
 

 

 

Ⅳ 産業・エネルギー対策 

- 99 -





○　施策の体系（令和４年１０月７日現在）

　産業・エネルギー対策

南大沢地区における再エネ由来水素を活用したＶＰＰモデル事業

島しょ地域における再生可能エネルギーの利用拡大

・地中熱利用の普及促進

地産地消型再エネ増強プロジェクト

新エネルギー東京イニシアティブ

系統用大規模蓄電池導入促進事業

再エネの安定運用に向けた島しょでの検討

・島しょでの再エネ100%運用を目指した取組

未利用エネルギーの普及

再生可能エネルギーの
推進

再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業

都有施設の再エネ100%化につながる島しょ地域における太陽光発電設備等導入事業

グリーン水素の製造とサプライチェーンの構築事業

グリーン水素の活用事業

水素社会実現に向けたＮＥＤＯとの連携事業

水素社会実現に向けた燃料電池ごみ収集車運用事業

水素社会実現に向けた普及促進

企業・団体との連携による水素エネルギー促進事業

・福島県産ＣＯ２フリー水素の利用

水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業

水素利活用促進事業 再生可能エネルギー由来水素利活用促進事業

・再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業

ＺＥＶ普及のための大規模イベントの調査・検討

空白地解消に向けた水素ステーション整備事業

ガソリンスタンド等における水素ステーション導入に向けた支援事業

ビル等への充放電設備(Ｖ２Ｂ)導入促進事業

水素ステーション設備等導入促進事業

・燃料電池フォークリフト導入促進事業

充電設備導入促進事業

・ＥＶバイク等利活用促進事業

・ＺＥＶトラック早期実装化事業

・ＺＥＶ活用による島しょ地域防災力向上事業

・カーシェア等ＺＥＶ化促進事業

・燃料電池バス導入促進事業

・ＥＶバス導入促進事業

ＺＥＶ普及促進事業 ＺＥＶ等導入促進事業

・ＺＥＶ導入促進事業

・スマートエネルギーネットワーク構築事業

企業の節電マネジメント（デマンドレスポンス）事業

環境エネルギー政策の
推進

スマートエネルギー都市推進事業

・スマートエネルギーエリア形成推進事業

・地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業

・中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業

・環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業

・中小ガソリンスタンドへの水素ステーション導入に向けた支援事業

産業・エネルギー
政策の推進

ＨＴＴ推進に向けた普及啓発・機運醸成事業

・中小テナントビル省エネ促進事業（グリーンリース普及促進事業）

バイオ燃料導入促進事業

地球温暖化対策の
推進

中小規模事業所対策の推進

・中小規模事業所における地球温暖化対策の推進

都内事業者向けＨＴＴ実践推進ナビゲーター事業

新エネルギー推進に係る技術開発支援事業
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第１ 産業・エネルギー政策の推進 

 

ロシア・ウクライナ情勢などによる世界的なエネルギー危機の長期化により、東京の産業活動の

基盤であるエネルギーの安定供給への不安が顕在化している状況にある。 

このため、都は、電力を「Ⓗ減らす、Ⓣ創る、Ⓣ蓄める」ＨＴＴの取組等を通じ、当面の電力需

給ひっ迫といったエネルギー危機を乗り越えるとともに、その先の「脱炭素社会」の実現を目指し、

取組を加速している。 

「脱炭素社会」に向け、エネルギー対策をより実効性のあるものにしていくためには、環境政策

の視点に加え、世界的なエネルギー需給や脱炭素の動向を踏まえた企業経営への支援や革新的なイ

ノベーションの創出など、産業政策の視点を併せ持った施策を、大企業を含む多様な主体と連携し

ながら展開していくことが必要である。 

そこで、大企業の知見・リソース等を活用した技術開発や導入支援等を通じ、中小事業者の支援

に繋がる新たな事業領域・分野を創出することにより、成長産業分野やエネルギー分野などの多様

な領域における社会課題の解決につなげていく。 

また、国、事業者、経済団体などと連携し、ＨＴＴの推進に繋がる取組を広く社会に普及させる

ことを目指す。 

 

１ ＨＴＴ推進に向けた普及啓発・機運醸成事業（計画課） 

今冬の電力需給の厳しい状況を見据え、経済団体等と連携してＨＴＴ推進に向けた先進的事例

となる取組の情報発信を行うことで、事業者及び都民への普及啓発を行う。  

(1) ＨＴＴ推進シンポジウムの実施 

ＨＴＴ推進に向けた取組の優良事例を広く周知するためのシンポジウムを開催する。 

(2) ＨＴＴ推進に向けた優良取組事例の普及啓発 

  夏のＨＴＴ推進期間（7/1～9/30）において、節電や省エネの優良事例に取り組む事業者の

ＰＲ動画を制作し、広く普及啓発を行う。 

(3) イベントを活用したＨＴＴ推進に向けた取組のＰＲ 

  局内で実施するイベント等でブースを出展し、パネル展示やチラシ配布等を通じ、ＨＴＴ推

進に向けた取組のＰＲを行う。 

 

２ 都内事業者向けＨＴＴ実践推進ナビゲーター事業（計画課） 

  脱炭素化・省エネルギーなどの取組に興味のある潜在的関心層を掘り起こし、個々の事業者に

適したＨＴＴの取組を促すため、ＨＴＴ実践推進ナビゲーターによる都の支援策の周知やセミナー

を実施する。 

(1) ＨＴＴ実践推進ナビゲーター 

  都内事業者に対し、メール・電話等により、ＨＴＴの取組を周知し、その機会を通じて、 

 脱炭素化・省エネルギーなどの取組について潜在的なニーズを有する事業者を掘り起こす 

 とともに、当該企業への訪問を実施し、必要に応じ、ＨＴＴ関連の支援策につなぐ。 
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(2) ＨＴＴ実践推進セミナー  

   ＨＴＴ実践推進ナビゲーターによる事業者へのアウトリーチ型の掘り起こしと組み合わせ、 

  効果的にＨＴＴの取組を周知するため、ＨＴＴ・ゼロエミッション推進協議会などにおいて、 

  普及を進めている省エネルギーに向けた対策を要請するとともに、ＨＴＴ関連の支援策の利用 

  向上につなげるためのセミナーを実施する。 

 

