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１．２０２０年度以降（第３計画期間以降）の 
  制度の在り方、方向性 

2 
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１．2020年度以降（第３計画期間以降）の制度の在り方、方向性 
 

温室効果ガスの削減
（2000年比） 

エネルギー消費量の削減 
（2000年比） 

再生可能エネルギーによる 
電力利用割合 

◆都の「2030年目標」   東京都環境基本計画（2016年3月策定） 

◆東京のエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量（推移） 

温ガス排出量：2000比＋6% 

エネ消費量：2000比－21％ 

（万t-CO2） 

（PJ） 
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◆ 「都の2030年目標の達成」とその先の「脱炭素社会の実現」を見据えて 

・都のCO2排出量は、建物に起因する排出量が約７割を占める。 
・都条例に基づく主な制度において、「更なる省エネ」と「再エネ利用の拡充」を強化していく。 

建
物
規
模 

大規模 

中小規模 

計画 

計画・建築・稼働 

設計 建設 稼働 チューニング 改修 

○建築物環境計画書制度 

・省エネ性能評価の最高ランクとなる
「ZEB評価」の新設 

・「再エネ設備の導入や再エネ電力の  
利用検討義務」の強化 

・制度対象範囲を、中小規模に拡大 
（延床面積5,000㎡超  

⇒ 2,000㎡以上） 

○キャップ＆トレード制度 

・「新たな削減義務率」の設定 

・「再エネ」の利用拡大インセンティブの
導入 

○地球温暖化対策報告書制度 

・「再エネ利用の報告義務」の新設 

・再エネ利用状況を含む「優良な者を  
評価する仕組みの導入」 

新築建物 既存建物 

１．2020年度以降（第３計画期間以降）の制度の在り方、方向性 

＊その他の都の主な取組（2019年度） 
 ＜家庭部門＞ 東京ゼロエミ住宅導入促進事業（断熱性と省エネ性の高い住宅へ補助） 
        家庭のゼロエミッション行動推進事業（省エネ性能の高い家電等への買替に東京ゼロエミポイントを付与） 
 ＜運輸部門＞ ZEV（ゼロエミッション・ビークル）の普及促進 
 ＜東京都＞  都庁舎電力の再エネ100％化の推進 【都庁版RE100】 

＜主な制度の2020年度からの取組＞ 
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➢2010年 大規模事業所を対象としたキャップ＆トレード制度を開始  
・2008年 制度導入を決定。第１期の削減義務率とともに、第２期の削減義務率の見通しを公表 
・第１期を「大幅削減に向けた転換始動期」、第２期を「より大幅なCO2削減を定着・展開する期間」と位置付け 
・対象事業所では、設備更新や運用対策、テナントとの連携により、省エネ対策を大きく推進し、大幅削減を実現した対象事業所も 

➢2007年 「東京都気候変動対策方針」を策定 
・気候変動に伴う危機回避のため、今世紀の半ばまでに世界全体の温室効果ガス排出量を半減以下に 
（先進国は、6～８割程度の劇的な削減を行うことが必要） 

・エネルギー需要側の大都市として、低エネルギー・低CO2型都市への転換にむけ、対策強化の必要性を提起 
・低CO2型都市へ転換するための考え方は、 

第一に、省エネルギー対策の徹底と自然の光や風の利用によるエネルギー消費の削減 
第二に、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの積極的な活用 

・大規模事業所には、大量排出者として率先して排出量削減に取り組んでいく責務があることから、 
CO2排出量の総量削減義務と、削減義務を経済的かつ合理的に履行するための排出量取引制度の導入を提起 

《対象事業所の総CO2排出量の推移》 

5 

※1 2019年2月6日時点の集計値 （電気等の排出係数は第２期の値で算定） 
※2 基準排出量は、事業所が選択した2002年度から2007年度までのいずれか連続

