
 

 
 

 

 

 

 

 

CO2CO2 スマート宣言事業所登録制度 

 申請書等提出先・お問い合わせ先 

 

260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県環境生活部循環型社会推進課 温暖化対策推進班 

電話：043-223-4139 FAX:043-221-3970 Email:e-earth@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

※CO2CO2スマート宣言事業所登録制度に関する情報や申請書等は、 

以下の千葉県ホームページから入手できます。 

千葉県ホームページ 「CO2CO2スマート宣言事業所登録制度」 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/co2co2smart/office/index.html 
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この解説は、「ＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所登録制度」（以下、「登録制度」

という。）で定める４０の取組項目について、意義や取組方法、効果などを説明す

るものです。 

 登録制度の活用を検討する事業者はもとより、すべての事業所の省エネ・節電の

取組の参考としていただくことを目的としています。 

  

 なお、記載の内容はあくまでも一例であり、登録制度における「取組済」とは、

この解説の内容を満たすことを求めるものではありません。 

 各事業所において各項目が取組済かどうかの判断は、各事業所の任意で行う 

ものとします。 
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各取組項目の手法と効果 

１ 省エネルギー全般 

１－１ 専門機関による省エネルギー診断等を受診している。              

 

＜解説＞ 

  専門家が電気・燃料・熱など、事業所の「エネルギー全般」について幅広く診断するサービスです。 

現地診断に基づくアドバイスを受けることで、事業所の課題を把握し、具体的な省エネ対策の参考

とすることができます。 

  

＜方法＞ 

  設備管理事業者、コンサルティング事業者、ESCO 事業者など、省エネ診断を実施している事業者に

依頼をします。費用は診断項目や事業所の規模によりますが、公的機関で実施する場合には無料で受

診が可能なものもあります。 

 

公的機関の実施例（一般財団法人省エネルギーセンター） 

診断対象 

①中小企業（中小企業基本法で規定される事業者） 

②年間のエネルギー使用量（原油換算値）が原則として 100kL以上 1,500kL未満の工場・ビル 等 

 

  診断費用 

   無料 

 

診断項目 

①工場・ビル等における燃料や電気の使い方に関する事項 

②より効率的な機器の導入、適切な運転方法見直しに関する事項 

③エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点検に関する事項 

④エネルギーロスに関する事項 

⑤温度、湿度、照度等の適正化に関する事項 等 

   

＜参考 URL＞ 

○ 省エネルギー診断等の実例について具体的に紹介されています。 

 事業者のための CO2削減対策 Navi  http://co2-portal.env.go.jp/  （環境省） 

 ○ 省エネルギーセンターの実施する省エネルギー診断の申込みはこちらをご覧ください。 

省エネ支援総合ポータルサイト http://www.shoene-portal.jp/ 

（一般社団法人環境共創イニシアチブ、一般財団法人省エネルギーセンター） 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO154.html
http://co2-portal.env.go.jp/
http://www.shoene-portal.jp/
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１－２ エネルギー使用量を管理し、見える化・分析を行っている。           

 

＜解説＞ 

  事業所の省エネ化に向けた具体的な対策を検討するためには、事業所全体のエネルギー使用量や主

要設備の保有・運用状況等を把握する必要があります。 

エネルギーを「見える化」し分析することで、事業所の省エネ化への課題や行うべき対策が見えて

きます。 

 

＜方法＞ 

  まずは毎月の請求書・検針票に記載してある電気使用量やガス使用量などを集計し、グラフ化して

みましょう。月ごと・年ごとの増減など、事業所全体のエネルギー使用の傾向が把握できます。 

  月ごとの増減からは、季節によるエネルギー消費の変動がわかり、空調等のエネルギー使用量の特

徴を把握することができます。 

  また、年ごとの増減を把握することにより、建築・設備面の変化（設備更新等）、運用面の変化（製

品生産・建物入居状況等）等と照合し、エネルギーの使用量に変化を与える要因を分析することがで

きます。 

  さらに、設備ごと・部署ごとにメーターを設置して使用量を管理することで、より詳細な分析が可

能となります。個々の設備のエネルギー使用状況（例 定格電力と使用時間）を把握して、一番電気を

使っている設備、古い設備、稼働時間が長い設備から省エネ対策を行うと効果的です。 

  ※「登録制度」においては、次項目（1-3）のエネルギー・マネジメント・システム（EMS）を設置して、上記の様な分析を行って 

いる場合、当項目及び次項目の両方に該当します。 

 

 

１－３ エネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）を設置している。        

＜解説＞ 

  エネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）とは、ビル等の建物内で使用するエネルギー使用

量等を計測・蓄積し「見える化」を図り、空調・照明設備等の制御やデマンドピークを抑制・制御す

る機能等を有するエネルギー管理システムのことです。 

  オフィスビル向けのＥＭＳはビル・エネルギー・マネジメント・システム（ＢＥＭＳ・ベムス）、工

場向けのＥＭＳはファクトリー・エネルギー・マネジメント・システム（ＦＥＭＳ・フェムス）と呼

ばれています。 

 

＜方法＞ 

  ＥＭＳを提供する事業者に設置を依頼します。 

  近年では、単にシステムを導入するだけでなく、エネマネ事業者など、クラウド等によってエネル

ギー使用量等のデータを遠隔管理し、節電を支援するコンサルティングサービスを提供する事業者が

増えています。 
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＜効果＞テナントビルの例 

  東京都内テナントビル（地下１階・地上８階 延床面積 7843.047 ㎡）において、契約電力２５％削

減を実現 

  ※平成２３年度 エネルギー管理システム導入促進事業費補助金（BEMS）導入事例）より 

 

＜参考 URL＞ 

○ ＥＭＳの導入が補助対象となっている補助事業 

  平成 27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 

https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/（一般社団法人 環境共創イニシアチブ） 

 

 

1-4 事業所の建物が、BELS、省エネ基準適合認定マーク（e マーク）、CASBEE など、

省エネ性能に関する第三者認証制度での認定・認証等を受けている。             

＜解説＞ 

環境性能に関する第三者認証制度は、建築物の省エネ性能を適正に評価し、信頼性の高い見える化

を行うものです。認証制度を利用することで、建築物の利用者・入居者が省エネ性能を参考にして建

築物を評価できるようになります。建築物の市場価値を高めることにもつながります。 

 

  なお、平成２７年７月に公布された「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）」では、建築物を販売・賃貸する事業者は、建築物の省エネルギー性能を表示する努力義務が

課されています。 

 

＜方法＞ 

  第三者認証機関に認定・認証等を依頼します。 

建築物の環境性能に関する主な第三者認証制度は下記のものがあります。 

 

 ○BELS 

   BELS（Building Energy efficiency Labeling System）は、建築

物の省エネルギー性能の表示に関する努力義務に対応して創設され

た、建築物の省エネ性能に特化したラベリング制度です。 

建築物の設計一次エネルギー消費量を国土交通省の定めた基準一

次エネルギー消費量で除した数値（BEI）により評価し、数値が小さ

いほど省エネ性能が高いことになります。 

認証は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会に BELS実施機関と

して届け出を行った機関等が行います。 

 

 

 

 

https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/
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 ○省エネ基準適合認定マーク（e マーク） 

   所管行政庁により省エネ基準に適合していることの認定を受けている

ことを示す省エネ基準適合認定マークです。主に既築の建築物を対象と

しています。 

 

 

 ○CASBEE 

「CASBEE」（建築環境総合性能評価システム）は、建築物の環境性能を総合的に評価し、格付けを

行うツールです。省エネルギー性能のほか、環境負荷の少ない資機材の使用・室内の快適性や景観

への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価するシステムとなっています。 

   認証は一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構が認定した認証機関が行います。 

 

 

 地方公共団体での CASBEEの活用 

   千葉市、柏市では、CASBEEを活用した独自の届出制度を設けています。 

   建築物を新築する際に、建築主が CASBEEにより建築物の自己評価を行い、市に届け出るものです。 

   届出のあった内容は市がホームページ等で公表しています。 

 

