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葛飾区における温室効果ガス削減対策の検討について 
 

 部⾨別温室効果ガス排出量 
 葛飾区における 2018 年度の部⾨別温室効果ガス排出量及び各部⾨において⼀律に 50％の削減を⾏った場合の排出量は、図 1 のとおりである。 

 
図 1 2018 年度の温室効果ガス排出量（部⾨別） 
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● 葛飾区、東京都、国の部⾨別温室効果ガス排出量の構成比は、表 1 のとおりである。 

表 1 葛飾区、東京都、国の部⾨別温室効果ガス排出量の構成比 

葛飾区の 
部⾨別温室効果ガス排出量の構成比 

東京都の 
部⾨別温室効果ガス排出量の構成比 

国の 
部⾨別温室効果ガス排出量の構成比 凡例 

   
 

 
◆ 区においては、家庭部⾨、業務部⾨、運輸部⾨、産業部⾨の順に排出量が多い。特に家庭部⾨は全体のうち約 38％を、業務部⾨は約 22％を占める。 
◆ 都においては、業務部⾨の排出量が全体のうち約 40％と最も多く、次に多いのが家庭部⾨で約 26%を占める。 
◆ 国においては、産業部⾨の排出量が全体のうち約 32％と最も多く、次に多いのが運輸部⾨で約 17%を占める。 
 
➣ 区において排出量の多くを占める家庭部⾨、業務部⾨で重点的に施策を展開する必要がある。 
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 部⾨別エネルギー種別⼆酸化炭素排出量 

 ⼆酸化炭素は⽕⼒発電やガスの燃焼時など、化⽯燃料等が燃焼する際に発⽣する。 

 葛飾区における 2018 年度の部⾨別エネルギー種別⼆酸化炭素排出量は図 2 のとおりである。 

 

※廃棄物部⾨から排出される⼆酸化炭素は廃棄物の焼却によるものであり、燃料を使⽤していないことからグラフから除外している。 

図 2 2018 年度の⼆酸化炭素排出量（部⾨別・エネルギー種別） 

 

  

◆ ⼆酸化炭素排出量のうち購⼊電⼒の占める割合は、産業部⾨で約 60％、業務部⾨で約 75％、家庭部⾨で約 71％、４部⾨の合計で約 58％といずれも⾼
い。 

➣ 発電時に⼆酸化炭素を排出しない再⽣可能エネルギー電⼒の利⽤や電⼒の使⽤を抑える省エネの取組が必要である。 
◆ 運輸部⾨においては、⼆酸化炭素排出量のうちガソリンの占める割合が約 56％と⾼い。 
➣ ガソリンを電気や⽔素など別のエネルギーへの転換する取組が必要である。 
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 再⽣可能エネルギー由来電⼒への切り替えによる削減効果 

 各部⾨の電⼒使⽤量の 50％を再⽣可能エネルギー由来のものに切り替えた場合※（2030 年までの都の⽬標と同様）の削減効果は以下のとおりである。 

 

図 3 2018 年度の⼆酸化炭素排出量（電⼒・燃料別） 

 

図 4 再⽣可能エネルギー由来電⼒使⽤量 50%達成時の⼆酸化炭素排出量 

※現状の再⽣可能エネルギー由来電⼒使⽤割合は都内実績（15.3%）と同じと仮定。 

◆ 各部⾨の電⼒使⽤量の 50％を再⽣可能エネルギー由来のものに切り替えた場合の⼆酸化炭素排出量の削減効果は、262 千ｔで、４部⾨の合計の約
20％となる。部⾨別では、家庭部⾨で 137 千ｔ、業務部⾨で 84 千ｔの削減効果となる。 

➣ 再⽣可能エネルギー由来電⼒への切り替えによる削減効果は⼤きく、区⺠や事業者へ普及促進する取組が必要である。 

   ⼀⽅で、環境省によると、区における再⽣可能エネルギーのポテンシャル（導⼊可能性）は、区で利⽤しているエネルギーの約６％であり、区外から再⽣可能エ
ネルギーを購⼊していく必要がある。 
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部⾨別の削減効果の⾼い省エネの取組 