３ バイオ燃料導入促進事業（計画課） 

 環境負荷の少ないバイオ燃料の普及拡大と都民のＨＴＴ・ゼロエミッション推進に関する意 

識の向上に向け、車両等のバイオ燃料活用フィールドの提供や必要な経費負担を行い、多様な 

広報手段によるＰＲを実施する。 

 

４ 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業（新エネルギー推進課） 

2030年のカーボンハーフや 2050年のゼロエミッション東京の実現に寄与するため、新エネ

ルギーの技術開発及び新エネルギーの利活用・普及に資する製品・サービスの開発・実証・実

装化に対して、必要な経費を支援する。 

 

図表 1-1 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業の補助内容等 

補助対象 補助額等 条件 

新エネルギーの技術開

発等に必要な経費 

補助限度額 30億円 

※６億円を下回る事業は対象外 

補助率 ３分の２ 

○大企業を中心とするコン

ソーシアム（都内中小企

業１社以上含む。）等が

実施すること 

○実証実験場所は原則都内

とすること  等 
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第２ 地球温暖化対策の推進 

 

都は、2050 年「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、2030年までの行動を加速・強化する

ため、都内温室効果ガス排出量を 2030 年までに 50%削減(2000 年比)する 「2030 年カーボンハー

フ」を目指している。 

さらに、ウクライナ・ロシア情勢の影響による世界的なエネルギー危機において、脱炭素化に向

けた取組、とりわけ事業活動におけるエネルギーの効率的利用（省エネルギー）が喫緊の課題となっ

ている。 

都内には、約 63万の中小規模事業所（燃料、熱及び電気の使用量を原油に換算して年間 1,500kL

未満となる事業所又は事業所内に設置する事務所、営業所等）があり、都における業務・産業部門

の約６割のＣＯ２を排出している。 

都は、これら中小規模事業所に対し、省エネルギー診断や省エネルギー研修会、助成事業などを

実施し、中小規模事業所の省エネルギー対策を推進している。 

 

中小規模事業所対策の推進（事業者エネルギー推進課） 

(1)  中小規模事業所における地球温暖化対策の推進 

都は、中小規模事業所の省エネルギー対策を推進するため、中小規模事業所や家庭におけ

る地球温暖化対策の拠点である東京都地球温暖化防止活動推進センターと連携し、個々の事

業所の実態に即した無料の「省エネルギー診断」や、対策の基本から実践的な知識を学べる

「省エネルギー研修会」のほか、省エネルギー相談窓口、業種別省エネルギー研修会、地球

温暖化対策ビジネス事業者登録紹介制度などの各種支援策を実施している。 

また、地球温暖化対策報告書（環境局所管）を提出した中小企業者が、都で指定した機器

を導入した場合、法人（個人）事業税の減免を受けられる中小企業者向け省エネ促進税制を

実施している。対象機器である、照明設備、空調設備、ボイラー設備類、再生可能エネルギー

設備の各機器について、メーカー及び機器型番を指定し、ホームページにより対象機器を検

索できる仕組みになっている。 

 

(2)  中小テナントビル省エネ促進事業（グリーンリース普及促進事業） 

ア グリーンリース普及促進事業 

都内のＣＯ２排出量において相当割合を占める中小テナントビルで省エネを進めるため

には、ビルオーナーとテナントが協働し、電気料金等の削減メリットを両者が享受し合う

こと等を約束し、設備の省エネ改修等に取り組む「グリーンリース」が有効である。都は、

グリーンリースの実例や手順を分かりやすく説明した「グリーンリース実践の手引」を作

成し、普及を図っている。 

 

イ 省エネ対策の診断ツールの提供 

都は、省エネ改修効果を容易に予測できる「省エネ改修効果診断ツール」をホームペー
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ジに掲載し提供している。 

また、設備の運用方法を改善するチューニングや設備改修時に必要な設備容量とするダ

ウンサイジングによる設備の最適化を促進するため、「設備の最適化のススメ」の冊子や、

事業者が容易に実施可能なチューニング対策を発見し、削減効果を算定できる「チューニ

ング対策簡易診断ツール」をホームページに掲載し提供している。 

 

(3)  地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業 

中小規模事業所のＣＯ２削減に向けては、経営改善に向けた取組の中に「経営効率化に繋

がる省エネ」を中小企業者等へ提案することが効果的であると考えられる。そのためには、

中小企業者等と経営上の接点を多く有する経営支援団体と連携したアプローチを強化する

ことが重要である。 

そこで、地域金融機関その他の経営支援団体との連携を強化し、中小企業者等に「省エ

ネが経営効率化にもつながること」への気付きを促すとともに、省エネ対策サポート事業

者を通じた省エネコンサルティングを実施することで、具体的な省エネ行動の実践につな

げる事業を実施している。あわせて、省エネコンサルティングを受けた中小企業者等が実

践する運用改善に要する費用の一部を助成する事業も行っている。 

 

図表2-1 地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業のスキーム図 

 

 

(4)  中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 

コロナ禍において、密閉空間を避けるための換気が求められており、空調の効率低下等に

よるエネルギー消費量の増加が見込まれる。こうした中にあっても、脱炭素社会の実現に向

けては、エネルギー消費量とＣＯ２排出量の増加を抑制する取組が必要である。 

そのため、都内で中小規模事業所を所有又は使用する中小企業者に対し、換気の確保と、

エネルギー消費量及びＣＯ₂排出量の増加抑制を両立できるよう高効率な換気設備と空調設備

の導入に対する補助を行っている。 

中小企業者等

・本事業活用の働きかけ

・省エネ対策サポート

事業者の紹介

連携構築

助成①
（省エネコンサルティング）

東
京
都

省エネ対策サポート

事業者
（地球温暖化対策

ビジネス事業者）

経営支援団体
（地域金融機関、
その他）

省エネコンサル

ティング【無料】

本事業の利用拡大に

向けた働きかけ、連携支援

助成②
（運用改善の実践支援）

経営支援（省エネ＝コスト削減による経営効率化）
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図表2-2 中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業の補助対象等 

