
グリーンリースの手順 
～事前準備から契約までの流れ～ 

 この章では、グリーンリース契約を締結するまでの手順を分か
りやすく紹介していきます。各手順ごとに必要項目のチェックリ
ストを掲載していますので、参考に進めていきましょう。 

１．事前準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
２．グリーンリース契約・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
３．契約後の運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 

資料３ （仮称）グリーンリース実践の手引き骨子案 

1 



グリーンリースに取り組む前に 

 まずは、グリーンリースと、ご自身の所有するビルについて正しく理解することが重要で
す。以下のチェックリストを参考に理解度をチェックしていきましょう。 

１ 事前準備 

チェック項目 チェック 

★ ① グリーンリースの仕組みについて理解できていますか？ □ 

★ ② グリーンリースのメリットを理解できていますか？ □ 

Step.1 グリーンリースの基礎知識 

チェック項目 チェック 

★ ① ビルの所有者は単独か複数か把握していますか？ □ 

★ ② ビルの竣工図面や設備図面などは保管してありますか？ □ 

★ ③ テナントが何社入居しているか把握していますか？ □ 

★ ④ 空室がどれくらいあるか把握していますか？ □ 

⑤ 入居テナントの業種を把握していますか？ □ 

⑥ ビル全体の稼働時間を把握していますか？ □ 

⑦ 既存設備（照明や空調）の設置年数は把握していますか？ □ 

Step.2 ビルの基本情報 

グリーンリースについて、理解を深めたい方は本紙ｐ●へ。 

★項目がすべてチェックできたら次のStepへGO!! 

ご自身のビルの現状によって、今後の省エネの取組み
方が変わってきますので正しく把握しましょう。 

★項目がすべてチェックできたら次のStepへGO!! 
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チェック項目 チェック 

★ ① ビル全体の毎月のエネルギー使用量は把握していますか？ □ 

★ ② テナント毎（フロア毎）の毎月のエネルギー使用量を把握していますか？ □ 

③ エネルギー使用量を見える化（グラフ化）して、比較できるようにしていますか？ □ 

Step.3 エネルギー使用量の把握 

エネルギー使用量を把握することが省エネの第一歩です 。 

★項目がすべてチェックできたら次のStepへGO!! 

チェック項目 チェック 

★ ① 定期的にテナントと顔を合わせる機会がありますか？（テナント協議会など） □ 

★ ② テナントと情報共有（エネルギー使用量等）はできていますか？ □ 

③ テナントは省エネについて協力的ですか？ □ 

④ テナントから設備改修などの要望はありますか？ □ 

Step.4 テナントとの関係性 

グリーンリースを進めるためにはテナントの協力が不可
欠です。日頃からコミュニケーションをとって関係性を深
めましょう。 

★項目がすべてチェックできたら次のStepへGO!! 

チェック項目 チェック 

① ビルの管理はビル管理会社が行っていますか？ □ 

② ビルの省エネ対策のためにESCO事業（者）を利用していますか？ □ 

★ ③ グリーンリースについて、①、②のような第三者のサポートを得られますか？ □ 

Step.5 第三者のサポート 

省エネのプロに相談してみましょう。どこに相談していい
か分からない場合は本紙ｐ●へ。 

★項目がすべてチェックできたら次のStepへGO!! 

※ 第三者の関与がない場合はStep.6へGO!! 
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チェック項目 チェック 

★ ① 工事の工程や資金調達方法に問題はありませんか？ □ 

② 専用部だけでなく、共用部も設備改修を行う計画ですか？ □ 

★ ③ 導入する設備（照明、空調など）は決まっていますか？ □ 

★ ④ 改修前後の設備の仕様は把握していますか？ □ 

★ ⑤ 設備改修による削減効果は正しく算定できますか？ □ 

★ ⑥ 削減効果を基にグリーンリース料を設定できますか？ □ 

★ ⑦ グリーンリース料の支払い方法は考えていますか？ □ 

⑧ 改修により、ビル全体の省エネ性能は向上しますか？ □ 

⑨ 運用改善による省エネ対策は実施する予定ですか？ □ 

Step.6 設備改修計画 

グリーンリースを進めるためには、削減効果を正しく算定 
することが重要です 。グリーンリース料の設定について、 
理解を深めたい方は本紙ｐ●へ。 

まとめ 

 事前準備のチェック項目については、正しく把握できたでしょうか？ 

ここで確認した事項は、このあと具体的にグリーンリースをテナントに提案する際、
また契約を締結して運用を行っていく際に大きく係わっていくものです。逆に言うと、
この部分がしっかりできていれば比較的スムーズに取り組むことができます。 

⇒ 次ページからは、グリーンリース契約に取り組む際のチェックポイント 
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グリーンリースの取組事例 
～グリーンリース普及促進事業より～ 