 家庭部⾨ 

 家庭部⾨では、省エネ基準※1 改正（平成 25 年）以前に建てられた建物が約 76％を占めていることから、
建築の改修等に取り組む余地があると考えられる。それを踏まえ、効果の⾼い省エネの取組は以下のとおりで
ある。 

対策メニュー 具体的な取組 対策による効果例 
断熱対策等による
省エネ基準への適
合 

断熱等の取組によ
り省エネ基準の住
宅に改修する 

既存住宅を 100%省エネ基準に適合した住宅に改修した場合の
効果例 
・25,723t-CO2 削減（家庭部⾨の 4.6％） 
◎ 省エネ基準より⾼い基準である低炭素建築物基準※２に適

合した場合（100％） 
・34,063t-CO2 削減（家庭部⾨の 6.1％） 

 

エコキュート※3の導
⼊ 

既存の給湯器をエ
コキュートに置き換
える 

現状からエコキュートが 20%増加した場合の効果例 
・42,000 台の⼊れ替えを想定 
・18,824t-CO2 削減（家庭部⾨の 3.4％） 

エネファーム※4の導
⼊ 

エネファームを導⼊ 現状からエネファームが 20%増加した場合の効果例 
・42,000 台の導⼊を想定 
・5,271t-CO2 削減（家庭部⾨の 1.0％） 

照明の LED 機器
の導⼊ 

従来型の照明を
LED 照明に置き
換える 

従来型蛍光灯から LED への置き換えを 100%とした場合の効果
例（現状︓75.0％※5） 
・209,000 台の⼊れ替えを想定 
・2,262t-CO2 削減（家庭部⾨の 0.4％） 

※1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）に基づく、住宅の外壁や窓などの断熱
対策や、設備の⾼効率化、省エネによる建物全体でエネルギー消費量を減らすための基準のこと。 

※2 省エネ基準に比べ、⼀次エネルギー消費量が 10％減以上となること。その他の低炭素化に資する措置が講じら
れていること。 

※3 電気を使ってお湯を沸かすヒートポンプ給湯器のこと。 
※4 ガスによって発電を⾏うと同時に、お湯もつくり出す家庭⽤燃料電池のこと。 
※5 2018 年度時点の国の「地球温暖化対策計画」の進捗 
※  省エネ基準への適合及び低炭素建築物の基準への適合には断熱、⾼効率給湯、⽇射の活⽤等の対策が含

まれており、他の対策と⼀部重複しています。 

 

  

◆ 家庭部⾨の対策として効果の⾼い取組は、断熱対策、エコキュートの導⼊、エネファームの導⼊、LED 機器の
導⼊などが挙げられる。 

◆ 省エネ基準への適合により家庭部⾨全体の 4.6％、エコキュートの導⼊では家庭部⾨の 3.4％、エネファームの
導⼊では家庭部⾨の 1.0％、LED 機器の導⼊では家庭部⾨の 0.4％にあたる⼆酸化炭素排出量の削減
効果が⾒込まれる。 

 
➣ 建物の⾼効率化や省エネ設備の導⼊など、建物全体の省エネルギー化に取り組むことが重要 
➣ 引き続きこまめな消灯などのエネルギーの無駄をなくすための環境⾏動を⾏いつつ、⾼効率なエアコンや冷蔵庫の

利⽤など省エネ家電導⼊を加速させる必要がある。 
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業務部⾨ 

 特別区内では、省エネ基準※1 改正（平成 25 年）以前に建てられた事務所ビル等が約 92％を占めている

ことから、建築の改修等に取り組む余地があると考えられる。それを踏まえ、効果の⾼い省エネの取組は以下

のとおりである。 
対策メニュー 具体的な取組 対策による効果例 
断熱対策等による
省エネ基準への適
合 

断熱等の取組によ
り省エネ基準の建
物に改修する 

既存建築物を 100%省エネ基準に適合した建築物に改修した場
合の効果例 
・32,755t-CO2 削減（業務部⾨の 10.1％） 
◎ 省エネ基準より⾼い基準である低炭素建築物基準※２に適

合した場合（100％） 
・60,461t-CO2 削減（業務部⾨の 18.6％） 

 