   ○千葉市 

千葉市建築物環境配慮制度 

    https://www.city.chiba.jp/kurashi/jutaku-tochi/sonota/ 

kenchiku/hore/kankyohairyo/index.html 

   ○柏市 

CASBEE柏（柏市建築物環境配慮制度）について 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140200/p001589.html 

 

※「登録制度」においては、千葉市、柏市に CASBEEを活用した届出を行っている場合、取組済として登録することができます。 

 

 

１－５ 太陽光発電設備・太陽熱利用設備・地中熱利用設備などの再生可能エネルギー利用

設備を設置している。                                

＜解説＞ 

  化石燃料を使用する際には二酸化炭素が排出されます。これに対し、太陽光や太陽熱、水力、風力、

地熱などの再生可能エネルギーは、利用時に二酸化炭素をほとんど排出しないため、化石燃料の代替

として利用することにより二酸化炭素排出量の削減につながります。 

  事業所で利用できる再生可能エネルギー利用設備としては、太陽光発電設備、太陽熱利用設備、地

中熱利用システムなどが代表的です。 

  

 

https://www.city.chiba.jp/kurashi/jutaku-tochi/sonota/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140200/p001589.html


 

5 
 

＜方法＞ 

 ○太陽光発電設備 

   「太陽電池」と呼ばれる装置を用いて、太陽の光エネルギーで発電する設備です。発電した電力

は事業所内で利用するほか、固定価格買取制度を活用して売電し、収入を得ることも可能です。 

   一般的なビルでは、夏期は昼間に電力需要のピークを迎えます。太陽光発電は、主に昼間に発電

が行われるため、電力需要の高まる時間帯に電力会社から購入する電力量を節減でき、電気料金の

低減が図れるとともに、災害時の電源確保にも繋がります。 

 

 ○太陽熱利用設備 

   太陽の熱で水や空気を温め、給湯や暖房に利用する設備です。病院、福祉施設、宿泊施設など、

お湯の使用量が多い事業所での利用に適しています。床暖房などに使用できるシステムもあります。 

給湯や暖房など比較的低温で利用される熱に太陽熱を利用することによって、燃料の使用量を削

減することができます。 

 

 ○地中熱利用設備 

   年間を通じて温度が一定の地中の熱を利用して、効率よく空調等を行う設備です。商業施設、オ

フィス、データセンターなど、空調の需要が多い事業所での利用に適しています。 

 

＜参考 URL＞ 

○ 太陽光発電設備 公共・産業用導入事例 

http://www.jpea.gr.jp/setting/building/case/index.html （一般社団法人 太陽光発電協会） 

○ 太陽熱利用設備 業務用ソーラーシステムの設置事例  

http://www.ssda.or.jp/example/business.html （一般社団法人 ソーラーシステム振興協会） 

○ 地中熱利用設備  地中熱利用の概要 

      http://www.geohpaj.org/introduction/index.html （特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会） 

 

 

１－６ コージェネレーション設備を設置している。                  

＜解説＞ 

  コージェネレーション（熱電併給）は、天然ガス、石油、

LPガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方

式により発電し、その際に生じる廃熱を工場の熱源や冷暖房・

給湯などに利用するシステムです。 

火力発電所からの電力を使用する場合、発電時に発生した熱

の有効利用が困難ですが、コージェネレーションでは熱の需要

箇所に近接した場所で発電を行うため、廃熱を有効に利用する

ことができます。 

 

http://www.jpea.gr.jp/setting/building/case/index.html
http://www.ssda.or.jp/example/business.html
http://www.geohpaj.org/introduction/index.html
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熱と電気を無駄なく利用することができれば、高い総合エネルギー効率（燃料が本来持っているエ

ネルギーの約７５～８０％※）が実現可能です。 

※一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センターＨＰより 

＜方法＞ 

  コージェネレーション設備には、エンジン、タービン、燃料電池などの種類があります。 

  事業所の熱の需要量に応じて、適切な規模の設備を導入します。 

 

１－７ 照明器具や空調機器の定期的な清掃を実施している。              

＜解説＞ 

 ○ 照明器具は汚れが着くと照度が低下し、追加の照明が必要になるなど余分なエネルギーの消費に

つながります。定期的に清掃することで適正な照度を確保します。 

 ○ 空調機器はフィルターが目詰まりすると、空気の吸い込み量が減り効率が悪化します。また、室

外機の熱交換部のフィン（銀色の細かい層状部）に汚れが付着すると熱の放出が妨げられ、空調能

力が低下します。定期的に清掃することで運転効率を上げ、エネルギー使用量を抑制します。 

 

＜方法＞ 

 ○ 定期的に電球・反射板を清掃しましょう。 

（周囲の環境や清掃のし易さに応じて、半年に１回から年１回程度） 

 ○ 空調設備のフィルターを定期的に清掃しましょう。 

   ①使用中は月１回以上、長期間使用しなかった場合は使用開始前にも、フィルターを清掃すると

運転効率が良くなります。 

   ②図面等を利用しながら、フィルターの個数を確認しましょう。  

   ③使用状況に応じて清掃のルールを定め、管理マニュアルに明記しましょう。 

 ○ 空調設備の室外機を定期的に清掃しましょう。 

   ・ 季節の変わり目など冷房・暖房を使い始める時期に、熱交換器のフィン（銀色の細かい層状

部）に詰まりがないことを確認しましょう。汚れが付着していたらブラシ等で汚れを掻き出し、

掃除機で吸い取ります。汚れがひどい場合には専門業者に清掃を依頼しましょう。 

 

＜効果＞ 

  生産設備用部品製造業（従業員数 約３０名）の例 

  空調機６台 ３３．８ｋＷについて室外機の熱交換部分（フィン）を清掃 

   →電力使用量５，６７５ｋＷｈ／年の削減 

※儲けにつながる省エネ術（経済産業省 資源エネルギー庁 一般財団法人省エネルギーセンター）より 

 

１－８ 給湯設備や空調設備の配管を断熱化している。                 

＜解説＞ 

  給湯設備や空調設備の配管は、熱伝導率が高い場合が多く、放熱によりエネルギーが無駄になって

いることがあります。 
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グラスウール等の熱伝導率が低い断熱材を周囲に巻きつけることで、配管からの放熱を防ぎ、ボイ

ラー等のエネルギー使用量を削減することができます。 

   

＜方法＞ 

  配管用の保温カバー、断熱ジャケット等を装着します。 

 

＜効果＞ 

  化学薬品製造業（従業員数約４０名）の例 

  小型貫流ボイラ（２ｔ／ｈ）の蒸気配管を保温 

→Ａ重油 １５３ｋｌ／年の削減 

※儲けにつながる省エネ術（経済産業省 資源エネルギー庁 一般財団法人省エネルギーセンター）より 

 

１－９ ボイラーの燃焼空気量を適正に管理している。 

＜解説＞ 

  燃焼時の空気量が必要以上に多くなると、過剰な空気を温めることとなり、エネルギーを無駄に消

費してしまいます。 

  不完全燃焼の発生しない最適な排ガス酸素濃度を確認しながら、過剰な空気を低減しましょう。 

 

＜方法＞ 

省エネ法に基づき経済産業省が定める「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関す

る事業者の判断の基準」別表１に基準空気比及び目標空気比が規定されています。 

必要に応じてメーカーや保守点検業者に依頼し、定期点検記録やボイラ運転記録等から現状の空気

比を確認し、基準空気比以下に空気比を調整します。 

 

＜効果＞ 

  プラスチック製品製造業（従業員数約２０名）の例 

  蒸気ボイラ１台（４ｔ／ｈ）の燃焼空気量を低減 

→Ａ重油 １３．４ｋｌ／年の削減 

※儲けにつながる省エネ術（経済産業省 資源エネルギー庁 一般財団法人省エネルギーセンター）より 

 

