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地球温暖化対策報告書作成ハンドブック（以下「ハンドブック」という。）は、地球温暖化

対策報告書（以下「報告書」という。）の作成方法を具体的に分かりやすく解説するととも

に、地球温暖化対策メニュー編においては東京都地球温暖化対策指針（以下「指針」とい

う。）に定める地球温暖化対策メニューの内容を示しているものです。 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に定める中小規模事務所を対象とした

地球温暖化対策報告書制度への取組を円滑に行うため、ハンドブック本編と地球温暖化対

策メニュー編をご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地球温暖化対策報告書作成ハンドブックの位置づけ 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」 

「東京都地球温暖化対策指針」 

「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック」 

～本編～ 

～地球温暖化対策メニュー編～ 

地地球球温温暖暖化化対対策策  

報報告告書書作作成成  

ハハンンドドブブッックク  

 

 地球温暖化対策 

メニュー編 

地地球球温温暖暖化化対対策策  

報報告告書書作作成成  

ハハンンドドブブッックク  

 

 
本編 

 

地球温暖化対策報告書 

作成ツール 

操作マニュアル 

 

 

エネルギー管理 

支援ツール 

操作マニュアル 

 

 

地球温暖化対策報告書作成ツール 

エネルギー管理支援ツール 

（Ｅｘｃｅｌ版） 

 

 

都は、地球温暖化対策報告書の作成を円滑に行うための「作成ツール」及び報告されたデ

ータをもとに事業所等のエネルギー管理が出来る「支援ツール」を提供しています。 

・地球温暖化対策報告書作成ツール（報告書を簡単に作成するために使用するものです。） 

・エネルギー管理支援ツール（事業所等のエネルギー使用量の管理を支援するものです。） 

このツールの操作方法については、各操作マニュアルをご参照ください。 
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都内の全ての中小規模事業所（年間原油換算エネルギー使用量 1,500kL 未満）を対象にし

た、前年度の温室効果ガス排出量と地球温暖化対策の実施状況等を都に報告する制度。報

告書の提出には、義務の場合と任意の場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地球温暖化対策報告書制度について 

制度の対象となる事業所等の範囲           P.12 1.2 

報告書の提出が義務となる事業者等          P.19 1.3 

 

.3 

地球温暖化対策報告書制度の概要           P.8  1.1【1】 

＜見出しマップ＞ 
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地球温暖化対策報告書は、事業者（報告書その１）及び事業者が設置（所有または使用）

する事業所等ごと（報告書その２）に作成します。都が提供する地球温暖化対策報告書作

成ツール（Excel 版）を使用することで、電子データ（CD-R 等）で提出することができま

す。 

※都の地球温暖化対策報告書作成ツールの使用方法については、別冊「地球温暖化対策報告書

作成ツール操作マニュアル」（注 1を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都が示す地球温暖化対策メニューの詳細については、別冊「地球温暖化対策報告書作成ハン

ドブック 地球温暖化対策メニュー編」（注 2を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 地球温暖化対策報告書の作成について 

エネルギー等使用量の把握            P.59 2.5 

原油換算エネルギー使用量及び 

二酸化炭素排出量への換算方法          P.66  2.8 

 
地球温暖化対策メニュー             P.70  2.9 

 

地球温暖化対策報告書の記載例          P.36 2.2 

 

 地球温暖化対策報告書様式 

注１：地球温暖化対策報告書作成ツール操作マニュアルについては、環境局ホームページからダウンロードできます。 
 https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/report/format/index.html 

注２：地球温暖化対策報告書作成ハンドブック 地球温暖化対策メニュー編については、環境局ホームページからダウ
ンロードできます。 
 https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/report/handbook/index.html 

 
報告範囲・主たる用途 

及びエネルギー使用期間の把握          P.50 2.4【1】【2】【3】 

  

目標設定                    P.76  2.12 

 

再生可能エネルギーの利用状況の把握       P.56  2.4【4】 
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作成した地球温暖化対策報告書は、提出期限までに都に提出して下さい。報告書の内容は

都により公表されますが、提出が義務となる事業者は自らも公表する義務があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都では、地球温暖化対策報告書の提出を前提とした支援策を用意しています。 

 

 

 

 

義務提出事業者による公表               P.107 4.2   

 

地球温暖化対策報告書の提出            P.81 2.13 

 

地球温暖化対策報告書提出のメリット         P.21  1.3【3】 

取組への支援策                  P.109  4.5 

 

 

  

ホームページで公表 

  

    
  

事業者名 

事業所等名称 

事業所等所在地 

延床面積 

前年度の二酸化炭素

排出量等 

事業者の 

ホームページ 

環境報告書に掲載して公表 

 地球温暖化対策報告書の提出と公表 

 地球温暖化対策報告書の提出のメリット 

都による公表                   P.106  4.1  
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１．地球温暖化対策報告書制度の基本的な考え方 

４．報告書の提出が義務となる事業者 

２．制度の対象となる事業所等 

対象となる事務所等の所在地               P.17 

 

５．その他 

対象となる事業所等の規模                P.17 

 

 
３．制度の対象となる事業者 

報告書作成の主体                    P.18 

 

 

提出の義務                       P.19 

 

任意提出                        P.21 

 

提出の義務を免れる場合                 P.22 

  

＜制度の概要の早見フロー＞ 

地球温暖化対策報告書制度の概要             P.8 

地球温暖化対策報告書制度の設立の背景          P.8 
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１．報告書作成ツール（Excel）を使用した報告書の作成 

別冊「地球温暖化対策報告書作成ツール操作マニュアル」を参照 

２．紙による報告書の作成 

地球温暖化対策報告書の記載例               P36 

４．温室効果ガス排出量の算定 

エネルギー等使用量の把握                 P.59 

 

請求書、検針票などの見方 

エネルギー等使用量の推計                    P.61 

原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量への換算方法   

5．地球温暖化対策の実施 

記載例を見ることで報告書作成の概要が把握できます 

※地球温暖化対策報告書の作成は、都が提供する「地球温暖化対策報告書作成ツール」

を使用して行うことで効率的に作成及び提出（電子データ）することができます。 

できるだけ当該ツールを使用して作成していただくことをお勧めします。 

＜報告書の作成方法の早見フロー＞ 

地球温暖化対策メニュー                 P.70 

 

 

業種別重点対策の選択                  P.73 

地球温暖化対策のレベルアップ              P.75 

 

 

※メニューの具体的な項目や内容については、 

別冊「地球温暖化対策メニュー編」を参照 

【最初に】報告書の作成から提出までの流れ 

３．事業所の概要の記載 

事業所の報告範囲  

報告範囲の主たる用途                     P.50 

エネルギー使用期間の報告 

再生可能エネルギーの利用状況 
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＜報告書の提出と公表の早見フロー＞ 

５．地球温暖化対策報告書の提出・公表 

地球温暖化対策報告書の提出                  P.81 

義務提出事業者による公表                   P.107 

都による公表                         P.106 

ベンチマークの活用                      P.84 

 

取組への支援策                        P.109 
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第1章 地球温暖化対策報告書制度の基本的な考え方 

1.1  中小規模事業所における地球温暖化対策の必要性 

【1】地球温暖化対策報告書制度の概要 

都内に設置する全ての中小規模事業所を対象として、事業所等ごとの前年度の温室効果ガ

ス排出量及び地球温暖化の対策の実施状況を都に報告する制度です。(中小規模事業所とは、

年間の原油換算エネルギー使用量（注 1が 1,500 kL 未満の事業所等をいう。） 

 

 

 

 

 

 

 

都内には約 66万の事業所があるとされていますが、そのうち地球温暖化対策報告書制度の

対象とならない、原油換算エネルギー使用量が 1,500 kL/年以上となる事業所は、約 1,300

事業所しか存在せず、都内に設置されている事業所はほぼ全て中小規模事業所に該当する

ことになります。 

 

【2】地球温暖化対策報告書制度の設立と背景 

下図（図 1.1）は、都内の温室効果ガス排出量（注 2の状況（2016 年度）を示しています。

二酸化炭素は温室効果ガス排出量の約 90％に達しています。また、二酸化炭素のうちエネ

ルギーの使用に伴うものについては、二酸化炭素排出量の約 97％にもなります。このよう

に、温室効果ガスの排出抑制にはエネルギー使用量を削減することが重要になってきてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 都内の部門別温室効果ガス排出状況 

 

●複数の中小規模事業所のエネルギー使用量の合計が一定以上となる事業者 

報告書の提出義務と内容の公表の義務 

注１：原油換算エネルギー使用量とは、電気、ガスなどの使用量を原油量に置き換えたものです。 
注２：規則で定める温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）,メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）（＝一酸化二窒素）、ハイ

ドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）の六種類あります。 

都内の温室効果

ガス排出量 

●全ての中小規模事業所を対象にした任意の報告 

 

  
  

※ 2016年実績ベース 
その他の温 
室効果ガス 

約 9.3  ％ 

都内の 

二酸化炭素 
排出量 

約 90.7  ％ 

業務・ 

産業 
部門 
約 52.8 ％ 

家庭部門 

約 29.6 ％ 

運輸部門 

約 17.6  ％ 

約４割 大規模事業所 

（約 1300事業所） 

約６割 中小規模事業所 

（約 66万事業所） 
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また、一方で、図 1.1 の都内の二酸化炭素排出量を部門別に見てみると、業務・産業部門

で全体の排出量の約５割を占め、そのうち、中小規模事業所において排出される二酸化炭

素排出量は産業・業務部門の約６割になります。 

産業・業務部門の残りの約４割の二酸化炭素排出量は、大規模事業所（注からの排出であり、

都の総量削減義務と排出量取引制度の対象事業所（約 1,300 事業所）からの排出となって

います。 

今まで、都や国の制度の対象となっていなかった中小規模事業所の地球温暖化の対策を推

進していくためには、中小規模事業所における温室効果ガス（エネルギー起源の二酸化炭

素）の排出実態を把握することが重要になります。まず、各中小規模事業所におけるエネ

ルギーの使用の実態を把握し、各事業所等の排出状況に応じた具体的な地球温暖化の対策

を実施することが中小規模事業所の地球温暖化対策の推進につながります。 

 

 

 

【3】制度設立までの経緯及び制度目的 

都内には、全国の１割強をも占める約 66万の中小規模事業所が存在し、都内の業務・産業

部門の約６割のＣＯ２を排出しており、大規模事業所だけでなく、中小規模事業所もＣＯ２

総量を削減することが必要であるとして、平成 20 年３月 28 日、東京都環境審議会におい

て中小規模事業所を対象とした新たな制度の創設に向けた答申が出されました。この答申

を受けて、平成 20年７月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「環境

確保条例」という。）が改正され、都内の全ての中小規模事業所で取り組める地球温暖化対

策報告書制度が創設されました。 

 

 

 

 

地球温暖化対策報告書制度は、都内の全ての中小規模事業所における地球温暖化対策の底

上げを図るべく創設されたものであり、報告書作成の過程で事業所等における温室効果ガ

ス排出の現状を把握し対策を実施して頂くことで、事業所等における地球温暖化対策を推

進していくことを目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

大規模事業所だけでなく、今まで都や国の直接の制度対象となっていなかった 

中小規模事業所における地球温暖化対策の推進が重要 

 

制度の目的：都内の全ての中小規模事業所での地球温暖化対策の底上げ 

  事業所等の温室効果ガス排出の現状を把握（現状の把握） 

具体的な地球温暖化対策の実施（対策の実施） 

 

注：大規模事業所とは、原油換算エネルギー使用量が 1,500kL/年以上となる事業所のことです。 
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【4】ベンチマーク 

（１）ベンチマークの作成意義 

平成 22年度から開始した「地球温暖化対策報告書制度」は、東京都内の中小規模事業所の

地球温暖化対策の底上げを目的としたものであり、各事業所等のＣＯ２排出量を把握し、

具体的な地球温暖化対策の取り組みについて、その内容を東京都に報告するものとなって

います。 

提出を開始して以降、着実に提出件数が増加し、多くの中小規模事業所ごとのＣＯ２排出

量等に関する情報が集まってきています。一方、報告された情報を分析すると、同種同規

模の事業所であっても、ＣＯ２排出実績が大きく異なっていることが分かってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 同種同規模事業所のＣＯ２排出実績 

 

これまで、報告書に取り組む事業者のみなさまは、自分の事業所のＣＯ２排出量を把握す

ることはできますが、同種の事業所全体の中でその排出量が多いのか、少ないのかが把握

できない状況にありました。そこで、平成 24年度に都は、提出された報告書の情報を活用

し、提出事業者のみなさまが、さらに地球温暖化対策を推進していくためのより有効な情

報提供を行うため、自己評価指標（ベンチマーク）を作成いたしました。 

報告書の作成に取り組む事業者のみなさまは、こうしたベンチマークと自らの事業所の排

出量を比較することで、排出水準を把握し、ワンランク上の排出水準を目指すことで、地

球温暖化対策をより明確にステップアップしていくことができるようになります。 

「地球温暖化対策報告書制度」では、東日本大震災以降に発電方法の構成比が変化したこ

と等に伴い、事業所のＣＯ２排出量をより実態に合うものとするため、平成 27年度の報告

から新しいＣＯ２排出係数を使用することとしました。 

これにあわせて、平成 28 年 3 月には事業者のみなさまが自らの事業所の平成 27 年（2015

年）度の実績データに対して活用いただけるようにベンチマークの原単位の見直しを行っ

ています。 

 

 

 

同種同規模であるにもかかわら
ず、事業所によってCO2排出実
績に５倍以上の違いがある 
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A4
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A3
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A2

A2-
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A1

A1-

B2+

B2

B2-

B1

C

（２）ベンチマークの活用 

ベンチマークは、地球温暖化対策報告書を提出した各事業所のＣＯ２排出実績を基に作成

した、建物の断熱性能、設備・機器のエネルギー効率、運用・保守管理状況を総合的に示

す、エネルギー指標といえます。 

自分の事業所のＣＯ２排出原単位とベンチマークを比較することで、都内同業種の中での

自らの立ち位置（自らの事業所が、概ね上位何％程度に位置しているのか）を認識するこ

とができ、次に目指すべき地球温暖化対策（事業所のＣＯ２排出水準）の目標が見えてく

ることになります。また、ベンチマークを活用することで、ランク区分が上位に位置する

同種の事業所を見つけることができ、その事業所の地球温暖化対策を手本とすることも可

能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   図 1.3 自己評価指標（ベンチマーク）の活用イメージ 

 

 
 

 

ワンランク上の排出水準を目標に、 

段階的にステップアップ！ 

報告書 
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ビル 

病院 

事業所等のイメージ 

工場 

学校 

店舗 テナント 

1.2  制度の対象となる事業所等の範囲 

中小規模事業所とは、都内において設置されている原油換算エネルギー使用量が 1,500 kL/

年未満の事業所等（事業所又は事業所内に設置されている事務所、営業所等）です。都内

で事業活動を営む事業者が設置する中小規模事業所は、民間、公共の別なく全て対象にな

ります。（国や自治体の施設も該当） 

 

事業所等とは、建物又は施設を指します。また、

建物や施設の中に設置する事務所・営業所も含

まれます。 

施設とは、所定の目的を果たすための一連の工

作物（群）を指します。具体的には、遊園地や

工場のように、敷地内に複数の設備を設置して

いる場合が該当します。 

 

事業所等の概念については、総量削減義務と 

排出量取引制度（注 1と同様です。 

 

 

なお、報告対象からは住居用の建物（社宅、寮を含む）及び自動車、鉄道、船舶、航空機

の運行又は運航に伴う二酸化炭素の排出は除きます（注 2。 

そのため、建物全てを住居の用途に使用する賃貸マンションなどは報告書作成の対象外と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4 地球温暖化対策報告書制度における報告の対象外となるもの 

 

注 1：総量削減義務と排出量取引制度については、環境局ホームページでご参照ください。 

   https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/index.html 

注 2：事業所内で使用する構内専用車両（フォークリフト等）の燃料等については、報告書に記載するエネルギー 

   使用量の算定に含めてください。 
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なお、原油換算エネルギー使用量が 1,500 kL/年未満の事業所等とは、概ね次の規模に相

当します。 

 

＜年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500 kL未満の事業所等の目安＞ 

延床面積 ：３万㎡程度未満（事務所の場合） 

年間光熱費：１億円／年程度未満 

 

【1】事業所範囲のとらえ方 

(1)事業所の定義 

 

 

 

 

 

 

(2)建物等の定義 

本制度の対象となる「建物」又は「施設」は、それぞれ次のように定義されています。 

・建物：建築基準法（昭和 25年法律第 201号）上の建築物 

・施設：エネルギーを消費して所定の目的・機能を果たす一連の工作物（群） 

ただし、建築基準法上の建築物及び建築物に付属の工作物は除く。 

 

一つの建物の範囲は、原則として、建築基準法の確認申請又は計画通知の１棟の建物の範

囲です。ただし、建築基準法の確認申請又は計画通知の１棟の建物の範囲にかかわらず、

建物の不動産登記簿に示される次の範囲により、一つの建物の範囲を定めることができま

す。 

 

・主たる（主である）建物の表示及び附属建物の表示の符号ごとの建物の範囲 

 

施設とは、例えば次に挙げるようなものを示します。原則として、建物又は施設の所有者

又は使用者を、本条例においては報告を実施する事業者としています。 

 

表 1.1 施設の例 

施 設 の 例 

上水施設、下水処理施設、廃棄物処理施設、遊園地、競艇場、工場敷地内の大型機械設備 

 

事業所とは「建物又は施設（以下「建物等」という。）」を指します。また、条

例では「エネルギー管理の連動性を有する複数の建物等がある場合は、これら

を一の建物等とみなし、建物等の所有者がその近隣に建物等を所有する場合で

規則で定めるものは、当該近隣の建物等を合わせて一の建物等とみなす」とさ

れています。 



 

14 

(3)エネルギー管理の連動性のある建物等の扱い 

エネルギー管理の連動性を有する複数の建物等がある場合は、これらを一つの建物等、す

なわち、同一の事業所とみなします。エネルギー管理の連動性がある状態とは、電気、熱

又は燃料のいずれかの供給点を共有している状態、つまり、建物等に他人から供給された

エネルギーを変換せずに、他の建物等に供給している状態を指します。 

 

 

図 1.5 エネルギー管理の連動性のある建物等の取扱い 
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(4)近隣の建物等の扱い 

建物等において、共通の所有者が存在する「隣接」する建物等が存在する場合、その隣接

する建物等をまとめて一つの建物等、すなわち、同一の事業所とみなします。ただし、建

物については主たる使用者が同一の場合に限定されます。 

さらに、上記の隣接する建物等を併せた場合又は単独の建物等で、原油換算エネルギー使

用量が年間 1,500kL 以上の場合は、道路・水路を挟んで近接する建物等についても一つの

事業所とみなします。ただし、こちらも建物の場合は主たる使用者が同一の場合に限りま

す。この場合、まとめられた事務所は大規模事務所となるため、本制度の対象事業所では

なく、「総量削減義務と排出量取引制度」の対象事業所となります。 

 

図 1.6 近隣の建物等の取扱い 

1,400kL
800kL

エネルギー管理の連動性がある場合、合
計1,500kLを超えていれば指定地球温暖
化対策事業所とみなす。

（１）エネルギー管理の連動性がある場合 （２）①事業者が近隣に建物を所有する
　　　場合で、建物が『隣接』する場合

1,400kL

800kL

合計で1,500kLを超えていれば、
指定地球温暖化対策事業所とみなす。

（２）②事業者が近隣に建物を所有する場合で、
　　　建物が『近接』する場合

1,400kL

800kL

1,500kL以上の核となる建物等がないため、
指定地球温暖化対策事業所とはならない。

1,800kL

800kL

1,500kL以上の核となる建物等があるため、指定
地球温暖化対策事業所となる。
（2棟合わせて１事業所とみなす。）

※『隣接』と『近接』の違い
建物等またはそれに付属する周囲の土地
が、間に他の建物等、道路、水路、鉄道
線路等を挟まずに接している場合を『隣
接』、挟んでいれば『近接』とする。

 

図 1.7 事業所の範囲のとらえ方 

※①を併せた一つの建物等の原油換算エネルギー使用量が 1,500kL/年以上の場合に限り、②が適用される。 

※①②ともに「建物」の場合は主たる使用者が同一の場合に限る。 
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これまでに説明した内容を踏まえ、対象事業所を確定する流れを次に示します。 

 

 

図 1.8 対象事業所の確定 

I. 建物等の確認 

II. エネルギー管理の連動性の確認 

III 近隣の建物等の確認 

 ①隣接する建物等の確認 

III 近隣の建物等の確認 

 ②近接建物等の確認 

報告書制度の対象事業所の確定 

原油換算エネルギー使用量の

合計が年間1,500kL未満か？ 

総量削減義務と排出量

取引制度の対象 

原油換算エネルギー使用量が

年間 1,500kL 以上の 

近接建物があるか？ 

No 

Yes 

Yes 

No 
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【2】対象となる事業所等の所在地 

 

 

東京都の条例に基づく制度ですので、東京都内に設置している中小規模事業所が対象とな

ります。本社等が都外にある場合でも設置している中小規模事業所が都内に存在すれば、

その事業所は制度の対象事業所等に該当します。本社等の所在地は特に関係ありません。 

ここで、設置しているとは、事業所等を単に所有しているだけでなく、賃貸借などにより

事実上その事業所等を使用している場合も該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.9 制度の対象範囲 

【3】対象となる事業所等の規模 

 

 

 

「地球温暖化対策報告書制度」は、年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500kL 未満とな

る都内に設置する全ての事業所等（テナント含む）を対象に報告書を作成するものです。

なお、総量削減義務と排出量取引制度及び特定テナント等事業所（注に該当する事業所につ

いては、地球温暖化対策報告書制度の対象外となります。 

※大規模事業所内の特定テナント等事業所以外のテナントは対象となりますので、ご注意

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.10 制度の対象となる規模 

制度の対象となる事業所等の所在地⇒東京都内 

入居しているテナント 
  

所有ビル 

  

工場 

店舗 

学校 

病院 

都内に設置する 1,500kL/年未満の 

全ての事業所が対象 

 

＜制度の対象となる事業所：中小規模事業所＞ 

原油換算エネルギー使用量が年間で 1,500kL 未満となる事業所等が対象 

 

原油換算 

エネルギー使用量 

1,500kL 

総量削減義務と排出量取引制度の

対象事業所 

（特定テナント等事業所注）含む） 

 

対象外× 

大規模事業所 

対象◎ 

中小規模事業所 

＞

≧ 

≧ 

注：特定テナント等事業所とは、大規模事業所（1,500kL/年以上）内にある延床面積 5千㎡以上又は１年間の電気の使 
  用量が 600万 kWh以上となるテナントのことです。 

詳しくはこちら⇒https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/cat9931.html 
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【4】報告書作成の主体 

 

 

 

地球温暖化対策報告書制度では、事業者が設置している事業所等が対象となります。設置

している事業所等とは、都内に事業所を所有している場合だけでなく、実際に使用してい

る事業所等も報告の対象としています。 

所有する事業所等とは、複数の者が共有により事業所等を所有している場合も含んでいま

す。使用する事業所等とは、賃貸借契約により使用の権限を有する場合（第三者に転貸し

ている場合も含みます）や委託契約等の契約により使用を認められている場合はもちろん

ですが、契約によらず事実上、一定の区画を占有して事業を営んでいる場合も含んでいま

す。なお、信託物件であっても、事業所等の所有者（登記簿上の所有者）並びに使用者が

報告書の提出主体となります。 

事業所等の所有者や使用者とは、基本的に法人単位となります。公的機関は、国の省庁や、

地方自治体における公営企業管理者や教育委員会などのように、法令により独立した権限

を持っている場合には、それぞれが制度の対象となる事業者になります。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.11 地球温暖化対策報告書の作成範囲 

以上のことから、事業所全体を賃借する一棟借りの場合などは、当該事業所全体を対象範

囲とした地球温暖化対策報告書が、事業所の所有者と使用者（賃借者）の双方から提出さ

れることになります。このように、一つの事業所の報告書の提出者が一つの事業者とは限

りません。当該事業所等を所有する事業者と、賃借等により使用する事業者とがある場合

は、いずれの事業者も報告書を作成する主体となります。 

なお、事業所を所有又は使用する事業者が合併・分社・譲渡等により年度の途中で変更に

なった場合は、合併等した日の以前と以降の各期間について、その期間に事業所を所有又

は使用する事業者が、当該期間のエネルギー使用実績を報告してください。 

 

＜報告書の作成・提出主体となる事業者＞ 

事業所等の所有者と使用者のいずれも、報告書を作成及び提出する主体となります。 

 

使用者の報告範囲 

（使用範囲） 
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【5】所有の形態 

地球温暖化対策報告書制度においては、所有者も使用者も報告書作成の主体となりますが、

所有の形態により報告すべき範囲が異なります。 

 

 

建物を複数の事業者で区分所有している場合には、それぞれの事業者は当該事業所におい

て各区分所有の範囲について地球温暖化対策報告書を作成することになります。区分所有

する事業所の共同所有部分については、区分所有の割合に応じた範囲を報告していただく

ことになります。区分所有者同士で協力して地球温暖化対策報告書に取り組む必要があり

ます。 

 

 

建物を複数の事業者で共有する場合、それぞれの事業者は当該事業所において自己の共有

持分割合に応じて地球温暖化対策報告書を作成することになりますが、共有者相互の協力

が必要になります。 

 

1.3  報告書の提出が義務となる事業者等 

 

 

 

 

地球温暖化対策報告書制度は、都内に設置する全ての中小規模事業所を対象としている制

度ですが、複数の事業所等の合算したエネルギー使用量が一定以上になる事業者に対して

は、報告書の提出を義務付けている一方、それ以外の事業者の取り組みも促すために、事

業者の自主的な取り組みにより報告書を任意に提出できる仕組みにしています。 

【1】提出の義務 

 

 

 

 

条例第８条の 23第１項より、同一事業者が都内に設置する複数の事業所等を合算したエネ

ルギー使用量が原油換算で年間 3,000 kL 以上になる場合には、「地球温暖化対策報告書」

の提出が義務となります。 

 

 

 

地球温暖化対策報告書の提出は、次の二つの場合があります。 

    提出が義務の場合 

    自主的な提出による任意の場合 

 

任意提出       全ての中小規模事業所が取り組める      

 

提出が義務となる事業者 

    都内に設置する複数の中小規模事業所の前年度の原油換算エネルギー

使用量の合計値が 3,000kL/年以上となる事業者 

区分所有    区分所有の範囲について報告書を作成 

共有    共有持分の割合の範囲について報告書を作成 

注意）原油換算エネルギー使用量が 30kL/年未満注）の事業所等は義務提出かどう   

かを判定する合算の対象から除かれます。 

注：＜年間の原油換算エネルギー使用量が 30 kL未満の事業所等の目安＞ 

延床面積 ：600㎡程度未満（事務所の場合） 

年間光熱費：250万円／年程度未満 
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提出が義務付けられた事業者には、報告書の提出義務に併わせ、その内容を公表する義務

の二つの義務が生じることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.12 提出が義務となる事業者の合算のイメージ 

地球温暖化対策報告書の提出が義務となる事業者は、自らが都内に設置する地球温暖化対

策報告書制度の義務対象となる事業所等の地球温暖化対策報告書（その２）を取りまとめ

て提出する必要があります。 

また、条例注）上の連鎖化事業者が地球温暖化対策報告書の提出義務の対象となった場合に

は、連鎖化事業者の本部は、制度の義務対象となる直営店に加え、加盟店についても取り

まとめて提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の義務は、事業者の都内に設置している全ての中小規模事業所におけるエネルギー

使用量の総量が 3,000 kL/年を下回った年度の地球温暖化対策報告書を都に提出し、都か

ら義務要件についての非該当通知書を受け取るまで継続します。 

 

 

 

非該当通知書の詳細は P22へ 

①報告書提出義務 

②公表義務 (詳細は P107へ) 

 

①加盟店から燃料等の使用の状況に関する報告を受けることができる 

②約款などに加盟者が用いる機器に以下の定めがあること 

 ・空気調和設備の機種、性能又は使用方法 

 ・冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法 

 ・照明器具の機種、性能又は使用方法 

 ・調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法 

①及び②いずれにも該当する場合、連鎖化事業者になります。 

【条例上の連鎖化事業の定義】 

定型的な約款に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の

提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業 

 

E 事業所は 30 kL/年
未満なので、合算に含
めない。 

注：都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「条例」という。） 
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【2】任意提出 

 

 

義務提出に該当しなかった中小規模事業所を都内に設置する事業者も、地球温暖化の対策

の推進を積極的に行う事業者として自主的に地球温暖化対策報告書を提出することができ

ます。 

具体的には、次の２つの事業所等が任意提出の対象事業所となります。 

 

 

 

 

 

任意で提出する事業者についても、提出が義務となる事業者と同様の地球温暖化対策報告

書を作成し、提出期限までに提出していただくことになります。提出の義務者と任意で提

出する事業者との間で報告書の作成及び提出についての内容の違いはありません。 

 

【3】地球温暖化対策報告書提出のメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前述のように、地球温暖化対策報告書の作成を通じて事業所等の二酸化炭素排出量及び取

