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令和4年2月

日頃より、当センターの事業運営に格段のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

先般は、お忙しい中、各区市町村様の温暖化対策事業に関するアンケートにご協力頂き、誠にあり

がとうございました。皆さまから頂戴した貴重な情報につきましては、情報共有の一環として、本紙

の通り結果をまとめさせて頂きました。

今後の温暖化対策事業を進める上で、ご参考になれば幸いです。

※本アンケート結果は、各区市町村からの任意のアンケートであり、全ての区市町村は記載されていません。

また、回答いただいた事業内容も任意であり、全ての事業は記載されていません。ご了承ください。
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１.実施している事業所向け省エネ・再エネ施策をご記載ください。（令和３年度）

【事業所向け】①補助金・助成金

令和3年度エコ助成金交付制度
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyo
u/shoene_ondantaisaku/31eco_jyosei.html

杉並区電気自動車用充電設備導入助成
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1020141.html

豊島区 エコ住宅・エコ事業者普及促進事業
https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/
shizen/ecojutaku/index.html

北区 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成事業
https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kan
kyo/hojo/energy/jose-info.html

杉並区

各種許認可等取得支援事業
https://www.pio-ota.jp/business-
consulting/business-supoort-services2.html

世田谷区 中小企業融資あっせん制度
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/002/005/d00128041.html

杉並区低炭素化推進機器等導入助成
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004921.html

ミスト設備設置助成事業 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/misuto.html

エコアクション21認証取得支援事業
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/kankyo-kankyo-zyosei-
ecoact21/index.html

ものづくり工場立地助成事業
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/josei
kin/ricchijosei.html

品川区

大田区

中央区環境経営認証取得費助成
https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisa
ku/kankyokeieininsho.html

建築物の省エネ促進（低炭素建築物助成制度）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/hojo/teitanso.html

建築物の省エネ促進（省エネルギー改修等助成制
度）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/hojo/sho-ene.html

業務用太陽光発電システム設置助成事業 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000032926.html

事業所用LED照明設置助成事業 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000032056.html

低公害車買換え支援事業 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000032190.html

文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成
事業

https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/energy.html

台東区 我が社の環境経営推進
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyos
eiseido/chalenge.html

墨田区 地球温暖化防止設備導入助成制度
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_h
ozen/ecojyoseiseido.html

環境マネジメント規格認証取得費補助制度
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
1_00004.html

文京区持続可能性向上支援補助金（省エネ設備）
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigy
o/chusho/eco.html

文京区中小企業等資金融資あっせん事業
https://www.city.bunkyo.lg.jp/publis/sangyo/chu
shokigyo/yuushi/seidoyushi.html

千代田区

中央区

新宿区

文京区

区市町村名

建築物の省エネ促進（グリーンストック作戦）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/ondanka/greenstock/sakusen.html

事業名 URL

荒川区

港区 地球温暖化対策助成制度
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/
soueneshouene.html

 新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入
補助金制度

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/shoenergy.ht
ml

「中央区の森」における森林保全活動事業の助成
https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/chuo
nomori/chuo_mori_suport.html

緑化助成
https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kankyo/midori/
ryokkajyosei.html

自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成
https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisa
ku/kikijosei/ecojosei_jigyosho.html
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【事業所向け】①補助金・助成金（前頁のつづき）

小平市 省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成制度
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/0
90811.html

昭島市 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/
010/040/020/20170331085540.html

小金井市 省エネチャレンジ
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/kank
yokatudou/D0401010202104071347.html

立川市
省エネルギー診断等を活用した中小規模事業所の省
エネルギー対策事業

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kankyotaisaku/kurashi/kanky
o/shisaku/chikyu/tyuusyoukigyounisannkatannsosakugen.html

武蔵野市 環境改善整備資金融資あっせん制度 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/k
ankyouhozen_torikumi/1005079.html

再生可能エネルギー等利用機器設置費補助制度
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/00
4/a546973/a871645/p007132.html

エコアクション21認証登録料及び更新登録料補助
制度

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadogu
chi/017/001/p014393.html

八王子市

ISO、エコアクション21認証取得助成金
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyos
ha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/iso_eco_p.
html

中小事業者省エネ改修等推進事業補助制度
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/00
4/a546973/a154697/p007122.html

江戸川区

経営向上資金融資「区向上」
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyos
ha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/yushiseido/yushi_syurui.h
tml

SDGs活動企業支援融資 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyos
ha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/sdgsshien.html

エコアクション21認証取得費助成金
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023060.html

グリーン経営認証取得費助成金
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023061.html

葛飾区

太陽エネルギー利用システム設置費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/ondanka-j-h24-taiyo.html

電気自動車等購入費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/denkijidousya.html