する３か年度排出量の平均値 

１．2020年度以降（第３計画期間以降）の制度の在り方、方向性 

基準 

排出量 

2010 2002 ～ 2007 2014 2015 2019 2020 

より 大幅な CO 2 削減を 

定着 ・ 展開 する 期間 

＜第１期＞ ＜第２期＞ 

大幅 削減に 向けた 

転換始動期 

オフィスビル 等 ８ ％ 

工場等 ６ ％ 

（５年平均） 

オフィスビル 等 17 ％ 

工場等 15 ％ 

（５年平均） 

700 

900 

1,100 

1,300 

1,500 

1,700 

2010 2011 2012 2013 2014 

1,650 

1,225 1,214 1,204 

基準年度 2015 2016 2017 

第２期 

（ 17 ％又は 15 ％） 

第１期 

（削減義務率：８％又は６％） 

13% 22% 22% 25% 

27% 

23% 26% 26% 

基準 

排出量 

※2 

※1 

 

◆ これまでの経緯と成果、都を取り巻く動向 
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自主的取組による
省エネ推進 

2002 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

今世紀の半ばまでに世界全体の温室
効果ガス排出量を「半減以下」に 

地球温暖化対策計画書制度 

世界共通
目標 

○気候変動対策   
方針策定 

キャップ＆トレード制度 

大幅削減に向けた
転換始動期 

大幅削減を定着・展開
する期間 

再エネ電力選択による
CO2削減を強化 

再エネ利用による 
CO2削減効果を反映 

＋ 

脱炭素社会を見据えた
省エネの継続と     
再エネ利用の促進 

【第１期】 【第２期】 

・・・ 

【第４期】 

産業革命前からの平均気温上昇を2℃未満に保つ（1.5℃を追及）ため、今世紀後半には、
温室効果ガスの排出を「実質ゼロ」に 

都の目標 

脱炭素社会を見据えた
省エネの継続と     
再エネ利用の定着 

温室効果ガス排出量：2000年比25％削減 
エネルギー消費量：2000年比30％削減 

温室効果ガス排出量：2000年比30％削減 
エネルギー消費量：2000年比38％削減 

第5次IPCC報告等を
上回る削減を目指す
（GHGを2010年比
40～70％削減） 

【第３期】 

制度における 
再エネの取扱 

国：2030年までに新築建築物の平均で
「ZEB」を実現（エネルギー基本計画） 

省エネ＆再エネ 

需要側のCO2

削減の考え方 
第一に省エネ徹底等でのエネ削減 
第二に再エネ等の積極的な活用 

脱炭素社会の実現に向け、 「省エネ」と 
「再エネ利用拡大」の両輪でCO2削減を推進 

再エネ自家消費 
再エネクレジット 

低炭素電力選択の  
仕組み 

再エネ利用による     
CO2削減を定着 

需要側のCO2削減の 
手段として、 
再エネ利用が浸透 

ゼロエミッション東京 

ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
事
業
所
の
実
現 

省エネ＞再エネ 

再エネ利用による  
CO2削減を拡充 

再エネ自家消費 
再エネクレジット 

 
低炭素電力選択の仕組み 
⇒より活用しやすい 
仕組みへ拡充 

再エネ利用のインセンティブ（削減量）を拡充 

再エネ自家消費 
再エネクレジット 

将来の望ましい姿 

（イメージ） 

１．2020年度以降（第３計画期間以降）の制度の在り方、方向性 

＜2020年までの目標＞ ＜2030年までの目標＞ 

◆ 2020年度以降(第３計画期間以降)の取組イメージ 
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項番 項   目 ｽﾗｲﾄﾞ№ 

2-1 基準排出量について ｽﾗｲﾄﾞ８ 

2-2 削減義務率について ｽﾗｲﾄﾞ10 

2-3 温室効果ガス排出量算定のためのCO2排出係数について ｽﾗｲﾄﾞ13 

  ２．第３計画期間に適用する改正事項等 
     ※キャップ＆トレード制度全般 
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2-1．基準排出量について 

8 
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「これまでの削減実績の反映方法に関するわかりやすさ」や「削減への取組継続に 
向けた制度としてのわかりやすさ」等の観点から、現行の基準排出量を継続する。 

