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8.12 温室効果ガス 

8.12.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

温室効果ガスの現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.12-1 に示すとおり

である。 

 

表 8.12-1 調査事項及びその選択理由 

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 

工事の完了後における施設の稼働に伴うエネルギー使用
により、温室効果ガスの排出が考えられることから、左記の事
項に係る調査を選択した。 
 

 

（2）調査地域 

調査地域は、計画地内及びその周辺とした。 

 

（3）調査方法 

① 原単位の把握 

原単位の把握は、「電気事業者別排出係数一覧」（環境省ホームページ）、「算定・報告・

公表制度における算定方法・排出係数一覧」（環境省ホームページ）、「東京都の建築物によ

る一次エネルギー消費データベースの作成」（2018 年 2 月、鷲津明由，中野諭）等の既存資

料の整理・解析によった。 

 

② 対策の実施状況 

一般的な地球温暖化対策の実施状況は、「業種別省エネルギー対策テキスト」（東京都環

境局東京都地球温暖化防止活動推進センターホームページ）等の既存資料を整理した。 

 

③ 地域内エネルギー資源の状況 

地域内エネルギー資源の状況は、「地域冷暖房計画区域区市別一覧」（東京都ホームペ

ージ）等の既存資料を整理した。 

 

④ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

温室効果ガスを使用する設備機器の状況は、事業計画の資料を整理した。 

 

⑤ 法令による基準等 

法令による基準等は、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣(平成 10 年法律第 117 号）、

｢エネルギーの使用の合理化等に関する法律｣(昭和 54 年法律第 49 号）、「建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27 年法律第 53 号）、｢環境確保条例｣(平成 12 年

東京都条例第 215 号）、｢東京都建築物環境配慮指針｣(平成 21 年東京都告示第 1336 号）、

「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」（令和 3 年 3 月、東京都）等を整理した。
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（4）調査結果 

① 原単位の把握 

本事業の実施に伴う温室効果ガスの排出要因として、電気、都市ガスのエネルギー使用が

あげられる。温室効果ガスの排出の要因と考えられる行為の温室効果ガス排出係数は、表

8.12-2 に示すとおりである。 

また、事業所の用途別エネルギー消費原単位（平均値）は、表 8.12-3 に示すとおりである。 

 

表 8.12-2 温室効果ガス排出係数 

区 分 温室効果ガス 排出係数 出 典

エネルギー 

の使用 

他人から供給され

た電気の使用 二酸化炭素 

（CO2） 

0.000452t-CO2/kWh ① 

都市ガスの使用 
炭素排出係数：0.0136（ｔ-C/GJ） 

単位発熱量：44.8（GJ/千 Nm3） 
② 

注）電気の排出係数は、令和 3 年度報告用の東京電力エナジーパートナー(株)の調整後排出係数「（参考値) 

事業者全体」の値 

出典：①「電気事業者別排出係数一覧（令和元年実績値）」（令和 3 年 1 月 7 日、環境省ホームページ） 

     ②「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」（環境省ホームページ） 

 

表 8.12-3 事業所の用途別エネルギー消費原単位 

用 途 

規
模
階
級 

平均 
一次エネルギー

消費原単位 
(MJ/m2･年) 

平均電力消費 
原単位 

 
(kWh/m2･年) 

平均電力 
一次エネルギー

消費原単位 
(MJ/m2･年) 

平均電力以外 
一次エネルギー

消費原単位 
(MJ/m2･年) 

 1 1,247 116 1,134 114 

 2 1,538 139 1,356 181 

事務所建築物 3 1,764 168 1,642 123 

 4 2,254 207 2,020 234 

 5 2,390 200 1,955 435 

 1 1,204 97 951 253 

 2 1,019 87 852 167 

官公庁 3 1,056 91 888 169 

 4 1,192 101 986 207 

 5 1,355 115 1,128 227 

商業施設 
（ 郊 外 大 型 店 舗
を除く） 
23 区，島嶼に適
用 

1 11,620 1,190 11,619 1 

2 2,663 259 2,531 133 

3 3,045 284 2,775 270 

4 2,889 260 2,542 347 

5 2,941 252 2,463 477 

 1 618 49 480 138 

 2 1,301 112 1,091 210 

その他 3 1,503 124 1,208 295 

 4 1,534 127 1,232 301 

 5 2,121 185 1,805 316 

注）規模階級は、延床面積による区分で、以下に示すとおりである。 

    1：300m2 未満   2：300m2 以上 2,000m2 未満   3：2,000m2 以上 10,000m2 未満 

    4：10,000m2 以上 30,000m2 未満   5：30,000m2 以上 

出典：「東京都の建築物による一次エネルギー消費データベースの作成」（平成 30 年 2 月、鷲津明由，中野諭） 
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② 対策の実施状況 

