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横浜市地球温暖化対策実行計画(案)

の問題点とゼロエミ横浜案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼロエミッションを実現する会・横浜 
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はじめに 

 欧州をはじめとした国々が 2050年カーボンニュートラルを宣言する中、日本も 2020年 10

月に同宣言を行い、その後、国の 2030年度の温室効果ガス排出量の削減目標については、従

前の 2013年度比「26％削減」から引き上げられ、「46％削減することを目指す。さらに50％

の高みに向け、挑戦を続けていく」こととなりました。 

 横浜市は、前回2018年計画の改定で、2050年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」の

実現を掲げました。そして、2021年 6月には、地球温暖化対策の推進並びに市内経済の循環

及び持続可能な発展を図ることなどを目的とした「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する

条例」が施行され、2022年2月に「令和４年度の市政運営の基本方針」において、2030年度削

減目標50％削減が掲げられました。このような、国の削減目標の引き上げ等の国内外の動向

や、横浜市のこれまでの動向などを踏まえ、横浜市の新たな 2030年度温室効果ガス排出削減

目標を掲げるとともに、その達成や 2050年の脱炭素化の実現に向けた取組を一層推進するた

め、「横浜市地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）」の改定が行われてい

ます。横浜市域からの 2030年度の温室効果ガス排出削減目標として、「2013年度比 50%削

減」を目標とし、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことになっています。 

 ゼロエミッションを実現する会・横浜（ゼロエミ横浜）では、横浜市の地球温暖化対策実

行計画を専門家を交えて精査し、トレンドの反映と省エネ・再エネの導入と切り替えの上乗

せにより、2013年度比63.5%が可能と結論を出しました。 

待ったなしの気候危機を回避するため本報告を参考にしていただくことができれば、これ

ほどうれしいことはありません。 
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横浜市地球温暖化対策実行計画（案）の妥当性 

横浜市 2030年度温室効果ガス排出削減目標「2013年度比50%」は過小評価 

 

３つの考え方【現状趨勢ケース、2030年トレンドケース、50％削減ケース】  

 



 

 
4 

素案では、部門別削減目安や削減見込量の試算にあたり、「現状趨勢ケース」「2030年度

トレンドケース」「50％削減ケース」の3つケースを試算しています。「現状趨勢ケース」

は、現状の地球温暖化対策を維持し、追加の対策を行わない場合の排出量となり、人口等の

活動量の増減等により排出量が増減します(計算には2019年度実績値を用いている）。 

「2030年度トレンドケース」は、これまでと同様のペースで温暖化対策を実施した場合、

「50％削減ケース」は、2030年度 50％削減を目指して対策を実施した場合の排出量になり

ます。 

50％削減ケースでは、2030 年度の排出量推計値は1,079万トン」（下記表の②）です。 

横浜市の温室効果ガス（GHG）排出量の目標値（表） 

 

現状趨勢（2019年度の排出量レベル）からの削減見込量は「681万トン」となります。その

うち、一番削減率の高い部門は、業務部門で▲172万トンで、2013年比で66％の削減になって

います。横浜市で一番排出の多い家庭部門は、▲195万トン削減で2013年比では55％削減され

る目標となっています。 
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横浜市の温室効果ガス（GHG）排出量の目標値 

 

グラフ「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  

上記の棒グラフにあるように、エネルギー転換部門や、運輸部門での削減量は少なくなっ

ています。エネルギー転換部門は、主に、石油精製や発電所の自家消費から発生する温室効

果ガスです。ここに、ENEOSの2030年GHG削減目標46%減などの2030年に向けた製油所や石炭

火力段階的廃止など発電所の今後のトレンドが反映されているのでしょうか。運輸部門につ

いては、▲84万トン（2013年比で32％）の削減になっておりますが、電動車普及の今後のさ

らなる加速や、神奈川県が表明した2030年までに県内で販売される新車の乗用車全てを電動

車にすることを、この素案に反映しているのでしょうか。 

 

横浜市による部門別削減量の妥当性とゼロエミ横浜によ

る削減量案 

ここから、現状趨勢ケースにおける 2030 年度の排出量推計値「1,759万トン」から、5

0％削減時「1,079万トン」に必要な削減⾒込量「681 万トン」の 各部門の削減見込量の妥

当性と、そこからどれだけ削減量を上乗せできるかを見ていきます。 
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【家庭部門】 

