガスの有効利用施設であるガス発電施設、風力
発電施設「東京風ぐるま」
、太陽光発電施設が設置

環境施策の横断的・総合的な取組

環 境教育に先進的に取り組む企業等と
の連携

2009（平成21）年４月からは、中央防波堤の

都は、2005（平成17）年度から、環境教育に

管理事務所内に、
「環境学習ホール」などの展示施

先進的に取り組む企業等と連携した環境学習プロ

設を開設しました。ごみの流れや３Ｒの必要性だ

グラム紹介事業を開始しています。ＣＳＲの一環

けでなく、温暖化、エネルギー、自然環境など、

として企業が実施する出前授業との連携を行い、

環境について総合的に学ぶことができる環境学習

企業の社員が小学校及び特別支援学校に直接出向

施設として、大きな役割を担っています。

き、環境保全への関心や環境を大切にする心を育

資 料 編
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されています。

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/study/
index.html

水 素情報館「東京スイソミル」を活用

水素情報館「東京スイソミル」

した環境学習事業
都は、2016（平成28）年度から、日本初の水
財団法人東京都環境公社によって開設された水素
情報館「東京スイソミル」を活用した小中学生の
環境学習の受入れを行っています。
水素情報館「東京スイソミル」では、水素エネ
ルギーの情報発信拠点として、見て触って体験し
ながら学べる展示を用いて、水素社会の意義や技
ができます。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

術、安全性、将来像等について理解を深めること

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

素エネルギーに特化した普及啓発施設として公益

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
資 料 編

公共交通機関のご利用にご協力ください。
（駐車台数に限りがございます）

環境施策の横断的・総合的な取組

住
所：江東区潮見１−３−２
電
話：03−6666−6761
Ｈ
Ｐ：www.tokyo-suisomiru.jp/
開館時間：９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日：毎週月曜日（月 曜日が祝日の場合は開館し、
その翌日が休館）
年末年始（12月28日～１月４日）
アクセス：○ＪＲ「潮見駅」より徒歩８分
○東京メトロ「辰巳駅」より徒歩20分
○都営バス【錦13乙】
（錦糸町↔深川車庫）
「潮見一丁目」下車 徒歩１分
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スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

広く環境情報を伝える
より多くの都民・事業者の方に、東京の環境の

ジン等による情報提供を行っています。

現状や都の取組について理解していただくため、

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

ホームページ
東京の環境に関する様々な情報をお伝えするために、東京都環境局ホームページを開設していま
す。2013（平成25）年３月からは主要なページについてはスマートフォン対応も行っています。
ホームページでは、都からの環境情報をより早く、より分りやすく多くの方々にお伝えするため
に、今後も更なる充実を図っていきます。
【ホームページの主な掲載内容】

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

⃝基本情報：ニュースルーム（報道発表）
、環境局のご案内（組織、政策情報）
、窓口、申請・届出
様式など
⃝各施策テーマ別：気候変動、エネルギー、自然環境など
⃝その他：大気汚染地図情報、東京の公害風景、光化学スモッグ情報など

メールマガジン・ツイッター・フェイスブック
最新の報道発表やイベント案内などの情報をお届け

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

するため、メールマガジン「ＴＯＫＹＯ環境ニュース」
や「ツイッター」、「フェイスブック」により情報発信
しています。
メールマガジン（「ＴＯＫＹＯ環境ニュース」）
ＵＲＬ：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/magazine.html
ツイッター（アカウント「@tochokankyo」）
ＵＲＬ：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/about/twitter.html
フェイスブック（名前「東京都環境局」）
ＵＲＬ：http://www.facebook.com/kankyo.metro.tokyo.jp

（ＵＲＬ：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/）

環境施策の横断的・総合的な取組

冊子・パンフレット等
有償刊行物（環境基本計画、東京都環境白書など）を都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）で
販売しています。また、事業や制度について解説した各種パンフレット等は環境局の窓口で配布し
ています。

広く意見や要望などを聴く
都に寄せられる要望・意見については、迅速か
つ適切に対応しています。

資 料 編
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パンフレットや冊子、ホームページ、メールマガ

