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環境基本計画をとりまく動向の調査 

 

1. 調査方法 
区の政策課題を把握するため、現行の豊島区環境基本計画（平成 26年に中間見直し）以降に

新たに策定された区の基本計画他、関連計画について調査を行った。また、国内外の環境分野

に関わる動向を把握するため、国や東京都の関連計画や関連資料をもとに、現時点における環

境行政や環境課題の特徴や傾向、環境技術の開発・導入状況などについて調査を行った。 

調査項目は以下の 5項目とし、調査対象は表 2のとおりとした。 

 

表 1 環境基本計画をとりまく動向調査の調査項目 

項目 

（1）豊島区の政策及び関連計画 

（2）環境に関わる世界の動向 

（3）国の関連政策 

（4）東京都の関連政策 

（5）環境技術の動向 

 

表 2 環境基本計画をとりまく動向調査の調査対象 

分類 計画・施策等 策定・施行年月等 

豊島区の政策

及び関連計画 

豊島区基本構想 平成 27年 3月改定 

豊島区基本計画 平成 28年 3月策定 

豊島区未来戦略推進プラン 2017 平成 29年 3月策定 

池袋駅周辺地域の特定都市再生緊急整備地域の指定 平成 27年 7月閣議決定 

第三次豊島区役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 平成 29年 3月策定 

第三次豊島区一般廃棄物処理基本計画 平成 26年 3月策定 

豊島区みどりの基本計画 平成 28年 3月見直し 

豊島区景観計画 平成 28年 3月策定 

豊島区都市づくりビジョン 平成 27年 3月策定 

豊島区住宅マスタープラン 平成 26年 3月策定 

環境に関わる

世界の動向 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5次評価統合報

告書 

平成 25年 9月～平成 26

年 11月公表 

持続可能な開発目標（SDGs） 平成 27年 9月採択 

パリ協定 
平成 27年 12月採択 

平成 28年 11月発効 
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分類 計画・施策等 策定・施行年月等 

国の関連政策 

第四次環境基本計画 

（第五次環境基本計画） 

平成 24年 4月策定 

（平成30年3~4月策定予

定） 

中央環境審議会意見具申 平成 26年 7月提案 

地球温暖化対策計画 平成 28年 5月策定 

エネルギー基本計画（第四次） 平成 26年 4月策定 

長期エネルギー需要見通し 平成 27年 7月策定 

エネルギー革新戦略 平成 28年 4月策定 

水素・燃料電池戦略ロードマップ 平成 28年 4月策定 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT） 平成 24年 7月開始 

電力システムに関する改革方針 平成 25年 4月策定 

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 7月施行 

気候変動の影響への適応計画 平成 27年 11月策定 

国土交通省気候変動適応計画 平成 27年 11月策定 

第三次循環型社会形成推進基本計画 平成 25年 5月策定 

水循環基本法 平成 26年 7月施行 

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 27年 4月施行 

PM2.5に関する総合的な取組（政策パッケージ） 平成 25年 12月策定 

生物多様性国家戦略 2012-2020 平成 24年 9月策定 

東京都の 
関連政策 

東京都環境基本計画 平成 28年 3月策定 

水素社会の実現に向けた取組 － 

東京都長期ビジョン 平成 26年 12月策定 

2020年の東京都計画 平成 23年 12月策定 

都民ファーストでつくる『新しい東京』 

～2020年に向けた実行プラン～ 
平成 28年 12月策定 

環境技術の 
動向 

・国による技術開発戦略 

・エネルギー分野の具体的な動向等 
－ 
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表 3 豊島区環境基本計画策定以降の主な動向 

年 ～平成24年
（2012） 

平成 25年 
（2013） 

平成 26年 
（2014） 

平成 27年 
（2015） 

平成 28年 
（2016） 

平成 29年 
（2017） 

平成 30年 
（2018）～

世
界 

       

日
本 

       

東
京
都 

       

豊
島
区 

        

 

 

持続可能な開発目標（SDGs）（H28～Ｈ43） 

パリ協定（H27採択、H28発効） 

第五次

地球温暖化対策計画（H28～H42）

エネルギー基本計画（第四次）（H26策定）

長期エネルギー需給見通し（H27策定） 

電力小売の全面自由化 

都市ガス小売の全面自由化

気候変動の影響への適応計画（H27～Ｈ36） 

フロン排出抑制法（H28施行） 

東京都環境基本計画 2016（H28策定）

水素社会の実
現に向けた東
京推進会議

水素社会の実
現に向けた東
京戦略会議

東京都長期ビジョン（H27策定）

豊島区役所地球温暖化対策
実行計画（H29～Ｈ35）

豊島区一般廃棄物処理基本計画（H26～Ｈ40） 

豊島区景観計画（H28策定） 

豊島区都市づくりビジョン（H27～Ｈ47） 

豊島区住宅マスタープラン（H26～Ｈ30）

エネルギー革新戦略（H28策定）

水素･燃料電池戦略ロードマップ（H26策定、H28改定） 

建築物省エネ法（H28施行）

第四次

豊島区環境基本計画2014-2018

第四次環境基本計画（H24～Ｈ29）

中央環境審議
会意見具申

IPCC（気候変動に関する政
府間パネル）第 5次評価統
合報告書の公表 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（H24開始）