＜参考 URL＞ 

  判断基準と管理標準 

   http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/1-2-1handan_kanri.html （関東経済産業局） 

 

１－１０ 節水機器の設置等により上下水道使用量を削減している。 

＜解説＞ 

  河川や湖沼の水が水道水となって事業所に届くまでには、浄水場での処理、ポンプでの送水など、

多くのエネルギーが使用されています。 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/1-2-1handan_kanri.html
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また、下水処理場で下水を処理するときにも多くのエネルギーが使用されています。 

  建物全体のエネルギー消費に占める給排水の割合は小さいですが、上下水の使用量を削減すること

は、水の処理にかかるエネルギー削減につながり、二酸化炭素排出量の削減に大きく貢献します。ま

た、事業所の上下水道料金の節減にも役立ちます。 

 

＜方法＞ 

 ○ 節水機器等を設置しましょう。 

    節水コマなどの設置が有効です（シングルレバー水栓には使用できません） 

    節水型トイレ、節水型シャワーヘッドなどを設置します。 

    トイレに擬音装置を設置します。 

  

 【その他、運用面では下記の取組もあります】 

○ 給水バルブの絞りを調整しましょう。 

    トイレの洗面台や給湯室のシンクなどの下に設置されている給水バルブの絞りを調整すること

で、給水量の節減を図ることができます。 

  

 

１－１１ 「エコマーク」や「再生紙使用マーク」等の環境ラベルの表示がある事務用品等

を優先的に購入している。 

 

＜解説＞ 

  事務用品等を購入する際には、環境ラベル等を参考に、資源の採取から廃棄までのライフサイクル

全体において環境に配慮した物品を優先的に購入します。 

 

＜方法＞ 

  第三者機関による環境ラベル等を参考に環境に配慮した物品を選択しましょう。 

事務用品等に使用される国及び第三者機関の取組による環境ラベルとしては下記のようなものがあ

ります。 

 

【エコマーク】 

 様々な商品（製品及びサービス）の中で､「生産」から「廃棄」にわたるライフサ

イクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に

つけられる環境ラベルです。公益財団法人日本環境協会が実施しています。 

 

 

【再生紙使用マーク】 

 古紙パルプ配合率を示す自主的なマークです。3R活動推進フォーラムが運営して

います。 
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【カーボン・オフセット認証ラベル、カーボン・ニュートラル認証ラベル】 

 カーボン・オフセットとは、自らが排出する温室効果ガス排出量のうち、どうし

ても削減できない量の全部又は一部を、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動

に投資すること等により埋め合わせる（オフセットする）仕組みです。 

カーボン・オフセット認証ラベルは、カーボン・オフセットの取組が、カーボン・

オフセット第三者認証基準を満たしていることを示すものです。ライフサイクルの

全体又は一部で発生した二酸化炭素の一部をオフセットしている商品等にラベルが

表示されます。二酸化炭素の全部をオフセットしている場合には「カーボン・ニュ

ートラル認証ラベル」が表示されます。 

 

＜参考 URL＞ 

  環境ラベル等データベース 

  http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html （環境省） 

 

１－１２ 「省エネルギーラベル」や「国際エネルギースターロゴ」等を参考に省エネルギ

ー性能の優れた OA機器等を購入している。 

＜解説＞ 

  パソコン、コピー機などの事務用・業務用機器は、エネルギー消費効率がよく、待機電力が小さい

ものを選択します。  

 

＜方法＞ 

第三者機関による環境ラベル等を参考に環境に配慮した物品を選択します。 

事務用・業務用機器等に使用される国及び第三者機関の取組による環境ラベルとしては下記のよう

なものがあります。 

 

【省エネルギーラベル】 

 エネルギーを多く消費する機器等のうち省エネ法で指定する 

もの（特定機器）について、省エネ法により定められた省エネルギ

ー基準（トップランナー基準※）をどの程度達成しているかを表示

する制度です。省エネ基準を達成している製品には緑色のマークを、

達成していない製品には橙色のマークを表示することができます。 

 

 省エネルギーラベル表示対象機器（平成２８年４月１日現在） 

  蛍光灯器具、電球形蛍光ランプ、電球形 LED ランプ、電子計算機、磁気ディスク装置、ルーティン

グ機器、スイッチング機器、テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、ストーブ、ガ

ス調理機器、ガス温水機器、石油温水器、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダー、ヒートポンプ

給湯器の１９品目 
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トップランナー基準  

省エネ法で指定する「特定機器」が目標とすべき省エネルギー基準について、基準設定時に商品

化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器の性能以上に設定し、製品の省エネ性能

の向上を図る制度です。 

   省エネ法では、エネルギーを多く消費する機器を中心とする３１品目についてトップランナー基

準を設けており、そのうち上記の１９品目が省エネルギーラベルの対象となっています。 

 

 

 

【国際エネルギースターロゴ】 

オフィス機器に対する国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープロ

グラム」に基づく表示制度です。 

国際エネルギープログラムでは、製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力な

どについて、省エネ性能の優れた上位２５％の製品が適合となるように基準が設

定され、この基準を満たす製品に右記の「国際エネルギースターロゴ」の使用が

認められています。 

  

 国際エネルギースターロゴ対象製品（平成２８年４月１日現在） 

  コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機、デジタル印

刷機、コンピュータサーバの９品目 

 

＜参考 URL＞ 

  省エネを実践したい方へ 

（トップランナー制度及び省エネラベル等についてのパンフレットがダウンロードできます） 

  http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/index.html 

 （資源エネルギー庁） 

 国際エネルギースタープログラムについて 

  http://www.energystar.jp/index.html （資源エネルギー庁） 

 

 

 

１－１３ 省エネの責任者及び担当者を決め、組織として省エネの実施体制を整備している。 

＜解説＞ 

  事業所の省エネは、組織として取り組むことでより効果を発揮することができます。省エネの責任

者・担当者を決め、全従業員が参加する省エネの実施体制を整備します。 

 

 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/index.html
http://www.energystar.jp/index.html
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＜方法＞ 

○ 省エネの責任者を決定します。 

省エネ対策は各部門にまたがる取組が必要であり、投資を伴う対

策が必要となる場合や中長期的な経営計画に関わる場合もあるこ

とから、経営判断に参画できる役職者等、経営者層が責任者となる

ことでより効果的な対策が可能となります。従業員全員の省エネ対

策への意識を高めるためには、経営者層が自ら省エネ対策の重要性

と意義を理解し、組織として取り組む姿勢を意思表示することが不

可欠です。 

○ 省エネの担当者を決定します。 

担当者は事業所のエネルギー使用状況を把握し、必要な省エネル

ギー対策について分析するとともに、分析結果を責任者及び従業員全員に周知するなど、具体的な

取組を進めます。 

門ごとに担当者を置くなど、事業規模に応じて最適な体制を選択します。 

○ 省エネの責任者・担当者及び従業員の役割を定め、省エネの実施体制を整備しましょう。体制に

ついては全従業員に周知し、取り組みを推進します。 

 

１－１４ ノー残業デーの設定・残業時間の制限など、ワークスタイルの見直しに取り組ん

でいる。 

＜解説＞ 

労働時間の長時間化は、空調・照明・電気機器等の使用時間が長くなり、エネルギー使用量の増大

につながります。 

  残業時間の縮減によりエネルギー使用量の削減が可能です。 

 

＜方法＞ 

 ○ ノー残業デーを設定する、残業時間に制限を設けるなど、残業時間の縮減を図りましょう。 

 ○ やむを得ず残業を行う場合は、残業する社員が一部屋に集まるなど、空調・照明の使用の抑制に

努めましょう。 
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【テナントオーナー向け】 

１－１５ テナントとの省エネ推進体制を構築している。（定例会議の開催・報告会の実施、

テナントの省エネ担当者を登録 など） 

１－１６ テナント向けの省エネマニュアルを作成している。 

１－１７ テナントにエネルギー消費量・デマンド値を通知している。 

 

