
地球温暖化対策報告書制度における
新たな運用について

中小規模事業所向け

【資料内容】
１ 地球温暖化対策報告書提出書の押印廃止 P２～４
２ 報告書（その１）の補正に係る書類提出 P5～11
３ 低炭素ベンチマーク（試行版）の公開 P12～16
４ ロゴマークの利用申請受付開始 P17～20
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地球温暖化対策報告書
提出書の押印廃止

 押印廃止の概要
 Q&A
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令和２年度までの運用

押印廃止の概要

 行政手続のハンコレス化に向け、環境確保条例施行規則を改正

 改正に伴い、令和３年度提出の報告書から、提出書への押印を廃止

• 代表者印を押して提出
• 代表者印の無い報告書を提
出した場合、修正が必要

• 代表者印を押さずに提出
• 代表者印の有る報告書を提
出した場合も、修正は不要

地球温暖化対策報告書
提出書の押印廃止（1/2）

令和３年度からの運用



地球温暖化対策報告書
提出書の押印廃止（2/2）

No. 質問 回答

１－１

押印有で提出した報告書を、押印無で再
度提出する必要はありますか。

押印有として提出した場合も正式に受理
されますので、押印無にして再度ご提出
いただく必要はございません。
※次年度以降は押印無でご提出ください。

１－２ 過年度（令和２年度以前）の報告書は、
押印有で提出する必要がありますか。

過年度の報告書であっても、押印無でご
提出いただいても構いません。

１－３ 押印廃止後の本人確認はどのように行わ
れますか。

必要に応じて電話等による本人確認を実
施いたします。

１－４

地球温暖化対策報告書制度における報告
書提出書以外の書類の押印も廃止されま
すか。

現時点で押印廃止となるのは、報告書提
出書のみです。
「義務非該当通知」等は、引続き公印付
きで都から発出させていただきます。

１－５
報告書制度以外の制度（総量削減義務と
排出量取引制度等）における提出書類も
押印廃止となりますか。

制度や提出書類によって取扱いが異なり
ますので、お手数ですが、各制度のＨＰ
等から最新の状況をご確認ください。

Q&A



報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出

 報告書の補正とは
 根拠資料提出の概要
 提出が必要となる書類
 補正ファイル提出の流れ
 （参考）その他の根拠資料の例
 Q&A
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報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出（1/6）

※補正の詳細は、HPに掲載の以下資料参照
「地球温暖化対策報告書制度に係る地球温暖化対策優良事業者の評価基準」

報告書の補正とは

 報告書制度では、令和２年度より、事業者評価の仕組みを導入
 評価のもととなる報告書（その１）の各数値は、
一定の要件を満たした場合、補正を行ってから報告することが可能

＜補正事由の例＞

ア
「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに
「中小規模事業所」として報告する場合

イ
「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに「特定（指定）地球温
暖化対策事業所」として報告する場合

ウ
実績年度におけるエネルギー使用期間が１年未満かつ推定年間エネルギー使用量が1,500
ｋL以上の事業所等を報告する場合

エ 会社合併を行った場合

オ 会社分割を行った場合

カ 事業所等において再生可能エネルギー電気の受入を行った場合

キ 事業所等において証書による環境価値の利用を行った場合

ク 規則別表第１に定める温室効果ガスの排出の量の算定方法が変更になった場合

ケ その他、知事が必要と認める場合



 令和３年度以降、報告書（その１）の補正を行った場合、
報告書の提出時に、補正の根拠となる資料の添付が必要

報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出（2/6）

令和２年度までの運用

令和３年度からの運用

• 数値の補正を行った場合、
提出時に根拠資料は不要

• 必要に応じ、都から追加の
書類提出を依頼

• 数値の補正を行った場合、
提出時に根拠資料が必要

根拠資料提出の概要

補正可能な
箇所

補正可能な
箇所



報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出（3/6）

提出が必要となる書類

 補正を行った場合、報告書提出時に報告書補正ファイルの提出が必要

 補正値の計算時に補正ファイルを使用していない場合は、
補正の事実がわかるその他の根拠資料の提出をもって代替可能

補正ファイルの概要

補正ファイルの入手方法

• 補正値の計算を補助するツール
• 事由別の補正値を算出後、
補正後の評価を見える化

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp
/ondanka/report/index.html

