
番号 意見・指摘概要 対応方針（案）
報告素案
に記載

１．非住宅の省エネ適合基準について

①

建築設備の寿命は、建築物の寿命に比べると短く、建築設備は１５年程度
で入れ替わるが、外皮は、入れ替えたりはぜず、４０年ぐらいは使う。いわ
ゆるロックインといわれるが、新築・増改築時に外皮をしっかりやらないと、
そのまま影響が何年も残る。

②
外皮基準への適合を義務化すると、デザインの自由度はどうなのか。義務
化への反対意見はないか。

③

供給者側は、コストがかかるという意見もあるだろう。
2,000㎡以上に対して、外皮基準の適合を義務化することは、いろいろ問
題は出るけれども、結果として義務化してしまえば、公平であり、全体的品
質が上がってくるという理解もできる。

④ 10,000㎡以上の外皮基準適合義務について残すことに異論は無い。

⑤
義務対象の床面積を拡大するときには、適用除外を設ける必要があると思
う。

適用除外は、以下の建築物省エネ法第18条での内容とする。
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける
必要がないものとして政令に定める用途に供する建築物
・法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられている
ことにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして
政令で定める建築物
・仮設の建築物であって政令で定めるもの

○

⑥
義務化の対象を広げると、実際の事務的なキャパシティも論点にはなると
思う。

上記意見交換会では、届出規模を引き下げると、小規模な事業者ではCASBEE
に対応することが困難であると予想されるとの意見があった。
届出規模を2,000㎡に引き下げるとBEE値が下がっている状況から、さらなる届
出規模の引き下げは困難と考えられる。

第1回大阪府環境審議会温暖化対策部会における意見・指摘事項について

ディベロッパー等との意見交換会では、供給する建設費用がかさんでくるという
意見があったが、特に反対意見はなし。これまで条例により10,000㎡以上の非
住宅建築物に外皮性能と1次エネルギー消費量の基準適合を義務化していたも
のを、建築物省エネ法の適合基準である2,000㎡以上（予定）の非住宅建築物
に適用面積を引き下げるべきであることを報告案に記載する。

○
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⑦

建築物省エネ法では、300㎡からは建築確認と連動はしないけれども、届
出は必要で、何らかの対応を求められるところにはなってくる。適合率が悪
いところであり大阪府としてどうするか。2,000㎡のところの深堀りというか、
その平米数を下げて届出書の範囲を広げる。あるいは、その届出書という
ところの中身をどうするかという点は、今具体的に提案はないが、検討すべ
き事項としてはあるのではないか。

大阪府では、大阪府の重点評価項目とCASBEEにより、2,000㎡以上の新築等
について建築物を評価し、その環境配慮計画書を届出する制度としている。ＣＡ
ＳＢＥＥ自体は、国の関係機関が作ったシステムで、変更しづらいが、大阪府の
重点評価項目は、対応可能である。
また、上記意見交換会では、届出規模を引き下げると、小規模な事業者では
CASBEEに対応することが困難であると予想されるとの意見があった。届出規模
を2,000㎡に引き下げるとBEE値が下がっている状況から、さらなる届出規模の
引き下げは困難と考えられる。【再掲 1⑥】

⑧
外皮基準適合義務の適用除外についてご検討いただく。建築物配慮計
画書の届出についても、その対象範囲の拡大をご検討いただく。

適用除外は、建築物省エネ法第18条での内容とすることを報告案に記載する。
【再掲 1⑤】

○

２．住宅について

①
建築物省エネ法では、300㎡以上は、届出の対象になるので、そこの対応
をどうするか、非住宅と同様である。

届出規模を2,000㎡に引き下げるとBEE値が下がっている状況から、さらなる届
出規模の引き下げは困難と考えられる。【再掲 1⑥】

②

戸建てのほうは、ゼロエネルギーの方向に、かなり急速に移っていて、むし
ろ適合率が高いという感覚をもっているが、集合住宅は対策が必要。
集合住宅は、造る人と住む人が違うため、対策が必要。税金で誘導するの
は、いいアイデアだと思う。