【テナント向け】 

１－１８ テナントオーナーとの省エネ推進体制に参加している。（定例会議の参加、テナ

ントの省エネ担当者を登録 など） 

 

＜解説＞ 

テナントビルの場合、建物のエネルギー消費量の多くがテナント専有部で消費されていることから、

運用による省エネルギー対策を進めるためにはオーナーとテナントとの協力体制が不可欠となります。

また、共用部の省エネ対策にはテナントの理解が欠かせません。 

   

＜方法＞ 

【オーナー・テナント共通】 

 ○ 省エネルギー対策に関するオーナーとテナントとの定期的な情報交換の場を持ちましょう。省エ

ネ対策を進めるためには、オーナーとテナントとが課題を共有し、省エネ対策に対して理解するこ

とが必要です。より効果的な省エネ対策の検討のため、ビル管理会社にも参加を依頼しましょう。 

 

【オーナー】 

 ○ ビルやビル設備は適切に管理・運用されることで設計されたとおりの性能を発揮することができ

ます。オーナーが所有・管理する照明や空調設備等について省エネ対策マニュアルを整備し、テナ

ントに提示することで取組を促しましょう。 

 ○ テナントが省エネを進めるためには、自らのエネルギー消費実態を知る必要があります。オーナ

ーはテナント専有部ごとに個別メーターを設置したり、ＢＥＭＳを導入するなどして、テナントご

とのエネルギー消費量を把握し、情報提供を行いましょう。 

月ごとの消費量だけでなく、日ごと・時間ごとのデータを収集しグラフ化するなど、テナントが省

エネ対策に利用しやすい形式での提供を行うとより効果的です。 

 ○ テナントの協力により省エネ対策が進み、光熱費の削減が達成できた場合には、共益費の値下げ

を行う、優良テナントの表彰を行うなど、光熱費の削減分を何らかの形でテナントに還元すること

で、テナントの満足度向上と、更なる協力の促進につながります。 
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一歩進んだ取り組みへ～グリーンリース～ 

 

建物や設備の省エネ性能が低いテナントビルにおいては、LED照明や高効率空調設備の導入などの省

エネ改修が有効になってきますが、オーナーには光熱費削減メリットが感じられにくいため、オーナ

ーがコストをかける省エネ改修に取り組みづらいという問題が指摘されています。 

また、運用による省エネ対策を進める上でも、オーナー・テナント双方の自主的な協力を前提とす

ると、テナントの負担感の大きい取組が進みづらいという課題があります。 

これらの課題の解決にもつながる取組として、「グリーンリース」が提唱されています。 

グリーンリースとは、「ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなど環境負荷を低減する

取り組みについて契約や覚書等によって自主的に取り決め、取り決め内容を実践すること」をいいま

す。賃貸借契約等の中でビルの省エネ対策のために必要なオーナー・テナント双方の責任と義務を明

文化することで、取り組みに実効性を持たせることができます。 

グリーンリースには、運用改善を目的としたものと、設備改修を伴うものがあります。 

運用改善を目的としたグリーンリースは、環境性能向上や執務環境の改善に向けた協力をオーナ

ー・テナント間で明文化し、省エネ・環境配慮等に取り組むものです。 

設備改修を伴うグリーンリースは、オーナーが実施する改修により光熱費削減などのメリットがテ

ナントに帰属する場合に、テナントがビルオーナーへメリットの一部をグリーンリース料として還元

する取り組みです。オーナーとテナント双方が設備改修による恩恵を受ける仕組みを作ることで、改

修を行いやすくなる効果があります。 

 ※グリーンリース・ガイド（環境不動産普及促進委員会）より 

 

＜参考 URL＞ 

  環境不動産ポータルサイト 

http://tochi.mlit.go.jp/kankyo/index.html （国土交通省） 

 

  

http://tochi.mlit.go.jp/kankyo/index.html
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２ エネルギー使用量の削減（照明・電力） 

２－１９ 業務に支障のない範囲での照明の間引きや部分的な消灯を実施している。 

＜解説＞ 

  昼間十分な照度が確保できる窓際や、常時人がいない場所などの部分消灯や照明の間引きにより、

電力使用量を削減しましょう。 

 

＜方法＞ 

○ ＪＩＳに定められた照度基準と労働安全衛生規則に定められた最低照度を参考に、作業内容に応

じて必要な照度を設定します。 

○ 照度を測定し、必要な照度を上回る箇所については消灯や照明器具の間引きを検討しましょう。 

○ １つのスイッチに設定された点灯範囲が広すぎる場合は、部分的な消灯ができるよう、配線の見

直しを行いましょう。スイッチごとの対応照明をマップ化し、全ての従業員に周知するとより効果

的です。 

○ 照明には部屋全体を明るくするアンビエント照明(全般照明)と作業面だけを明るくするタスク照

明(局部照明)があります。アンビエント照明の明るさを落とし、手元のタスク照明によって作業に

必要な明るさを確保することで、全体の消費電力を効率的に抑えることができます。 

 

＜効果＞ 

  電線・ケーブル製造業（従業員数約１５名）の例 

  水銀灯（４００Ｗ）１５１台を５０台に減少 

→１９，３６５ｋＷｈ/年の削減 

※儲けにつながる省エネ術（経済産業省 資源エネルギー庁 一般財団法人省エネルギーセンター）より 

 

 

２－２０ 業務に支障のない範囲で照明の消灯時間帯を設定している。 

＜解説＞ 

  昼休みなど、在席者の少ない時間帯を消灯時間帯に設定しましょう。 

 

＜方法＞ 

  消灯時間帯のルールを従業員に周知し、取組を推進します。 

  担当者を決めて消灯・点灯を行うほか、タイマーでの消灯も有効です。 

 

＜効果＞ 

  ４０Ｗの蛍光灯を２００本使用しているオフィスで１日１時間の消灯 

   →２，０００ｋＷｈ/年の省エネ 

※省エネからはじめる経営力アップハンドブック（経済産業省関東経済産業局）より 
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２－２１ 事業所内の約半数以上の照明に LED照明等の高効率照明を使用している。 

＜解説＞ 

  照明器具を LED照明等・Ｈｆ式蛍光灯等の高効率照明に改修することにより、消費電力が削減でき、

省エネ効果が見込まれます。 

 

「あかり未来計画」HPより 

＜方法＞ 

  従来型の蛍光灯や白熱灯を、LED照明やＨｆ式蛍光灯等の高効率照明に更新しましょう。 

耐用年数を考慮し、設備のリフォーム時期に合わせて更新するなど計画的に実施します。 

 

＜効果＞ 

  蛍光灯（ＦＬＲ型蛍光管４０Ｗ×２灯用）２００台をＬＥＤ（１８Ｗ×２灯用）に更新 

   →１，７６０ｋＷｈの省エネ 

   （点灯時間一日８時間・点灯日数年間２５０日の場合） 

※省エネからはじめる経営力アップハンドブック（経済産業省関東経済産業局）より 

 

 

２－２２ 事業所内のトイレ、給湯室、階段等、常時使用しない箇所の照明に人感センサー

を導入している。 

＜解説＞ 

  常時使用しない場所は消灯ルールを設けて消灯を行うことが好ましいですが、不特定多数が利用す

る共用部などでは消灯ルールの徹底が難しい場合があります。 

照明に人感センサーを導入することによりこまめな消灯を行うことができます。 

 

＜方法＞ 

 ○ 人感センサーには、電波により人の動きを検知するタイプや、赤外線により人の熱を検知するタ

イプなど、いくつかのタイプがあります。 
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人の動きを検知するタイプは、廊下、階段など、人の動きが大きく滞留時間が短い箇所に、人の熱

