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8.5 温室効果ガス 

8.5.1 現況調査 

(1)調査事項及びその選択理由 

温室効果ガスの現況調査の調査事項及びその選択理由は、表 8.5-1 に示すとおりである。 

 

表 8.5-1 調査事項及びその選択理由：温室効果ガス 

調査事項 選択理由 

①原単位の把握 

②対策の実施状況 

③地域内エネルギー資源の状況 

④温室効果ガスを使用する設備機器

の状況 

⑤法令による基準等 

工事の完了後においては、施設の稼働に伴い温室効果ガス

の排出による影響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺地域について、左記の

事項に係る調査が必要である。 

 

(2)調査地域 

調査地域は、計画地内とした。 

 

(3)調査方法 

 1) 原単位の把握 

既存資料を整理・解析した。 

 

 2) 対策の実施状況 

既存資料を整理・解析した。 

 

 3) 地域内エネルギー資源の状況 

既存資料を整理・解析した。 

 

 4) 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

既存資料を整理・解析した。 

 

 5) 法令による基準等 

関係法令の基準等を調査・整理した。 
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(4)調査結果 

 1) 原単位の把握 

本事業の実施に伴い、温室効果ガスを排出する要因として、電気の使用、都市ガスの使用が

あげられる。 

温室効果ガスの排出等の要因と考えられる行為及び機器毎の温室効果ガスの種類及び原単

位は、表 8.5-2 に示すとおりである。 

 

表 8.5-2 温室効果ガスの種類及び原単位 

区分 温室効果ガス 原単位 

エネルギー 

の使用 

電気の使用 

(破砕処理施設、アスファルトプラント、

リサイクルプラント) 

二酸化炭素(CO2) 0.489(t-CO2/千 kWh) 

都市ガスの使用 

(アスファルトプラント、リサイクルプ

ラント) 

二酸化炭素(CO2) 2.244(t-CO2/千 Nm
3) 

軽油の使用 

(重機、散水車等) 
二酸化炭素(CO2) 2.585(t-CO2/kL) 

液化石油ガス(LPG)の使用 

(事務所給湯等) 
二酸化炭素(CO2) 2.999(t-CO2/t) 

注 1）「電気の使用」、「都市ガスの使用」、「発電」、「熱供給」の原単位は、「総量削減義務と排出量取引制

度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」(令和 2年 4 月、東京都環境局)における第 3

計画期間の排出係数を用いた。 

注 2）「都市ガスの使用」による原単位は、都市ガスの単位発熱量 45GJ/千 Nm3、排出係数 0.0136t-C/GJ を

用いて算出した。計算式は、以下に示すとおりである。 

45 GJ/千 Nm3×0.0136 t-C/GJ×44/12= 2.244 t-CO2/千 Nm
3 

注 3）「軽油ガスの使用」による原単位は、軽油の単位発熱量 37.7GJ/kL、排出係数 0.0187t-C/GJ を用い

て算出した。計算式は、以下に示すとおりである。 

37.7 GJ/kL×0.0187 t-C/GJ×44/12= 2.585 t-CO2/kL 

注 4）「液化石油ガス(LPG)ガスの使用」による原単位は、液化石油ガス(LPG)ガスの単位発熱量 50.8GJ/t、

排出係数 0.0161t-C/GJ を用いて算出した。計算式は、以下に示すとおりである。 

50.8 GJ/t×0.0161 t-C/GJ×44/12= 2.999 t-CO2/t 

 

 2) 対策の実施状況 

既存破砕処理施設及び併設するアスファルトプラント、リサイクルプラントにおける平成

30(2018)年度の温室効果ガス排出量は 5,366t である。 

整備後は、高効率設備の導入により、排出量の削減に努める計画である。 

 

 3) 地域内エネルギー資源の状況 

計画地が位置する区域は、地域冷暖房区域としての東京都の指定はない。 

 

 4) 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

既存破砕処理施設において、温室効果ガスを使用している設備機器はない。 
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 5) 法令による基準等 

