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スマートエネルギー都市の実現
地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の頻発、食料生産の困難、飲料水の枯渇、海面上昇によ
る居住地の喪失などを引き起こす、最も深刻な環境問題です。そして、温暖化の主な要因は、人類
が消費する大量の化石燃料に起因する、ＣＯ２ をはじめとした温室効果ガスの増加であることが、ほ
ぼ特定されています。この危機を回避するためには、必要最低限のエネルギーを使って快適な都市
生活を送ることのできる、低炭素なエネルギー社会への転換を図ることが不可欠です。
また、東日本大震災後に顕在化した電力供給力の確保という課題への対応を契機として、エネル
ギーのあり方が見直され、需給両面からの取組が求められています。需要面では、震災以降かつて
ないほど進んだ賢い省エネ・節電対策を更に加速化することに加え、エネルギーマネジメントの推
進等により、電力需要を抑え、電力の効率的・効果的な使用を促していくことが必要です。一方で、
供給面では、大規模集中型の電力供給への過度な依存から脱却し、太陽エネルギー等の再生可能エ
ネルギーや高効率なコージェネレーションシステム等の自立・分散型電源の普及を図る必要があり
ます。
人口や産業が集中している東京は、我が国の首都として、世界有数の大都市として、エネル
ギー・環境制約の強まる時代においても、都市機能の維持成長を可能とするため、先駆的な施策展
開が求められています。都民、ＮＰＯ、事業者、他自治体や海外の大都市とも連携しながら、気候
変動とエネルギー対策に一体的に取り組み、低炭素・快適性・防災力の３つを兼ね備えたスマート
エネルギー都市を実現していきます。

現状と課題

東京から地球の危機に挑む

4

科 学的見地からみた地球温暖化による

りまとめ、科学的な見地からの報告を行いました。

危機

自然科学的根拠については、気候システムの温暖

大気中の二酸化炭素濃度は依然として増え続け

化は疑う余地がないこと、世界平均気温はこの

ており、2016（平成28）年の年平均値は過去最

130年間に0.85℃上昇しており、最近30年の各

高を更新しました。2015（平成27）年３月には

10年間の世界平均気温は1850年以降のどの10年

世界の月平均値で初めて400ppmを超えており、

間よりも高温であったこと、累積ＣＯ ２ 排出量と

地球で最も濃度が低い場所と考えられている南極

世界平均気温の上昇量はほぼ比例関係にあり、産

でも2016（平成28）年５月に400ppmを超えて

業革命以降の二酸化炭素の累積排出量は約5,550

います。

億炭素トン、今も毎年約10億炭素トン規模で累積

2014（平成26）年10月、ＩＰＣＣ（気候変動

し続けていることを明らかにしました。影響・適

に関する政府間パネル）は第５次評価報告書を取

応・ぜい弱性については、観測された影響と将来

の活力を維持し更なる成長を可能とするための必

的に評価するとともに、世界全体の気候変動によ

須要件です。また、東京が率先して気候変動対策

る海面上昇や洪水被害、インフラ等の機能停止、

に取り組むことは、発展していく低炭素型の新た

食料安全保障が脅かされること等をリスクとして

なビジネスモデルを東京から生み出していくこと

抽出しています。気候変動の速さと大きさを制限

になります。同時に、エネルギーを大量に消費す

することにより、その影響によるリスクを低減で

る大都市として、その特性を踏まえた気候変動対

きるとしつつ、地球温暖化が大規模になれば、深

策を通じて、規模に見合った責任と役割をしっか

刻かつ広範で、不可逆的な影響が起こる可能性が

りと果たしていく必要があります。

高まるとしています。気候変動の緩和については、

先 行する準国家政府及び都市レベルの

排出量を2010年比で2050年には40～70％削減、

取組

2100年にはゼロ又はマイナスにする必要がある

2015（平成27）年12月、国連気候変動枠組条

こと、一次エネルギーに占める低炭素エネルギー

約第21回締約国会議（ＣＯＰ２１）で、パリ協定

の割合を３～４倍にすること、今後とり得る対策

が採択され、2016（平成28）年11月に発効しま

として、例えば建築部門では、建築基準等が正し

した。協定では、世界共通の長期目標として、産

く設計・実施されるならば、排出削減の最も効果

業革命前からの平均気温の上昇を２℃未満に保つ

的な手段となること、等を指摘しています。

こと、1.5℃に抑える努力を追求することが明記さ

都が気候変動対策を進める意義

を実質的にゼロとする目標を掲げています。
こうした中、準国家政府や地方政府レベルで気

で に 東 京 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を2000年 比 で

候変動対策を強化する動きが世界中で活発化して

25％削減する」という目標を掲げ、達成に向けて

おり、中でも、世界の温室効果ガスの７割を排出

様々な取組を進めてきました。キャップ＆トレー

している都市の取組が注目されています。都は、

ド制度をはじめとするこれらの施策は、都民や事

ＣＯＰ２１に先駆け、温室効果ガス排出量を2030

業者の皆さんの協力により実施されており、着実

年までに2000年比で30％削減するという意欲的

に成果を挙げています。

な目標設定を表明しました。また、建築物の低炭

都が気候変動対策を強化してきたのは、東京自

素化をはじめ、東京における温室効果ガスの排出

身をいち早く低炭素都市へと転換することを目指

特性に応じた取組を進めていますが、これらの都

したためです。東京における企業活動や都市づく

の取組は、世界の準国家政府や都市政府の先導的

りのあり方を低炭素型へ移行することは、ＣＯ ２

な取組と軌を一にするものです。

環境施策の横断的・総合的な取組

都 は、2006（ 平 成18） 年12月 に「2020年 ま

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

れ、このため今世紀後半には温室効果ガスの排出

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

気温上昇幅を２℃未満に抑えるためには、ＣＯ ２

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

の影響及びぜい弱性について地域・分野別に具体

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

排出制約が強まるこれからの時代において、東京
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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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スマートエネルギー都市の実現

東京が目指す都市の姿
東日本大震災直後の深刻な電力不足を経験して

こうした中で、都は、2012（平成24）年５月、

以降、エネルギー施策の見直しや新たな取組を進

「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方…

めることが必要になっています。

針～節電の先のスマートエネルギー都市へ～」を

これまで進めてきた気候変動対策に加え、エネ

策定しました。ここでは、気候変動対策に先導的

ルギーの安定供給を維持するための自立・分散型

に取り組むとともに、災害に備え、かつ、都市の

エネルギーの確保や、都市のにぎわい・快適性を

魅力と知的生産性の向上を図ることで、低炭素、

維持しつつエネルギー利用の効率化・最適化を図

快適性、防災力の３つを同時に実現する「スマー

るエネルギーマネジメントの考え方などが求めら

トエネルギー都市」を目指す都の取組について示

れるようになりました。

しています。

目指すべきスマートエネルギー都市の姿
①省エネ技術やノウハウ
を最大限に活用した賢
い節電・省エネ

低炭素

＋

（気候変動に先導的に対処）

②低炭素・自立分散型エ
ネルギーの利用拡大

快適性

防災力

（オフィスの知的生産性も向上）

（高度防災都市を実現）

＋
③エネルギーマネジメント
による需給の最適制御

省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進

東 京のエネルギー消費と温室効果ガス

ているにもかかわらず排出量が増加しているのは、

排出量

都内に供給される電気のＣＯ２ 排出係数※が大幅に
上昇しているためです。このように、ＣＯ２ 排出

以降、減少傾向にあります。2015（平成27）年

量の推移だけでは、事業者や都民の省エネ努力の

度のエネルギー消費は629ペタジュール（速報値）

成果が分かりにくい状況となっていることから、

であり、2000（平成12）年度の801ペタジュー

温室効果ガス削減目標における需要側が取り組む

ルと比較して約22％、前年の2014（平成26）年

べ き 目 標 と し て、
「東京のエネルギー消費量を

度と比較して約2.6％と、それぞれ減少しています。 2000年比で2030年までに38％削減する」という
エネルギー消費の削減には、都内の事業所や家庭

エネルギー消費そのものに着目した目標も設定し

等が、これまでの気候変動対策（省エネ対策）の

ています。

経験を生かして実行した2011（平成23）年度の

東京の部門別ＣＯ ２ 排出量を見ると、業務・家

電力危機やその後の継続した省エネ・節電対策が

庭等を中心とする建築物部門が全体の７割以上を

大きく寄与しています。

占めています。都は、こうした部門に応じたＣＯ２
削減対策を推進するとともに、低炭素・防災力の

ガ ス 排 出 量 は6,598万 ト ン（ 速 報 値 ） で あ り、

向上に向けた多様なエネルギー源の確保に取り組

2000（平成12）年度の6,209万トンと比較して

んでいます。

約6.3％増となりました。エネルギー消費が減少し

※ 電
 気のＣＯ２ 排出係数：電気１ｋＷｈ当たりどれだけのＣＯ２ を排出
しているかを示す数字

エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の推移

ＣＯ２ 排出量の部門別構成比
（2015年度速報値）
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環境施策の横断的・総合的な取組

2015年度 6,598万t-CO2

エネルギー消費量

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

また、東京の2015（平成27）年度の温室効果

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

東京のエネルギー消費は2005（平成17）年度

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

現状と課題

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

400

（注１）ＰＪ（ペタジュール）
：Ｊは熱量を表す単位で、１ＰＪ＝1015Ｊです。
（注２）2015年度は速報値

内円：2000年度（合計5,889万ｔ-ＣＯ２ ）
中円：2010年度（合計5,874万ｔ-ＣＯ２ ）

資

外円：2015年度（合計6,048万ｔ-ＣＯ２ ）
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スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

施

大規模・中小規模事業所における対策（産業・業務部門対策）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