半分以上が「電力のCO2排出係数」の変更によるもの 

温室効果ガスの排出量について、2030年度現状趨勢ケースが421万トンに対して、2030年

度50％削減ケースで226万トンとなっており、削減量は▲195万トンです。ここで横浜市が示

している▲195万トンの内訳は、以下の表の明細の通りです。もっとも大きい削減見込み量

は、「電力のCO2排出係数の改善」です。

 

グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成 

 

電力排出係数とは 

電力のCO2排出係数とは、電気事業者が1kWhの電力を作り出す際に、どれだけの量のCO2を

排出したかを表す指標です。「二酸化炭素排出量÷販売電力量」で算出されます。石炭・石

油・天然ガスなどの火力発電の比率が高いと実排出係数は高くなり、再生可能エネルギーの

比率が増えると、係数は低くなります（注2）。 
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出典：滋賀県「滋賀県ＣＯ₂ネットゼロ社会づくりに向けた現状と推移」p9(注3) 

2020年度では、「0.45kg-CO2/kWh」が排出係数として使われていましたが、国の第6次エ

ネルギー基本計画で示された電源構成を元に2030年度では「0.25kg-CO2/kWh」に変更されま

た。この変更による削減見込み量が▲108万トンとなっています。 

つまり、家庭部門での削減▲195万トンのうち、半分以上の▲108万トンが「電力のCO2排

出係数の改善」によるものです。残り、▲87万トンのうち、▲50万トンは建物の省エネ化

によるもので、▲11万トンは住宅における太陽光発電による削減見込み、▲27万トンは再

エネ100％電気への切替によるものになっています。 

低すぎる太陽光発電設備導入見込み、再エネ切り替え見込み 

▲11万トン削減見込みである、「住宅における太陽光発電設備の普及」では、太陽光発電

設備の導入量が45万kWと想定されています。仮に住宅1戸あたり3kWと仮定すると、45万kW÷

3kW/戸＝15万戸になり、横浜市の全世帯数177万世帯のうち、わずか8％しか2030年で太陽光

発電設備が導入されないという計算になります。 
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また、環境省が公表している横浜市の戸建住宅での太陽光発電設備導入ポテンシャルで

は、298万kWです（注4）。このポテンシャルに対して横浜市の見込みは、15%程度（45万kW

÷298万kW×100）の低いものです。まだ上積みできる余地があります。 

再エネ100％電気への切替についても、2030年の目標は全世帯の1割となっていますが、こ

ちらについても2050年カーボンニュートラルに向けての中間地点2030年時点の目標とすると

非常に低いと感じます。 

対して、長野県では、全世帯数83万件のうち、住宅太陽光の設置目標を22万件としていま

す。つまり、全世帯の26％の太陽光発電設備導入を行う予定です。 

 

 

グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  

断熱と省エネ機器への更新、再エネ導入・切替で7割アップ 

ゼロエミ横浜は、専門家を交えて、横浜市の2030年度50％削減ケースでの対策の他に、上

積みのできる部分はないか検討を行いました。検討の結果、現状の▲195万トンの削減数値

から▲263万トンへの上積み（▲68万トン）ができる可能性が見えてきました。 
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①住宅の断熱性能の向上で3万トン削減： 

 ✓2025年までは7割の新築住宅が国が定める断熱基準（等級4）を達成し、残り3割はZEH水

準の断熱基準（等級5）を達成する。 

 （2022年建築物省エネ法改正で断熱等級4が義務化、等級5, 6, 7が設置された。なお、等

級4の新築での採用率は現状でも約9割,2030年には等級5が義務化される見通し） 

 

等級6が「最低限レベル」の鳥取グレード 

鳥取県では独自の「鳥取グレード」を設定。国のレベルで等級6を「最低限レベル」とし

て、それ以上のレベルを推奨レベルなどとして推奨、補助金や住宅ローンの優遇などをおこ

なっています（注5）。 

 

表：鳥取県ウェブサイトより引用（注5） 
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②家電や設備の省エネ化で46万トン削減： 