 この章では、都内の中小テナントビルにおけるグリーンリース
の取組事例について、取組の経緯や進め方など、細かくご紹介
していきます。 

１．Ａビル（特徴的な事例）・・・・・・・・・・ｐ● 
２．●●ビル（特徴的な事例）・・・・・・・・ｐ● 
３．●●ビル（特徴的な事例）・・・・・・・・ｐ● 
４．●●ビル（特徴的な事例）・・・・・・・・ｐ● 
５．●●ビル（特徴的な事例）・・・・・・・・ｐ● 
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１．取組みの概要 

 ビルオーナーの初期投資により、テナント専用部分のパッケージ空調機、全熱交換器を
改修し、テナントが改修メリットの一部を節電対策費としてオーナーに支払うグリーンリー
ス契約を締結した事例。 

・所在地：東京都 
・竣工年月：●年 
・延床面積 ：●㎡ 
・用途：テナントビル（オフィス系） 
・テナント数：●テナント 
・階数：地上●階 地下●階 

【ビル外観】 

１ Ａビル 
（特徴的な事例） 

２．基本情報 

オーナーとテナントの関係 

 オフィスビルのため、直接オーナーとテナントが顔を合わせる機会はないが、プロパ
ティマネジメントがオーナーの代理人となり、普段からテナントとコミュニケーションをとっ
て、オーナーと情報共有している。 

プロパティマネジメント（PM）とは・・・ 

 オーナーに代わって不動産の運営・管理を行い、その
収益性を高めるマネジメント業務。 オーナー 

PM テナント 

情報提供※ 

各種要望 

代理人 

※テナントの要望により、個々のテナントに対して、光熱費とエネルギー使用量の 
   情報提供を行っている。 6 



取組みの経緯 

設備改修内容 

３．取組みの詳細 

空調設備（セントラル空調） 

【オーナー】 
そろそろ更新時期にきている．．． 

【テナント】 
空調の効きが悪くなってきた．．． 

オーナー 

PM 

定例会にて検討 

補助金情報を提供 
設備改修の要望 

工事業者 

双方の思惑が一致 

セントラル空調 
「熱源機器（ガス吸収式冷温水機）」 

「関連機器（冷却塔、空調用ポンプ、エアハ
ン、送風機）」 

  ⇒ 設置から30年程度経過 

個別空調 
「高効率パッケージ空調」 

更新 

 プロパティマネジメントから設備改修の要望が出
たことを受け、オーナーと工事業者は定例会で、補
助金の活用による空調設備更新を計画した。 

 機器選定の際には、既設の空調容量を目安に、
コストを加味して決定した。 

グリーンリース契約内容 

当月のエネルギー使用料金について、前年同月と比較して削減が認められた場合、 
削減分の●％に当たる金額を支払う。 

①グリーンリース料の算定については、計算方法がシンプルなので難しくなかった。 

②還元割合の設定について、テナントの理解を得るのが難しかった。 

③グリーンリース料は賃料と相殺。月毎の清算ではテナントの負担が大きいので、 
  年度毎に清算とした。 7 



東京都の省エネ支援策 
～グリーンリースで活用できる～ 

 この章では、東京都で実施している中小規模事業所の方に向
けた様々な省エネ支援策を目的別にご紹介していますので、ぜ
ひご活用ください。 

１．地球温暖化対策報告書制度・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
２．地球温暖化対策ビジネス事業者登録・紹介制度 
                              ・・・ｐ● 
３．省エネルギー診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
４．省エネ改修効果診断ツール・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
５．自己評価指標（低炭素ベンチマーク）・・・・・・・・ｐ● 
６．グリーンリース普及促進セミナー・・・・・・・・・・・ｐ● 
７．事業者向け講師派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
８．省エネアニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
９．業種別省エネ対策テキスト・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
10.グリーンリース普及促進事業・・・・・・・・・・・・・・ｐ● 
11.中小企業者向け省エネ促進税制・・・・・・・・・・・ｐ● 
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地球温暖化対策ビジネス事業者登録・紹介制度とは．．． 
 東京都は、都が実施する地球温暖化対策の推進に協力し、事業者の地球温暖化対策への技術
的助言や支援を行う民間事業者を「地球温暖化対策ビジネス事業者」として登録し、温暖化対策に
取り組む都内の事業者への技術パートナーとして、紹介を行っています。 

【制度イメージ】 【活用ポイント】 

①大規模改修から機器の取付まで、内容に応じたサポートが 
 受けられる！ 
②設計施工から維持管理まで、省エネ効果を保証したサービスを 
 受けられる（ESCO事業）！ 
③計測機器を用いて、各設備ごとのエネルギー使用量を把握できる。 
④初期投資ゼロの運用改善で、光熱水費を削減できる。 