を検知するタイプは、トイレ、倉庫など、人の動きが小さく滞留時間が長い箇所に適しています。

特性に応じて、設置する設備を選択しましょう。 

 ○ 頻繁に照明が点滅すると使用者に不快感や不便さを感じさせるおそれがあるため、点灯時間の長

さは使用箇所や使用頻度に応じて設定しましょう。 

 

＜効果＞ 

  蛍光灯（ＦＬＰ４０Ｗ×２灯用）が２０台設置されている廊下で 

人感センサーの導入により点灯時間を４０％削減 

   →１，２８０ｋＷｈ/年の省エネ 

   （点灯時間一日８時間・点灯日数年間２５０日の場合） 

※省エネからはじめる経営力アップハンドブック（経済産業省関東経済産業局）より 

 

 

２－２３ 事務用機器等の省エネモード等を利用している。 

＜解説＞ 

  パソコン、複合機、コピー機等には、スタンバイモード、スリープ機能など、各種の省エネ機能が

備わっています。利用状況に応じて適切な設定にします。 

 

＜方法＞ 

○ 複合機やパソコンには、一定時間不使用状態が続くと自動的に省エネモードに移行する機能が備

わっています。移行時間を短く変更することで、更に消費電力を抑制できます。取扱説明書を確認

するかメーカーに問い合わせ、省エネモード設定を行いましょう。 

○ パソコンのスリープ機能はメモリに作業内容を一時的に保存し、すばやく復帰できるよう、低消

費電力状態で待機する機能です。９０分以上ＰＣを使わないならシャットダウン、９０分未満なら

スリープを使い分けるとより効果的です。 

○ パソコンの画面の明るさを見直してみましょう。輝度を１００％から４０％にすると、約２３％

の節電になります。 

 

※ 事務用・業務用機器は待機電力を消費している場合があります。長時間使用しないときはコンセン

トからプラグを抜くか、スイッチ付テーブルタップを活用して電源を遮断しましょう。 
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３ エネルギー使用量の削減（空調） 

３－２４ 室温の適正管理（夏２８℃、冬２０℃を目安）に取り組んでいる。 

＜解説＞ 

室温は、夏季２８℃、冬季２０℃が推奨されています。 

冷房時の室温を２７℃から２８℃に、暖房時の室温を２１℃から２０℃に変更することで、空調に

消費するエネルギーの約１０％を削減できる※と言われています。 

※環境視点を取り入れた新たなる経営改善手法  経営改善テクニック集（関東経済産業局）より 

＜方法＞ 

○ 温度計で室温を見ながら、温度設定を行いましょう。 

○ 体感温度は湿度にも左右され、湿度が低いと涼しく、湿度が高いと温かく感じます。温度管理と

併せて湿度の管理も行いましょう。 

○ 扇風機やサーキュレーター*を併用し、天井付近の暖気・床付近の冷気を効率よく拡散させて温度

のムラをなくしましょう。 

＊サーキュレーター：空気の循環を目的とした機械。一般的な扇風機に比べ風量が強く、直進性の高い風を発生させ

ることができる。 

 

３－２５ クールビズやウォームビズを実施している。 

＜解説＞ 

  クールビズとは、「冷房時の室温２８℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイル」ウォームビ

ズとは、「暖房時の室温２０℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイル」を指します。地球温暖

化対策の一環として、平成１７年度に環境省の呼びかけにより開始されました。 

  ２－２４に挙げた室温の適正管理を行うことと併せて、クールビズ・ウォームビズを推進すること

で、推奨温度の定着を図ることができます。 

  

＜方法＞ 

○ 従業員に対し、クールビズ・ウォームビズ期間中に推奨される服装の基準（夏はノーネクタイ・

ノー上着など、冬はセーター・上着の着用など）を示し、取り組みやすい雰囲気を作りましょう。 

 ○ クールビズ・ウォームビズでの業務について、ホームページ、事業所内のポスター等で明示する

ことにより、顧客等の理解を得ることに努めましょう。 

 

３－２６ 空調負荷の低減のためブラインド等を適切に活用している。 

＜解説＞ 

  ブラインド等は適切に利用することで、屋外からの日射を遮蔽し、屋内と屋外の熱の移動を防いで、

空調負荷を低減することができます。 

＜方法＞ 

○ 冷房時の省エネ効果を高めるためには明るい色のブラインドを利用しましょう。日射の反射効率

が高く、室内の温度上昇を防ぎます。 
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○ 窓から室内に直射日光が入る場合は、ブラインドを閉め、窓から入る日射を遮りましょう。 

○ 夜間や休日に窓から暖気が逃げるのを抑制するために、帰宅時にはブラインドを閉めましょう。 

○ 上手に日差しを取り込むことで、照明の点灯を減らすことができたり暖房運転時間を短縮でき足

りする可能性もあります。日々の天候や個別の空間実態に応じたブラインド等の賢い活用を実践し

ましょう。 

 

３－２７ 空調の吹出口・吸込口やエアコン室外機の通風を確保している。 

＜解説＞ 

○ 空調の吹き出し口付近に物が置かれるなどして通風が妨げられていると、空調機が余分なエネル

ギーを使ってしまいます。 

○ エアコンは、「ヒートポンプ」という仕組みで、夏は室内の空気から熱を集めて屋外へ排出し、冬

は屋外の空気から熱を集めて屋内に送ることで、冷房・暖房を行っています。 

室外機の周囲に物を置いたり、カバーで覆ってふさいでしまうと、室外機が吐き出した空気を再

度吸い込むことになるため、空調の効率が落ちてしまいます。 

 

＜方法＞ 

○ 空調の吹き出し口・室外機の周りを点検し、通風を妨げる物があれば移動させます。 

○ エアコンの室外機が複数ある場合、室外機が吐き出した空気を他の室外機が吸い込むことのない

よう、室外機の配置を工夫しましょう。 

○ 室外機の汚れ防止のためのカバーを設置している場合は、エアコンを使用する時期には必ず取り

外しましょう。 

 

 

３－２８ 高効率空調設備を導入している。 

＜解説＞ 

  １９９５年頃から、空調設備の性能は大幅に改善されています。設置後１５年以上経過した空調機

であれば、トップランナー基準を満たす機種に更新するとエネルギー消費量が半減する機種もありま

す。 

※環境視点を取り入れた新たなる経営改善手法  経営改善テクニック集（関東経済産業局）より 

＜方法＞ 

  空調機をトップランナー基準を満たす機種に更新しましょう。 

  （トップランナー基準については９ページ参照） 

 

＜効果＞ 

病院（延床面積約６，５００㎡）の例 

 ＣＯＰ*２．７の空調機１６台をＣＯＰ３．８の機器に更新 

   →電力使用量８５，７１５ｋＷｈ／年の削減 

※儲けにつながる省エネ術（経済産業省 資源エネルギー庁 一般財団法人省エネルギーセンター）より 
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＊ＣＯＰ（成績係数、Coefficient Of Performanceの略） 

エアコン、冷凍機などのエネルギー消費効率を表す指標の一つ。一定条件下における消費電力当たりの冷暖房能

力を示す値。ＣＯＰ＝３．８の空調機とは、消費する電力量の３．８倍の熱・冷熱量を作り出すことを意味し、 

ＣＯＰの数値が大きいほどエネルギー効率が高い。） 

 

３－２９ 屋根面・壁面等の断熱化や遮熱化を図っている。 

＜解説＞ 

 ○ 屋根・壁面等に断熱材を設置することで、空調負荷の低減が可能です。 

 ○ データセンターなど、通年で冷房が必要な施設や、夏の空調負荷が大きい施設については、外部

からの日射を遮る遮熱化が効果的です。 

 

＜方法＞ 

 ○ 屋根・壁面に断熱材を導入します。 

 ○ 屋根に遮熱性塗料を塗布します。 

 

 

３－３０ 二重窓・複層ガラス・遮熱フィルム等による窓の断熱化や遮熱化を図っている。 

＜解説＞ 

  冷房時や暖房時に、最も多くの熱が出入りするのは窓と言われています。 

建物の窓を二重窓や複層ガラスに替えたり、窓に遮熱フィルムを貼ったりすることにより、空調負

荷を低減しましょう。 

 