2-1．基準排出量について 

第３計画期間における基準排出量 

◆既存事業所（制度開始当初から削減義務の対象であった事業所） 

  ⇒ 第２計画期間の基準排出量をそのまま継続 

◆新規事業所（2010年度以降に削減義務の対象となった事業所） 

ア．第１計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所 

イ．第２計画期間から削減義務の対象となった事業所 

⇒ ア、イの場合いずれも、第２計画期間の基準排出量をそのまま継続 

ウ．第３計画期間から削減義務の対象となる事業所 

・基準排出量の算定方法はこれまでと同様とする。（①過去実績又は②排出標準原単位） 

・排出標準原単位も第２計画期間と同じ値を継続する。 

第３期（継続） 

＊ 基準排出量の変更要件は第２計画期間の取扱いを継続（床面積の増減、用途変更、設備増減等に伴う排出量の増減量が
基準排出量の６％以上の場合に申請） 

＊ 第２計画期間から特定温室効果ガス排出量の排出係数を変更しないため（項番2-3参照）、基準排出量の再計算は不要 
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2-2．削減義務率について 

10 
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第３計画期間以降の削減義務率の考え方 

2-2．削減義務率について 

都の2030年目標（2030年までに都内の温室効果ガス排出量を2000年比で30%削減） 
の達成に向けた大規模事業所の目標排出量から削減義務率を設定 

  ⇒ 第３期：平均27％（第4期（見通し）：平均35％※） 

第３期（改正） 

※第４期の削減義務率については、第４期開始前に専門家検討を踏まえた上で決定する。 

都の目標
＜2020年までの目標＞

温室効果ガス排出量：2000年比25％削減
エネルギー消費量：2000年比30％削減

＜2030年までの目標＞

温室効果ガス排出量：2000年比30％削減
エネルギー消費量：2000年比38％削減

2020 2025

＜定着・展開期＞＜転換始動期＞

「省エネ」と「再エネ利用拡大」により

更なる追加削減を推進

2020 2024

合計
10.78百万t

大規模事業所
目標排出量

2030
目標

2010 2015

大幅削減に向けた
転換始動期

大幅削減を定着・展開
する期間

20102002～2007
３か年度平均値

基
準
排
出
量

2020
目標

2014 2015 2019

合計
16.50百万t 【第三期】 【第四期】【第一期】 【第二期】

27％削減 35％削減※６％削減 17％削減

【総量削減目標】 【総量削減目標】

５年平均 ５年平均
５年平均 ５年平均

「2030年目標」の達成に向けた
大規模事業所の目標排出量から設定

（見通し）2025 2029
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区 分 第1計画期間 第2計画期間  第3計画期間  

Ⅰ 

Ⅰ－１ オフィスビル等※1 8％ 17％ 27％ 

Ⅰ－２ 

オフィスビル等のうち他人から
供給された熱に係るエネル
ギーを多く利用している事業
所※2 

6％ 15％ 25％ 

Ⅱ 工場等※3 6％ 15％ 25％ 

※１ オフィスビル、商業施設、宿泊施設等と熱供給事業所（区分Ⅰ－２に該当するものを除く） 
※２ 事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房等から供給されるエネルギーの割合が20％以上のもの 
※３ 工場、上下水施設、廃棄物処理施設など区分Ⅰ－１、区分Ⅰ－２以外の事業所 

12 

2-2．削減義務率について 

第３計画期間における削減義務率 第３期（改正） 

・事業所の特性や今後の省エネ余地等を踏まえ、区分ごとに下表のとおり設定 
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2-3．温室効果ガス排出量算定のためのCO2排出係数 
     について 

13 
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（１）特定温室効果ガスの排出係数 

2-3．温室効果ガス排出量算定のためのCO2排出係数について 

電気：0.489 [t-CO2/千kWh]、熱：0.060 [t-CO2 /GJ] (第２計画期間の値を継続※1) 

（１）特定温室効果ガス エネルギー起源CO2 

報告の対象 

削減義務あり 

（２）その他ガス 

①非エネルギー起源CO2 

削減義務なし ②CO2以外のガス 
 (CH4,N2O,HFC,PFC,SF6,NF3) 