第三次循環型社会形成推進基本計画（H25～Ｈ29）

生物多様性国家戦略 2012-2020 

2020 年の東京計画（H23～Ｈ32）

豊島区みどりの基本計画（H28～Ｈ32）

豊島区基本計画 2016-2025 

豊島区基本構想（H27改定）

都民ファーストでつくる『新しい東京』（H29～H32）

（前期 2009-2013） 

（前計画 2011-2015） 

（豊島区基本構想H15策定） 
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2. 調査結果 
2.1 豊島区の政策課題 

豊島区基本構想（H27年 3月改定） 

 21世紀の第 1四半世紀を構想の期間とし、豊島区のあるべき将来像とその実現のため

の総合的かつ計画的な地域づくりの方向を定めることを目的に、平成 15年 3月に策定

した。平成 27年には、「人口減少社会の到来と少子高齢化の進行」「安全・安心なまち

づくりへの意識の高まり」「国際化の進展と東京オリンピック・パラリンピックの開催」

といった、社会経済状況や区を取り巻く環境の変化を踏まえ、内容の見直しを行った。 

 豊島区のめざすべき将来像として、「未来へ ひびきあう 人 まち・としま」を掲げ、

以下の 4つの基本方針を示している。 

基本方針 1：あらゆる主体が参画しながら、まちづくりを実現していく 

基本方針 2：安心して住み続けられる、心のかよいあうみどりのまちを創出する 

基本方針 3：魅力と活力にあふれる、にぎわいのまちをめざす 

基本方針 4：伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまちをめざす 

 

 
出典）豊島区基本構想（平成 27年 3月改定）（豊島区） 

図 1 豊島区基本構想の 4つの基本方針 
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豊島区基本計画（平成 28年 3月策定） 

 平成 27年の「豊島区基本構想」の見直しを踏まえ、区の計画体系の最上位に位置する

区政運営の基本的指針として、「豊島区基本計画」を平成 28年 3月に策定した。  

 目指す都市像として、「国際アート・カルチャー都市」を掲げ、まち全体が舞台の誰も

が主役になれる「劇場都市」、生涯幸せに暮らせる「福祉健康増進都市」、学ばせたい

通わせたい「教育都市としま」の実現をとおして、持続発展できる都市をつくってい

くこととしている。 

 

 
出典）豊島区基本計画（2016‐2025）（豊島区） 

図 2 豊島区が目指す都市像「国際アート・カルチャー都市」 

 

 環境に関する地域づくりの方向として、「みどりのネットワークを形成する環境のまち」

を掲げ、以下の政策や施策を示している。 

 
出典）豊島区基本計画（2016‐2025）（豊島区） 

図 3 豊島区基本計画の施策体系（環境に関する部分を抜粋） 
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豊島区未来戦略推進プラン 2017（平成 29年 3月策定） 

 「豊島区基本計画」の実施計画、「都市経営」の戦略と「行政経営」の戦略という 3つ

の性格を合わせ持つもので、都市としての信頼（ブランド）を確かなものとし、誰も

が多様な文化を享受し合い、世界中の人々を魅了する賑わいあふれる国際アート・カ

ルチャー都市づくりを推し進めていくための戦略を定めるものである。 

 環境に関連する分野の施策では、「みどりの拠点拡大」、「地域美化の推進」、「3Rの推

進」を重点施策としている。 

 

表 4 豊島区未来戦略推進プラン 2017における環境に関連する施策及び事業 

施策 事業 

みどりの拠点拡大【重点施策】 【重点】 公園の改修及び再整備  

【重点】 造幣局跡地公園整備事業 

地域で取り組む緑被率の向上 

みどりのネットワークの形成 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業 

界わい緑化推進事業 

誕生記念樹配付事業 

池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業 

低炭素地域社会づくりの推進 エコ住宅普及促進事業 

エコ事業者普及促進事業 

クール・チョイス（COOL CHOICE）推進事業 

住民参加型再生可能エネルギー導入促進事業 

庁内地球温暖化対策事業 

自然との共生の推進 豊島区の生きもの情報共有事業 

環境教育・啓発事業 

地域美化の推進【重点施策】 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール 

喫煙所管理事業 

環境美化事業 

【重点】公園トイレ等改修事業 

都市公害の防止 化学物質の調査・適正管理 

３Ｒの推進【重点施策】 3R推進啓発事業 

資源回収事業 

集団回収事業 

安定的で適正なごみ処理の推進 廃棄物収集事業 

事業系ごみ適正処理推進事業 

出典）豊島区未来戦略推進プラン 2017（豊島区） 
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池袋駅周辺地域の特定都市再生緊急整備地域の指定（平成 27年 7月閣議決定） 