大
 規模事業所に対する温室効果ガス排出

2015（平成27）年度からの第２計画期間では、

総量削減義務と排出量取引制度の実施

削 減 義 務 率 を17 ％ 又 は15 ％ に 強 化 し て お り、

2010（平成22）年４月から開始した都の「温

2015（平成27）年度の対象事業所の排出量は、

室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」

総延べ床面積が増加する中でも前年度から１%削

は、大都市に集中するオフィスなどの業務部門を

減が進み、基準排出量比で26％削減となり、既に

も対象とする点において、世界で初めての都市型

約８割の事業所が、第２計画期間の削減義務率以

キャップ＆トレードプログラムです。

上の削減を達成しています。

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

本制度は、①原単位でなく総量の削減、②自主

また、第２計画期間からは、都が認定するＣＯ２

参加ではなく義務的制度、③明確な排出量の算定

排出係数の小さい供給事業者から電気又は熱を調

検証ルールの確立、④規制手法と市場メカニズム

達した場合にＣＯ ２ 削減分として認める仕組み

の結合、という４つの要件を満たす世界水準のプ

（低炭素電力及び熱の選択の仕組み）を導入してお

ログラムです。東京が世界レベルの施策を実施す

り、2015（平成27）年度には、低炭素電力につ

ることは、日本全体の気候変動対策の強化を実現

いては16事業所、低炭素熱については103事業所

するうえで、重要な意義を有するものです。

が活用しました。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

2010（平成22）年度から2014（平成26）年

特定テナント省エネ評価区分
特定テナント省エネ評価区分

度までの第１計画期間では、ＬＥＤ照明の導入な
どの対策実施により削減が進み、約1,300の対象
事業所のうち、約９割が自らの対策によって削減
義務率（８％又は６％）以上の削減を達成しまし
た。残りの約１割も2016（平成28）年９月末の

環境施策の横断的・総合的な取組

義務履行期限までに必要な排出量取引を行って、
削減義務を履行しています。

（万t-CO2）

第１計画期間

1700

評価ごとの特定テナント事業者割合（ｎ＝600）

※2017（平成29）年７月12日時点

3％

対象事業所の総ＣＯ２ 排出量の推移

13％

22％

22％

23％

3％

（20事業所）

（19事業所）

第２計画期間
18％

1600

（107事業所）

25％

18％
（110事業所）

1500
1400
1300
1200
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策

26％

基準
排出量※1

27％

1,650

（160事業所）

31％
（184事業所）

1,227

1100
1000
基準年度

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

2015年度

※2

※1 基
 準排出量とは、事業所が選択した2002（平成14）年度から2007
（平成19）年度までのいずれか連続する３か年度排出量の平均値
※2 2017（平成29）年２月３日時点の集計値（電気等の排出係数は
第２計画期間の値で算定）

公表テナント事業所
473事業所

テナントを抱える大規模ビルの義務履行に向け
ては、より一層のテナント事業者の省エネ対策の

推進及びオーナーとの関係強化が求められていま

業所の省エネを促進しています。
都は、今後もセミナーの開催や省エネ診断・

定テナント等事業所の省エネ対策の実施状況を評

指導等を通して、事業者の更なる削減対策への

価・公表する仕組みを導入し、特定テナント等事

取組を促進していきます。

Close-up

1

大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務
と排出量取引制度」
第２計画期間：2015（平成27）〜…

都は、2002（平成14）年４月、大規模事業

2019（平成31）年度

所を対象に温室効果ガス排出量の算定・報告、
度」を導入し、更に2005（平成17）年からは、 ３

義務の内容及び基準排出量

削減対策への都の指導・助言及び評価・公表の
仕組みを追加して、事業者の自主的かつ計画的

総量削減義務

削減義務量＝基準排出量×削減義務率
※５ 年間の排出量を、次に定める排出上限量
以下にする義務
（基準排出量－削減義務量）×５年間

基準排出量

原則、2002年度から2007年度までの間のい
ずれか連続する３か年度の平均排出量（どの
３か年度とするかは、事業者が選択可能）

な対策の実施を求めてきました。
こうした実績を踏まえ、対策レベルの底上げ
を図るとともに、都内のＣＯ２ 排出総量の削減
を実現するため、都は、2008（平成20）年７
出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しま
した。削減義務は、2010（平成22）年４月か
ら開始しています。この制度は、わが国で初め
てのキャップ＆トレード制度であると同時に
オフィスビル等をも対象とする世界初の都市型
の制度です。

☆排出量の報告（毎年度）
、基準排出量の申請等
に際しては、登録検証機関による検証が必要
４

削減義務率

⑴

設定の考え方

◆
「2020年までに、東京の温室効果ガス排出量
を2000年比で25％削減する」ために必要な
業務・産業部門の削減率は17％

排出量取引制度では、大規模事業所間の取引
トなどのクレジットを活用できます。対象事業

基準年度

所は、自らの事業所での削減対策に加え、排出

第１計画期間
（2010-2014年度)

第２計画期間
（2015-2019年度)

2020年度

５年平均６％削減

量取引での削減量の調達により、経済合理的に
対策を推進することができます。

５年平均15％削減

制度の概要
１

対象事業所

対象となる
事業所

燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間
1,500ｋＬ以上の事業所

総量削減義務
燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるＣＯ２
の対象ガス
総量削減義務
対象となる事業所の所有者（原則）
の対象者

削減計画期間：５年間
第１計画期間：2010（平成22）〜…
2014（平成26）年度

設定
◆第２計画期間は、
「より大幅なＣＯ２ 削減を定
着・展開する期間」と位置付け、総量削減目
標を▲15％に設定
⇒これらを前提に、計画期間ごと、区分ごと

料 編

削減計画期間

動期」と位置付け、総量削減目標を▲６％に

資

２

◆第 １計画期間は、
「大幅削減に向けた転換始

環境施策の横断的・総合的な取組

に加え、都内中小クレジット、再エネクレジッ

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

月、環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排

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

以後、５年度ごとの期間

目標設定等を求める「地球温暖化対策計画書制

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

す。そこで都は、2014（平成26）年度から、特

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

の削減義務率を設定
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⑵

削減義務率
削減義務率
区分

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

第１計
画期間

第２計
画期間

オフィスビル等※１と地域冷暖房施
Ⅰ−１ 設（
「区分Ⅰ−２」に該当するも
のを除く。）

８％

17％

オフィスビル等※１のうち、地域冷
Ⅰ−２ 暖房等の他人から供給された熱を
多く利用している※２事業所

６％

15％

区分Ⅰ−１、区分Ⅰ−２以外の事
業所（工場等※３）

６％

15％

Ⅱ

総量削減義務の履行手段

⑴

自らで削減

・高効率なエネルギー消費設備・機器への更
新や運用対策の推進など
・低 炭素電力・熱の選択の仕組み【第２計画
期間から】
エネルギー需要側である事業所の「低炭素
な電力や熱の供給事業者」選択行動を促す
ため、供給事業者の排出係数の違いを、一
定の範囲で事業所の排出量算定に反映させ

※１ オフィスビル、官公庁庁舎、商業施設、

ることができる仕組みとして第２計画期間

宿泊施設、教育施設、医療施設等
※２ 事業所の全エネルギー使用量に占める地
域冷暖房等の他人から供給される熱の使用

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
資
料 編
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５

割合が20％以上
※３ 工場、上下水道施設、廃棄物処理施設等
◆第２計画期間の「より大幅な削減を定着・展
開する期間」としての特別の配慮
①中小企業等への対応
中 小企業等が１／２以上所有する事業所は、
削減義務対象外
②電 気事業法第27条に関連する削減義務率の

から導入
⑵

排出量取引（次の量を取引等で取得）

①超過削減量

対象事業所が削減義務量を超えて削
減した量

②都内中小クレジット

都内中小規模事業所の省エネ対策に
よる削減量

③再エネクレジット

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 環 境 価 値（ グ
リーンエネルギー証書、生グリーン
電力等を含む。）

④都外クレジット

都外の大規模事業所の省エネ対策に
よる削減量

☆① 〜④の量は、登録検証機関の検証を経て、
都に認定されることが必要（グリーンエネル

緩和措置

ギー証書については、既に認証手続を経てい

電 気 事 業 法 第27条 の 使 用 制 限 の 緩 和 措 置
（削減率０％又は５％）の要件を満たす需要
設備の排出量が当該事務所の排出量の１／２

るので、検証は不要）
☆⑵のクレジット等については、第１計画期間
中のものを、第２計画期間で利用することも

以上である事業所は第２計画期間に限り削減
義務率を緩和（４％又は２％）
③第２計画期間から新たに削減義務対象となる
事業所
第１計画期間と同等の削減義務率（８％又は
６％）を適用
◆トップレベル事業所について
「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れ

た事業所」として、「知事が定める基準」に
適合すると認められたときは、トップレベル
事業所として、当該事業所に適用する削減義
務率を１／２（準トップレベル事業所の場合
は３／４）に減少

可能
●埼玉県との連携
2011（平成23）年４月、埼玉県では目標設
定型排出量取引制度を導入しました。都は、埼
玉県と協定を締結し、超過削減量と中小クレ
ジットについて都県の垣根を越えた相互利用を
可能にしました。
６

実効性の担保

義務履行期限までに削減義務未達成の場合、
削減義務不足量×1.3倍を削減するよう措置命令
⇒命 令違反の場合、罰則（上限50万円）
、違
反事実の公表、知事が命令不足量を調達
し、その費用を請求

トップレベル事業所
トップレベル事業所は、東京都キャップ＆トレード制度において、地
球温暖化対策の取組が特に優れた事業所として認定された事業所（オ

トップレベル事業所
認証マーク

入やきめ細かい運転管理など数多くの優れた取組を行っています。取組
の程度に応じ、トップレベル事業所、準トップレベル事業所として、都
が認定しています。
認定結果についてはホームページなどで公表するとともに、平成29年
度から、トップレベル事業所認証マーク入りの認定証を交付しています。