商店や事務所等で一般的に実施されている地球温暖化対策は、表 8.12-4 に示すとおりで

ある。 

 

表 8.12-4 一般的に実施されている地球温暖化対策 

実施者区分 一般的に実施されている地球温暖化の対策 

事務所 

＜組織体制の整備＞ 
・温暖化対策推進担当の配置 

＜エネルギー等の使用状況の把握＞ 
・エネルギー使用量の前年度比較 
・関連他者からの情報を加えて把握 
・自ら入手可能な情報に基づく把握 
 

＜運用対策・保守＞ 
・空室・不在時のこまめな消灯 
・空室・不在時等の空調停止 
・冷暖房温度を東京都の推奨値へ変更 
・事務用機器を省エネモードに設定 
・事務用機器を業務終了時に停止 
・空調フィルターの清掃・点検 
・ランプ等の定期的な清掃・交換 

商店 

＜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 
・エネルギー使用量の前年度比較 
 

＜運用対策・保守＞ 
・営業前後の客室の不要照明・空調の
停止 

・空室・不在時等のこまめな消灯、空調
停止 

・空調フィルターの清掃・点検 
・ランプ等の定期的な清掃・交換 

ビル管理 
会社 

＜省エネルギー推進体制への協力＞ 
・オーナー及びテナントの省エネ目標の
設定に協力 

・オーナー及びテナントが進める省エネ
推進体制に関与 

＜エネルギー使用量の管理＞ 
・水道・ガスの使用量を管理 
・デマンド値を管理 
 

＜運用対策・保守＞ 
・占有部の照明の間引き 
・エレべータホール、廊下（共用部）、エ
ントランスホールの照度を低めに設定 

・空調設定温 度を夏は高 め、冬は低め
に設定 

・全熱交換器を設置 
・節水器の使用 
・省エネタイプの自販機に更新 

出典：「オフィス空間の省エネルギー対策、テナントビル関係者のための省エネルギー対策、商店街の省エネルギ

ー対策」（東京都環境局東京都地球温暖化防止活動推進センターホームページ） 

 

③ 地域内エネルギー資源の状況 

東京都の「地域冷暖房区域区市別一覧（令和 2 年 4 月現在）」によると、計画地 寄りの

地域冷暖房区域は、計画地の東側約 2.1km（JR 大崎駅東側）に位置する「大崎一丁目」で 

ある。 

なお、計画地は大崎一丁目地域冷暖房区域の熱供給範囲外のため、供給不可となってい

る。 

 

④ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

現況の計画地内は、主に住宅を併設する小規模商店や木造住宅、事務所などが密集する

地域であり、温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器が存在する可能性がある。 

現況では既存施設における温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器の有無は不明だ

が、解体工事の実施前にその有無を確認し、存在が確認された場合は、温室効果ガスを大

気中へ放出しないよう、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（平成 13

年法律第 64 号）で定められている方法に従い、適切に処理または処分する。 
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⑤ 法令による基準等 

関係法令等に示された事業者の責務等は、表 8.12-5（1）～（6）に示すとおりである。 

 

表 8.12-5（1） 関係法令等に示された事業者の責務等 

関係法令等 内 容 

地球温暖化対策の 
推進に関する法律 
（平成 10 年法律第 
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。 

（事業活動に伴う排出抑制等） 
第二十三条 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑
制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果
ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出
の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。 

（温室効果ガス算定排出量の報告） 
第二十六条 事業活動（国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条
において同じ。）に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定め
るもの（以下「特定排出者」という。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務
省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事
項（当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあって
は、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した
温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項）を当該特定排出者に係る
事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）に報告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。 

エネルギーの使用 
の合理化に関する 
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。 

（中長期的な計画の作成） 
第十五条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置し
ている工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において
定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な
計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 
2 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指
針を定めることができる。 

3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。 

（定期の報告） 
第十六条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置し
ている工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況（エネルギ
ーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係
る事項を含む。）並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化
に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大
臣に報告しなければならない。 
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令（エネルギーの使用に伴って発生する二
酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定め、又はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 
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表 8.12-5（2） 関係法令等に示された事業者の責務等 