＜方法＞ 

 ○ 既存の窓を二重窓や複層ガラスに交換しましょう。 

 ○ 窓自体の交換が難しい場合には、既存の窓の内側に、内窓を設置する方法もあります。 

○ 夏の日射が主な問題となる場合には、遮熱フィルムの貼付も効果的です。 

 

【運用面での工夫】 

 ○ ３－２６に記載のとおり、ブラインドが既に設置されている場合は、適切に利用することで、屋

外からの日射を遮蔽し、屋内と屋外の熱の移動を防ぐこともできます。 
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４ ガソリン使用量の削減 

４－３１ ハイブリッド自動車・電気自動車等の次世代自動車を導入している。 

＜解説＞ 

  次世代自動車とは、ガソリン車などと比べて燃料消費量や地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出

量が少ない、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼ

ル自動車、燃料電池自動車を指します。 

  次世代自動車の導入により、移動・輸送等に使用するエネルギー消費量を削減することができます。 

  

＜方法＞ 

  自動車の更新・新規導入の際には、次世代自動車の導入を検討しましょう。 

 

 【電気自動車】 

  ・ 外部から充電した電気により、モーターを駆動して走行します。 

  ・ 事業所に設置した充電器のほか、街中に設置されている急速充電器などで充電が可能です。 

  ・ 電気を使用するため、走行中には二酸化炭素を排出しません。※１ 

 

 【ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車】 

  ・ ハイブリッド自動車は、ガソリンエンジンと、電力によるモーターを併用して、効率的な走行

を行います。 

・ ガソリンエンジンによる走行時の余分なエネルギーや、減速時のエネルギーを利用して発電し、

充電した電力を低速走行時や発進時・加速時などのエンジンの効率が落ちるときに利用すること

で、エネルギー消費量を抑制し、二酸化炭素排出量を削減することができます。 

  ・ プラグインハイブリッド自動車は、電気自動車のように外部からの充電が可能です。※１ 

    近距離の走行時には電気自動車として走行する一方、長距離走行時など充電池の容量が低下し

た際には、ガソリンエンジンによりハイブリッド自動車として走行することができます。 

 

 【燃料電池自動車】 

  ・ 外部から充填した水素と空気中の酸素との化学反応によって発生した電気により、モーターを

駆動して走行します。 

  ・ 走行時には、水のみを排出し、二酸化炭素を排出しません。※２ 

 

※１ 電気自動車・プラグインハイブリッド車が使用する電力の発電時に排出される二酸化炭素の量は、

電源構成により異なります。 

※２ 燃料電池自動車の燃料となる水素の生成過程で排出される二酸化炭素の量は、水素の原料・生成

方法により異なります。 
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４－３２ 運転を担当する従業員にエコドライブの実施を促している。 

＜解説＞ 

  「エコドライブ」とは、やさしい発進を心がけたり、無駄なアイドリングを止める等をして燃料の

節約に努め、二酸化炭素の排出量を減らす運転のことです。 二酸化炭素の排出量削減だけでなく、燃

料費の削減のほか、NOxなどの大気汚染物質の排出量削減、交通事故防止などの複合的な効果が見込ま

れます。 

  具体的な取組方法は「エコドライブ１０のすすめ」にまとめられています。 

 

【エコドライブ１０のすすめ】 

１． ふんわりアクセル

「ｅスタート」 

発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう（最初の５秒で、

時速２０ｋｍ程度が目安です）。日々の運転において、やさしい発進を心がけ

るだけで、１０％程度燃費が改善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転

にもつながります。 

２． 車間距離にゆとりを

もって、加速・減速の少

ない運転 

走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、

ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地では２％程度、郊外では６％程度

も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょ

う。 

３． 減速時は早めにアク

セルを離そう 

信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離しま

しょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、２％程度燃費が改善します。

また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょ

う。 

４． エアコンの使用は適

切に 

車のエアコン（Ａ／Ｃ）は車内を冷却・除湿する機能です。暖房のみ必要なと

きは、エアコンスイッチをＯＦＦにしましょう。また、冷房が必要なときは、

車内を冷やしすぎないようにしましょう。たとえば、車内の温度設定を外気と

同じ２５℃に設定した場合、エアコンスイッチをＯＮにしたままだと１２％程

度燃費が悪化します。 

５． ムダなアイドリング

はやめよう 

待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめ

ましょう（*1）。１０分間のアイドリング（エアコンＯＦＦの場合）で、１３

０ｃｃ程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は

不要です（*2）。エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。 

６． 渋滞を避け、余裕を

もって出発しよう 

出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビなどを

活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、時間に余裕をもって出発しま

しょう。 

さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節

約になります。たとえば、１時間のドライブで道に迷い、１０分間余計に走行

すると１７％程度燃料消費量が増加します。 
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７． タイヤの空気圧から

始める点検・整備 

タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適正値より不

足すると、市街地で２％程度、郊外で４％程度燃費が悪化します（適正値より

５０ｋＰａ（０．５ｋｇ／ｃｍ２）不足した場合）。また、エンジンオイル・

オイルフィルタ・エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費

が改善します。 

８． 不要な荷物はおろそ

う 

運ぶ必要のない荷物は車からおろしましょう。車の燃費は、荷物の重さに大き

く影響されます。たとえば、１００ｋｇの荷物を載せて走ると、３％程度も燃

費が悪化します。また、車の燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリア

などの外装品は、使用しないときには外しましょう。 

９． 走行の妨げとなる駐

車はやめよう 

迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車

は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、

交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、

燃費の悪化を防ぎます。 

１０． 自分の燃費を把握

しよう 

自分の車の燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の燃費を把握する

と、自分のエコドライブ効果が実感できます。車に装備されている燃費計・エ

コドライブナビゲーション・インターネットでの燃費管理などのエコドライブ

支援機能を使うと便利です。 

＊１：交差点で自らエンジンを止める手動アイドリングストップは、以下の点で安全性に問題があるため注意しましょう。（自動アイド

リングストップ機能搭載車は問題ありません。） 

・手動アイドリングストップ中に何度かブレーキを踏むとブレーキの効きが悪くなります。 

・慣れないと誤動作や発進遅れが生じます。またバッテリーなどの部品寿命の低下によりエンジンが再始動しない場合があります。 

・エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため、先頭車両付近や坂道での手動アイドリングストップはさけましょう。 

＊２：－２０℃程度の極寒冷地など特別な状況を除き、走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。 

 

＜方法＞ 

 ○ エコドライブの実践には運転を担当する従業員一人一人の取組が必要です。 

運転を担当する従業員に対し、「エコドライブ１０のすすめ」や（公社）全日本トラック協会作成

の「エコドライブ推進手帳」、（公財）エコロジー・モビリティ財団発行の「トラック・バスのエコ

ドライブテキスト」などの教材を用いて、エコドライブの重要性や具体的な取組方法について周知

を行い、実施を促しましょう。 

 ○ 九都県市首脳会議が主催するエコドライブ講習会など、外部機関の実施するセミナー等への参加

も効果的です。 

 

４－３３ 運転を担当する従業員又は従業員グループ別の燃費を把握している。 

＜解説＞ 

  エコドライブを推進するためには、運転を担当する従業員の日常的な取組を促す仕組みが必要です。 

従業員又は従業員グループ別の燃費を把握することで、エコドライブの取組状況が見える化され、

従業員への周知に役立てることができます。 
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＜方法＞ 

 ○ 運転日誌等の情報や、給油時の伝票などをもとに燃費を把握し、最低１ヶ月以上の平均燃費を算

出しましょう。運転者別のデータのほか、車種別のデータを収集することで、より詳細な分析がで

きます。 

 ○ 従業員別・従業員グループ別などの燃費を情報共有し、各従業員の取組を促しましょう。 

○ 燃費の優れた従業員やグループの表彰を行う等、取組意欲の向上に努めましょう。 

○ 燃費の改善が進まない従業員やグループに対しては、エコドライブ講習会への参加など、具体的

な指導を行うことも重要です。 

 

