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１．東京都の建築物対策 

   ～カーボンレポート制度～ 

    



新築 
 延床面積5,000㎡を超える新築又は増築は、「建築物環境計画書」により環境
配慮型の建築物と環境技術の開発を誘導 

既築 
 年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上の大規模事業所には「キャップ
＆トレード」で温室効果ガスの削減を義務付け 

 中小規模事業所には「地球温暖化対策報告書制度」でCO2排出量と温暖化対策
の実施状況を報告させ、自主的な取組を誘導 

「省エネルギー目標」として２０３０年までに東京のエネルギー消費量を２０００
年比で３０％削減することを掲げ、目標達成に向けて施策を展開 
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建築物環境計画書制度 

  キャップ＆トレード 

大規模 

新 築 既 築 

小規模 段階（計画‐運用) 

     地球温暖化対策報告書制度 

１．東京都の建築物対策 

省エネルギー性能評価書 
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１．東京都の建築物対策 
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中小規模事業所数及びCO2排出量割合 
（2010年度報告書制度の実績データに基づく推計） 

中小規模事業所の用途割合 
（2010年度報告書制度の実績データに基づく推計） 

都内 産業・業務部門のCO2排出量シェア 

 中小規模事業所（年間のエネルギー使用量原油換算
1,500kL未満）は都内に63万存在 

 中小規模事業所のCO2排出量は産業・業務部門の約6割 
 中小規模事業所のCO2排出量の約7割は「事務所」「商
業施設」、またその過半数がテナントビルや入居テナン
トビルによるもの 

中小テナントビル対策が重要な課題 
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３，６５８㎡ ４５．９kg-CO2/㎡ テナントビル
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ベンチマーク
レンジ

ＣＯ２排出原単位
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不動産仲介業者

②契約交渉時等に
省エネ性能をアピール

③電力料金等コスト削減

入居者

④稼動率や賃料がアップ

①省エネ改修ビル
オーナー

① 省エネ改修によりビルの省エネ性
能向上 
 

② テナントとの契約交渉時に、省エ
ネ性能をアピール 
 

③ 電力料金等コスト削減によりテナ
ント入居者が集まり、市場から高
い評価 
 

④ 稼働率や賃料アップにより、更な
る省エネ投資の意欲向上 

１．東京都の建築物対策 

テナントビルの省エネを促進するには、不動産市場で省エネ性能が高いビルが評
価され、入居者から選ばれることにより、稼働率や賃料アップなど、オーナーの
メリットにつながり省エネ意欲を引き出すことが必要。 



CO2排出実績を示すカーボンレポート 
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低炭素ベンチマークによって中小テナントビルの省エネレベル（CO2排出実績等）
を分かりやすく示した書面 
平成26年6月より提供をスタート 
 
 

 【カーボンレポート表面：Ａ４サイズ】 

◆ 地球温暖化対策の実施状況

◆ 補足説明（自由記入）

◆ 注記

地球温暖化対策の方針等の設定

具体的な取組目標と内容の設定

取組状況の点検体制の構築

重点対策

エ ネ ル ギ ー 等 の
使 用 状 況 の 把 握

自ら入手可能な情報に基づく把握 過去のデータによる傾向の把握

エネルギー使用量の前年度比較

その他対策

対策名 対策名

都などの無料の相談機関の利用

外部専門家への相談依頼の実施

運　用　対　策

共用部照明のフロアごとの管理 温湿度の適正管理

共用部のフロアごとの空調の管理

設 備 保 守 対 策

ランプ等の定期的な清掃・交換 その他設備の定期的な保守・点検

空調フィルターの清掃・点検  

設 備 導 入 対 策

○○○○ビルディングでは、空調設備を更新し、全ての照明器具をLED照明化する等ビル全体の光熱費の軽減を
図っております。CO2の排出原単位は、ビル１・２階にレストラン街があるため平均的なオフィスと同水準ですが、オ
フィス部分のみのCO2の排出原単位は、36.0kg/㎡となっており、ベンチマークレンジは A3 に該当しております。