組可能な地球温暖化対策を把握することができます。また、地球温暖化対策報告書は公表

されるため、企業イメージのアップなどのメリットも期待できます。 

さらに、都では地球温暖化対策に積極的な事業者を支援するため省エネ促進税制を創設し

ており、地球温暖化対策報告書の提出は省エネ促進税制適用の条件となります。 

 

 

 

任意提出者：提出の義務となる事業所等以外の全ての中小規模事業所の設置者 

地球温暖化対策の実践           光熱水費の節減 

＊地球温暖化対策を実施することで電気、ガス等の使用量が減少し、コストダウンが可能になります 

積極的な地球温暖化対策への取組      企業としてのイメージアップ 

＊地球温暖化対策報告書は都のホームページでも公表されるため、積極的な温暖化対策の実施は企業

イメージの向上などにもつながります 

地球温暖化対策報告書の作成        地球温暖化対策 PR シート 

                     カーボンレポート 

                     都の省エネ促進税制の対象 

                     都の排出量取引制度参加の前提 

※報告書の提出は、省エネ促進税制などの支援策の前提条件となっています。（P.109参照） 

※2014年６月から地球温暖化対策 PRシート＆カーボンレポートの様式提供をしております。 

○提出の義務となる事業者が設置する原油換算エネルギー使用量が 30kL/年未満の事業所等 

○提出の義務となる事業者以外が設置する全ての中小規模事業所 

注意） 任意で提出していただいた地球温暖化対策報告書についても、提出が義務とな

る事業者同様に都において内容を公表していきます。 
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1.4  提出の義務を免れる場合 

地球温暖化対策報告書制度において、報告書の提出を義務付けられた事業者が、事業所等

の原油換算エネルギー使用量の合計が年間 3,000 kLを下回ったときには、その年度の報告

書を提出し、都から「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書」（次に示す）

を受け取ったその翌年度から報告書の提出義務を免れることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意） 義務を免れた後、再び対象事業

所等の原油換算エネルギー使用量

の合計が 3,000 kL/年を上回った

ときには、再び報告書の提出が義

務付けされます。 
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図 1.13 エネルギー使用量と地球温暖化対策報告書の提出義務の関係 

 

表 1.2 提出までの流れ（例） 

 

事業者 

2017 年度 

4 月 8 月末  3 月 

2018 年度 

4 月  8 月末  3 月 

2019 年度 

4 月 8 月末  3 月 

2020 

年度 

 

当年度の 

エネルギー 

使用・ 

対策実施 

       

 

報告書 

作成等 

前年度の 

実績を報告 

 

       

 

 

 

都 

       

受理・公表 受理・公表 

報告書提出義務 報告書提出義務 

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

2016 2017 2018 2019 2020 2021

年度

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
（k
L/
年
）

3,000kL/年 を上回った
年度から再度提出の義務
が生じる。 

事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が
3,000kL/年を下回った年度の報告書を提出
し、非該当通知書の受領をもって、翌年度か
ら義務を免れる。 

提出義務なし 

提出期限 提出期限 提出期限 

エネルギー使用量 

合計 3,000 kL/年未満 
エネルギー使用量 

合計 3,000 kL/年以上 
エネルギー使用量 

合計 3,000 kL/年未満 

作 成 作 成 

義務 
対象外 

作 成 

提出義務者による公表 

提 出 提 出 提 出 

受領 

受理・公表 
非該当通知書 

実績年度 
(報告書の提出年度) (2015) 

2016 
(2017) 

2017 
(2018) 

2018 
(2019) 

2019 
(2020) 

2020 
(2021) 

2021 
(2022) 
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1.5  事業者間の協力について 

 

 

 

 

温室効果ガスの排出事業者の相互の協力について、条例第５条の５に規定されています。 

これは、事業者自らが温室効果ガス排出量を把握し、地球温暖化の対策を実施していくた

めには、関係する事業者の協力が必要な場合があるためです。 

地球温暖化対策報告書制度では、特に、事業所等の所有者と使用者の双方を対象とした制

度になっていますので、地球温暖化対策報告書の作成について所有者と使用者の間の協力

が不可欠になってきます。 

地球温暖化対策指針においては、次の事業者間の協力について特に強調しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1】テナントビル等の所有者及び使用者の間 

テナントビルの所有者がビル全体の地球温暖化対策に取り組む場合、入居しているテナン

トの協力なくしては、十分な成果を挙げることはできません。 

一方、テナントが自らの温室効果ガスの排出量を把握しようとした場合、ビルの所有者の

情報提供の協力なくして、正確に把握していくことは困難です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.14 テナントビル所有者とテナント間の協力体制 

＜事業者間の連携・協力＞ 

 温室効果ガス排出事業者は、他の事業者が実施する地球温暖化対策の推進や

温室効果ガスの排出量の把握等に協力するよう努めなければならない。 

ア テナントビル等の所有者及び使用者の間 

イ 不動産信託における委託者、受託者、受益者及び当該信託物件について 

管理・運用又は指図の権限の委託を受けた者の間 

ウ 建物の区分所有者間、共同所有者間 

エ 事業所等において実施する事業の委託者及び受託者の間 

オ 連鎖化事業における本部及び加盟者の間 

 

ビルオーナー ：テナントへのエネルギー使用量など   

        の情報提供 

        ビル全体の地球温暖化対策の推進、 

        ビル管理会社等への地球温暖化対策 

        の実施の指示 etc 

テナント   ：ビルオーナーの実施する地球温暖化 

        対策への協力。ビルオーナーへの独 

        自のエネルギー使用量などの情報提 

        供 etc 

ビル管理会社等：ビルオーナーやテナントが実施する 

        地球温暖化対策や温室効果ガス排出 

        量の把握のための支援 etc 

  

ビルオーナー 

テナント 

・ エネルギー会社 
・ ビル管理会社 
・ 他のテナント等 

協力依頼 

情報提供等 

協力依頼 

協力依頼 

情報提供等 

情報提供等 
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【2】不動産信託における委託者、受託者、受益者の間 

信託されている事業所については、事業所ごとに権利関係が異なるなど、建物や設備の管

理権限が非常に複雑になっていることが多くあります。 

そのため、地球温暖化対策報告書の作成や地球温暖化対策を実施していく上で、制度の対

象となる事業者だけでなく、実際に管理権限を持っている事業者の協力が大変重要であり、

権限を持つ事業者は地球温暖化対策の推進について実際の権限に応じた協力をしていく必

要があります。 

次に、不動産信託における協力関係を表す一例を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.15 委託者、受託者、受益者の協力体制（例） 

 

【3】連鎖化事業における本部及び加盟者の間 

本制度においては、同一事業者内での取組を原則としていますが、連鎖化事業者について

は、直営店だけでなく、加盟者（加盟店）の地球温暖化対策報告書を取りまとめて提出す

る必要があります。連鎖化事業者は、加盟者も含めて地球温暖化対策を主導的に実施して

いく必要があります。一方、加盟者は、本部が実施する地球温暖化対策に協力していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.16 連鎖化事業における本部と加盟者間の協力体制 

  加盟者・（加盟店） 

協力依頼 

情報提供等 

直営店 

本部 

（受益者など） 
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1.6  地球温暖化対策報告書制度における評価 

平成 28 年に策定された「東京都環境基本計画」には、東京都環境審議会での答申を受け、

「取組成果の高い事業所の公表等、事業者の取組意欲を喚起する効果的な運用を進めてい

く」という記載が盛り込まれています。これに基づき、令和２年度に制度改正を行い、地

球温暖化対策の取組実績が優良な事業者を評価・公表する仕組みを導入しました。 

 

 

 

評価方法は、主に二酸化炭素の削減状況について評価を行う「地球温暖化の対策に係る取

組の実績の評価」と再生可能エネルギーの利用状況について評価を行う「再生可能エネル

ギーの利用に係る措置の評価」の２つです。 

【1】地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価 

(1)評価項目 

 

地球温暖化対策の対策に係る取組の実績の評価では、直近５か年度における平均合計二酸

化炭素排出量削減率と平均合計原単位改善率で評価します。 

 

直近５か年度とは、実績年度から起算した直近の過去５か年度を指します。評価の対象と

なる期間について、詳細は 1.6【1】(2)をご参照ください。 

 

平均合計二酸化炭素排出量削減率とは、合計二酸化炭素排出量の年度ごとの平均削減率を

指します。合計二酸化炭素排出量は、報告書（その２）に記載した事業所等ごとの「燃料

等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量」を合計した、事業者単位の二酸化炭素排出量

です。 

平均合計原単位改善率とは、合計原単位の年度ごとの改善率を指します。合計原単位は、

事業者ごとの延床面積（合計延床面積）あたりの合計二酸化炭素排出量です。 

評価に使用する各数値の算定方法について、詳細は 2.3【1】をご参照ください。 

直近５か年度における平均合計二酸化炭素排出量削減率及び平均合計原単位改善率 

＜評価方法＞ 

（１）地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価 

（２）再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価 
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(2)評価の対象となる期間 

 

 

地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価では、実績年度から起算した直近５か年度にお

ける事業者の取組実績を評価します。ただし、報告書で実績を報告していない年度は、評

価の対象外です。 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量 6,100 6,000 6,000 5,900

合 計 延 床 面 積 83,000 83,000 83,000 83,000

合 計 原 単 位 73.49397 72.28915 72.28915 71.08433

直近５か年度
 

 

上記の表では、2020 年度に報告書を提出する場合の直近５か年度を示しています。2020

年度の報告書では、2019 年度の実績を報告するため、実績年度は 2019 年度です。したが

って、実績年度から起算した直近５か年度は、2015 年度から 2019 年度までとなります。

ただし、2017年度は実績を報告書で報告していないため、評価の対象外となります。 

 

(3)評価の対象となる事業者 

 

 

義務提出事業者は、原則として全ての事業者が評価の対象となり、報告書（その１）の評

価に関する項目を記入し、都に報告していただく必要があります。ただし、直近５か年度

で初めて報告書を提出する事業者は、評価の対象外となるため、評価に関する項目の記入

も不要です。 

実績年度から起算した直近５か年度 

※報告書で実績を報告していない年度は除く 

＜評価の対象となる事業者＞ 

義務提出事業者 

    原則全事業者が対象 

 ただし、直近５か年度で初めて報告書を提出する事業者は対象外 

任意提出事業者 

 原則評価を希望する事業者が対象 

 ただし、直近５か年度で初めて報告書を提出する事業者や、都内に所有又

は使用する全中小規模事業所の実績を報告していない事業者は対象外 
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任意提出事業者は、評価の希望有無を選択することができます。評価を希望する場合は、

義務提出事業者同様、報告書（その１）の評価に関する項目を記入し、都に報告していた

だく必要があります。ただし、直近５か年度で初めて報告書を提出する事業者や、都内に

所有又は使用する全中小規模事業所の実績を報告していない事業者は、評価の対象外とな

ります。任意提出事業者の場合は、直近５か年度で初めて報告書を提出する事業者だけで

なく、都内に報告書で実績を報告していない中小規模事業所がある場合も、評価を受ける

ことはできません。 

 

(4)評価の対象となる事業所等 

 

 

義務提出事業者の場合、評価の対象とする事業所等の範囲を、「義務提出事業所等」又は「全

事業所」から選択することができます。ただし、都内に所有又は使用する全中小規模事業

所の実績を報告していない場合は、「全事業所」は選択することができません。 

 

  

例えば、都内で上記ＡからＤまでの４事業所を所有する義務提出事業者は、報告義務の対

象となるＡからＣまでの事業所（年間の原油換算エネルギー使用量が 30kL/年以上 1,500kL

未満の事業所）の実績のみを報告した場合、評価の対象となる事業所等の範囲は「義務提

出事業所等」を選択することになります。一方で、報告義務の対象となっていないＤの事

＜評価の対象となる事業所等＞ 

義務提出事業者 

    義務提出事業所等又は全事業所を選択可 

 ただし、都内に所有又は使用する全中小規模事業所の実績を報告してい

ない場合は全事業所を選択不可 

任意提出事業者 

 全事業所のみ選択可 

Ａ事業所 

800kL/年 

Ｃ事業所 

1,300ｋL/年 

Ｂ事業所 

1,000ｋL/年 

Ｄ事業所 

28ｋL/年 
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業所（年間の原油換算エネルギー使用量が 30kL/年未満の事業所）を含むＡからＤまでの

事業所の実績を報告した場合は、評価の対象となる事業所等の範囲を「義務提出事業所等」

又は「全事業所」から選択することができます。「義務提出事業所等」を選択した場合、評

価はＡからＣまでの事業所の実績に基づいて行われ、「全事業所」を選択した場合、評価は

ＡからＤまでの事業所の実績に基づいて行われます。 

 

任意提出事業者の場合、評価の対象とする事業所等の範囲は「全事業所」です。任意提出

事業者は義務提出事業者と異なり、評価の対象とする事業所等の範囲を選択することはで

きません。 

 

 

 

例えば、都内で上記ＡからＤまでの４事業所を所有する任意提出事業者は、ＡからＤまで

の全ての事業所の実績を報告した場合、評価の対象となる事業所等の範囲を「全事業所」

として、評価を受けることができます。一方で、ＡからＤまでの事業所のうち、いずれか

１つでも実績を報告していない事業所があった場合は、1.6【1】(3)の要件を満たさないた

め、評価を受けることはできません。 

 

(5)評価指標 

 

取組実績 
評価 

平均ＣＯ2削減率 平均原単位改善率 
1.3％以上 2.6％以上 極めて優良な事業者（ＳＳランク） 

1.3％以上 1.3％以上 2.6％未満 特に優良な事業者（Ｓランク） 

1.3％未満 1.3％以上 優良な事業者 
 

地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価における評価指標は、上記の表のとおりです。 

Ａ事業所 

27kL/年 

Ｃ事業所 

27ｋL/年 

Ｂ事業所 

26ｋL/年 

Ｄ事業所 

28ｋL/年 
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平均原単位改善率が 1.3％以上を達成した事業者は「優良な事業者」となり、なかでも平

均ＣＯ2削減率が 1.3％以上を達成した事業者はランク付与の対象となります。 

具体的には、平均ＣＯ2削減率が 1.3％以上かつ平均原単位改善率が 2.6％以上の事業者は

ＳＳランク、平均ＣＯ2削減率が 1.3％以上かつ平均原単位改善率が 1.3％以上 2.6％未満

の事業者はＳランク評価となります。 

なお、1.3％という数値は、2030 年における東京都の目標排出量の達成に必要な水準とし

て、設定させていただきました。 

 

 

上記のグラフは、縦軸に平均ＣＯ2削減率を、横軸に平均原単位改善率をとった場合の、評

価指標のイメージです。 

左のグラフは、評価指標の全体イメージ、右のグラフは、ランク付与のイメージです。 

 

左のグラフでは、横軸の平均原単位改善率が 1.3％以上となる、青色の点線内の範囲が「優

良な事業者」となります。中でも縦軸の平均ＣＯ2削減率が 1.3％以上となる、赤色の点線

内の範囲が「ランク付与の対象」となります。 

 

右のグラフは、左のグラフの第一象限を拡大したものです。ランク付与の対象となる赤色

の点線内でも、横軸の平均原単位改善率が 2.6％以上となる、橙色の範囲はＳＳランク、

1.3％以上 2.6％未満となる、薄ピンク色の範囲はＳランクとなります。 
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【2】再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価 

(1)評価項目 

 

 

再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価では、実績年度における再生可能エネルギー

利用事業所率で評価します。 

再生可能エネルギー利用事業所率とは、評価対象事業所全体に占める再生可能エネルギー

利用事業所の割合を指します。 

評価に使用する各数値の算定方法について、詳細は 2.3【2】をご参照ください。また、再

生可能エネルギー利用事業所の判断基準について、詳細は 2.4【4】をご参照ください。 

 

(2)評価の対象となる期間 

 

再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価では、実績年度における事業者の利用状況を

評価します。実績年度以外の年度の再生可能エネルギー利用事業所率は、評価の対象外で

す。 

 

(3)評価の対象となる事業者 

 

 

義務提出事業者、任意提出事業者問わず、再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価で

は、地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価でＳランク又はＳＳランクとなった事業者

のみ評価を受けることができます。当該評価において、平均ＣＯ2削減率又は平均原単位改

善率が 1.3％未満の場合は、評価の対象外となります。 

 

(4)評価の対象となる事業所等 

 

＜評価の対象となる事業所等＞ 

地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価において評価の対象として選択した

事業所等 

ただし、性質上再生可能エネルギーの利用が困難な事業所等は、評価の対象から

除外可 

地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価においてＳランク又はＳＳランクとな

った事業者 

実績年度における再生可能エネルギー利用事業所率 
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再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価において対象となる事業所等は、地球温暖化

の対策に係る取組の実績の評価において対象とした事業所等と同一の範囲となります。 

 

 
 

例えば、都内で上記ＡからＤまでの４事業所を所有する義務提出事業者が、地球温暖化の

対策に係る取組の実績の評価において、赤色点線内の「義務提出事業所等」を評価対象と

して選択した場合、再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価においても、赤色点線内

の「義務提出事業所等」の実績で評価を受けることになります。再生可能エネルギーの利

用に係る措置の評価でのみ、緑色点線内の「全事業所」で評価を受ける（Ｄ事業所を評価

対象事業所等として扱う）ことはできませんので、ご注意ください。 

 

 

 

再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価では、性質上再生可能エネルギーの利用が困

難な事業所等を評価の対象から除外することができます。当該評価では、評価対象事業所

等全体に占める再生可能エネルギー利用事業所の割合で評価を行うため、評価対象事業所

等の数が多いほど、良好な評価を受けることが困難になります。そこで、上記の要件を満

たした事業所等を「再生可能エネルギーの利用が困難な事業所等」と位置づけ、当該事業

所等を評価対象から除外することで、より事業者の自主努力を評価結果に反映しやすくし

ています。 

 

＜評価の対象から除外可能な事業所等＞ 

（１）所有形態が「自己所有」かつ報告範囲が「建物の一部（その他）」の事業

所等 

（２）所有形態が「他者所有」かつ報告範囲が「建物の全部」の事業所等 

（３）所有形態が「他者所有」かつ報告範囲が「建物の一部（テナント）」の事

業所等 

Ａ事業所 

800kL/年 

Ｃ事業所 

1,300ｋL/年 

Ｂ事業所 

1,000ｋL/年 

Ｄ事業所 

28ｋL/年 
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報告範囲 

  建物の全部 
建物の一部 

（テナント） 

建物の一部 

（その他） 

  

所有 

形態 

自己所有 除外不可 ― 除外可 

他者所有 除外可 除外可 ー 

 

上記の表は、除外可能な事業所等を図示したものです。報告書（その２）の記載項目のう

ち、事業所等の所有形態と報告範囲の組み合わせによって、除外可能な事業所等であるか

が決まります。上記の表の場合は、所有形態と報告範囲の組み合わせが、赤線の枠内に該

当する事業所等が除外可能な事業所等となります。「除外不可」と「―」の事業所等はいず

れも除外することはできません。なお、原則として「―」に該当する事業所等は存在いた

しませんので、報告書（その２）を作成される際はご注意ください。 

 

(5)評価指標 

 

再生可能エネルギー利用事業所率 評価 

30％以上 
再生可能エネルギーの利用実績が 

優良な事業者（★） 

 

再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価における評価指標は、上記の表のとおりです。 

再生可能エネルギー利用事業所率が 30％以上を達成した事業者は「再生可能エネルギーの

利用実績が優良な事業者」となります。 
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取組実績 
評価結果 

平均ＣＯ2削減率 平均原単位改善率 再エネ利用事業所率 

1.3％以上 2.6％以上 
30％以上 ＳＳ★ 

30％未満 ＳＳ 

1.3％以上 1.3％以上 
2.6％未満 

30％以上 Ｓ★ 

30％未満 Ｓ 

1.3％未満 1.3％以上 ー 優良 

 

上記の表は、地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価における評価指標と、再生可能エ

ネルギーの利用に係る措置の評価における評価指標を組み合わせたものです。報告書（そ

の１）に評価結果を記載する際の参考にしてください。 
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第2章 地球温暖化対策報告書の作成 

2.1  地球温暖化対策報告書の作成から提出までの流れ 

地球温暖化対策報告書は、事業者全体での取組状況を記載する地球温暖化対策報告書（そ

の１）とそれぞれの事業所等における取組状況を記載する地球温暖化対策報告書（その２）

から構成されています。 

次に、地球温暖化対策報告書の作成から提出までの流れを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 地球温暖化対策報告書の作成から提出までの流れ 

 

 

 

 

報告書様式 

作成ツールのダウンロード 

 

前年度のエネルギー等 

使用量の把握・集計 

 

報告書（その１） 

報告書（その２） 

の作成・入力 

 

都へ提出 

 

報告書（その２）の 

作成・入力 

前年度のエネルギー等使用量

の把握・集計 

 

複数の事業所等を設置する事業者の場合 

本社等の役割 

体制の整備 

地球温暖化対策の指導・支援 

情報の提供 

 

本社等 
設置する各中小規模事業所 

報告書作成の前年度 

地球温暖化対策の実施 

 

地球温暖化対策報告書 

への取組指示 

 

報告書作成の前年度 

地球温暖化対策の実施 

 
報告書作成から提出まで（複数の事業所等を設置している場合） 

報告書作成ツールの 

ダウンロード 

 
様式・作成ツール 

の配布 

報告書（その１）の 

作成・入力 

報告書（その２） 

本社等へ提出 

都へ提出 

 

窓口持参 

又は郵送（配達証明） 

報告書作成ツール(Excel)使用の推奨 

 報告書作成ツールで作成すると、とり

まとめ機能を利用して各事業所等の報告

書を簡単にとりまとめることができま

す。 

本社等のみ（1 事業所等）の事業者の場合 

各事業所等 本社等 

本社等自体が中小規模事

業所に該当する場合は、本

社等でも報告書（その２）

の作成も必要です。 

 

とりまとめ 
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地球温暖化対策報告書の記載例 
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2.2  地球温暖化対策報告書の記載例 

 

 

下記の様式（地球温暖化対策報告書提出書）は、地球温暖化対策報告書提出時に、鑑とし

て提出するものです。代表者の記名、押印のうえ、必ず紙により提出してください。 

 

 

地球温暖化対策報告書提出書の記載例 

 

 

該当しない方を二重線で消してくださ
い。 
第 1 項：報告書の提出が義務となる 
    事業者 
第 2 項：報告書の提出が任意となる 
    事業者 

報告書制度に関し、都との連絡窓口とな
る方の部署、役職、氏名及び連絡先とし
て電話番号を記入してください。メール
アドレスをお持ちの場合には、そちらも
記入して下さい。 

本社等の名称、代表者の氏名、本社等
の所在地を記入してください。 
本社から都内の事業所等を管轄する権
限を付与された支社、支店等が東京近
郊にある場合には、本社等の名称、所
在地、代表者氏名の下に、支社の名称、
所在地、支社の代表者氏名を記載し、
代表者印に代えて、支社の代表者印を
押印して提出することもできます。 
 
・住所 
○○県○○市○―○―○ 

・氏名 
○○株式会社 
代表取締役社長 ○○ 太郎 
□□県□□市○―○―○ 
○○株式会社首都圏支社 
首都圏支社長 □□ 次郎 ○印  

代
表 

者
印 

提出事業者とは別の事業者を、都との連絡窓口とする場合は、以下のように記入してください。提出事
業者の連絡先の下に、窓口の事業者の立場・連絡先（会社名、部署名、氏名、電話番号、メールアドレ
ス）を記入してください。。 
 
総務部 総務課 CSR 担当 大江戸次郎 
電話番号 03-****-****   E-Mail :Jiro.Oedo@****.cp.jp 
【以下の当社の建物管理を受託している事業者が窓口になります。】 
△△ビル管理株式会社 
○○部 小江戸花子 電話番号 03-****-**** 
hanako-koedo@****.cp.jp 

 

提出日を記入して下さい。 
(郵送等の発送日、窓口提出日) 
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下記の様式（地球温暖化対策報告書（その１））は、事業者全体の方針や地球温暖化対策の

実施状況を記入し、提出するもので、必ず、事業者につき 1枚作成します。 

なお、この様式は、地球温暖化対策報告書作成ツールにより作成した場合、電子データでの

提出が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策報告書（その１）表面の記載例 

本社等の名称、代表者の氏名を記

入して下さい。 

※本社等の代わりに支店、支社等が

提出している場合でも、本社等及び

代表者を記入します。 

 

初年度は必ず空欄の状態で提出し

て下さい。2 年目以降の提出の際は

事業者番号を記入してください。 

事業者番号は報告書公表ページで

ご確認ください。 
 

報告書に記入する実績の年度(4月

～翌 3 月)を記入して下さい。報告

書提出の前年度となります。 

 

該当する報告書の提出区分、上(義

務)・下(任意分)により上段又は下

段の欄に記入して下さい。 

原油換算エネルギー使用量は整数

で記入してください。 

 

 

 

評価に関する項目です。5、６の数

値から結果を記入してください。 

 

評価に関する項目です。義務提出

事業者及び評価を希望する任意

提出事業者は、どちらかを選択し

てください。評価を希望しない任

意提出事業者や、評価の対象外と

なる事業者は 4 から 7 まで記入

不要です。 

評価に関する項目です。４で選択し

た範囲の直近 5 か年度の実績を記

入してください。 

報告書（その２）の燃料等の使用

に伴い排出される二酸化炭素の量

の合計値を記入してください 

 

 

評価に関する項目です。４で選択し

た範囲の再生可能エネルギー利用

状況を記入してください。 
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地球温暖化対策報告書（その１）裏面の記載例 

実績年度の目標を達成した場合

は選択してください。目標を設定

していない場合や達成しなかっ

た場合は選択なしとしてくださ

い。 

 
次回提出に向けた事業者単位での

目標を設定する場合は「有」を、設

定しない場合は「無」を選択してく

ださい。なお、本項目は評価の希望

有無に関わらず選択必須です。 

 

次回提出に向けた目標を設定する

場合は、こちらに記入してくださ

い。列挙されている 3 つ以外の数

値目標や、数値目標以外を設定す

る場合は 12 に記入します。 

 

 

重点対策のレベルは、P.51 表 2.2

「重点対策のレベル設定の考え

方」を参考に記入してください。  

 

報告の対象以外の取組などを記

入します。対策のレベルアップを

行った際は、その旨を記入してく

ださい。9 の目標を具体的に設定

する場合もこちらに記入します。 

 

事業者として地球温暖化対策に取

り組む方針を具体的に記入して下

さい。 

地球温暖化対策報告書作成ハンド

ブック地球温暖化対策メニュー編

又は報告書作成ツール事業者情報

入力シートの対策メニューの登録

ウィンドウから実際に行った対策

を選択して記入します。 
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下記の様式（地球温暖化対策報告書（その２））は、事業所ごとに前年度の二酸化炭素排出

量や事業所等ごとの地球温暖化対策の実施状況を記入し提出するもので、事業所ごとに 1枚作

成します。 

なお、この様式は、地球温暖化対策報告書作成ツールにより作成した場合、電子データでの

提出が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策報告書（その２）表面の記載例 

 

事業所等の所有者(共有者、区分所

有者)は、「自己所有」にチェックし

てください。 

連鎖化事業者（フランチャイズチェ

ーン）に該当しない場合は、「非該

当」にチェックし、連鎖化事業者の

場合には、「直営店」、「加盟店」の

いずれかにチェックを入れてくだ

さい。 

３で記入した各エネルギー等使用

量を基に、算出します(小数点以下

を切り捨て整数で記入、ただし、

二酸化炭素排出原単位は、小数点

第二位以下を切り捨て小数点第一

位まで記入。） 

 

事業所の名称を記入してくださ

い。 

 

共有や区分所有の場合には、共有

持分や区分所有している面積、テ

ナント等は賃借(専有)面積を記入

してください。 

 

事業所等の増改築や用途変更な

ど、前年度の報告内容と今回報告

する内容が異なる場合は、内容を

具体的に記入してください。 

 

 

 

報告範囲の主たる用途は、延床面

積の５０％以上の用途について、

６用途に分類されます。具体例は

2.3【2】報告範囲の主たる用途の

把握をご覧ください。 

 

 

建物の報告範囲をチェックしてく

ださい。具体的には、2.3【1】報

告範囲の特定をご覧ください。 

 

再生可能エネルギーを利用してい

る場合は、利用状況別に選択して

ください（複数選択可） 
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報告書作成ツールを利用して各

種エネルギーの使用量を入力す

ると、熱量、二酸化炭素排出量が

自動計算されます。 

二酸化炭素排出原単位は、燃料等

の使用に伴い排出される二酸化

炭素の延床面積当たりの量です。

式に従って計算した結果を記載

してください。(ツールの場合は

自動的に計算されます。) 