• 報告書制度HPからダウンロード
地球温暖化対策報告書 作成 検索



補正ファイル提出の流れ

報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出（4/6）

クールネット
東京

本社等

1. 本社等は報告書作成時に、補正事由に合致する事業所の有無を調査

2. 有の場合、補正ファイルを使用し、報告書（その１）の内容を補正

3. 報告書と併せて、補正ファイルを提出（原則電子データ）

事業所

補正事由に合致する
事業所を調査して…

補正ファイルに記入後
報告書とともに提出

報告書
その２

報告書

その２

報告書
その１ 補正

ファイル＋



報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出（5/6）

（参考）その他の根拠資料の例

 補正ファイルを使用しなかった場合や、補正ファイルの作成が困難な
場合は、補正の事実を確認可能な根拠資料の提出をもって、代替可能

補正事由 根拠資料の例
「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていた
事業所を新たに「中小規模事業所」として報告する場合

指定（特定）地球温暖化対策事業
所指定取消通知書の写し

「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに「特
定（指定）地球温暖化対策事業所」として報告する場合

指定地球温暖化対策事業所の指定
に係る確認書の写し

会社合併を行った場合 登記事項証明書の写し

会社分割を行った場合 登記事項証明書の写し

事業所等において再生可能エネルギー電気の受入を行った場合 電気の請求書の写し

事業所等において証書による環境価値の利用を行った場合 証書の写し又は証書のシリアルナ
ンバー

※根拠資料は、いずれも写しを提出可



報告書（その１）の補正
に係る根拠資料の提出（6/6）

Q&A
項番 質問 回答

３－１

補正は必ず行わなければなりませんか。 以下２つの事由を除き、補正は任意です。
・「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事
業所を新たに「特定（指定）地球温暖化対策事業所」
として報告する場合
・会社分割を行った場合

３－２
補正ファイルの提出が困難な場合は、ど
のように対応すべきですか。

補正の事実が確認できる資料（その他の
根拠資料）を、報告書と併せてご提出く
ださい。

３－３

その他の根拠資料に指定はありますか。 客観的に補正の事実がわかれば、どのよ
うなものでも構いません。根拠資料に該
当するか不明な場合は、クールネット東
京にお問い合わせください。

３－４

補正ファイル含め根拠資料の提出を行わ
なかった場合に、罰則等はありますか。

根拠資料を提出しなかった場合も罰則等
はございませんが、都の審査の結果、補
正の可能性があると認められた場合は、
追加で根拠資料の提出を別途依頼させて
いただく場合がございます。

３－５
報告書を紙で提出している場合、補正
ファイルはどのように提出すれば良いで
すか。

報告書を紙で提出されている場合は、補
正ファイルで数値を記入したシートを印
刷の上、報告書に添付してください。



低炭素ベンチマーク
（試行版）の公開

 低炭素ベンチマークとは
 2018年度実績版（試行版）の概要
 報告書（その２）記載時の注意事項
 Q&A
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低炭素ベンチマークとは

低炭素ベンチマーク
（試行版）の公開（1/4）

 自社の事業所におけるCO2排出レベルを自己評価するための指標

 現行の正式版は、震災後の省エネを踏まえた「2012年度実績版」

レンジ 基準（平均値と比較した比率(%)）
A4 A4 55％以下

A3
A3＋ 55％超 - 60％以下
A3 60％超 - 65％以下
A3－ 65％超 - 70％以下

A2
A2＋ 70％超 - 75％以下
A2 75％超 - 80％以下
A2－ 80％超 - 85％以下

A1
A1＋ 85％超 - 90％以下
A1 90％超 - 95％以下
A1－ 95％超 - 平均値以下

B2
B2＋ 平均値超 - 105％以下
B2 105％超 - 100％以下
B2－ 110％超 - 115％以下

B1 B1 115％超 - 150％以下
C C 150％超

少

多

ＣＯ２
排出原単位

平均値



2018年度実績版（試行版）の概要

低炭素ベンチマーク
（試行版）の公開（2/4）

 より直近の実績を反映させるため、2019年度提出の報告書をもとに
「2018年度実績版」の低炭素ベンチマークを作成

 諸制度への影響を考慮し、2021年度中は試行版として公開し
2022年度から正式版として公開予定

2020年度 2021年度 2022年度

正式版 2012年度実績版 2012年度実績版 2018年度実績版

試行版 ― 2018年度実績版 ―

正式版・・・ 都の制度等※において事業所の排出レベルを報告する際に適用可能

試行版・・・ 都の制度等※において事業所の排出レベルを報告する際に適用不可

※低炭素モデルビル、カーボンレポート等



報告書（その２）記載時の注意事項

低炭素ベンチマーク
（試行版）の公開（3/4）

 2021年度提出の報告書（その２）で目標ベンチマークを記載する際は、
「2018年度実績版」のベンチマークを適用

５　提出年度の地球温暖化対策の目標

有 無

ベンチマーク区分 ランク CO2削減率（前年度比） %

CO2排出量（延床面積当たり） kg-CO2/m2 CO2排出量（総量） t

その他 特記事項に内容を記載

目 標 の 有 無

目標値等 （選択）

2021年度提出か
ら「2018年度実
績版」で設定

報告書(その２)に記載する「目標値等」には、提出年度の目標を設定し、
次年度提出の報告書で達成状況を報告
（2021年度提出の報告書に記載した目標は、2022年度提出の報告書で達成状況を報告）