関係法令等 内 容 

建築物のエネルギ 
ー消費性能の向上 
に関する法律 
（平成 27 年法律第 
53 号） 
 

（建築主等の努力） 
第六条 建築主は、その建築等（建築物の新築、増築若しくは改築（以下「建築」とい
う。）、建築物の修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは
建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。）をしようとする建築物について、建築
物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物につい
て、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。 

（特定建築物の建築主の基準適合義務） 
第十一条 建築主は、特定建築行為（特定建築物（居住のために継続的に使用する室
その他の政令で定める建築物の部分（以下「住宅部分」という。）以外の建築物の部分
（以下「非住宅部分」という。）の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があ
る大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。）の新築若
しくは増築若しくは改築（非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上
であるものに限る。）又は特定建築物以外の建築物の増築（非住宅部分の増築の規模
が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築
物となる場合に限る。）をいう。以下同じ。）をしようとするときは、当該特定建築物（非住
宅部分に限る。）を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。 
2 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。

（建築物エネルギー消費性能適合性判定） 
第十二条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、
建築物エネルギー消費性能確保計画（特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー
消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。）を提出して所
管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定（建築物エネルギー消費性能確保
計画（非住宅部分に係る部分に限る。第五項及び第六項において同じ。）が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。）を受けなければ
ならない。 
2 建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギ
ー消費性能確保計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして特定
建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネル
ギー消費性能確保計画を所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、
当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建
築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。 

3 所管行政庁は、前二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を
受けた場合においては、その提出を受けた日から十四日以内に、当該提出に係る建
築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付
しなければならない。 

4 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該提出者に同項の通知
書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、
同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する
期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出
者に交付しなければならない。 

5 所管行政庁は、第三項の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画の記
載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性
能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨
及びその理由を記載した通知書を同項の期間（前項の規定によりその期間を延長した
場合にあっては、当該延長後の期間）内に当該提出者に交付しなければならない。 

（続く）
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表 8.12-5（3） 関係法令等に示された事業者の責務等 

関係法令等 内 容 

建築物のエネルギ 
ー消費性能の向上 
に関する法律 
（平成 27 年法律第 
53 号） 
（続き） 

6 建築主は、第三項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書（当該建築
物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するもの
であると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。）である場合においては、
当該特定建築行為に係る建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定
による確認をする建築主事又は指定確認検査機関（同法第七十七条の二十一第一
項に規定する指定確認検査機関をいう。第八項において同じ。）に、当該適合判定通
知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為に係る建築
物の計画（同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請に係
る建築物の計画をいう。次項及び第八項において同じ。）について同法第六条第七項
又は第六条の二第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。 

7 建築主は、前項の場合において、特定建築行為に係る建築物の計画が建築基準法
第六条第一項の規定による建築主事の確認に係るものであるときは、同条第四項の
期間（同条第六項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の
期間）の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事
に提出しなければならない。 

8 建築主事は、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書を受理した場合
において、指定確認検査機関は、同法第六条の二第一項の規定による確認の申請を
受けた場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、建築主
から第六項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第六条
第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をすることができる。 

9 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類及び第三項から第五項までの
通知書の様式は、国土交通省令で定める。 

フロン類の使用の 
合理化及び管理の 
適正化に関する法 
律（平成 13 年法律 
第 64 号） 

（指定製品及び特定製品の管理者の責務） 
第五条 指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影
響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。 

2 特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合
には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び
地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策
に協力しなければならない。 

（第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務） 
第四十一条 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者（以
下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。）は、主務省令で定めるところにより、第一
種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないこと
を確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に
対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければ
ならない。 

（特定解体工事元請業者の確認及び説明等） 
第四十二条 建築物その他の工作物（当該建築物その他の工作物に第一種特定製品
が設置されていないことが明らかなものを除く。）の全部又は一部を解体する建設工事
（他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第九十二条第一項において「解
体工事」という。）を発注しようとする第一種特定製品の管理者（以下この条及び第百
条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。）から直接当該解体工事を
請け負おうとする建設業（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第二項に規
定する建設業をいう。）を営む者（以下「特定解体工事元請業者」という。）は、当該建
築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとと
もに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定め
る事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該
特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務
省令で定める期間保存しなければならない。 

2 前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一
種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。 