補助対象設備 ※設備ごとに対象となる要件あり 

１ 換気設備【必須】（更新・増設・新設を対象） 

(1)高効率換気設備 (2)熱交換型換気設備 (3)換気・空調一体型設備 

２ 高効率空調設備（更新のみ対象）※更新による省エネ化が見込まれることが必要 

(1)電気式パッケージ形空調機 (2)ガスヒートポンプ式空調機 (3)中央熱源式空調機 

(4)ルームエアコン 

補助対象者 補助率 要件 

１ 中小企業者等 

２ 上記と共同で事業を

実施するリース事業者

又はESCO事業者 

〇以下の経費の３分の２ 

設計費、設備費、工事

費、処分費 

（上限額1,000万円） 

○地球温暖化対策報告書を提出すること 

○都内の中小規模事業所に換気設備を導

入すること 

○必要換気量を確保すること など 

 

(5)  環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業 

都民の暮らしを支えるエネルギー供給拠点であるガソリンスタンドを環境配慮型のマルチエ

ネルギーステーションへ転換していくため、省エネルギー設備の導入支援を実施する。 

そのため、都内の事業者に専門家を派遣し、省エネ設備等への更新提案などを実施する。あ

わせて、専門家派遣を受けた事業者を対象に、省エネ設備の導入に対する補助を行う。 

 

図表 2-3 環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業の 

      補助対象等 

補助対象者 補助額 条件 

〇中小企業者等 〇省エネ設備の導入に要す

る経費の３分の２ 

（上限額2,500万円） 

○専門家派遣における更新提案等に基づ

き、省エネ設備（洗車機・空調・LED照

明等）を導入すること など 
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第３ 環境エネルギー政策の推進 

 

「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、再生可能エネルギーの出力変動を補完する調整電源

として期待されるコージェネレーションを地域での最適なエネルギーマネジメントにより有効活用

することで、低炭素・快適性・防災力を同時に実現するスマートエネルギーネットワークの構築を

推進する。 

また、電力需給ひっ迫時等の状況を踏まえ、電気事業者が行うデマンドレスポンスの取組を推進

するとともに、デマンドレスポンスの取組を通して企業等の需要家における行動変容を促す。 

 

１ スマートエネルギー都市推進事業（事業者エネルギー推進課） 

(1) スマートエネルギーエリア形成推進事業 

低炭素・快適性・防災力を同時に実現するスマートエネルギーエリア（スマートエネルギー

都市を構成する街区）の形成を推進するため、コージェネレーションシステム及び熱電融通

インフラ（送電線、熱導管等）に対する補助を行う。申請期間は、平成 27年度から令和元

年度まで（補助期間は令和４年度まで）。 

 

図表 3-1 スマートエネルギーエリア形成推進事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

コージェネレーションシ

ステム及び熱電融通イン

フラ(送電線、熱導管等) 

面的融通の場合 

・コージェネレーションシステ

ム ２分の１（上限４億円） 

・熱電融通インフラ ２分の１ 

 （上限１億円） 

ビル単体の場合 

・コージェネレーションシステ

ム ４分の１（上限１億円）  

○デマンドレスポンスの実行

を可能にすること 

○一時滞在施設を整備し、無

線ＬＡＮの使用を可能にす

ること 

○再生可能エネルギー機器、

電気自動車用急速充電器、

燃料電池車のいずれかを導

入すること 等 

 

(2) スマートエネルギーネットワーク構築事業 

ゼロエミッション東京の実現に向け、低炭素・快適性・防災力の向上に加え、再生可能エ

ネルギーの出力変動を補完する調整電源として期待されるコージェネレーションをエリアで

有効活用するため、コージェネレーションシステム及び熱電融通インフラ（送電線、熱導管

等）に対する補助を行う。申請期間は、令和２年度から令和６年度まで（補助期間は令和８

年度まで）。 
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図表 3-2 スマートエネルギーネットワーク構築事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

コージェネレーション

システム※及び熱電融

通インフラ（送電線、熱

導管等） 

 

※熱電融通インフラを

整備する場合のみ 

 

 

 

再エネ開発を行う場合 

・コージェネレーションシステム 

２分の１(上限４億円) 

・熱電融通インフラ ２分の１

(上限１億円) 

  

再エネ開発を行わない場合 

・コージェネレーションシステム 

３分の１(上限３億円) 

・熱電融通インフラ ３分の１

(上限 0.8億円) 

〇デマンドレスポンスの実行

を可能にすること 

〇一時滞在施設を整備し、無

線ＬＡＮの使用を可能にす

ること 

〇再生可能エネルギー機器、

電気自動車用急速充電器、

燃料電池車、蓄電池のいずれ

かを導入すること 等 

 

 

２ 企業の節電マネジメント（デマンドレスポンス）事業 

（事業者エネルギー推進課） 

電力需給ひっ迫等の際、節電行動に加えて電力の使用時間帯をシフトするデマンドレスポ

ンスの行動を、小売電気事業者等のシステムを介して都内の企業に浸透させることを目的と

し、小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電要請を行い、節電に応じた企業等の需

要家にインセンティブを付与する取組及びそのシステム構築等に対する補助を実施する。 

また、より効果的にデマンドレスポンスを実施するために、小売電気事業者等が都内の事

業所にエネルギーマネジメントシステムを導入することに対し補助を実施する。申請期間は

令和４年度から令和６年度まで（補助期間は令和７年度まで）。 

 

図表 3-3 企業の節電マネジメント（デマンドレスポンス）事業の補助対象等 

区分 補助対象経費・補助額 条件 

節電行動に資するデマ

ンドレスポンスの実施 

・システム構築等 10 分の

10(上限 2,500万円) 

・システム保守等 ２分の１(上

限 3,600万円） 

・インセンティブ付与 10 分の

10(上限年間 20万円／件) 

〇節電要請に基づき電力使用

量を一定割合削減すること 

等 

エネルギーマネジメン

トの実施 

・エネマネ基盤整備 ５分の４

（上限 80万円） 

〇節電要請に基づき電力使用

量を一定割合削減すること 

等 
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第４ ＺＥＶ普及促進事業 

 