策報告書制度の運用

この制度で報告書を提出する事業者には、義務
提出者と任意提出者があり、義務提出者となる場

都内には、全国の１割強を占める、約66万の中

合は、本社等が事業所ごとの「地球温暖化対策報

小規模事業所（エネルギー使用量を原油に換算し

告書」を取りまとめ、一括して提出し、公表する

て1,500ｋＬ／年未満の事業所等）が存在し、東

ことが義務付けられています。
2012（平成24）年度には、提出された報告書

出しています。こうした中小規模事業所は、これ

の情報を基に自己評価指標（低炭素ベンチマーク）

まで都や国の制度の直接的な対象となっていな

を作成・公表しています。これにより自分の事業

かったことなどから、省エネルギーの取組が十分

所の排出水準を把握・評価することで、取組のス

ではありませんでした。

テップアップが期待されます。
2013（平成25）年度には、地球温暖化対策の

を改正し、都内の全ての中小規模事業所が簡単に

目標を任意記載できるよう改正を行いました。目

ＣＯ２ 排出量を把握し、具体的な気候変動対策に

標の設定を行い、翌年度に達成状況を確認するこ

取り組むことができる「地球温暖化対策報告書制

とで、更なる改善と一層効果的な対策の実施が可

度」を創設しました。2010（平成22）年４月か

能となります。

ら提出が始まり、毎年度３万を超える事業所の報
告書が提出されています。
2014年度〜2016年度報告書提出状況
提出事業者数
2016

2,278

2,226

2,147

2014

2015

2016

34,332 34,580 34,329

料 編

2015

提出事業所数

資

2014

地球温暖化対策報告書制度のイメージ

環境施策の横断的・総合的な取組

このため、2008（平成20）年に環境確保条例

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

京における業務・産業部門の約６割のＣＯ ２ を排

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

中 小規模事業所に対する地球温暖化対

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

フィスビル・工場等）です。省エネ推進体制の整備、高効率な設備の導

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現
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環境性能評価の普及促進

ネ性能をアピールできるようになりました。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都内のＣＯ２ 排出量において相当割合を占める

さらに、2015（平成27）年５月には、カーボン

中小規模テナントビルでは、ビルオーナーが省エ

レポートの普及拡大や省エネ性能に優れたビルの

ネ改修を行っても光熱費の削減効果の多くは入居

市場価値向上について不動産市場に関わる団体や

するテナントが享受するため、省エネ改修が進み

有識者と意見交換を行う「中小テナントビル低炭

にくい状況にあります。こうしたビルの省エネ・

素パートナーシップ」を立ち上げ、中小テナントビ

低炭素化を推進していくためには、テナント入居

ルの低炭素化を一層推進する取組を開始しました。

者等が省エネ性能の高いビルを入居先として選択

都は、不動産市場において、低炭素な建築物に

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

するように誘導し、ビルの稼働率が向上するなど、

対する評価を確立し、不動産投資家やテナント事

ビルオーナーの収益の安定・拡大に寄与する仕組

業者が、投資物件や入居先物件として中小規模ビ

みが必要です。

ルを評価・選定することにより、低炭素ビルの普

このため、2014（平成26）年６月に低炭素ベ

及促進を目指します。

ンチマークを活用し、中小規模テナントビルの省
エネ・低炭素レベルの見える化を図り、ビルオー
ナーがテナント入居者や入居希望者等に対してビ

中小規模事業所等の取組支援
都は、
「東京都地球温暖化防止活動推進センター」

ルの省エネレベルを示すことのできる「カーボン

を中小規模事業所の対策拠点として、個々の事業所

レポート」の様式提供を開始し、これにより省エ

の実態に即した無料の「省エネルギー診断」や気候

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

カーボンレポート（表面）

変動対策の基本から実践的な知識を学べる「省エ
ネルギー研修会」などの支援を実施しています。
さらに、各種支援策や制度を有効に機能させる
ために、地球温暖化対策報告書の受付、省エネ促
進税制の対象となる機器の公表・申請受付も実施
し、中小規模事業所がワンストップで気候変動対

環境施策の横断的・総合的な取組

策、省エネ対策の支援を受けられる体制を構築し
ています。このほか、様々な手法を活用して、中
小規模事業所における省エネ対策を総合的に推進
しています。

グリーンリース普及促進事業
テナントビルの低炭素化を推進するため、ビル
オーナーとテナントが協働して省エネ行動・省エ
ネ改修に取り組むグリーンリース契約を条件に改

資

修費用等の一部を助成するモデル事業を2016（平

料 編

成28）年度から開始しました。また、2017（平成
29）年度からは、併せて省エネ性能に優れたＬＥ
Ｄの導入促進を図るため事業の拡充を行っています。

12

家庭部門への対策
都内の家庭部門から排出されるＣＯ２ は、都内に

行っていくことが重要です。

家庭部門のＣＯ ２ 削減を進めるに当たっては、

都は、家庭における創エネ機器等の導入に対す

高効率な機器やＥＭＳ（エネルギー管理システム）

る補助事業を実施しています。また、各家庭での

等の導入による省エネ・エネルギーマネジメント

自主的な節電の促進に向けた支援を行っています。

を進めていくことや、個々の家庭に対して実情に

家庭での省エネを進めるため、都内の地域家電店で白熱電球2個以上とＬＥＤ電球1個を交換する
とともに、省エネアドバイスを行う事業を平成29年7月10日（月）から開始しました。電球交換を
機会に、更なる省エネに取り組みましょう！
お店で提供されるＬＥＤ電球
・電球４０Ｗ相当又は６０Ｗ相当
・口金のサイズがＥ２６

形状Ａ型の電球

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

・電球の形状がＡ型

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

家庭におけるＬＥＤ省エネムーブメント促進事業

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

おけるＣＯ２ 排出量全体の約３割を占めています。

即した省エネルギーや節電についての普及啓発を

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

Ｅ26サイズの口金

交換対象者
（交換は一人１回まで）
交換に必要なもの
・ご家庭で使用中の白熱電球※1 2個以上
※１ 消費電力が３６Ｗ以上で、１つは口金サイズがＥ２６
・運転免許証や健康保険証などの本人確認書類※２
※２ 公的機関が発行したもので、氏名、生年月日、現住所が確認できるもの
交換場所

環境施策の横断的・総合的な取組

・都内に住所を有する１８歳以上の都民の方

・参加協力店（地域の家電店）
資

参加協力店ステッカー

料 編

お近くの参加協力店や事業の詳細については、ホームページを
ご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
ＨＰ：https://www.tokyo-co2down.jp/individual/ecoother/LED-family/index.html
コールセンター：０５７０－０６６－７００ / ０３－６７０４－４２９９
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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
資
料 編
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企 業・団体と連携した家庭部門の省エ

アコン、冷蔵庫、テレビ（ブラウン管、液晶、プ

ネ・節電行動の推進

ラズマ）を５台以上陳列販売する店舗に対して、

都は、家庭から排出されるＣＯ２ 削減に向けて、

製品本体への省エネラベルの表示を義務化してい

企業・団体と連携して、個々の家庭へ省エネアド

ます。こうした都の先駆的な取組が国を動かし、

バイスを行う「家庭の省エネアドバイザー制度」

2006（平成18）年10月から全国統一のラベル様

を実施しています。この制度は、都が、家庭との

式が導入されています（表示は努力義務）
。

関わりが深く省エネに関するノウハウを持つ企

このほか、家庭における再生可能エネルギーの

業・団体を統括団体として認定し、当該団体の構

利用拡大に取り組むとともに、学校教育を通じた

成員のうち、研修を修了した者を省エネアドバイ

省エネ対策の普及促進を図るなど、家庭部門にお

ザーとして登録します。この省エネアドバイザー

ける気候変動対策の更なる推進を図っています。

が、アドバイスを希望する家庭を訪問し、省エネ
の具体的ポイントや期待される省エネ効果など、

家
 庭におけるエネルギー利用の高度化

個々の状況に応じた適切な助言や説明を行い、各

促進事業

家庭における省エネ行動を推進します。また、統

家庭におけるエネルギー消費量の削減と非常時

括団体は、省エネアドバイザーをセミナーや勉強

の自立性の向上を目的に、蓄電池システム、ビー

会等へ講師として派遣も行っています。

クル・トゥ・ホームシステム、家庭用燃料電池及

また、消費者が家電製品を購入する際に、一目

び太陽熱利用システムの導入に対して補助を行っ

で省エネ情報が分かるように、都は、2002（平成

ています（蓄電池システムとビークル・トゥ・

14）年から省エネ基準達成率を５段階に区分した

ホームシステムは、太陽光発電システムと同時導

相対評価とランニングコストを表示する省エネラ

入が補助要件）
。

ベルキャンペーンを開始し、2006（平成18）年

申 請 期 間 は、2016（ 平 成28） 年 度 か ら2019

には全国23の都道府県の地域で実施されました。 （平成31）年度までです（補助金の交付は2021
同時に都では、2005（平成17）年７月から環境

（平成33）年度まで）
。

確保条例に基づき、家庭での消費電力量が多いエ

省エネリーフレット（2017夏版）
統一省エネラベル

スマートマンション導入促進事業
都内住宅ストックの約７割を占める集合住宅の

エ
 コハウスの普及促進
家庭における省エネルギー対策を促進するため、
業界団体、ハウスメーカー等と連携し、住宅展示

を活用したＭＥＭＳ（マンションのエネルギー管

場等を活用したエコハウスの普及に向けた啓発を

理システム）の導入に対する補助事業を2014（平

行います。

成26）年度から開始しました。申請期間は2014

また、国内外の事例や関係団体へのヒアリング

（平成26）年度から2018（平成30）年度までで

等を踏まえ、戸建住宅の環境性能評価手法や、Ｉ

す（補助金の交付についても2018（平成30）年

ｏＴやＡＩなどの先端技術を活用した、環境性能

度まで）。

の高いエコハウスの建築・改修に係る誘導策につ

ＭＥＭＳアグリゲータ等の事業者がＭＥＭＳを

〈エコハウスのイメージ〉

トを行うことにより、エネルギー使用の効率化及
び電力需要の抑制による無理のない節電を図るこ
とが可能となります。
ＭＥＭＳアグリゲータ等：クラウド等による集中管理システムを保有す
る事業者で、マンションなどの集合住宅に対してＭＥＭＳを導入し、エ
ネルギー管理サービスやＭＥＭＳからの取得情報を活用した継続的な
サービスを通じて節電事業を行う者