かつしかエコ助成金（事業所用）
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023059.html

足立区

練馬区
練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置
補助制度

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto
/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html

集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/ondanka-j-h24-led.html

区市町村名 事業名 URL
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【事業所向け】②環境イベント

【事業所向け】③ポスター募集・表彰

該当なし

多摩市
多摩市版クールシェア事業（R2.R3年度は新型コ
ロナ感染症拡大により中止）

https://www.city.tama.lg.jp/0000013723.html

小平市 講座やイベント等の開催
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/0
90819.html

狛江市
事業者向け環境セミナー　企業が知るべき「環境経
営」のメリットとヒント

未作成

調布市
調布市環境フェア（R2・3年度はコロナのため中
止）

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1560126097548/index.html

町田市 サンキューデイズ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/set
udenshoene/ibent/jisshigoibent/20210415sasutenabiriteli.ht
ml

葛飾区 環境経営セミナー ―

江戸川区 環境フェア
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e024/kurash
i/kankyo/kankyoufair/kankyoufeatoha.html

エコライフ展・エコアクション9
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/kyodo/1006017.html

環境なんでも見本市
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/kyodo/1006018.html

板橋区

渋谷環境シンポジウム
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo_keikak
u/kankyo_sympo2021.html

緑のカーテンの取組み
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/curtain/1005897.html

渋谷区

文京区 クールアースフェア
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/keihatsu/coolearthmihon.html

渋谷サステナブル・アワード
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo
/eco/sus-award20211117.html

港区 エコライフ・フェアMINATO
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/
event/ecolife-fair.html

新宿区 新宿打ち水大作戦
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
1_00011.html

区市町村名 事業名 URL
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【事業所向け】④エコ宣言

【事業所向け】⑤推進者の育成（環境○○員育成）

新宿区

該当なし

調布市 ゼロカーボンシティ宣言
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1618459672099/index.html

町田市 まちだエコ宣言
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/set
udenshoene/jigyoushotorikumi/machidaecosengen/ecosengen.
html

葛飾区 エコチャレンジ・エコマスター制度
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023045.html

武蔵野市 グリーンパートナー制度 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/k
ankyouhozen_torikumi/1005080.html

台東区 我が社のCO2ダイエット宣言 https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/hukyusokushin/o
ndankaproject/co2diet_kaisha.html

荒川区 エコフォワード事業者宣言事業 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ond
antaisaku/ecofw.html

「新宿エコ隊」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kankyo0
1_000001.html

新宿エコワン・グランプリ
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kankyo/kankyo01
_000001_00003.html

区市町村名 事業名 URL

港区 みなとエコ宣言
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyo-
machi/kankyo/ecosengen/index.html
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【事業所向け】⑥貸出し（ワットメーターなど）

【事業所向け】⑦エコポイント

【事業所向け】⑧普及啓発資料作成

区市町村名 事業名 URL

青梅市 クールビズ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/743.ht
ml

世田谷区 せたがや版RE100（リーフレット配布）
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/004/d00181957.html

練馬区
ホームページの運営
仮)ねりまエネルギー＆エコマップ

―

区市町村名 事業名 URL

文京区 区HPでの中小規模事業所への支援策等の紹介
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/tyuushyou.html

羽村市 環境配慮事業助成制度（創省エネ化助成）
http://www.city.hamura.tokyo.jp0000004638.ht
ml

世田谷区 省エネポイントアクション
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/002/001/d00185970.html

小平市 小平市環境家計簿による省エネ推進事業
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/event/093/09
3070.html

葛飾区 省エネナビ・ワットチェッカーの貸出し
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023046.html

町田市 省エネナビ、エコワットの貸出し ―

区市町村名 事業名 URL

杉並区 省エネナビ・ワットアワーメーターの貸出し
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004924.html
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【事業所向け】⑨その他

区市町村名 事業名 URL

八王子市
エコアクション21自治体イニシアティブプログラ
ム

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadogu
chi/017/001/p007147.html

第2次エコタウンえどがわ推進計画
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kuseijo
ho/keikaku/ecotown/ecotownsuishin2.html

エコカンパニーえどがわ https://edogawa-ecocenter.jp/ecocompany/

江戸川区

練馬区 脱炭素社会に関する事業者アンケート調査
https://www.nerieco.com/project/survey/2111s
urvey/index.html

第1次エコタウンえどがわ推進計画
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kuseijo
ho/keikaku/ecotown/ecotownsuishin.html

令和3年度いたばし環境アクションポイント事業
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/ondanka/1031763.html

板橋エコアクション事業
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/management/iea/1005811.html

板橋区

杉並区 環境配慮行動の周知
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004922.html

荒川区 省エネ診断
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyo
u/shoene_ondantaisaku/shoenesindan.html