都は、ゼロエミッション東京の実現を目指した取組を進めており、自動車についても、走行時に 

ＣＯ２を排出しないゼロエミッションビークル（以下「ＺＥＶ」という。）の普及が重要である。

平成 30 年５月に開催した国際会議「きれいな空と都市 東京フォーラム」において知事は、令和

12（2030）年の都内の乗用車新車販売に占めるＺＥＶの割合を 50％まで高めるとの目標を掲げた。 

さらに都は、令和元年 12月の「ゼロエミッション東京戦略」及びその個別プログラムである「Ｚ

ＥＶ普及プログラム」において、上記の目標に加えて、令和 12（2030）年までに小型路線バスの新

車販売原則ＺＥＶ化、ゼロエミッションバスの導入 300台以上、公共用急速充電器 1,000 基、水素

ステーションの整備 150か所とする目標を掲げ、続いて令和３年３月の「ゼロエミッション東京戦

略 2020 Update & Report」においては、都内で新車販売される乗用車を令和 12（2030）年までに、

二輪車を令和 17（2035）年までに 100％非ガソリン化する目標を掲げた。 

これらの目標の達成に向け、ＺＥＶの普及を加速させるための施策等を進めていく。 

同時に、再生可能エネルギーを活用した充電設備の普及やＺＥＶ等を活用した非常時の電力供給

を推進するなど、安定した電力確保や事業者の持続可能な経営に資する支援に取り組む。 

なお、水素エネルギーに関する目標は、第５「水素利活用促進事業」において掲載する。 

 

１ ＺＥＶ等導入促進事業    （新エネルギー推進課・事業者エネルギー推進課） 

（一部は環境局所管） 

(1)  ＺＥＶ導入促進事業 

ア 電気自動車・電動バイク等の普及促進 

都内に事業所等を有する法人又は個人に対して、電気自動車、プラグインハイブリッド

自動車、外部給電器及び電動バイクの購入補助を行う。 

 

図表 4-1 電気自動車・電動バイク等の普及促進事業の補助対象等  

補助対象 補助額 条件 

電気自動車 個人：45 万円 事業者：37 万５千円 補助対象自動車の使用の

本拠が都内にあること 等 再エネ 100％電力メニュー契約時 

個人：60 万円 事業者：50 万円 

太陽光発電システム設置時 

個人：75 万円 事業者：62.5 万円 

プラグインハイブリッ

ド自動車 

個人：45 万円 事業者：30 万円 

再エネ電力導入時 

個人：60 万円 事業者：40 万円 

電気自動車・プラグイ

ンハイブリッド自動車

用外部給電器 

購入額の２分の１（上限額 40 万

円） 
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電動バイク ガソリン車両との価格差から国の補

助金を除いた額（上限額：車種によ

り 18万円又は 48万円） 

 

イ  燃料電池自動車等の導入促進 

都内に事業所等を有する法人、個人又は区市町村に対して、燃料電池自動車及び外部給電

器の購入補助を行う。 

 

図表 4-2 燃料電池自動車等の導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

燃料電池自動車 個人、事業者、区市町村：110 万円 補助対象自動車の使用の本

拠が都内にあること 等 再エネ電力導入する場合 

個人、事業者、区市町村：135 万円 

燃料電池自動車用外部

給電器 

個人、事業者、区市町村： 

購入額の２分の１（上限額 40 万

円） 

燃料電池自動車の所有者で

あり、主に都内で使用され

ること 等 

 

(2)  燃料電池バス導入促進事業 

バス事業者等に対して、燃料電池バスの購入及び燃料費の補助を行う。 

 

図表 4-3 燃料電池バス導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

燃料電池バス 助成対象経費から国等の補助金と

2,000 万円を差し引いた額 

(上限額 5,000 万円) 

【導入台数に応じた補助】 

導入台数に応じて上乗せ（上限額 

2,000 万円） 

【水素ステーションと連動した補

助】 

新たに導入する燃料電池バスの自己

負担分が概ねゼロになるよう上乗せ

（上限額 2,000 万円） 

使用の本拠が都内にあること 

等 

 

【導入台数に応じた補助】 

５年以内に５台以上導入する

計画書を提出した場合 

【水素ステーションと連動し

た補助】 

バス事業者が営業所等に水素

ステーションの整備（誘致）を

図り、一般の燃料電池自動車

も受け入れる場合 

燃料費 水素と軽油の燃料価格差の２分の

１ 

令和３年度以降に導入した燃

料電池バスの燃料であること

等 

 

(3)  ＥＶバス導入促進事業 

バス事業者又は区市町村に対して、電気バス（ＥＶバス）の購入補助を行う。 

 

- 110 -



 

図表 4-4 電気バスの導入促進事業の補助対象等  

補助対象 補助額 条件 

電気バス（ＥＶバス） 車両本体価格の３分の１ 

(上限額：1,660 万円) 

使用の本拠が都内にあるこ

と 等 

 

(4)  ＺＥＶ活用による島しょ地域防災力向上事業 

島しょ地域（都と協定を締結した町村に限る。）において、災害時の給電等に可能な限り   

協力する事業者・個人・町村に対して、ＺＥＶ中古車の購入補助を行う。 

 

図表 4-5 ＺＥＶ活用による島しょ地域防災力向上事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

ＺＥＶ中古車 上限額 30 万円 使用の本拠が都と協定を締結

した町村内にあること 等 

 

(5)  カーシェア等ＺＥＶ化促進事業 

カーシェアリング事業者やレンタカー事業者に対して、事業に供する電気自動車・プラグ

インハイブリッド自動車・燃料電池自動車の購入補助を行う。 

 

図表 4-6 カーシェア等ＺＥＶ化促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

電気自動車 

プラグインハイブリッ

ド自動車 

60 万円 使用の本拠が都内にあり、カー

シェアリング又はレンタカー

事業用車両であること 等 

燃料電池自動車 200 万円 

 

(6)  ＥＶバイク等利活用促進事業 

ＥＶバイクの新たな利活用を促進する先駆的取組を公募し、需給両面からバイクの非ガソ

リン化に向けた取組を共同で実施する。 

 

(7)  ＺＥＶトラック早期実装化事業 

商用燃料電池モビリティの実装化に向け、燃料電池トラックを導入する事業者等に対して、

補助を行う。 

 