大阪府建築物環境性能表示（ラベリング）制度の趣旨に賛同いただいている金
融機関との連携により、一定の評価が表示された住宅を取得した方を対象とした
優遇策による支援を行っている。
都市計画税連動、固定資産税は市町村税のため、国での議論が必要。
大阪府の重点評価項目については事業者が高評価を受けたくなるような項目
に、ラベルの表示内容については消費者の心が動くような指標となるよう、引き
続き検討することを報告案に記載する。

○

③
大阪市と同様、タワーマンションについて、省エネ基準適合義務化を導入
し、住宅について、適合義務化の枠をはめていく、その第一歩を宣言する
ことが一つの論点。

1万㎡以上かつ６０ｍ超の住宅について省エネ基準への適合を義務化するべき
であることを報告案に記載する。

○

④
小・中規模住宅について、省エネ基準適合義務化をしないまでも、何かイ
ンセンティブで誘導していく方法というのがいいのでは。

長期優良住宅は、大阪府（所管行政庁）だけでも年間約1,000件の認定してお
り、固定資産税の減額期間が一般の住宅よりも長い、フラット35が使える等のイ
ンセンティブが既にある。

⑤
消費者はインセンティブをどの程度知っているのか。事業者目線で決めて
いないか。

ラベルの表示内容について消費者の心が動くような指標となるよう、引き続き検
討することを報告案に記載する。【再掲 2②】

○
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⑥ 府民がどの程度知っているか調査できるか。

環境配慮制度のトップページ、表示制度、顕彰制度、届出制度の合計で、約３０
００回/月のアクセス数がある。
ラベルや制度についてのアンケート調査を実施（8月2１日）したところ、現在のラ
ベリングの認知度は低いという結果であるが、ラベリングを参考にしたい、わかり
やすいという方は多数であった。

⑦
お金を使わずに、ツイッターやフェイスブックなどを利用して周知するのは
どうか。

フェイスブックは、表彰制度の広報に活用している。

⑧

冬気温が下がりにくい家は、健康面でどれぐらい影響が違うのかという研
究がある。その結果を居住者にアピールして、断熱性能の高い家を選んで
もらおうということを今やっている。住宅のラベリングに断熱性能を掲載する
ことによりインセンティブをつけられないか。

断熱性能の向上は健康に寄与するかもしれないが、その他の要因で不健康に
なることもある。健康についてのラベル表示は、上記意見交換会で入居者が不
健康となった場合、誇大広告であるというクレームが想定されるので困難であると
の意見があった。
横浜市のラベルの健康の部分は、CASBEE以外の評価を別途作成する必要が
あり、地方色がある上、手間がかかるという意見があった。
断熱性能・遮熱性能をラベルに掲載をするなど、健康関係の表示については、
課題も含め引き続き検討することを報告案に記載する。

○

⑨
住宅で省エネへの努力をすれば、何かのインセンティブがあることが考え
られないか。インセンティブは、必ずしもお金ではない。

大阪府建築物環境性能表示（ラベリング）制度の趣旨に賛同いただいている金
融機関との連携により、一定の評価が表示された住宅を取得した方を対象とした
優遇策による支援を行っている。【再掲 2②】
断熱性能・遮熱性能をラベルに掲載するなど、健康関係の表示については、課
題も含め引き続き検討することを報告案に記載する。【再掲2⑧】

○

⑩
環境配慮した住宅を提供できる事業者であるというのを、何らかの形で認
める、あるいは、そういう事業者だと情報提供をする仕組みを構築できない
か。

2020年までに新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準への適合が義務づけら
れることとなったため、国が、2012年度より、地域の木造住宅生産を担う中小工
務店の断熱施工技術の向上など、地域における省エネ住宅の生産体制の整
備・強化に対する支援に重点的に取り組んでいるため（2012年度は約1.1万人、
2013年度は約2.3万人が受講。）、省エネ住宅を供給できる事業者は膨大になる
と想定でき、現実的ではない。
また、SII（一般社団法人　環境共創イニシアチブ）では、ZEHビルダーとして登
録する制度があり、大阪府では新築注文住宅で261件（8月時点）が登録されて
いる。
なお、条例に基づき建築主や設計者の顕彰を行っており、建築主や設計者を掲
載したHPやパンフレットを作成し配布している。

⑪ 住宅の改修での環境配慮についてどのように考えるか。

⑫ 新築だけではだめで、改修も対象とすることが必要

省エネ改修工事に係る届出については、省エネ法から建築物省エネ法への移
行に伴い、来年度から廃止される見込みであり、今後、捕捉できなくなる。
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３．ラベリング制度（ＢＥＥ値について）