2022年度提出の報告書提出時には、「2018年度実績版」が正式版となるため、
2021年度提出の報告書で、事前に「2018年度実績版」を適用した目標設定が必要



Q&A
項番 質問 回答

４－１

現行の「2012年度実績版」「2018年度実
績版（試行版）」の違いは何ですか。

「2018年度実績版（試行版）」は、
「2012年度実績版」の各数値を更新した
ものです。区分やベンチマークの計算方
法等に違いございません。
使用方法等については、引続き制度HPで
公開中の解説書をご参照ください。

４－２

「2018年度実績版（試行版）」の公開に
伴い、中小低炭素モデルビルの申請に対
し影響はありますか。

試行版として公開する2021年度中は、中
小低炭素モデルビルの申請に対する影響
はございません。なお、公開済みのモデ
ルビルに係る取扱いは、個別のご案内を
予定しております。

４－３
「2018年度実績版（試行版）」の公開に
伴い、カーボンレポートへの影響はあり
ますか。

試行版として公開する2021年度中は、
カーボンレポートに対する影響はありま
せん。

４－４
「2018年度実績版（試行版）」の公開に
伴い、東京都グリーン購入ガイドへの影
響はありますか。

試行版として公開する2021年度中は、東
京都グリーン購入ガイドに対する影響は
ありません。

４－５
事業所に掲示中の報告書PRシートやカー
ボンレポート等は、「2018年度実績版
（試行版）」に基づき更新すべきですか。

2021年度中は試行版としての公開ですの
で、更新の必要はございません。

低炭素ベンチマーク
（試行版）の公開（4/4）



ロゴマークの
使用申請受付開始

 ロゴマークの概要
 ロゴマークの使用申請手続
 Q&A
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＜通常版＞ ＜再エネ版＞通常版 再エネ版

ロゴマークの概要

ロゴマークの
使用申請受付開始（1/3）

 地球温暖化対策報告書における事業者評価のアピールツールとして、
「地球温暖化対策優良事業者ロゴマーク」の提供を開始

 事業者評価においてＳランク以上となった事業者は、都の承認後、
評価に応じて「通常版」又は「再エネ版」のロゴマークを使用可能

再エネ版は
S★ランク
又は

SS★ランク
の事業者のみ
使用可能

通常版は
S(★)ランク

SS(★)ランク
の事業者が
使用可能

※S★、SS★ランク
の場合、通常版と
再エネ版のいずれ
かを選択可



ロゴマークの使用申請手続

ロゴマークの
使用申請受付開始（2/3）

1. 制度ＨＰの公表画面において、自社の評価結果を確認

2. 使用申請書に必要事項を記入後、都担当部署にメール送付

3. 都から使用承認書及びロゴの電子データを受領

使用申請書の記載項目

• 事業者番号
• 評価結果
• 申請ロゴマーク
• 使用目的
• 使用方法
• 数量又は使用期間

手続の詳細は
「ロゴマーク取
扱要領」に掲載



Q&A
項番 質問 回答

５－１

ロゴマークの使用承認書に、代表者印の
押印は必要ですか。

使用申請書は押印不要ですので、必要事
項を記入後、都の担当部署までご送付く
ださい。
なお、申請いただいた後に、必要に応じ
電話等による本人確認を実施させていた
だく場合がございます。

５－２
令和２年度（2020年度）提出の報告書の
評価に基づきロゴマークを申請すること
は可能ですか。

可能です。公表画面又は公表結果一覧
ページから評価結果をご確認の上、申請
してください。

５－３

ロゴマークに使用期限はありますか。
2021年度評価結果にもとづくロゴマーク
を、2022年度以降も使用することはでき
ますか。

原則として、都の承認後は使用申請書に
記載いただいた期限までご使用いただけ
ます。2021年度評価結果に基づくロゴ
マークであっても、申請書に記載された
期限内であれば、ご使用いただけます。

５－４
ロゴマークに記載の年度表記を変更する
ことはできますか。

年度表記はロゴが付与された年度ではな
く、評価を受けた年度を意味しますので、
変更することはできません。

５－５ ロゴマークは任意提出の場合も利用申請
可能ですか。

任意提出の場合でも、評価がＳランク以
上であれば、ご申請いただけます。

ロゴマークの
使用申請受付開始（3/3）
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