図表 4-7 ＺＥＶトラック早期実装化事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

燃料電池トラック 上限額：1,300 万円 使用の本拠が都内にあるこ

と 等 
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(8)  燃料電池フォークリフト導入促進事業 

燃料電池フォークリフトの導入拡大に向け、現場での利用調査を含む導入促進調査を実施

し、本格的導入拡大に向けた施策を推進する。 

  

２ 充電設備導入促進事業                （新エネルギー推進課） 

（一部は環境局所管） 

  充電設備の所有者に対して、都内に設置する充電設備の設置及び運営に係る経費の補助を行

う。 

 

図表 4-8 充電設備導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

非公共用充電（集合住

宅、事務所・工場等）、

公共用充電（商業施設・

宿泊施設等） 

【設備購入費】 

国の補助金交付額と合わせて 10 分の

10（機器によって上限額あり。一部都

単独で 10 分の 10） 

【工事費】 

設置工事費から国補助額を除いた額 

上限額： 

普通充電設備 (充電用ｺﾝｾﾝﾄ以外 ) 

81 万円(１基目)、40 万円(２基目以降) 

 充電用ｺﾝｾﾝﾄ 60万円(１基目)、30万

円(２基目以降) 

急速充電設備 合計出力１kW 当た

り６万円を乗じた額または 1 基あたり

309 万円のいずれか低い方 

超急速充電設備 500 万円 

【受変電設備改修費】 

新設する充電器の合計出力が 50kW 以

上になる場合 受変電設備における設

備購入費及び設置工事費 

（上限額：435 万円） 

【運営費(公共用超急速・急速充電設備

のみが対象で設置から３年間を対象)】 

維持管理費 ：上限額 40 万円／年 

電気基本料金：上限額 

 60 万円／年(急速)、 

110 万円／年(超急速) 

都内に設置され、国の補助

事業の対象となっている機

器を導入すること 等 

 

 

３ ビル等への充放電設備(Ｖ２Ｂ)導入促進事業（新エネルギー推進課） 

  充放電設備の所有者に対して、電力ひっ迫時や非常時に備えるため、ＺＥＶから建物に放電し

ピークカットを行うこともできる充放電設備の設置及び運営に係る経費の補助を行う。 
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   図表 4-9 ビル等への充放電設備(Ｖ２Ｂ)導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

ビル等への充放電設備

（Ｖ２Ｂ）及びエネル

ギーマネジメントシス

テム 

【設備購入費】 

設備購入費から国の補助金交付額を除

いた額 

上限額：250 万円（Ｖ２Ｂ） 

    30 万円（エネルギーマネジメ

ントシステム） 

【工事費】 

設置工事費から国補助額を除いた額 

上限額：125 万円  

【補助率】 

Ｖ２Ｂ導入台数１台：補助率２分の１ 

Ｖ２Ｂ導入台数２台：補助率４分の３ 

Ｖ２Ｂ導入台数３台：補助率 10分の 10 

 

都内に設置されること 等 

 

 

４ 水素ステーション設備等導入促進事業（新エネルギー推進課） 

  水素ステーションの整備又は運営をする事業者に対して、水素ステーションの整備費及び運営

費の補助を行う。 

 

図表 4-10 水素ステーション設備等導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

整備費 【定置式】 

国と都の補助を合わせて整備費用の 

５分の４（中小企業は全額補助） 

（モデルケース：オフサイト液水１レー

ンの場合 都補助上限額 １億 7,400

万円、中小企業の都補助上限額 ２億

9,000 万円）（50N㎥/h未満の小型ス

テーションを含む。） 

【燃料電池バス対応】 

 国と都の補助を合わせて全額補助 

（国と都補助を合わせた上限額 10億

円） 

【増設・改修】 

燃料電池バス対応に必要な費用の５分

の４（中小企業は全額補助）（上限額 

４億円） 

【障壁】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額

補助）（上限額 3,000 万円） 

【次世代キャノピー】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額

補助）（上限額 １億円） 

 

都内に設置されていること 

等 
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【既存設備等の撤去・移設】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額

補助）（上限額 3,000 万円） 

【土地の造成】 

造成費用の５分の４（中小企業は全額

補助）（上限額 ２億円） 

【水素 ST併設・転換に伴う損失支援】 

全額補助（上限額 500 万円） 

運営費 【既存分】土地賃借料の４分の１ 

【新規分】土地賃借料の５分の４（中

小企業は全額補助）（上限額なし） 

土地賃借料を除く運営費 

大企業  上限額  500 万円／年 

中小企業 上限額 1,000 万円／年 

燃料電池バス対応で１系統設備の場合 

大企業  上限額 1,000 万円／年 

中小企業 上限額 2,000 万円／年 

燃料電池バス対応で２系統設備の場合 

大企業  上限額 2,000 万円／年 

中小企業 上限額 4,000 万円／年 

水素と軽油の燃料価格差（全額補助） 

 

５ 空白地解消に向けた水素ステーション整備事業（新エネルギー推進課） 

平成 28年３月に、江東区潮見の公益財団法人東京都環境公社の用地を活用して、民間事業者

が商用水素ステーションを開設した。 

また、令和２年２月に都有地としては初めて、下水道局が所管する葛西水再生センターの敷地

の一部を活用して、民間事業者が燃料電池バス対応水素ステーションを開設した。 

令和４年度から、水素ステーションの空白地において、都有地を活用し、移動式水素ステーショ

ンによる充てんや普及啓発事業を実施する。 

 

６ 中小ガソリンスタンドへの水素ステーション導入に向けた支援事業 

（新エネルギー推進課） 

中小ガソリンスタンド事業者に対し、水素ステーション導入に関する相談窓口の開設や講習会

等の実施により、水素ステーション運営参入への支援を行っている。 

また、既存ガソリンスタンド等に水素ステーションの併設や急速充電器等の設置、ＺＥＶレン

タカー・カーシェアの導入を図るなど、環境配慮型のマルチエネルギーステーション化に向けた

支援を行っている。 

 