ヒートポンプ給湯
器の導⼊ 

既存の給湯器をヒ
ートポンプ給湯器
に置き換える 

現状からヒートポンプ給湯器が 20%増加した場合の効果例 
・3,320 台の⼊れ替えを想定 
・24,555t-CO2 削減（業務部⾨の 7.5％） 

照明の LED 機器
の導⼊ 

従来型の照明を
LED 照明に置き
換える 

従来型蛍光灯から LED への置き換えを 100%とした場合の効果
例（現状︓59.4％※3） 
・245,000 台の⼊れ替えを想定 
・3,972t-CO2 削減（業務部⾨の 1.2％） 

※1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）に基づく、住宅の外壁や窓などの断熱
対策や、設備の⾼効率化、省エネによる建物全体でエネルギー消費量を減らすための基準のこと。 

※2 省エネ基準に比べ、⼀次エネルギー消費量が 10％減以上となること。その他の低炭素化に資する措置が講じら
れていること。 

※3 2018 年度時点の国の「地球温暖化対策計画」の進捗 
※  省エネ基準への適合及び低炭素建築物の基準への適合には断熱、⾼効率給湯、⽇射の活⽤等の対策が含

まれており、他の対策と⼀部重複しています。 
  

◆ 業務部⾨の対策として効果の⾼い取組は、断熱対策、ヒートポンプ給湯器の導⼊、LED 機器の導⼊などが
あげられる。 

◆ 省エネ基準への適合により業務部⾨の 10.1％、ヒートポンプ給湯器の導⼊では業務部⾨の 7.5％、LED
機器の導⼊では業務部⾨の 1.2％にあたる⼆酸化炭素排出量の削減効果が⾒込まれる。 

 
➣ 建物の⾼効率化や省エネ設備の導⼊など、建物全体の省エネルギー化に取り組むことが重要 
➣ 引き続きこまめな消灯などのエネルギーの無駄をなくすための環境⾏動を⾏いつつ、⾼効率なエアコンや冷蔵庫

の利⽤など省エネ家電導⼊を加速させる必要がある。 
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 運輸部⾨ 

 運輸部⾨で効果の⾼い省エネの取組は以下のとおりである。 
対策メニュー 具体的な取組 対策による効果例 
ハイブリッド⾞への
切り替え 

ガソリン⾞からハイ
ブリッド⾞へ切り替
える 

現状からハイブリッド⾞が 30%増加した場合の効果例 
・25,600 台の導⼊ 
・35,288t-CO2 削減（運輸部⾨の 12.9％） 

EV （ 電 気 ⾃ 動
⾞）への切り替え 

ガソリン⾞から 
EV へ切り替える 

現状から電気⾃動⾞が 10%増加した場合の効果例 
・8,500 台の導⼊ 
・13,630t-CO2 削減（運輸部⾨の 5.0％） 

※  FCV（燃料電池⾞）については、2050 年に向けて導⼊を推進していく必要があるが、2030 年までに劇的
な導⼊を⾒込むことは難しいことより対策メニューから外しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産業部⾨ 

 産業部⾨で最も排出量の多くを占める（43.6％）パルプ紙紙加⼯業で効果の⾼い省エネの取組は以下の

とおりである。 
対策メニュー 具体的な取組 対策による効果例 
⾼効率ボイラーの導⼊ 既存のボイラーを⾼効

率ボイラーに置き換える 
区内パルプ紙紙加⼯事業所の 10%が置き換えた場
合の効果例 
・8 台の⼊れ替えを想定 
・698t-CO2 削減（産業部⾨の 0.5％） 

⾼効率パッケージ空調
の導⼊ 

既存の空調を⾼効率
パッケージ空調に置き
換える 

区内パルプ紙紙加⼯事業所の 10%が置き換えた場
合の効果例 
・8 台の⼊れ替えを想定 
・139t-CO2 削減（産業部⾨の 0.1％） 

LED 照明の導⼊ 従 来 型 の 蛍 光 灯 を
LED 照明に置き換える 

区内パルプ紙紙加⼯事業所の従来型蛍光灯から
LED への置き換えを 100%とした場合の効果例（現
状︓67.6％※1） 
・1,137 台の⼊れ替えを想定 
・23t-CO2 削減（産業部⾨の 0.02％） 