熱の出入りが大きい窓の断熱改修を促進させて
いくため、既存住宅を対象に高断熱窓への改修を
支援しています。申請期間は2017（平成29）年
度から2019（平成31）年度まで。
戸建・集合住宅の所有者又は管理組合等
（既存住宅に限る）

助成対象
設備・
助成額

高断熱窓（内窓の設置及び外窓・ガラス
の交換）
対象費用の１／６（上限50万円）

主な助成
条件

１つ以上の居室において、設置される全て
の窓を改修すること

環境施策の横断的・総合的な取組

対象者

（出典）国土交通省資料

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

既
 存住宅における高断熱窓導入促進事業

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

活用し、専有部と共用部のエネルギーマネジメン

いても幅広く調査・検討していきます。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

エネルギーマネジメントを進めるため、ＩＴ技術

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

資
料 編
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スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

運輸部門への対策
運輸部門のＣＯ２ 排出量の現状

の温室効果ガスを2000年比で30％削減するとい

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都はこれまで、環境負荷が少なく、効率的な自

う目標を掲げています。この達成に向けては、運

動車使用を実践し、誰もが安全で快適な移動環境

輸部門において、2000年比60％程度の削減が必

を享受できる都市の実現を目指し、自動車交通量

要となります。

の抑制、環境負荷の少ない自動車使用への転換等、

近年、運輸部門のＣＯ ２ 排出量は、都内自動車

持続可能な環境交通施策を展開してきました。

走行量の減少や実走行燃費の改善が見られている

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

特に、運輸部門のＣＯ２ 排出量の約８割を占め

ことから減少傾向が継続していますが、次世代自

る自動車については、低公害・低燃費車の導入促

動車等（燃料電池車、電気自動車、プラグインハ

進や物流効率化対策等、重点的に対策を推進して

イブリッド車、ハイブリッド車）の普及促進や交

います。また、環境負荷の少ない移動手段として、

通渋滞の緩和、地域交通における環境負荷の低減

公共交通機関に加え、自転車の利用促進に向けた

を進め、更なるＣＯ ２ 排出量の削減を図っていき

取組を進めています。

ます。

東京都環境基本計画では、2030年までに、東京
（運輸部門の運輸機関別ＣＯ２ 排出量構成比）
2015年度（速報値）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

船舶 航空
2% 0%
鉄道
18%
総量

11.3
（百万 ｔ -ＣＯ２）

（都内の自動車走行量の推移）
■ バス ■ 小型貨物車
50

30

8.4
12.4

45.2
0.6
8.8
11.8

46.7
0.7
8.7
10.9

45.1
0.7
8.1
10.2

■ 乗用車

44.9
0.6
7.9
9.4

資
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40

22.6

30

20

22.7

1994年度

24.0

26.4

1997年度 1999年度

26.1

27.0

2005年度 2010年度

44.1

18.6

旅行速度
（都内平均）

45.2

46.7

45.1

24.2

44.9

21.0

24.2

23.7
20.2

21.2
17.5

17.5

21.0
18.7
16.8

12 10
0

35

25
20
15
10

km

5

1994年度 1997年度 1999年度 2005年度 2010年度

0

（道路交通センサスによる）

（注）2010年度に道路交通センサスの平均旅行速度調査の調査方法が変更されたため、それまでの結果とは不連続である。
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旅行速度
（市郡部）

30

18.5
15.7

旅行速度
（区部）

／ｈ）

20

■ 走行量
（都内）

都内走行量（百万台キロ／ ｈ）

都内走行量（百万台キロ／ ｈ）

40

44.1
0.6

■ 普通貨物車

（混雑時平均旅行速度の推移）

混雑時旅行速度（

環境施策の横断的・総合的な取組

自動車
80%

次世代自動車等の普及促進

害・低燃費車の大量普及を図る必要があります。
都は、環境確保条例において、都内で200台以

おいては、燃料電池自動車、電気自動車などの次

上の自動車を使用している事業者に対して、知事

世代自動車等が広く普及し、低炭素化が一層進展

が定める特定低公害・低燃費車を一定割合以上導

している社会を目指しています。そのため、東京

入することを義務付けています。

都環境基本計画では、2030年における都内の次世

また、マイカーに比べ走行距離が長くＣＯ２ 排

代自動車等の普及割合を、乗用車で８割以上、貨

出量の多いタクシーからの環境負荷の低減を図る

物車で１割以上に高めるという目標を掲げました。

ため、環境性能が高く誰もが利用しやすいユニ

都は、次世代自動車をはじめとした低公害・低燃
費車の導入を進めるために、各種導入支援策を実

バーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの普及促進を
進めていきます。

について、都民に広く普及啓発を図っていきます。

自動車環境管理計画書制度
低公害・低燃費車の導入、エコドライブなど、

▪低公害・低燃費車の導入促進

事業者による積極的なＣＯ２ 削減対策の取組を促
進するため、都内で30台以上の自動車を使用する

極的な技術開発により向上してきています。今後、

特定事業者（約1,700事業者）に対し、自動車環

自動車に起因する大気汚染やＣＯ２ 排出量を削減し

境管理計画書・実績報告書の作成及び提出を義務

ていくためには、ハイブリッド自動車などの低公

付けています。

導入支援制度
融資あっせん制度

環境保全資金

2017（平成29）年度

・東京信用保証協会が保証し、取扱金融機関が長期プライムレート以内で融資します。
・都の補助は、下記のとおり
区分

対象

利子補助

保証料補助

買換え

指定低公害・低燃費車

１／２

２／３

優良ハイブリッドバス ・補助対象経費から国補助金を除いた１／２（補助限度額250万円）


30台
280台

補助制度

ハイブリッド塵芥車 ・国補助金の１／２（補助限度額19.5万円）

電気自動車等

次世代タクシー

電気自動車及びプラグインハイブリッド車
国補助金の１／２（上限あり） 予定台数

予定台数
電気自動車
130台
プラグインハイブリッド車 190台

・環境性能の高いユニバーサルデザインタクシー
国補助金を除いた額（補助限度額60万円） 10,200台（平成28～32年度の５年間）
・電気自動車等タクシー
車両本体価格１／６（補助限度額100万円） 500台（平成28～32年度の５年間）

30台

環境施策の横断的・総合的な取組

予定台数

優良ハイブリッドトラック ・通常車両との価格差から国補助金を除いた１／２（補助限度額16.4万円）
 予定台数

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

自動車の排出ガス性能や燃費は、メーカーの積

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

施していくとともに、次世代自動車の魅力や利便性

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都は、2030年のあるべき姿として、運輸部門に

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

自動車環境管理計画書制度の概要
自動車環境管理計画書及び毎年度の実績報告書の提出

・自動車から排出する温室効果ガス及び排出ガス排出量削減目標の設定
・特定低公害・低燃費車の導入の取組
計画書の主な内容
・エコドライブの取組
・車両の有効活用や物流の効率化等、自動車の使用の合理化の取組

料 編

義務の内容

2016年度から2020年度までの５か年（第４期計画期間）

資

計画期間
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スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

貨物運送事業者の燃費評価制度～自動車からのＣＯ２ 削減を推進する新たな仕組み～
いわゆる緑ナンバーの営業用貨物自動車は、白ナンバーの貨物自動車よりもＣＯ２ 排出量が７分
の１（国土交通省試算）と少なく、効率的な運送手段といえます。更なる効率化に向けて、エコド

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

ライブの徹底、低燃費車の導入などを組織全体で積極的・継続的に取り組んでいる事業者もいます。
荷主や消費者が運送サービスを利用する際に、このような事業者が選択されるようにし、荷主の立
場からもＣＯ２ 削減に貢献できる仕組みを構築することが長年の課題でした。
そこで、都は、運送事業者のＣＯ２ 削減努力の定量的な評価を行い、公表する仕組みとして「東京
都貨物輸送評価制度」を2012（平成24）年度から開始しました。評価は、燃料供給ごとに記録す
る自動車の走行距離と燃料供給量から算出する実走行燃費をもとに行い、事業者の取組全体を評価
するものです。

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

本制度は、制度開始から５年経過したこと
を踏まえ、制度開始以降に蓄積された約96万
台の実走行燃費データに基づき、燃料種・車
種・重量に応じて作成した平均燃費値（ベン
チマーク）を更新するとともに、評価対象と
する車両区分を52から60区分に増やし、事
業者の評価を三段階から五段階の格付けに見

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

直しました。

エコドライブの推進

環境施策の横断的・総合的な取組

急加速や急減速、空ぶかしや無用なアイドリン

今後も、九都県市連携による講習会や、ポス

グを行わないなど、環境に配慮した自動車の運転

ターの掲示、ステッカーの配布を行うなど、エコ

である「エコドライブ」は、大気汚染物質やＣＯ２

ドライブの積極的な推進を図るほか、区市町村等

の削減といった環境面への寄与だけでなく、燃費

が開催するエコドライブ講習会への支援するとと

向上や安全運転による事故防止という経済面、安

もに、事業者がエコドライブに取り組む環境を整

全面へのメリットも期待できます。

備するため、研修等で活用できるカリキュラムを

都は、誰もが手軽に行えてＣＯ２ 削減に即効性
のあるエコドライブの普及啓発を図るため、エコ
ドライブの効果や具体的なポイントを記載した
リーフレット等を作成、配布しています。
また、一般社団法人東京指定自動車教習所協会
及び一般財団法人省エネルギーセンター等と連携