 ✓機器を更新する際に、トップレベルの省エネ設備に更新 

    （今すぐ買い替える必要はなく、機器の更新時に心がけて頂くことで実現可能） 

③太陽光発電設備導入増で18万トン削減： 

 ✓45万kW→60万kWへアップし、環境省ポテンシャルの17.5%（注4）（新築住宅14%、既存

住宅が3.5%）を活用 

④再エネ100％電気の切替数の増加で26万トン削減 

 ✓切り替え世帯数の見込みを10%→20%へ増やす 

 電力のCO2排出係数の改善の削減量が▲108万トン→▲82万トンへ減少しているのは、太陽

光発電設備を導入する世帯、再エネ100%電気切替をする世帯が増えたことで、家庭部門で排

出されるCO2の総量が減少したためです。 
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【業務部門】  

3分の1が「電力のCO2排出係数」の変更によるもの 

 業務部門は、オフィスビルや商業施設等での電気、ガス、石油系燃料、熱の使用による二

酸化炭素排出が対象です。 

 業務部門の温室効果ガスの排出量は、2030年度現状趨勢ケースが336万トンに対して、203

0年度50％削減ケースでは164万トンとなっており、削減量は▲172万トンです。横浜市が示

している▲172万トンの内訳は、以下の表の通りです。ここで、「電力のCO2排出係数の改

善」により、削減見込み量が▲55万トンとなっており、部門全体の削減量の3分の１です 

 残りの▲117万トンのうち、▲102万トンは建物の省エネ化によるもので、▲1.4万トンは

商業施設・事業所等における太陽光発電普及による削減見込み、▲14万トンは再エネ100％

電気への切替によるものになっています。 

 

グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  
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低すぎる太陽光発電設備導入見込み、再エネ切り替え見込み  

 ▲1.4万トンの削減を見込んでいる「商業施設・事業所等における太陽光発電設備の普

及」では、太陽光発電設備の導入量が6万kWと想定されています。環境省が公表している横

浜市の建物のカテゴリの中で、公的施設（官公庁や学校）の太陽工発電設備導入ポテンシャ

ルは、27万kWです(注4）。公的施設以外に民間も含めた（病院・鉄道関連・その他建物）場

合は234万kWに増加します(注4)。2030年度50％削減ケースの目標である6万kWは、ポテンシ

ャルに対して3％程度（6万kW÷234万kW×100）という非常に低い目標です。仮に公的施設だ

けに限定した場合も、22%（6万kW÷27万kWx100）となり、上積みできる余地があります。 

 再エネ100％電気への切替についても、2030年の目標は全事業所の1割となっていますが、

こちらについても2050年カーボンニュートラルに向けての中間地点2030年時点の目標とする

と非常に低いです。 

 神奈川県では、全県有施設の再エネ100％電気への切替を2030年までに実施すると宣言し

ています。業務部門のCO2排出量に占める市の施設の割合は19％で、横浜市全体に占める割

合は約5%となっており、市有施設が率先して太陽光発電設備を導入したり再エネ100％電気

へ切替を促進したりすることは非常にインパクトの大きいものになります。横浜市も神奈川

県の宣言に倣い、2030年までに市有施設を再エネ100％電気へ切替をすると仮定すると、約

▲70～80万トンの削減に繋がり、県有施設の再エネ100％切替と合わせるとそれ以上の削減

が見込まれますがそれらの数値は素案の計画に反映されていません。 

みなとみらい21の脱炭素は反映されていないのではないか 

 素案P57に、”脱炭素先行地域「みなとみらい２１地区」において、参画施設とともに 20

30 年までに電力消費に伴うCO2排出量「実質ゼロ」の達成を目指し、大都市における脱炭素

化モデルを構築します。”とありますが、 脱炭素先行地域みなとみらい２１地区におけるC

O2排出量19万トン（みなとみらい２１対象32施設のCO2排出量）を2030年にゼロにする計画

は含まれていないように見えます。みなとみらい２１地区はガスのコージェネレーションシ

ステムを導入しているが、コージェネレーションシステムでの排出分1.4万トンを除き、19

万トン－1.4万トン＝18万トンは削減できるのではないでしょうか。 
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グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  