日本標準産業分類における細分

類番号は、事業内容ではなく報告

範囲の主たる用途の番号を記載

してください。 
※製造業等で工場併設の場合で

も、報告範囲の主たる用途が事務

所である場合、細分類番号は事務

所に該当する番号を記載してく

ださい。下2桁は01になります。 

事業所等の報告年度のエネルギ

ー使用期間は、報告年度を通じて

使用した場合は「１年度分」、「１

年度に満たない場合は「１年未

満」にチェックして記入してくだ

さい。 

所在地欄は、 

上段：区市町村まで 

下段：町名番地以下 

を記入して下さい。 

テナントなどの場合には、入居し

ているビルの名称及び階数まで記

入してください。 

初年度は必ず空欄の状態で提出

して下さい。2 年目以降提出の際

事業所番号を記入して下さい。事

業所番号はホームページでご確

認ください。 
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４　地球温暖化対策の実施状況

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

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/m
2 CO2排出量（総量） t

その他 特記事項に内容を記載

６　特記事項

□

□ □

目標値等（選択）

目 標 の 有 無

設 備 導 入 対 策

設 備 保 守 対 策

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策

運 用 対 策

エ ネ ル ギ ー 等 の
使 用 状 況 の 把 握

組 織 体 制 の 整 備

重点対策 その他対策

対策番号 対策名 対策番号 対策名

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策報告書（その２）裏面の記載例 

事業所等として、報告書作成の前

年度に実施した対策を記入しま

す。 

対策番号、対策名は、地球温暖化

対策報告書作成ハンドブック地球

温暖化対策メニュー編又は、報告

書作成ツール事業所情報入力シー

トの対策メニューの登録ウィンド

ウから実際に行った対策を選択し

て記入します。 

 

各種対策は実施率 50%以上のもの

を実施とします。 

営業日の半数以上で取り組んだ場

合、フロアの半分以上で実施できて

いるなど。 

なお、組織体制の整備欄の体制の構

築は、体制が構築されれば実施とし

ます。 

報告の対象以外の取組などを記入

します。 

また、年度途中で新たに設置した事

業所や廃止した事業所は、その旨を

記入してください。 

 

前年度に目標を達成した場合は、

「目標達成した」にチェックして

ください。 

注）前年度提出した報告書に目標

有とした場合のみ選択してくださ

い。初めて提出する場合や、前年

度提出した報告書に目標無とした

場合は選択できません。 

提出年度の地球温暖化対策の目標

は、目標がある場合は「有」にチ

ェックしてください。目標値等は、

「ベンチマーク区分ではレンジ区

分のランク、ＣＯ２削減率（前年度

比）、ＣＯ２排出量（延床面積当た

り）、ＣＯ２排出量（総量）の中か

ら１項目を選択して記載してくだ

さい。なお、その他の目標値等は、

６の特記事項に内容を記載してく

ださい。 
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2.3  評価に使用する数値の算定 

【1】地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価 

(1)合計二酸化炭素排出量、合計延床面積及び合計原単位の算定 

 

 

地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価では、直近５か年度における合計二酸化炭素排

出量、合計延床面積及び合計原単位を算定します。 

 

合計二酸化炭素排出量は、評価の対象とする各事業所等（義務提出事業所等又は全事業所）

における「燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量」を合計して算定します。 

 

２　原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量
①

kl

②

t

③
t

④
t

⑤
kg-CO2/m2二 酸 化 炭

素 排 出 原
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当た
りの量（⑤=②×1000/事業所等の延床面積）

二 酸 化 炭
素 排 出 量

燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量（②=⑮）

水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に
伴って排出される二酸化炭素の量（③=⑯）

総　計（④=②+③）

原油換算エネルギー使用量（①=⑭×0.0258）

（　　　年度の状況）

 

 

上記の図は、報告書（その２）を抜粋したものです。直近５か年度における各年度の合計

二酸化炭素排出量を算定する際は、各年度で提出した報告書（その２）に記載した赤枠内

の数値を合計してください。「水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴っ

て排出される二酸化炭素の量」は、評価で使用する合計二酸化炭素排出量を算定する際に

使用しませんので、ご注意ください。なお、実績年度以外の年度についても、過年度に提

出した報告書（その２）の数値を基に合計二酸化炭素排出量を算定してください。 

＜合計二酸化炭素排出量（t－CO2）＞ 

評価の対象とする各事業所等における「燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭

素の量」の合計 

 

＜合計延床面積（ｍ２）＞ 

評価の対象とする各事業所等における「事業所等の延床面積」の合計 

 

＜合計原単位（ｋｇ－CO2／ｍ２）＞ 

合計延床面積当たりの合計二酸化炭素排出量 
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合計延床面積は、評価の対象とする各事業所等（義務提出事業所等又は全事業所）におけ

る「事業所等の延床面積」を合計して算定します。 

 

１　事業所等の概要

自己所有 他者所有

建物の全部 建物の一部（テナント） 建物の一部（その他）

事務所 商業施設（物販） 商業施設（飲食）

工場 複合施設 その他

連鎖化事業区分

証書による環境価値
の利用

前 年 度 の 報 告 内 容
か ら の 変 更 点

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
の 利 用 状 況

再生可能エネルギー
発電設備の設置

再生可能エネルギー電
気の受入

－

直営店

報告範囲の主たる用途

区 市 町 村 名

加盟店 非該当
日 本 標 準 産 業 分 類
に お け る細 分 類 番 号

事 業 所 等の 延床 面積 m2 事 業 所 等 の 実 績 年 度 の
エ ネ ル ギ ー 使 用 期 間

1年度分 1年未満

所 有 形 態

報 告 範 囲

町 名 番 地
以 下

事 業 所 等 の 所 在 地

〒

事 業 所 等 の 名 称

事 業 所 番 号 －

 

 

上記の図は、報告書（その２）を抜粋したものです。直近５か年度における各年度の合計

延床面積を算定する際は、各年度で提出した報告書（その２）に記載した赤枠内の数値を

合計してください。なお、実績年度以外の年度についても、過年度に提出した報告書（そ

の２）の数値を基に合計延床面積を算定してください。 

 

 

 

合計原単位は、上記の通り合計延床面積あたりの合計二酸化炭素排出量として算定します。 

合計原単位は、合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積と異なり、報告書（その２）に記

載の「二酸化炭素排出原単位」の合計値ではありませんので、ご注意ください。 

 

＜合計原単位（ｋｇ- CO2／ｍ２）の算定方法＞ 

合計原単位（ｋｇ－CO2／ｍ２） 

＝合計二酸化炭素排出量（t－CO2）×1,000÷合計延床面積（ｍ２） 

※小数点以下第３位切り捨て 
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(2)平均合計二酸化炭素排出量削減率及び平均合計原単位改善率の算定 

 

 

平均合計二酸化炭素排出量削減率は、直近５か年度における各年度の合計二酸化炭素排出

量対前年度比と、合計二酸化炭素排出量対前年度比の数で算定します。 

 

■合計二酸化炭素排出量削減率算定のケーススタディ その１ 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 10,000 

合計二酸化炭素排出量対前年度比   0.98113 0.99038 0.99029 0.98039 

 

上記の表は、2020年度に報告書を提出し、評価を受ける事業者の場合です。2020年度に評

価を受ける場合、実績年度から起算した直近５か年度は 2015 年度から 2019 年度までとな

ります。 

平均合計二酸化炭素排出量削減率を算定するためには、各年度の排出量対前年度比を算定

し、算定した排出量対前年度比とその個数を式に代入してください。上記の表の場合、2015

年度は排出量対前年度比を算定するための「前年度」にあたる年度がありませんので、排

出量対前年度比の数は４となります。 

したがって、平均合計二酸化炭素排出量削減率は以下の通り求めることができます。 

 

＝1.44（％） 

 

■合計二酸化炭素排出量削減率算定のケーススタディ その２ 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 

合計二酸化炭素排出量（ｔ）   10,400   10,200 10,000 

合計二酸化炭素排出量対前年度比       0.98076 0.98039 

＜平均合計二酸化炭素排出量削減率の算定方法＞ 

平均合計二酸化炭素排出量削減率（％） 

＝  

ｎ：排出量対前年度比の数 

ａ１～ｄ１：排出量対前年度比 

※小数点以下第３位切り捨て 
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上記の表は、2020年度に報告書を提出し、評価を受ける事業者の場合です。ケーススタデ

ィその１と異なり、2015 年度実績及び 2017 年度実績は報告書で実績を報告していないた

め、合計二酸化炭素排出量が記載されていません。この場合、2016年度は排出量対前年度

比を算定するための「前年度」にあたる年度がありませんので、排出量対前年度比を算定

しません。また、2018 年度は前年度である 2017 年度の実績が記載されていないため、更

にその前年度である 2016 年度実績の数値を使用して排出量対前年度比の値を求めます。こ

のように、直近５か年度で実績を報告していない年度がある場合は、当該年度の前年度と

比較して排出量対前年度比を算定してください。 

上記の表の場合、排出量対前年度比の数は２となりますので、平均合計二酸化炭素排出量

削減率は以下の通り求めることができます。 

 

＝1.94（％） 

 

 

 

平均合計原単位改善率は、直近５か年度における各年度の合計原単位対前年度比と、合計

原単位対前年度比の数で算定します。 

算定方法は平均合計二酸化炭素排出量削減率と同様です。 

 

(3)評価に使用する数値の補正 

 

 

以下の要件に該当する場合は、評価に使用する直近５か年度の合計二酸化炭素排出量、合

計延床面積及び合計原単位を補正することができます。 

 

＜評価に使用する数値の補正＞ 

一定の要件に該当する場合、評価に使用する直近５か年度の合計二酸化炭素排出

量、合計延床面積及び合計原単位を補正可能 

＜平均合計原単位改善率の算定方法＞ 

平均合計二酸化炭素排出量削減率（％） 

＝  

ｎ：原単位対前年度比の数 

ａ２～ｄ２：原単位対前年度比 

※小数点以下第６位切り捨て 
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大規模事業所関係 

「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 

「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 

会社合併・分割関係 

会社合併を行った場合 

会社分割を行った場合 

再生可能エネルギー

関係 

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 

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 

その他 
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 

 

補正は、以下のホームページに掲載の「報告書補正ファイル」を使用して行います。 

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

 

報告書補正ファイルの使用方法は、同ページに掲載の「報告書補正ファイル使用マニュア

ル」をご参照ください。なお、報告書補正ファイル使用マニュアルには、巻末に補正の詳

細な要件が記載されておりますので、補正事由に該当する可能性がある場合は、併せてご

確認をお願いいたします。 

 

【2】再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価 

(1)再生可能エネルギー利用事業所等数の算定 

 

 

 

再生可能エネルギー利用事業所等数は、報告書（その２）において、いずれかの方法で再

生可能エネルギーを利用している事業所等の数を合計した数値です。 

 

＜再生可能エネルギー利用事業所等数＞ 

評価の対象とする事業所等の範囲における、再生可能エネルギー利用事業所等の

合計 
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１　事業所等の概要

自己所有 他者所有

建物の全部 建物の一部（テナント） 建物の一部（その他）

事務所 商業施設（物販） 商業施設（飲食）

工場 複合施設 その他

連鎖化事業区分

証書による環境価値
の利用

前 年 度 の 報 告 内 容
か ら の 変 更 点

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
の 利 用 状 況

再生可能エネルギー
発電設備の設置

再生可能エネルギー電
気の受入

－

直営店

報告範囲の主たる用途

区 市 町 村 名

加盟店 非該当
日 本 標 準 産 業 分 類
に お け る細 分 類 番 号

事 業 所 等の 延床 面積 m2 事 業 所 等 の 実 績 年 度 の
エ ネ ル ギ ー 使 用 期 間

1年度分 1年未満

所 有 形 態

報 告 範 囲

町 名 番 地
以 下

事 業 所 等 の 所 在 地

〒

事 業 所 等 の 名 称

事 業 所 番 号 －

 

上記の図は、報告書（その２）を抜粋したものです。再生可能エネルギー利用事業所等数

を算定する際は、評価を受ける年度に提出した報告書（その２）で、赤枠内のいずれかの

項目にチェックを入れた事業所等の数を合計してください。なお、報告書（その２）では

再生可能エネルギーの利用状況として、複数の方法を選択可能ですが、再生可能エネルギ

ー利用事業所等数の算定に当たっては、複数選択されている事業所等も１事業所等として

カウントされますのでご注意ください。 

 

(2)再生可能エネルギー利用事業所等率の算定 

 

 

 

再生可能エネルギー利用事業所等率は、再生可能エネルギー利用事業所等数及び評価対象

事業所等数を使用して算定します。ここでの評価対象事業所等数は、性質上再生可能エネ

ルギーの利用が困難な事業所等を除外した後の数になります。詳細は、1.6【2】（4）をご

参照ください。 

 

＜再生可能エネルギー利用事業所等率の算定方法＞ 

再生可能エネルギー利用事業所等率（％） 

＝再生可能エネルギー利用事業所等数÷評価対象事業所等数×100 

※小数点以下切り捨て 
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(3)評価に使用する数値の補正 

 

 

 

事業者単位での再生

可能エネルギー利用

関係 

他の事業者が都内に有する事業所等の屋根等を賃借し、再生可

能エネルギー発電設備を設置している場合 

事業者として証書による環境価値を都内において利用した場合 

 

補正は、以下のホームページに掲載の「報告書補正ファイル」を使用して行います。 

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

 

報告書補正ファイルの使用方法は、同ページに掲載の「報告書補正ファイル使用マニュア

ル」をご参照ください。なお、報告書補正ファイル使用マニュアルには、巻末に補正の詳

細な要件が記載されておりますので、補正事由に該当する可能性がある場合は、併せてご

確認をお願いいたします。 

 

＜評価に使用する数値の補正＞ 

一定の要件に該当する場合、評価に使用する再生可能エネルギー利用事業所等数

及び再生可能エネルギー利用事業所等率を補正可能 
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2.4  事業所等の概要の記載 

【1】報告範囲の特定 

「報告範囲」は、以下の１～３に分類されます。 

1.建物の全部 

2.建物の一部（テナント） 

3.建物の一部（その他） 

 

１．建物の全部 

 建物の全部を所有または使用している範囲を報告する場合は、「建物の全部」を選択しま

す。 

 

 

２．建物の一部（テナント） 

建物の一部をテナントとして使用している範囲を報告する場合は、「建物の一部（テナン

ト）」を選択します。 

 
３．建物の一部（その他） 

建物の一部をテナント以外で使用している範囲を報告する場合は、「建物の一部（その他）」

を選択します。 

（参考例） 

・報告事業者の自社ビル等、建物の全部を所有または使用している範囲を 

報告する場合 

・建物全部を賃貸して使用している範囲を報告する場合 

（参考例） 

・建物の一部にテナント入居して使用している範囲を報告する場合 

（参考例） 

・区分所有している範囲を報告する場合 

・共有（共同所有）している範囲を報告する場合 

・所有部分のうち一部が住居のため、住居部分を除外した範囲を報

告する場合 
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【2】報告範囲の主たる用途の把握 

「報告範囲の主たる用途」は以下の１～６に分類されます。 

1.事務所 

2.商業施設（物販） 

3.商業施設（飲食） 

4.工場 

5.複合施設 

6.その他 

 

 選択の方法は、以下①～⑥のとおりです。 

 

①事務所が、報告範囲の延床面積の 50％以上を占める場合  

⇒「事務所」を選択します。 

 

②商業施設（物販）が、報告範囲の延床面積の 50％以上を占める場合  

⇒「商業施設（物販）」を選択します。 

 

③商業施設（飲食）が、報告範囲の延床面積の 50％以上を占める場合  

⇒「商業施設（飲食）」を選択します。 

 

④工場が、報告範囲の延床面積の 50％以上を占める場合 

⇒「工場」を選択します。 

 

⑤報告範囲の延床面積の 50％以上を占める１つの用途がない場合 

⇒「複合施設」を選択します。 

   ※例：事務所・商業施設（物販）・商業施設（飲食）が延床面積を 1/3 ずつ占める場合 

 

⑥事務所・商業施設(物販)・商業施設(飲食)・工場以外の１つの用途が、報告範囲の延床面積 

の 50％以上を占める場合 

⇒「その他」を選択します。 

区分所有範囲を報告 
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物販

事務所

住居

事務所

事務所

住居

※例１：学校が延床面積の 50％以上を占める場合 

例２：病院が延床面積の 50％以上を占める場合 

例３：サービス業が延床面積の 50％以上を占める場合 

 

■報告範囲および主たる用途のケーススタディ その１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Ａ社（建物所有者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の一部（その他）」 

（建物全体のうち、住居部分を除外した範囲を報告するため） 

 主たる用途：「事務所」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を事務所が占めているため） 

 

②Ｂ社（テナント使用者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の一部（テナント）」 

（建物の一部をテナントとして使用している範囲を報告するため） 

 主たる用途：「事務所」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を事務所が占めているため） 

 

③Ｃ社（テナント使用者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 本事業所については、Ｃ社の使用部分は全て住居であるため、地球温暖化対策報告書の提出は

できません。 

 

■報告範囲および主たる用途のケーススタディ その２ 

 

：Ｂ社の報告範囲 

：報告対象外 

Ｂ社賃借部分(専有部) 

Ｃ社賃借部分(専有部) 

ケース：建物の所有者Ａ社より、事務所・物販テナント（Ｂ社）、住居（Ｃ社）が賃借使用している。 

Ｂ社賃借部分 

(専有部) 

共用部分 

(住居用途は除外) 
＋ ：Ａ社の報告範囲 
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①Ａ社（建物の所有者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の全部」 

（建物全体を報告するため） 

 主たる用途：「商業施設（飲食）」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を商業施設(飲食)が占めているため） 

 

②Ｂ社（テナント使用者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の一部（テナント）」 

（建物の一部をテナントとして使用している範囲を報告するため） 

 主たる用途：「商業施設（飲食）」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を商業施設(飲食)が占めているため） 

 

③Ｃ社（テナント使用者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の一部（テナント）」 

（建物の一部をテナントとして使用している範囲を報告するため） 

 主たる用途：「商業施設（飲食）」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を商業施設(飲食)が占めているため） 

 

④Ｄ社（テナント使用者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の一部（テナント）」 

（建物の一部をテナントとして使用している範囲を報告するため） 

 主たる用途：「商業施設（物販）」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を商業施設(物販)が占めているため） 

 

ケース： 

建物の所有者Ａ社より、飲食１・２事務所

のテナント（Ｂ社）、飲食３・物販１のテ

ナント（Ｃ社）、物販２（Ｄ社）が賃借使

用している。 
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■報告範囲および主たる用途のケーススタディ その３ 

 

 

 

①Ａ社（建物の所有者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の全部」 

（建物全体を報告するため） 

 主たる用途：「事務所」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を事務所が占めているため） 

 

②Ｂ社（テナント使用者）が提出する地球温暖化対策報告書 

 報告範囲 ：「建物の全部」 

（テナントとして使用している建物全体を報告するため） 

 主たる用途：「事務所」 

（報告範囲の延床面積の 50％以上を事務所が占めているため） 

ケース： 

建物の所有者Ａ社より、建物全体を

Ｂ社が賃借し、工場兼事務所として

使用している。 

建物の所有者Ａ社 

建物の使用者（テナント）Ｂ社 
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【3】エネルギー使用期間の把握 

４月から翌年３月までを報告年度とします。以下のような場合はエネルギー使用期間が年間値

に満たない事業所等になります。 

 
・年度の途中で事業所等の引き渡しを受けたり事業を開始したり事業を中止した場合 
・年度の途中に改装のため一旦事業を中断し同年度内に事業を再開した場合 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

開業

年度の途中で新規開業した場合

 

例えば６月に事業所の引き渡しを受けて新規開業した場合、エネルギー使用期間は年間値

に満たない。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

閉鎖

年度の途中で閉鎖した場合

 

例えば、12月に事業を中止して事業所等を閉鎖した場合、エネルギー使用期間は年間値に

満たない。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年度の途中に改装して事業が中断し
同年度内に事業を再開した場合

改装

 

例えば、改装のため８月に一旦事業を中断し翌年１月に再開した場合、エネルギー使用期

間は年間値に満たない。 

 

※請求書の請求月と実際の使用月が異なっている場合がありますので、検針期間などによ

り原則として使用月から判断してください。例えば、４月 20日に開業した事業所の場合、

４月使用分の請求の請求月が５月の場合、実際の使用期間が４月 20 日から５月 19日ま

での請求となっている場合があります。 
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【4】再生可能エネルギーの利用状況の把握 

「再生可能エネルギーの利用状況」は、以下の１～３に分類されます。 

1.再生可能エネルギー発電設備の設置 

2.再生可能エネルギー電気の受入れ 

3.証書により環境価値の利用 

 

1.再生可能エネルギー発電設備の設置 

事業所等又は事業所等の敷地内に、一定の規模要件を満たした再生可能エネルギー発電設

備を設置している場合は、再生可能エネルギー利用事業所等として報告することができます。 

再生可能エネルギー発電設備の規模要件は、その発電設備種別に応じて以下の通り設定さ

れています。 

 

発電設備種別 要件 

太陽光発電 太陽電池出力が４ｋＷ以上であること。 

風力発電 発電出力が１ｋＷ以上（単機出力１ｋＷ以上）であること。 

水力発電 発電出力が１ｋＷ以上（単機出力１ｋＷ以上）であること。 

地熱発電 特になし 

バイオマス発電 

次の要件をすべて満たすものとする。 

①バイオマス比率が 60％以上であること。 

②発電出力が 10ｋＷ以上であること。 

複合 
発電設備の出力合計が 10ｋＷ以上であること。 

ただし、太陽光発電は太陽電池出力１ｋＷ以上とする。 

 

＜太陽光発電設備＞ 

  太陽電池出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールのＪＩＳ等に規定されて

いる公称最大出力の合計値とパワーコンディショナのＪＩＳに基づく定格出力の合計値のうち、

いずれか低い方の出力とします。 

 

＜バイオマス発電＞ 

バイオマス比率は、化石燃料を含む投入燃料全体の発熱量に対するバイオマス燃料の発熱量の

比率をいいます。バイオマス比率は、以下のホームページに掲載の「総量削減義務と排出量取引

制度における再エネクレジット算定ガイドライン」第２部第２章２（３）ウの規定により算定し

てください。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/rules/cat9740.html 
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なお、離島及びへき地（離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法又は過疎地域自立促進特

別措置法で規定する地域）に存する事業所等については、バイオマス発電の要件②は不要です。 

 

＜複合＞ 

複合は、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバイオマス発電設備複数の組み合わ

せによる再生可能エネルギー発電を指します。例えば、太陽光発電設備の太陽電池出力が３ｋＷ、

バイオマス発電設備の発電出力が７ｋＷの場合、それぞれの発電設備種別の要件は満たしていま

せんが、合計した発電出力が 10ｋＷを超えているため、「複合」に該当します。 

 

2.再生可能エネルギー電気の受入れ 

事業所等で一定の要件を満たした電気（再生可能エネルギー電気）を６か月間以上調達し

た場合は、再生可能エネルギー利用事業所等として報告することができます。 

再生可能エネルギー電気の要件は以下の通りです。 

 

 

 

都内に電気を供給している小売電気事業者の（調整後）二酸化炭素排出係数及び再生可能

エネルギー利用率は、「東京都エネルギー環境計画制度」のホームページで公開しています。

都内全事業者の平均値も公開されていますので、調達している電気が再生可能エネルギー電

気の要件に該当しているか確認される際は、以下のホームページをご参照ください。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/supplier/publications.html 

 

ただし、基準となるのは実績年度の４月１日時点で公開されている数値です。例えば、2020

年度に報告書を提出する場合、2019年度４月１日時点で公表されている「2018年度版」の数

値が基準となります。必ずしも公開されている最新の数値が基準となるわけではありません

ので、ご注意ください。 

 

また、②の要件を満たさない小売電気事業者から電気を調達している場合であっても、契

約している電気メニューの再生可能エネルギー利用率が 20％以上の場合は、②の要件を満た

したものとして、再生可能エネルギー電気とみなすことができます注）。電気メニューごとの

＜再生可能エネルギー電気の要件＞ 

①事業所等に電気を供給する小売電気事業者の「二酸化炭素排出係数又は調整後

二酸化炭素排出係数が、都内に電気を供給している全事業者の平均値以下であ

ること。 

②①の小売電気事業者の再生可能エネルギー利用率が 20％以上であること又は

①の小売電気事業者から提供を受ける電気メニューの再生可能エネルギー利

用率が 20％以上であること。 

注：①太陽光発電所、②風力発電所、③水力発電所（出力合計３万ｋＷ未満のもの）、④地熱発電所、⑤バイオマス発
電所により発電された電気（ＦＩＴ電気を除く）であること。ただし、再生可能エネルギー指定の非化石証書（上
記①から⑤までの発電所に係るものに限る。）を電気の販売に応じて使用した場合は、当該再生可能エネルギー利
用率に含めても良いものとする。 
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再生可能エネルギー利用率は公開されていませんので、小売電気事業者から受領した契約書

類等でご確認ください。なお、再生可能エネルギー利用率をメニューで判断する場合であっ

ても、①の要件についてはメニュー小売電気事業者全体の（調整後）二酸化炭素排出係数に

基づいて判断しますので、ご注意ください。 

 

3.証書による環境価値の利用 

事業所等で一定の要件を満たした証書により、環境価値を利用した場合は、再生可能エネ

ルギー利用事業所等として報告することができます。 

証書の要件は以下の通りです。 

 

 

 

ここでいう環境価値の利用とは、実績年度に発行された証書の権利を、同年度に行使して

いる場合をいいます。例えば、各事業所等でイベントを開催した際に、グリーン電力証書を

使用して当該イベントの二酸化炭素排出量を実質的に軽減（オフセット）した場合は、「証書

による環境価値の利用」に当たります。ただし、各事業所等ではなく、事業者単位で証書を

購入し、その権利を行使した場合は、ここでいう利用には当たりませんので、ご注意くださ

い。 

なお、証書の権利を行使した記録として、各証書のシリアルナンバー等を東京都に提出し

ていただく必要はありません。 

＜証書の要件＞ 

グリーンエネルギー証書の認証機関が認証したグリーン電力証書及びグリーン

熱証書のうち、それぞれ次の要件を満たすもの。 

（１）グリーン電力証書 

①証書の最終所有者が評価対象事業所等であるもの。 

②証書に記載の発電種別が、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバ

イオマス発電のいずれかであるもの。ただし、バイオマス由来のグリーン電力

証書については、バイオマス比率が 60％以上のものに限る。 

 

（２）グリーン熱証書 

①証書の最終所有者が評価対象事業所等であるもの。 

②証書に記載の発熱種別が太陽熱であるもの。 



 

59 

2.5  エネルギー等使用量の把握 

【1】エネルギー等の種類の把握 

中小規模事業所で使用する 1年度（４月から翌３月まで）分のエネルギー等（注使用量を把

握します。例えば事務所ビルの場合、エネルギー等は、図 2.2 に示すように照明、換気、

空調、昇降機、給湯、給水など様々な用途で使用されています。 

照明や昇降機などの動力源は電気で、給湯、自家発電などにはガス等の燃料が使用されて

いることがあります。空調用の熱源などは温水や冷水といった熱で供給されている場合も

あります。このようにエネルギー等の種類には様々なものがあり、本制度で使用するエネ

ルギー等の種類については、P.67 の表 2.1「単位発熱量及び排出係数一覧」に示すとおり

です。 

まずは、事業所等において使用しているエネルギー等の種類を把握する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 ビルのエネルギー等使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2】計量によるエネルギー等の把握 

計量器による計量、そのほかの方法によりエネルギー等種別ごとのエネルギー等使用量を

電気、都市ガス、重油、温水、冷水など 

電気、都市ガス、重油など 

注：水道、下水道の使用は、エネルギーの使用ではありませんが、地球温暖化対策報告書制度では水道、下水道の使

用による温室効果ガス排出量を抑制していくため、報告の対象になっていますのでご注意ください。「エネルギー

等」という表現には、水道の使用などを含んでいます。 

項　目 細　目

熱源本体 冷凍機、冷温水器、ボイラ

補機
冷却水ポンプ、冷却塔、冷温水１次ポン
プ

水搬送 冷温水２次ポンプ

空気搬送 空調機、ファンコイルユニット

給湯 熱源本体 ボイラ、循環ポンプ、電気温水器

照明 照明器具

コンセント 事務機器

換気 駐車場ファン

給排水 揚水ポンプ

昇降機 エレベータ、エスカレータ

その他 その他 トランス、厨房機器

照明・コンセント

動力

エネルギー消費先区分
主なエネルギー消費機器

熱源

熱搬送

表の出典：一般財団法人 

省エネルギーセンター 

所有者の報告範囲： 

事業所全体（所有範囲）

のエネルギー使用量 

テナントの報告範囲： 

占有部のエネルギー使用量

（照明、コンセント、空調等） 

        

空調機 
  

Ｍ   

ＥＶ 

（昇降機） 
  

空調機 
  

冷却塔   
室外機 

  

  

ポンプ   

給湯器 
    

空調機   
水道 

コンセント 
  

照明 
  

  

換気 （パッケージ空調） 

電気 

ガス 水道 

給湯器 

給湯器 
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把握する必要があります。 

エネルギー等使用量は、エネルギー等供給事業者が設置する計量器による把握を基本とし

ますが、これが得られない場合には諸々の推計方法を用いて把握に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力、ガス、水道などの購入量＝使用量となるエネルギー等使用量については、エネルギ

ー等供給会社などの請求書や検針票に記載された数値から把握可能（注１です。 

 