　 ビルのCO2排出原単位（延床面積当りの年間CO2排出量）は、ビルの断熱性能、設備・機器のエネルギー効率及
び運用・保守管理状況を、総合的に示すビルの省エネルギー指標です。東京都が提供するベンチマークは、中小ビ
ルのCO2排出原単位の平均値を用途別・規模別に示しており、その平均値から個々のビルのCO2排出原単位がど
の程度離れているかをみることで、当該ビルの低炭素レベル（省エネ性能）を評価することができます。
　なお、ビルのCO2排出原単位は、空室率、駐車場や電算室の有無、稼働時間、入居テナントの種類や入居テナン
トのエネルギーの使い方等によっても影響を受けます。ベンチマークは、こうした様々な要因も包含した平均値を示し
ていますが、省エネの取組以外の要因が著しく大きい等の場合、評価者は、これらの要因がどの程度、CO2排出原
単位に影響を与えているかを考慮する必要があります。詳細は、『自己評価指標（ベンチマーク）解説書』（東京都環
境局発行）をご参照ください。

上記は、本事業所が実績年度に実施した対策です。

高効率照明器具の採用（屋内） 更新に合わせた高効率機器の採用

高効率パッケージの採用

組 織 体 制 の 整 備

【カーボンレポート裏面】 

当該ビルのベ
ンチマークレ
ンジを表示 

温暖化対策の
実施状況 

補足事項 

ベンチマーク
に関する注意
書き 
空室室、稼働
時間など 

１．東京都の建築物対策 ～カーボンレポート制度～ 



低炭素ベンチマーク 
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都に提出された地球温暖化対策報告書のデータを基にして、対象ビルの年間
CO2排出量実績を延床面積で割った、床面積（１㎡）あたりのCO2排出量
（kg‐CO2／㎡）による自己評価指標 

 同業種の平均的なCO2排出レベルに対する自己評価が可能 

 ワンランク上の水準を目指した省エネ対策の推進 

 

平均値から原単位の 
少ない方に 

平均値から原単位の 
多い方に 

１．東京都の建築物対策 ～カーボンレポート制度～ 



BELS（国交省） 
CASBEEファミリー

（国交省） 

エナジースター
（米国） 

グリーンビルディング
（DBJ） 

様々な建物評価制度 

ＣＳＲの一環として利用するビルオーナーも増加 

スライド 9 

１．東京都の建築物対策 ～カーボンレポート制度～ 

GRESB 



制度毎の特徴 

「BELS」設備性能や断熱性能を評価 

「CASBEE」景観、緑化等の総合評価  

「GRESB」事業者の環境配慮やサステナビリティを評価 

「エナジースター」自己評価（無料）又は第三者認証（有料）を選択        

制度によって評価項目や手続きに特徴 

評価や手続きの例 

ビルの規模や目的に応じて利用 
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１．東京都の建築物対策 ～カーボンレポート制度～ 



活用イメージ メリット 

カーボンレポート制度 

都内の中小テナントビルであれば、どなたでも 
「カーボンレポート」を活用可能 

 

■無料で利用可能 

■都HPから簡単ダウンロード 

■ビルの省エネ性能や特徴をPR 
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１．東京都の建築物対策 ～カーボンレポート制度～ 



カーボンレポートのダウンロード 

スライド 12 

１．東京都の建築物対策 ～カーボンレポート制度～ 



 

２．無料省エネルギー診断 
 



経験豊富な診断員が事業所を訪問し、 
エネルギー使用状況を調査します。 
そして、省エネ対策の助言を行います 

対象者 

内容 

対象者 

内容 

都内の中小規模事業所 

・設備の運用状況を調査 
・現地診断を実施 
・各種支援策（補助金など）をご案内 
・診断報告書により事業所の特性に応じた対策を提案 

省エネルギー診断 省エネルギー現地アドバイス 

原油換算量 

訪問時間 

15kL～1,500kL 

４時間程度 ２時間程度 

15kL未満 

約2,700件の 
診断実績 
※平成2６年度末まで

の実績 

※原油換算量1,500kL＝年間電気代が約１～１．２億円（オフィス） 

省エネルギー診断とは 
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 ２．省エネルギー診断 



※ 報告書を３か年連続で提出、かつ、比較年度において実績のある事業所を対象。 

※ 削減率の上位下位 ５ ％の事業所を、除外して集計 

※ 受診事業所は、平成２０年度～平成２３年度に東京都の省エネルギー診断を実施
した事業所を対象    

効果分析 
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 ２．省エネルギー診断 
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学校・教育施設（幼稚園） 

工場（加工・組立を行う業種） 

オフィス 

テナントビル（オフィス系） 

約2,700件の診断実績！！ 

診断実績 
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平成20年度～平成26年度  省エネ診断・現地アドバイス 
実施件数（建物用途別） 

 ２．省エネルギー診断 
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お問合せ先 

http://www.tokyo-co2down.jp/check/company/  

公益財団法人 東京都環境公社 

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） 

省エネ推進チーム   

 ２．省エネルギー診断 



 