渋谷の打ち水 ―

中野区
地球温暖化防止出前講座
～えこライフのすすめ～

https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d029385.html

渋谷区

シブラン
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/r
ecycle/shiburan_00001.html

フードシェアリングサービス「TABETE」
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/r
ecycle/shokuhin_rosu_renkei_kyoutei.html

世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業に
係る技術講習会

―

自然エネルギー（電力）の自治体間連携
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/000/d00182578.html

世田谷区

せたがや版RE100
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/004/d00181957.html

せたがや版RE100ミーティング（事業者向け）
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/004/d00193531.html

目黒区 めぐろグリーンアクションプログラム事業所版 https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/ondanka_tais
aku/greenaction/mgap_jigyosyo/index.html

大田区
区民運動「おおたクールアクション」賛同団体・事
業者への支援

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimac
hinami/kankyou/otacoolaction/index.html

新宿区エコ事業者連絡会
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
1_00002.html

台東区 省エネ専門家派遣制度
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jyoseiseido/
syouenechalange.html

新宿区

省エネルギー診断
新宿区中小事業者省エネルギー対策支援

https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/kankyo01_0
00004.html

新宿再エネオークション
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/saiene.ht
ml

中央区
中央エコアクト（中央区版二酸化炭素排出抑制シス
テム）

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kankyo/seisak
u/taisaku/eco/chuoecoact_jigyosho.html

港区 MINATO再エネオークション
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/
minatosaieneauction.html

地球温暖化対策の推進（温暖化配慮行動計画書制
度）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/ondanka/kekakusho/mihoncho.html

建築物の省エネ推進（環境計画書制度）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/kankyokeikakuseido/.html

千代田区
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【事業所向け】⑨その他（前頁のつづき）

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/007/0
07683.html

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/056/0
56871.html

環境配慮事業者連絡会小平市

エコドライブ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/677.ht
ml

昭島市 昭島市環境配慮事業者ネットワーク
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/
010/030/010/20140907170647.html

青梅市

ウォームビズ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/5412
7.html

区市町村名 事業名 URL

© Tokyo Metropolitan Center for Climate Change Actions All Rights Reserved.　　　　　　　　　　　　　　　8　　

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/007/007683.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/007/007683.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/056/056871.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/056/056871.html


２.実施している家庭向け省エネ・再エネ施策をご記載ください。（令和３年度）

【家庭向け】①補助金・助成金

荒川区

杉並区

令和3年度エコ助成金交付制度
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyo
u/shoene_ondantaisaku/31eco_jyosei.html

練馬区
練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置
補助制度

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto
/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html

北区 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成事業
https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kan
kyo/hojo/energy/jose-info.html

今年も快適！省エネエアコン助成事業
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyo
u/shoene_ondantaisaku/airconditioner2.html

杉並区電気自動車用充電設備導入助成
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1020141.html

豊島区 エコ住宅・エコ事業者普及促進事業
https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/
shizen/ecojutaku/index.html

中野区 中野区蓄電池システム設置補助金
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d031123.html

杉並区低炭素化推進機器等導入助成
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004921.html

世田谷区民向け蓄電池導入補助事業
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/d00185009.html

世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/d00190129.html

世田谷区

目黒区
住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助
成

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen
/ondanka_taisaku/taiyoukou.html

大田区 住宅リフォーム助成事業
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami
/sumai/r_josei/jyutaku_reform_jyosei.html

家庭用太陽光発電システム設置助成事業 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000032926.html

住宅改善工事助成事業 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kenchiku/kankyo-kenchiku-assen/20211221163556.html

品川区

台東区 我が家の省エネ・創エネアクション支援
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyos
eiseido/saiene.html

墨田区 地球温暖化防止設備導入助成制度
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_h
ozen/ecojyoseiseido.html

新宿区
 新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入
補助金制度

https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kojinsho
energy.html

文京区
文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成
事業

https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/energy.html

緑化助成
https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kankyo/midori/
ryokkajyosei.html

港区 地球温暖化対策助成制度
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/
soueneshouene.html

中央区

建築物の省エネ促進（省エネルギー改修等助成制
度）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/hojo/sho-ene.html

自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成
金

https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisa
ku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html

千代田区

建築物の省エネ促進（グリーンストック作戦）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/ondanka/greenstock/sakusen.html

建築物の省エネ促進（低炭素建築物助成制度）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/hojo/teitanso.html

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】①補助金・助成金（前頁のつづき）

西東京市省エネルギー設備工事助成金 ―

西東京市

稲城市
稲城市カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費
補助金

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/tikyuuondanka/juutaku
yousouenergy/souenehojyoinfo.html