 都市再生特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域について、池袋駅周辺地域を

指定する政令が平成 27年 7月に閣議決定された。東京都内では、「東京都心・臨海地

域」「新宿駅周辺地域」「渋谷駅周辺地域」「品川駅・田町駅周辺地域」に次ぐ 5地域目

となった。 

 特定都市再生緊急整備地域の整備方針において、池袋駅及び周辺市街地の都市基盤の

再編と併せて、文化・芸術等の育成・創造・発信・交流等の機能の充実・強化を図る

とともに、魅力ある商業、業務機能等を集積し、国際アート・カルチャー都市を形成

することを目標としている。 

 

 
出典）豊島区HP 

図 4 池袋駅周辺地域の特定都市再生緊急整備地域の指定エリア 
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第三次豊島区役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（平成 29年 3月策定） 

 地方公共団体に策定が義務付けられている温室効果ガス排出の削減等の措置を目的と

し、自治体として一層環境に配慮した率先行動を行うための実行計画として、平成 21

年度に「豊島区役所環境配慮ガイドライン」を策定し、運用を行ってきた。平成 29

年 3 月には、第三次計画となる「豊島区役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」

を策定した。 

 豊島区の事務事業に伴う CO2排出量を、平成 35年度までに平成 27年度比で 19.3%以

上削減することを目標として設定している。 

 

 

出典）第三次豊島区役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編)（豊島区） 

図 5 豊島区の事務事業に伴う CO2排出量の削減目標 

 

第三次豊島区一般廃棄物処理基本計画（平成 26年 3月策定） 

 区では、国や東京都の計画や社会情勢の変化を踏まえ、平成 26年 3月に一般廃棄物処

理基本計画を改定した。 

 基本理念として、「3R の輪が広がる循環のまち」を掲げ、区民、事業者、区それぞれ

が高い意識を持ちながらごみ減量に取り組む仕組みを構築することとしている。 

 基本理念の実現に向けて、区民、事業者、区の 3 者で取り組む目標として、区で収集

するごみの「1 人一日あたりごみ量」と「資源化率」について、以下の目標を定めて

いる。 

 

出典）第三次豊島区一般廃棄物処理基本計画（豊島区） 

図 6 豊島区一般廃棄物処理基本計画の目標 
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豊島区みどりの基本計画（平成 28年 3月見直し） 

 区では平成 23年 3月に「豊島区みどりの基本計画」を策定し、みどりのまちづくりに

取り組んできた。少子高齢化の進展、地球温暖化対策、都市の防災性の確保、都市景

観のあり方、生物多様性の保全、市民参加によるまちづくりなど、都市のみどりに求

められるさまざまな要素を踏まえ、平成 28年 3月に計画の見直しを行った。 

 「都市にふさわしい質の高いみどり」「五感にうったえるみどりの空間」「自然と人間

の共生」を基本理念に掲げ、誰もが快適に過ごせる都市づくりを目指した緑化を推進

することとしている。 

 
出典）豊島区みどりの基本計画（豊島区） 

図 7 豊島区みどりの基本計画の体系 
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その他の関連計画 

表 5 その他の主な関連計画とその概要 

計画名 計画の目的、位置づけなど 

豊島区景観計画 

（H28.3） 

環境の変化や地域の特性を最大限に生かし、心地良い都市空間を

創出する目的とし、都市づくりビジョンの都市づくり方針を具体

化する基本計画。 

豊島区都市づくりビジョン 

（H27.3） 

都市づくりの基本理念と目標、それを実現するための都市整備方

針をとし、ハード整備と密接に関わるソフト施策を織り込んだ都

市づくりの総合的な指針を示した計画。 

豊島区住宅マスタープラン 

（H26.3） 

安全で、健康に暮らせる住宅をつくり、適切な住宅の質を確保で

きる目的とし、今後の住宅・住環境整備の基本的方向を定め、地

域特性に応じた住宅施策の展開を図るための計画。 
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表 6 豊島区主な関連計画の期間 

計画名 
策定 

年次 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

H30

～ 

豊島区基本構想 H15.3 

           

豊島区基本計画 H28.3 

           

豊島区環境基本計画 H21.3 

           

豊島区役所地球温暖化対策

実行計画 
H29.3 

 

 

          

豊島区景観計画 H28.3 

           

豊島区都市づくりビジョン H27.3 

           

豊島区一般廃棄物処理 

基本計画 
H12 

           

豊島区住宅マスタープラン H21.3 

           

豊島区みどりの基本計画 H23.3 

           

 

  

計画期間（21世紀の第 1四半世紀）(H27 改訂) 

