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オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
温室効果ガス排出量（推計）算出結果について

東京の６２市区町村では、平成１９年度から、東京のみどりの保全や温暖化防止について
連携・共同して取り組むため、オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止
プロジェクト」を展開しています。
このたび、平成２２年度の事業として取り組みました区市町村別（２３区・２６市・３町・
１村）の温室効果ガス排出量（推計）算出の結果がまとまりましたので、お知らせいたしま
す。
温室効果ガス排出量の把握は、各自治体の温暖化防止施策を展開する上で、基礎情報とな
るものです。
今後、温室効果ガス排出量の削減を目指し、各自治体それぞれの温暖化防止事業とともに、
自治体間連携のオール東京６２市区町村共同事業を、さらに効果的に推進してまいります。

〔資料〕

１ 特別区の温室効果ガス排出量（1990年度～2008年度）
２ 多摩地域の温室効果ガス排出量（1990年度～2008年度）
※ 上記資料はこちらでご覧ください。http://all62.jp/index.html

１ 区市町村別ＣＯ２排出量（2008年度）
２ ＣＯ２排出量の推移（1990年度～2008年度）
３ 二酸化炭素排出係数が変動した影響について
（温室効果ガスのうち二酸化炭素が９割以上を占めるためＣＯ２と表記していま
す）
※ 本算出結果は、平成２０年度に作成した区市共通版の算定手法を用いています。
温室効果ガス排出量推計の全国的に統一された算定方法はなく、国の「地球温暖化対
策地域推進計画策定ガイドライン」でも、算定方法は例示にとどまっています。
このため、各区市町村が従前から独自に行っている算定と本算定では、手法及び算出
数値が異なる場合があります。
（問合せ先）
オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」事務局
公益財団法人特別区協議会 事業部事業推進課長 堀井（特別区）
電話 ０３－５２１０－９０６８
財団法人東京市町村自治調査会 事業部企画課長 井上（多摩地域）
電話 ０４２－３８２－７７８１

〔参考資料〕

区市共通版標準的算定手法について

京都議定書の発効に伴い、平成 17 年 4 月に閣議決定された「京都議定書目標達成計
画」においては、地方公共団体の役割として、
「地域の特性に応じた対策の実施」
、「率
先した取組の実施」、「地域住民等への情報提供と活動推進」が位置づけられました。
また、地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条では、地方公共団体は「その区域
の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画
的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする」と規定されています。
環境省では市区町村に対しては、都道府県及び政令指定都市を参考に地域の特性に
見合った対策の把握、評価を進めることが望ましいとしています。
地球温暖化対策に取り組む場合、現状の把握が重要であり、地域の温室効果ガス排
出量の算出が欠かせません。
このため、これまで都内のいくつかの自治体では、都道府県向けの温室効果ガス排
出量の算定方法を踏まえ、地域の実情に応じて排出量を算定していました。しかし、
まだ多くの市区町村においては、算定方法を確立していない状況にありました。
こうした中、平成 19 年度から開始した東京都内の市区町村が連携・共同して地球温
暖化防止対策に取り組むオール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プ
ロジェクト」では、その一環として、平成 19 年に特別区で策定した算定手法を基に、
「温室効果ガス排出量標準算定手法の共有化推進」を進めることを決定しました。
本算定手法は、自治体単位では得られない値を都の数値から推計することや、全国
平均ではなく、業務集積、高い単身世帯比率、気候要因等の地域特性も加味した都の
原単位を使用する等、効率的・効果的なデータ収集・利用により、実態により近い温
室効果ガス排出量の算出を可能とするものであります。また、各市区町村の担当者が
自ら算出することを可能とし、排出量算定の標準化・定型化に伴う行政コストの低減
や、共通算定によるデータ収集・利用の利便性向上なども期待されるところでありま
す。
本算定手法は、こうした効果を踏まえ、各自治体が地球温暖化対策に取り組むため
の基礎となるものとして開発したものであります。

○

オール東京 62 市区町村共同事業と標準化手法
【主催】
◆東京都市長会
◆特別区長会
◆東京都町村会

【企画運営】
◆（財）東京市町村自治調査会
◆（公財）特別区協議会

【意思決定機関】
オール東京 62 市区町村
共同事業推進会議

オール東京 62 市区町村共同事業
「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

プロジェクトの一つとして実施

温室効果ガス排出量標準算定手法の共有化推進

○

地球温暖化対策地域推進計画策定の必要性と GHG 排出量算出の重要性
地球温暖化対策推進法上での地方公共団体の責務

事業者や地域住民に身近な公的セクターとして地域に密着した施策の推進等が期待

地球温暖化対策地域推進計画の策定が求められる

地球温暖化対策地域推進計画（地方公共団体実行計画）

現状把握／将来推計

GHG 排出量定量的把握
GHG 排出量将来推計

GHG 排出量削減対策

シェアの大きな部門、近年増加傾向の部門
に対する有効な対策の検討

基本方針・削減目標の設定

現実的な目標値の設定（GHG 排出量及び削
減効果の定量的把握より導出）

温室効果ガス排出量の算定が必要
（注）GHG（Greenhouse Gases）：温室効果ガス
地球温暖化対策推進法：「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略