関係法令に示される事業者の責務等は、表 8.5-3 に示すとおりである。 

 

表 8.5-3 関係法令に示される事業者の責務 

関係法令 内容 

地球温暖化対策の推

進に関する法律 

(平成 10 年、法律 117

号) 

(事業者の責務) 

第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための

措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）を

講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの

排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。 

(事業者の事業活動に関する計画等) 

第三十六条 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるとこ

ろに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための

措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に

関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 

２ 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定める

ところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状

況を公表するように努めなければならない。 

エネルギー使用の合

理化等に関する法律 

(昭和 54 年、法律第

49 号) 

(エネルギー使用者の努力) 

第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネ

ルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を

講ずるよう努めなければならない。 

東京都環境確保条例 

(平成 12 年、都条例

第 215 号) 

(地球温暖化対策の推進) 

第五条の五 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、地球温

暖化の対策を推進しなければならない。 

2 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化の対策を推進するため、地球温暖化対

策指針に定める組織体制の整備及び温室効果ガスの排出の量の把握に努めなけ

ればならない。 

3 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、その事業活動に係

る他の温室効果ガス排出事業者が実施する前二項の措置について、協力するよ

う努めなければならない。 

(地球温暖化対策報告書の作成等) 

第八条の二十三 地球温暖化対策事業者は、当該要件に該当した年度以降、毎年度、

当該事業所等ごとに、地球温暖化対策報告書を、地球温暖化対策指針に基づき

作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。ただし、

当該地球温暖化対策報告書の内容により、当該要件に該当しないことを知事が

確認することができた場合にあっては、この限りでない。 

2 温室効果ガス排出事業者は、毎年度、その設置している事業所等ごとに、地球

温暖化対策報告書を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるとこ

ろにより、知事に提出することができる。 

3 地球温暖化対策事業者等は、地球温暖化対策事業者等が実施すべき地球温暖化

の対策として地球温暖化対策指針に定める対策を推進しなければならない。 

(建築主の責務) 

第十八条 建築主は、建築物等に係る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、ヒートアイランド現象の緩和及び再生可能エネルギーの利用

について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。 

(建築物環境計画書の作成等) 

第二十一条 大規模特定建築主は、規則で定めるところにより、大規模特定建築物

等について、建築物環境計画書を作成し、建築基準法第六条第一項の規定に基

づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知の前であって規則

で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
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8.5.2 予測 

(1)予測事項 

施設の稼働に伴い排出される温室効果ガスの排出量の程度及び温室効果ガスの削減量の程

度とした。 

 

(2)予測の対象時点 

施設の稼働が通常の状態に達した時点から 1年間とした。 

 

(3)予測地域 

計画地内とした。 

 

(4)予測方法 

 1) 温室効果ガスの排出量 

施設の稼働に伴うエネルギー(電気、都市ガス等)使用量から温室効果ガスの原単位を基に

温室効果ガスの排出量を算定する方法とした。 

整備後の破砕処理施設等の稼働に伴うエネルギー(電気、都市ガス等)使用量は表 8.5-4 に

示すとおりである。 

 

表 8.5-4 エネルギー(電気、都市ガス等)使用量 

区分 使用量 原単位 

電気の使用 

(破砕処理施設) 
1,000 千 kWh/年 0.489 t-CO2/千 kWh 

電気の使用 

(アスファルトプラント、リサイクルプラント) 
1,507 千 kWh/年 0.489 t-CO2/千 kWh 

都市ガスの使用 

(アスファルトプラント、リサイクルプラント) 
1,579 千 Nm3年 2.244 t-CO2/千 Nm

3 

軽油の使用(場内作業の重機など) 300 kL/年 2.585 t-CO2/kL 

液化石油ガス(LPG)の使用(事務所給湯用など) 0.569 t/年 2.999 t-CO2/t 

注 1）電気の使用(破砕処理施設)の使用量は事業計画、その他は 2018 年実績値より設定した。 

注 2）都市ガスの使用量は、「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイ

ドライン」による標準状態換算の算定式を用い、標準状態に換算した値である。 

注 3）液化石油ガス(LPG)は、「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガ
イドライン」による LPG の基準産気率を用い、重量単位に換算した値である。 
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 2) 温室効果ガスの削減量 