①
ＣＡＳＢＥＥのＢＥＥ値が下がっているが、全体のモチベーションを上げるよ
うラベリングがうまくいけばよい。

②

2,000㎡に届出規模を引き下げた後も、トレンドとしてBEE値は下がってい
るので、届出計画書の仕組みとして、より環境へ配慮するというインセン
ティブがまだ弱いと思う。届出規模拡大の議論と一緒に、検討してもらいた
い。

③
人目に触れる機会の増加として、賃貸住宅でその賃貸の際に借り主に見
させることはできないか。

④
ラベルが事業者目線。住む人にとってどんな得があるか。目に触れる機会
を増やすため、不動産の標準契約書に入れてもらってはどうか。

⑤

大阪府の環境性能表示を知っているか、家を借りるときのその指標として、
これを参考にしてますかというのを聞いてみてはどうか。
ＣＯ２削減、省エネ対策では、消費者の心は動かないと思う。
例えば、家電量販店では、冷蔵庫を買いかえたら電気代○○円安くなると
表示されている。

ラベルや制度についてのアンケート調査を実施（8月21日）。【再掲2⑥】
消費者の心が動くような指標について、引き続き検討することを報告案に記載す
る。【再掲2②】

○

⑥
300㎡ぐらいまで届出規模を下げて、ほとんどのアパートマンションがかか
るようにすべき。

上記意見交換会では、届出規模を引き下げると、小規模な事業者ではCASBEE
も対応することが困難であると予想されるとの意見があった。届出規模を2,000㎡
への引き下げるとBEE値が下がっている状況から、さらなる届出規模の引き下げ
は困難と考えられる。【再掲 1⑥】
なお、届出規模を引き下げても、賃貸住宅では一定条件の広告を行うことが少
ないため、人目に触れる機会はそれほど増大しないため、手間が増えるだけと
いう意見があった。【再掲3③】

⑦
不動産売買と賃貸の説明のところで、本当はできるとよい。
不動産そのものに表示があるというのが大事。

上記意見交換会では重要事項説明の際に表示を入れても、重要事項説明の段
階では遅いという意見があった。なお、届出規模を引き下げても、賃貸住宅では
一定条件の広告を行うことが少ないため、人目に触れる機会はそれほど増大し
ないため、手間が増えるだけという意見があった。【再掲3③】
不動産そのものに表示については、CASBEEの表示の有効期間が3年間である
ため、表示し続けるには更新が必要となる。有効期間の後にも表示が残るという
課題の検討を引き続き行っていく。なお、更新については、任意の制度として要
綱で対応しているものの、届出実績はない。
消費者の心が動くような指標について、引き続き検討することを答申報告案に記
載する。【再掲2②】

○

現状も、販売又は賃貸にかかる一定条件の広告を行う際に、ラベルを表示を義
務化している。
上記意見交換会では重要事項説明の際に表示を入れても、重要事項説明の段
階では遅いという意見があった。なお、届出規模を引き下げても、賃貸住宅では
一定条件の広告を行うことが少ないため、人目に触れる機会はそれほど増大し
ないため、手間が増えるだけという意見があった。

ラベリングの制度の改善を進めることで、BEE値の平均の変化について注視して
いく。
上記意見交換会では、届出規模を引き下げると、小規模な事業者ではCASBEE
に対応することが困難であると予想されるとの意見があった。届出規模を2,000
㎡に引き下げるとBEE値が下がっている状況から、さらなる届出規模の引き下げ
は困難と考えられる。【再掲 1⑥】
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⑧

ラベリング制度は、エネルギー消費がどれだけ節約できるかという表示が
必要。
横浜市は省エネ削減率を値で出している。何らかのこれだけお得になると
いう数値は出したほうがいい。