西東京市省エネルギー設備購入助成金 ―

武蔵村山市 安心・安全エコ住宅等改修助成補助金
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi
/seikatsu/1012248/1000953.html

多摩市
多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導
入補助金

https://www.city.tama.lg.jp/0000013490.html

狛江市 狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成金
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,1
08119,313,2006,html

清瀬市 清瀬市新エネルギー機器等設置補助金
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/gomi/kanky
ouhozen/1003845/1008522.html

住宅省エネルギー化補助金 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/on
dankataisaku/1585703080489.html

省エネ家電買換え促進補助金 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/on
dankataisaku/1568861708797.html

国立市

小平市 省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成制度
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/0
90811.html

住宅用スマートエネルギー関連システム設置費補助
金

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/machi/town12/town13/on
dankataisaku/1465447569706.html

調布市
太陽光発電設備等取付け等補助(よりよい住まいづ
くり応援制度)

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1378711163332/index.html

小金井市 省エネチャレンジ
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/kank
yokatudou/D0401010202104071347.html

府中市 府中市エコハウス設備設置補助金
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/
kankyo/ekohausu.html

昭島市 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/
010/040/020/20170331085540.html

省エネエアコン設置費補助制度 受付終了に伴い現在掲載をしていません。

武蔵野市 効率的なエネルギー活用推進助成制度
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/s
houene_eco/josei_assen/1005095.html

八王子市

江戸川区 住宅リフォーム資金融資あっせん
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kurash
i/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html

再生可能エネルギー等利用機器等設置費補助制度
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/00
4/a546973/a871645/p007132.html

省エネリフォーム補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/syouenesetubi.html

葛飾区 かつしかエコ助成金（個人住宅用）
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023057.html

足立区

節水型トイレ設置費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/sessuigatatoire.html

太陽エネルギー利用システム設置費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/ondanka-j-h24-taiyo.html

電気自動車等購入費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/denkijidousya.html

雨水タンク設置費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/kogatausuitanku.html

蓄電池・HEMS設置費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/tikudenchi-hems.html

気候変動適応対策エアコン購入費補助金
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kikouhe
ndoutekioutaisakueakon.html

家庭用燃料電池システム（エネファーム）設置費補
助金

https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/ondanka-j-h24-denchi.html

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】①補助金・助成金（前頁のつづき）

檜原村 檜原村薪ストーブ設置補助金 ―

日の出町
日の出町住宅用太陽エネルギー利用機器設置費補助
制度

https://www.town.hinode.tokyo.jp/000000204
6.html

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】②環境イベント

新宿区 新宿打ち水大作戦
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
1_00011.html

クールアースフェア
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/keihatsu/coolearthmihon.html

区市町村名 事業名 URL

文京区

渋谷区

みどりのカーテンコンテスト
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/545.ht
ml

環境フェスタ(新型コロナウイルス感染予防のた
め、令和２年度は未実施）

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/5319
1.html

青梅市

むさしの環境フェスタ https://musashino-kankyo-festa.com/

環境展
http://www.city.musashino.lg.jp/shiminsanka/ka
nkyou/1031246/1032884.html

武蔵野市

八王子市 地球温暖化防止普及啓発イベント
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/00
4/a546973/a24687/p029987.html

立川市 家庭で取り組むエコチャレンジ事業 今年度事業終了につき閉鎖中

小学生向け環境学習講座 ―

江戸川区 環境フェア
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e024/kurash
i/kankyo/kankyoufair/kankyoufeatoha.html

葛飾区

足立区 環境パネル展 in 北千住マルイ ―

かつしか環境・緑化フェア ―

こどもエココンクール歴代作品展in平和台駅地下連
絡通路

https://www.nerieco.com/news/news211122.h
tml

こどもエココンクール100選展
https://www.nerieco.com/news/news211221.h
tml

こどもエココンクール作品展in図書館
https://www.nerieco.com/news/news210517.h
tml

こどもエココンクール歴代作品展inスタートエコラ
イフ

https://www.nerieco.com/news/news210517.h
tml

環境なんでも見本市
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/kyodo/1006018.html

スタートエコライフ2021夏
https://www.nerieco.com/project/startecolife/2
021sm/repo.html

板橋区

緑のカーテンの取組み
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/curtain/1005897.html

エコライフ展・エコアクション9
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/kyodo/1006017.html

ねりま打ち水大作戦 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/kanky
ogakushu/uchimizu/r1uchimizu.html

練馬区

省エネ相談・省エネ出前講座
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004923.html

太陽光発電と蓄電池に関する講演会の開催 公開終了

杉並区

しぶや・もったいないマーケット
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/r
ecycle/mottainai_ma-ketto.html

中野区 なかのエコフェア２０２１
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d027521.html