断熱と設備・機器の省エネ化、再エネ導入、切替で7割アップ 

 専門家を交えて、横浜市の2030年度50％削減ケースでの対策の他に、上積みのできる部分

はないか検討を行なったところ、現状の▲172万トンの削減数値から▲239万トンへの上積み

（▲66万トン）ができる可能性が見えてきました。 

①建物の断熱性能の向上＆設備・機器の省エネ化により3万トン削減： 

 ✓2025年までは7割の新築の建物が国が定める断熱基準（等級4）を達成、残り3割はZEB水

準の断熱基準（等級5）を達成 

 ✓2025年以降はすべての新築の建物がZEB水準の等級5になると想定 

 ✓設備・機器を更新時に、トップレベルの省エネ設備を選択する 

②太陽光発電設備導入量増加により25.6万トン削減： 

 ✓6万kW→50万kWへアップする（環境省ポテンシャル(注4)の20%を見込む） 

③再エネ100％電気の切替数の増加により38万トン削減： 
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 ✓再エネ100％電気の割合を10%→20%へ増やす 

 ✓国や県などの公的施設も2030年までに再エネ100％に切替完了することを見込む 

 電力のCO2排出係数の改善の削減量が▲55万トン→▲65万トンへ微増しているのは、ガス

からの電化が進むため、電力の総量が増えると想定したためです。 

 

 

【産業部門】 

産業部門は製造業、建設業等での電気、ガス、石油系燃料の使用による温室効果ガスの排

出が対象になります。 

温室効果ガスの排出量は、2030年度現状趨勢ケースが179万トンに対して、2030年度50％

削減ケースでは115万トンとなっており、削減量は▲64万トンです。横浜市が示している▲6

4万トンの内訳は、以下の表の明細の通りです。ここで、対策名「電力のCO2排出係数の改

善」により、削減見込み量が▲35万トンとなり、産業部門の削減量全体の約半分を占めま

す。残り、▲29万トンのうち、▲27万トンは工場における省エネ化によるもので、▲1.5万

トンは工場等における太陽光発電普及による削減見込みによるものになっています。 
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グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  

JFEスチール高炉の廃炉による削減が含まれているのか 

横浜市は産業構造上、産業部門の排出の割合は他の自治体に比べ比較的小さくなっており

ますが、大口の排出をする事業所もあります。先日、JFEスチール東日本製鉄所京浜地区

（川崎市川崎区）の高炉が、2023年9月を目途に休止が決定、と発表がされました。今般の

需要に合わせて高炉を集約する流れにあり、廃炉が決定しました。JFEスチール京浜地区は

川崎市がメインの工場となりますが、一部横浜市にも工場があります。横浜地区の排出量は

およそ60万トンあり、廃炉後は、この排出量が大幅に減ります。この削減量が、横浜市の案

には含まれていないようです。 

低い工場・倉庫などの太陽光導入見込み 

産業部門で見込んでいる、工場等における太陽光発電設備の普及によるCO2削減見込み

は、▲1.5万トンです。環境省が公表している横浜市の建物のカテゴリの中で、工場・倉庫

の太陽工発電設備導入ポテンシャルは、33万kWです（注4）。2030年度50％削減ケースの目

標である1.5万kWは、ポテンシャルに対して6%程度（1.5万kW÷22万kW×100）という非常に

低い目標で、まだ上積みできる余地がある、と私たちゼロエミ横浜は考えます。再エネ10

0％電気への切替についても、2030年の目標は特に設定されておりません。 



 

 
16 

高炉廃止の影響、省エネ、再エネの導入、切替で5割アップ 

専門家を交えて、横浜市の2030年度50％削減ケースでの対策の他に、上積みのできる部分

はないか検討を行なったところ、現状の▲64万トンの削減数値から▲129万トンへの上積み

（65▲万トン）ができる可能性が見えてきました。 

①JFEスチール東日本製鉄所京浜地区の高炉廃止により横浜市の工場も58万トン削減： 

 ✓高炉を廃止して加工工場だけ残る前提で、横浜市の排出分67万トンの8割削減される 

②工場等における省エネ化により4万トン削減： 

 ✓設備・機器を更新時、または更新時に至る前に、トップレベルの省エネ設備を選択する 

②太陽光発電設備導入量増加により2.5万トン削減： 

 ✓6万kW→8万kWへアップする（環境省ポテンシャル (注4) の20%： 工場20％、農地2%を

見込む） 

③再エネ100％電気の切替数の増加により18万トン削減： 

 ✓再エネ100％電気の割合を0%→30%へ増やす 

 電力のCO2排出係数の改善の削減量が▲35万トン→▲18万トンへ減少しているのは、太陽

光発電設備を導入する工場、再エネ100%電気切替をする工場が増えたことで、産業部門で排

出されるCO2の総量が削減したためです。 
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【エネルギー転換部門】 