 

灯油や石炭など購入した後に一旦貯蔵するエネルギーについては、購入量＝使用量になり

ません。この場合、使用量を管理するための計量器などがある場合には、管理している使

用量を基本に把握するようにしてください。（注２ 

※なお、所有している物件の管理を委託している場合などは、エネルギー等使用量にかか

る費用の支払いを代行している場合がありますので、その場合には、管理会社に問い合

わせるなどしてエネルギー等使用量を把握してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 請求書の記載内容による把握イメージ 

 

 ＜①計量による方法＞ 

○エネルギー等供給事業者の計量器による方法 

○（設置している場合）自ら設置した計量器（課金用の子メーターなど）による方法 

 

＜②推計による方法＞ 

以下の方式から、適合可能なものを選択 

○ 全体のエネルギー使用量の総量から、建物の一部で使用されるエネルギーの量を

推計する方法 

○ 特定用途のエネルギー使用量から、他用途のエネルギー使用量やエネルギー使用

量の総量を推計する方法 

○ 自らの事業所の実績から得られる原単位により、エネルギー使用量の総量を把握

する方法 他 

 

＜③計量・推計とも不可能な場合＞ 

○指針で定めるみなし値による方法 

 

     請求書、検針票などの見方については、次頁以降を参照 
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2.6  請求書、検針票などの見方 

エネルギー等供給会社などにおいて、課金（料金徴収）のためのメーターを設置していま

すので、その値（請求書に記載された値）から、エネルギー等使用量を把握することがで

きます。 

請求月と実際の使用月が異なっている場合がありますので、検針期間などにより使用した

月を確認する必要があります。 

※使用期間が概ねその月の使用量となっていれば、必ずしも毎月 1 日から月末までを当月の使

用量とする必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4 ビルにおける計量器の設置例 

エネルギー等供給会社の請求書例を次に示します。 

【1】ガス請求書・検針票（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京ガス（株）ホームページ他 

注１：テナントなどでは、エネルギー等供給会社と直接契約していない場合がありますが、テナントビルの所有者（管 
   理会社）などからの光熱水費の請求書がある場合には、エネルギー等供給会社と同様にエネルギー等使用量を把 
   握し てください。 
注２：エネルギー使用量を管理していない場合は、購入量で把握してください。また、都が調査によりエネルギー等使  
      用量を確認する場合は、購入伝票等で行いますので、購入伝票などは保存するようにしてください。 

 

請求月とガス使用月が異なりますので、注意してください。 

この例の場合は、請求（予定）は、９月分で、 

実際の使用期間が８月 20日～９月 17 日の 29日分となっています。 

月間のガス使用量の

記載箇所 

※地球温暖化対策報告書への記載には、この数字を直接使用

するのではなく、換算する必要があります。 

換算方法は、Ｐ69 2.8.2 を参照してください。 

 

図 2.5 ガス使用量（東京ガス㈱検針結果のお知らせ） 

 

各フロアやテナントご

とのエネルギー使用量

を計量するビル所有者

が設置した計量器 

 

エネルギー供給事業者が設

置するビル全体のエネルギ

ー使用量を対象とした計量

器（読み値は請求書に記載） 
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【2】電力請求書（例） 

高圧電力か低圧電力に関わらず、契約メニューに季節別時間帯別電力が含まれる場合など、

電気使用量について「昼間」と「夜間」を分離した集計が可能な場合があります。下記で

は、昼間夜間の区別がつかない場合と、区別がつく場合について例を示します。 

(1)昼間夜間の区別がつかない場合（季節別時間帯別電力が含まれない場合など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京電力（株） 

図 2.6電力会社の計量値の利用（請求書に記載された電力使用量の利用：昼間夜間の区別がつか

ない場合） 

(2)昼間夜間の区別がつく場合（注１（季節別時間帯別電力が含まれる場合など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京電力（株） 

図 2.7電力会社の計量値の利用（請求書に記載された電力使用量の利用：昼間夜間の区別がつく

場合） 

 

月間の電力使用量の記載 

請求月（11 月）と電力消費月（10 月）が異なる
ことに注意してください。 

見 本 

月間の電力使用量の記載箇所 
（全使用電力量＝昼間＋夜間）・・① 

月間の昼間電力（力率測定用有効電力） 

・・・② 

月間の夜間電力＝全使用電力量①－昼間電力② 

この数値は用いません 

昼間夜間が分離され

ず、月間の電力使用量

が記載されている場

合は、報告書（その２）

において電気、その他

の買電(昼夜不明の場

合を含む)の行の⑤使

用量の箇所に使用量

を記入してください。 

昼間と夜間の電力使

用量が把握できる場

合は、報告書（その２）

において、電気の行

で、「昼間」と「夜間」

に分けて、⑤使用量の

箇所に使用量を記入

してください。 

注１：一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気が買電の場合の昼間（８時～22 時）と夜間（22 時～翌日８
時）との使用量の別は、高圧電力、季時別などの契約の場合は、請求書等から、昼間は｢力率測定用有効電力量｣、
夜間は「全使用電力量－力率測定用有効電力量」で求めることができます（省エネ法で示されているのと同様の求
め方です。）。 
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【3】地域熱供給請求書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 地域熱供給使用量 

出典：東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 

【4】水道・下水道請求書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9 水道・下水道使用量 

出典：東京都水道局 

月分　 　 冷水・ 温水料金請求書
△△△△

金 円

内　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 訳
項　 　 　 目 ご使用量又は契約量 単　 価 料　 　 　 金 備　 考

円

－ －
円

－ －
ＭＪ 円

0
ＭＪ 円

0
0 円

0 円

合　 　 　   計 0 円

　 　 １ ） 　 検 針 日

　 　 ２ ） 　 振込期限

　 　 ３ ） 　 振 込 先 　 みずほコ ーポレ ート 銀行　

　 内幸町営業部　

  普通預金 　 ３ ５ ０ ０ ９ ２ ５

  株式会社エネルギーアド バンス

　 上 記 の と  お り   請 求 い た し  ま  す 。

平成21年■月

 ２ ． 温水月額基本料金
 
 ３ ． 冷水従量料金

計
消費税相当額

 
 ４ ． 温水従量料金

 １ ． 冷水月額基本料金

△△△様

月間の熱使用量記載箇所 

 

水道、下水道使用量の記載箇所 

 

下水の減量申請を行っている場合には、上水、下水の量に差異がある場合

があります。 

下水の減量申請などを行っている場合など、上水と下水の使用量が一致し

ない場合がありますが、地球温暖化対策報告書には、請求書記載の数値を

そのまま記入してください。 
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2.7  エネルギー等使用量の推計 

ビルの所有者（又は管理会社）からの光熱水費の請求書等にエネルギー等使用量の記載が

なく、自らのエネルギー等使用量が把握できない場合には、エネルギー等使用量を推計に

より把握してください。 

⇒エネルギー等使用量を推計して把握した場合には、その理由及び推計方法を示した書面

を添付して地球温暖化対策報告書を提出する必要があります。添付書類には、推計理由、

計算方法（計算式、計算式の考え方）、計算結果（推計でエネルギー使用量を報告する全期

間分）を記載してください。 

 

エネルギー等使用量の推計方法には、大きく次の二つの方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 エネルギー等使用量の推計のイメージ 

エネルギーを原油又はＣＯ2に換算するためには、電気や都市ガスなどの燃料の種類ごとに

把握していく必要があります。 

 

 
他者から必要なデータを入手する方法 

 ビルの所有者（管理会社）など、他者からエネルギー等使用量の推計に必要なデ

ータを入手し、自らのエネルギー等の使用量を算出する方法です。 

推計の事例については、5.1.1 他者からの情報提供を基に計算する場合を

ご参照ください 
※エネルギー等使用量の不明な程度に応じて必要なデータの種類などが異なってきます。 

推計の事例については、5.1.1 他者からの情報提供を基に計算する場合を

ご参照ください 

 テナントでの空調のエネルギー等使用量だけが不明な場合 

 ビル全体のエネルギー等使用量から当該部分を推計する場合 

 

請求 

所有者 

テナント 

テナント事業者 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
供
給 

エネルギー 

等供給会社 ○○ビル 

エネルギー 

使用量が不明 

ビル全体のエネルギー等使用

量を入手し、推計しましょう 

  エネルギー等使用量（総量）   

当該フロアのエネルギー等使用量   

当該フロア面積÷延床 
面積（面積割合）   
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＜単位面積当たりのエネルギー原単位（注 3からの推計フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生産個数、生産重量当たりのエネルギー原単位（注 3からの推計フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー等使用量の不明なテナントの推計に必要なデータが、皆無の場合には、地球温

暖化対策指針に示す原単位を使用して推計してください。 

⇒エネルギー等使用量を推計した場合には、その理由を示した書面を添付の上、地球温暖

化対策報告書を提出してください。 

 

 自ら保有するデータを活用する方法 

 既に把握しているデータを基にエネルギー等使用量を算出する方法です。 

設置する他の同種同規模の事業所等のエネルギー等使用量（単位面積当りの

エネルギー等使用量（注 1など）から推計 

設置する他の事業所等の平均的なデータ（生産量、売上高当りのエネルギー

等使用量（注 2など）から推計 

推計の事例については、5.2.2 自らの情報のみで計算する場合を 

ご参照ください。 

推計の事例については、5.2.2 自らの情報のみで計算する場合を 

ご参照ください。 

注 1：テナント状況や延床面積、設備や売上、営業時間などエネルギー等使用量が不明なテナントと同じような 
      事業所等を選択することがより正確な推計につながります。 
注２：製造業における生産量や小売業における売上高など企業活動に密接に関係する指標を活動量といいます。 
注３：面積や生産量などの単位当りのエネルギー使用量をエネルギー原単位といいます。 

 テナントでのエネルギー等使用量が全く不明な場合 

 自らが保有する同種同規模施設 

エネルギー使用量 店舗面積 

エネルギー原単位（kW/m2） 

＝エネルギー使用量÷店舗面積 

当該施設（エネルギー使用量を求める施設） 

店舗面積 

エネルギー使用量 

 自らが保有する同種同規模施設 

エネルギー使用量 製造量（重量） 

エネルギー原単位（kW/kg） 

＝エネルギー使用量÷製造量 

当該施設（エネルギー使用量を求める施設） 

製造量 

エネルギー使用量 
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2.8  原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量への換算方法 

2.8.1  換算方法について 

中小規模事業所では、先に求めたエネルギー等使用量を基に、次の数値を算出します。 

①エネルギー使用量（GJ/年）・・・エネルギー使用量（熱量） 

計量器により計量された使用量(A)の固有単位（kWh、N ㎥（注１、kL（注２など）に係数（単位

発熱量）（B）を乗じることで、エネルギー使用量（熱量）に換算します。 

 具体的な係数については、表 2.1（P67）を参照。 

 

②原油換算エネルギー使用量（kL／年）・・・エネルギー使用量を原油の使用量に換算した

数値になります。 

 

 

 地球温暖化対策報告書制度の対象となる中小規模事業所の規模を判断する際の事業所等

のエネルギー使用量になります。 

 

③二酸化炭素排出量（t-CO2／年）・・・エネルギー使用量を二酸化炭素排出量に換算した

数値です。 

二酸化炭素排出量は、計量器により計量された使用量(A)、係数（単位発熱量）(Ｂ)、排出

係数(Ｃ)を用いて次の式で表されます。  

※熱、電力、水道並びに下水道については、次の式になります。 

【熱】 

CO2排出量(t-CO2/年)＝使用量(A)(GJ/年)×排出係数(C) 

【電力、水道並びに下水道】 

CO2排出量(t-CO2/年)＝(使用量(A)(kWh/年又はｍ３/年)/1000)×排出係数(C) 

 

上記の式は、換算の考え方を示したものであり、実際には計量器の使用量の単位が違う場

合がありますので、単位を合わせていただく必要があります。 

＜単位の解説＞ 

k(キロ):1,000         ⇒  1kJ＝1,000J 

M(メガ):1,000,000       ⇒  1MJ＝1,000,000J 

G(ギガ):1,000,000,000     ⇒  1GJ＝1,000,000,000J 

注１：N㎥（ノルマル立米）とは大気圧「1気圧」の場合の体積を示す単位記号です。 

注２：Ｌ（リットル）とは体積を示す単位記号です。㎥にも換算することができ、1㎥＝1,000L です。 

注３：Ｊ（ジュール）とは熱量を示す単位記号です。ｃal（カロリー）にも換算することができ、1cal＝4.18Jです。 

 

エネルギー使用量（GJ（注３／年）＝使用量(A)×係数(B) 

原油換算量（kL／年）＝エネルギー使用量（GJ／年）×原油換算係数（0.0258kL／GJ） 

CO２排出量（t－CO2／年）＝使用量(A)×係数(Ｂ)×排出係数(Ｃ)×44／12 

原油換算係数 

0.0258kL／GJ 
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表 2.1 単位発熱量及び排出係数一覧 

燃料の種類 単位 
係数 

（単位発熱量） 

排出係数 

26 年度実績まで 27 年度実績から 

電力 一般送配電事業者

の電線路を介して

供給された電気 

昼間 千 kWh 9.97〔GJ/千 kWh〕 0.382 [t-CO2/千kWh] 0.489 [t-CO2/千kWh] 

夜間 千 kWh 9.28〔GJ/千 kWh〕 

その他の買電 

（昼夜不明の場合を含む） 

千 kWh 9.76〔GJ/千 kWh〕 

熱 産業用蒸気 GJ 1.02〔GJ/GJ〕 0.052 [t-CO2/GJ] 0.060 [t-CO2/GJ] 

産業用以外の蒸気 GJ 1.36〔GJ/GJ〕 

温水 GJ 1.36〔GJ/GJ〕 

冷水 GJ 1.36〔GJ/GJ〕 

揮発油（ガソリン） kL 34.6〔GJ/ kL〕 0.0183〔t-C/GJ〕 0.0183〔t-C/GJ〕 

ナフサ kL 33.6〔GJ/ kL〕 0.0182〔t-C/GJ〕 0.0182〔t-C/GJ〕 

灯油 kL 36.7〔GJ/ kL〕 0.0185〔t-C/GJ〕 0.0185〔t-C/GJ〕 

軽油 kL 37.7〔GJ/ kL〕 0.0187〔t-C/GJ〕 0.0187〔t-C/GJ〕 

A 重油 kL 39.1〔GJ/ kL〕 0.0189〔t-C/GJ〕 0.0189〔t-C/GJ〕 

B･C 重油 kL 41.9〔GJ/ kL〕 0.0195〔t-C/GJ〕 0.0195〔t-C/GJ〕 

石油アスファルト ｔ 40.9〔GJ/ｔ〕 0.0208〔t-C/GJ〕 0.0208〔t-C/GJ〕 

石油コークス ｔ 29.9〔GJ/ｔ〕 0.0254〔t-C/GJ〕 0.0254〔t-C/GJ〕 

石 油

ガス 

液化石油ガス(LPG) ｔ 50.8〔GJ/ｔ〕 

（*4.82m3/10kg） 

0.0163〔t-C/GJ〕 0.0161〔t-C/GJ〕 

石油系炭化水素ガス 千 N ㎥ 44.9〔GJ/千 N ㎥〕 0.0142〔t-C/GJ〕 0.0142〔t-C/GJ〕 

石炭 原料炭 ｔ 29.0〔GJ/ｔ〕 0.0245〔t-C/GJ〕 0.0245〔t-C/GJ〕 

一般炭 ｔ 25.7〔GJ/ｔ〕 0.0247〔t-C/GJ〕 0.0247〔t-C/GJ〕 

無煙炭 ｔ 26.9〔GJ/ｔ〕 0.0255〔t-C/GJ〕 0.0255〔t-C/GJ〕 

石炭コークス ｔ 29.4〔GJ/ｔ〕 0.0294〔t-C/GJ〕 0.0294〔t-C/GJ〕 

コールタール ｔ 37.3〔GJ/ｔ〕 0.0209〔t-C/GJ〕 0.0209〔t-C/GJ〕 

コークス炉ガス 千 N ㎥ 21.1〔GJ/千 N ㎥〕 0.0110〔t-C/GJ〕 0.0110〔t-C/GJ〕 

高炉ガス 千 N ㎥ 3.41〔GJ/千 N ㎥〕 0.0266〔t-C/GJ〕 0.0263〔t-C/GJ〕 

転炉ガス 千 N ㎥ 8.41〔GJ/千 N ㎥〕 0.0384〔t-C/GJ〕 0.0384〔t-C/GJ〕 

都市ガス（13A） 千 N ㎥ 45〔GJ/千 N ㎥〕 0.0138〔t-C/GJ〕 0.0136〔t-C/GJ〕 

ジェット燃料油 kL 36.7〔GJ/ kL〕 0.0183〔t-C/GJ〕 0.0183〔t-C/GJ〕 

水道及び工業用水道の水の使用 千㎥ ― 0.200〔t- CO2/千㎥〕 0.251〔t- CO2/千㎥〕 

公共下水道への排水 千㎥ ― 0.450〔t- CO2/千㎥〕 0.439〔t- CO2/千㎥〕 

注１：電力、熱の排出係数は[t-CO2/千 kWh]、[t-CO2/GJ]であり、電力消費量や使用した熱量に直接、掛け合

わせることで CO2を求めます。 

注２：油類、ガス類の排出係数は、（t-C/GJ）です。排出係数が(t-C/GJ)の場合には 44／12 を掛けること

で二酸化炭素排出量を算出することができます。 

注３：気体燃料については、請求書及び検針票に記載のエネルギー使用量を標準大気の状態に換算して熱

量や二酸化炭素排出量を算定する必要があります。 

注４：単位発熱量及び二酸化炭素排出係数は、「総量削減義務と排出量取引制度」と基本的に同一のものを

使用しています。 

注５：電力の契約メニューに季節別時間帯別電力が含まれる場合など、「昼間」「夜間」の電力使用量を分

離して集計することが可能な場合は、それぞれの係数を使用してください。分離できない場合・不

明な場合などには、「その他（昼夜不明の場合を含む）」の係数を使用してください。 
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ＣＯ2算定欄について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　二酸化炭素排出量等の内訳

その他（LPG）

その他（灯油）

その他（　　　　　）

その他（　　　　　）

⑫ ⑪ ⑬

⑭ ⑮

⑯

※１　電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、

⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※２  ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

     　⑫=(⑪/電気のその他の買電（昼夜間不明の場合を含む。）の係数)×1,000　⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

□

□

kg

Nm
3

l

□

□

排出
係数

排出量※１

（t）

使用量
熱量
（GJ）

二酸化炭素排出量

合　計

水道及び工業用水道

公共下水道

□ m
3そ

の

他 m3

合　計

kWh

一般送配電事業者

の電線路を介して

供給された電気

□昼間（8時～22時）

□

その他の買電（昼夜間不明の場合を含む。）

夜間（22時～翌日8時）

規則第５条の17第３項の場合のみなし値※２

kWh

kWh

kWh

電
気

□

□

係数

⑦

都市ガス

単位

燃
料
及
び
熱

燃料等の種別
推計
の

使用
⑩=⑧×⑨×44/12

□

⑧=(⑥/1000)×⑦⑥ ⑨

 

把握した燃料等の種別の年間の使用量を

記入します。 

※把握方法については、P5９参照 
都市ガスを始めとした気体燃料について

は、標準状態に換算した値を記載する必要

があります。 

※換算方法については、P69 参照 

前ページの表 2.1 に示す数字を、それぞ

れの燃料等の種別に応じて値をそのまま

記入します。 

燃料等の種別に応じ、 

熱量⑦×排出係数⑧×44／12で計算した値を記載します。 

また、熱（蒸気、温水、冷水）、電力、上下水道については 

使用量⑤/１０００×排出係数⑧で計算した値を記載します。 

前ページの表 2.1 に示す数字を、それぞ

れの燃料等の種別に応じて値をそのまま

記入します。 

燃料等の種別に応じ、 

（使用量⑤／１０００）×係数（単位熱量）で計算した値を記

載します。小数点第 4 位を切り捨てて記入します。 

※１／１０００や燃料等の単位に注意しましょう 

ウ イ エ ア オ 

エ 

ア 

イ 

ウ 

オ 

計量値ではなく、推計

をして算出した場合

にはチェックします。 

小数点第 4 位を切り

捨てて記入します。 

この欄は原則として

使用しません。 

推計が不可能な場合

にのみ、地球温暖化対

策指針に示したデフ

ォルト値を使用して

二酸化炭素排出量を

算定した時に記載す

る欄です。 
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2.8.2  気体燃料の標準状態への換算方法（ｍ３ ⇒ Ｎｍ３） 

【1】都市ガス 

低圧・中圧の別に応じ、下記の換算式（値）を乗じて標準状態の使用量を算出してくださ

い。（都が提供する「地球温暖化対策報告書作成ツール」を使用することで、購入量を簡単

に標準状態に換算することができます。） 

注）ご使用の都市ガスの圧力が、低圧・中圧の判断が困難な場合には、低圧で算出していた

だいて差し支えありません。 

 

 

 低圧用 

 標準状態への換算使用量[Ｎｍ３]  

 

 

 

≒０．９６７ 

 

 中圧用 

 標準状態への換算使用量[Ｎｍ３]  

 

 

 

≒０．９５７ 

 

【2】その他の気体燃料 

 

 標準状態への換算使用量[Ｎｍ３]  

 

 

 

 

 

＝ 
101.325[kPa] + 2[kPa] 

101.325[kPa] 
× 

273.15[℃] 

273.15[℃] + 15[℃] 
× 請求書等記載の使用量[ｍ３] 

＝ 
101.325[kPa] + 0.981[kPa] 

101.325[kPa] 
× 

273.15[℃] 

273.15[℃] + 15[℃] 
× 請求書等記載の使用量[ｍ３] 

＝ 
使用する気体燃料圧力[kPa] 

101.325[kPa] 
× 

273.15[℃] 

273.15[℃] + 使用する気体燃料温度[℃] 
× 請求書等記載の使用量[ｍ３] 

× 請求書等記載の使用量[ｍ３] 

× 請求書等記載の使用量[ｍ３] 
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2.9  地球温暖化対策メニュー 

【1】地球温暖化対策報告書制度における地球温暖化対策メニューの体系 

本制度では地球温暖化対策を組織体制の整備、エネルギー等の使用状況の把握、運用対策、

設備保守対策、設備導入対策の５つの体系から構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.11 地球温暖化対策メニューの体系図 

支店等

テナントビルの所有者等

テナント等

事業所等

全業種

業務部門

産業部門

(1)　飲食系の業種

(2)　温水利用系の業種

(3)　宿泊型系の業種

(4)　飲食系、温水利用系、宿泊型系以外のサービス系の業種

(5)　食品小売系の業種

(6)　食品小売系以外の小売系の業種

(7)　テナントビルの所有者等

業務部門

産業部門

業務部門

産業部門

第４　設備保守対策

第３　運用対策

第５　設備導入対策

第１　組織体制の整備

第２　エネルギー等の使用状況の把握

(8)　情報処理を主とする業種

(9)　教育・研究系の業種

(1)　加熱・乾燥を行う業種

(2)　加工・組立を行う業種

(3)　精密加工・薬品製造等を行う業種

(4)　食料品を加工・製造する業種

(5)　産業部門のその他の業種

温室効果ガス排出量の把握のため、中小規模事

業所におけるエネルギー等使用状況を把握し

ていくことも、地球温暖化対策としています。 

地球温暖化対策や温室効果ガス排出量の把握

のみならず、地球温暖化対策報告書に取り組む

ための体制を整備していくことも、地球温暖化

対策として位置づけています。 

設備導入などの投資費用を必要としない対策

で、事業所等における従業員の取組が重要とな

ります。 

設備の能力を劣化させず、効率を維持するため

に実施する対策です。定期的、継続的な取組が

重要です。 

設備を改修、更新する対策です。投資費用はか

かりますが、エネルギー削減効果も大きく、光

熱費の削減の効果も大きいものになります。 
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１　事業者の氏名等

２　報告する事業所等の全体の状況（　　　　年度）

３　地球温暖化対策のレベル

４　事業者としての取組

５　特記事項

地球温暖化対策報告書（その１）

事 業 者 番 号

事業所

取組方針

kl
原 油 換 算 エネ ル ギ ー

使 用 量 の 合 計

重 点 対 策 の レ ベ ル

条 例 第 8 条 の 23 第 2 項

報 告 事 業 所 数

kl
原 油 換 算 エネ ル ギ ー

使 用 量 の 合 計

条 例 第 8 条 の 23 第 1 項

報 告 事 業 所 数
事業所

対策番号 対策名

組織体制の
整備の状況

重点対策 その他対策

対策番号 対策名

事 業 者 の 氏 名
( 法 人 に あ っ て は 名 称
及 び 代 表 者 の 氏 名 )

重点対策 その他対策

４　地球温暖化対策の実施状況

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

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/m
2 CO2排出量（総量） t

その他 特記事項に内容を記載

６　特記事項

重点対策 その他対策

対策番号 対策名 対策番号 対策名

組 織 体 制 の 整 備

エ ネ ル ギ ー 等 の
使 用 状 況 の 把 握

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策

運 用 対 策

設 備 保 守 対 策

設 備 導 入 対 策

□

□ □

目標値等（選択）

目 標 の 有 無

重
点
対
策

そ
の
他
対
策

【2】重点対策とその他対策 

中小規模事業所では、対策の効果を十分に検討したうえで、【１】地球温暖化対策の体系に

基づいて地球温暖化対策を実施する必要があります。 

都が提示する地球温暖化対策のうち、比較的取組が容易かつ、中小規模事業所において確

実に実施していただきたい対策として、「重点対策」を特に指定し、「重点対策」以外の地

球温暖化対策を「その他対策」としています。さらに、「重点対策」の中に、3つの取組の

レベル（「レベル１」、「レベル２」、「レベル３」）を設定しています。 

地球温暖化対策報告書に取り組む際には、積極的に対策を実施するとともに、重点対策の

実施状況については、必ず、地球温暖化対策報告書により報告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.12 重点対策とその他対策及び記入箇所 

表 2.2 重点対策のレベル設定の考え方 

レベル 考え方 

レベル１ 報告書制度への取り組みが 1～2年目頃の事業者が取組むべき基本的な対策 

レベル２ 報告書制度への取り組みが３～５年目頃の事業者が取組むべき対策 

レベル３ 報告書制度への取り組みが６～８年目頃の事業者が取組むべき対策 

その２（裏面） 

 

省エネルギー対策 

重点対策 

その他対策 

運用対策 

設備導入対策 

設備保守対策 

組織体制の整備 

エネルギー等の 

使用状況の把握 

その１ 
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【3】地球温暖化対策及び重点対策の一覧 

地球温暖化対策及び重点対策の一覧は、別冊「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック 地

球温暖化対策メニュー編」を参照してください。 

また、別冊「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック 地球温暖化対策メニュー編」では、

地球温暖化対策一つ一つについて、取組内容を解説した個票を用意しています。地球温暖

化対策（重点対策、その他対策）に取り組む際に、ご活用ください。 

 

【4】地球温暖化対策の実施状況の記載 

地球温暖化対策報告書制度に取り組み、報告書を作成する際には、前年度に実施した地球

温暖化対策の実施状況を記載する必要があります。地球温暖化対策報告書への記載の判断

については、事業者自らの主観で判断していただいて構いませんが、記載に当たっての目

安を次に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策報告書を提出していただいた事業所等には、後日都が調査に入ることがあ

ります。その際、地球温暖化対策の実施状況については、上記の目安で確認させていただ

きます。 

 

＜実施状況の記載における目安＞ 

○運用対策、設備導入対策などは、実施率 50％以上を「実施」とします。 

 特に運用対策などの取組は、日々の取組が不可欠です。実施の目安として、営業日

数の半分以上取り組んだ場合や、フロアの半分以上で実施できているなど、実施率 

50％に達している地球温暖化対策は、報告書に記載してください。 

 同様に設備導入についても、導入割合 50％以上を目安にしてください。 

 

○会議・点検・委員会は実施回数１回／年以上で「実施」とします。 

（基準等で定められた法定点検や自主点検などは基準回数以上） 

 不定期に開催される委員会等については、最低１回／年以上の開催を目安として、

開催回数などに規定があるものは、当該数の開催を実施の目安としてください。 

 保守点検なども同様の目安としてください。 

 

○方針等の設定、体制の構築などは、設定、構築されれば「実施」とします。 

 方針の設定や、体制の構築は、前年度に構築された場合以外にも、既に同様の体制

を構築している場合も記載するようにしてください。 

 なお、これらの対策は、事業者の従業員に周知されている必要があります。 
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2.10  業種別重点対策の選択 

【1】地球温暖化対策の選択方法 

本制度における地球温暖化対策は、P70 図 2.11 体系図のように①組織体制の整備、②エ

ネルギー等の使用状況の把握、③運用対策、④設備保守対策、⑤設備導入対策の 5 つに対

策を分類して構成されています。業種業態に応じ、それぞれの対策分類から適した地球温

暖化対策を選択して実施していく必要があります。 

運用対策、設備保守対策、設備導入対策については、効果的な地球温暖化対策を実施して

いくためにも業種業態に応じた地球温暖化対策メニューを実施していく必要があります。

それぞれの対策において、大きく業務・産業部門の別に地球温暖化対策を構成しています

が、運用対策の業務については、業務部門を 9 つ、産業部門を 5 つに分類し、地球温暖化

対策メニューを提示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.13 運用対策の業種分類 

 