③水の使用、下水への排水 

◆本制度において報告の対象となる温室効果ガス ⇒第３計画期間も変更なし 

①非エネルギー起源CO2 

②CO2以外のガス 
第２計画期間の値を継続※2 

③水の使用、下水への排水 直近の実績値に基づく排出係数に変更する。 

排出活動の種類 第１計画期間 第２計画期間 第３計画期間 

水の使用     [t-CO2/千㎥] 0.200 0.251 0.266 

下水への排水  [t-CO2/千㎥] 0.450 0.439 0.400 

◆第３計画期間における温室効果ガス排出量算定のためのCO2排出係数 

第３期（継続） 

（２）その他ガスの排出係数 第３期（一部改正） 

※１ 電気及び熱の2014～2016年度の平均値が第２計画期間の排出係数から大幅なかい離がないことや、燃料について、省エネ法及び 
温対法で定める値が第２計画期間と同値であるため 

※２ 省エネ法及び温対法で定める値が第２計画期間と同値であるため 
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３．第３計画期間に適用する 
   「低炭素熱の選択の仕組み」の改正事項等 

項番 項   目 ｽﾗｲﾄﾞ№ 

3-1 低炭素熱の選択の仕組みについて（第２計画期間及び第３計画期間共通） ｽﾗｲﾄﾞ16 

3-2 第２計画期間（現行）における事項について ｽﾗｲﾄﾞ19 

3-3 第３計画期間における事項について ｽﾗｲﾄﾞ21 

3-4 （参考）高効率コジェネの取扱いについて ｽﾗｲﾄﾞ28 
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3-1 ．低炭素熱の選択の仕組みについて 
    （第２計画期間及び第３計画期間共通） 
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3-1．低炭素熱の選択の仕組みについて（第２計画期間及び第３計画期間共通） 

・第２計画期間から、 「低炭素電力」と同様に都が認定するCO2排出係数の低い熱を
調達した場合に、需要側にインセンティブ（削減量）を付与する仕組みを導入  

◆低炭素熱の選択の仕組み(取扱い) 

・第３計画期間においても第２計画期間と同様に、一定の範囲で削減量を算定し、当
該大規模(対象)事業所の排出量から減ずることができる「低炭素熱の選択の仕組み」
を継続 
 

※キャップ＆トレード制度では、需要側の省エネ努力を評価するため、電気及び熱のCO2排出係数は、 

  計画期間中固定  

  

◆低炭素熱の選択の仕組み(対象となる熱供給事業者) 

・第２計画期間、第３計画期間共に、本仕組みの対象となる熱供給事業者は、 
 原則として東京都の地域におけるエネルギー有効利用に関する計画制度において、 
 「地域エネルギー供給実績報告書」を届け出た熱供給事業者 
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3-1．低炭素熱の選択の仕組みについて（第２計画期間及び第３計画期間共通） 
 

大規模(対象)事業所 
申請 

認定・公表 

東
京
都 

熱供給 

選択・購入 

『削減量』として 

算定し、 事業所の 

排出量から「減」 

熱供給事業者  

低炭素熱の要件 

第２計画期間又は第３計画期間により
異なる 

◆低炭素熱の選択の仕組み(概要) 

(注：新たに都内に熱供給を開始した場合は、認定に際して別途規定あり)  

東京都

2018年度の状況が
要件に適合する

熱供給事業者及び
排出係数等を公表

大規模(対象)
事業所

低炭素熱の選択 2020年度の受入
算定⇒検証

⇒計画書提出

第２計画期間 第３計画期間

年度 2018 2019 2020 2021 2022

熱供給事業者
熱供給
(実績)

「低炭素熱エントリー
シート」「エネルギー
状況報告書添付様
式」等にて、2018年
度排出係数等申請

以降、

毎年度

同様

東京都のホームページで

公表された排出係数を

基に削減量等を算定

今年度の認定から第３計画期間の

要件で適合確認
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3-2．第２計画期間（現行）における事項について 
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3-2．第２計画期間(現行)における事項について 

年間販売熱量 
（t-CO2/GJ） ＝

             

要件確認(削減量算定)時の           

CO2排出係数の算定式 

年間エネルギー消費量をt-CO2換算した量 

（１）低炭素熱に該当する熱供給事業者の要件 

CO2
 排出係数※1 が0.058 [t-CO2 /GJ] 以下 

※１ 地域エネルギー供給実績報告書における燃料等使用量に基づき算定し、少数点第４位以下を切り捨てた値 

◆第２計画期間(2015年度から2019年度まで) 