渋谷サステナブル・アワード
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kankyo
/eco/sus-award20211117.html

渋谷環境シンポジウム
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo_keikak
u/kankyo_sympo2021.html

わが家の省エネチャレンジ事業
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/keihatsu/challenge.html

世田谷区 環境エネルギー・ラボ2021inせたがや https://ene-lab.com
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【家庭向け】②環境イベント（前頁のつづき）

あきる野市

多摩市
多摩市版クールシェア事業（R2.R3年度は新型コ
ロナ感染症拡大により中止）

https://www.city.tama.lg.jp/0000013723.html

あきる野環境フェスティバル ―

市民環境ツアー～環境について、見て、聞いて、触って
学べる体験型環境学習施設を見学しよう～

https://www.city.komae.tokyo.jp/events/index.cf
m/detail.4.119808.html

（仮題）ゼロカーボンの必要性～地球温暖化対策を
実施しなければどうなってしまうのか～

―

狛江市

エコロジーシアター～Stop Global Warming～季
節はずれのサンタクロース

https://twitter.com/komaekankyo/status/14549
74138846564353

子ども向け地球温暖化防止講演会（燃料電池工作教室）～環境
にやさしいエネルギーが地球温暖化を防ぐ～

http://www.city.komae.tokyo.jp/events/index.cfm
/detail.4.119561.html

小平市 講座やイベント等の開催
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/0
90819.html

国立市 環境フェスタくにたち
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kurashi/gaba
ge/event/1494286968382.html

ゴーヤ苗の配布 ―

自然エネルギー講座
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1640673124348/index.html

町田市 サンキューデイズ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/set
udenshoene/ibent/jisshigoibent/20210415sasutenabiriteli.ht
ml

調布市

環境保全活動センター事業
親子でエコクッキング

http://www.city.fuchu.tokyo.jp/closeup/r3/ekoku
kkingu.html

調布市環境フェア（R2・3年度はコロナのため中
止）

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1560126097548/index.html

府中市

環境保全活動センター事業　くらしの環境講座「脱
炭素社会の中での私たちの暮らし」

―

環境保全活動センター事業　打ち水日和「江戸の知
恵・東京のおもてなし」

―

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】③ポスター募集・表彰

【家庭向け】④エコ宣言

【家庭向け】⑤推進者の育成（環境○○員育成）

区市町村名 事業名 URL

新宿区

あきる野市

新宿区 エコライフ推進員
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
1_00015.html

区市町村名

わたしのエコドライブ宣言
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000013605.
html

「COOL CHOICE」に賛同しました
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007881.
html

事業名 URL

調布市 ゼロカーボンシティ宣言
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/
1618459672099/index.html

町田市 わたしのエコ宣言 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/set
udenshoene/kateidenotorikumi/ecosengen.html

台東区 我が家のCO2ダイエット宣言 https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/hukyusokushin/o
ndankaproject/co2diet_katei.html

葛飾区 エコチャレンジ・エコマスター制度
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023060.html

「新宿エコ隊」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kankyo0
1_000001.html

新宿エコワン・グランプリ
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kankyo/kankyo01
_000001_00003.html

瑞穂町 ノー（NO）レジ袋・マイバッグキャンペーン
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/search/011/0
06/index.html

多摩市 環境表彰 https://www.city.tama.lg.jp/0000014097.html

府中市 環境啓発ポスターコンクール
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/
kankyo/kankyoposta.html

狛江市 狛江市環境表彰制度
https://twitter.com/komaekankyo/status/14553
24012205142018

練馬区 こどもエココンクール
https://www.nerieco.com/project/ecocon/2021
/result.html

足立区 地球にやさしいひとのまちポスターコンクール
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi
/kankyo/images/03poster.html

区市町村名 事業名 URL

世田谷区 環境ポスターコンクール
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/001/002/d00191642.html
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【家庭向け】⑥貸出し（ワットメーターなど）

【家庭向け】⑦エコポイント

小平市 小平市環境家計簿による省エネ推進事業
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/event/093/09
3070.html

羽村市 環境配慮事業助成制度（創省エネ化助成）
http://www.city.hamura.tokyo.jp0000004638.ht
ml

中野区 なかのエコポイント
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d012912.html

八王子市 はちエコポイント
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/00
4/a546973/a24687/p021125.html

港区 みなとエコチャレンジ
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/
minato-ecochallenge.html

世田谷区 省エネポイントアクション
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/002/001/d00185970.html

区市町村名 事業名 URL

町田市 省エネナビ、エコワットの貸出し ―

小平市 電気使用量等測定機器貸出
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/043/0
43405.html

葛飾区 省エネナビ・ワットチェッカーの貸出し
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/10000
62/1023018/1023046.html