上記のように分類された業種は、それぞれ次のような事業所を想定していますので、事業

所等で地球温暖化対策を実施、又は、報告書（その２）を作成時に、事業所等ごとの状況

に合わせて、地球温暖化対策メニューを選定する際の参考にしてください。 

 

 

 

全業種

業務部門

産業部門

(1)　飲食系の業種

(2)　温水利用系の業種

(3)　宿泊型系の業種

(4)　飲食系、温水利用系、宿泊型系以外のサービス系の業種

(5)　食品小売系の業種

(6)　食品小売系以外の小売系の業種

(7)　テナントビルの所有者等

第３　運用対策

(8)　情報処理を主とする業種

(9)　教育・研究系の業種

(1)　加熱・乾燥を行う業種

(2)　加工・組立を行う業種

(3)　精密加工・薬品製造等を行う業種

(4)　食料品を加工・製造する業種

(5)　産業部門のその他の業種
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表 2.3 運用対策の業種分類と、該当する事業所・産業分類の例 

部門 業種分類 事業所の例 

業務 

部門 

飲食系の業種 ファーストフード店、居酒屋、ファミリーレストラン、コーヒーシ

ョップ、フードコート、その他飲食店・レストラン、持ち帰り弁当

等店舗、食堂、式場、漫画喫茶店舗、給食センター 

 温水利用系の業種 理容室、美容院、エステサロン、スポーツジム、プール、デイケア

センター 

 宿泊型系の業種 ホテル、病院、老人ホーム、福利厚生施設(宿泊施設) 

 飲食系、温水利用系、宿泊

型系以外のサービス系の

業種 

クリーニング取次店、旅行代理店、斎場、映画館、パチンコ店舗、

カラオケボックス、アミューズメント施設、診療所、郵便局、寺社、

寺院、会館、図書館・博物館、学習塾・教室、研修施設(宿泊なし)、

金融業店舗、庁舎 

 食品小売系の業種 スーパーマーケット、デパート、コンビニエンスストア、冷蔵倉庫 

 食品小売系以外の小売系

の業種 

ホームセンター、衣料品小売店、自動車小売店、家電量販店、ドラ

ッグストア、ショールーム 

 テナントビルの所有者等 テナントビル(オフィス、商業)、トランクルーム 

 情報処理を主とする業種 データセンター、情報センター、防災センター 

 教育・研究系の業種 小中学校、高校、大学、企業の研究所 

産業 

部門 

加熱・乾燥を行う業種 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業の工場等 

 加工・組立を行う業種 金属製品製造業、一般機械器具製造業、プラスチック製品製造業、

電気機械器具製造業の工場等 

 精密加工・薬品製造等を行

う業種 

電子部品・デバイス製造業、医薬品製造業、精密機械器具製造業の

工場等 

 食料品を加工・製造する業

種 

食料品製造業の工場等 

 産業部門のその他の業種 印刷・同関連業、パルプ・紙・紙加工品製造業の工場等 
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2.11  地球温暖化対策のレベルアップ 

地球温暖化対策報告書制度では、都が提示する地球温暖化対策メニュー、とりわけ、重点

対策メニューをレベルアップしていくことで、地球温暖化対策報告書制度に取り組む事業

者の地球温暖化の対策を推進していくことを目的としています。 

地球温暖化対策報告書制度に取り組む事業者は、単に報告書の作成に終始することなく、

次のレベルの重点対策メニューに積極的に取り組んでいく必要があります。 

レベルアップの判断は、事業者が自ら判断することとしていますが、何年も同じレベルの

対策メニューに取り組んでいる場合には、都が指導・助言を行うこともあります。 

 

地球温暖化対策報告書制度に初めて取り組む事業者は、原則としてレベル１の重点対策メ

ニューから取り組んでいただき、その後段階的にレベルアップしていただきます。 

 

 

 

 

 

重点対策メニューのレベルは、地球温暖化対策報告書の提出事業者単位で判断していきま

すので、レベルが進んだ段階で新たな事業所等を開設した場合などにおいても、その事業

所については、進んだレベルの重点対策メニューから取り組んでいただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14 レベルアップの目安のイメージ 

 

 

＜レベルアップの目安＞ 

○ 事業者において、重点対策を実施している事業所等の割合が６割以上 

○ 事業所等において、可能な重点対策の実施率が概ね６割以上 

事業者 A ⇒ 対策実施率 6割以上の事業所が、6割未満 ⇒ 引き続きレベル１を！ 

事業者 B ⇒ ★対策実施率６割以上の事業所が、６割以上 ⇒ レベルアップ！！ 

事業所 a⇒対策実施率６割未満 

レベル１の対策のうち 

４割実施 

事業所 b⇒対策実施率６割以上 

レベル１の対策のうち 

７割実施 

事業所 c⇒対策実施率６割未満 

レベル１の対策のうち 

３割実施 

事業所 f⇒対策実施率６割未満 

レベル１の対策のうち 

４割実施 

事業所 d⇒対策実施率６割以上 

レベル１の対策のうち 

７割実施 

事業所 e⇒対策実施率６割以上 

レベル１の対策のうち 

８割実施 
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2.12  提出年度の地球温暖化対策の目標設定 

[１]目標設定の位置づけ 

(１)目標を設定する意義 

「地球温暖化対策報告書制度」は、中小規模事業所の地球温暖化対策の底上げを目的とした

ものであり、各事業所等のＣＯ２排出量を把握し、具体的な地球温暖化対策に取り組み、その

内容を東京都に報告するものとなっています。また、提出された報告書の情報を活用し、提出

事業者のみなさまが、さらに地球温暖化対策を推進していくためのより有効な情報提供を行う

ため、自己評価指標（ベンチマーク）を作成しています。 

平成 25年度に報告書改正を行い、実績年度の目標達成の状況をチェックしていただくと同時

に、提出年度の地球温暖化対策の目標値等を選択し、記載していただくこととしました。これ

は、提出事業者のみなさまが、具体的な目標値等を設定することで、地球温暖化対策の一層の

推進を図るとともに、積極的な取組を公表することで、取組意欲の向上を図っていくものです 

また、令和２年度には事業者ごとの目標を設定することができるよう、更なる報告書改正を

行いました注）。 

 

(２)報告書における目標設定の位置づけ 

目標の有無及び目標値（等）の記載はあくまでも任意ですが、目標を記載することで継続的

な地球温暖化対策を実施していただくための目安となる値と位置づけています。 

 

[２]具体的な目標の設定について 

提出年度の地球温暖化対策の目標がある場合は、目標の有無の「□有」にチェックし、 

次の目標値等（選択）の５個の中から、原則１個を選択して記載してください。 

 

・ベンチマーク区分 

・ＣＯ2削減率（前年度比） 

・ＣＯ2排出量（延床面積当たり） 

・ＣＯ2排出量（総量） 

・その他（その他は特記事項に内容を記載してください） 

 

目標を記載しない場合は、目標の有無の「□無」にチェックしてください。 

 

前年度の報告書で目標設定し、地球温暖化対策の目標を達成した場合は、翌年度の報告書内実

績年度「目標達成の状況」欄の「□目標達成した」にチェックしてください。 

※初年度提出の場合や前年度の報告書で目標設定していない場合は、「□目標達成した」をチェ

ックすることはできません。 

 

注：本項目で解説しているのは事業所等ごとの目標設定です。事業者ごとの目標設定については、2.2地球温暖化対策
報告書の記載例をご参照ください。 
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４　地球温暖化対策の実施状況

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

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/m
2 CO2排出量（総量） t

その他 特記事項に内容を記載

６　特記事項

（日本工業規格A列4番）

□

□ □

目標値等（選択）

目 標 の 有 無

設 備 導 入 対 策

設 備 保 守 対 策

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策

運 用 対 策

エ ネ ル ギ ー 等 の
使 用 状 況 の 把 握

組 織 体 制 の 整 備

重点対策 その他対策

対策番号 対策名 対策番号 対策名

記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績年度の目標を達成した

場合は、提出年度の報告書

の「目標達成した」にチェ

ックしてください。 

※前年度に「目標の有無」

を有とした場合のみ 

 

提出年度の地球温暖化

対策の目標は、目標があ

る場合は「有」にチェッ

クして下さい。目標値等

は、「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）、ＣＯ２排出量（総

量）、その他」の中から

１項目を選択して記載

してください。なお、そ

の他の目標値等は、６の

特記事項に内容を記載

してください。 

提出年度当初に目標設定 

    報告書提出 

    対策実施、目標達成 

 

翌年度当初に目標設定 

    報告書提出（実績年度として目標達成報告） 

    対策実施 

提
出
年
度 

提
出
翌
年
度 
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[３]目標設定の重要性とベンチマーク 

(１)目標設定の重要性 

省エネルギー・地球温暖化対策は、一度対策実施すればそれで対策が完成（終了）する

ものではありません。日々、対策に取組むことが重要であり、継続的な取組の中から改善

点を見つけ出し次の対策へと取組を進化させていくことで、省エネルギー等の効果を継続

かつ拡大させていくことができます。取組を効果的に継続させていくためには、対策推進

のための目標設定と計画作成を行い、対策を実施することが重要です。そして対策の効果

を評価し、それに基づき対策を見直し、改善を図っていくことが必要です。つまり Plan

→Do→Check→Act のサイクルを確立し、取組とその改善を継続的にスパイラルＵＰさせ

ていくことが省エネルギー対策を推進するうえで非常に大切な取組方法となります。 

平成 22 年度に制度開始した「地球温暖化対策報告書制度」は、東京都内の中小規模事

業所の地球温暖化対策の底上げを目的として、まずは自らの事業所の二酸化炭素排出状況

を認識し、温暖化対策に取組むことを主眼としており、報告前年度の事業所ごとの二酸化

炭素排出量と取組んだ対策が主な報告内容となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 これまでの地球温暖化対策報告書のイメージ 

 

これは、これまで、地球温暖化対策に取組んだことがなかった中小規模事業所の設置者

のみなさまが地球温暖化対策に取組む一つの契機として非常に有効でした。 

しかし、継続して報告書を提出する事業者様の中には、目標を設定して取り組んでいる

ことや、目標の達成状況を PRしたいという要望も出てきました。そこで、平成 25年度か

ら、こうした事業者のみなさまの取組意欲の向上を図るため、新たに目標を任意で記載で

きるよう報告書の様式を改正しました。 

目標の記載を追加し、地球温暖化対策報告書に取組むことで、自ずと前年度の対策への

取組の有効性を自ら検証することができるようになり、一層効果的な省エネルギー対策等

が可能となります。 

ＤＯ

削減対策の実施

ＰＬＡＮ
削減目標の策定
実施計画の立案

ＣＨＥＣＫ

実施効果の評価

ＡＣＴＩＯＮ

見直し及び改善

現状・実態の把握
対策の必要性の認識

地球温暖化
対策報告書

①排出実績
②実施対策

ＤＯ

削減対策の実施

ＰＬＡＮ
削減目標の策定
実施計画の立案

ＣＨＥＣＫ

実施効果の評価

ＡＣＴＩＯＮ

見直し及び改善

現状・実態の把握
対策の必要性の認識

地球温暖化
対策報告書

①排出実績
②実施対策

排出実績や実施対策は報告していますが、目標
の内容等は、報告事項にありませんでした。 
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図 3.3 目標の記載を追加した地球温暖化対策報告書のイメージ 

 

目標は、具体的で分かり易く、かつ、効果の評価を行いやすいものに設定することが重

要です。そのためには、（２）で記載するベンチマーク（自己評価指標）や二酸化炭素の

削減量等を目標とすることで、効果の評価が行いやすくなります。もちろん、このような

数値化された目標を評価する際には、事業内容やその規模等の変化など、省エネルギー効

果に与える諸要因を考慮する必要があります。 

 

 

(２)ベンチマーク（自己評価指標） 

事業所から排出される二酸化炭素の量が多いのか少ないのか、その水準を把握する方法

として、二酸化炭素排出量を当該事業所における事業活動（生産量等）の量で除して、活

動量当たりの二酸化炭素排出量とする方法（原単位化）が有効です。これは、事業所等の

規模等の影響を受けない二酸化炭素の排出水準を把握する方法であり、事業規模等の異な

る他の事業所等との排出水準の比較や省エネルギー対策等の取組の程度を把握する上で

非常に有効な方法です。 

そこで都は、地球温暖化対策報告書の提出により蓄積してきた情報を活用し、事業活動

の内容に応じた区分を設定し、延べ床面積を単位として事業所からの二酸化炭素排出量を

用いて、当該区分に応じた二酸化炭素の排出量を段階的に示す指標、「ベンチマーク」を

平成 24年度に導入しています。 

このベンチマークと自らの事業所等の二酸化炭素排出原単位（kg-CO2/m2）を比較するこ

とで、その事業所の省エネの度合いが平均的な事業所と比べどの程度になるのかを知るこ

とができるようになり、二酸化炭素排出量の多寡を把握することができます。もちろん平

均値は、規模や用途によって違うことになりますので、都では、ベンチマークを事業区分

ごとに作成しました。 

 

 

ＤＯ

削減対策の実施

ＰＬＡＮ
削減目標の策定
実施計画の立案

ＣＨＥＣＫ

実施効果の評価

ＡＣＴＩＯＮ

見直し及び改善

現状・実態の把握
対策の必要性の認識

報告書に目標（PLAN）を記載（任意）することで、対

策の評価及び見直し・改善のＰＤＣＡサイクルが
確立しました。

ＤＯ

削減対策の実施

ＰＬＡＮ
削減目標の策定
実施計画の立案

ＣＨＥＣＫ

実施効果の評価

ＡＣＴＩＯＮ

見直し及び改善

現状・実態の把握
対策の必要性の認識

報告書に目標（PLAN）を記載（任意）することで、対

策の評価及び見直し・改善のＰＤＣＡサイクルが
確立しました。
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図 3.4 ベンチマークのイメージ 

 

(３)ベンチマークを活用した目標の設定 

事業所等の省エネルギー対策等に目標を設定して取組む場合、例えば、前年度に排出し

た二酸化炭素排出量を 10%減らすという目標を立て場合、その目標の水準は、ベンチマー

クの上位の事業所と下位の事業所では、目標の重みが全く違うことになります。 

そこで、目標の設定にベンチマークを活用することで、その事業所における現在の排出

水準に比べ、目標が高い水準である否かがわかります。また、ベンチマークそのものを目

標とすることで、自らが属する事業区分においてどのくらいの二酸化炭素の排出水準を目

標とするかも認識した上で、目標をたてることができるだけでなく、従業員や取引先企業

に対しても設定した目標の高さをアピールすることが容易になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5 ベンチマークを活用した目標 

 

 平均値 

目標水準 

 現在の排出水準 

目標に向け 

地球温暖化対策

の実施 
地球温暖化対策 

報告書の提出 

CO2排出量 

延床面積 

 
 

CO2排出原単位 

ベンチマークと比較 

A2-

A1+

A1

A1-

B2+

ＣＯ２排出原単位 

“小” 

ＣＯ２排出原単位 

“大” 
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2.13  地球温暖化対策報告書の提出 

地球温暖化対策報告書の作成・提出は、都の地球温暖化対策報告書作成ツールを用いて電

子データで行う方法と、様式を紙に印刷し記入して、紙により提出する方法の２通りの方

法があります。いずれでも行えますが、報告書作成ツールを使用する方がより簡単に作成

することができます。 

※電子データにて作成・提出することをお勧めします。 

 

【1】提出方法 

地球温暖化対策報告書を提出する場合には、本社等において、提出する対象事業所等の地

球温暖化対策報告書をとりまとめて提出してください。提出は、窓口への持参又は郵送・

配達のいずれでも結構です。郵送・配達の場合は、記録が残る方法でお願いします。 

 

＜電子データで提出する場合＞ 

地球温暖化対策報告書作成ツールを利用して作成した場合は、電子データにより CD-Rなど

の媒体に保存してご提出ください。その際、「地球温暖化対策報告書提出書」については、

押印が必要ですので、紙でご提出いただくことになるため、ご注意ください。 

 

地球温暖化対策報告書提出書：正本 1部、正本の写し 1部 

地球温暖化対策報告書（その１、その２）：ツールで作成したデータを納めた CD-Rなど 1枚 

 

＜上記以外の場合＞ 

紙により地球温暖化対策報告書を提出される場合は、地球温暖化対策報告書提出書に押印

の上、報告書（その１）及び（その２）をご提出ください。 

 

地球温暖化対策報告書提出書：正本 1部、正本の写し 1部 

地球温暖化対策報告書（その１）：正本 1部、正本の写し 1部 

地球温暖化対策報告書（その２）：正本 提出事業所等ごとに各１部、 

                正本の写し 提出事業所等ごとに各 1部 

 

【2】提出期日 

提出期日は次のとおりです。 

 

提出期日：義務提出者：毎年 ８月 末日 まで 

     任意提出者：毎年１２月１５日 まで 

     ※郵送の場合の提出期限は、必着です。 
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【3】提出窓口 

地球温暖化対策報告書の提出先は、以下のホームページをご参照ください。 

URL：https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/
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義務提出事業者による公表 

地球温暖化対策報告書の義務提出者が報告書を提出した時には、報告書を提出した事業所

等ごとに遅滞無くその内容を自らも公表する義務があります。 

公表事項は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公表方法＞ 

地球温暖化対策事業者は、可能な限りインターネットの利用による方法で公表を行うもの

とします。 

なお、インターネットによる公表ができない場合には、環境報告書への記載又は都内にお

ける主な事務所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮

した方法により公表してください。 

 

＜公表すべき事項から除外される場合＞ 

規則で定める公表事項から除外される理由に該当すると知事が認めた場合には、一部内容

を非公表とする扱いができます。 

一部非公表となる事項の例 

・事業所等の名称（ただし、仮称での公表となります。） 

・事業所等の所在地（ただし、区市町村名までは公表となります。） 

 

規則で定める公表事項から除外される理由は、次のとおりです。 

・経営に関する事項 

・事業者の競争上の地位若しくは事業運営上の地位が損なわれる事項 

・その他社会的な地位が損なわれる事項 

・保安上重大な影響を与える事項 

 

規則に定める事項に該当する可能性がある場合には、その理由を記した書面を提出し、都

と個別に協議してください。 

地球温暖化対策報告書（その１）の公表事項 

・事業者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、取組方針、組織体制 

地球温暖化対策報告書（その２）の公表事項 

・事業所等の名称、事業所等の所在地、事業所等の延床面積、 

・燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量 

・水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量 

・地球温暖化対策の実施状況 

 

 

＜義務提出事業者による公表事項＞ 
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第3章 ベンチマークの活用 

3.1  地球温暖化対策報告書を活用した自己評価指標（ベンチマーク）導入 

3.1.1 自己評価指標（ベンチマーク）導入のねらい 

 平成 22年度から開始した「地球温暖化対策報告書制度」は、提出を開始して以降、毎年

度３万を超す事業所の報告書が提出され、多くの中小規模事業所のＣＯ２排出量等に関する

情報が集まってきています。報告された情報を分析すると、同種同規模の事業所であって

も、ＣＯ２排出実績が大きく異なっていることが分かってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 同種同規模事業所のＣＯ２排出実績 

 

 現在、報告書に取り組む事業者のみなさまは、自分の事業所のＣＯ２排出量を把握するこ

とはできますが、同種の事業所全体の中でその排出量が多いのか、少ないのかが把握でき

ない状況にあります。そこで、都は、平成 24年（2012年）度、提出された報告書の情報を

活用し、提出事業者のみなさまが、さらに地球温暖化対策を推進していくためのより有効

な情報提供を行うため、自己評価指標（ベンチマーク）を作成しました。 

 これにより事業者のみなさまは、同種の事業所全体の中で自分の事業所のＣＯ２排出量が

多いのか、少ないのかを把握できるとともに、ベンチマークと自らの事業所の排出量を比

較することで、現在の排出水準を把握し、ワンランク上の排出水準を目指すことで、地球

温暖化対策をより明確にステップアップしていくことができます。 

 

3.1.2 ＣＯ２排出原単位 

 ＣＯ２排出量は、一般的に事業所の規模に応じて大きければ多く、小さければ少なくなり

ます。そのため、規模の異なる事業所のＣＯ２排出量の比較は、そのままでは単純に比較す

ることはできません。 

 そこで、こうした比較を可能にするため、都の自己評価指標（ベンチマーク）では、指

同種同規模であるにもかかわら
ず、事業所によってCO2排出実
績に５倍以上の違いがある。 
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標を原単位化しています。原単位化にあたっては、既公表情報となっている燃料等の使用

に伴い排出される１年間のＣＯ２排出量の実績値を延べ床面積で割り算した、単位面積当た

りのＣＯ２排出量をベンチマークとしています。 

 

 

 

 

図 3.3 自己評価指標（ベンチマーク）とＣＯ２排出原単位 

 

3.1.3 ベンチマーク（業種）区分 

 ベンチマークは、日本標準産業分類「細分類」の業種区分を基に、同質の事業形態のも

のを１つの区分にとりまとめて、ベンチマーク区分を構築しています。 

 ベンチマーク区分は、原則として同質の事業形態をとる事業所が多いものについて設定

していますが、すべての業種を網羅しているものではありません。 

 ベンチマーク区分は、現在、次に示すとおりです。（表 3-1） 

表 3-1 自己評価指標で使用するベンチマーク区分 

区分 

番号 
ベンチマーク区分 

区分 

番号 
ベンチマーク区分 

1 オフィス（テナント専有部） 19 旅館・ホテル 

2 オフィス（自社ビル） 20 学校・教育施設 

3 テナントビル（オフィス系） 21 病院・診療所 

4 テナントビル（商業複合系） 22 保育所 

5 物販店（コンビニ） 23 保健・介護施設 

6 物販店（ドラッグストア） 24 フィットネス施設 

7 物販店（総合スーパー・百貨店） 25 パチンコ店舗 

8 物販店（生鮮食品等） 26 カラオケボックス店舗 

9 物販店（食料品の製造小売） 27 ゲームセンター 

10 物販店（服飾品） 28 図書館 

11 物販店（自動車（新車）小売） 29 博物館・美術館 

12 飲食店（食堂・レストラン） 30 区市町村庁舎等 

13 飲食店（居酒屋・バー）   

14 飲食店（ハンバーガー）   

15 飲食店（喫茶）   

16 飲食店（焼肉）   

17 飲食店（中華料理・ラーメン）   

18 飲食店（その他）   

 

自己評価指標  

(ベンチマーク) 

  

 

＝ 
ＣＯ２排出量（ｔ）×１，０００ 

 延床面積（ｍ２） 
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3.2  ベンチマークの見方と活用方法 

3.2.1 ベンチマークの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3-2 テナントビル（中規模、オフィス系）のベンチマークの見方（イメージ） 

テナントビル（オフィス系、中規模）における平均ＣＯ２排出原単位 

ＣＯ２排出原単位 

“小” 

ＣＯ２排出原単位 

“大” 

テナントビル（オフィス系、中規模）におけるベンチマーク 
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例えば、Ａ３のＣＯ２排出原単位の範囲は 45.3～49.1 kg-CO2/m2ですが、これは、平均値(75.5)×60(%)

＝45.3(kg-CO2/m2)超、平均値(75.5)×65(%)＝49.1(kg-CO2/m2)以下の範囲になります。また、ベンチ

マーク表右側の事業所数、割合をグラフ化したものが、下段のグラフになり、このベンチマークの対

象となる業種区分（テナントビル（オフィス系、中規模））の排出水準の分布が一目でわかるようにな

っています。 

3.2.2 ベンチマークレンジについて 

 ベンチマークは、２段階のスクリーニング作業を終了した母数の平均値を基準に、平均

値からの排出原単位の少ない方に向かって、平均値から 15％刻みで、Ａ１～Ａ４の４段階

とし（Ａ１～Ａ３は、さらに細分化）、また、平均値から排出原単位の多い方には、平均値

の 15％増しをＢ２、50％増しをＢ１、Ｂ１を超えるレンジをＣとして、３段階を設定（Ｂ

２は、さらに細分化）しています。 

 

表 3-2  ベンチマークレンジ基準 

レンジ 基準 

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-100％以下 

 

B2 

B2＋ 100％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 

 

 表 3-2 からもわかるとおり、平均値自体はＡ１－に属し、平均値を超過するとＢ２＋に属

することになります。以下、各レンジにおける排出原単位の大きい次のレンジとの境界値

についても同様に、境界値自体は当該レンジに含む構成となっています。 

平均値から原単
位の小さい（“０”
に近い）方に、 
5%刻みで算出 

平均値ライン 

平均値から原単
位の大きい方に、
5%刻みで算出 
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3.2.3 ベンチマークの活用について 

（１） ベンチマークを活用したＰＤＣＡの実践 

 本解説書のベンチマークと、自分の事業所のＣＯ２排出水準と比較することにより、同業

種の事業所全体の中で、自らのＣＯ２排出水準が多いのか少ないのか立ち位置を知ることが

できます。また、ベンチマークの範囲やそのレンジに属する事業所の割合を確認すること

で、自らの事業所が、概ね上位何％程度に位置しているのか把握することができます。 

 現状を認識することで、自らが目指すべき地球温暖化対策（事業所のＣＯ２排出水準）に

ついて、次のステージが見えてきます。 

 ベンチマークの有効な活用方法は、上位のＣＯ２排出水準を自分の事業所の次なる目標水

準として設定できることにあります。目標となる水準が定まることで、現在実施している

地球温暖化対策の内容や程度を客観的に評価・見直し、さらにステップアップしていくた

めにはどの対策を実践していくことが良いのか等を具体的に検討することが可能となりま

す。 

 具体的な目標を設定することで、地球温暖化対策・省エネ対策のＰＤＣＡサイクルを推

進していくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 ベンチマークを活用したＰＤＣＡの実践 

 

（２） 上位の事業所をお手本に対策メニューを検討 

 ベンチマークを活用することで、同業種の事業所の中で自分の事業所よりＣＯ２排出水準

が上位に位置する事業所を見つけ、その事業所では、どのような地球温暖化対策が行われ、

どんな取組を実施しているか把握することで、自らが実践する地球温暖化対策の手本とす

ることも可能です。 

 地球温暖化対策報告書制度の公表画面を利用し、次章で説明するベンチマークに属する

産業分類番号による事業所を検索し、事業所一覧の画面から手本となるＣＯ２排出水準の少

ない同種の事業所を探すことができます。 

 事業所一覧画面のＣＯ２排出実績下の「 詳細 」をクリックすることで当該事業所の地球

 平均値 

目標水準 

 現在の排出水準 

目標に向け 

地球温暖化対策

の実施 
地球温暖化対策 

報告書の提出 

CO2排出量 

延床面積 

 
 

CO2排出原単位 

ベンチマークと比較 

A2-

A1+

A1

A1-

B2+
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温暖化対策の実施状況が表示されます。表示された地球温暖化対策メニューを参考にして

自分の事業所の地球温暖化対策の実施メニューを策定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 地球温暖化対策報告書制度の公表画面の利用 

 

3.3  ベンチマーク（業種）区分について 

 報告書を提出した自分の事業所がどのベンチマーク区分に該当（属）しているかについては、

次表の「表 3-○ ベンチマーク区分と日本標準産業分類等との対比表」で確認してください。 

 ベンチマークの業種区分が、産業分類情報だけでなく、その他の情報も加味して設定している

場合には、設定方法についても解説していますので、自分の事業所の属性を確認する際の参考と

してください。 

  

3.3.1  オフィス（テナント専有部） 

 この区分では、オフィス（テナント専有部）のベンチマーク区分を設定しています。テ

ナントビル自体のベンチマーク区分は 3-3 で説明していますが、ここでは、テナントビル

の共用部は含まれず、テナント専有部のＣＯ２排出量についてのベンチマーク区分となって

います。 

 テナント専有部か否かについては、産業分類情報だけでは特定ができないため、報告書
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その２の事業所に関する情報から、建物の所有形態が「他社所有」、報告範囲が「建物の一

部（テナント）」である事業所をテナント専有部として抽出し、そこから、報告範囲の主た

る用途※が「事務所」である事業所をオフィス（テナント専有部）とし、ベンチマークの区

分を設定しています。なお、産業分類情報により、公共機関に該当する産業分類番号を除

外しています。 

※主たる用途とは、「報告範囲における延床面積の 50％以上を占める用途」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 オフィス（テナント専有部）の抽出条件 

 

表 3.3-1 ベンチマーク区分（オフィス(テナント専有部)）と日本標準産業分類との対比表 

 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

1 オフィス 

（テナント専有部） 

 全ての産業分類   ・他社所有 

・一部使用 

・事務所 

・平均原単位の

1/5～5倍 

ただし、6911貸事務所業及び下記の公共機関等を除く 

96 外国公務 

97 国家公務 

98 地方公務 

 