３．【補助事業】 

   中小テナントビル省エネ改修 

     効果見える化プロジェクト 
 



プロジェクト概要 

３．中小テナントビル省エネ改修効果見える化プロジェクト 

補助金額：助成対象経費の1/2、上限２千万円 
      助成対象経費 機器費及び工事費 
             工事費は機器費の20％まで 
予算規模：40億円（２か年事業） 

  

省エネ改修効果見える化プロジェクト 

中小テナントビルへのLED等の高効率機器の導入を支援 

都は設備改修による省エネ効果を見える化する仕組みを構築
「省エネ改修評価ツール（仮称）」及び 
 「省エネ改修評価書（仮称）」を構築 
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中小テナントビルオーナー向け 



第１、２回募集は受付終了  

 平成27年10月６日（火）、10月7日（水） 
 場所 都庁第一本庁舎5階大会議場 
 http://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/visuralize/seminar/ 
 交付決定は2月末を予定 
 
 第３回が最終募集です 

第３回募集説明会 

３．中小テナントビル省エネ改修効果見える化プロジェクト 

第３回募集  
 平成27年10月1日（木）～平成28年1月15日（金） 

スケジュール 
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お問合せ先 
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クール・ネット東京のHPに各種資料を掲載 

http://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/visuralize/ 

  

公益財団法人 東京都環境公社 

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） 

事業支援チーム  

３．中小テナントビル省エネ改修効果見える化プロジェクト 



 

４．【補助事業】 

   中規模事業所のクラウド利用による 

            省エネ支援事業 
 



 都内の中小規模事業所が自己で保有する情報システム等を、環境配慮型データセ
ンター認定制度と連携して、省エネ性能に優れたデータセンター上のクラウドサー
ビスへ移行するために必要な経費の一部を助成。 

○事業目的 
省エネ性能の高いデータセンターの普及促進及び中小規模事業所の省エネ対策の推進 

概要 
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事業年度 平成27・28年度の2か年（予定） 

事業規模 6.75億円 

助成対象者 
・都内に中小規模事業所を所有または使用する中小企業者 
・地球温暖化対策報告書の提出事業所 

助成対象事業 
都内中小規模事業所の情報システム等を、省エネ性能の高いデータセンター
で稼働するクラウドサービスに移行するものであること。 

対象経費 
・移行作業費 
・物品、サービス費 

助成率 
・環境配慮型DCを利用する場合  1/3（上限1,500万円） 
・環境に優しいDCを利用する場合 1/6（上限   750万円） 

４．中小規模事業所のクラウド利用による省エネ支援事業 



本事業及び環境配慮型データセンター認定制度（DC認定制度） 
                         のスケジュール 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

本事業    事業説明会 申請開始、審査、交付決定 

DC認定 
制度 

8/20申請開始、 
環境に優しいDC公表、環境配慮型DC公表 

  

※募集説明会前までに、事業詳細を下記URLで公表予定です。 
 HP：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/businesses/cloud27.html 

スケジュール 

４．中小規模事業所のクラウド利用による省エネ支援事業 
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５．【優遇税制】 

   省エネ促進税制 

      （東京都版環境減税） 



対象者 
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者※ 

（※資本金１億円以下の法人等、個人事業者） 

減免対象 法人事業税・個人事業税 

対象設備 

① 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 

② 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したもの 

・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） 
・照明器具（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） 

減免額 
設備の取得価額（上限２千万円）の２分の１を、取得年度の法人事業税額又は
取得年の所得に対して翌年度に課税される個人事業税額から減免 
ただし、当期税額の２分の１を限度  
※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度 の事業税額から減免可 

対象期間 （法人）平成22年3月31日から平成33年3月30日までの間に終了する事業年度 

（個人）平成22年1月1日から平成32年12月31日までの間 

５．省エネ促進税制（東京都版環境減税） 

制度概要 
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導入推奨機器の検索 減免申請について 

導入推奨機器 検索 東京版環境減税 検索 

東京都環境局のページ 
http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/eco_energy/ 

東京都主税局のページ 
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info 

/kangen-tokyo.html 
 

お問い合わせ先 

 ５．省エネ促進税制（東京都版環境減税） 
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http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/eco_energy/
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html


東京都環境局  http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 

東京都環境局twitter  http://twitter.com/#!/tochokankyo 

 

「スマートエネルギー都市東京」の実現を目指して 

エネルギー対策と気候変動対策を 

一体的に推進 
 

Tokyo Climate Change and Smart Energy Strategy 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
http://twitter.com/