3 特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書
面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 
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表 8.12-5（4） 関係法令等に示された事業者の責務等 

関係法令等 内 容 

環境確保条例 
(平成 12 年東京都 
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 その設置している事業所等(定型的な約款による契約に基づき、特
定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法
を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事
業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している事業所等における温室効果ガ
スの排出に関する事項であって規則で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化
事業」という。)を行う者について、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るす
べての事業所等を含む。以下この条において同じ。)(事業活動に伴う温室効果ガス排
出量が相当程度の範囲にあるものとして規則でその規模の上限及び下限を定める事業
所等に限る。)における事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い事業者と
して規則で定める要件に該当した事業者(以下「地球温暖化対策事業者」という。)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、規則で定める温室効果
ガスに係る前年度の温室効果ガス排出量、地球温暖化の対策の取組状況等を記載し
た報告書(以下「地球温暖化対策報告書」という。)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(その規模が前項
の上限以下の事業所等に限り、同項の規定により地球温暖化対策報告書が提出され
た事業所等を除く。)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(地球温暖化対策事業者及び前項の規定により地球温
暖化対策報告書を提出した者をいう。以下同じ。)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 建築物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築物及
びその敷地(以下「建築物等」という。)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。 
(配慮指針に基づく環境配慮の措置) 
第二十条 規則で定める規模を超える特定建築物(以下「大規模特定建築物」という。)
の新築等をしようとする者(以下「大規模特定建築主」という。)は、当該大規模特定建築
物及びその敷地(以下「大規模特定建築物等」という。)について、配慮指針に基づき適
切な環境への配慮のための措置を講じなければならない。 
(再生可能エネルギーを利用するための設備の導入検討) 
第二十条の二 大規模特定建築主は、配慮指針に基づき、大規模特定建築物等につ
いて、再生可能エネルギーを利用するための設備の導入に係る措置の検討を行わなけ
ればならない。 

（続く）
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表 8.12-5（5） 関係法令等に示された事業者の責務等 

関係法令等 内 容 

環境確保条例 
(平成 12 年東京都 
条例第 215 号） 
（続き） 

(省エネルギー性能基準の順守) 
第二十条の三 規則で定める規模を超える大規模特定建築物(以下「特別大規模特定
建築物」という。)の新築等をしようとする大規模特定建築主(以下「特別大規模特定建
築主」という。)は、配慮指針で定めるところにより、当該特別大規模特定建築物(規則で
定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除く。)について、規則で定め
る省エネルギー性能評価基準（表 8.12-6 参照）の値に適合するよう措置を講じなけれ
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、次に掲げる事項を記載した環境への配慮のための措置についての計画書
(以下「建築物環境計画書」という。)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。 
一 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地) 
二 特定建築物等の名称及び所在地 
三 特定建築物等の概要 
四 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

ド現象の緩和に係る環境への配慮のための措置 
五 前号に掲げる措置についての取組状況の評価 
六 第二十条の二の規定による再生可能エネルギーを利用するための設備の導入に

関する検討状況 
九 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

東京都建築物 
環境配慮指針 
(平成 21 年東京都 
告示第 1336 号） 

この指針は、環境確保条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第 19 条第 1 項に規定す
る特定建築主が、特定建築物に起因する環境への負荷の低減を図るため、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に
係る措置(以下「環境への配慮のための措置」という。)について配慮すべき事項、環境へ
の配慮のための措置についての取組状況の評価、エネルギーの使用の合理化に関する
性能の基準(以下「省エネルギー性能基準」という。)に適合するための措置及び再生可
能エネルギーを利用するための設備の導入に係る措置の検討方法等について定めるこ
とを目的としている。 
特定建築主は、この指針に基づき、特定建築物に起因する環境への負荷低減の措置

を講じ、建築物環境計画書を作成・提出する。 

東京都地球温暖 
化対策指針 
(平成 21 年東京都 
告示第 989 号） 

この指針は、環境確保条例(平成 12 年東京都条例第 215 号。以下「条例」という。)第 5
条の 4 第 1 項に基づき、温室効果ガス排出事業者(以下「事業者」という。)が取り組むべ
き地球温暖化の対策の推進体制の整備、温室効果ガス排出量の把握、地球温暖化対
策計画書及び地球温暖化対策報告書等を作成するための方法等について定めるもの
であり、東京都及び各事業者が相互に連携を図りながら、実効性ある地球温暖化の対策
を継続的に推進することにより、東京都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を実現す
ることを目的としている。 
事業者は、この指針に基づき地球温暖化対策を進め、地球温暖化対策計画書・報告