武蔵野市 エコワット
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/s
houene_eco/kankyougakushu/1005091.html

豊島区 クール・チョイス（COOL　CHOICE）推進事業
https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/
shizen/ecojutaku/002772.html

渋谷区 ワットチェッカーの貸し出し
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo_keikak
u/eco/watt_checker.html

杉並区 省エネナビ・ワットアワーメーターの貸出し
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004924.html

新宿区 個別測定器（ワットモニター）の貸出し
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
6_00004.html

世田谷区 環境啓発物品の貸出し
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/012/d00125319.html

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】⑧普及啓発資料作成

青梅市 クールビズ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/743.ht
ml

地球温暖化って、なあに？！～ぼくたちは、どうす
ればいいの？！～

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kurashi/kankyo/ond
anka/kunotorikumi/ondanka_manga.html

武蔵野市 エコカレンダー
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/s
houene_eco/kankyougakushu/1005091.html

江戸川区

葛飾区 エコライフ冊子の配布 ―

水素エネルギー啓発マンガ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kurash
i/kankyo/ondanka/kunotorikumi/manga.html

ホームページの運営　e-ラーニング https://www.nerieco.com/movie/movie.html

ホームページの運営
仮)ねりまエネルギー＆エコマップ

―

練馬区

ホームページの運営　ねりまのエコ暮らし帳 https://www.nerieco.com/ecokurashi/index.html

ホームページの運営　e-ラーニング https://www.nerieco.com/elearning/

エコライフチェック https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/kanky
ogakushu/ecolifecheck/ELC_02.html

ストップ地球温暖化　ねりま大作戦すごろく https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/kanky
ogakushu/kyozai/ELC_teach_mat_01.html

豊島区 クール・チョイス（COOL　CHOICE）推進事業
https://www.city.toshima.lg.jp/149/210720085
3.html

板橋区 省エネ・節電情報
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/ondanka/1005856.html

自動車の省エネ・排気ガス対策
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/002/004/d00036748.html

杉並区 太陽光発電と蓄電池に関するガイドブック
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1065771.html

世田谷区

せたがや版RE100（リーフレット配布）
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/004/d00181957.html

世田谷区気候非常事態宣言
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/010/d00188273.html

５分でわかる地球温暖化 （作成中）

依田さんからのクールアクション
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimac
hinami/kankyou/topics/ambassador.html

大田区

COOL CHOICE啓発冊子「4コママンガで学ぶ賢
い選択」

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen
/ondanka_taisaku/coolchoice-4koma.html

おおたクールアクション実践ハンドブック https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyo
u/topics/ambassador.files/coolaction0512-cleaned.pdf

目黒区

サマールック・ウォームビズキャンペーン https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000012671.html

地球温暖化対策啓発絵本「しろくまフロートくんの
おねがい」

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen
/ondanka_taisaku/sirokuma.html

品川区

家庭向け温暖化啓発冊子の配布 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
kankyo/kankyo-kankyo-gakusyu/20210118112647.html

しながわ家庭エコチャレンジ ―

環境保全意識周知（環境カレンダーの配付）
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/kehatsu/calendar.html

文京区 区HPでの家庭での温対への取組等の紹介
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hoze
n/setudenn.html

千代田区

環境保全意識周知（千代田エコスポットの紹介）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/kehatsu/eco-meguri.html

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】⑧普及啓発資料作成（前頁のつづき）

あきる野市 環境家計簿・省エネ型生活10か条
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000006305.
html

小平市 市民版環境配慮指針リニューアルプロジェクト
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/094/0
94559.html

区市町村名 事業名 URL
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【家庭向け】⑨その他

「みい電気」や「とちょう電力プラン」等の都や国
事業のHPや広報による啓発

―

グリーンカーテン事業 https://www.city.tama.lg.jp/0000011173.html

多摩市

昭島市 あきしま省エネ家計簿Web版・アプリ版
https://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/
010/160/20190228162324.html

東久留米市
補助金・助成金（市HPで東京都の補助金・助成金
を案内）

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kan
kyo/shizen/1018923/index.html

ウォームビズ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/5412
7.html

エコドライブ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/677.ht
ml

青梅市

第2次エコタウンえどがわ推進計画
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kuseijo
ho/keikaku/ecotown/ecotownsuishin2.html

みんなの意見大募集！ 合言葉は「Let's 省エ
ネ！」

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/form/enq_co
2.html

江戸川区

ねりまエコ・アドバイザー講師派遣
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku
/kyoiku/kankyogakushu/ecoado.html

第1次エコタウンえどがわ推進計画
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kuseijo
ho/keikaku/ecotown/ecotownsuishin.html

練馬区

環境作文コンクール
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku
/kyoiku/kankyogakushu/sakubun/index.html