◆ 運輸部⾨の対策として効果の⾼い取組は、電気⾃動⾞への切り替え、ハイブリッド⾞への切り替えなどが挙げ
られる。 

◆ ハイブリッド⾞の導⼊では運輸部⾨の 12.9％、電気⾃動⾞の導⼊では、運輸部⾨の 5.0％にあたる⼆酸化
炭素排出量の削減効果が⾒込まれる。 

 
➣ ガソリンなどの化⽯燃料から、電気や⽔素など⾛⾏時に⼆酸化炭素を排出しないエネルギーへの転換を加速さ

せる必要がある。また、EV の電⼒についても再⽣可能エネルギー由来のものとする取組を推進していく必要が
ある。 
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 産業部⾨で排出量の多くを占める（11.6％）⾦属製品業で効果の⾼い省エネの取組は以下のとおりであ

る。 
対策メニュー 具体的な取組 対策による効果例 
⾼効率ボイラーの導⼊ 既存のボイラーを⾼効

率ボイラーに置き換える 
区内⾦属製品事業所の 10%が置き換えた場合の効
果例 
・6 台の⼊れ替えを想定 
・519t-CO2 削減（産業部⾨の 0.3％） 

⾼効率バーナーの導
⼊ 

既存のバーナーを⾼効
率バーナーに置き換え
る 

区内⾦属製品事業所の 10%が置き換えた場合の効
果例 
・6 台の⼊れ替えを想定 
・193t-CO2 削減（産業部⾨の 0.1％） 

⾼効率パッケージ空調
の導⼊ 

既存の空調を⾼効率
パッケージ空調に置き
換える 

区内⾦属製品事業所の 10%が置き換えた場合の効
果例 
・6 台の⼊れ替えを想定 
・104t-CO2 削減（産業部⾨の 0.1％） 

LED 照明の導⼊ 従 来 型 の 蛍 光 灯 を
LED 照明に置き換える 

区内⾦属製品事業所の従来型蛍光灯から LED への
置き換えを 100%とした場合の効果例（現状︓
67.6％※1） 
・845 台の⼊れ替えを想定 
・17t-CO2 削減（産業部⾨の 0.01％） 

 

 その他の分野で共通して効果の⾼い取組は以下のとおりである。 
対策メニュー 具体的な取組 対策による効果例 
⾼効率パッケージ空調
の導⼊ 

既存の空調を⾼効率
パッケージ空調に置き
換える 

区内事業所の 10%が置き換えた場合の効果例 
・183 台の⼊れ替えを想定 
・3,278t-CO2 削減（産業部⾨の 2.2％） 

LED 照明の導⼊ 従 来 型 の 蛍 光 灯 を
LED 照明に置き換える 

区内事業所の従来型蛍光灯から LED への置き換え
を 100%とした場合の効果例（現状︓67.6％※1） 
・27,000 台の⼊れ替えを想定 
・530t-CO2 削減（産業部⾨の 0.4％） 

※1 2018 年度時点の国の「地球温暖化対策計画」の進捗 

  
◆ 区内で比較的、⼆酸化炭素の排出量が⼤きいパルプ紙紙加⼯業、⾦属製品業、プラスチック製品業など業

種ごとにおける、検討を⾏ったが、効果の⾼い取組について差異は⾒られなかった。 
➣ 各業種の特性を踏まえた⼆酸化炭素の削減のための取組については、引き続き検討が必要である。 
 
◆ 産業部⾨全体における、⾼効率パッケージ空調の導⼊により業務部⾨の 2.2％、LED 機器の導⼊では業

務部⾨の 0.4％にあたる⼆酸化炭素排出量の削減効果が⾒込まれる。 
➣ ⾼効率な空調機の導⼊や LED 照明の導⼊など、ランニングコストなど導⼊メリットを示すなど、事業者に向け

て導⼊の徹底を推進する取組が重要である。 
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ZEH、ZEB への取組 

 各分野において、建物のエネルギーの⾼効率化や設備の省エネなど、建物全体における取組が重要であるた

め、建物からの温室効果ガスを正味ゼロとする ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、ZEB（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の普及を促進していく必要がある。 

 国は「2030 年までに新築住宅の平均で ZEH の実現を⽬指す」こととしている。 

 都においては、2030 年までに新築時でのゼロエミビルの標準化と、既存建物のゼロエミビルへの移⾏が進展し

ており、2050 年には、都内の全ての建物がゼロエミッションビルになることを⽬指している。 

 