特に苦情については、相談窓口を設けるととも
に、関係機関との連携を通じて解決に向けた助言
や指導を行っています。

都民の声
寄せられた声の内容としては、主に次のようなものがあります。
⃝エネルギー政策に関する意見、提言
⃝地球温暖化対策に対する提案と都の施策への期待
⃝循環型社会への取組に対する苦情、提案、提言

13%

⃝近隣や航空機の騒音に関する苦情・意見

7%

⃝大気・水質・土壌汚染に関する苦情など

12%

全件数
６,６４１件

49%

なお、2016（平成28）年度は、大気・水質・土壌汚染や騒音に対する苦情・意見が比較的多数を
占めました。

19%

騒音

大気汚染

悪臭

振動

その他

窓口での助言、指導を行うほか、都及び区市町村の窓口に寄せられた公害苦情について統計を
とっています。苦情の種類では、騒音に関するものの比率が高く、中でも工事・建設作業現場を原
因とする件数が多い傾向にあります。
2015（平成27）年度公害苦情受付状況

公害苦情受付件数（2005～2015年度）
（件数）
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展開

るなど、水素エネルギーの普及啓発に取り組んで

水素エネルギーの活用、持続可能な資源利用、

います。

生物多様性の保全などの新たな環境施策について、
メディアアドバイザーの専門的な知見を活用しな
がら、ターゲットに応じた広報媒体を選択し、効
果的な広報展開を行っていきます。
2016（平成28）年度は、水素社会の実現に向
けて、未来像や身近な利活用を分かりやすく説明
2005
2007
2009
2011
2013
した映像を制作し、特設ＷＥＢサイト「東京スイ

2015
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3000

ソ学園」（ＵＲＬ：https://suiso-tokyo.jp/gakuen/）で配信す

環境施策の横断的・総合的な取組

（件数）
10000

新 たな環境施策を推進するための広報

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

13%

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

公害苦情相談

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

⃝節電、省エネルギーに関する意見、提言

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

（年度）
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スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

実効性の高い環境行政の推進に向けた体制の充実

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都の監理団体である公益財団法人東京都環境公
社は、環境行政に資する調査研究・技術支援事業、
都民や中小規模事業所が行う地球温暖化防止活動