７ ＺＥＶ普及のための大規模イベントの調査・検討（計画課） 

ＺＥＶの普及を飛躍的に進めるためには、ＺＥＶに対する都民の関心を高めることが重要とな

るため、集客力のある大規模イベントを活用したＺＥＶの普及啓発について、調査・検討を行う。 
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第５ 水素利活用促進事業 

 

水素は、利用の段階でＣＯ２を排出しないなど多くの優れた特徴を有しているほか、大規模・長

期間のエネルギー貯蔵が可能であり、再生可能エネルギー由来電力が大量導入された際の調整力と

して有望である。また、昨今の国際情勢や自然災害などによりエネルギーの安定供給が危ぶまれる

中、水素は、多様な資源からの製造が可能なことから、調達先を多様化することができ、エネル

ギーの安全保障やレジリエンスの向上にも寄与する。 

水素は産業のすそ野が広く、運輸・発電・熱利用等幅広い分野での活用が期待されることから、

水素エネルギー技術の一層の社会実装化を進め、更なる需要拡大を目指す必要がある。 

しかし、社会実装化に当たっては、インフラ整備などのコスト面、法規制などの制度面、サプラ

イチェーンの構築、都民の理解促進など様々な課題がある。 

都は、東京都環境基本計画で、令和 12（2030）年までの政策目標を設定している。 

 

政策目標 

水素ステーションの整備※ 

目標 2030年：150 か所 

燃料電池自動車・バスの普及※ 

目標 
【燃料電池自動車】 2030年：都内で新車販売される乗用車100％非ガソリン化 

【燃料電池バス】  2030年：ゼロエミッションバスの導入 300台以上 

家庭用燃料電池や業務・産業用燃料電池の普及 

目標 
【家庭用燃料電池】 2030年：100万台 

【業務・産業用燃料電池】 2030年：3万kW 

※水素ステーションの整備及び燃料電池自動車・バスの普及については、第４ ZEV 普及促進

事業に掲載 

 

「ゼロエミッション東京戦略（令和元年 12 月）」や「2030 年カーボンハーフに向けた取組の

加速 -Fast forward to “Carbon Half”-（令和４年２月）」では、再生可能エネルギーの大量

導入を支える再エネ由来のＣＯ２フリー水素（グリーン水素）の本格活用を脱炭素社会実現の柱と

位置付けている。 

国に対しては、大規模水素需要の創出、大量かつ安定的な水素供給の確立に向けた取組及び技術

開発支援、水素ステーションの整備促進に向けた更なる規制緩和及び燃料電池バス車両導入への補

助割合の見直しなど、民間事業者が長期的視点を持って事業展開ができるよう複数年にまたがる長

期的かつ柔軟な財政支援等を強く要望している。 

令和４（2022）年３月には「東京水素ビジョン」を策定し、2050年の目指す姿（ビジョン）と

マイルストーンとなる 2030年に向けた水素施策展開について、取組の方向性を紹介した。 

同年８月には、国際的な水素サプライチェーン構築やグリーン水素等の普及について先進的な取

組を行う企業と意見交換等を実施する「東京グリーン水素ラウンドテーブル」を開催し、企業との

連携を強化して、水素技術の更なる社会実装やサプライチェーン構築に向けて取り組んでいくこと
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とした。 

 

図表5-1 色で表現される水素 

グリーン水素（再エネ由来水素） 再エネ由来の電力を利用して水を電気分解して生成される水素 

ブルー水素 化石燃料を原料とするが、製造過程で発生するＣＯ２を回収・

貯留することで大気中にＣＯ２を放出しない水素 

グレー水素 天然ガスや石油などの化石燃料を原料として製造される水素 

 

１ 再生可能エネルギー由来水素利活用促進事業      （新エネルギー推進課） 

（一部は環境局所管） 

(1)  再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業 

脱炭素社会実現の柱となる再生可能エネルギー由来水素の活用を促進するため、事業者及

び区市町村による設備の導入を促進する。 

 

図表5-2 再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

再生可能エネルギー 

由来水素活用設備 

設備設置に要する経費の２分の１ 

（水素製造能力５Ｎ㎥／時間超 

上限額 ３億7,000万円 

水素製造能力５Ｎ㎥／時間以下 

上限額 １億円） 

設置した設備

を活用し、再

生可能エネル

ギー由来水素

に関する普及

啓発を実施す

ること 等 

純水素型燃料電池 ３分の２（ 3.5kW超  上限額 8,700万円 

 3.5kW以下 上限額 1,600万円） 

※ 国補助併給時には、国補助を控除 

 

(2)  福島県産ＣＯ２フリー水素の利用 

東京都、福島県、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び公益財団法人東京都環境公社

の四者で締結した協定（平成 28年５月）に基づき、ＣＯ２フリー水素の活用等に関する専門

的知見の共有等に取り組んでいる。 

また、環境イベントなどにおいて、福島県の水素・再生可能エネルギー施策や技術開発、

東京都の水素社会の実現に向けた取組等を相互に紹介するなど、連携を図っている。 

 

２ 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業 （新エネルギー推進課） 

（一部は環境局所管） 

(1) 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業（業務・産業部門） 

事業所等における低炭素化とレジリエンス機能向上を図るため、業務・産業用燃料電池を

導入する事業者及び区市町村に対して、設置に対する補助を行う。 
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図表5-3 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業（業務・産業部門）の補助対

象等 

補助対象 補助額 条件 

業務・産業用燃料電池 ３分の２ 

（５kW超 上限額 3 億 3,300 万円 

 1.5kW 超～５kW 以下 上限額 1,300

万円） 

設置した設備を活用

し、水素エネルギー

に関する普及啓発を

実施すること 等 

※ 国補助併給時には、国補助を控除 

 

(2) 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業（家庭部門） 

家庭におけるエネルギー消費量の削減及び非常時の自立性向上のため、家庭用燃料電池の設置

に対する補助を行う。 

 

図表5-4 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業（家庭部門）の補助対象等 

補助対象 補助額 上限額 条件 

①ＰＥＦＣ（固体高分子

形燃料電池）（出力 700

Ｗ） 

②ＳＯＦＣ（固体酸化物

形燃料電池）（出力 700

Ｗ） 

③ＳＯＦＣ（出力 400Ｗ） 

機器費の５分の１ 

①戸建住宅  ７万円／台 

集合住宅  12 万円／台 

 