策定 

（H21年度～H25年度（前期）） 

策定 

策定 

（H23年度～H32年度） 

（H26年度～H40年度（第三次）） 

（H21年度～H30年度（Ｈ26年度改定）） 

策定

策定

（Ｈ12年度～Ｈ20年度（第二次）） 

（H28年度～概ね 5年ごと見直し） 

（H27年度～H47年度（概ねH37年見直し））

改定

（H28年度～H 38 年度）

策定 
（H18年度～H27年度） 

（H21年度～H24年度） （H29年度～H35年度）

（H9年度～H20年度 ） 

見直し

（H26年度～H30年度（後期））

策定 策定
（H25年度～H28年度） 

改定

改定

「豊島区みどりと広場の基本計画」

（H13年度～H22年度） 

策定

見直し 
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2.2 環境に関わる世界の動向 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5次評価統合報告書（平成 25年 9月～平成

26年 11月公表） 

 温室効果ガス濃度の上昇により、地球の平均気温は、1880 年から 2012 年までの

約 130年間で 0.85℃上昇したと考えられる。 

 

 
※1：IPCC AR5 SYR SPM p.2, 25-26行目により作成 

出典）IPCC 第 5 次評価報告の概要 -統合報告書-（環境省） 

図 8 観測された世界平均地上気温（陸上+海上）の偏差（1850～2012年） 

 

 今世紀末までの世界平均気温の変化は 0.3～4.8℃の範囲に、海面水位の上昇は 0.26

～0.82mの範囲に入る可能性が高いと予測されている。 

 

 
出典）IPCC第 5次評価報告の概要 -統合報告書-（環境省） 

図 9 気温変化と海面水位変化の将来予測 
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持続可能な開発目標（SDGs）（平成 27年 9月採択） 

 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、平成 27年の

国連総会で採択された持続可能な開発のための 2030 アジェンダに掲げられた、

2016年から 2030年までの国際目標で、17の目標とそれらに付随する 169のター

ゲットから構成されており、環境・社会・経済の 3つの側面を統合的に解決する考

え方が強調されている。 

 SDGsでは、発展途上国への開発協力だけでなく、先進国も自らの国内における課

題への取組を強化し、国際社会全体として、将来にわたって持続可能な発展ができ

るよう、取り組んでいくことが必要とされている。 

 
出典）SDGs（持続可能な開発目標） 持続可能な開発のための 2030アジェンダHP（外務省） 

図 10 持続可能な開発目標（SDGs）の 17の目標 

 わが国の現状を踏まえ、政府は、日本における SDGs の実施指針を平成 28 年 12

月に決定し、2030アジェンダに掲げられている 5つのＰ（People（人間）、 Planet

（地球）、Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ））

に対応する日本の 8つの優先課題を掲げている。 

 環境面においては、エネルギー、気候変動対策、循環型社会、生物多様性、森林、

海洋等の環境保全など、幅広く取組を推進することとなっている。 

表 7 日本の 8つの優先課題 

People 
1 あらゆる人々の活躍の推進 
2 健康・長寿の達成 

Prosperity 
3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 
4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

Planet 
5 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会 
6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

Peace 7 平和と安全・安心社会の実現 
Partnership 8 SDGs実施推進の体制と手段 

出典）日本持続可能な開発目標（SDGs）実施指針（外務省） 
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パリ協定（平成 27年 12月採択、平成 28年 11月発効） 

 平成 9年に合意された、先進各国に法的拘束力のある排出削減目標を規定する「京

都議定書」の第二約束期間（2013 年～2020 年）の終了を見据え、「京都議定書」

に代わる新たな枠組みを構築するため、平成 27年にフランス・パリで行われた第

21回締約国会議（COP 21）において、2020年以降の新たな法的枠組みである「パ

リ協定」が採択された。「パリ協定」は、55か国かつ世界の温室効果ガス排出量の

55％以上の批准という二つの要件を満たし、平成 28 年 11 月 4 日に発効し、日本

も同年 11月 8日に批准した。 

 主な内容は以下のとおりである。 

・世界共通の長期目標として 2℃目標のみならず 1.5℃への言及 

・主要排出国を含むすべての国が削減目標を 5年ごとに提出・更新すること 

・途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組み 

・二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用を位置付けた 

・適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施 

・イノベーションの重要性が位置づけられたこと 

・5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組み 

・協定の発効要件に国数及び排出量を用いるとしたこと 

 

 
出典）COP21の成果と今後（環境省） 

図 11 パリ協定の特徴 
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2.3 国の関連政策 

2.3.1 環境全般 

環境基本計画 

 第四次環境基本計画（平成 24年 4月策定）では、「目指すべき持続可能な社会の姿」

の構成要素としてこれまでの低炭素・循環・自然共生の各政策分野の統合的達成に

加え、この前提となる基盤として「安全」の確保が加えられた。 

 
出典）第四次環境基本計画（環境省） 

図 12 第四次環境基本計画において目指すべき持続可能な社会の姿 

 

表 8 第四次環境基本計画における施策分野 

環境問題の各分野
に係る施策 

１．地球環境の保全 
２．生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組 
３．物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組 
４．水環境、土壌環境、地盤環境の保全に関する取組 
５．大気環境保全に関する取組 
６．包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組 