○二酸化炭素排出量の算定対象部門及び算定方法の概要
※二酸化炭素排出量は、温室効果ガス排出量９割以上を占める。

算定対象部門
部

門

エネルギー転換部門

産業部門

民生部門

運輸部門

対

象
×

農林水産業

○

鉱業

×

建設業

○

製造業

○

家庭

○

業務

○

備 考
電力については、発電所の所内ロス、送配電ロス等は需要家に転嫁していること、 都市
ガスの精製ロスは極小さいことなどから、算定の対象としない。

一部の区市町村にて鉱業活動が行われているが、その実態を公開情報から得られない
こと、値が極小さいことなどから、算定の対象としない。

自動車

○

実態に最も近い活動量である走行量を基本とする。

鉄道

○

データを得やすい乗降車数を基本とする。

船舶

×

排出源が一部の区市に集中すること、区市が推進する施策との関連性が極めて低いこ
となどから、算定の対象としない。

航空

×

排出源が一部の区市に集中すること、区市が推進する施策との関連性が極めて低いこ
となどから、算定の対象としない。

一般廃棄物

○

環境省のガイドラインのように清掃工場でのＣＯ2排出量ではなく 、各区市における一般
廃棄物の回収量を基本とする。

産業廃棄物

×

回収量、発生量ともにデータの把握が困難であることから、算定の対象としない。

工業プロセス

×

セメント製造工程等に副生されるＣＯ2が対象となるが、都内には対象産業が極小であ
ること、データの把握が困難なことから、算定の対象としない。

吸収源

△

吸収源としては森林が対象となるため、森林が存在する一部の市部が算定対象となる
（23区はすべて対象外）。

その他部門

算定方法概要
部

門

電力・都市ガスの算定方法

電力・都市ガス以外のエネルギーの算定方法

農業

都の燃料消費源単位に活動量（農家数）を乗じる。

建設業

都の建設業燃料消費量を建築着工床面積で按分する。

産業部門
製造業

家庭
民生部門
業務

自動車
運輸部門
鉄道

その他部門 一般廃棄物

■電力：「電力・都市ガス以外」と
同様に算出。
■都市ガス：工業用供給量を計
上。発電用途は除外。
■電力：従量電灯、時間帯別電
灯、深夜電力を推計し積算。
■都市ガス：家庭用都市ガス供
給量を計上。
■電力：区市内総供給量のうち
他の部門以外を計上。
■都市ガス：商業用、公務用、
医療用を計上。

都内製造業の業種別製造品出荷額あたり 燃料消費量に、当
該区市の業種別製造品出荷額を乗じることにより算出。

ＬＰＧ、灯油について、世帯あたり 支出（単身世帯、 二人以上
世帯を考慮）に、単価、世帯数を乗じ計上する。
なお、ＬＰＧは都市ガスの非普及エリアを考慮する。
都の建物用途別の床面積あたり 燃料消費量に、当該区市内
の床面積を乗じることにより算出。
床面積は、都や各区市の統計書等を基に固定資産の統計、
都の公有財産、国有財産から推計する。
都の自動車関連のエネルギー消費量から、走行量あたり のエ
ネルギー消費原単位を計算し、区市内走行量を乗じることによ
り算出。

鉄道会社別電力消費量より、乗降車 2006年度現在、貨物の一部を除き、都内にディーゼル機関は
人員別燃料消費原単位を計算し、区 ほとんどないため、考慮しない。
市内乗降車人員数を乗じることによ
り算出。
廃棄物発生量を根拠に算出。

オール東京 62 市区町村共同事業は、主催を特別区長会・東京都市長会・東京都町村会
が、企画・運営を（公財）特別区協議会・
（財）東京市町村自治調査会が担当しています。

○

特別区長会

会長

多田

正見（江戸川区長）

東京 23 区長で構成。特別区に共通する課題についての連絡調整及び調査研究、特別区の
自治の発展を図るために必要な施策の立案及び推進などの活動を行っている。
事務局：特別区長会事務局（住所）千代田区飯田橋３－５－１

○

東京都市長会

会長

北川

東京区政会館１９階

穰一（昭島市長）

東京 26 市長で構成。多摩の各市間の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と向上を期し、
地方自治の発展に寄与することを目的としている。
事務局：東京都市長会事務局

○

東京都町村会

会長

（住所）府中市新町２－７７－１

東京自治会館

坂本 義次（檜原村長）

東京 13 町村長で構成。町村会間の連絡、調整や地方自治についての調査研究などを行う
ことで、地方自治の振興、発展を図ることを目的としている。
事務局：東京都町村会事務局

（住所）府中市新町２－７７－１

○

理事長

（公財）特別区協議会

多田

東京自治会館

正見（江戸川区長）

特別区における円滑な自治の運営とその発展とを期するため設立された公益法人として、
特別区の自治に関する調査研究、情報提供、講演会の開催、東京区政会館の経営などを行
っている。
（住所）千代田区飯田橋３－５－１

○

（財）東京市町村自治調査会

東京区政会館内

理事長

北川

穰一（昭島市長）

多摩・島しょ地域の自治の振興を図り、住民福祉の増進に寄与することを目的とした市町
村共同の行政シンクタンクとして、調査研究・情報提供・共同事業・市民交流活動の支援
などを行っている。
（住所）府中市新町２－７７－１

東京自治会館