第２期（現行） 

(注：熱電併給設備において発生する熱、廃棄物の焼却に伴い排出される熱等の取り扱いについては、別途規定)  

（２）低炭素熱選択による大規模(対象)事業所における削減量算定式 第２期（現行） 

× 0.5 ＝         ×     

2 

算定年度の 
受入熱量 

熱の排出係数 
（第２計画期間：0.060） 

－ 熱供給事業者の 

排出係数(２年度前) 
低炭素熱 

選択による削減量算定式 
熱の排出係数 

（第２計画期間：0.060） 

低い排出係数ほど、
メリットを高める 

利用上限 

低炭素熱供給事業者の要件 
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3-3．第３計画期間における事項について 

21 
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3-3．第３計画期間における事項について 

◆第３計画期間(2020年度から2024年度まで)⇐今年度の認定から適用 

    
（１）低炭素熱に該当する熱供給事業者の要件 

②CO2
 排出係数※２ が0.060 [t-CO2 /GJ] 未満 

※１ 「エネルギー有効利用指針マニュアル」に記載の「供給する熱のエネルギー効率」の値 

   （参考）CO2排出係数に換算すると、0.054～0.057 t-CO2/GJ以下程度となる水準 

第３期（改正） 

①都内の区域への熱の供給に係る熱のエネルギー効率(COP)の値※1 が規則第８条の17第三項第１号 
 に規定する基準(蒸気が含まれている場合は0.85、蒸気が含まれていない場合は0.90)以上 

   熱のエネルギー効率(熱の製造に係る設備等の効率)を一定水準以上とした上で、「熱の低CO2性能」  
   を評価するため、「熱のエネルギー効率に関する指定基準」以上であること等が要件 
   (「CO2排出係数の低さ」の評価については次項以降を参照) 

            
年間販売熱量 

（t-CO2/GJ） ＝

             

要件確認時の            

CO2排出係数の算定式 

年間エネルギー消費量をt-CO2換算した量 

(注：熱電併給設備において発生する熱、廃棄物の焼却に伴い排出される熱等の取り扱いについては、別途規定)  

※２ 地域エネルギー供給実績報告書における燃料等使用量に基づき算定し、少数点第４位以下を切り捨てた値 

年間エネルギー消費量(一次エネ換算) 
 ←（COP） ＝

             

要件確認時の            

エネルギー効率の算定式 

年間販売熱量 

(注：熱電併給設備において発生する熱、廃棄物の焼却に伴い排出される熱等の取り扱いについては、別途規定)  

低炭素熱供給事業者の要件 
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3-3．第三計画期間における事項について 

（２）削減量の算定に用いる排出係数の算定 第３期（改正） 

＊ 「CO2排出係数の低さ」の評価について 
  第３計画期間から、低炭素熱の要件に該当する熱供給事業者が再エネ電力等(東京都の認定を受け 
    た「低炭素電力」調達、証書等の環境価値)を利用して熱の製造を行っていた場合、それによるCO2 

  排出係数の低さを熱の排出係数に反映(排出係数を低減)               
  （注：再エネ電力等の利用がない場合は、要件確認時のCO2排出係数の算定結果と同値） 

(注：熱電併給設備において発生する熱の取扱い等については、別途算定)  

年間販売熱量 

（t-CO2/GJ） 
削減量算定時の           

CO2排出係数の算定式 

年間エネルギー消費量を 
t-CO2換算した量 

低炭素電力調達※１ 

による削減量 
環境価値調達※２ 
による削減量 

＝     

ー     ー     

※１ 低炭素電力調達による削減量は、キャップ＆トレード制度における「低炭素電力の選択の仕組み」における削減量 
    算定式のうち、「排出係数差による削減量」の算定式とする。 

※２ 環境価値調達による削減量は、東京都エネルギー環境計画指針第３１(７)アに記載の国内認証排出削減量と 
       する。 
      (注：国内認証排出削減量は再生可能エネルギーによる削減量について認証されたものに限る。) 

削減量算定時のCO2排出係数 
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3-3．第三計画期間における事項について 

（３）低炭素電力調達による削減量(削減量の算定に用いる排出係数の算定) 