書を作成・提出する。 

ゼロエミッション 
東京戦略 2020 
Update & Report 
（令和 3 年 3 月、
東京都） 

・「ゼロエミッション東京戦略」策定から１年あまり、「感染症の脅威」と一層深刻化する「気
候危機」という２つの危機に直面 

・新型コロナによる社会経済活動の停滞で世界の CO２排出量は大幅に減少も、リバウン
ドが懸念 

⇒ポスト・コロナの検討に当たっては、今までどおりに戻るのでなく、コロナ禍で見られた社
会の様々な変化も踏まえつつ、気候危機に立ち向かう意思を更に高めながら、持続可
能な社会を目指していく必要がある。 

戦略Ⅰ エネルギーセクター 
 政策 1 再生可能エネルギーの基幹エネルギー化 
 政策 2 水素エネルギーの普及拡大 

戦略Ⅱ 都市インフラセクター（建築物編） 
 政策 3 ゼロエミッションビルの拡大 

（続く）
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表 8.12-5（6） 関係法令等に示された事業者の責務等 

関係法令等 内 容 

ゼロエミッション 
東京戦略 2020 
Update & Report 
（令和 3 年 3 月、
東京都）（続き） 

戦略Ⅲ 都市インフラセクター（運輸編） 
 政策 4 ゼロエミッションビークルの普及促進 

戦略Ⅳ 資源・産業セクター 
 政策 5 3R の推進 

 政策 6 プラスチック対策 

 政策 7 食品ロス対策 

 政策 8 フロン対策 

戦略Ⅴ 気候変動適応セクター 

 政策 9 適応策の強化 

戦略Ⅵ 共感と協働 エンゲージメント＆インクルージョン 
 政策 10 多様な主体と連携したムーブメントと社会システムの変革 
 政策 11 区市町村との連携強化 
 政策 12 都庁の率先行動 
 政策 13 世界諸都市等との連携強化 
 政策 14 サステナブルファイナンスの推進 

新しい都市づくりの 
ための都市開発諸 
制度活用方針 
（令和 2 年 12 月改 
定、東京都） 

この指針は、東京都の「都市づくりのグランドデザイン」（平成 29 年 9 月）の都市像を実
現していくための都市開発諸制度」の基本的な考え方や運用方針を示すものである。こ
の中で環境都市づくりの推進を目的とした都市開発諸制度の運用の基本方針の 1 つと
して、カーボンマイナス（CO2 の排出削減）の推進のための建築物の環境性能の評価基
準（表 8.12-7 参照）等を示している。 

 

 

表 8.12-6 東京都建築物省エネルギー性能評価基準 

評価 

建築物の
熱負荷

（PAL*）の
低減率 

 設備システムのエネルギ
ー利用の低減率（ERR）

 
[BELS]※3

評価基準
（参考）

環境計画
書上の 

段階評価 

環境計画
書上の 

段階評価
説 明 

用途 1※1 用途 2※2

AAA 20％以上 段階 3 40％以上 30％以上

段階 3 
環 境 負 荷 の低 減
に も 優 れ た 効
果を有するレベル 

5★ 

AA 
15％以上
20％未満 

段階 2 

30％以上
40％未満

25％以上
30％未満

4★ 

A 
10％以上
15％未満 

20％以上
30％未満

20％以上
25％未満

段階 2 

環 境 負 荷 の低 減
に段 階 １よ りも 高
い効果を有するレ
ベル 

3★ 

B 
5％以上
10％未満 

段階 1 

10％以上 20％未満 

段階 1 
建 築 主 が適 合 す
べ き 低 限 の レ
ベル 

2★ 

C 
0％以上
5％未満 

0％以上 10％未満 1★ 

注）※1：事務所等、学校等、工場等   

   ※2：ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 

   ※3：BELS：建築物省エネルギー性能表示制度の略称。 

出典：「省エネルギー性能評価書 制度の概要」（東京都環境局ホームページ） 

「東京都建築物省エネルギー性能評価書のあらまし（2017 年度）」（平成 30 年 3 月、東京都環境局） 
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表 8.12-7「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」の 

建築物の環境性能の評価基準 

区 分 住 宅 住宅以外 

建築物外皮の熱負荷抑制 

 