グリーン・エコ・プロジェクト 

（一社）千葉県トラック協会の主催する「グリーン・エコ・プロジェクト」では、運転者が記入した

「走行管理表」により車両ごとに収集した燃費からデータベースを構築し、継続的なエコドライブ活動

を推進・支援、二酸化炭素排出量の削減や燃費向上に伴うコスト削減、事故防止等に向けた取組を展開

しています。 

 

＜参考URL＞ 

千葉県トラック協会 http://www.cta.or.jp/ 

 

 

４－３４ 配送・配車計画の策定等により、効率的な輸送経路による運行を行っている。 

＜解説＞ 

  配送ルートや車両を複数有する事業所では、配送・配車計画を策定し、車両と荷物の配分や配送ル

ートを最適化することにより、積載率を向上させるとともに総走行距離を削減し、エネルギー使用量

を削減することができます。 

 

＜方法＞ 

 ○ 貨物の量や出荷時間帯・配送先などの情報から、最も効率的な配送ルートを設定し、事前に運転

者に周知します。ＩＴを活用した配送・配車計画策定システムの活用も有効です。 

○ 渋滞は燃費を悪化させる要因となります。各車両に道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）と連

動したカーナビゲーションシステムを導入し、運転者が渋滞情報等の把握と渋滞回避を行えるよう

にしましょう。 

○ ＧＰＳ等を活用し、事業所が各車両の位置と積載情報を把握することで、輸送需要に応じてルー

トの変更や帰り荷の確保の指示等を行えるシステムを構築するとより効果的です。 
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４－３５ 共同集荷・集配などによる積載率の向上を図るため、事業者間の連携に取り組ん

でいる。 

＜解説＞ 

  個々の企業が個別に輸配送を行う場合、積載率の低い状態の輸送が重複して行われていることがあ

ります。事業者間で連携体制を整備し、共同集荷、集配などの共同輸配送を行うことで、積載率の向

上を図ることができます。また、可能な範囲で着荷主の協力を得ることも重要です。 

 

＜方法＞ 

【輸送事業者向け】 

○ 他の輸送事業者と連携して、積み荷情報を共有化しましょう。 

○ 複数の荷主による同一方面への貨物を混載する、帰り荷を確保するなど、積載率を向上する取り

組みを行いましょう。 

○ 物流拠点を共同化し、複数の荷主による貨物を共同で輸配送する仕組みを構築しましょう。 

 

【荷主向け】 

○ 他の荷主と連携して、物流拠点を共同化し、複数の荷主による貨物を共同で輸配送する仕組みを

構築しましょう。 

○ 小口の輸送については、輸送事業者に対し積み合わせ輸送を実施するよう発注し、又は混載便を

利用するなどして、まとめて配送する仕組みを構築しましょう。 

○ 同一の着荷主宛ての多頻度の小口輸送が生じている場合には、着荷主の協力を得て、可能な範囲

で輸送頻度、納品回数の見直しを行いましょう。 

○ 他の着荷主宛ての貨物との積み合わせ輸送に対応できるよう、着荷主の協力を得て、可能な範囲

で着荷の曜日指定及び時間指定の見直しを行いましょう。 

 

【自家用トラックを利用する事業者向け】 

○ 他者の貨物を有償で輸送する「営業用トラック」は、複数の荷主による貨物を混載したり、行き

と帰りで別の荷主の荷物を積むなどにより輸送の効率化を図っています。自家用トラックによる輸

送効率の改善が難しい場合には、営業用トラックの利用を検討しましょう。 

 

４－３６ 従業員のエコ通勤を推奨している。（公共交通機関・自転車の利用等） 

＜解説＞ 

公共交通機関は一度に多くの人数を運べるため、一人当たりの二酸化炭素排出量が抑制できます。

また、自転車は二酸化炭素を一切排出しない移動手段です。 

自家用自動車による通勤を、公共交通機関や自転車等を利用した通勤に切り替えることにより、二

酸化炭素排出量の削減を図ることができます。 

  事業所周辺の渋滞の緩和、事業所内の従業員用駐車スペースの削減、従業員の健康増進など、副次

的な効果も期待できます。 
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＜方法＞ 

 ○ 従業員の通勤形態を把握し、公共交通機関、自転車等の利用を促しましょう。 

 ○ 従業員に対し、公共交通機関の時刻表・自転車通勤ルート等の情報提供を行いましょう。 

 ○ 事業所内に駐輪場を整備しましょう。 

 ○ 公共交通機関・自転車等の利用を促進するための通勤手当の見直しを行いましょう。 

 ○ 最寄駅までの交通手段として、共用自転車の購入や従業員送迎バスの整備などを行いましょう。 

 

５ 廃棄物の削減 

５－３７ ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）に取り組んでいる。 

＜解説＞ 

３Ｒ（スリーアール）とは、ごみを減らす（Reduce：リデュース）、くり返し使う（Reuse：リユー

ス）、資源として再利用する（Recycle：リサイクル）という３つの取り組みを表したものです。 

廃棄物の処理には大きなエネルギーが消費されていることから、３Ｒへの取組により廃棄物排出量

を削減することは、省エネ、温暖化対策に有効です。 

 

＜方法＞ 

 ○ ごみを減らす（Reduce：リデュース） 

・ 補充式の事務用品（液状のり、修正テープなど）を使用しましょう 

  ・ ペーパータオル、紙コップなどの使い捨て製品の使用を控えましょう 

  ・ （小売店等）買い物袋の持参を呼びかけるなど、レジ袋の削減に取り組みましょう 

  ・ （飲食店・小売店等）食品廃棄物の削減のため、小盛り・ハーフサイズの設定など利用者の要

望に沿った量での提供や、食料品の量り売り・ばら売りなどに取り組みましょう 

 

○ くり返し使う（Reuse：リユース） 

 ・ 使用済みの裏紙を内部資料の印刷やメモ帳に活用しましょう 

   （情報漏洩には十分注意しましょう） 

・ 不用となった事務用品、事務机等の情報を他部署等と共有し、再使用に取り組みましょう 

 

○ 資源として再利用する（Recycle：リサイクル） 

 ・ ごみの分別を徹底し、資源化可能な紙類、びん、缶、ペットボトル、紙コップなどは資源回収

業者などに資源化を委託しましょう 

 ・ ＯＡ用紙、印刷物には、再生紙を使用しましょう 

 ・ 事務用品やトイレットペーパーなどは再生品を使用しましょう 

 ・ （メーカー、小売店等）再利用可能な商品や、再生資源を活用した製品の開発・販売に 

取り組みましょう 
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ちばマイボトル・マイカップ推進エコスタイル 

ごみを減らし、資源を大切にするライフスタイルを推進するため、飲食店等に協力していただき、紙コ

ップなどの使い捨て容器に替えて、水筒やタンブラーなどのマイボトル等の利用を促進する運動を展開し

ています。 

この取組に賛同し、「ちばマイボトル・マイカップ協力事業者」として 

協力していただける事業者を募集しています。 

協力事業者は県ホームページで紹介するほか、店頭に掲出する 

ステッカー（右記）を配布します。 

「ちばマイボトル・マイカップ協力事業者」の募集について 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/mybottle/chibamybottle-release.html 

 

ちばレジ袋削減エコスタイル 

千葉県全体でレジ袋を削減する取組を「ちばレジ袋削減エコスタイル」と呼び、日々の生活の中で実践

していただく「ちばレジエコサポーター」の登録などの運動を展開しています。 

キャラクター・ロゴマーク 

名前：モラワン。マイバッグをモチーフとした架空の動物。  

※「モラワン」のデザインは、顧客へのレジ袋削減への協力の呼びかけなど、 

レジエコの目的の範囲内の活動に使っていただくことが可能です。 

使用目的等を添えて県に御相談ください。 

 