各種施策の基盤と
なる施策及び国際
的取組に係る施策 

１．経済・社会のグリーン化の推進 
２．技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等 
３．国際的取組に係る施策 
４．地域づくり・人づくりの推進  
５．環境情報の整備と提供・広報の充実 
６．環境影響評価等 
７．環境保健対策、公害紛争処理等、環境犯罪対策及び放射線による人の健康
へのリスクの管理 

出典）「第四次環境基本計画」（環境省） 
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 第五次環境基本計画（平成 30年 3月～4月策定予定）に向けた中間取りまとめが

2017（平成 29）年 8月に公表された。中間取りまとめでは、地球環境が直面する

課題、国際･国内情勢の変化や第四次計画の成果と課題を踏まえ、SDGsの考え方

を活用し、環境･経済･社会の統合的向上を具体化するための 6つの重点戦略（「持

続可能な経済社会の構築」、「国土のストックとしての価値の向上」、「多種多様な地

域循環共生圏形成による地域づくり」、「健康で心豊かな暮らしの実現」、「将来を支

える技術の開発・普及」、「国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と相互互

恵関係の構築」）が掲げられている。また、それらの戦略により、経済社会システ

ム、ライフスタイル、技術の「イノベーションを創出」するとともに、環境政策を

通じて、経済・社会的課題を「同時解決」するという方向性が示されている。 

 

 

出典）第五次環境基本計画 中間取りまとめの概要（環境省） 

図 13 環境・経済・社会の統合的向上の具体化のイメージ 
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中央環境審議会意見具申（平成 26年 7月提案） 

 平成 26年 7月、中央環境審議会は第四次環境基本計画の中心的な理念である「低

炭素・循環・自然共生政策の統合」の具体化について意見具申した。意見具申では、

今後の環境政策の方向性を示す 22世紀に向けたビジョンとして、低炭素・循環・

自然共生の各分野を、統合的に、より強力に進めていくため、新たな時代の持続可

能な「循環共生型社会」の構築が示された。 

 

 

 

出典）低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築（意見具申）（中央環境審議会） 

図 14 22世紀を見据えた新たなアプローチとしての「地域循環共生圏」のイメージ 

 



18 
 

2.3.2 エネルギー 

地球温暖化対策計画（平成 28年 5月策定） 

 平成 27年に開催された気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）に向けて

提出された「日本の約束草案」を経て、平成 28年 5月には、「地球温暖化対策計画」

が閣議決定され、2030年度に向けたわが国の温室効果ガス排出削減目標が「2013

年度比で 26%削減」と定められた。 

 

表 9 「地球温暖化対策計画」のエネルギー起源 CO2の各部門の排出量の目安 

 2005年度 

実績 

2013年度 

実績 

2030年度の 

排出量の目安 

エネルギー起源 CO2 1,219 1,235 927 

 産業部門 457 429 401 

 業務その他部門 239 279 168 

 家庭部門 180 201 122 

 運輸部門 240 225 163 

 エネルギー転換部門 104 101 73 

出典）地球温暖化対策計画（環境省） 

 
エネルギー基本計画（第四次）（平成 26年 4月策定） 

 平成 26年 4月に、「エネルギー基本計画」（第四次計画）が閣議決定され、エネル

ギーを巡る国内外の環境の大きな変化を踏まえ、新たなエネルギー政策の方向性が

示された。 

 「徹底した省エネルギー社会の実現とスマートで柔軟な消費活動の実現」、「再生可

能エネルギーの導入加速」、「安定供給と地球温暖化対策に貢献する水素等の新たな

二次エネルギー構造への変革」等の施策が示されている。 

 「建築物については、2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築

物の平均で ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現することを目指す」、

また、「住宅については、2020 年年までに標準的な新築住宅で、2030 年までに新

築住宅の平均で ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現を目指す」と

する政策目標が設定された。 
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長期エネルギー需給見通し（平成 27年 7月策定） 

 エネルギー基本計画の方針に基づき、平成 27年に、安全性、安定供給、経済効率

性及び環境適合について達成すべき政策目標を想定した上で、政策の基本的な方向

性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造

の見通しとして、長期エネルギー需給見通しが決定された。 

 2030 年度の一次エネルギー供給構造において、徹底した省エネの推進とエネルギ

ー効率の改善を行い、エネルギー自給率は 24.3％程度に改善するという見通しが

示された。また、発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合として、2030 年

度に 22～24％とすることが示された。 

 

出典）長期エネルギー需給見通し（経済産業省） 

図 15 2030年度のエネルギー需要及び一次エネルギー供給構造 

 
出典）長期エネルギー需給見通し（経済産業省） 

図 16 2030年度の電源構成 
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エネルギー革新戦略（平成 28年 4月策定） 