②戸建住宅 10 万円／台 

集合住宅 15 万円／台 

 

③戸建住宅  ７万円／台 

集合住宅  12 万円／台 

停電 時 発

電継続機

能付き で

あ る こ と 

等 

 

３ 水素社会実現に向けた普及促進（新エネルギー推進課） 

水素エネルギーの普及に当たっては、水素を利用する意義や安全性などに関する都民の理解

を深めていくことが重要であることから、イベントやシンポジウムの開催、パンフレット作成

等を行っている。 

また、水素エネルギーの情報発信拠点である水素情報館「東京スイソミル」（平成 28年７

月潮見水素ステーションの隣接地にオープン）を活用した普及啓発を行っているほか、オンラ

インによるイベントやセミナーの開催により情報発信を行っている。  

東京2020大会では、聖火台及び聖火リレートーチに大会史上初めて水素を活用するとともに、

選手村内のリラクゼーションハウスや居住棟の一部でも同様に活用した。これらには、福島県

において再エネを用いて製造された水素も活用した。 

 

４ 企業・団体との連携による水素エネルギー促進事業（新エネルギー推進課） 

平成 26 年度には「水素社会の実現に向けた東京戦略会議」を設置し、水素社会の実現に向け、

水素エネルギーの利活用の可能性、課題等について産学官が一堂に会して議論し、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ってきた。 

平成 27年度からは、「水素社会の実現に向けた東京推進会議」において、戦略目標の実現に

向けた具体的な取組等を議論した。 
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平成 29年度からは、水素エネルギーの普及に向け、官民一体によるムーブメントを醸成すべ

く、民間企業や都内自治体等の 100以上の団体と共に「Tokyoスイソ推進チーム」を組織し、先

進事例の共有を行っている。 

令和元年度からは、イベントにおいて水素エネルギーを活用したライトアップを実施するなど、

目に見えない水素を「見える化」し、官民一体となって普及を促進した。 

令和２年 12月には、東京から世界に向けた水素の普及拡大につなげていくため、企業と連携

した「東京水素イニシアティブ」（オンライン会議）を開催し、国内外で水素ビジネスを展開す

る企業に対し、東京及び首都圏での水素利用の一層の拡大を呼びかけた。 

 

５ 水素社会実現に向けたＮＥＤＯとの連携事業（新エネルギー推進課） 

令和２年１月、東京都と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤ

О）との間で、水素エネルギーの普及促進に関する包括的な協定を締結した。この協定に基

づき、都施策に対する技術的知見の提供や、高校生向け環境学習講座の共同開催等のより効

果的な情報発信・普及啓発などで連携を図っている。 

 

６ 水素社会実現に向けた燃料電池ごみ収集車運用事業（新エネルギー推進課） 

排気ガス・騒音を改善するとともに、地球温暖化の抑制を図るため、大学研究者と連携し、

燃料電池ごみ収集車を多摩地域で運用し普及を促進する。令和元年度から令和３年度までは大

学提案事業として、令和３年度には港区で試験走行を実施した。 

 

７ グリーン水素の製造とサプライチェーンの構築事業（新エネルギー推進課） 

都内でグリーン水素を普及させるには、技術開発はもとより製造から貯蔵・運搬、利用に至る

需要と供給の基盤づくりが重要である。現状では、製造コストをはじめ、設備の設置に係る敷地

面積の制約や土地利用コスト、供給先となる大規模工場が少ないなど様々な課題が存在する。こ

のため、これらの特性を踏まえた都内におけるグリーン水素の製造・利用に係る調査を実施し、

サプライチェーン構築に向けた課題を整理するとともに早期の社会実装を積み上げていく。 

 

８ グリーン水素の活用事業 （新エネルギー推進課） 

都内でのグリーン水素の利用促進に向け、都有施設においてグリーン水素を活用し、来場者等

へのＰＲを実施する。 
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第６ 再生可能エネルギーの推進 

 

 東京は、電力の大消費地としての責務を踏まえ、一層の省エネ・節電とともに、化石燃料から再

生可能エネルギーなど脱炭素エネルギーへの転換が必須である。 

 再生可能エネルギーの基幹エネルギー化を実現するため、令和３（2021）年３月に策定した「ゼ

ロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」において、令和 12（2030）年に再生可能エネル

ギーによる電力の利用割合を 50％程度まで高めることを目標に掲げ、都民や事業者の再生可能エ

ネルギーの設備導入と利用の両面での取組を積み重ねながら、令和 32（2050）年の「使用エネル

ギーの 100％脱炭素化」を目指していく。 

 

１ 再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業（事業者エネルギー推進課） 

都外に設置する再生可能エネルギー発電設備からの電力調達に取り組む都内需要家に対し、

当該設備の導入に必要な経費の一部を補助する。都外の再生可能エネルギー発電設備の新規導

入に資する利用手法の確立を図るとともに、令和４年度からは併設する蓄電池を補助対象に追

加することで、都内の再生可能エネルギー利用拡大を推進していく。 

 

図表 6-1 再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

再生可能エネルギーを利

用した発電設備 

 

システムの導入に要する

経費の２分の１以内（上

限額２億円） 

※国等補助と併給する場

合でも、合算して２分の

１以内 

・固定価格買取制度におい

て認定を受けない設備で

あること 

・再エネ発電設備設置地域

への環境配慮及び関係構

築等を行うこと 

・本事業による電力調達に

関する取組の普及啓発に

協力すること 等 

蓄電池 蓄電池の導入に要する経

費の３分の２以内（上限

額１億円） 

※国等補助と併給する場

合でも、合算して３分の

２以内 

 

２ 都有施設の再エネ 100%化につながる島しょ地域における太陽光発電設備等 

導入事業                    （事業者エネルギー推進課） 

（一部は環境局所管） 

都有施設の再エネ電力 100%化に向け、島しょ地域における設置可能な都有施設に太陽光発電

設備と蓄電池の設置を促進していく。また、島しょ地域の町村公共施設、事業所、住宅等に対

しては、太陽光発電設備・蓄電池の導入に係る経費の一部を補助する。 
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図表 6-2 都有施設の再エネ 100％化につながる島しょ地域における太陽光発電設備等導入