3.3.2  オフィス（自社ビル） 

 この区分では、オフィス（自社ビル）のベンチマーク区分を設定しています。自社ビル

か否かは、産業分類情報だけでは特定ができないため、報告書その２の事業所に関する情

報から、建物の所有形態が「自己所有」、報告範囲が「建物全部」である事業所を自社ビル

として抽出し、そこから、報告範囲の主たる用途が「事務所」である事業所をオフィス（自

社ビル）とし、公共機関に該当する産業分類番号を除外してベンチマークの区分を設定し

ています。 

✔他社所有 
✔建物の一部（テナント） 

 
 

まず、テナント（専有部）
を抽出 

✔事務所      オフィス相当を抽出 
✔産業分類     公共機関を除外 

✔ 
✔ 

✔ 
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図 3-6 オフィス（自社ビル）の抽出条件 

 

表 3.3-2 ベンチマーク区分（オフィス(自社ビル）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

2 オフィス 

（自社ビル） 

 全ての産業分類   ・自己所有 

・全部使用 

・事務所 

・平均原単位の

1/5～5倍 

ただし、6911貸事務所業及び下記の公共機関等を除く 

96 外国公務 

97 国家公務 

98 地方公務 

 

3.3.3  テナントビル（オフィス系） 

 この区分では、テナントビル（オフィス系）のベンチマーク区分を設定しています。3-1

オフィス（テナント専有部）とは逆に、ここでは、ビルの共用部も含めたビル全体のＣＯ２

排出量についてのベンチマーク区分となっています。 

 テナントビルか否かについては、産業分類情報だけでは特定ができないため、報告書そ

の２の事業所に関する情報から、建物の所有形態が「自己所有」、報告範囲が「建物の全部」

である事業所をビル（１棟分）として抽出し、そこから、産業分類の中分類番号 69不動産

業賃貸業・管理業の中の細分類番号 11貸事務所業により、テナントビルのベンチマークの

区分を設定しています。 

 また、テナントビルにおいては、その用途によりＣＯ２排出量が大きく異なってくること

からオフィス系と商業複合系に区分しています。 

 テナントビル（オフィス系）では、報告範囲の主たる用途が、「事務所」である事業所を

✔ 
✔ 

✔ 

✔自己所有 
✔建物全部 

 
 

まず、自社ビル 
を抽出 

✔事務所      オフィス相当を抽出 
✔産業分類     公共機関を除外 
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テナントビル（オフィス系）としており、延床面積の規模により３つの区分を設定してい

ます。排出原単位の平均値は、規模により大きな違いはありませんが、排出原単位の分布

に違いがあることから規模別に設定しました。 

 なお、1,000m2未満については、排出原単位が、オフィス以外の用途の影響を受ける傾向

が強くなり、データのばらつきが大きくなるため、ベンチマークを作成していません。ま

た、20,000 m2以上のベンチマークについては、年間エネルギー使用量が 1,500kL以上の大

規模事業所の割合が多くなり、地球温暖化対策報告書制度の対象（1,500kL 未満）が少なく

なるため、ベンチマークは作成していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 テナントビルの抽出条件 

表 3.3-3 ベンチマーク区分：テナントビル（オフィス系）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 

ベンチマーク区分 

     細区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

3 テナントビル 

（オフィス系） 

小規模 

（1,000 m2以上、

3,000 m2未満） 

69 不動産賃貸業 

・管理業 

11 貸事務所業 ・全部使用 

・事務所 

・平均原単位の

1/10～10倍 

中規模 

（3,000 m2以上、

10,000 m2未満） 

 

・全部使用 

・事務所 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 
準大規模 

（10,000 m2以上、

20,000未満 m2） 

 

 

 

 

✔ 
✔ 

✔自己所有 
✔建物の全部使用 

 
まず、 
ビル1棟分の事業所情報を抽出 

✔延床面積 
 
 

ビルの規模による 
分類を実施 

✔産業分類     6911貸事務所業を選択 

✔主たる用途 
 
 

用途による分類を実施 
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3.3.4  テナントビル（商業複合系） 

 この区分では、テナントビル（商業複合系）のベンチマーク区分を設定しています。テ

ナントビルの抽出方法は、3.3.3テナント（オフィス系）と同じで、報告範囲の主たる用途

が、商業施設（物販）、商業施設（飲食）、複合施設となる事業所にて設定しています。ま

た、3.3.3同様に、延床面積の規模により排出原単位の平均値に違いがあることから３つの

区分を設定しています。 

 なお、延床面積 1,000 ㎡未満については、データのばらつきが大きくなるため、ベンチ

マークを作成していません。延床面積 20,000 ㎡以上については、3-3 テナントビル（オフ

ィス系）と同様の理由で作成していません。 

 

表 3.3-4 ベンチマーク区分：テナントビル（商業複合系）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 

ベンチマーク区分 

     細区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

4 テナントビル 

（商業複合系） 

小規模 

（1,000 m2以上、

3,000 m2未満） 

69 不動産賃貸業 

・管理業 

11 貸事務所業 ・全部使用 

・物販、飲食、複合 

・平均原単位の 

1/10～10倍 

中規模 

（3,000 m2以上、

10,000 m2未満） 

 

・全部使用 

・物販、飲食、複合 

・平均原単位の 

1/5～5倍 

 準大規模 

（10,000 m2以上、

20,000未満 m2） 

 

 

3.3.5  物販店（コンビニ） 

 この区分では、物販店（コンビニ）のベンチマーク区分を設定しています。コンビニは、

産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 58その他の飲食料

品小売業の中の細分類番号 91コンビニの分類のみで、ベンチマークの区分を設定していま

す。 

表 3.3-5 ベンチマーク区分：物販店（コンビニ）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

5 物販店 

（コンビニ） 

58 その他の飲食料

品小売業 

91 コンビニエンスストア 

（飲食料品を中心とする

ものに限る） 

・物販 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.6  物販店（ドラッグストア） 

 この区分では、物販店（ドラッグストア）のベンチマーク区分を設定しています。ドラ

ッグストアは、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 60

その他の小売業の中の細分類番号 31ドラッグストアの分類のみで、ベンチマークの区分を

設定しています。 
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表 3.3-6 ベンチマーク区分：物販店（ドラッグストア）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

6 物販店 

（ドラッグストア） 

60 その他の小売業 31 ドラッグストア ・物販 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 

3.3.7  物販店（総合スーパー・百貨店） 

 この区分では、物販店（総合スーパー・百貨店）のベンチマーク区分を設定しています。

総合スーパー・百貨店は、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中

分類番号 56 各種商品小売業の中の細分類番号 11 百貨店、総合スーパーの分類のみで、ベ

ンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-7 ベンチマーク区分：物販店（総合スーパー・百貨店）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

7 物販店 

（総合スーパー・百貨店） 

56 各種商品小売業 11 百貨店、総合スーパー ・物販 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 

3.3.8  物販店（生鮮食品等） 

 この区分では、物販店（生鮮食品等）のベンチマーク区分を設定しています。生鮮食品

の小売業は、小売店舗において生鮮食料品等を取り扱うために、冷蔵設備等を設置してい

る店舗を想定しています。具体的には、産業分類の中分類番号 58飲食料品小売業の中から、

表 3-8に示す産業分類細分類番号の業種により、ベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-8 ベンチマーク区分：物販店（生鮮食品等）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

8 物販店 

（生鮮食品等） 

58 飲食料品小売業 11 各種食料品小売業 ・物販 

・平均原単位の

1/5～5倍 
21 野菜小売業 

22 果物小売業 

31 食肉小売業 

32 卵・鶏肉小売業 

41 鮮魚小売業 

51 酒小売業 

62 菓子小売業 

92 牛乳小売業 

93 飲料小売業 

97 豆腐・かまぼこ等加工食品小

売業 
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3.3.9  物販店（食料品の製造小売） 

 この区分では、物販店（食料品の製造小売）のベンチマーク区分を設定しています。食

料品の製造小売業は、小売店舗において食品等を製造販売する店舗を想定しています。具

体的には、産業分類の中分類番号 58 飲食料品小売業の中の細分類番号 61 菓子小売（製造

小売）、63 パン小売（製造小売）、95 料理品小売業と中分類番号 77 持ち帰り・配達飲食サ

ービスからベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-9 ベンチマーク区分：物販店（食料品の製造小売）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

9 物販店 

（食料品の製造小売） 

58 飲食料品小売業 61 菓子小売（製造小売） ・物販 

・平均原単位の

1/5～5倍 
63 パン小売（製造小売） 

95 料理品小売業 

77 持ち帰り・配達飲食サ

ービス 

  

 

3.3.10  物販店（服飾品） 

 この区分では、物販店（服飾品）のベンチマーク区分を設定しています。服飾品の小売

業は、小売店舗において商品陳列に際し、特別な設備を必要としない店舗を想定していま

す。具体的には産業分類の中分類番号 57織物・衣服・身の回品小売業に属する全ての業種

によりベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-10 ベンチマーク区分：物販店（服飾品）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

10 物販店 

（服飾品） 

57 織物・衣服・身の回品

小売業 

   ・物販 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.11  物販店（自動車（新車）小売） 

 この区分では、物販店（自動車（新車）小売）のベンチマーク区分を設定しています。

自動車（新車）の小売業は、いわゆる新車ディーラー（自動車小売店）を想定しています。

具体的には産業分類の中分類番号 59 機械器具小売業の中の細分類番号 11 自動車（新車）

小売業によりベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-11 ベンチマーク区分：物販店（自動車（新車）小売）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

11 物販店 

（自動車(新車)小売） 

59 機械器具小売業 11 自動車（新車）小売業  ・物販 

・複合施設 

・平均原単位の

1/5～5倍 
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3.3.12  飲食店（食堂・レストラン） 

 この区分では、飲食店（食堂・レストラン）のベンチマーク区分を設定しています。具

体的には、ファミリーレストラン等ですが、食堂・レストランは、産業分類の細分類によ

り区分されていますので産業分類の中分類番号 76 飲食店の中の細分類番号 11 食堂・レス

トランのみで、ベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-12 ベンチマーク区分：飲食店（食堂・レストラン）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

12 飲食店 

（食堂・レストラン） 

76 飲食店 11 食堂・レストラン ・飲食 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.13  飲食店（居酒屋・バー） 

 この区分では、飲食店（居酒屋・バー）のベンチマーク区分を設定しています。具体的

には、産業分類の中分類番号の 76 飲食店の中の細分類番号 51 酒場・ビヤホールを中心に

ベンチマーク区分を設定していますが、集計した報告書の中には、事業所としての形態が

ほとんど同じである細分類番号 61バー、キャバレー、ナイトクラブのデータも数件あった

ことから、この２つの細分類番号でベンチマーク区分を設定しています。 

 

表 3.3-13 ベンチマーク区分：飲食店（居酒屋・バー）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

13 飲食店 

（居酒屋・バー） 

76 飲食店 51 酒場・ビヤホール ・飲食 

・平均原単位

の1/5～5倍 
61 バー、キャバレー、ナイト

クラブ 

 

 

3.3.14  飲食店（ハンバーガー） 

 この区分では、飲食店（ハンバーガー）のベンチマーク区分を設定しています。ハンバ

ーガー店は、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 76飲

食店の中の細分類番号 91 ハンバーガー店のみで、ベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-14 ベンチマーク区分：飲食店（ハンバーガー）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

14 飲食店 

（ハンバーガー） 

76 飲食店 91 ハンバーガー店 ・飲食 

・平均原単位の

1/5～5倍 
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3.3.15  飲食店（喫茶） 

 この区分では、飲食店（喫茶）のベンチマーク区分を設定しています。具体的には、カ

フェやコーヒーショップ等ですが、喫茶店は、産業分類の細分類により区分されています

ので産業分類の中分類番号 76 飲食店の中の細分類番号 71 喫茶店のみで、ベンチマークの

区分を設定しています。 

 

表 3.3-15 ベンチマーク区分：飲食店（喫茶）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

15 飲食店 

（喫茶） 

76 飲食店 71 喫茶店 ・飲食 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 

3.3.16  飲食店（焼肉） 

 この区分では、飲食店（焼肉店）のベンチマーク区分を設定しています。焼肉店は、産

業分類の細分類により区分されていますので産業分類の中分類番号 76飲食店の中の細分類

番号 26焼肉店のみで、ベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-16 ベンチマーク区分：飲食店（焼肉）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

16 飲食店 

（焼肉） 

76 飲食店 26 焼肉店 ・飲食 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 

3.3.17  飲食店（中華料理・ラーメン） 

 この区分では、飲食店（中華料理店・ラーメン）のベンチマーク区分を設定しています。

中華料理店及びラーメン店は、産業分類の細分類により、それぞれ区分されていますので

産業分類の中分類番号 76飲食店の中の細分類番号 23中華料理店と 24ラーメン店で、ベン

チマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-17 ベンチマーク区分：飲食店（中華料理・ラーメン）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

17 飲食店 

（中華料理・ラーメン） 

76 飲食店 23 中華料理店 ・飲食 

・平均原単位の

1/5～5倍 

24 ラーメン店 
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3.3.18  飲食店（その他） 

 この区分では、飲食店の区分 3.3.12～17以外の、飲食店（その他）の区分を設定してい

ます。具体的には、産業分類の中分類番号 76飲食店の中の細分類番号 21、22、29、31、41、

92、99でベンチマークの区分を構成しています。 

 

表 3.3-18 ベンチマーク区分：飲食店（その他）と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

18 飲食店 

（その他） 

76 飲食店 21 日本料理店 ・飲食 

・平均原単

位の 1/5

～5倍 

22 料亭 

29 その他の専門料理店 

31 そば・うどん店 

41 すし店 

92 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 

99 他に分類されないその他の飲食店 

 

 

3.3.19  旅館・ホテル 

 この区分では、旅館・ホテルのベンチマーク区分を設定しています。旅館・ホテルは、

産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 75宿泊業の中の細

分類番号 11旅館・ホテルのみで、ベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-19 ベンチマーク区分：旅館・ホテルと日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

19 旅館・ホテル 75 宿泊業 11 旅館・ホテル ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 

3.3.20  学校・教育施設 

 この区分では、学校・教育施設のベンチマーク区分を設定しています。いわゆる学校や

それに類する施設を想定していますので、具体的には、産業分類の中分類番号 81学校教育

に属する全ての業種によりベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-20 ベンチマーク区分：学校・教育施設と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

20 学校・教育施設 81 学校教育    ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 
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3.3.21  病院・診療所 

 この区分では、病院・診療所のベンチマーク区分を設定しています。いわゆる病院・診

療所を想定していますので、産業分類の中分類番号 83医療業の中の細分類番号 41助産所、

42 看護業、61 歯科技巧所 69 その他の医療に附帯するサービス業を除いた、次の表 3.3-21

に示す産業分類細分類番号によりベンチマークの区分を設定しています。 

表 3.3-21 ベンチマーク区分：病院・診療所と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

21 病院・診療所 83 医療業 11 一般病院 ・その他 

・平均原単

位の 1/5

～5倍 

12 精神科病院 

21 有床診療所 

22 無床診療所 

31 歯科診療所 

51 あん摩・はり師・きゅう師・柔道整復師 

59 その他の療術業 

 

3.3.22  保育所 

 この区分では、社会保険施設の中の保育所の区分を設定しています。保育所は、産業分

類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 85社会保険・社会福祉・

介護業の中の細分類番号 31保育所のみで、ベンチマークの区分を設定しています。 

表 3.3-22 ベンチマーク区分：保育所と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

22 保育所 85 社会保険・社会福

祉・介護事業 

31 保育所 ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.23  保健・介護施設 

 この区分では、保育所を除く、保健・介護施設のベンチマーク区分を設定しています。

具体的には、産業分類の中分類 85 社会保健・社会福祉・介護事業の中から細分類番号 31

保育所を除く、次の表 3.3-23に示す産業分類細分類番号によりベンチマークの区分を設定

しています。 

表 3.3-23 ベンチマーク区分：保健・介護施設と日本標準産業分類との対比表 
区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

23 保健・介護施設 85 社会保険・社会福

祉・介護事業 

39 その他の児童福祉事業 ・その他 

・平均原単

位の 1/5

～5倍 

41 特別養護老人ホーム 

42 介護老人保健施設 

43 通所・短期入所介護事業 

45 認知症老人グループホーム 

46 有料老人ホーム 

49 その他の老人福祉・介護事業 

51 居住支援事業 

59 その他の障害者福祉事業 

91 更生保護事業 



 

100 

3.3.24  フィットネス施設 

 この区分では、フィットネス施設のベンチマーク区分を設定しています。フィットネス

施設は、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 80娯楽業

の中の細分類番号 48 フィットネスクラブのみでベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-24 ベンチマーク区分：フィットネス施設と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

24 フィットネス施設 80 娯楽業 48 フィットネスクラブ ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.25  パチンコ店舗 

 この区分では、パチンコ店舗のベンチマーク区分を設定しています。パチンコ店舗は、

産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 80娯楽業の中の細

分類番号 64パチンコホールのみでベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-25 ベンチマーク区分：パチンコ店舗と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

25 パチンコ店舗 80 娯楽業 64 パチンコホール ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.26  カラオケボックス店舗 

 この区分では、カラオケボックス店舗のベンチマーク区分を設定しています。カラオケ

ボックス業は、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 80

娯楽業の中の細分類番号 95カラオケボックス業のみでベンチマークの区分を設定していま

す。 

 

表 3.3-26 ベンチマーク区分：カラオケボックス店舗と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

26 カラオケボックス店舗 80 娯楽業 95 カラオケボックス業 ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

3.3.25  ゲームセンター 

 この区分では、ゲームセンターのベンチマーク区分を設定しています。ゲームセンター

は、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 80娯楽業の中

の細分類番号 65ゲームセンターのみでベンチマークの区分を設定しています。 
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表 3.3-27 ベンチマーク区分：ゲームセンターと日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

27 ゲームセンター 80 娯楽業 65 ゲームセンター ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 

 

3.3.28  図書館 

 この区分では、図書館のベンチマーク区分を設定しています。図書館は、産業分類の細

分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 82その他の教育，学習支援業の

中の細分類番号 12図書館のみでベンチマークの区分を設定しています。 

 

表 3.3-28 ベンチマーク区分：図書館と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

28 図書館 82 その他の教育，学習

支援業 

12 図書館 ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 
 

3.3.29  博物館・美術館 

  この区分では、博物館・美術館のベンチマーク区分を設定しています。博物館・美術館

は、産業分類の細分類により区分されていますので、産業分類の中分類番号 82その他の教

育，学習支援業の中の細分類番号 13博物館，美術館のみでベンチマークの区分を設定して

います。 

 

表 3.3-29 ベンチマーク区分：博物館・美術館と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

29 博物館・美術館 82 その他の教育，学習

支援業 

13 博物館，美術館 ・その他 

・平均原単位の

1/5～5倍 

 
 

3.3.30  区市町村庁舎等 

 この区分では、区市町村庁舎等のベンチマーク区分を設定しています。公共機関として

は、産業分類の中分類番号 96 外国公務、97 国家公務、98 地方公務とありますが、ここで

は 98 地方公務の中の細分類番号 21 市町村機関のみでベンチマークの区分を設定していま

す。また、区役所や市役所などを想定しているため、建物の所有形態が「自己所有」、報告

範囲が「建物の全部」である事業所を抽出し、そこから、報告範囲の主たる用途が「事務

所」である事業所を、区市町村庁舎等としています。 
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表 3.3-30 ベンチマーク区分：区市町村庁舎等と日本標準産業分類との対比表 

区分

番号 
ベンチマーク区分 

産業分類による抽出対象業種 
抽出条件 

中分類 細分類 

30 区市町村庁舎等 98 地方公務 21 市町村機関 ・自己所有 

・全部使用 

・事務所 

・平均原単位の

1/5～5倍 
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3.4  ベンチマークを活用する際の留意点 

3.4.1  活用時の留意点 

 地球温暖化対策報告書のＣＯ２排出量の実績値を基に作成した本ベンチマークは、事業所

の断熱性能、設備、機器のエネルギー効率、運用・保守管理状況が反映された省エネルギ

ー指標といえます。 

 また、自分の事業所のＣＯ２排出量を延べ床面積で割って原単位化しているため、原則と

して、事業所の規模にとらわれずに、本ベンチマークと比較することで、同業種の事業所

の中におけるＣＯ２の排出水準を把握することができるのです。 

 一方、事業所のＣＯ２排出量は、稼動時間の長短や設備の構成などによっても影響を受け

るといえます。そのため、全体の中の排出水準だけでなく、個々の事業所のＣＯ２排出量を

評価していく際には、こうした情報を自ら収集して、詳細な評価をしていくこともできま

す。 

 特にＣＯ２排出原単位の小さい（大きい）事業所については、省エネルギー以外の要因が

どの程度影響しているか、必要に応じて、事業所の状況把握を行う必要があります。 

 

省エネ以外でＣＯ２排出量に影響を与える事項 

 

 

以下に、ベンチマークを活用する際の留意事項を紹介します。 

 

①稼動情況に関しての留意事項 

例えば、ファミリーレストランの平均的な稼働時間（営業時間＋開閉店準備時間）は概

ね１５時間（業種別テキスト（外食産業）：東京都）となっています。ファミリーレストラ

ンの中には、24 時間営業の店舗もありますので、こうした長時間営業店舗は当然ＣＯ２排

出量が多くなります。自らの事業所の稼働時間に関する情報を収集し、それを考慮してＣ

Ｏ２排出量を評価することもできます。 

なお、夜間、深夜のエネルギー使用量は、昼間に比べて低くなる場合があるので、この

点も考慮する必要があります。 

 

②設置設備に関する事項 

例えば、フィットネスクラブなどでは、プール設備があるかないかでＣＯ２排出量は大き

く違います。自らの事業所のこうした設備構成に関する情報を収集し、それを考慮してＣ

Ｏ２排出量を評価することもできます。 

① 稼働時間 

② 設置設備 

③ 室用途 
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③室用途に関する事項 

例えば、オフィスビルなどでは、サーバー室があるか、会議室や倉庫のスペースはどの

程度あるのか等によってＣＯ２排出量は違ってきます。自らの事業所の室用途に関する情報

を収集し、これらを考慮してＣＯ２排出量を評価することが大切です。 

 

オフィス（事務室）より、ＣＯ２排出原単位が高い用途の例 

 

 

 

 

 

オフィス（事務室）より、ＣＯ２排出原単位が低い用途の例 

 

 

 

 

 

 上記の様に、面積当たりのエネルギー使用量の大きい電算室や、エネルギー使用量の少

ない駐車場、会議室等の状況によって、事業所の排出原単位が影響を受ける場合がありま

す。 

 

4.4.2  テナントビルにおける留意点 

 テナントビルのエネルギー使用量は 60～70％はテナント専用部が占めており、テナント

のエネルギーの使い方に影響を受けるといえます。また、空室率、駐車場や電算室の有無、

稼働時間（24 時間営業など）、飲食・物販といった入居テナントの種類によってもＣＯ２排

出原単位は影響を受けます。このため、テナントビルのベンチマークを活用する際には、

省エネ性能以外の要因の有無、あるいはその影響の程度を考慮することが必要となる場合

があります。 

以下では、テナントビルにおけるベンチマーク活用の留意点について説明します。 

 

（１） テナントビルにおけるベンチマークが意味するもの 

  ベンチマーク作成の基となるデータは、都内の中小テナントビルのＣＯ２排出実績データ

です。排出実績には、省エネ効果のほかに、上記で説明したテナントビル特有の要因が働

いており、ベンチマークは、こうした様々な要因が含まれた都内中小テナントビルの約

2,500 件の排出実績データを統計処理し、ＣＯ２排出原単位の平均値を求めて作成していま

す。 

 このため、テナントビルのベンチマークは、省エネ効果以外の要因として、例えば、「空

室率等は集計対象の中小テナントビルの平均的な空室率が前提となっている。」と考えるこ

・電算室・サーバー室 

・データセンター 

駐車場 

会議室・打合せスペース 

書庫・倉庫 
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とができます。 

 したがって、ベンチマークと比較をしようとするテナントビルにおいて、例えば、空室

率が非常に高いなど、ベンチマークが前提とする平均像から大きく乖離した要因がある場

合は、その影響を考慮して、ベンチマークとの比較を行うことができます。逆に、平均像

と大きな乖離がない場合は、そのままベンチマークで評価することができます。（２）～（４）

では、空室率や稼働時間等を例に、その影響の把握方法の例を紹介します。 

 

（２） 空室率の影響 

 まず、大手不動産仲介事業者等が公表する空室率に関する調査資料等より、ベンチマー

クが作成された 2012 年度の空室率について確認をします。 

 この空室率を平均的なそれとし、評価をしようとするテナントビルの評価時点での空室

率とに大きな乖離がある場合は、この点を考慮して考えることができます。 

 例えば、空室率が 15％程度大きい場合、数量的に排出原単位を補正するという方法もあ

りますが、より簡易な方法としては、「空室率が平均より大きいのであれば、本来のベンチ

マークはもっと下のレンジにある、例えば A２であれば A１以下である可能性が高い。」と

考える方法があります。 

 

（３） 用途等の影響 

 電算室、飲食・物販といった入居テナントの用途・種類についても、平均的な中小テナ

ントビルより、こうしたエネルギー使用割合（密度）の高い用途が相当程度多く入居して

いれば、その影響を考慮して評価することができます。 

 

（４） 稼働時間の影響 

 例えば 24時間営業のテナントが入居している場合、中小規模テナントビルの一般的な稼

働時間を想定し、そこからの乖離の程度を考慮することができます。 

 参考として、都内中小クレジット算定ガイドラインにおける照明の年間点灯時間を 表

4-1 に示します。評価しようとするテナントビルに入居するテナントの稼働時間が、表に

示す時間と大きく乖離する場合は、稼働時間の影響を考慮することができます。 

 また、夜間・深夜のエネルギー負荷（使用量）は昼間に比べ低くなると考えられるため、

こうした点も考慮して、２４時間営業のテナントが与える排出原単位への影響を判断する

ことができます。 

 

 以上、いくつかの場合の影響の把握について説明しましたが、いずれの場合も、評価対

象のテナントビルのＣＯ２排出原単位を補正することができます。しかし、より簡便な方法

としては、現状のベンチマークレンジよりも下（あるいは上）となる可能性があるとして

評価することも可能です。 
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第4章 都による地球温暖化対策報告書の公表及び指導・助言等 

4.1  都による公表 

都では、みなさまからご提出いただいた地球温暖化対策報告書の内容を、都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例第８条の 24に基づき、都のホームページにて公表していま

す。条例では、知事は、地球温暖化対策報告書の提出があった場合には、その事項を公表

するものとしています。 

 

＜知事による公表事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公表すべき事項から除外される場合＞ 

規則で定める公表事項から除外される理由に該当すると知事が認めた場合には、一部内容

を非公表とする扱いができます。 

一部非公表となる事項の例 

・事業所等の名称（ただし、仮称での公表となります。） 

・事業所等の所在地（ただし、区市町村名までの公表となります。） 

規則で定める公表事項から除外される理由は、次のとおりです。 

・経営に関する事項 

・事業者の競争の上の地位若しくは事業運営上の地位が損なわれる事項 

地球温暖化対策報告書（その１）の公表事項 

事業者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、報告する全事業所

における合計二酸化炭素排出量、再生可能エネルギーの利用事業所数及び

割合、評価結果、提出年度の目標及び実績年度の目標の達成状況、重点対

策のレベル適合状況（注１、取組方針、組織体制の整備の状況、特記事項 

地球温暖化対策報告書（その２）の公表事項 

・事業所等の名称、事業所等の所在地、事業所等の延床面積、事業所等の主た

る用途、産業分類 

・再生可能エネルギーの利用に係る措置の状況 

・燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量 

・水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素の量 

・単位面積当たりの燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量 

・地球温暖化対策の実施状況 

・地球温暖化対策の目標達成状況（注２、地球温暖化対策の目標の有無及び内容 

・特記事項 

 

 

注１：都が特に重点的に取組むべき対策として示す重点対策を実施した場合に限ります。 
注２：前年度に地球温暖化対策の目標を設定した場合に限ります。  
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・その他社会的な地位が損なわれる事項 

・保安上重大な影響を与える事項 

規則に定める事項に該当する可能性がある場合には、その理由を記した書面を提出し、都

と個別に協議してください。 

 

4.2  義務提出事業者による公表 

地球温暖化対策報告書の提出を義務づけられている事業者は、報告書提出時には、報告書

を作成した事業所等ごとに自ら公表をしなければなりません。 

 

＜義務提出事業者による公表事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  都による立入調査 

都では、地球温暖化対策報告書の内容を調査する必要性が生じた場合には、都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例第 153 条の規定により、報告書を提出した事業者の事業

所等に対して立入調査を行います。 

 

＜都民の健康と安全を確保する環境に関する条例＞ 

第百五十三条 知事は、第五条の六第一項、第八条の二第一項、第八条の三、第八条の四第一項、

第八条の二十五、第九条第一項及び第二項並びに第百五十六条第一項の規定の施行に必要な限度

において、その職員に、温室効果ガス排出事業者の同意を得て、その事業所、事務所、営業所そ

の他の場所に立ち入り、地球温暖化の対策の実施状況について調査させることができる。 

 