エネルギー転換部門は、エネルギー源（原油、LNG等）をより使いやすい形態（ガソリ

ン、都市ガス、電気等）に転換する工程で、発電、石油精製、コークス類製造、都市ガスの

自家消費などに分類される電気事業者、ガス事業者、熱供給事業者を対象としています。 

温室効果ガスの排出量は、2030年度現状趨勢ケースが390万トンに対して、2030年度50％

削減ケースでは251万トンとなっており、削減量は▲140万トンです。横浜市が示している▲

140万トンの内訳は、以下の表の通りです。削減見込み量の大部分は、省エネ対策の実施に

よるもので、▲135万トンが見込まれています。「電力のCO2排出係数の改善」により、  

▲4.4万トンの削減効果が表れています。  
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グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  

ENEOSの温室効果削減量、石炭火力段階的廃止などのトレンドが未反映 

 石油精製と発電所の今後の動向が反映されていません。石油精製の今後のトレンドとし

ては、①エネルギー源の石油から電気へのシフト、②省エネなどで石油の消費が2030年に向

けて削減されていく、③第6次エネルギー基本計画によると、石油の一次エネルギー供給は

全国で2030年に2013年比29%削減される、などが挙げられます。横浜にあるENEOS根岸製油所

の生産量：年間約250万トンは当然減っていくものと考えられますが、素案に反映されてお

りません。ENEOSは会社全体としての発表にはなりますが、2050年にカーボンニュートラ

ル、2030年に2013年度比46％削減を目指す、と発表もしています。 

また、発電所に関しても、第6次エネルギー基本計画では、化石燃料由来の火力発電所の

電源構成は、2019年の76％から2030年は41％に減少する見込みで、発電量は全国で2030年に

2013年比51%削減となります。横浜市にある火力発電所の発電量も今後減っていくと見られ

ますが、それについても反映されていないようです。横浜市では、電源開発磯子石炭火力間

接（自家消費）：約37万トンと、JERA横浜火力＋南横浜火力発電所：22万トン、合わせて59

万トンほど排出されています（注6）。 

 これらの石油精製や火力発電所について今後のトレンドを反映する必要があります。 
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トレンド反映と省エネ化で7割アップ 

専門家を交えて、横浜市の2030年度50％削減ケースでの対策の他に、上積みのできる部分

はないか検討を行なったところ、現状の▲140万トンの削減数値から▲174万トンへの上積み

（34▲万トン）ができる可能性が見えてきました。 

①製油所、発電所、都市ガス工場、熱供給が、需要側の対策で生産調整により25万トン削

減： 

 ✓第6次エネルギー基本計画から、ENEOS根岸製油所、電源開発磯子火力間接、JERA横浜火

力＋南横浜火力発電所などの生産量が削減されることが予想される 

 ✓都市ガスの消費量が2030年に2013年比48%削減（ガス器具の省エネ効果や、ガスから電

気への電化が進む） 

 ✓地域熱供給の熱消費量は52%削減。地熱供給はこれに加え、モデル事業地区を中心とし

て横浜市の熱利用の半分で再エネ転換が行われることを想定 

②省エネ化により9万トン削減： 

 ✓設備・機器を更新時、または更新時に至る前に、トップレベルの省エネ設備を選択する 
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【運輸部門】 

自動車、鉄道、船舶からの排出が対象です。 

温室効果ガスの排出量は、2030年度現状趨勢ケースが348万トンに対して、2030年度50％

削減ケースでは264万トンとなっており、削減量は▲84万トンです。横浜市が示している▲8

4万トンの内訳は、以下の表の明細の通りです。ここで、「電力のCO2排出係数の改善」によ

り、削減見込み量が▲16万トンとなります。残り、▲68万トンは工場における省エネ化によ

るものです。

 

グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  
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自動車の電化、再エネ導入・切替で6割アップ 