資

して、都内全ての指定自動車教習所教官の代表者

料 編

をエコドライブの推進の核となる「東京都エコド
ライブインストラクター」として養成しました。
更にエコドライブを広く普及させるため、エコド

18

ライブの普及イベントを実施してきました。

作成するなど、エコドライブの実践を社会に定着
させていきます。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/sgw/ecodrive/
index.html

九都県市エコドライブステッカー

地域環境交通施策
都内の慢性的な交通渋滞は、改善の傾向は見ら

支援し、広域的な視点に立って、都市部の７区
（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、

市機能や環境へ深刻な影響を及ぼしています。交

渋谷区）が進める区境を越えた広域的な相互利用を支

通渋滞の解消に向けた道路ネットワークの形成や

援するとともに、他の区市町村においても、地域特性

自動車利用の抑制、自動車に依存したライフスタ

を踏まえた普及等、更なる促進策を検討していきます。

イル・事業活動からの転換を促すことは、自動車
からのＣＯ ２ 排出量削減に寄与するだけでなく、
交通の流れが円滑化された、快適で利便性の高い

自動車の交通量抑制・交通流円滑化

 ＤＭ（Transportation Demand Management）：自動車の
Ｔ
効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促し
て、発生交通量の抑制や集中の平準化など「交通需要の調整」を
図ることにより、都市または地域レベルの道路交通混雑を緩和し
ていく取組
＊２ パーク＆ライド：渋滞緩和や環境改善を図るため、自動車を駅周
辺の駐車場に停めて（Park）、電車やバス等の公共交通機関に乗
り換える（Ride）ことで、自動車利用を抑制する取組
＊３ 自転車シェアリング：地域内の各所にサイクルポートと呼ばれる
相互利用可能な駐輪場を設置し、利用者は好きな時に好きな場所
（サイクルポート）で自転車を借りたり返却したりすることがで
きる自転車の共同利用サービス
平成２９年１０月１日現在
サイクルポート
７区合計３３０ヵ所

交通渋滞は、都市機能や環境へ深刻な影響を及

自転車台数

４、３１０台

ぼしています。自動車の交通量を抑制し、円滑な
交通の流れを実現するためには、自動車への過度

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

都市環境を実現する上で重要です。

＊１

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

れるもののいまだ解消されているとはいえず、都

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

の依存からの転換を図り、輸配送の共同化や公共
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

交通機関の利用促進などを実現する交通需要マネ
＊１
ジメント（ＴＤＭ）
を進める必要があります。

都は、地域特性を踏まえた共同輸配送など物流
効率化の推進やパーク＆ライド＊２の一環として新
宿地区においてパーク＆バスライドを実施するなど、

東京区政会館
メトロ出口ポート

公共交通の利用を促進し、環境負荷の少ない交通

効率的な物流対策の推進

事業の展開に当たっては、庁内関係各局、区市

都はこれまで、既成市街地等における商用車両

町村、事業者団体等との連携を図り、地域の交通

の走行量抑制などを目的として、共同配送など物

実態に応じた施策を推進していきます。

流効率化の取組を促してきました。
今後は、こうした取組に加え、安全で高効率な地

自転車利用の促進
自転車は、身近で環境にやさしい交通手段であ

区内物流システム（集配送の一元化等）を都市開
発の中に組み入れるなど、民間事業者等に対する

り、自転車利用者の安全性や快適性、利便性を高

アドバイスなどにより、

め、利用を更に促進していく必要があります。

まちづくりの中に効率

る自転車シェアリング＊３については、都心部を中

込まれるよう取り組ん

心に取組が広がり始めています。都はサイクルポー

でいきます。

料 編

的な物流の視点が組み

物流効率化イメージ

資

特に自転車の利用の促進に効果的な仕組みであ

環境施策の横断的・総合的な取組

手段への転換などＴＤＭ施策を推進しています。

トの用地確保や初期投資等について各区の取組を
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スマートエネルギー都市の実現

都市づくりにおける低炭素化
建築物における環境配慮の推進

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京においては、業務及び家庭部門で消費され

28）年８月には、建築物のエネルギー消費性能の向

るエネルギー量の比率が全体の過半を占めており、

上に関する法律の制定に対応した評価基準の一部改

気候変動対策を推進するためには、オフィスやマ

正を行いました（2017（平成29）年４月施行）
。

ンションなどの建築物において環境負荷の低減を
進めることが重要です。
また、東京は、建築物の更新期を迎えており、

建築物環境計画書の対象となる建築物のうち、
その約半数は共同住宅（マンション）が占めてい
ることから、マンションの環境性能に関する情報

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

この機を捉えて、新たに建設される建築物を環境

提供を行い、購入しようとする人に選択肢を示し、

に配慮したものにしていくことが必要です。この

環境に配慮したマンションが評価される市場を形

ため、2000（平成12）年12月、環境確保条例の

成していくことが重要です。このため、2005（平

制定により、「建築物環境計画書制度」を創設しま

成17） 年 ３ 月 に 環 境 確 保 条 例 を 改 正 し、「 マ ン

した。2002（平成14）年３月には「東京都建築

ション環境性能表示制度」を創設しました（同年

物環境配慮指針」を策定し、同年６月から制度を

10月施行）
。2008（平成20）年７月には、環境

施行しました。その後、2008（平成20）年７月

確保条例を一部改正し、対象規模を中規模マン

には環境確保条例の一部を改正し、対象となる建

ションへ拡大するほか、これまで対象としていた

築物を拡大するなど、同制度の更なる強化を図っ

分譲マンションに加え賃貸マンションを対象とす

ています。なお、国の省エネ法の判断基準の改正

るとともに、太陽光発電や太陽熱利用設備につい

に対応した省エネ基準値等の改正（2013（平成

ても、新たに表示対象としています。

⃝建築物環境計画書制度
延床面積が5,000㎡を超える建築物の新築又は増築時に、建築物の環境配慮の全体像を示した建

環境施策の横断的・総合的な取組

築物環境計画書の提出を求め、都が公表することにより、環境に配慮した質の高い建築物が評価さ
れる市場の形成と、新たな環境技術の開発を促進していきます。
本制度は、建築主に求める環境配慮の措置として、
「エネルギーの使用の合理化」
、
「資源の適正利
用」、「自然環境の保全」及び「ヒートアイランド現象の緩和」の４分野を定めています。
2010（平成22）年10月からは、対象を延床
面積2,000㎡以上（うち計画書の提出の義務対象
は延床面積5,000㎡超）へと拡大しています。さ
らに、１万㎡を超える新築又は増築の建築物に対
しては、省エネルギー性能基準（建築物の断熱性
能、設備システムの省エネルギー性能）を確保す
ることを義務付けています。また、住宅以外の用

資

途の建築物について「省エネルギー性能評価書制

料 編

度」を導入し、新築建築物等の売買や賃貸借等の
際に、買受人や賃借人に対し、省エネルギー性能
評価書の交付を義務付けています。

20

25） 年 ４ 月 施 行 ） を 行 っ た ほ か、2016（ 平 成

省エネルギー性能評価書

⃝マンション環境性能表示

建築物環境計画書の対象となる延床面積が5,000㎡を

東京都マンション環境性能表示（ラベル）

超え、かつ、2,000㎡以上の住宅を含む建築物の新築・
増築において、その販売や賃貸の広告（新聞、折り込み
を義務付けています。このラベルでは、「建物の断熱性」
、

「設備の省エネ性」、「太陽光発電・太陽熱」
、
「建物の長
寿命化」及び「みどり」の評価を星印（★）の三段階評
価で表示しています。

コ ージェネレーションシステム等の普

都では、コージェネレーションシステムの導入

都市ガスを使って電気と熱を同時に生み出す高

のほか、電気や熱を複数の建物間で面的に利用す

効率なコージェネレーションシステムは、都市の

る取組などに対する補助事業を実施することで、

低炭素化に寄与するとともに、自立分散型エネル

都市づくりにおけるエネルギー利用の効率化を進

ギーとして防災力の向上にも資することから、そ

めていきます。

エネルギーマネジメントの実施、再生可能エネルギー機器等の導入及び一時滞在施設の確保等を
条件に、熱・電気を建物間で融通するための熱電融通インフラ（熱導管、電力線など）及びコー
ジェネレーションシステムに対し補助を行っています。申請期間は2015（平成27）年度から2019
（平成31）年度まで（補助金の交付は2021（平成33）年度まで）
。
補助対象機器

①対象経費の１／２（上限１億円）
②対象経費の１／２（上限４億円）
③対象経費の１／４（上限１億円）

⃝中小事業所向け熱電エネルギーマネジメント支援事業
中小医療・福祉施設及び公衆浴場に対して、ＥＳＣＯ事業（注）を活用した電気と熱のエネルギーマ
ネジメントを実施すること等を条件に、コージェネレーションシステム（燃料電池等）の導入を必
須とし、創エネ機器（蓄電池設備と組み合わせる太陽光発電設備）及び省エネルギー機器（ＬＥＤ
照明器具、空気調和設備）に対する補助を実施しています。申請期間は2014（平成26）年度から
2018（平成30年）度まで（補助金の交付は2020（平成32年）度まで。ただし、本事業と同時に
耐震工事を実施する場合は2021（平成33）年度まで）
。