地球温暖化対策報告書（その１）の公表事項 

・事業者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、取組方針、組織

体制の整備の状況 

地球温暖化対策報告書（その２）の公表事項 

・事業所等の名称、事業所等の所在地、事業所等の延床面積 

・燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量 

・水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素の量 

・地球温暖化対策の実施状況 
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4.4  都による指導・助言・勧告 

4.4.1  都による指導・助言 

知事は、報告書を提出した事業者に対し、温室効果ガス排出量の適正な把握、地球温暖化

の対策の適切な実施及び報告書の適正な作成、公表等について、必要に応じて指導・助言

を行います。 

また、地球温暖化対策に関する研修会などを実施して、地球温暖化対策事業者等が地球温

暖化の対策を実施するための支援を行います。 

 

4.4.2  都による勧告 

義務提出事業者が報告書の提出をしなかったときには、知事は、当該事業者に対し、期限

を定めてその期間内に提出することを勧告することができます。 

また、報告書提出事業者が、技術的かつ経済的に実施可能な重点対策を実施しない場合や、

報告書の適正な作成又は公表を行わない場合など、地球温暖化の対策の推進が著しく不十

分であり、かつ、前述の指導を受けたにもかかわらず正当な理由なくこれに従わないとき

は、知事は、専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該事業者等に対し必要な措置を実

施するよう勧告することができます。 
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4.5  取組への支援策 

4.5.1  地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業 

省エネに関するコンサルティングを実施する省エネ対策サポート事業者が日頃から経営相

談等を通じて中小企業と多くの接点を有する経営支援団体※から紹介を受けた中小企業に対

して、無料で省エネに関する運用改善等の提案や助言を行う事業です。 

※地域金融機関、商工会議所及び商工会等 

 

4.5.2  中小企業者向け省エネ促進税制（主税局） 

中小企業者が地球温暖化対策の推進の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エネ

ルギー設備の取得を税制面から支援するため、法人事業税、個人事業税を減免する制度で

す。 

【1】対象者 

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者（資本金１億円以下の法人、個人事業

者）※マンション等の住居の用途については、報告書提出の対象外となります。 

【2】手法 

法人事業税・個人事業税の減免 

【3】対象設備 

① 総量削減義務対象外の事業所等において取得されたもの 

② 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備（減価償却資産）で、環境局が導入推

奨機器として指定したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入推奨機器 

・空調設備⇒エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機 

・照明設備⇒蛍光灯照明器具、LED照明器具、LED誘導灯器具 

・小型ボイラー設備⇒小型ボイラー類 

・再生可能エネルギー設備⇒太陽光発電システム、太陽熱利用システム 

※照明設備でランプ交換のみの場合は、導入推奨機器に指定されていないた

め対象にはなりません。 

 LED 照明器具は、平成 24 年 7 月 1 日以後に取得し、LED 誘導灯器具（例：

避難口誘導灯等）は平成 25年 7月 1日以後に取得し、減免申請期限までに指

定を受けたものが対象となります。 

対象機器や指定基準については、追加・変更を行っていく予定です。 

詳細については、次のホームページを御確認ください。 

https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/eco_energy/ 
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【4】減免額 

設備の取得価額（上限 2千万円）の２分の１を取得事業年度の事業税額から減免。ただし、

当期税額の２分の１を限度 ※減免しきれなかった額は翌年度税額からも減免可。 

 

【5】対象期間 

① 事業者 平成 22年 3月 31日から令和３年 3月 30日までの間に終了する事業年度 

② 個人  平成 22年 1月 1日から令和２年 12月 31日までの間 

【6】詳細内容・問合せ先 

省エネ促進税制の詳細については、東京都主税局のホームページでご確認いただけます。 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html#a 

 

4.5.3  LED照明等節電促進助成金（産業労働局） 

製造業を営む中小企業者等が、節電につながる設備（LED 照明器具、デマンド監視装置等）を自

社の工場に設置する際に要する経費の一部を助成します。 

【1】対象者 

都内において製造業を営んでいる中小企業者及び中小企業団体 

【2】対象設備（温暖化対策設備） 

1.LED照明器具 

2.デマンド監視装置 

3.進相コンデンサ 

4.インバータ 

5.上記設備を運用するために必要となる付帯設備 

 【3】詳細内容・問合せ先 

事業の詳細は、こちらのホームページでご確認いただけます。 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html 

問合せ先：公益財団法人 東京都中小企業振興公社 設備支援課（03-3251-7889） 

 

4.5.4  東京都の中小企業向け融資制度（産業労働局） 

東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り

立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度

です。東京都の制度融資を受けるには東京信用保証協会の保証が必要になります。 
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【1】対象者 

中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です。 

① 都内に事業所（住居）があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。 

（ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。） 

② 事業税その他租税の未申告、滞納がないこと。 

（ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。） 

③ 許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。 

※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。  

※極度型融資については、引き続き 2年以上同一事業を営んでいることが必要です。 

④ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配し

ていると認められる関係等を有しないこと及び暴力的は要求行為等を行わないこと。 

【2】詳細内容・問合せ先 

都の融資制度の詳細は、こちらのホームページでご確認いただけます。 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/ 

問合せ先：東京都産業労働局金融部金融課（03-5820-4877） 

 

4.5.5  省エネ型ノンフロンショーケース導入助成制度（環境局） 

東京都では、冷媒にフロン類を使用しない「省エネ型ノンフロンショーケース」の普及を後押し

するため、当該機器の導入に対する補助を実施しています。 

【補助の内容】 

① 補助対象者  
中小事業者及び個人の事業者（リースする場合も含む。） 

※冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場を除く。 

② 補助対象機器  省エネ型ノンフロン冷凍冷蔵ショーケース 

③ 補助条件  

・都内の事業所に設置されること。 

・未使用品であること。 

・2020年３月13日までの間に設置完了されること。 

④ 補助対象経費  補助対象機器の設置に係る経費（工事費等を含む） 

⑤ 補助金の額  
設置に係る経費の１／３ 

※国等の補助がある場合は、その額を除いた額 

⑥ 限度額  １台あたり500万円、１事業者あたり1,500万円まで。 

⑦ 申請期限  2020年3月6日まで 

★詳細については、下記ホームページをご覧ください。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/nonfron-go.html 

【問い合わせ先】 

東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当 TEL:03-5388-3471 
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4.5.6  東京都地球温暖化防止活動推進センター 

都は、東京の中小規模事業所・家庭部門の地球温暖化対策の拠点として、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に基づき、東京都地球温暖化防止活動推進センターを指定していま

す。東京都地球温暖化防止活動推進センターでは、地球温暖化対策に関する様々な支援を

実施しています。 

 

4.5.7  区市別等省エネルギー研修会 

区市町村または業界団体等が開催する研修会に、講師を派遣し、すぐに実践できる対策を

中心に、節電・省エネルギー対策についての説明を行っています。 

【1】対象 

都内の中小規模事業所 

【2】内容（講義形式） 

・省エネルギー推進の必要性と背景 

・省エネルギー対策とその進め方 

・その他必要な省エネルギー推進に関する事項 

このほか、技術体験施設見学やグループ討議を追加で行う場合もあります。 

【3】開催日程・場所等 

年間を通じて都内の区市で開催されています。 

詳しい日程と場所はこちらのホームページを参照してください。 

https://www.tokyo-co2down.jp/company/seminar/small/kaisaijoukyou/ 

4.5.8  省エネルギー診断・運用改善支援 

省エネの専門家が事業所を訪問し、設備や運用管理、エネルギー使用状況について調査・

診断を行い、各々の事業所にあった省エネルギー対策の提案を行います。また、省エネル

ギー診断の結果から、新たな投資を抑えた運用改善対策の実践を支援します。 

【1】対象 

都内の中小規模事業所 

【2】診断を受けるメリット 

① 経費削減につながります。 

② 省エネに関するアドバイスを受けることができます。 

③ 地球温暖化防止への貢献になります。 

④ 企業のイメージアップに繋がります。 
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【3】詳細内容・申込 

こちらのホームページで詳しい内容の確認や申込みを行うことができます。 

⇒https://www.tokyo-co2down.jp/check/company/ 

 

4.5.9  省エネテキストブック、省エネ技術研修会 

業界団体等の協力のもと、個々の業種の特徴に適した省エネルギー対策のテキストブック

を作成し、また、テキストブックを用いた研修会を開催して業界・業種ごとの省エネルギ

ー対策の推進を支援しています。 

各業種に合わせた地球温暖化対策のテキストブックは、ホームページに掲載しています。

こちらのホームページからダウンロードすることができます。 

⇒https://www.tokyo-co2down.jp/company/seminar/type/index.html 

 

4.5.10  東京都地球温暖化対策ビジネス事業者登録・紹介 

中小規模事業所の具体的な温暖化対策の取組みをサポートできる事業者を「東京都地球温

暖化対策ビジネス事業者」として登録し、紹介しています。 

登録されているビジネス事業者は、こちらのホームページを参照してください。 

⇒https://www.tokyo-co2down.jp/check/registration/ 

 

4.5.11  省エネ相談窓口 

省エネに関するさまざまな質問や相談を受け付けています。 

窓口・連絡先等 

【窓口】 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号  新宿ＮＳビル 10階 

 東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京） 

【受付時間】 月～金曜日 9:00～17:45（祝祭日・年末年始は除く） 

【電話番号】 03-5990-5087 

【メールアドレス】cnt-shoene@tokyokankyo.jp 

 

4.5.12  カーボンレポート 

都は、2014年６月からカーボンレポートの様式の提供を開始しております。 

カーボンレポートは、中小テナントビルのオーナーをはじめとして、事業所のみなさま方

が東京都へ提出された報告書データであるＣＯ２の排出実績に基づいて作成するものです。 

カーボンレポートを用いて、テナントビルの売買、賃貸借契約等の際に、省エネルギーの

観点から当該ビルがどれくらい優れているかを示すことによって、買主、賃借人との契約成

立の判断基準の 1 つとして活用していくことができます。また、自社ビルにおいても、カー

ボンレポートを用いて自らの省エネルギーレベルを示し公表することができます。 
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こうした取組を通じて省エネルギー対策の進んだテナントビルが段階的に広く普及するこ

とを期待しています。 

カーボンレポートの様式の活用例、ダウンロード方法、作成方法等につきましては、「カー

ボンレポートの利用に関するガイドライン」をご覧ください。 

⇒https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/businesses/lowcarbon/index.html 

4.5.13  地球温暖化対策ＰＲシート 

都は、2014年６月から地球温暖化対策ＰＲシート（以下、「ＰＲシート」という。）の様式

の提供を開始しております。 

ＰＲシートは、地球温暖化対策報告書を提出した事業者のみなさまが、継続して地球温暖

化対策に取り組んでいただくため、ご自身の事業所のエネルギー使用量や省エネルギー対策

への取組などについて表示する書面です。 

ＰＲシートの様式の活用例、ダウンロード方法、作成方法等につきましては、「ＰＲシート

利用ガイド」をご覧ください。 

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

 

4.5.14  中小低炭素モデルビル 

 東京都では、低炭素ビルベンチマークでＡ1 以上の積極的に省エネに取り組む中小テナ

ントビルを「中小低炭素モデルビル」として公表しています。 

 中小低炭素ビルの応募要件は、次のとおりです。 

・テナントビルである。 

・低炭素ビルベンチマークで A1以上に該当 

・直近の過去 3年度間連続して、「地球温暖化対策報告書」を提出している。 

・積極的に省エネルギー対策に取り組んでいる。 

 

詳細につきましては、以下のページをご覧ください。 

⇒

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/businesses/lowcarbon/model_b/index.

html 

4.5.15  東京ソーラー屋根台帳 

「東京ソーラー屋根台帳」（ポテンシャルマップ）をご利用いただくと、都内にあるそれぞ

れの建物がどのくらい太陽光発電システムや太陽熱利用システムに適しているのか一目で

わかります。 

詳細につきましては、以下のページをご覧ください。 

⇒http://tokyosolar.netmap.jp/map/ 
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第5章 参考資料 

5.1  エネルギー等使用量の推計方法 

都内で事業を営む中小規模事業所のうち、計量器の値を入手することができない事業所等

は、エネルギー使用量を推計する必要があります。 

エネルギー使用量の推計方法例を次項以降に示します。なお、エネルギー使用量等の把握

状況などによって推計方法は異なります。 

エネルギー使用量を推計によって算出した事業者の方は、推計の根拠資料（※）を添付し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1  他者からの情報提供を元に計算する場合 

【1】ビル全体のエネルギー使用量からテナント部分を推計する場合 

(1)面積按分での算出法 

建物全体のエネルギー使用量は把握できるものの、建物の一部のエネルギー使用量が不明

確な場合、建物全体の面積と、建物の一部の面積との比率を用いて、建物全体のエネルギ

ー使用量から建物の一部で使用するエネルギーの量を推計できます。 

建物全体がほぼ同等の用途、使用時間帯で利用されている場合は、建物の一部の面積と、

建物全体の面積の比率に応じて、建物全体のエネルギー使用量を割り振ります。 

具体的には、図 5.1のフロー、式を用います 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 エネルギー使用量（総量）からの用途別エネルギー使用量の算出フロー 

 エネルギー使用量（総量） 

当該フロアのエネルギー使用量 

当該フロア面積÷延床面積 

（面積割合） 

エネルギー使用量の総量が把握可能な場合 
延床面積 ○○○m2 

△F のエネルギー＝※※※kWh／年× 
△△△m2 

○○○m2 

△F 占有面積 

△△△m2 

建物全体のエネルギー 

使用量 ※※※kWh／年 

推計の根拠資料には以下の３点を必ずご記入ください。 

・推計理由 

・計算方法（計算式、計算式の考え方） 

・計算結果（推計でエネルギー使用量を報告する全期間分） 

 ※月別のエネルギー使用量を推計で報告する場合は、各月のエネルギー使用量の 

  計算結果を記入してください。 
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(2)面積按分に加え時間の要素を加味する方法 

建物の場所（フロア）によって使用時間や勤務形態が異なる場合には、残業申請や空調の

延長申請などをもとに、場所（フロア）ごとの使用時間を加味して建物の一部で使用され

るエネルギーの量を算出します。 

具体的には、図 5.2のフロー、式を用います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2 エネルギー使用量（総量）からの用途別エネルギー使用量の算出フロー（使用時間を加味する場合） 

 

なお、エントランスホール、駐車場など共用部で使用されるエネルギーについては、その

建物内の執務室、事業所等で占有する割合や営業時間などに応じて割り振ることとします。 

占有部分の面積が明確な場合（エントランスホール、駐車場、管理室や中央熱源の機械室、

各階のトイレ、通路など、共用部と位置付けられる面積が明確な場合）には、先の式はそ

れぞれ次のようになります。 

 

＜建物全体がほぼ同等の用途、使用時間帯で利用されている場合＞ 

△Fのエネルギー使用量＝ 

建物延床面積

の占有部の面積△
使用量建物全体のエネルギー

F
  

 

＜建物の場所（フロア）によって使用時間や勤務形態が異なる場合＞ 

△Fのエネルギー使用量＝ 

間建物の平均年間使用時建物延床面積

の年間使用時間△の占有部の面積△
使用量建物全体のエネルギー






FF
 

 

 

 

エネルギー使用量（総量） 

当該フロアのエネルギー使用量 

（当該フロア面積×当該フロア使用時間）

÷（延床面積×ビル全体の平均使用時間） 

（面積・使用時間割合） 

前頁に加え 

フロア別の使用時間が把握可能な場合 

延床面積 ○○○m2 

平均使用時間 

◎◎◎時間／年 

△F のエネルギー＝※※※kWh／年× 
△△△m2×●●●時間／年 

○○○m2×◎◎◎時間／年 

△F 占有面積 

△△△m2 

△F の平均使用時間 

●●●時間／年 

建物全体のエネルギー 

使用量 ※※※kWh／年 
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【2】テナントでの空調のエネルギー等使用量だけが不明な場合 

中央熱源を用いている場合など、建物全体のエネルギー使用量は把握できるものの、建物

の一部のエネルギー使用量が不明確な場合もあると考えられます。 

そうした場合に、建物の場所ごと（フロアごと）に照明・コンセントなど用途別のエネル

ギー使用量の計測値があれば、それを用いて、事業所等全体のエネルギー使用量を推計す

ることができます。 

事業所等における用途別エネルギーから、事業所等のエネルギー使用量の総量を求める式

は次のとおりです。 

 

エネルギー使用量の総量＝エネルギー使用量（特定用途）÷特定用途のエネルギー使用量の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3 用途別エネルギー使用量からのエネルギー使用量（総量）の算出フロー 

類似施設における特定用途のエネルギー使用量の比率については、文献などから数値を把

握します。 

例えば、事務所ビルの値などについては、（一財）省エネルギーセンターから、以下の図が

示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4 オフィスビルのエネルギー原単位 
出典：（一財）省エネルギーセンター 

 エネルギー使用量（特定用途） 

エネルギー使用量（総量） 

用途別エネルギー使用量 

＜以下の式により算出＞ 

エネルギー使用量（総量）＝ 

エネルギー使用量（特定用途）÷類似施設に

おける特定用途のエネルギー使用量の比率 

特定用途のエネルギー使用量のみ把握可能な場合 
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例えば、２万㎡クラスのオフィスビルにおける、用途別エネルギー消費量の比率は、図 5.4

を参考にすると表 5.1のとおりとなります。 

表 5.1 消費原単位（延床面積あたり） 

  熱源機器 補機・搬送 照明 コンセント 換気 昇降機 他 

2万㎡以下平均 

MJ/㎡年 
465 291 363 369 79 170 

構成比 
465÷1737 

＝26.8％  

291÷1737 

＝16.8％  

363÷1737 

＝20.9％  

369÷1737 

＝21.2％  

79÷1737 

＝4.5％  

170÷1737 

＝9.8％  

 

【3】テナントでのエネルギー等使用量が全く不明な場合 

ある事業所等が入居している建物のエネルギー使用量等のデータが得られないとき、自ら

が保有する同種同規模の事業所等におけるエネルギー使用量のデータを用いて、その事業

所等のエネルギー使用量を推計することができます。 

例えば、自らが保有する同種同規模の事業所等の実績から、単位面積あたりのエネルギー

使用量の原単位を作成し、ある事業所等のエネルギー使用量を推計する方法は以下のフロ

ーによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5 面積あたりの原単位を用いて試算する方法 

 

○店 
○○○㎡ 

△店 

△△△㎡ 

エネルギー ※※※kWh／年 エネルギーの把握不可能 

原単位の活用 
原単位＝※※※kWh／年÷△△△㎡ 

○○○㎡ 
△△△㎡ 

○店のエネルギー使用量＝※※※kWh× 

 自らが保有する同種同規模施設 

エネルギー使用量 店舗面積 

エネルギー原単位（kW/m2） 

＝エネルギー使用量÷店舗面積 

当該施設（エネルギー使用量を求める施設） 

店舗面積 

エネルギー使用量 
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単位量あたりで使用されるエネルギーを表すものを、「原単位」と呼びますが、根拠さえ明

確であれば、中小規模事業者の事業形態により原単位はどのように作成頂いても構いませ

ん。 

例えば、生産個数、生産重量あたりの原単位を以下のフローに沿って作成し、用いること

も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6 生産量あたりの原単位を用いて試算する方法（製造個数による方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.7 生産量あたりの原単位を用いて試算する方法（製造重量による方法） 

 

＜参考＞ 

（一財）省エネルギーセンターホームページにおいて、「空調エネルギー推定ツール」など

が無償でダウンロード可能です。 

 

「空調エネルギー推定ツール」 

https://www.eccj.or.jp/bldg-actool/index.html 

 

このツールは、テナントの電力消費量からテナントが使用する空調用エネルギーを推定す

るものであり、課金だけでなくきめ細かな地球温暖化対策の立案にも役立ちます。 

 

 

 
自らが保有する同種同規模施設 

エネルギー使用量 生産量 

エネルギー原単位（kW/個） 

＝エネルギー使用量÷生産量 

当該施設（エネルギー使用量を求める施設） 

生産量 

エネルギー使用量 

 自らが保有する同種同規模施設 

エネルギー使用量 製造量（重量） 

エネルギー原単位（kW/kg） 

＝エネルギー使用量÷製造量 

当該施設（エネルギー使用量を求める施設） 

製造量 

エネルギー使用量 
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5.2  テナントにおけるエネルギー等使用量の推計の計算例 

5.2.1  他者からの情報提供を基に計算する場合 

【1】ビル全体のエネルギー等使用量からテナント部分を推計する場合 

次の条件における算出例を示します。 

＜入手可能なデータ例＞ 

建物：事務所ビル（１万㎡） 

空調：中央熱源方式（電気式） 

テナントが入手可能なデータ 

テナントの占有面積：1,000㎡ ① 

建物の延床面積：10,000 ㎡② 

建物全体の電力使用量：2,000,000kWh/年③ 

 

最も容易な方法は、建物全体の面積とテナントの占有面積の比から、事業所等のエネルギ

ー使用量を算出する方法であり、次式により算出可能です。 

 

テナントの全エネルギー使用量＝
②

③①
＝200,000kWh/年 

ただしこの場合には、共用部の電力なども含んでしまいます。 

 

【2】テナントでの空調のエネルギー使用量だけが不明な場合（電気熱源の場合） 

P98 表 5.1の標準的な事務所ビルにおけるエネルギー消費原単位をもとに、全体のエネル

ギー使用量を求めることが可能です。 

 

＜入手可能なデータ例＞ 

建物：事務所ビル（１万㎡） 

空調：中央熱源方式（電気式） 

テナントが入手可能なデータ 

テナントの占有面積：1,000㎡ ① 

テナントでの照明用電力使用量： 43,000kWh/年② 

テナントでのコンセント電力使用量：45,000kWh/年③ 

建物の延床面積：10,000 ㎡④ 

建物全体の電力使用量：2,000,000kWh/年⑤ 

照明＋コンセントのエネルギー使用量の割合は、P98 表 5.1 より 42.1％であり、照明＋

コンセント と他用途のエネルギー使用量の比をもとに、用途別エネルギー使用量の算出

も可能です。例えば空調については、空調熱源＋補機の割合が全体の 43.6％であり、次の

とおりとなります。 

延床面積 ○○○m2 

△F のエネルギー＝※※※kWh／年× 
△△△m2 

○○○m2 

△F 占有面積 

△△△m2 

建物全体のエネルギー 

使用量 ※※※kWh／年 
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テナントの空調エネルギー使用量＝
 

%1.42

%6.43②＋③
＝91,000kWh/年 

テナントでのエネルギー使用として換気、昇降機他を見込まないものとすれば、テナント

のエネルギー使用量は次のとおりとなります。 

 

テナントの全エネルギー使用量＝照明＋コンセント＋空調＝179,000kWh/年 

 

【3】テナントでの空調のエネルギー使用量だけが不明な場合（ガス熱源の場合） 

次のような、ガス熱源を保有する施設の推計方法について示します。 

 

＜入手可能なデータ例＞ 

建物：事務所ビル（１万㎡） 

空調：中央熱源方式（ガスまたは油式） 

テナントが入手可能なデータ 

テナントの占有面積：1,000㎡ ① 

テナントでの照明用電力使用量： 43,000kWh/年② 

テナントでのコンセント電力使用量：45,000kWh/年③ 

建物の延床面積：10,000 ㎡④ 

建物全体の電力使用量：2,000,000kWh/年⑤ 

 

二酸化炭素排出量の算出のためには、エネルギー使用量をガスと電気に区分し算出する必

要があります。 

そのため、P98 表 5.1ではなく、熱源機械、熱搬送機械などより詳細なエネルギー構成比

のデータを文献などから引用し、試算しなければなりません。 

ここでは、P102 図 5.8の比率をもとに計算します。 

中央熱源方式で使用されるガス（熱源）のエネルギー量の比率は 26％、中央熱源方式で使

用される電気エネルギー量（熱源補機、水搬送、空気搬送）の比率は 17.2％（5.2％＋12％）

であり、照明・コンセントのエネルギー消費量の比率 42.4％から以下の式が成り立ちます。

なお、P102 図 5.8 と P98 表 5.1 の数値は若干、異なりますが、これは統計の母体が異

なることに起因しており、本制度では出典などが明確である限り、こうした差異について

は許容します。  

 

テナントの空調熱源等ガスエネルギー使用量＝
 

%4.42

%26②＋③
＝54,000kWh/年 

テナントの熱源補機等電気エネルギー使用量＝
 

%4.42

%2.17②＋③
＝35,700kWh/年 
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図 5.8 オフィスビルのエネルギー消費構造 

出典：（一財）省エネルギーセンター 

 

テナントでのエネルギー使用として換気、昇降機他を見込まないものとすれば、テナント

のエネルギー使用量は前述のケースと同様に、次のとおりとなります。 

 

テナントのガスエネルギー使用量＝空調（熱源）＝54,000kWh/年 

テナントの電気エネルギー使用量＝照明＋コンセント＋空調（補機等） 

＝123,700kWh/年 

 

地球温暖化対策報告書への記載に当たっては、ガスの単位を kWh/年から Nm3/年へ換算する

必要があります。換算に当たっては、P47 表 2.1 の値を用いてください。 

 

ガス使用量（Nm3/年）＝54,000(kWh/年)×9.76(GJ/千 kWh)÷45(GJ/千 Nm3) 

＝11,700（Nm3/年） 

電力使用量（kWh/年）＝123,700(kWh/年) 
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5.2.2  自らの情報のみで計算する場合 

【1】テナントでのエネルギー等使用量が全く不明な場合 

事業所等においてデータ等が得られない場合には、事業所等を統括する本社等が保有する

同種同規模の店舗の実績から、エネルギー使用量等のデータが入手できない事業所等のエ

ネルギー使用量を求めることができます。 

具体例を以下に示します。 

＜入手可能なデータ例＞ 

業種：飲食店チェーン 

 

店舗 Aが入手可能な情報 

店舗 Aの面積：500㎡① 

店舗 Aの売上：40,000万円／年② 

店舗 Aのエネルギー使用量：不明 

 

本社等が入手可能なデータ 

店舗 Aの面積：500㎡① 

店舗 Aの売上：40,000万円／年② 

同種の店舗 Bのエネルギー使用量：300,000kWh/年③ 

同種の店舗 Bの面積：400㎡ ④ 

同種の店舗 Bの売上：35,000万円／年⑤ 

(1)同種店舗との面積比から算出する方法 

同種の店舗であれば、単位面積あたりのエネルギー使用量が等しいという考えに立ちエネ

ルギー使用量を推計します。 

上記の①、③、④より、エネルギー使用量等のデータが得られない店舗 A の値は、以下の

ように推計されます。 

 

店舗 Aのエネルギー使用量＝
④

③①
＝375,000kWh/年 

(2)同種店舗との売上比から算出する方法 

売上金額に商品の製造が比例し、商品の製造にエネルギー使用量が比例する場合などは、

売上金額あたりのエネルギー使用量データをもとに、エネルギー使用量が不明な店舗の値

を推計することができます。 

 

店舗 Aのエネルギー使用量＝
⑤

③②
＝343,000kWh/年 

 

○店 
○○○㎡ 

△店 

△△△㎡ 

エネルギー ※※※kWh／年 
エネルギーの把握不可能 

原単位の活用 
原単位＝※※※kWh／年÷△△△㎡ 
 

○○○㎡ 

△△△㎡ 
○店のエネルギー使用量＝※※※kWh× 
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5.3  Q&A 
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125 

【１．報告書の提出主体】 

Q１－１．事業所等における地球温暖化対策報告書（以下「報告書」という。）の提出者は、誰に

なりますか？ 

A１－１．事業所等における報告書の作成主体には、事業所等の所有者であるオーナー及び使用

者が該当します。テナントビルを例にとると、報告書の作成主体には、ビルの所有者及び使用

者であるテナント等が該当します。この場合、所有者については、当該ビル全体（１棟分）の

報告書を作成して提出、テナント等については、賃借等により占有している面積の範囲の報告

書を作成して提出することになります。 

 

Q１－２．テナントビルの所有者が、ビル一棟全てを使用者に賃貸している（一棟貸し）場合、

所有者からの報告書の提出は不要ですか？ 

A１－２．テナントビルの所有者が、ビル一棟全てを使用者に賃貸している場合であっても、所

有者は報告書を提出する必要があります。 

 

Q１－３．テナントビルにおいて、転貸者は報告書の提出主体となりますか？ 

A１－３．所有者とエンドユーザーであるテナント等との間に転貸者がいる場合には、転貸者も

使用者として提出主体となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１－４．連結決算対象の子会社などのグループ会社は、どのような単位で届け出る必要があり

ますか？ 

A１－４．子会社などのグループ会社であっても、法人単位で報告書を提出してください。 

 

Q１－５．地球温暖化対策報告書制度では、テナントも報告書の提出対象となると思いますが、「消

化仕入れ契約」や「業務委託契約」により事業を運営している事業者は、当該契約により使用

している部分について地球温暖化対策報告書の提出が必要ですか？ 

（所有者）     （使用者）     （使用者） 
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A１－５．賃貸借契約において借り受けた区画については、賃借事業者の報告書提出対象事業所