ラベリング制度の改善についてエネルギー削減率の提示を報告案に記載する。 ○

⑨ 京都市が実施している工事現場全体の表示はあってもいいのかなと思う。 工事現場にラベル掲示を義務化することについて、報告案に記載する。 ○

⑩
今はお金かかるけど、長く快適に住めるということを情報として出せるような
仕組みはないか。今いいものをつくっとくと得ですよという情報が伝わる工
夫。

住宅における省エネ基準適合の理由の１つとして報告案に記載する。 ○

⑪ 横浜市だけ環境性能表示に健康が入っている。

断熱性能の向上は健康に寄与するかもしれないが、その他の要因で不健康に
なることもある。健康についてのラベル表示は、上記意見交換会で入居者が不
健康となった場合、誇大広告であるというクレームが想定されるので困難であると
の意見があった。【再掲2⑧】
横浜市のラベルの健康の部分は、CASBEE以外の評価を別途作成する必要が
あり、地方色がある上、手間がかかるという意見があった。【再掲2⑧】
断熱性能・遮熱性能の記載をするなど、健康関係の表示については、課題も含
め引き続き検討することを報告案に記載する。【再掲2⑧】

○

⑫ 重点評価項目に健康、燃費を追加するよう検討してはどうか。

断熱性能の向上は健康に寄与するかもしれないが、その他の要因で不健康に
なることもある。健康についてのラベル表示は、上記意見交換会で入居者が 不
健康となった場合に、誇大広告であるというクレームが想定されるので困難であ
るとの意見があった。【再掲2⑧】
重点評価項目を含むラベリング制度の改善についてエネルギー削減率等の提
示を引き続き検討することを報告案に記載する。【再掲3⑧】

○

⑬
健康、安全、資産価値の向上とか、快適性の実現がわかるものを表示でき
ないか。

⑭
当面、現実的に対応するのに将来こういう方向に向かうというところ、ビジョ
ン・イメージ等があるが、暫定的にこのようにやりますという、記載があるほう
がいい。

断熱性能の向上は健康に寄与するかもしれないが、その他の要因で不健康に
なることもある。健康についてのラベル表示は、上記意見交換会で入居者が不
健康となった場合に、誇大広告であるというクレームが予想定されるので困難で
あるとの意見があった。【再掲2⑧】
断熱性能・遮熱性能の記載をするなど、健康関係の表示については、課題も含
め引き続き検討することを報告案に記載する。【再掲2⑧】

○
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4．導入検討の義務がある再生可能エネルギー源利用設備の導入状況について

① 再生可能エネルギーについては、検討義務と設置義務の間が無いのか？

②
検討義務を設置義務に格上げする可能性がないか。ただし、かなり大きな
規模。一戸建ての戸建てに関しては、検討義務を課してもいいのでは

③
大規模や戸建てはペイできるようになっている。エネルギー消費の何％を
再生エネルギーにしなさいとかできないか。自分のところだけで無理な場
合は外から調達。

④
イギリスは消費可能エネルギーの１０％となっている。
その国の施策でいうと、全部設置

⑤
建築は文化としての部分もあるので設計の多様性も残しておくべきであ
る。

建築は文化としての部分もあり設計の多様性も必要という意見もあるので設置の
義務化は難しいという意見がある。
また、設置できない場合は、外から調達することについて、建築物の環境配慮制
度は、新築時等においての環境配慮についての制度であるため、電力の購入
先までは、捕捉はできず、現時点では不可能。
　設置を義務化することは、事業者の負担が大きいということで前回の条例改正
時に検討の義務化としている。
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2020年までに新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準の適合義務化を推進していくためには、戸建住宅について
省エネ基準適合率が向上するよう、担い手支援が必要。

戸建住宅の約４割を供給する中小の工務店では省エネ技術が十分
に浸透していないため、平成２４年度より、地域の木造住宅生産を担う
中小工務店の断熱施工技術の向上など、地域における省エネ住宅の
生産体制の整備・強化に対する支援に重点的に取り組んでいるところ。
（平成２４年度は約１．１万人、平成２５年度は約２．３万人、平成２６年
度は約２．６万人が受講。） 講習 実技指導

省エネルギー基準の適合義務化

住宅省エネ化推進体制強化

◆ 戸建住宅の省エネ基準適合化・エネルギー消費量削減による温室効果ガス排出量の抑制。

◆ 中小工務店等の技術力向上・競争力強化を通じた住宅市場の活性化と省エネ基準に適合した良質な住宅ストックの形成。

木造住宅の省エネ基準適合率の向上

Ⅲ-4-4 住宅省エネ施工技術講習会の実施について
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