環境施策の横断的・総合的な取組

（熱電融通インフラを整備する事業）
①熱電融通インフラ
②コージェネレーションシステム
（熱電融通インフラを整備しない事業）
③コージェネレーションシステム

補助率等

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

⃝スマートエネルギーエリア形成推進事業

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

及促進

の普及が期待されています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

チラシ）等にマンションの環境性能を示したラベル表示

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

（注）ＥＳＣＯ事業：ＥＳＣＯ事業者が設備改修等によりエネルギーの削減量を保証する（ＥＳＣＯ契約）事業。施設の運営者は、省エネ効果に
よる光熱水費の削減分からＥＳＣＯ事業者に経費を支払う仕組み
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地 域におけるエネルギーの有効利用に

大 規模開発におけるエネルギーの有効

関する計画制度

利用

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

近年、東京では都心部を中心に大規模な再開発

一の区域において１又は２以上の建築物の新築

事業が行われており、開発後には大量かつ高密度

等を行う事業で、新築等をする全ての建築物の延

なエネルギー需要が生じています。そのため東京

べ面積の合計が５万㎡を超える大規模な開発事業

都は、環境確保条例を改正（2008（平成20）年

において、開発事業者に対して開発計画を策定す

７月）し、こうした都市開発での環境負荷の少な

る早い段階でエネルギーの有効利用に関する措置

い低炭素型都市づくりを推進するため、「地域にお

（新築建築物の省エネルギー性能目標値の設定、未

けるエネルギーの有効利用に関する計画制度」を

利用エネルギー、再生可能エネルギーの導入検討、

2010（平成22）年１月から実施しています。

地域冷暖房の導入検討）を求めています。

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

地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度

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

地域冷暖房区域等の状況
都は、地域冷暖房について、指定基準を定め、適合

焼却施設及びコージェネレーションの排熱、地中

を認めること等により、区域の指定を行っています。

熱などの未利用エネルギーを有効に利用すること

2017（ 平 成29） 年 ６ 月 末 現 在、85区 域、 約

により、一次エネルギー使用量の削減も可能です。

1,446haを地域冷暖房区域に指定し、78区域で熱
資
料 編
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河川水の外気温との温度差や清掃工場、下水汚泥

供給が実施されています。

また、地域冷暖房施設に蓄熱槽を設けることに
より、電力利用のピークシフトや、災害時の水の

地域冷暖房は、熱源を集約することで、ＮＯ ｘ

確保（コミュニティタンクとしての活用）が可能

濃度の低減やエネルギー効率の向上によるＣＯ２

になるなど、ＢＣＰ（事業継続計画）への寄与も

の排出量抑制に寄与しています。さらに、下水や

期待されています。

都有施設における率先行動
都の事務事業における温室効果ガスの排出削減

度比25％削減する目標を設定するとともに、エネ
ルギー消費量を2000（平成12）年度比25％削減、

策定し、「2009（平成21）年度までに温室効果ガ

再生可能エネルギー（太陽光発電）を4,200ｋＷ

スの排出量を2004（平成16）年度比で10％削減

新規導入する目標を新たに設定しています。

する」ための対策を推進してきました。その結果、

この目標実現に向け、照明・空調の運用対策の

2009（平成21）年度における都庁全体の温室効

徹底、ＬＥＤ化や高効率省エネ機器の導入推進、

果ガス排出量は、2004（平成16）年度に比べ約

再生可能エネルギーの導入拡大など、率先的な取

9.6％の減となりました。

組を進めています。
公営企業局については、各局の経営方針等を踏

日本大震災の影響に伴う電力供給不足への対応も

まえた取組が進められており、この計画の対象と

踏まえて、2012（平成24）年３月に「2014（平

はしていませんが、公営企業局も併せた全体では、

成26）年度における知事部局等からの温室効果ガ

2019（平成31）年度に、2000（平成12）年度

ス排出量を2000（平成12）年度比で20％削減す

比で約18％削減を見込んでいます。
また、都有施設の整備に当たっては、最新の省

動計画」を策定しました。①賢い省エネの継続に

エネ設備や多様な再生可能エネルギー設備を盛り

よるＣＯ２ の削減、②設備改修等を通じた低ＣＯ２

込んだ「省エネ・再エネ東京仕様」
（2011（平成

技術の積極的な導入、③再生可能エネルギーの導

23）年７月策定、2014（平成26）年６月改正）

入促進の３つの取組方針に基づき、その実現に向

を適用し、省エネ・再エネ等導入の全面展開を図

けた取組を実施してきました。

ることで、都有施設での温室効果ガス削減を更に

この結果、2014（平成26）年度の知事部局等
からの温室効果ガス排出量は、2000（平成12）
ました。

な お、2016（ 平 成28） 年12月 に 策 定 さ れ た
「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜2020
年に向けた実行プラン〜」において、都有施設に

2016（平成28）年３月には、都庁の更なるス

おけるＬＥＤ照明普及率（ＬＥＤ照明を導入した

マートエネルギー化を進めるため、
「スマートエネ

施設の割合）を、2020年度までにおおむね100%

ルギー都庁行動計画」を策定しました。この計画

とする政策目標を掲げ、都有施設へのＬＥＤ照明

では、知事部局等の温室効果ガス排出量について、

の率先的な導入を進めています。

2019（平成31）年度までに、2000（平成12）年

環境施策の横断的・総合的な取組

年度比で約19.9％の減となり、目標をほぼ達成し

推進していきます。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

る」ことを目標とする「温室効果ガス削減都庁行

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

その後、2011（平成23）年３月に発生した東

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

に取り組むため「地球温暖化対策都庁プラン」を

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現
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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

資
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スマートエネルギー都市の実現

フロン類の適正管理
現在冷媒として使用されているフロン類は、地

フロン排出抑制法の周知及び普及啓発
都は、業務用冷凍空調機器使用時の管理者の適

庫などに封入されているフロン類が大気中に放出

正管理や機器廃棄時のフロン類回収などが徹底さ

しないよう、機器廃棄時のフロン類の回収に加え、

れるよう講習会等による法の周知とともに建築部

機器使用時にも適正管理を行う必要があります。

署や産業廃棄物部署等と連携して立入検査を実施

2002（平成14）年４月に施行されたフロン回
収・破壊法では、業務用冷凍空調機器の廃棄時の
フロン類回収が義務付けられていました。

しています。
また、第一種フロン類充塡回収業者に対して、
法の遵守について指導等を行っています。

ＦＣｓ）の大気中への排出量が増加していること

東京都フロン等回収・処理推進協議会

からフロン類の製造から廃棄までのライフサイク

業務用冷凍空調機器や自動車用エアコンからの

ル 全 体 を 見 据 え た 包 括 的 な 対 策 を 講 じ る た め、

フロン類の適切な回収・処理を推進することを目

2015（平成27）年４月にフロン排出抑制法が施

的に、1997（平成９）年に都や関係事業団体、区

行されました。

市町村で構成する東京都フロン等回収・処理推進
協議会を設置しました。東京都フロン等回収・処

の適正管理に努めることとなり、特に業務用冷凍

理推進協議会では、フロン回収・処理に関する普

空調機器の管理者には、機器の点検・点検結果の

及啓発、情報の収集などを行っています。

記録・保存・漏えい量報告等が義務付けられまし

自 動車販売者による自動車用エアコン

た。
なお、自動車用エアコンのフロン類回収につい

のフロン類の環境影響説明義務
環境確保条例に基づき、自動車販売者が新車を

蔵庫のフロン類回収については「家電リサイクル

購入するユーザーに排ガス性能などの環境情報に

法」によって回収・処理されています。

加え、自動車用エアコンに使用されているフロン

都は、2016（平成28）年３月に策定した東京
都環境基本計画において、代替フロン（ＨＦＣｓ）
の排出削減目標を掲げ、フロン類の排出抑制対策
を推進しています。
代替フロン（ＨＦＣｓ）
の排出量

2020年度

2014年度値
以下

2030年度

35％減
（2014年度比）

類の環境影響についても説明することが義務付け
られました。
（2015（平成27）年10月施行）

環境施策の横断的・総合的な取組

ては「自動車リサイクル法」、家庭用エアコンや冷

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

これにより、フロン類使用機器の管理者は機器

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

しかし、地球温暖化係数の高い代替フロン（Ｈ

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

球温暖化への影響が大きいため、エアコンや冷蔵

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

資
料 編
25

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

再生可能エネルギーの導入拡大

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

現状と課題
東京は、電力・エネルギーの大消費地であり、

用による情報発信などにより、太陽光発電の大幅

都民・事業者の活動に不可欠なエネルギー需給の

な利用拡大を図ってきましたが、今後も、東京と

安定を図るとともに、気候変動対策にも資する再

いう都市の特性を生かし、太陽光発電のほか、バ

生可能エネルギーの利用割合を拡大していくこと

イオマス発電や、小水力発電などを進めていきま

が重要です。

す。島しょ地域においても再生可能エネルギーの

都は、都内の再生可能エネルギーによる電力利

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

用割合を2030年までに30％程度に高めることを
目指し、都内外での再生可能エネルギーの導入拡

導入ポテンシャルを踏まえ、その利用拡大を検討、
具体化していきます。
また、太陽熱や地中熱などの熱利用についても、

大及び需要側の電力消費量を削減する取組と併せ、

電力需要縮小に資することはもちろん、エネル

需給両面からの取組を進めていきます。

ギー需給の安定、都市の防災性を強化する観点か

都の補助制度や「東京ソーラー屋根台帳」の活

施

らも拡大を図っていきます。

策

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

東京の特性を踏まえた導入拡大を推進
東京には多くの建物が集積し太陽光発電設備等

向上と、系統安定化に関する国の取組の３点が必

の設置ポテンシャルがある一方、地価が高く、大規

要とされました。そこで、喫緊の課題である設置

模発電設備の設置が困難であるなどの特性を有し

コストの低減に向け、都は2009（平成21）年度

ています。都市開発が進んだ東京という都市の特

から２か年の太陽エネルギー利用機器導入促進事

環境施策の横断的・総合的な取組

性・ポテンシャルを踏まえ、取組を進めていきます。 業を実施しました。
さらに、2011（平成23）年６月から2012（平

太陽エネルギーの利用拡大
都 は、 国 の 太 陽 光 発 電 設 置 費 補 助 打 ち 切 り

成24）年度にかけて、太陽光発電等の家庭におけ
る創エネルギー機器等の導入支援を実施しました。

（2005（平成17）年度）に伴い低迷した太陽エネ

その結果、太陽光発電については、2012（平成

ルギー市場の復活を目指し、関連事業者や学識経

24）年度は、１か月当たりの導入量が補助開始前

験者等に呼びかけ、2007（平成19）年３月に「太

と比べて約16倍となり、利用が飛躍的に拡大しま

陽エネルギー利用拡大会議」を立ち上げました。

した。

会議の最終取りまとめにおいて、太陽エネル

太陽光発電の利用拡大により、設置コストが大

資

ギー利用機器の飛躍的な利用拡大に向け、①設置

幅に低減したことに加えて、2012（平成24）年

料 編

コストの低減と、経済的メリットが得られる仕組

７月には再生可能エネルギーの固定価格買取制度

みづくり、②太陽光発電に関する理解の促進と、 （ＦＩＴ）が開始され、かつて導入の阻害要因で
安心して設置できる仕組みづくり、③製品性能の
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あったコストの問題は大きく改善しました。