＊ 「低炭素電力調達による削減量」について 
  ・ キャップ＆トレード制度における「低炭素電力の選択の仕組み」による大規模(対象)事業所向けの 
    削減量算定式のうち、「排出係数差による削減量」の算定式を使用 
  ・ 算定年度時点で公表されている低炭素電力供給事業者(及びメニュー認定事業者)の排出係数 
    (＝２年度前の確定値)を用いて算定 

＝         ×     
算定年度の 
受入電力量 

電気の排出係数 
（第２、第３計画期間：0.489） 

－ 
電気供給事業者又は  

電力メニューの排出係数
(２年度前) 

低炭素電力 

調達による削減量算定式 

(注：新たに都内に電気供給を開始した場合及び電力メニューで初めて認定を受ける電気供給事業者の場合は、別途規定あり)  

2017

2016年度の実績から、
低炭素電力供給事業者
及び排出係数を公表

低炭素電力の選択

2021

第３計画期間

年度 2018 2019 2020

第２計画期間

東京都

熱供給事業者
2018年度の

低炭素電力受入
低炭素電力調達
による削減量算定

以降、

毎年度

同様

東京都のホームページで公表された

2018年度排出係数（別紙参照）を基に算定

排出係数差による削減量(低炭素電力) 

第３期（改正） 



25 

3-3．第三計画期間における事項について 

（４）環境価値調達による削減量(削減量の算定に用いる排出係数の算定) 

＊ 「環境価値調達による削減量」について 
  ・ 削減量は、東京都エネルギー環境計画指針第３１(７)アに記載の国内認証排出削減量のみ 
    使用可能(ただし、再生可能エネルギーによる削減量について認証されたものに限る。) 
    ・ t-CO2換算が必要な認証量については、電気及び熱の換算係数を用いて算定   
  ・ 使用できる環境価値はエントリー期限までに調達されたものとし、他の目的に利用する環境価値を 
       二重利用することは不可 

     ⇒ ・ 国内クレジット制度（地球温暖化対策推進本部決定に基づき実施された削減） 
     ・ オフセット・クレジット制度（温室効果ガス抑制等に寄与する取組による削減） 
     ・ Ｊ－クレジット制度（国内の排出削減・吸収量認証制度） 

認証量（t-CO2）     環境価値削減量による認証量 ＝             ① 

使用可能な国内認証排出削減量(例)等 

認証電力量(kwh) × 電気の換算係数※１ ÷ 1000 

認証熱量(MJ)   × 熱の換算係数※２÷ 1000 
環境価値削減量による認証量 ＝             ② 

     ⇒ ・ グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度 
     （二酸化炭素の排出の抑制に寄与する取組）    

※１ 電気の換算係数は、特定温室効果ガスの排出係数(第３計画期間)である0.489(t-CO2/千kWh)  

※２ 熱の換算係数は、特定温室効果ガスの排出係数(第３計画期間)である0.060 (t-CO2/GJ)  

第３期（改正） 
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3-3．第三計画期間における事項について 

（５）低炭素熱選択による大規模(対象)事業所における削減量算定式 

＊ 「低炭素熱選択による大規模(対象)事業所における削減量算定式」について 
  ・ 「低炭素電力の選択の仕組み」の改正内容を踏まえ、低炭素熱選択による削減量の算定式を改正 
    ・ 熱供給を多く受けている大規模(対象)事業所(区分Ⅰ-２)では、その特性を考慮して削減義務率 
     を２ポイント低く設定する対応を行っていることから、低炭素電力の削減量算定式で撤廃した「利用 
      上限(×0.5)」は第３計画期間においても継続  

× 0.5   ＝            ×     
算定年度の※２、３ 

受入熱量 
熱の排出係数 

（第３計画期間：0.060） 
－ 

熱供給事業者の 

排出係数(２年度前) 

低炭素熱 

選択による削減量算定式※１ 

低炭素熱選択による削減量算定式 

第３期（改正） 

利用上限 

※１ 基準排出量の算定においては、低炭素熱による削減量を減じない。 

※２ 「算定対象から除く又は除くことができる排出活動」により使用した熱量を年度排出量の算定から除外している場合に 
    あっては、当該除外した熱量については、算定年度の受入熱量に含めない。 