 葛飾区においても、国や都の⾼効率化と再エネ利⽤に向けた取組を後押しできるよう、導⼊コストへのインセ

ンティブや建築物に対する独⾃の基準など、仕組みを検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZEH・ZEB とは︖ 
 住宅の⾼断熱化と⾼効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギ

ーを創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅

など 

経済産業省・環境省資料より 
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 ZEB の種類 

 
 
 
 

環境省 HP より 
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取組の⽅向性 

 温室効果ガス排出に占める購⼊電⼒の割合は⾼く、再⽣可能エネルギー電⼒の利⽤や電⼒の使⽤を抑え

る省エネの取組が必要である。 

 再⽣可能エネルギー由来電⼒への切り替えによる削減効果は⼤きく、区⺠や事業者へ普及促進する取組が

必要である。⼀⽅で、環境省によると、区における再⽣可能エネルギーのポテンシャル（導⼊可能性）は、区

で利⽤しているエネルギーの約６％であり、区外から再⽣可能エネルギーを購⼊していく必要がある。 

 エネルギーを化⽯燃料から再⽣可能エネルギーに転換していくための取組が求められる。 

 区内における再⽣可能エネルギー創出のための設備購⼊費等の助成 

 再⽣可能エネルギーのグループ購⼊の推進 

 事業者向けの、安価に再⽣可能エネルギーを購⼊できる仕組みづくり 

 域外からの再⽣可能エネルギーの調達 

 

 運輸部⾨においては、ガソリンの占める割合が約 56％と⾼く、ガソリンなどの化⽯燃料から、電気や⽔素など

⾛⾏時に⼆酸化炭素を排出しないエネルギーへの転換を加速させる必要がある。また、EV の電⼒についても

再⽣可能エネルギー由来のものとする取組を推進していく必要がある。 

 ⾃動⾞からの⼆酸化炭素を削減するために、ガソリンから電気や水素への転換に向けた対策が求められる。 

 水素エネルギーへの転換の推進（水素 ST 誘致に向けた検討） 

 EV 等購⼊費助成 

 再⽣可能エネルギーの利⽤を同時に促進する取組（V2H 等購⼊費助成など） 

 

 建物の⾼効率化や省エネ設備の導⼊など、建物全体の省エネルギー化へ取り組むことが重要 

 引き続きこまめな消灯などのエネルギーの無駄をなくすための環境⾏動を⾏いつつ、⾼効率なエアコンや冷蔵

庫の利⽤など省エネ家電導⼊を加速させる必要がある。 

 特性を踏まえた、各業種における温室効果ガスの削減のための取組については、国や都の取組を後押しでき

るよう検討する必要がある。 

 ⾼効率な空調機の導⼊や LED 照明の導⼊など、ランニングコストなど導⼊メリットを示すなど、事業者に向け

て導⼊の徹底を推進する取組が重要である。 

 建物への対策を重点とした、省エネルギー対策が求められる。 

 断熱改修等の建築物を⾼効率化させるための仕組みづくり 

 省エネ設備等購⼊費助成（エネファーム、⾼効率空調機器、LED 設備など） 

 省エネ家電の利⽤などの推進 

 環境⾏動の徹底に向けた取組 
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 上記の区⺠・事業者に向けた取組を推進するためには、まず事業者としての区が率先して⾏動する必要

がある。 

➣ 区における環境⾏動推進に係る率先⾏動の⽅向性 

・ 公共施設の建て替え時における ZEB の推進 

今後建て替え等を⾏う公共施設については、ZEB Ready 以上の認証を⽬指し ZEB の標準化を進め

る。認証が実現困難な施設は、可能な限り省エネ性能を⾼める。  
・ 庁⽤⾞における ZEV の標準化 

庁⽤⾞は、EV ⾞、FCV ⾞⼜は PHV ⾞を標準とする（特殊⾞両等で市場に ZEV がない場合を除

く。）。  
・ 公共施設における RE100 への切替え 

公共施設の電⼒を RE100（再⽣可能エネルギー100％）に切り替える。〔区の事務事業における温室

効果ガスの約８割は電気使⽤による〕 

 