 

 

千葉県の３Ｒの取組について 

 

千葉県では、３Ｒを推進するため、ごみを減らすために身の回りでできることを実践するライフスタ

イル「ちばエコスタイル」を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちば食べきりエコスタイル 

食べ物がごみになる量を減らしていくため、食べきりの推進に向けた県民への広報・啓発活動の

ほか、「小盛りメニューの導入」や「持ち帰り希望者への対応」などを実践する「ちば食べきりエコ

スタイル協力事業者」の登録制度を実施しています。 

登録事業者は県ホームページで紹介するほか、店頭に掲示できる登録証ステッカーを配布します。 

「ちば食べエコ協力店」の募集について 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/touroku.html 

キャラクター・ロゴマーク 

名前：ノコサーヌ 

ドギーバッグ（食べ残し持ち帰り用容器）がモチーフの食欲旺盛な架空の動物。 
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５－３８ 両面コピー、使用済みの裏紙使用、資料の電子化等により紙の使用量の削減を実

施している。 

＜解説＞ 

  紙の使用量の削減は、廃棄物の削減に効果があるだけでなく、紙の

原料や紙を製造する際のエネルギーを削減することにもつながります。

紙の購入量を減らすことでコストの削減にも効果的です。 

 

＜方法＞ 

○ コピー、プリントアウトする場合は、できるだけ両面使用を実施  

しましょう。 

○ 資料の構成の見直し等により、資料のページ数を減らしましょう。 

○ 共有資料については電子データでの共有を図り、どうしても紙での確認が必要なものについては

回覧を活用しましょう。 

○ 次に使用する人のミスコピーを防止するため、コピー機使用後のリセットを行いましょう。  

○ パンフレット、冊子等の参考送付は最小限としましょう。 

○ 使用済みの裏紙については、情報漏洩に配慮した上で、内部使用の印刷やメモ帳などに使用しま

しょう。 

○ 部署ごとの紙の使用量を把握しましょう。使用量の多い部署があれば原因を把握し、改善策を検

討しましょう。 
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６ 森林の保全 

６－３９ 森林の整備や保全活動に参加・協力している。 

＜解説＞ 

森林は、二酸化炭素を吸収・固定する機能を持ち、地球温暖化対策に大きな役割を果たしています。

森林が安定して成長するためには、特にスギやヒノキの人工林では、適度な樹木密度を保つための間

伐等の整備が必要です。また、間伐を行った森林は、間伐木を含めた二酸化炭素の総吸収量が、間伐

しなかった森林よりも大きくなると考えられています。 

また、植林活動等により森林面積を増やしていくことも有効です。 

  

＜方法＞ 

 ○ 地域・自治体の植林活動等に参加しましょう。 

 ○ ＮＰＯ等が実施する森林の整備・保全活動に寄附をするなど、経済的な支援を行いましょう。 

 ○ 森林整備支援を目的としたカーボン・オフセットやクレジットを活用しましょう。 

 

 

カーボン・オフセット 

 カーボン・オフセットとは、自らが排出する温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量

の全部又は一部を、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により埋め合わせる（オ

フセットする）仕組みです。 

 国内の森林の二酸化炭素吸収量を認定し、オフセットに使用する「クレジット」として販売する取組

が広がっています。 

 森林由来の「クレジット」を購入すると、購入代金は森林の保全等の資金として使われます。 

 事業所自らがクレジットを購入するほか、クレジットを利用したカーボンオフセット済みの商品（商

品の売り上げの一部がクレジット代金となります）などを購入することで、森林の保全に貢献できます。 
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７ 緑化の推進 

７－４０ 敷地や建物（屋上・壁面等）の植栽や緑化をしている。 

＜解説＞ 

  敷地や建物（屋上、壁面等）の植栽・緑地は、一つ一つの面積は小規模でも、積み重なることで二

酸化炭素の削減にも資するものになります。また、植物にはコンクリートやアスファルトに比べて日

中温まりにくく、夜間は冷えやすいという性質があるだけでなく、蒸散作用により気温の上昇を抑え

る効果があり、ヒートアイランド現象の緩和にも効果的です。 

なお、千葉県では、工場を建設する場合などに、一定割合以上の緑地を確保する取組を推進してい

ます。 

 

＜方法＞ 

○ 敷地内の樹木の保全、植栽により緑地の確保に取り組みましょう。植栽を行う際は、外来種の安

易な選択は避けるなど、可能な限り地域の植生に配慮しましょう。 

○ 屋上や壁面の緑化に取り組みましょう。積載荷重や風の強さなどを考慮しながら、設置方法や植

物を選定しましょう。施工の際には建物の防水層を傷つけないよう留意しましょう。 

 ○ 緑のカーテンを設置しましょう。 
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【出典・参考資料】 

 

参考 URL 

 

○ 事業者のための CO2削減対策 Navi  http://co2-portal.env.go.jp/ 

  （環境省） 

○ 省エネ支援総合ポータルサイト http://www.shoene-portal.jp/ 

（一般社団法人環境共創イニシアチブ、一般財団法人省エネルギーセンター） 

○ 環境不動産ポータルサイト http://tochi.mlit.go.jp/kankyo/index.html 

  （国土交通省） 

○ みんなで節電アクション！http://funtoshare.env.go.jp/setsuden/ （環境省） 

○ あかり未来計画 http://funtoshare.env.go.jp/akari/index.html （環境省） 

○ 照明器具リニューアルのすすめ http://www.jlma.or.jp/shisetsu_renew/index.html 

（日本照明工業会） 

○ 電気のお役立ち情報 オフィスの省エネ情報 https://www.kdh.or.jp/safe/energy_savingbiz/ 

（関東電気保安協会） 

○ 省エネを実践したい方へ  

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/ 

（資源エネルギー庁） 

○ 環境視点を取り入れた新たなる経営改善手法  経営改善テクニック集・事例集 

・中小企業向け環境視点による経営改善テクニック集 基本編 

・中小企業向け環境視点による経営改善テクニック集 実務編 

・中小企業向け経営改善事例集「環境視点が企業を変革する」 第１集 

・中小企業向け経営改善事例集「環境視点が企業を変革する」 第２集 

http://www.kanto.meti.go.jp/pickup/kankyoryoku/20130318keieikaizen_technic_jirei.html 

（関東経済産業局） 

 

○ グリーン経営推進マニュアル  http://www.green-m.jp/application/manual.html 

  （公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

○ トラック・バスのエコドライブテキスト（平成 27年 11月発行版） 

http://www.ecomo.or.jp/environment/ecodrive/ecodrive_text_truck.html 

  （公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

○ エコ通勤ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/ 

  （国土交通省） 

○ 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金など 国補助事業に関しては 

  環境共創イニシアチブホームページ https://sii.or.jp/ 

  

http://co2-portal.env.go.jp/
http://www.shoene-portal.jp/
http://tochi.mlit.go.jp/kankyo/index.html
http://funtoshare.env.go.jp/setsuden/
http://funtoshare.env.go.jp/akari/index.html
http://www.jlma.or.jp/shisetsu_renew/index.html
https://www.kdh.or.jp/safe/energy_savingbiz/
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/
http://www.kanto.meti.go.jp/pickup/kankyoryoku/20130318keieikaizen_technic_jirei.html
http://www.green-m.jp/application/manual.html
http://www.ecomo.or.jp/environment/ecodrive/ecodrive_text_truck.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/
https://sii.or.jp/
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参考リーフレット 

 

○ 儲けにつながる省エネ術（経済産業省 資源エネルギー庁 一般財団法人省エネルギーセンター） 

○ 省エネからはじめる経営力アップハンドブック（経済産業省関東経済産業局） 

○ 次世代自動車ってどんな車？（千葉県） 

○ 簡単！エコドライブ・テクニック（千葉県） 