温室効果ガス排出の削減量は、既存破砕処理施設における廃材受入(処理)量当たりの温室

効果ガスの排出量を原単位として、新施設における廃材受入(処理)量から算出した温室効果

ガスの排出量とエネルギー(電気)使用量から算出した温室効果ガスの排出量の差分から算出

する方法とした。 

既存破砕処理施設における廃材受入(処理)量及び温室効果ガスの排出量は、表 8.5-5 に示

すとおりである。 

 

表 8.5-5 既存破砕処理施設における廃材等受入(処理)量当たりの温室効果ガスの排出量 

既存破砕処理施設における 

廃材等受入(処理)量 

(2018 年実績値) 

① 

エネルギー使用量 

(2018 年実績値)から算出した 

温室効果ガスの排出量 

② 

廃材等受入(処理)量当たりの 

温室効果ガスの排出量 

(原単位) 

③=②/① 

323,686 t 422 t-CO2/年 0.00130 t-CO2/年/t 

注)エネルギー使用量から算出した温室効果ガスの排出量(②)は、既存施破砕設の電気使用量 864 千 kWh/年

と表 8.5-2 に示す原単位 0.489t-CO2/千 kWh を用いて算出した。 

 

(5)予測結果 

 1) 温室効果ガスの排出量 

施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量の予測結果は、表 8.5-6 に示すとおりである。破

砕処理施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量は489t-CO2/、併設するアスファルトプラント、

リサイクルプラント等も含めた施設全体の温室効果ガスの排出量は 5,547t-CO2/年である。 

 

表 8.5-6 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量の予測結果 

区分 温室効果ガスの排出量 

電気の使用(破砕処理施設) 489 t-CO2/年 

電気の使用 

(アスファルトプラント、リサイクルプラント) 
737 t-CO2/年 

都市ガスの使用 

(アスファルトプラント、リサイクルプラント) 
3,544 t-CO2/年 

軽油の使用(場内作業の重機など) 775 t-CO2/年 

液化石油ガス(LPG)の使用(事務所給湯用など) 2 t-CO2/年 

合計 5,547 t-CO2/年 

注)表 8.5-4 に示すエネルギー使用量(事業計画)原単位から算出した。 
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 2) 温室効果ガスの削減量 

既存破砕処理施設における廃材受入(処理)量当たりの温室効果ガスの排出量を原単位とし、

整備後の破砕処理施設における廃材受入(処理)量見込みから算出した温室効果ガスの排出量

は表 8.5-7 に示すとおり 520 t-CO2/年である。 

既存破砕処理施設の原単位から算出した温室効果ガスの排出量とエネルギー使用量から算

出した温室効果ガスの排出量の差分から算出した温室効果ガスの削減量は表 8.5-8 に示すと

とおり、31 t-CO2/年であり、約 6.0％の削減率である。 

 

表 8.5-7 原単位から算出した温室効果ガスの排出量 

整備後の廃材等受入 

見込み(処理)量 

① 

廃材等受入(処理)量当たりの 

温室効果ガスの排出量(原単位) 

② 

原単位から算出した 

温室効果ガスの排出量 

③=①×② 

400,000 t 0.00130 t-CO2/年/t 520 t-CO2/年 

注)廃材等受入(処理)量当たりの温室効果ガスの排出量(②)は、表 8.5-5 に示す既存破砕処理施設における

廃材受入(処理)量当たりの温室効果ガスの排出量を用いて算出した。 

 