一方で、家庭のエネルギー需要の約半分が低温

るため、太陽熱の利用拡大にも取り組んでいます。

熱であり、太陽熱利用が効果的です。太陽熱は、

2014（平成26）年３月には、
「東京ソーラー屋
根台帳」を公開するなど、区市町村等と連携して

光発電の変換効率15～20％程度に対し、太陽熱

太陽光発電システムや太陽熱利用システム設置の

利用の変換効率は40～60％程度）などの利点もあ

促進を図っています。

「東京ソーラー屋根台帳」とは、建物ごとに予測される日射量を分析し、太陽光発電等への適合度、
設置可能システム容量（推定）や予測発電量等も表示するＷＥＢマップです。
公益財団法人東京都環境公社において「東京ソーラー屋根台帳」を公開するとともに、多様な相談
に応じられる窓口を設置して、太陽光発電等の設置を検討している都民の不安や疑問の解消に取り組
んでいます。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

エネルギー変換効率が太陽光発電より高い（太陽

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

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

東京ソーラー屋根台帳

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

⻩⾊⇒条件付き適

（ＵＲＬ）http://tokyosolar.netmap.jp/map/

再生可能エネルギーの今後の更なる普及に向け、その存在をより身近に感じてもらうために次の
事業を実施しています。

⃝バス停留所ソーラーパネル等設置促進事業
都民・観光客等の移動手段として欠かせない都内のバス停留所にソーラーパネルと蓄電池等を同時に設置する
事業者に対し、設置費用の助成を行っています（2019（平成31）年度まで）。
補助対象機器

補助率等

2017（平成29）年度
・太陽光パネル
10分の10（上限額600万円）
・蓄電池
2018・2019（平成30・31）年度
※上記と併設するスマートフォン等への充電、WiFi機器
4分の3（上限額450万円）

補助率等

条件

充電機能及びＬＥＤ照明を備えたソーラースタンド
10分の10
系統電力によらない独立型電
※上記と併せて搭載するWiFi機器やデジタルサイ
（１台当たり上限額１千万円） 源であること 等
ネージなどの情報伝達機器

料 編

補助対象機器

資

⃝自立型ソーラースタンド普及促進事業（2017（平成29）年度単年度事業）
災害時に都民の避難場所となる公園等に、平常時だけでなく災害時にもスマートフォン等の充電や照明点灯が
可能な自立型ソーラースタンドを設置する区市町村に対し、設置費用の助成を行っています。これにより、再生
可能エネルギーの災害時の有用性についても啓発していきます。

環境施策の横断的・総合的な取組

⾚⾊⇒適
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地中熱利用の普及促進

民・事業者の認知度が低いこと等があり、十分に

地中熱は、地中の温度と外気との温度差を空調

普及が進んでいないのが現状です。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

などの熱源として利用する再生可能エネルギーの

このため、2015（平成27）年度には、地中熱

一つです。地中熱の利用は、電力消費量の削減に

利用設備導入に対する補助を実施するとともに、

寄与するとともに、再生可能エネルギーの利用拡

地中熱ポテンシャルマップを作成し、地中熱利用

大という面からも、導入の意義は大きいです。

の効果を分かりやすく情報発信することで都民・

都内においては、東京スカイツリータウンなど

事業者への認知度向上を図ってきました。

の商業施設をはじめ、オフィスビルや学校等に導

今後も、マップを活用した情報発信など、普及

入されていますが、地中熱交換器設置に係るボー

啓発を充実させ、地中熱利用の促進を図っていき

リング工事等の導入費用の負担が大きいこと、都

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

地中熱はどこでも利用できる熱ですが、地下構造（地層や地下水）の違いにより場所によって利用
できる熱の量は異なるため、その場所の地層等の状況や利用施設に合わせた採熱管（深さ、本数）の
設計が不可欠です。「地中熱ポテンシャルマップ」は、地層や地下水等を解析し、採熱可能量をメッ
シュに色分けすることで、地点ごとの地中熱利用の目安が一目でわかるようになっています。
東京地中熱ポテンシャルマップ

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

凡例
有効熱伝導率 100ｍ(W/m･k)

3.0W/m･k 以上
2.8-3.0 W/m･k
2.6-2.8 W/m･k
2.4-2.6 W/m･k
2.2-2.4 W/m･k
2.0-2.2 W/m･k
1.8-2.0 W/m･k
1.6-1.8 W/m･k
1.4-1.6 W/m･k
1.2-1.4 W/m･k
1.0-1.2 W/m･k
1.0W/m･k 以下

資
料 編

地 産地消型再生可能エネルギー導入拡

再生可能エネルギーの導入設備容量は一定程度増

大事業

加してきました。一方、系統負荷の軽減や地域防

2012（平成24）年度に固定価格買取制度（ＦＩＴ）
が開始されて以降、太陽光発電設備などを中心に
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災力の向上などにも資する自家消費型の再生可能
エネルギーの導入拡大も重要になっています。

島しょ地域において再生可能エネルギーの利用

よらない地産地消型の再生可能エネルギー設備を

を拡大することにより、重油の使用量の抑制に

都内に導入する事業者に対し、経費の一部を補助

よって気候変動対策に貢献するとともに、島のエ

する事業を実施しています。こうした取組により

ネルギー自給率を高めることにつながります。

都内の再生可能エネルギーの導入を後押しし、そ
の利用割合を高めていきます。
補助対象
機
器

・再 生可能エネルギー発電設備（太陽光、
風力、水力、バイオマス等）及びこれら
と併せて導入する蓄電池
・再 生可能エネルギー熱利用設備（太陽
熱、地中熱、バイオマス熱等）

条

件

・固定価格買取制度の対象外となる自家消
費設備であること
・再生可能エネルギー設備の普及啓発に協
力すること
・導入費及び工事資料の提供など

な取組として、1999（平成11）年から地熱発電
所が稼働している八丈島において、都は八丈町や
関係団体等と連携しながら、学識経験者や地元関
係者らによる検討委員会を設置し、地熱発電の継
続・拡大に向けて検討してきました。
2017（平成29）年には、町が地熱発電事業者
を公募・選定しており、今後は、町が行う地熱発
電の事業化に向けた取組を支援していきます。
八丈島地熱発電所

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

島
 しょ地域における再生可能エネルギー
の利用拡大
島しょ地域は豊かな自然環境を有しており、再
生可能エネルギーのポテンシャルが大きい地域で
ある一方、電力の多くを重油を燃料とする内燃力
（ディーゼル）発電で賄っています。

が段階的に始まり、2016（平成28）年度には、一

多くを他の地域の電源に依存しています。東京の

般家庭等も対象とした小売全面自由化が開始され

みならず全国的な再生可能エネルギーの導入拡大

ました。これにより、消費者は電力会社や料金メ

に貢献していくためにも、需給両面からの取組を

ニューを自由に選択することができるようになっ

通じて、広域的な普及拡大を後押ししていきます。

ており、電気の供給事業者も多様化しています。

2000（平成12）年度から電力の小売の自由化

より、都内へ電気を供給する事業者に対し、ＣＯ２

料 編

2005（平成17）年３月の環境確保条例の改正に

資

東京は電力の大消費地であり、その電力供給の

環境施策の横断的・総合的な取組

多面的なアプローチによる広域での導入拡大

エネルギー供給事業者の対策

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

システムの導入に要する経費の６分の１以
内（上限2.5千万円）
ただし、中小企業等の場合３分の１以内
補 助 額
（上限５千万円）
※国等補助に供給の場合、それぞれ、合算
して２分の１以内、３分の２以内

再生可能エネルギーの利用拡大に向けた具体的

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

そこで、2016（平成28）年度から、ＦＩＴに

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

排出係数（電気を１ｋＷｈ供給するに当たり排出さ
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電力の販売契約