事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

島しょ地域の町村公共施

設、事業所、住宅等に設

置する太陽光発電設備・

蓄電池 

システムの導入に要する

経費の４分の３以内（上

限額１億円） 

  

・系統負荷軽減に資するこ

と 

・発電により得られる環境

価値を都に帰属すること 

等 

 

３ 地中熱利用の普及促進（事業者エネルギー推進課） 

地中熱は、地中の温度と外気との温度差を空調などの熱源として利用する再生可能エネルギー

熱の一つであり、電力消費量の削減に寄与するとともに、再生可能エネルギーの利用拡大という

面からも、導入の意義は大きい。 

都内においては、東京スカイツリータウンをはじめ、オフィスビルや学校等に導入されている

が、地中熱交換器設置に係るボーリング工事等の導入費用の負担が大きいこと、都民・事業者の

認知度が低いこと等の理由から、十分に普及が進んでいない。 

このため、都は、地中熱ポテンシャルマップを作製するなど、地中熱の利用について、普及啓

発事業を行ってきた。引き続き普及啓発ツールを活用し、都民・事業者の認知度向上を図ってい

く。 

 

４ 地産地消型再エネ増強プロジェクト        （事業者エネルギー推進課） 

（一部は環境局所管） 

平成 24 年度に固定価格買取制度が開始されて以降、太陽光発電設備などを中心に再生可能エ

ネルギーの導入設備容量は一定程度増加してきた。一方、系統負荷の軽減や地域防災力の向上な

どにも資する自家消費型の再生可能エネルギーの導入拡大も重要である。 

そこで、平成28年度から固定価格買取制度の対象によらない地産地消型の再生可能エネルギー

設備を都内に導入する事業者に対し、経費の一部を補助する事業を開始した。令和２年度からは

自営線等によって、再エネ設備から離れた需要地で消費する事業も対象に加えた新たな事業を開

始した。令和４年度からは区市町村を支援の対象に加えるとともに、都内に環境価値を還元する

ことを条件に都外（東京電力管内）へ設置する再エネ発電等設備及び事業者が都内に単独で設置

する蓄電池も補助対象に加えることで、再生可能エネルギーの導入を後押しし、その利用割合を

高めていく。 
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図表 6-3 地産地消型再エネ増強プロジェクトの補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

・都内及び都外（東京電力

管内）に設置する再生可

能エネルギーを利用した

発電等設備 

・都内に設置する再生可能

エネルギーを利用した熱

利用設備 

・事業者が都内に単独で設

置する蓄電池 

システムの導入に要する

経費の２分の１以内（上

限額 7,500 万円、蓄電池

単独設置の場合 300 万

円） 

ただし、中小企業等の場

合３分の２以内（上限額

１億円、蓄電池単独設置

の場合 400 万円） 

区市町村の場合３分の２

以内（上限額１億円） 

・固定価格買取制度の対象外

の自家消費型の設備である

こと 

・再生可能エネルギー設備、

蓄電池の普及啓発に協力す

ること 

・導入費及び工事に係る資料

を提供すること 等 

 

 

５ 南大沢地区における再エネ由来水素を活用したＶＰＰモデル事業 

（事業者エネルギー推進課） 

再エネ大量導入時代を見据え、南大沢地区において、太陽光発電、蓄電池、再エネ由来水素設備、

EV 等を活用して電力の最適な需給調整を行い、再エネの自家消費促進に加え、地域の再エネを無

駄なく利用する再エネシェアリング推進事業を行っている。地域における再エネ利活用の先行

事例の確立及び災害時のレジリエンス向上につなげていく。 

 

６ 島しょ地域における再生可能エネルギーの利用拡大（事業者エネルギー推進課） 

島しょ地域は豊かな自然環境を有し、再生可能エネルギーのポテンシャルが大きい地域であ

る一方、電力の多くを重油を燃料とする内燃力（ディーゼル）発電で賄っている。 

各島の特性を生かした再生可能エネルギーを活用することにより、内燃力による発電を低減

することが可能となることから、割高な化石燃料の使用が抑えられ、気候変動対策にも貢献で

きる。また、島のエネルギー自給率が高まることで、防災力の向上にもつながる。 

具体的な取組として、老朽化が進む八丈島の地熱発電所において、都は八丈町とともに、平

成 25年１月から検討委員会を設置し、地熱利用の継続拡大について検討してきた。平成 28

年度は、町が地熱発電事業者を公募選定し、協定書を締結した。平成 29年度から選定事業者

による事業化に向けた本格的な取組が開始された。 

 

７ 島しょでの再エネ 100%運用を目指した取組（事業者エネルギー推進課） 

 ゼロエミッションアイランドの実現に向けた取組の一環として、平成 30 年度から小笠原母  

島において太陽光発電のみで１年のうち半年程度の電力供給を行う実証事業に向けた調査を実施

している。実証後は、太陽光発電による電力供給を継続するとともに、更なる再生可能エネルギー

の拡大を目指していく。 
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８ 新エネルギー東京イニシアティブ（事業者エネルギー推進課） 

民間事業者と協働して臨海部の中央防波堤内側埋立地に風力発電設備を建設し、新エネルギー

のパイロット事業を実施することにより、都民等への新エネルギーの利用促進と普及啓発を図っ

ている。 

 

９ 系統用大規模蓄電池導入促進事業（事業者エネルギー推進課） 

電力の需給バランス調整を行う事業者に対して、東京電力管内の電力系統に直接接続する大規模

蓄電池の導入に必要な経費の一部を補助する。大規模な調整力として電力の安定供給に貢献すると

ともに、電力市場を通じて調整力を供出することで、需要最適化の取組を後押しする。 

 

図表 6-4 系統用大規模蓄電池導入促進事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

電力系統（東京電力管

内）に直接接続する大規

模蓄電池 

 

蓄電池の導入に要する経

費の５分の４以内（上限

額 25 億円） 

※国等補助と併給する場

合でも、合算して５分の

４以内 

・導入した蓄電池を活用し、

電力市場を通じ調整力等を

供出すること 等 

 

 

 

 