 平成 27年に策定された長期エネルギー需給見通しに基づくエネルギーミックスの

実現に向け、市場任せではなく総合的な政策措置が必要であるとし、関連制度の一

体的整備を行うことを目的に、平成 28年 4月に「エネルギー革新戦略」が策定さ

れた。 

 具体的施策として「徹底した省エネ」、「再エネの拡大」、「新たなエネルギーシステ

ムの構築」を掲げており、具体的には、全産業へのトップランナー制度の拡大と中

小企業・住宅・運輸における省エネ強化、再エネ導入に係る国民負担抑制と最大限

導入の両立、地産地消型エネルギーシステムの構築などを推進することとしている。 

 本戦略の実行により、2030年度には省エネや再エネ等のエネルギー関連投資 28兆

円、うち水素関連 1兆円の効果が期待されている。 

 

水素・燃料電池戦略ロードマップ（平成 28年 4月策定） 

 国は「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を平成 26 年 6 月に策定（平成 28 年 3

月に改定）し、水素エネルギー社会の構築を国策として進めていく方向性が示され

た。定置式燃料電池や燃料電池自動車（FCV）の普及拡大が予想される。 

 

 
 

出典）水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版（経済産業省） 

図 17 水素社会の実現に向けた対応の方向性 
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再生可能エネルギー固定価格買取制度（平成 24年 7月開始） 

 再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）が平成 24 年 7 月に開始され、太陽

光発電を中心に大幅な導入拡大が進み、FIT開始後 4年間で再生可能エネルギーの

導入量が 2.5倍となるなど、再生可能エネルギー導入の原動力となっている。 

 一方で、太陽光に偏った導入、国民負担の増大への懸念などに対応する必要が生じ

たことから、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制との両立を図る

ため、平成 29年 4月に改正 FIT法が施行され、新認定制度のもと、コスト効率的

な導入やリードタイムの長い電源の導入などが進められている。 

 

 
出典）改正 FIT法による制度改正について（資源エネルギー庁） 

図 18 再生可能エネルギー固定価格買取制度の見直し 

 

電力システムに関する改革方針（平成 25年 4月策定） 

 「電力システムに関する改革方針」が平成 25年 4月に閣議決定され、3段階の改

革により電気事業法改正案が成立した。 

 第 1段階として、平成 27年 4月に、電力広域的運営推進機関が設立された。第 2

段階として、平成 28年 4月より、電気の小売業への参入の全面自由化が開始され

た。また、第 3 段階として、平成 30～32 年までを目途に送配電部門の法的分離、

小売電気料金の規制の撤廃が実施される見通しとなっている。 

 都市ガスについては、平成 29年度より小売り自由化が実施した。 

 

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）（平成27年7月施行） 

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加して

いることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「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）」が平成27年7月に公布され、



22 
 

平成 28年 4月から段階的な施行が開始された。 

 ①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務の規制措置と、②省エネ基準に適合し

ている旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一

体的に講じるものとなっている。 

 

 

出典）建築物の消費エネルギー性能の向上に関する法律の概要（国土交通省） 

図 19 建築物の消費エネルギー性能の向上に関する法律の概要 

 

気候変動の影響への適応計画（平成 27年 11月策定） 

 気候変動による避けられない影響への適応を進めるための計画として、平成 27年

11月に「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定された。 

 適切なリスク管理の観点から気候変動の影響が最悪となるシナリオにおいても、被

害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な社会を構

築するための基本戦略を設定し、今後おおむね 10年間に政府として実施する適応

策を提示している。 
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出典）気候変動への適応計画（環境省） 

図 20 気候変動の影響への適応計画 概要 

 

国土交通省気候変動適応計画（平成 27年 11月策定） 

 国土交通省では、国土の保全をはじめ多様な分野を所管し、安全・安心な国土・地

域づくりにおいて大きな役割を担うことから、平成 27年 11月に国の「気候変動の

影響への適応計画」が閣議決定されたことをうけ、国土交通省が実施する適応策と

して「国土交通省気候変動適応計画」をとりまとめた。 

 現在生じている、あるいは将来生じうる気候変動の影響による被害を最小化する施

策を、様々な主体による適切な役割分担とできるだけ科学的な知見に基づいて適切

な時期に計画的に講じることにより、効果的・効率的に①国民の生命・財産を守り、

②社会・経済活動を支えるインフラやシステムの機能を継続的に確保するとともに、

③国民の生活の質の維持を図り、④生じうる状況の変化を適切に活用することを基

本的な理念として適応策を推進することとしている。 
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2.3.3 循環分野 

第三次循環型社会形成推進基本計画（平成 25年 5月策定） 

取り組むべき基本的方向として、「2R（リデュース、リユース）の取組がより進む社会

経済システムの構築」、「循環資源の高度利用と資源確保」、「循環型社会・低炭素社会・自

然共生社会づくりの統合的取組と地域循環圏の高度化」、「国際的取組」等が挙げられてい

る。 

 