 専門家を交えて、横浜市の2030年度50％削減ケースでの対策の他に、上積みのできる部

分はないか検討を行なったところ、現状の▲84万トンの削減数値から▲141万トンへの上積

み（58▲万トン）ができる可能性が見えてきました。 

①電気自動車の保有率の増加と省エネ化により43万トン削減： 

 ✓2030年の電気自動車の保有率を20％へ 

 ✓自動車更新時、トップレベルの燃費の車を選択、または電気自動車を積極的に選択 

 ✓トラックなどの商用車は電気自動車の保有率を2030年で5%と想定し、エコドライブ推進 

②太陽光発電設備導入量増加により0.4万トン削減： 

 ✓14万kW分の駐車場屋根の太陽光発電を見込む（自動車全体では1%、電気自動車の10%） 

③再エネ100％電気の切替数の増加により6万トン削減： 

 ✓電気自動車の電力全体の20%について2030年までに再エネ100％電力購入を見込む。 

 ✓鉄道では50%を見込む   

例：東急不動産株式会社は、2025年にはオフィス、商業施設、ホテルなど、保有する全施設で1

00%再エネに切り替える「RE100%」を2025年には達成することを表明した（注7）。 
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横浜市は、2030年にGHG63.5%削減が可能 

  

 ここまで部門別に専門家を交えての削減量上積みの可能性について検討してきましたが、

各部門の削減量上積みを累積すると、合計で292万トン分の排出量がさらなる上積み分とし

て、素案の計画から追加削減できることが分かりました。2030年時点で素案の計画では、温

室効果ガス排出量は1,079万トンでしたが、追加削減を折り込むと787万トンになり、2013年

比で1,372万トン（63.5％）の削減になります。 
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グラフ 「素案」の表を元にゼロエミ横浜で作成  

 上のグラフは先ほどの表をグラフにしたものです。グラフ「2030年度【専門家による上積

み】」の上部に、2030年の素案目標値50％削減時の1,079万トンと、専門家による上積みを

加味した787万トンとの差分、292万トンの明細を示しています。292万トンのうち、35％は

省エネ、27％は再エネへの切替、17％は太陽光パネルの増設によるものです。そしてその他

要因とし29％あるのは、製油所や発電所の今後のトレンドを反映させた結果の削減分となり

ます。 

 今までみてきたように、横浜市は削減ポテンシャルも大きく、排出二酸化炭素の2013年比

60%以上の削減も可能です。また、ここであげた削減策を実施することによって、燃料費の

コスト削減になり、さらに、地域の雇用も増やすことができます。気候危機は待ったなしで

す。国際都市として、日本をリードしていただくことを期待します。 
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巻末注： 

注1 横浜市「横浜市地球温暖化対策実行計画 改定素案」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurash

i/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/keikaku/r4pubcom.files/0005_20220915.pdf 

注2 電力計画.com「CO2排出係数とは？エコな新電力を測れる指標」https://standard-project.net

/energy/pps/hikaku_co2.html 

注3 滋賀県「滋賀県ＣＯ₂ネットゼロ社会づくりに向けた現状と推移」p9. https://www.pref.shig

a.lg.jp/file/attachment/5310042.pdf?fbclid=IwAR17udM9mNJySO1kKBbVy_DLTlniVW_z4vRKSN3sTu0

U3PqfV0MXzjtakM8 

注4 環境省「自治体再エネ情報カルテ_神奈川県_横浜市」https://www.renewable-energy-potentia

l.env.go.jp/RenewableEnergy/api/index.php/karte_dl?pref=14&city=14101&filename=gvlbv03pe

tog0kievuhd8pn1t6municipality_karte.xlsx&del=1 

注5 鳥取県「NE-STとは」https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1223549.htm#itemid1223549 

注6 電源開発株式会社「地球温暖化対策実施状況報告書」https://www.city.yokohama.lg.jp/busin

ess/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/ondanka/keikakusho/2020-houokokusyo.files/134_1033134h-

2020.pdf 

株式会社JERA 「地球温暖化対策実施状況報告書」https://www.city.yokohama.lg.jp/business/buny

abetsu/kankyo-koen-gesui/ondanka/keikakusho/2020-houokokusyo.files/360_1033360h-2020.pdf 

注7 東急不動産ホールディングスhttps://www.tokyu-land.co.jp/news/0e05cb66fa2248dfa7090217f

4d9b8e5_1.pdf 
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