①から③のいずれかに適合すること。 

①全住戸の外皮平均熱貫流率※1 

≦0.87(W/(m2・K)) 

②住棟単位外皮平均熱貫流率※1 

≦0.75(W/(m2・K)) 

③全住戸が住宅仕様基準※2 の 1（1（3）

ロを除く）の基準に適合すること 

PAL*低減率≧10（％） 

設備システムの高効率化 ERR≧０(%)  ERR≧20(%) 

注）※1：建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号） 

第 1 条第 1 項第 2 号イに基づく外皮平均熱貫流率及び住棟単位外皮平均熱貫流率。 

※2：住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する 

基準（平成 28 年国土交通省告示第 266 号） 

出典：「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和 2 年 12 月改定、東京都） 
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8.12.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、工事の完了後において、以下に示す項目とした。 

・施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量またはエネルギーの使用量及びそれらの削減

の程度 

 

（2）予測の対象時点 

施設の供用が通常の状態に達した時点の 1 年間とした。 

 

（3）予測地域及び予測地点 

計画地内（共同住宅を除く）とした。 

 

（4）予測方法 

施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量の予測手順は、図 8.12-1 に示すとおりである。 

計画建築物からの温室効果ガス排出量は、基準建築物における温室効果ガス排出量から、

計画建築物における温室効果ガス削減量を差し引いて算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.12-1 施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量の予測手順 

事業計画（想定延床面積） 

【基準建築物（共同住宅を除く）における温室効果ガス排出量】 

エネルギー（電気、都市ガス）の消費量 

温室効果ガス 
（二酸化炭素）排出係数 

エネルギー消費原単位 
（電力、都市ガス） 

【計画建築物（共同住宅を除く）における温室効果ガス削減量】 

事業計画 
〔計画建築物におけるエネルギー 

利用低減率（ERR）〕 

計画建築物における温室効果ガス削減量 

計画建築物における温室効果ガス排出量 

基準建築物における温室効果ガス排出量 



390 

① 基準建築物における温室効果ガス排出量 

基準建築物におけるエネルギー消費量は、表 8.12-8 に示すエネルギー消費原単位に、用

途別の想定延床面積を乗じて算出した。 

また、基準建築物における温室効果ガス排出量は、消費一次エネルギー量に温室効果ガ

ス（二酸化炭素）の排出係数を乗じて算出した。 

 

表 8.12-8 計画建築物の想定延床面積、エネルギー消費原単位及び温室効果ガス 

（二酸化炭素）の排出係数 

施設区分 

想定 

延床 

面積 

（m2） 

規

模

階

級 

エネルギー消費原単位 
温室効果ガス（二酸化炭素） 

の排出係数 

平均電力消費

原単位 

 

（kWh/m2･年）

平均電力以外

一次エネルギ

ー消費原単位

（MJ/m2･年） 

他人から供給 

された電気 

の使用 

（t-CO2/kWh） 

都市ガスの 

使用 

 

（ｔ-CO2/GJ） 

商業施設 14,400 4 260 347   

公益施設 1,900 2 87 167 0.000452 0.049867 

駐車場・駐輪場 17,400 4 127 -   

注）1．エネルギー消費原単位は、表 8.12-3（p.380）を参照。同表のうち、商業施設は「商業施設（郊外大型店舗

を除く）23 区，島嶼に適用」、公益施設は「官公庁」、駐車場・駐輪場は「その他」の各規模階級の値を用い

た。なお、駐車場・駐輪場では都市ガスの使用はないものとした。 

   2．温室効果ガス（二酸化炭素）の排出係数は、表 8.12-2（p.380）を参照。なお、都市ガスの使用による排出係

数は、同表に示した炭素排出係数（0.0136ｔ-C/GJ）に二酸化炭素の分子量/炭素分子量（44/12）を乗じて

二酸化炭素排出係数に換算した値である。 

 

 

② 計画建築物における温室効果ガス削減量 

計画建築物における温室効果ガス削減量は、基準建築物における温室効果ガス排出量に、

事業計画による計画建築物における設備システムのエネルギー利用の低減率（ERR）を乗じ

て算出した。 

なお、事業計画では計画建築物における設備システムのエネルギー利用の低減率（ERR）

20％を達成するとしている。 

 