Q．毎月のエネルギー使用量を把握するため には 
  どうしたらいいかなぁ？ 

A．地球温暖化対策報告書を作成してみましょう。 

Q．省エネ設備改修やグリーンリースについて相談 
    したいけど、誰に相談したらいいかなぁ？ 

A．信頼できるビジネス事業者に聞いてみましょう。 

地球温暖化対策報告書制度とは．．． 
 都内で中小規模事業所を使用または所有している事業者が、事業所のCO2排出量や地球温暖化
対策の実施状況を都に報告する制度です。 
「地球温暖化対策報告書」の作成に取り組むことを通じて、各事業所のCO2排出量を把握し、また、
地球温暖化対策を継続的に実施していただくことを目的としています。 

【取組のイメージ】 【提出実績】 

【活用ポイント】 

①各事業所のエネルギー使用状況や温暖化対策の実施状況を把握 ⇒ CO2排出量や光熱水費の削減へ！ 
②報告書の内容は都のHPで公表 ⇒ 温暖化対策への取組みのPR！ 
③各種支援制度の条件 ⇒ 減税制度や各種助成金等に申込みが可能に！ 
④都の支援策の最新情報や、セミナー開催のご案内などをお届けします！ 
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省エネルギー診断 
 都内の中小規模事業所を対象として、経験豊富な診断員が事業所を訪問し、設備やエネルギー
使用状況を調査し、事業所の特性に応じた最適な省エネ対策を提案します。 

【アンケート結果】 

【受診による効果試算】 

Q．ビルの状況に応じた省エネ対策のアドバイスを して 
  ほしいなぁ。グリーンリースの実施前に、設備改修の 
  投資回収年数を試算してもらいたいなぁ。 

A．省エネルギー診断を受診してみましょう。 

省エネ改修効果診断ツールとは．．． 

 本ツールは、年間エネルギー使用量やメー
カーカタログの設備情報等を入力するだけで、
設備改修の省エネ効果を簡単に予測できるもの
です。テナントビルオーナーをはじめ、設備改修
に関係する事業者等が、省エネ効果をアピール
する様々な場面でご利用いただけます。 

【省エネ改修効果診断書】 

Q．新しい設備を導入した時の省エネ効果を簡単に 
   知ることができるものはないかなぁ？ 

A．省エネ改修効果診断ツールを使えば 
   すぐにわかります。 
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自己評価指標（低炭素ベンチマーク）とは．．． 

 東京都では、皆様からご提出いただいた「地球温暖化対策報告書」のデータを元に、代表的な30
業種についてCO2排出原単位（延床面積１㎡あたりのCO2排出量）の平均値を算出し、この平均値
と比較して高いか低いかによって、CO2排出レベルを「Ａ４～Ｃ」の記号で分類した表を作成し、公表
しています。 

Q．テナントと共通の目標を設定してグリーンリースに 
  取組みたいんだけれども、どうすればいいかなぁ。 

A．東京都の自己評価指標 
  （低炭素ベンチマーク） を活用しましょう。 

【活用ポイント】 

・同業他社と比較して、自社がどのくらいのレベルかが一目で分かります。 

テナントビルの低炭素化・省エネ化に向けた普及促進セミナー 
とは．．． 

 東京都は、中小テナントビルの省エネ対策を推進するため、年に2回セミナーを開催しています。 

セミナーでは、テナントビルの省エネ対策に役立つ都の支援やグリーンリースの事例などを紹介し
ます。 

Q．グリーンリースの取組事例や環境不動産に関する 
   最新情報などが知りたいなぁ。 

A．東京都のセミナーに参加してみましょう。 

【過去の開催例】 

■日時：平成29年7月7日（金） 
■場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 
■参加者数：185名 
■内容：1．基調講演 
      2．東京都のグリーンリース普及促進に係る助成事業 
      3．グリーンリースの事例紹介（3例） 
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省エネアニメ＆業種別省エネ対策テキストとは．．． 
 様々な省エネ対策を、アニメで分かりやすく紹介しています。 

また、中小規模事業所が加盟する業界団体の協力のもと、個々の業種の特徴に適した省エネル
ギー対策テキストを作成しています。 

【アニメ一覧】全6本（H29.3.31現在） 【テキスト作成業種例】全28業種（H29.3.31現在） 

事業者向け講師派遣とは．．． 
 区市町村や業界団体・金融機関等が主催する研修会等に無料省エネ
の講師を派遣します。 
（H23～28年度で合計234件の研修会に講師を派遣） 