 
出典）第三次循環型社会形成推進基本計画（環境省） 

図 21 第三次循環型社会形成推進基本計画における基本的方向
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2.3.4 生活環境分野 

水循環基本法（平成 26年 7月施行） 

 水循環に関する施策について、基本理念を定め、水循環に関する基本的な計画を策

定することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、健全な水循

環を維持するため、平成 26年 7月に「水循環基本法」が施行された。 

 これに基づき、平成 27年 7月に「水循環基本計画」が閣議決定され、今後 5年間

で実施する施策が定められた。 

 

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 27年 4月施行） 

 オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制のため、平成 13年に

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回

収・破壊法）」が制定され、平成 18 年の法改正を経て、業務用冷凍空調機器等から

のフロン類の回収が実施されてきた。しかし、特定フロンから代替フロンへの転換

が進むなかで、地球温暖化係数の高い代替フロンである HFCの使用が急増しており、

その規制が必要となっていることなどをうけ、フロン類の「使用の合理化」及び特

定製品に使用されるフロン類の「管理の適正化」を進めるため、平成 27年 4月に、

「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（フロン排出抑制法）」が

施行された。 

 

 

出典）フロン排出抑制法の概要（環境省） 

図 22 フロン排出抑制法の全体像 
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PM2.5に関する総合的な取組（政策パッケージ）（平成 25年 12月策定） 

 日本の大気環境は、法規制や排出抑制の取組により、二酸化硫黄（SO2）、二酸化窒

素（NO2）などの濃度は大きく改善してきている。一方で、PM2.5 については、環

境基準の達成率が低く、発生原因が多岐に渡ることや、平成 25年以降、中国におい

て PM2.5による深刻な大気汚染が発生し、日本でも一時的に濃度の上昇が観測され

たこと等により国民の関心が高まっていることから、その対策が求められている。

このような状況を受け、平成 25 年 12 月、国は、 PM2.5 対策に取り組む上での 3

つの目標を掲げ、政策パッケージとしてとりまとめている。 

 

出典）PM2.5に関する総合的な取組（政策パッケージ）（環境省） 

図 23 PM2.5に関する政策目標と取組事項 
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2.3.5 自然共生分野 

生物多様性国家戦略 2012-2020（平成 24年 9月策定） 

 「生物多様性国家戦略 2012-2020」は、平成 22年 10月に開催された生物多様性条

約第 10 回締約国会議（COP10）を受け、我が国の生物多様性に関する目標や戦略

を示すものとして、平成 24年 9月に閣議決定された。愛知目標の達成に向けた 13

の国別目標と 48の主要行動目標等を定めるとともに、2020年度までに重点的に取

り組むべき施策の方向性として「5つの基本戦略」が設定された。 

 

 
出典）生物多様性国家戦略 2012-2020（環境省） 

図 24 生物多様性国家戦略 2012-2020におけるポイント 
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2.4 東京都の関連政策 

2.4.1 環境政策 

東京都環境基本計画（平成 28年 3月策定） 

 東京都は平成 20年 3月に策定した環境基本計画以降の環境課題に対応するため、平

成 28年 3月に新たな「東京都環境基本計画 2016」を策定した。 

 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした持続可能な都市の実現とレガシー

としての継承などの方向性を提示している。 

 温室効果ガス排出削減目標については、平成 42 年（2030 年）までに温室効果ガス

排出量を平成 12年（2000年）比で 30%削減するという目標を定めた。 

 

 
出典）東京都「東京都環境基本計画（概要版）」 

図 25 東京都環境基本計画の概要 
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出典）東京都環境基本計画 2016（東京都） 

図 26 東京都環境基本計画 2016における新たな政策の柱 

  

表 10 「東京都環境基本計画 2016」のエネルギー起源 CO2の各部門の排出量の目安 

 2000年 2013年 

（速報値）

2030年 

（目安） 

部門別目標 

（2000年比） 

エネルギー起源 CO2 57.7 63.8 38.8  

 産業・業務部門 25.7 31.3 20.1 20％程度削減 

  産業部門 6.8 5.1 4.2  

  業務部門 18.9 26.2 16.0 （20％程度削減）

 家庭部門 14.3 20.8 11.1 20％程度削減 

 運輸部門 17.6 11.7 7.6 60％程度削減 

出典）東京都環境基本計画 2016（東京都） 



30 

水素社会の実現に向けた取組 

 東京都は、水素エネルギーの普及に向けた戦略の共有及び機運の醸成を図ることを

目的として、平成 26年度に「水素社会の実現に向けた東京戦略会議」を開催し、東

京 2020オリンピック・パラリンピックでの活用に向けた環境整備として、普及初期

である 2020年までと 2020年以降の普及拡大期を見据えた 5つの課題に対する政策

目標や具体的な取組を取りまとめた。 

 平成 27年度には「水素社会の実現に向けた東京推進会議」を開催し、燃料電池自動

車の導入促進等、水素社会の実現に向けた取組を進めている。 

 