ほか、2015（平成27）年度からは、保全地域の
一部の管理業務も実施しています。
公益財団法人東京都環境公社には、環境分野に

や省エネ対策への支援、埋立処分場の管理運営、

おける専門機関として多くの経験や技術が蓄積さ

緑地の維持管理、環境学習など、都の環境施策を

れており、都から多くの事業を受託し、都民や事

補完し、その事業の円滑な実施に協力する役割を

業 者 と 行 政 を つ な ぐ 役 割 を 果 たし て き まし た。

果たしています。

2015（平成27）年度には、東京タワーなど都内３

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

また、公益財団法人東京都環境公社の一部門で

か所に、太陽光パネルからの電気でスマートフォン

ある東京都環境科学研究所においては、都からの

などが充電できるシティチャージを日本で初めて

委託研究や大学等との共同研究、国・民間企業か

設置しました。また、2016（平成28）年７月から

らの外部資金を活用しての研究など、都の環境行

は、太陽光発電とバイオマス発電という再生可能

政に資する調査研究や自動車排出ガス試験、分析

エネルギー由来のＦＩＴ電気を組み合わせ、公社の

精度管理、都及び区市町村担当者を対象とした技

維持管理する施設に電力を供給するモデル事業を

術研修など技術支援を行っています。

開始しました。電気の需給調整等のノウハウを蓄

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

一方で、再生可能エネルギーや水素エネルギー、

積し、同様の電気供給を行う事業者の技術的サ

生物多様性の保全など近年の環境行政における重

ポートを行うとともに、再生可能エネルギー由来の

要なテーマへの調査・研究が十分に進んでいない

電気を率先して選択するモデルともなるものです。

などといった課題もあるため、東京都環境科学研
究所を含む公益財団法人東京都環境公社の機能の
強化を図っていきます。

環境に関する調査・研究等の推進
都は、環境汚染の状況や影響把握、汚染のメカ

環境施策の横断的・総合的な取組

ニズム解明など環境施策の展開に必要な科学的知

東京都環境公社との連携
公益財団法人東京都環境公社は、都の廃棄物行

見を得るため、東京都環境科学研究所をはじめと
する試験研究機関や大学等との連携による先駆

政の補完を目的として1962（昭和37）年に「財

的・継続的な調査・研究等を実施しています。

団法人東京都環境整備事業協会」として設立され

●東京都環境科学研究所の沿革

ました。その後、2012（平成24）年には公益財

1968（昭和43）年 東
 京都公害研究所発足

団法人へ移行し、東京都の環境施策を補完し、事

（全国初の公害の総合的な

業の円滑な実施に協力する機関となっています。
この間、2007（平成19）年度からは都の環境

1985（昭和60）年 東
 京都環境科学研究所に
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施策の推進に必要な科学的知見の提供に向けた調

改称

査研究（東京都環境科学研究所）、2008（平成

2000（平成12）年

20）年からは中小規模事業所や家庭における省エ

2007（平成19）年 研
 究機能を財団法人東京

ネ対策の支援（東京都地球温暖化防止活動推進セ
ンター（愛称：クール・ネット東京））を開始した
118

研究機関として設立）

東京都清掃研究所と統合
都環境整備公社※に移管

※2012年に公益財団法人に移行し、東京都環境公社に改称

●調査研究、技術支援
研究所では、都からの委託研究や大学等との共
同研究、国・民間企業等からの外部資金を活用し

水質、ばい煙、廃棄物等に関する知識や技術を継
承するための実務研修を実施しています。
区市町村職員向け技術研修（アスベスト）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

た研究を実施しています。
さらに、2016（平成28）年９月に文部科学省
から学術研究機関に指定され、2017（平成29）
年度初めて科学研究費補助金の交付を受けていま
す。
―主な研究内容―
・自動車の環境対策の総合的な取組に関する研究

・高濃度光化学オキシダントの低減対策
・有害化学物質の分析法・環境実態の解明
・東京湾の水質改善に関する総合的研究
・東京都におけるヒートアイランド現象等の実態
・水素蓄電を活用したまちづくりに向けた調査

●研究成果及び環境情報の提供
公開研究発表会、研究施設の一般公開、研究所年
報・研究所ニュースの発行、ホームページ等を通じ
て、環境に関する科学的知見を広く提供しています。

また、自動車排出ガス試験、行政検体の精度管

環境施策の横断的・総合的な取組

研究施設の一般公開（子供向け科学実験体験の様子）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

採取したＰＭ2 . 5 の成分分析

約半世紀にわたる研究の成果は、様々な施策や事業に
活用されてきました。フロン破壊技術の実用化、三点
比較式臭袋法の悪臭防止法への採用、近年ではディー
ゼル車排出ガス規制強化に向けた技術開発など多くの
実績を上げています。
現在は、ＰＭ2 . 5 の成分組成の解析、ＶＯＣ広域デー
タ解析、ゲリラ豪雨等極端現象の研究など、環境問題
の動向を長期的、先見的に展望しながら、行政、他研
究機関との連携を密に調査研究に取り組んでいます。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

・資源管理・最終処分プロセスに関する技術開発
・微小粒子状物質（ＰＭ2 . 5 ）の濃度低減等

スマートエネルギー都市の実現

環境施策の横断的・総合的な取組

理、行政からの緊急依頼への対応などの技術支援
や、都・区市町村職員向けに、ダイオキシン類、
資 料 編
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スマートエネルギー都市の実現
３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
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環境施策の横断的・総合的な取組

●環境関連資料の貸出し
研究所の資料室では、環境や研究に関連した資
料の閲覧・貸出しを行っています。約13万冊の蔵
書があり、昭和30年代をはじめとする公害全般の
資料が充実しています。

研究所のご案内（問合せ先）
公益財団法人東京都環境公社
東京都環境科学研究所
電話

研究調整課

03-3699-1331

（ＵＲＬ）http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/