【対象電気事業者】
都内の事業所
都内に電気を供給している

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

小売電気事業者

【制度のポイント】
制度の目的

①
ＣＯ２排出係数を改善する取組を推進

対象電気事業者の取組内容
●
「エネルギー環境計画書」の策定と公表

・ＣＯ２排出係数の抑制の措置と目標
・再生可能エネルギー導入の措置と目標

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

②
再生可能エネルギーの導入を促進

・計画書記載内容の進ちょく状況

⇒毎年度、都に報告。都も一覧で公表

れるＣＯ２ の量）とその削減目標、再生可能エネル

境性能表示制度などによる再生可能エネルギー利

ギー利用量等の目標及び実績を記載した計画書及

用の「見える化」を導入しています。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

び報告書の提出を義務付ける『エネルギー環境計

今後は、電力小売の全面自由化も踏まえ、再生

画書制度』を導入し、運用しています（2016（平

可能エネルギー電力の「見える化」を進めるなど、

成28）年度の対象事業者は128事業者）
。

消費者への適切な情報提供を行うとともに、再生

環境施策の横断的・総合的な取組

本制度の目的は、こうした事業者に対し、ＣＯ２

可能エネルギーの選択意欲を喚起するための普及

排出係数の削減を計画的に推進してもらうことに

啓発を進めていきます。あわせて、都施設等にお

より、都内に供給される電気の環境性の向上を目

ける電気のグリーン購入についても、率先して進

指すものです。また、これら事業者の取組内容を

めていきます。

公表することにより、需要家（消費者）が環境に

需 要家による再エネ電力選択の仕組み

低コスト化

づくり

資

このため、キャップ＆トレード制度と連携した

料 編

低炭素電力の選択を促す仕組みや、マンション環

投資拡大

再生可能エネルギー
の普及拡大

東京は電力の大消費地として、需要家からの取
いくことが重要です。

需要創出イメージ

需要

配慮した事業者を選択することが容易になります。

組により再生可能エネルギーの供給拡大を促して
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●
「エネルギー状況報告書」の策定と公表

生産拡大

技術開発
供給

水素社会実現に向けた取組

水
 素エネルギーの意義とこれまでの取組

水素エネルギーの普及に向けた課題

水素エネルギーは、利用段階で水しか排出しな

水素ステーションは、2017（平成29）年９月

い環境性能、エネルギー供給源の多様化、高い経

末現在、都内で13か所が整備されていますが、更

済波及効果及び災害発生時に独立したエネルギー

なる普及に当たっては、整備費や採算面等が課題

源とできることなど多くの利点を有し、その普及

となっています。
また、国内では、燃料電池自動車が一般販売さ

ない再生可能エネルギー由来の水素利用が実用化

れていますが、その価格は同車格のガソリン車と

されれば、低炭素社会への切り札ともなり得ます。

比べ高額な値段となっています。

水素エネルギーの普及に向け、都は2014（平成

戸建住宅を中心に普及が進む家庭用燃料電池は、

26）年５月に設置した「水素社会の実現に向けた

2014（平成26）年、集合住宅向けの製品が市場

東京戦略会議」（以下「戦略会議」という。
）の議

投入されました。今後、更なる普及に向けて、コ

論を踏まえ、水素ステーションの整備や燃料電池

ストダウンやダウンサイジングが課題となってい

自動車の普及等に関する、2020年までと2020年

ます。
水素エネルギーの円滑な普及拡大を図っていく

2016（平成28）年３月に策定した「東京都環境

ためには、社会一般での水素に対する認知度や理

基本計画」では、新たに2030年までの政策目標

解度を向上させることが必要となります。

も設定しました。
各政策目標の着実な達成に向けて、2015（平成
27）年度には400億円の「東京都水素社会・ス
水素の普及・導入促進事業に活用しています。
また、2015（平成27）年度からは「戦略会議」
を改組した「水素社会の実現に向けた東京推進会
議」において、政策目標の実現に向けた具体的な
取組等を議論しました。

施

▪都内の水素ステーションの整備箇所数…
・2020年までに35か所…
・2025年までに80か所…
・2030年までに150か所
▪都内の燃料電池自動車の普及台数…
・2020年までに6,000台…
（燃料電池バスは100台以上）
…
・2025年までに10万台…
・2030年までに20万台
▪都内の家庭用燃料電池の普及台数…
・2020年までに15万台…
・2030年までに100万台

環境施策の横断的・総合的な取組

マートエネルギー都市づくり推進基金」を造成し、

政策目標

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

以 降 を 見 据 え た 政 策 目 標 を 定 め ま し た。 ま た、

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

が期待されています。将来的に、化石燃料を使わ

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

現状と課題

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

策

普及に欠かせないインフラであり、常時看板を掲
げる水素ステーションは近隣住民や走行ドライ

そのため、集中的な財源投入や都関連用地の活用
等により、整備を促進しています。

料 編

水素ステーションは、燃料電池自動車・バスの

バーに対する普及啓発にも大きな役割を担います。

資

水素ステーションの整備促進

また、中小事業者の参入や、既存のガソリンス
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スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

タンドとの併設など、様々な形態でのステーショ

クについても、早期開発に向けたメーカー等への

ン整備が進められるよう、水素の特性や規制に関

働き掛けを行っていきます。
燃料電池自動車

する正確な情報提供や、水素ステーション設置に

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

関する相談体制の構築等を進めています。
水素ステーション（出典：岩谷産業株式会社）

（写真提供）トヨタ自動車株式会社 （写真提供）本田技研工業株式会社

燃料電池バス

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

（写真提供）東京都交通局

燃料電池自動車・バス等の普及

家庭用燃料電池の普及

燃料電池自動車・バスの普及に向けて、財政支

燃料電池自動車に先行して普及が進んでいる家

援を行うことで初期需要を創出しています。2017

庭用燃料電池については、補助制度の実施等によ

（平成29）年３月から、都営バスにおいて燃料電

り、広く家庭への普及を促進しています。2017

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

池バスを路線バスで運行しています。
なお、物流の基幹的役割を担う燃料電池トラッ

（平成29）年３月末現在で、都内には約３万８千
台が設置されています。

水素の普及・導入促進事業

環境施策の横断的・総合的な取組

⃝燃料電池自動車の導入促進事業
都内に事業所等を有する法人又は個人に対して、燃料電池自動車の購入補助を行う。
・補助額：国の補助金交付額の２分の１
⃝燃料電池自動車用外部給電機器の導入促進事業
都内に事業所等を有する法人又は個人に対して、外部給電機器の購入補助を行う。
・補助額：購入額の２分の１（上限40万円）
⃝燃料電池バス導入促進事業
バス事業者に対して、燃料電池バスの購入補助を行う。
・補助額：助成対象の経費の３分の２から2,000万円を差し引いた額を補助（上限額：5,000万円）
⃝水素ステーション設備等導入促進事業
水素ステーションの整備又は運営をする事業者に対して、水素ステーションの整備費及び運営費の補助を行う。
補助対象
整備費
運営費

補助額
【定置式】：国と都の補助を合わせて整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）
【移動式】：国と都の補助を合わせて全額補助
【燃料電池バス】：国と都の補助を合わせて全額補助（都補助上限：３億5,000万円）
土地賃借料の２分の１
土地賃借料を除く運営費

大企業：上限500万円、中小企業：上限1,000万円

⃝事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備導入促進事業
都内事業所において再生可能エネルギーの電力により水素を製造・活用する設備を設置する事業者に対し、設
備設置費の補助を行う。
資
料 編

補助額

条件

設備設置に要する経費の２分の１
（上限額：３億７,000万円）

都内の事業所の施設内（倉庫や物流拠点等）で使用する燃料電池自動車、燃料電
池フォークリフト又は純水素型燃料電池を導入すること

⃝水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業
都内の建築物等において水素利活用設備を導入する事業者に対して、設置費等の補助を行う。
補助額

条件

【業務・産業用燃料電池】 ：国と都の補助額を合わせて補助対象 水素利活用設備のうち、少なくとも業務・産業用燃料電
経費の３分の２以内（都補助上限３億3,300万円）等
池又は純水素燃料電池を導入すること
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ＣＯ２ フリー水素の活用促進
水素エネルギーを低炭素社会の実現に向けて最大

現に向けた取組を相互に紹介するなど、連携を
図っていきます。

限に活用していくためには、再生可能エネルギー由来

一般都民を広く対象とした普及啓発

都内事業所において再生可能エネルギー由来の

都民の水素エネルギーへの理解促進に向け、セ

電力で水素を製造し、活用する設備を設置する事

ミナーやシンポジウムの開催、多くの都民が集ま

業者に対し、設備設置費の支援を行っています。

る民間イベントへの出展などを通じて、水素エネ

また、2016（平成28）年５月には、東京都、福
島県、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び

ルギーの意義、水素の安全性・リスク等を正確に
情報提供しています。
また、水素エネルギーの情報発信拠点である水

締結し、ＣＯ２ フリー水素の活用に関する共同研究

素情報館「東京スイソミル（2016（平成28）年７月

に取り組むとともに、環境イベント等で福島県の水

オープン）
」の活用や、
「開校！でんじろう東京スイソ

素・再生可能エネルギー施策等や都の水素社会実

学園」のユーチューブでの配信などを行っています。

四者協定のイメージ

水素情報館<東京スイソミル>

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

公益財団法人東京都環境公社の四者で連携協定を

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

水素等の導入を積極的に進めていく必要があります。

スマートエネルギー都市の実現

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

2

東京2020大会を契機とした水素利活用

資
料 編

※ 「
 Bus Rapid Transit」の略で、連節バス、バス専用道路、ＩＣカードシステム、
道路改良などにより、軌道系鉄道と比較しても遜色のない機能を有し、かつ柔軟
性を兼ね備えたバスをベースとした都市交通システムを指します。

東京2020大会後の選手村（イメージ）

水素供給
システム

東京2020大会後の選手村地区においては、水素ステー
ションを設置してＢＲＴ※や燃料電池自動車への水素供給
を進めていきます。
また、水素パイプラインや次世代型燃料電池等、新技術
の導入の検討を進め、水素社会の実現に向けたモデルとし
ます。
住宅棟においても、燃料電池の設置等により電力自給率
を高め、エネルギーの地産地消と貯蔵により、災害時にも
自立できるまちの実現を目指していきます。

環境施策の横断的・総合的な取組

Close-up

パイプライン（イメージ）

水素ステーション
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