●参加者全員にオリジナルテキストを進呈 
●最新技術を体感できるショールームで研修会等が開催可能 

【H29年度テキスト】 

Q．ビルの関係者や入居するテナントに、省エネ対策 
  を案内したいんだけど、どうしたらいいかなあ？ 

A．東京都では無料で講師を派遣しています。 

Q．自分の会社に合った省エネ対策を知りたいけど 
   何か良いものはないかなぁ？ 

A．業種別に省エネ対策をまとめたテキストを 
   参考にしてみましょう。 

Q．社員教育用に省エネについて学べるものは 
   何かないかなぁ？ 

A．分かりやすい内容の省エネアニメを 
   観てみましょう。 
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グリーンリース普及促進事業 
 中小テナントビルのオーナーとテナントが協働して取り組む「グリーンリース」等を条件に、オー
ナーに設備改修費用等の一部を助成します。 

【事業概要】 
募集期間：平成30年度まで 
対象者：都内に中小テナントビルを所有する中小企業者等 
対象事業：①グリーンリース契約を締結し、設備改修を実施すること 
       ②設備改修後のベンチマークがA2以上となること 等 
助成対象経費：①グリーンリース契約のための調査費用 助成率1/2 上限100万円 
           ②グリーンリース契約に基づく設備改修費用 助成率1/2 上限4,000万円（①含む） 
              ※ただし、ビル共用部分の照明をLED化する場合は上限4,250万円 

【申請の流れ】 

中小企業者向け省エネ促進税制 
 「地球温暖化対策報告書等」を提出した都内の中小規模事業所等において、東京都環境局の指
定する導入推奨機器を取得した場合に、事業税（法人事業税・個人事業税）を減免します。 

【減免額】 
設備の取得価格（上限2,000万円）の1/2を取得事業年度
の法人事業税額又は所得年の所得に対して、翌年度に
課税される個人事業税額から減免。 

【設備対象】 
 ・空調設備 
 ・照明設備 
 ・小型ボイラー設備 
 ・再生可能エネルギー設備 

Q．省エネ設備の導入に対する補助がほしいなぁ。 

A．東京都の補助事業を活用しましょう。 

Q．補助金以外で、省エネ設備を導入するメリットは 
   ないかなぁ。 

A．東京都では省エネ設備導入した事業者へ 
   税制優遇を行っています。 
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テナント向け案内ツール 
～グリーンリース契約のご案内～ 

 最後の章では、オーナーの皆様が今後グリーンリースをテナ
ントへ案内をする上で役立つツールを掲載しています。 
本ツールを活用し、ビル全体での省エネを目指しましょう。 
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テナント入居者様へ 

環境に優しい取組みを進めて省エネ・省コストを実現しませんか？ 

グリーンリース契約のご案内 

グリーンリースとは？ 

・テナント入居者様とオーナーが協力して省エネに取り組む。 
・取組む省エネについて、契約や覚書等により明文化する。 

ご契約のメリット 

入居者様へのご提案 

協力して省エネの取り組みを進めましょう。 

●毎月お支払いの光熱費が今より安く!! 
●最新設備の導入で、より快適な空間に!! 
●照明など維持管理の手間が軽減!! 

○万円 
○万円 

○万円 

○万円 

○万円 

照明を一緒にＬＥＤに更新しませんか？ 
削減できる光熱費○万円／月をシェアしましょう！ 

○万円のメリット!! 

Win-Winの関係を構築！ 
光熱費の削減 

取り組んでいるテナントの声 

●光熱費が予想以上に下がり、コストカットできた。 
●照明のランプ交換の手間が減って助かっている。 
●環境に配慮しているという企業イメージがついた。 
●入居している他のビルでも実践したい！ 

東京都のグリーンリースの普及促進策 

●テナントビルの低炭素化・省エネ化に 
  向けた普及促進セミナー 
  グリーンリースの取組事例や環境不動産に 
関する最新情報を提供!! 

●省エネアニメ 
  具体的な省エネ対策が簡単に分かる!! 

●グリーンリースの手引き 
  グリーンリースの具体的な進め方が分かる!! 

●グリーンリース普及促進事業 
  グリーンリース契約等を条件に、設備改修に 
対する補助を受けられる!! 

画像 

【アニメ一覧】 
・「これからはじめる」省エネ推進体制 
・「すぐできる」全熱交換器の省エネ対策 
・「すぐできる」空調設備の省エネ対策 
・「すぐできる」照明設備の省エネ対策 
・「オフィスでできる」身近な省エネ活動 
・「よくわかる」電力自由化 

全6種 
年2回 

【平成29年度開催】 
 ・平成29年7月7日（金）・・・出席者数185名 

【目次】 
１．はじめに 
２．テナントビルの省エネ対策 
３．グリーンリースとは 
４．グリーンリース契約の手順 
５．都の支援策 
６．テナント向け案内ツール 

 
【募集期間】 
 平成２８年度から平成30年度まで 
【助成対象事業者】 
 中小テナントビルのオーナー 

 
【助成対象設備（例）】 
・照明設備 
・空調設備 
・給湯ボイラ など 
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