③ 計画建築物における温室効果ガス排出量 

計画建築物における温室効果ガス排出量は、基準建築物における温室効果ガス排出量か

ら計画建築物における温室効果ガス削減量を差し引いて出した。 
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（5）予測結果 

施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量の予測結果は、表 8.12-9 に示すとおりであり、

2,425t-CO2/年と予測する（詳細は、資料編 p.179～180 を参照）。 

 

表 8.12-9 施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量の予測結果 

単位：t-CO2/年 

基準建築物における 

温室効果ガス排出量 

 

（A） 

計画建築物における 

エネルギー利用 

の低減率（ERR） 

基準建築物における 

温室効果ガス削減量 

 

（B) 

計画建築物における 

温室効果ガス排出量 

 

（A）－（B） 

3,031 20％ 606 2,425 

 

 

8.12.3 環境保全のための措置 

（1）予測に反映した環境保全措置 

・計画建築物については、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和 2

年 12 月改定、東京都）の建築物の環境性能の評価基準に基づき、設備システムのエネ

ルギー利用の低減率（ERR）20％を達成する。 

・高効率省エネルギー機器等を効率的に採用し、エネルギーを有効に利用する。 

・全熱交換機を採用し、換気によるエネルギーのロスを低減する。 

・LED 照明や調光設備を採用し、エネルギーを有効に活用する。 

・建物の遮熱、断熱性能などで熱負荷を低減する。 

・複層 Low-E ガラスの採用や庇による日射抑制により、外壁断熱性能の向上を図る。 

・計画建築物のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減を図るため、中央監視

スケジュール制御を採用する。 

・計画建築物の給排水設備のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減を図るた

め、雨水再利用や自動水栓を採用する。 

 

（2）予測に反映しなかった環境保全措置 

・解体工事の実施前に、温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器の有無を確認し、存

在が確認された場合は、温室効果ガスを大気中へ放出しないよう、「フロン類の使用の合

理化及び管理の適正化に関する法律」（平成 13 年法律第 64 号）で定められている方法

に従い、適切に処理または処分する。 

・外壁、屋根には、十分な厚さ・性能の断熱材を採用する。 

・計画建築物については、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和 2

年 12 月改定、東京都）の建築物の環境性能の評価基準に基づき、建築物の熱負荷

（PAL*）低減率 10％以上を達成する。 

・計画建築物（共同住宅）については、同評価基準に基づき、全住戸の外皮平均熱貫流率

を 0.75（W/（m2・K））以下とするとともに、ERR を 5％以上とする。 

・計画建築物（共同住宅）の共用部の空調設備のエネルギー使用量及び温室効果ガス排

出量の削減を図るため、中央監視スケジュール制御や温度センサー制御、全熱交換器を

採用する。 
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・計画建築物（共同住宅）の給排水設備のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の

削減を図るため、共用部では局所式電気給湯器を、専有部では潜熱回収型ガス給湯器

や手元止水機能を採用する。 

・計画建築物は、延床面積の合計が 50,000m2 を超えるため、「エネルギー有効利用計画

書」に基づき、再生可能エネルギーの導入検討を行う。 

・二酸化炭素の吸収量の増加を図るため、計画地全体で再開発等促進区を定める地区計

画の緑化基準値 40％を確保する。 

 

8.12.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、以下の法令等を参考に、「地球温暖化対策の促進に関する法律等に定め

る事業者の責務等を満足すること」とした。 

・「地球温暖化対策の促進に関する法律」 

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」 

・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 

・「環境確保条例」 

・「東京都建築物環境配慮指針」 

・「東京都地球温暖化対策指針」 

・「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」 

・「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」 

 

（2）評価の結果 

計画建築物では、高効率省エネルギー機器等の採用や建物の遮熱、断熱性能などによる

熱負荷の低減などにより設備システムのエネルギー利用の低減率（ERR）20％を達成すること

により、電気、都市ガスの使用による年間の温室効果ガス排出量は約 2,425t-CO2/年と予測

した。 

さらに、地上部、建築物上の緑化を推進し、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、再

生可能エネルギーの導入検討を行う計画である。また、計画建築物（共同住宅）においても、

高効率省エネルギー機器の採用等により全住戸の外皮平均熱貫流率を 0.75（W/（m2・K））

以下とするとともに、ERR を 5％以上とする計画である。 

したがって、「地球温暖化対策の促進に関する法律等に定める事業者の責務等を満足す

ること」とする評価の指標に適合するものと考えられる。 

 