表 8.5-8 温室効果ガスの削減量 

原単位から算出した 

温室効果ガスの排出量 

③ 

エネルギー使用量から算出した 

温室効果ガスの排出量 

④ 

温室効果ガス 

の削減量 

⑤=③-④ 

温室効果ガス 

の削減率 

⑥=⑤/③ 

520 t-CO2/年 489 t-CO2/年 31 t-CO2/年 6.0％ 
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8.5.3 環境保全のための措置 

(1)予測に反映した措置 

・高効率設備の導入により、二酸化炭素排出量の削減を図る。 

 

(2)予測に反映しなかった措置 

・搬入車両出入口付近の地上部及び再生製品ヤード屋上の緑化により、二酸化炭素の吸収量

の増加を図る。 

・LED 照明導入により、エネルギー使用量を削減する。 

 

8.5.4 評価 

(1)評価の指標 

評価の指標は、関係法令等に基づく方針、計画のうち、本事業の特性に適合する以下の事項

とした。 

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に定めるエネルギー使用者の努力 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定める事業者の責務 

・「東京都環境確保条例」に定める建築主の責務 

 

(2)評価の結果 

破砕処理施設においては、電気の使用によって、約 520t-CO2/年の温室効果ガスを排出する

と予測するが、既存破砕処理施設よりも高効率設備を導入することで、廃材受入(処理)量当た

りの温室効果ガスの排出量を原単位として算出した温室効果ガスの排出量より約 6.0％削減さ

れ、削減量を見込んだ温室効果ガスの総排出量は約 490t-CO2/年と予測する。 

また、施設内の緑化により、二酸化炭素の吸収量の増加を図るほか、LED 照明導入によりエ

ネルギー使用量を削減する計画である。 

以上のことから、施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量は可能な限り削減でき、評価の指

標とした「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に定めるエネルギー使用者の努力、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」に定める事業者の責務、「東京都環境確保条例」に定める建

築主の責務に照らして妥当なものであると考えられる。 

 

 



 

 

 


	fire_shtml0: 
	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefox（Windows・Mac）/ Mac Safariをご利用の場合、他のブラウザ（Microsoft Edge/ Google Chrome/ IE）でアクセスしなおしてください。また、モバイルブラウザでは閲覧できませんので、お手数ですが、Windows端末もしくはMac端末でアクセスするようにしてください。







































































�䥉煟卸协彏硱弲䅁煟佸彏硱啓啓煟瑸䅋䅋煟卸卅彅硱㭥㜥煄啓啓煟煸䥓䥓煟䭸䭁彁硱䥥彉硱䭬䭕录硱体体煟數䬨䭏彏硱住煟瑸䥴彉硱┺䌵佋佋煟╸䌵佋佋煟䭸䭏彏硱✬⤧焻啓啓煟煸䥓䥓煟䭸䭁彁硱䥥彉硱䭬䭕录硱体体煟數䬨䭏彏硱住煟瑸䥴彉硱䅁煟㩸㔥䭃䭏彏硱㔥䭃䭏彏硱佋佋煟ⱸ✧㬩䅋䅋煟卸单录硱㭱䅓䅓煟䭸䭕录硱䅋䅋煟╸〲䥉煟瑸啓啓煟╸㈲㈥ⰲ㉱医协彏硱啓啓煟煸䥓䥓煟楸啕煟摸硥䕏彅硱✨佋佋煟❸㬩䕩彅硱匨协彏硱匡单录硱ㄭ┩䈷危单录硱危卉彉硱䅁煟卸卅彅硱䅢彁硱䭴䭁彁硱〨匬协彏硱㬩㜥䅄彁硱啓啓煟煸䥓䥓煟楸啕煟摸硥䕏彅硱✨✺
	fire_shtml1: 
	ff_shtml1: 
	fire_shtml2: 
	ff_shtml2: 
	fire_shtml3: 
	ff_shtml3: 
	fire_shtml4: 
	ff_shtml4: 
	fire_shtml5: 
	ff_shtml5: 
	fire_shtml6: 
	ff_shtml6: 
	fire_shtml7: 
	ff_shtml7: 