板橋区 令和3年度いたばし環境アクションポイント事業
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo
/ondanka/1031763.html

杉並区 環境配慮行動の周知
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/sy
ouene/1004922.html

荒川区 荒川区集合住宅向け無料省エネ診断
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/sho
ene_ondantaisaku/syouenekonnsaru.html

渋谷の打ち水 ―

中野区 地球温暖化防止出前講座　～えこライフのすすめ～
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d029385.html

フードドライブ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/r
ecycle/fooddrive.html

生ごみ処理機・コンポスト容器のあっせん
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/r
ecycle/conpost.html

自然エネルギー（電力）の自治体間連携
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/000/d00182578.html

フードシェアリングサービス「TABETE」
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/r
ecycle/shokuhin_rosu_renkei_kyoutei.html

大田区 区民運動「おおたクールアクション」
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimac
hinami/kankyou/otacoolaction/gaiyou.html

せたがや版RE100
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/01
1/003/004/d00181957.html

ソーラー診断
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jyoseiseido/
syouenechalange.html

共同住宅向け省エネコンサルタント派遣
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/huk
yusokushin/ondankaproject/manshon.html

港区 MINATO再エネ100
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/
minatosaiene100/minatosaiene100.html

新宿区 新宿「みどりのカーテン」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_0
1_00007.html

台東区

世田谷区

渋谷区

千代田区 建築物の省エネ推進（環境計画書制度）
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/
kankyo/kankyokeikakuseido/.html

中央区
中央エコアクト（中央区版二酸化炭素排出抑制シス
テム）

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kankyo/seisak
u/taisaku/eco/chuoecoact_katei.html

区市町村名 事業名 URL
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その他のご意見

狛江市 講演会等の講師派遣

区市町村名 その他記入欄

世田谷区 区市町村別の再エネ導入・切替状況（業務部門・家庭部門等）または推計方法の提供

羽村市 行政計画策定等に伴う資料提供

３．脱炭素化に取り組む上で、東京都及びクール・ネット東京に望まれていることはありますか。
　　（複数選択可）（ 回答区市町村数：50）

72%

78%

62%

38%

36%

76%

46%

6%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

省エネ技術、省エネ機器などに関する情報の提供

再エネ関連の最新の制度動向などに関する情報の提供

具体的な再エネ調達に関する事例紹介

再エネ調達（電力メニュー切替）に関する標準的な仕様書の提供

技術的なアドバイスや診断の実施

設備投資等への補助金（国補助・都補助ともに）情報

職員の意識改革を推進するための環境学習機会の提供

その他

特になし
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４．事業者向けの省エネ・再エネ支援策の広報活動はどのように行っていますか。

八王子市 ①広報誌、HPへの記事掲載　②商工会議所、法人会会報誌への記事掲載やチラシの挟み込み

立川市
広報・HP・市関連部署での案内チラシ配架、商工会議所、商連、法人会でのニュースやメルマ
ガ、HP、チラシ配架

武蔵野市 市ホームページで公開

青梅市 ホームページ

昭島市
・クール・ネット東京の省エネ診断について、市のホームページに記事を掲載
・温暖化メールマガジンを昭島市環境配慮事業者ネットワーク参加事業者へ転送

調布市 市ホームページ

町田市 ホームページ及びエコ宣言事業所へのメールマガジン等で周知を行っている。

小金井市 市ホームページ、市報

杉並区 区役所公式ホームページおよび広報紙での周知

豊島区 区広報・メールマガジン「e-産業マガジンとしま」への掲載、商店街へのチラシ配布

北区
HP及び広報誌での周知並びに他課（住宅課等）及び商工会議所等への事業パンフレットの配架・
送付

荒川区 区報、HP

板橋区 事業者団体を通じた周知やホームページにて

練馬区
・区報、区のホームページなど
・脱炭素社会に関する事業者アンケート調査の中で国・都・区の施策や補助金を紹介し、様々な
脱炭素に貢献する事業活動の取組例を選択肢として読んでもらうようにしている。

足立区 広報、ホームページ、SNS等

葛飾区 区ホームページ、広報誌

江戸川区 区広報紙・ＨＰ、えどがわ産業ナビ（区内事業者向けポータルサイト）等にて周知

文京区 区HPやCATV番組を活用した広報活動

台東区
他部署が実施している事業所向けのセミナーに専門家を派遣し、省エネ方法や補助事業等を紹介
している。

墨田区 これまで区報掲載、区HPへの掲載を行ってきた。

品川区 広報紙、区ホームページ

目黒区 区ホームページに啓発記事を掲載している

大田区
① 区ホームページへの掲載
② 区民運動「おおたクールアクション」賛同団体へのメール送信

世田谷区 区と協定を結んでいる住宅関連団体を通じ、業界団体へチラシ等を配布（委託）

渋谷区 ホームページ、ツイッター、YouTube、区報において該当情報を周知

中野区
ＨP、環境イベント（なかのエコフェア）でのクール・ネット東京や事業者の参加により普及活動
を行う。また、クールネット東京からの事業紹介・提案等について、中野区商店街連合会への情
報提供を実施。