※３ 年度の途中で低炭素熱と低炭素熱の要件に該当しない熱の受け入れが混在する場合は、低炭素熱の要件に該当 
    する熱供給事業者からの受入熱量分に応じた削減量を算定する。 
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3-3．第三計画期間における事項について 

（６）低炭素熱の申請に関する注意事項 

＊ 「低炭素熱の申請に関する注意事項」について 
  要件適合の確認のため、毎年６月末までに「低炭素熱エントリーシート兼同意書」、「地域エネルギー供 
  給実績報告書」及び根拠資料を東京都に提出 

第３期（改正） 

申請に必要となる根拠資料について(削減量算定時のCO2排出係数に反映させる場合) 

低炭素電力使用量を証明する書類（購買伝票等）     低炭素電力調達による削減量 ⇒             ① 

環境価値を保有していることの証明、環境価値を二重利用 
していないことを示す書面（環境価値の利用目的、利用年
度が記載された書面等）     

環境価値調達による削減量 ⇒             ② 

※ 今年度［2019年度(要件適合確認を受ける年度：2018年度)］の「低炭素熱エントリーシート 

  兼同意書」及び根拠資料の提出期限は、2019年10月18日です。 

  (注：2020年度以降は本期限を６月末とする予定です。) 

※ 使用できる低炭素電力は、算定年度に調達されたものが対象です。 

※ 使用できる環境価値(認証量等)は、 2019年10月18日までに調達されたものが対象です。 

  (注：2020年度以降は本期限を６月末とする予定です。) 
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3-4．（参考）高効率コジェネの取扱いについて 
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3-4．(参考)高効率コジェネの取扱いについて 

× 0.5 

2 

(注：第２計画期間の電気の排出係数により高効率コジェネの省エネ・省CO2の効果が評価されるため、第１計画期間で実施した排出量の補正は実施なし) 

低い排出係数ほど、
メリットを高める 

利用上限 

大規模(対象)事業所 
申請 

認定 

東
京
都 

電気 
・熱供給 

受入 

高効率コジェネ設置事業者  

高効率コジェネの要件 

発電効率×2.17＋排熱利用率 ＞87％ 

受入電気・熱 

『削減量』として算定し、 

 事業所の排出量から
「減」 

・高効率コジェネから受け入れる電気・熱の排出係数の低さを、一定の範囲で受入事業所の排出量算定に反映    

 させることができる仕組みを第２計画期間から導入 

・第３計画期間においても第２計画期間と同様に、高効率コジェネの仕組みを継続 

◆(参考)高効率コジェネの取扱い 

◆仕組みの概要・要件 

(注：高効率コジェネの要件に関しては、電気・熱ごとに別途あり。)  

◆算定式 

× 0.5 

＜既設コジェネ＞ 

⇒低炭素電力・熱の改正内容を踏まえ、高効率コジェネの算定式も改正（新設コジェネは変更なし） 

【改正】 

高効率コジェネからの 

電気又は熱の受入による
削減量  

＝         ×     
電気又は熱 
の受入量 

第３計画固定 
（電気：0.489） 

(熱：0.600) 
－ 

高効率コジェネの電気 

又は熱の排出係数    
(２年度前) 
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４．御質問等をお寄せいただく場合の方法等 
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４．御質問等をお寄せいただく場合の方法等 

●御質問等をお寄せいただく際には、「共通の書式（質問シート）」を御活用いただき、できる

限り「メールで御提出」くださいますよう、御協力をお願い申し上げます。（FAX及び「総量削減義務と

排出量取引システム」上のメッセージ交換機能での送信も可能です。） 

「共通の書式（質問シート）」は、こちらのURLからダウンロードしてください。 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/faq/question_download.html 

 

●皆様からいただいた御質問に対する回答は、対象事業所等の全ての皆様と広く共有させていた
だきたいと考えております。 

 このため、一般的な御質問等への回答内容は取りまとめて、東京都環境局ホームページ等で、
「主な質問への回答（ＦＡＱ）」として掲載させていただく場合があります。 

 

    御理解・御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

【送付先】東京都環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課 
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 

Eメール  :  ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp 
T  E  L  :  03（5388）3438 