 
出典）Tokyo水素エネルギーポータルサイト（東京都） 

図 27 水素の普及拡大に向けたロードマップ 
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2.4.2 関連政策 

東京都長期ビジョン（平成 26年 12月策定） 

 東京が目指す「世界一の都市・東京」を達成するための基本目標や政策目標、その

達成に向けた具体的な政策展開、3か年の実施計画などを定めた「東京都長期ビジョ

ン」が平成 26年に策定された。 

 「史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現」と「課題を解決し、将来にわ

たる東京の持続的発展の実現」を基本目標に掲げ、将来像を実現するための 8 つの

都市戦略と 25つの政策指針を示した。 

 

表 11 東京都長期ビジョンの 8つの都市戦略 

【基本目標Ⅰ】 
史上最高のオリ

ンピック・パラリ

ンピックの実現 

都市戦略 1  成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功 

都市戦略 2  高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現

都市戦略 3  日本人のこころと東京の魅力の発信 

【基本目標Ⅱ】  
課題を解決し、将

来にわたる東京

の持続的発展の

実現 

都市戦略 4  安全・安心な都市の実現 

都市戦略 5  福祉先進都市の実現 

都市戦略 6  世界をリードするグローバル都市の実現 

都市戦略 7  豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現

都市戦略 8  多摩・島しょの振興 
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2020年の東京計画（平成 23年 12月策定） 

 東京都は、2011 年 12 月、東日本大震災より明らかになった防災力の向上やエネル

ギー政策などの新たな課題に対処するため、「10 年後の東京」計画を改め、「2020

年の東京」計画を策定した。 

 低炭素で高効率な自立・分散型エネルギー社会の創出等を含む、8つの目標を掲げて

いる。 

 

 
出典）「2020年の東京」計画全体概要（東京都） 

図 28 「2020 年の東京」計画における 8つの目標 
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都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～（平成 28年 12

月策定） 

 東京都は、「都民ファースト」の視点に立ち、「セーフ シティ」「ダイバーシティ」

「スマート シティ」の 3つのシティを実現し、「新しい東京」をつくることを目的

とし、平成 29 年度から平成 32 年度までの 4 か年を計画期間とする実施計画を策

定した。 

 
出典）「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020年に向けた実行プラン～」概要版（東京都） 

図 29 「新しい東京」が掲げる 3つのシティ 

 

図 30 3つのシティと政策の柱 
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2.5 環境技術の動向 

国による技術開発戦略 

 低炭素分野においては技術革新が活発であり、国では短中期（2030 年頃まで）と

中長期（2050 年頃まで）の技術革新の道筋を示している。短中期では、次世代自

動車（電気自動車、燃料電池自動車）、エネルギーマネジメントシステム（HEMS

／BEMS／CEMS）、省エネ住宅・ビル、燃料電池などの技術が本格的に普及する

としている。 

 

 

 

出典）環境省「平成 26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」 

図 31 環境エネルギー技術革新計画における環境技術の開発・普及への道筋 

 

  



35 
 

エネルギー分野の具体的な動向等 

1) 太陽光発電 

 住宅用太陽光発電導入件数は、年々増加している。特に 2009（平成 21）年度以降

の増加が著しい。 

 
出典）（一財）太陽光発電協会「JPEA PV OUTLOOK 2030 2030年に向けた確かな歩み」 

図 32 全国の住宅用太陽光発電導入件数（累計） 

 

2) コージェネレーション 

 コージェネレーションの累計導入台数は、上昇傾向が続いている。 

 

出典）（一財）コージェネレーション・エネルギー高度利用センターHP 

図 33 国内のコージェネレーション累積導入台数（設置・撤去を加減した正味値） 
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3) 家庭用燃料電池 

 家庭用燃料電池は、2015（平成 27）年 5月末時点で約 12.5万台が普及した。 

 平均販売価格は（設置工事費込み）は約 145万円、投資回収期間は約 18年である。 

 水素・燃料電池ロードマップにおける目標は、早期に市場を自立化し、2020 年に

140万台、2030 年に 530 万台を普及させることとなっている。また負担額（設置

工事費込み）については、2020年に 7、8 年で投資回収可能な金額を、2030 年に

5 年で投資回収可能な金額を目指すこととしている。 

 
出典）資源エネルギー庁「ロードマップの進捗状況」 

図 34 全国の家庭用燃料電池の普及台数と販売価格 
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4) 水素ステーション 

 我が国では、2013年度から商用の水素ステーションの整備が開始され、2015年度

（平成 27年度）末までに約 80 箇所が開所した。 

 2015 年度末時点の水素ステーション箇所数を 2020 年度までに倍増（160 箇所程

度）させ、2025 年度までにさらに倍増（320 箇所程度）させる目標である。 

 

 
出典）資源エネルギー庁「水素･燃料電池戦略ロードマップ改訂版」 

図 35 全国の水素ステーション整備状況（2015年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

  