千代田区
区内の事業者等を対象に、区内既存建物の省エネ化を推進するグリーンストック作戦において、
省エネセミナーや実施報告会を開催し、取組み内容の紹介や区の省エネ関連助成制度について案
内を行いました。（令和２年度はオンライン開催、令和３年度コロナ禍の影響により未開催）

中央区 HPへの掲載、本庁舎及び各特別出張所（日本橋、月島）での印刷物の掲示

港区 広報紙、SNS等を活用

新宿区 区報・HP等

区市町村名 広報活動方法
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４．事業者向けの省エネ・再エネ支援策の広報活動はどのように行っていますか。（前頁のつづき）

国立市 市報、市ホームページによる啓発

狛江市 市報、市SNS（twitter、FB）、商工会の会員向けDMに同封いただく

東大和市 国や東京都の事業周知リーフレットが届いた場合には、窓口等に配架し、PRを行っています。

東久留米市 電話等で個別に相談があった場合に、東京都やクールネット東京の支援事業を紹介している

武蔵村山市 クールネット東京のＥＶ自動車に関する補助金の案内をホームページに掲載している。

多摩市
今後事業所向け啓発の実施を検討していくが、現状はHP等で都や国の事業を紹介するにとどまっ
ている

羽村市 広報紙、市公式サイト等

あきる野市 東京都から送付された事業所向けの資料を商工会に提供している。

小平市
・環境配慮事業者連絡会で、国や東京都、市の支援策について情報提供している。
・市HPや市報での周知

区市町村名 広報活動方法
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文京区 区内大規模事業所を対象にしていたため住所を把握しており、各事業所に開催通知を発送した。

大田区
① 区ホームページへの掲載
② 区民運動「おおたクールアクション」賛同団体へのメール送信

世田谷区 産業団体等に周知協力を依頼

　②開催に向けた周知方法を教えてください。

練馬区 地域協議会で会員団体からの委員に企画を説明し、それぞれの事務局と個別調整。

葛飾区 区ホームページ、広報誌、商工会議所へ周知協力を依頼

八王子市 ①広報誌及びHPへの記事掲載　②市環境政策事業登録事業者への案内通知

武蔵野市 市報、市ホームページ、ＳＮＳ、商工会議所会報へのチラシ挟み、郵送

昭島市 昭島市環境配慮事業者ネットワーク参加事業者へ会議開催通知をメール等で送付

小平市 市HP、メール

狛江市 市報、市SNS（twitter、FB）、商工会の会員向けDMに同封いただく

八王子市 ①講演内容や講師の選定　②参加事業者数の確保

武蔵野市
参加者の業種がばらばらなので具体的行動に結びつける啓発が難しい。専門用語を理解してもら
えない。

昭島市
コロナ前は昭島市環境配慮事業者ネットワークの総会や全体会議開催時に講師を招いて講義を
行っていた。テーマや講師の人選に苦慮していた。

小平市 参加者が少ない。

狛江市 ニーズの把握、集客

区市町村名 周知方法

千代田区
広報やHP上での掲載、窓口設置、その他で、グリーンストック作戦の事業で過去に連絡先等を登
録している方へメール又は郵送による周知を行いました。

中央区 HPへの掲載、企業媒体への周知（ツイッター等）、地域協力者の口コミ

区市町村名 苦労点

千代田区
令和２年度は、コロナ禍に対応するため初めてオンライン開催としました。そのため、講師の方
との調整や当日までのオンライン対応による準備など会場での開催とは異なる準備・調整に苦労
しました。

中央区 出席者数の確保　（現地及びオンラインの双方）

５．事業者向けの環境、省エネ研修会を開催したことがあるご担当者に質問します。
　①開催にあたりご苦労されたことを教えてください。

文京区 さまざまな業種の事業者が対象なので、全事業者に関係する研修内容を考えること。

大田区 ①参加者の確保　　②講師選定　　③新型コロナウイルス感染症対策

世田谷区 業種や規模により、興味や課題が異なるため、テーマ設定が一般化してしまう。

練馬区
研修会を企画しても、中小企業の実務担当者は業務に追われ出席が難しい面がある。業界団体の
経営者が集まる会合の中で時間を取ってもらい、クールネット東京に講師をお願いして実施し、
好評であった。

葛飾区 講師の選定・依頼
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