等に該当します。また、賃貸借契約の有無にかかわらず、一定の区画を使用して事業を行う場

合であって、かつ、その区画の使用者が対外的に自己の名（商号・屋号等）を掲げて事業を営

む場合には、その使用者の報告書提出対象事業所等に該当します。「消化仕入契約」、「業務委

託契約」が上記のような実態を持つものであれば、これらの契約に基づき事業を運営している

事業者が使用している部分については、この事業者の報告書提出対象事業所等に該当します。 

 

Q１－６．自社では不動産を所有せず、全ての事業所を所有者である資産管理会社から賃借して

いる場合は、報告書は資産管理会社のみが作成すればよいですか？ 

A１－６．各事業所は、所有者である資産管理会社及び使用者である賃借事業者の両者が報告書

提出対象事業所等に該当します。したがって、所有者である資産管理会社及び使用者である賃

借事業者の両者から、それぞれ報告書を提出いただくことになります。 

 

Q１－７．店舗と住居の複合用途の物件である場合、共用部のエネルギー使用量等については、

所有者の報告範囲に含みますか？ 

A１－７．住居の用途に供する部分については、報告の対象外となりますが、店舗のために専用

に設けられている共用部分がある場合には、所有者はその共用部分も含めた範囲が報告対象と

なります。 

 

Q１－８．既に「地球温暖化対策計画書制度」で報告している事業所は、「地球温暖化対策報告書

制度」で重複して報告する必要がありますか？ 

A１－８．年間の原油換算エネルギー使用量が、1,500kL以上の大規模事業所は、「地球温暖化対

策計画書制度」の対象となりますので、報告書制度に重複して報告する必要はありません。本

制度では、「指定地球温暖化対策事業所」及び「特定テナント等事業所」に該当する事業所等

を除いた、都内に設置する全ての中小規模事業所（年間の原油換算エネルギー使用量が30ｋL

以上1,500ｋL未満）が合算の対象となります。そのため、指定地球温暖化対策事業所内の特定

テナント等事業所以外の中小規模のテナント等は、報告書制度の対象となりますのでご注意く

ださい。 

 

Q１－９．大規模事業所と中小規模事業所を所有する事業者の場合、「地球温暖化対策計画書」も

提出し、「地球温暖化対策報告書」も提出するということはありますか？ 

A１－９．計画書制度と報告書制度に該当する事業所等を所有又は使用する事業者の場合は、そ

れぞれの制度への提出が必要となります。 

 

Q１－１０．中小規模事業所の地球温暖化対策報告書制度においても、大規模事業所の地球温暖

化対策計画書制度同様に、物件毎に届出者の選択が可能ですか？ 

A１－１０．地球温暖化対策報告書制度は、地球温暖化対策計画書制度と異なり、提出事業者の
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選択はできません。事業所等を所有又は使用している者が複数いる場合には、当該事業所等は、

それぞれの事業者の報告書提出対象事業所に該当します。 

 

Q１－１１．信託物件における地球温暖化対策報告書の提出者は、誰になりますか？ 

A１－１１．信託物件であっても、事業所等の所有者及び使用者が報告書の提出主体となります。

信託物件における所有者は、登記上の所有者（信託銀行など）になります。テナントビル同様、

転貸者及びエンドユーザーであるテナント等も提出主体になりますが、信託物件の管理運用や

指図の権限の委託を受けた事業者については、本制度における使用者には該当しません。 

 

Q１－１２．区分所有の場合は、誰が報告書を提出すればよいですか？ 

A１－１２．区分所有者は、それぞれの区分所有の範囲について報告書を提出する主体になりま

す。したがって、複数人の区分所有者によって所有される事業所等については、それぞれの区

分所有者から報告書が提出されることになります。 

 

Q１－１３．区分所有の物件の共用部分について、管理規約等で定めた負担割合がある場合は、

どのように報告すればよいですか？ 

A１－１３．区分所有における所有部分のエネルギー使用量等と、共用部分の負担割合に応じて

算出した共用部分のエネルギー使用量等を合算して報告ください。共用部分が負担割合で決め

られている場合、共用部分全体のエネルギー使用量等に負担割合を乗じて推計により共用部分

のエネルギー使用量等を算定して差し支えありません。 

 

Q１－１４．共有の場合は、誰が報告書を提出すればよいですか？ 

A１－１４．共有者は、自己の共有持分割合に応じて報告書を提出する主体になります。したが

って、３人の共有者によって所有される事業所等については、それぞれの所有者から報告書が

提出されることになります。 

 

 

【２．任意提出と義務提出の要件】 

Q２－１．地球温暖化対策報告書の提出が義務となるかどうかの判断は、どのようにすればよい

ですか？  

A２－１．法人単位で事業所等（年間のエネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満）のエネルギー

使用量を合算して3,000kL以上になった場合は報告書の提出が義務付けられます。この判断は

各事業所において行っていただき、都から提出義務についての指定行為はありません。また、

都が実施する調査において、義務提出事業者でありながら地球温暖化対策報告書を提出してい

ない事業者であることが判明した場合には、義務違反者として指導の対象となります。 

Q２－２．前年度の原油換算エネルギー使用量の算定結果が3,000kLを下回った場合は義務提出要

件に該当しないと思うのですが、自己判断で報告書を提出しなかったことで、義務提出対象事
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業者なのに提出しなかった事業者と間違われる可能性はありますか？ 

A２－２．事業者として複数の事業所等を合算したエネルギー使用量が3,000kLを上回り提出義務

となるかの判断は、事業者自ら設置している事業所等の前年度のエネルギー使用量を集計した

結果によることになります。東京都は、事業所等における年間のエネルギー使用量を必要に応

じて確認する、という形で義務の履行状況を把握していきますので、その際に前年度の原油換

算エネルギー使用量が3,000kLを下回る算定結果を提示していただき、その妥当性が確認され

れば、義務提出対象事業者なのに提出しなかった事業者と間違われるということはありません。

ご心配な場合は事前にご相談ください。 

 

Q２－３．今までは年間の原油換算エネルギー使用量の合算値が3,000kL以上であり、報告書の義

務提出者であったが、昨年度は3,000kLを下回った場合、報告書の提出が義務ではなくなるが、

なにか手続が必要ですか？ 

A２－３．報告書の提出義務を免れるためには、義務要件に該当しなくなったことについて知事

の確認を受ける必要があります。具体的には、3,000kL/年を下回った年度の地球温暖化対策報

告書を提出し、知事から「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書」を受領する

ことによって義務の免除となります。ただし、「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確

認通知書」を受領した年度を含め、再び、都内の事業所等の年間のエネルギー使用量の原油換

算値の合計が3,000kL/年以上になった場合には、再度義務が課されます。 

 

Q２－４．一つのビルに自己の営業所と支店が違うフロアに別々に入っています。この場合、２

つを合わせれば30kL/年を超えますが、個々では30kL/年未満です。この場合は、事業所として

の扱い方はどのようになりますか？ 

A２－４．同一のビルに複数のフロアを借りている場合、その複数のフロアが同じ名前の営業所

などのように対外的に一体性を持っている場合は、複数のフロアを合わせて１事業所として扱

うことになります。 

・別の事業所となる例：A事業者の首都圏支社と東京営業所が同一ビルの別フロアに存在する場

合 

・１つの事業所となる例：A事業者東京営業所の管理部と営業部が同一ビルの別フロアに存在す

る場合 

 

 

A 事業者 

B 事業者 

A 事業者 首都圏支社 

東京営業所 

別の事業所 

A 事業者 

A 事業者 

B 事業者 

管理部 

営業部 
東京営業所 

1 事業所 

それぞれで 30kL/年以上 合算して 30kL/年以上 
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【３．対象事業所等の該当・非該当】 

Q３－１．税法上の事業所と条例に基づく地球温暖化対策報告書の事業所等は、違うものですか？ 

A３－１．地球温暖化対策報告書の提出対象となる事業所等は、あくまで東京都の都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」という。）、同条例施行規則及び地

球温暖化対策指針等でその要件が定められており、同一事業所について所有者及び使用者の双

方が提出主体となるなど、税法上の事務所・事業所の取扱いとは異なります。地球温暖化対策

報告書制度における事業所等の扱いについては、東京都の環境確保条例、同条例施行規則及び

地球温暖化対策指針等に基づき判断をお願いします。 

 

Q３－２．リースバック方式の賃貸建物を所有している場合、この建物については、報告対象に

なりますか？ 

A３－２．リースバック方式の賃貸建物であっても、これを所有する事業者の報告書提出対象事

業所等に該当します。なお、リースバック方式で建物を借り受けている事業者も、当該賃貸建

物の使用者として、報告書を提出する主体となります。 

 

Q３－３．A社が、所有するホテル等の事業所をB社に運営委託を行っている場合、当該事業所に

係る報告書の提出主体は、どちらの事業者になりますか？ 

A３－３．所有と運営が異なる場合、ホテル等の事業所がA社の名称であれば、A社が当該事業所

等を所有するものとして報告書の提出主体となり、一方でB社は対象とはなりません。ただし、

B社が対外的に自己の名を掲げてホテル事業等を行っている場合には、事業所等を使用してい

るものとしてB社も報告書の提出主体になります。いずれの場合にも、所有者は地球温暖化対

策報告書の提出主体となりますので注意が必要です。 

 

 

Q３－４．無人の施設（通信施設、駐車場など）は、報告書の対象の事業所等にあたりますか？ 

A３－４．報告対象となる事業所等について、有人・無人の区別はありません。無人であっても

事業所等に該当する場合には、当該事業所等を設置する事業者の報告書提出対象事業所等に該

当します。例えば、建物等が存在する場合、無人の通信施設、駐車場、ポンプ所などについて

も報告対象となります。 
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Q３－５．工事現場の仮設事務所、マンションの仮設展示場など、仮設の建物は、報告書の対象

に当たりますか？ 

A３－５．仮設の建物等（工事現場の仮設事務所、マンションの仮設展示場など）については、

報告書の提出対象にはなりません。ただし、常設の住宅展示場など、「常設」を前提にしてい

る建物等については、報告書の提出対象事業所等に該当します。 

 

Q３－６．他者が設置するデータセンターを利用している場合、当該データセンターの利用者も

報告書の提出が必要になりますか？ 

A３－６．データセンターを運営する事業者へ委託し、自らが設置する事業所等とは別の場所に

所在するデータセンターを利用する場合においては、当該データセンターは、利用者の報告書

提出対象事業所等に該当しません。ただし、データセンターの一定の区画を借り受け、自らそ

の設備を据え置く場合などは、当該借り受け区画が、利用者の報告書提出対象事業所等に該当

することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q３－７．老人福祉施設などの居住部分の扱いはどのようになりますか？ 

A３－７．マンション同様、部屋の管理を入所者が行い、計量器等においてエネルギー使用量が

明確に区分できる場合などは、当該部屋について住居用施設として報告対象から除外すること

ができます。なお、共用部などの住居用以外の部分などは住居の用に供する場所ではないため、

報告対象となります。 

 

Q３－８．大規模事業所を区分所有して他の事業者へ賃貸しているのですが、この大規模事業所

内のテナント部分は、地球温暖化対策報告書制度の合算対象となりますか？ 

A３－８．大規模事業所を区分所有している所有者は、地球温暖化対策計画書制度の対象となる

指定地球温暖化対策事業所の所有者でもあるため、報告書制度においては提出義務の主体とは

なりません。ただし、大規模事業所内のテナントは、事業所等の使用者として報告書の提出対

象となります。なお、特定テナント等として指定されている場合は報告書提出対象事業所等か

ら除かれます。 

 

 

データセンター 

対象外 

データセンターの

利用のみ 

借り上げ 

データセンター 

借上部が対象 

自らのサーバー

設置 
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Q３－９．自社所有の大規模事業所に他社テナントが入るなどで自社使用部分が1,500kL未満とな

る場合は報告書制度の対象となりますか？ 

A３－９．所有の範囲が使用の範囲を上回る場合には、所有の範囲を報告書提出対象事業所等と

します。この場合、所有の範囲で原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上の事業所とな

るため、当該事業所は報告書の提出対象ではなく地球温暖化対策計画書の対象となります。  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Q３－１０．報告範囲の判断の基準は、どのようにすればよいのでしょうか？ 

A３－１０．報告範囲は、建物の全部、建物の一部（テナント）、建物の一部（その他）に分類さ

れます。建物全てを事業所として所有または使用している部分を報告する場合は「建物の全部」

を選択します。建物の一部をテナントとして使用している部分を報告する場合は「建物の一部

（テナント）」を選択します。また、建物の一部を区分所有している部分を報告する場合や、

共有している部分を報告する場合は、「建物の一部（その他）」を選択してください。 
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Q３－１１．報告範囲の主たる用途の判断の基準は、どのようにすればよいのでしょうか？ 

A３－１１．報告範囲内で延床面積の５０％を占める用途を選択します。様式の選択肢にありま

す「事務所・商業施設（物販）・商業施設（飲食）・工場」の４用途のいずれにも該当しない用

途（例：公園施設、学校、病院、ホテル等）が５０％を占める場合は、「その他」を選択しま

す。１つの用途で５０％を占めるものがない場合は「複合施設」を選択します。 

 

Q３－１２．連鎖化事業において、複数の加盟店を有する法人が加盟者である場合、この加盟法

人が加盟店とそれ以外の自己の事業所等を合わせて報告書を提出する場合、本部は当該加盟者

が設置する加盟店分を報告する必要はないということでよいですか？ 

A３－１２．連鎖化事業において、複数の加盟店を有する事業者が加盟者である場合、この加盟

法人が加盟店とそれ以外の自己の事業所等を合わせて報告書を提出する場合においても、本部

は当該加盟法人が設置する加盟店分を報告する必要があります。 
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【４．自治体における対象事業所等】 

Q４－１．区役所の本庁舎の中に、教育委員会や財団法人の事務スペースがある場合、区長部局

の報告から除外してよいですか？ 

A４－１．区役所の本庁舎全体が区の所有であるならば、区長部局分として本庁舎全体が報告書

提出対象事業所等に該当します。また、この例の場合、本庁舎の一部を使用している教育委員

会、財団法人も、それぞれ使用している部分について報告書を作成する主体となります。 

 

Q４－２．指定管理者制度を利用して、市の施設の管理を行っていますが、その場合、報告書の

提出者は誰になりますか？ 

A４－２．地球温暖化対策報告書制度の対象となる事業者は、中小規模事業所の所有者又は使用

者になります。自治体が施設の所有者であれば、その施設の報告書の作成・提出者になります。

使用者においては、契約の実態によっても異なりますが、施設を賃借している又は、事実上賃

借と同様の使用の権限がある場合には、使用者となります。 

 

Q４－３．学校については、誰が報告書の提出主体になりますか？ 

A４－３．学校については、当該学校施設の設置、管理及び廃止に関する権限を有している教育

委員会が報告書を提出する主体となります。 

 

Q４－４．公園を報告する場合の報告範囲はどうなりますか？ 

A４－４．公園の所有者は、公園内の建物等を核として、エネルギーの管理連動性がある公園内

施設（街路灯など）を含めた範囲を報告範囲とします。また、公園内の建物等の設置者が公園

の設置者と異なる場合は、建物等の設置者も当該施設について報告書を作成し提出することに

なります。 

 

Q４－５．街路灯などは事業所等に該当しますか？ 

A４－５．事業所とは建物又は施設を指しますが、公道に単体で設置されている街路灯は建物又

は施設に該当しないため、事業所等に該当しません。ただし、例えば、遊園地などの施設内に

設置されている街路灯などは、施設全体のエネルギー使用量に含めて報告していただくことに

なります。 

 

 

【５．エネルギー使用量等の把握】 

Q５－１．テナントビルのエネルギー使用量のうち、所有者が報告する範囲と、テナント等の使

用者が報告する範囲にはそれぞれ何が含まれますか？ 

A５－１．テナントビルの所有者が報告するエネルギー使用量は、テナントビル全体のエネルギ

ー使用量です。その際にはテナント部分の使用量（テナントが独自契約している都市ガスや水

道等を含む）についてもあわせて報告してください。一方、テナント等の使用者はテナント占
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有部分の使用量を報告してください。 

 

Q５－２．電気使用量は昼夜間別で集計する必要がありますか？ 

A５－２．電気使用量について昼間夜間を分離した集計が可能な場合（例：契約メニューに季節

別時間帯別電力が含まれる場合）は、電気の使用量を昼夜間別に記載してください。昼間夜間

の使用量が分離できない場合は「その他の買電」欄に記載してください。 

 

Q５－３．熱供給を受けていて、他に使用するエネルギーを把握していたら、地球温暖化対策報

告書（その２）に示すエネルギー使用量を記載する欄が足りません。エネルギー使用量の多い

順に記載していけばよいですか？ 

A５－３．地球温暖化対策報告書（その２）には、エネルギー使用量の記載欄があり、電力、都

市ガス以外のエネルギー使用量の記載には、燃料及び熱の「その他」の欄を使用してください。

なお、記載欄が足りない場合には、まず、熱供給（温水、蒸気、冷水）の使用量を合算し、１

本化して記載し、残りの３欄でその他のエネルギー使用量を記載してください。それでも欄が

足りない場合には、個別にご相談していただくようお願いします。 

 

Q５－４．ビルのテナントですが、ビルの所有者からエネルギー使用量を入手しましたが、「ＧＪ」

と記載してあり、燃料の種類が解りません。地球温暖化対策報告書（その２）にはどのように

記載すればよいですか？ 

A５－４．入居しているビルの所有者にビルで使用するエネルギーの種類について確認する必要

があります。「ＧＪ」が熱供給の量の単位ではない場合には、使用しているエネルギー種別の

使用量の比率で按分して、単位発熱量で割り返して固有単位あたりの使用量を求めて、原油換

算エネルギー使用量や二酸化炭素排出量を計算してください。 

 

Q５－５．地球温暖化対策報告書（その２）に記載するエネルギー使用量や二酸化炭素排出量は、

小数点以下を四捨五入して計算すれば良いですか？ 

A５－５．地球温暖化対策報告書（その２）には、原則として「３．二酸化炭素排出量の内訳」

の欄は、端数処理をしませんので、数字が収まるように少数点以下第４位を切り捨て、第３位

まで記載するようにしてください。なお、「２．原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排

出量」の欄への記載は、小数点以下を切り捨て、整数で記載してください。＊地球温暖化対策

報告書作成ツールを利用していただければ、自動計算します。 

 

Q５－６．事業所にエネルギー等供給会社からの請求書が届いていない場合はどうすればよいで

すか？ 

A５－６．複数の事業所等を運営している場合、エネルギー等供給会社からの請求については、

本社等へ一括して請求している場合もありますので、本社等に確認するとともに、必要に応じ

て契約しているエネルギー等供給会社に確認するなど、事業所等のエネルギー等使用量の把握
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を行ってください。 

 

Q５－７．エネルギー等供給会社からの請求期間が年度に合致しない場合はどうすれば良いです

か？ 

A５－７．エネルギー等供給会社からの請求書で確認する場合など、１２ヶ月分のエネルギー使

用量の請求期間が4/1～3/31に合致しないときには、１２ヶ月分の請求書が揃っていれば、エ

ネルギー等供給会社の請求期間の使用量で問題ありません。（例えば3/15～4/14使用分が、「４

月使用分」として請求されている場合には、４月分として取り扱って構いません。） 

 

Q５－８．エネルギー等供給会社の検針値とは別に自ら設置した計量器によるエネルギー使用量

がある場合はどちらの使用量を用いればよいですか？ 

A５－８．エネルギー使用量等の管理のために自ら設置した管理用の計量器がある場合には、エ

ネルギー等供給会社の請求書等に代えて、その計量器によりエネルギー等使用量を把握しても

差し支えありません。ただし、都が調査によりエネルギー等使用量の確認を行う場合には、エ

ネルギー等供給会社からの請求書等により確認していきますので、請求書等についても保管す

るようにしておいてください。 

 

Q５－９．エネルギー使用量の推計方法については、東京都地球温暖化対策指針に記載がありま

すが、合理的な方法であれば記載されている方法によらなくてもよいですか？ 

A５－９．エネルギー使用量は原則として計量器による把握が望ましいですが、指針には、特定

の実績値を基に推計する方法も示しています。指針で示す推計方法の枠内において合理的な方

法による推計を行ってください。なお、推計を行った場合は報告書に推計の根拠となる資料を

添付してください。 

 

Q５－１０．水道使用量は、報告項目には含めないということでよいですか？ 

A５－１０．上下水道の使用量は、報告書の提出義務の有無の判断（原油換算エネルギー使用量

の合計が3,000kL以上）に含めるものではありませんが、報告書へ記載する項目になっていま

す。これは上下水道の使用量が大きなウエイトを占めている業種や事業所等もあり、上下水道

の使用量を削減していくことは、温暖化対策を推進していく上で、大変重要なものと考えてい

るためです。 

 

Q５－１１．エネルギー使用量の報告について「自動車、鉄道、船舶、航空機の運行又は運航に

伴うものは除く」とありますが、営業用車両また、構内移動用車両や荷積卸用等の特殊車両で

使用するガソリン等の使用量は、対象外としてよいですか？また、特殊車両が電動であった場

合、その電力使用量は、事業所の使用量から差し引くのですか？現状は、分離することが難し

いです。 

A５－１１．営業用車両等の事業所外で使用する車両（ナンバープレートがあるもの）に伴う燃
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料等の使用量については、地球温暖化対策報告書のエネルギー使用量算定には含める必要はあ

りません。事業所内で使用する構内用車両（フォークリフトやターレー等）については、報告

書に記載するエネルギー使用量の算定に含めてください。 

 

Q５－１２．報告対象から住居用に伴うエネルギー使用量は除くとありますが、社宅や社員寮も

住居に使用する部分と考えてよいですか？また、同一事業所内に住居区画が混在している場合

はどのように報告すればよいですか？ 

A５－１２．社宅や社員寮は住居に使用する部分にあたりますので、エネルギー使用量の報告範

囲には該当しません。同一事業所内に住居区画がある場合は、住居区画は除き、事業用として

使用する範囲についてのみ報告範囲に該当します。 

 

Q５－１３．分社・譲渡等により、年度の途中で事業所を所有する会社が変更になった場合には、

事業所等のエネルギー使用量の把握はどのように行えばよいですか？ 

A５－１３．分社・譲渡等により、新たに事業所を所有することになった事業者は、当該事業所

を所有した日以降のエネルギー使用実績を報告してください。また、事業所を所有しなくなっ

た事業者は、当該事業所の所有が終了した日までのエネルギー使用実績を報告してください。 

      

4/1 3/311/1

A社

B社

A社報告範囲 B社報告範囲

例：A社が所有する物件

を1月1日付けでB社に譲

渡した場合、A社及びB

社の報告範囲は左図の

ようになる。

甲事業所甲事業所

A社所有 B社所有

譲渡した日

 

   

なお、報告書の提出が義務となっている事業者が、合併、倒産等により消滅してしまう場合

には、その旨を東京都に相談してください。 

 

Q５－１４．地球温暖化対策報告書作成ハンドブック（本編）の「単位発熱量および排出係数一

覧」では、都市ガスの単位発熱量の換算係数が45.0GJ/千Nm3となっていますが、総量削減義務

制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインでは、ガス会社によっては換算係数が

異なります。本制度では、45.0GJ/千Nm3とは異なる換算係数を使用することは認められますか？ 
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A５－１４．地球温暖化対策報告書制度で使用する係数は、条例に伴う告示で定められた値を用

いており、「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライ

ン」等と同様のもので、地球温暖化対策報告書作成ハンドブック（本編）に分かりやすく一覧

表にまとめたものです。したがって、明確な根拠があれば事業者側で設定した係数を使用いた

だいて構いません。 

 

Q５－１５．場内に排熱を利用した自家発電設備があります。この場合の使用量は、発電した電

気も報告対象になりますか？ 

A５－１５．事業所内の自家発電設備で発電された電気の量は、エネルギー使用量としては、計

上しません。自家発電設備に供給するエネルギー使用量又は、排熱を利用しているのであれば、

排熱を発生させている設備に供給しているエネルギー使用量など、事業所の外から供給された

エネルギー使用量が報告対象となります。 

 

Q５－１６．学校や工場のように、同一の敷地内に複数の建物等が存在する場合は、エネルギー

使用量の報告はどのように行えばよいですか？ 

A５－１６．同一敷地内に複数の建物等が存在する場合は、それらの建物等について、エネルギ

ー管理の連動性があると判断される場合は、１つの事業所として報告してください。また、隣

接する建物についても、原則として、同一の事業所範囲の扱いとなります。 

       

A棟

B棟

受電点が共通

C棟

D棟

 

 

 

 

 

 

Q５－１７．事業所等の報告年度のエネルギーの使用期間は、４月１日から翌年３月３１日まで

事業を継続して初めて１年度分と報告するのでしょうか？ 

A５－１７．年度初や年度末に数日間事業所等を使用していなくても、報告年度期間に継続して

エネルギーを事業に使用していた場合は１年度分として報告してください。年度の途中に一時休

業した場合、年度の途中で事業所を開始または閉鎖した場合等、事業等を継続していない期間が

一定程度以上ある場合は、１年未満と報告してください。 

受電点など、エネルギー供給事業者からのエネルギー供給を受ける地点が同一である、又

は熱供給施設で導管を連結している状態を、「エネルギー管理の連動性がある」という。 
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【６．報告書の作成と取りまとめ】 

Q６－１．原油換算エネルギー使用量が、年間で30ｋLを超える事業所等の場合は、その一つ一つ

の事業所等について報告書（その２）を作成しなくてはならないのですか？例えば、対象とな

る事業所等のうち、エネルギー使用状況の類似した事業所等をまとめて、報告書（その２）を

作成するということはできますか？ 

A６－１．地球温暖化対策報告書（その２）につきましては、事業所等ごとに１枚の作成となり

ます。いくつかの事業所等を合算して報告書（その２）を作成することはできません。 

 

Q６－２．多くの事業所を設置する事業者に対して、報告書の作成を支援し、内容の記載及び確

認を一覧で行えるような方法又はツールはありますか？ 

A６－２．地球温暖化報告書の作成が簡単に行える、地球温暖化対策報告書作成ツール及びその

操作マニュアルを環境局のホームページからダウンロードしていただくことができます。 

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

   この報告書作成ツールで作成したデータは、CD-Rなどの媒体に保存した形で提出することが

できます。ただし、その場合でも報告書提出書は紙に印刷して代表者印を押印のうえ提出する

必要があります。 

 

Q６－３．本社が都外にある場合の取りまとめはどこが行うのですか？ 

A６－３．本社が都外にある場合であっても、基本的には本社で取りまとめていただき、法人の

代表者の氏名を記入・押印した提出書とともに地球温暖化対策報告書を提出してください。た

だし、本社に代わり東京都を管轄する支社等がある場合は、支社等で取りまとめていただいて

も差し支えありません。（この場合、本社等の名称、所在地、代表者氏名の下に、支社の名称、

所在地、代表者氏名を記載し、代表者印に代えて、支社の代表者印を押印して提出することも

できます。） 

 

Q６－４．地球温暖化対策報告書作成ツールを使わないで、電子データにより報告をすることは

可能ですか？その場合、報告書の様式と同様のものを、Excel又はword等で作成し、PDF形式等

で提出することは認められますか？ 

A６－４．地球温暖化対策報告書作成ツールにより作成した電子データ以外で電子データの形式

で提出を希望される場合は、作成ツールにより作成した電子データの場合と同様に、ＣＤ等に

電子データを保存して、地球温暖化対策報告書（紙）とともに、ご提出ください。 

 

Q６－５．信託会社等は、信託法において受託している事業所と、支店などの固有不動産との分

別管理義務が課されています。また、信託不動産の管理に係る指図権は、受益者等が有してい

るため、受託者自ら直接省エネ対策を実施することはできません。従って、報告書（その２）

については、「信託不動産」「固有不動産」の別を公表事項として記載のうえ提出できますか？ 
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A６－５．信託不動産と固有不動産を明確に分けたいということであれば、報告書（その２）へ

の記載について、公表事項となる特記事項欄に当該「信託不動産」「固有不動産」の別を記載

することを妨げるものではありません。 

 

Q６－６．地球温暖化対策メニューは事業者側で選択して実施する位置づけなのですか？また実

施状況の確認についてはどのように行うのですか？ 

A６－６．地球温暖化対策メニューは指針に示した対策メニューから事業者が業種やその特性に

応じて選択して実施していただくことを想定しています。なお、都は、指針の対策メニューの

中からまず取り組んでいただきたい重点対策を示していきます。報告書においては、都が示し

た重点対策の実施状況を報告していただくとともにさらに進んだ取組がある場合にも報告し

ていただきたいと考えています。 

  実施可能な地球温暖化対策を実施しないなど、対策の推進が著しく不十分と認められる場合

は、都の指導の対象となります。また指導を受けたにもかかわらず正当な理由なくこれに従わ

ない場合には、知事は当該事業者等に対し必要な措置を実施するよう勧告することができます。 

 

Q６－７．初めて報告書を提出しますが、実績年度の目標達成の状況は記載する必要があります

か？ 

A６－７．実績年度の目標達成の状況は、原則として、前年度提出いただいた報告書の目標に関

して、翌年度の報告書で目標達成の状況を報告していただくものです。初めて提出する場合は記

載不要です。 

 

Q６－８．提出年度の地球温暖化対策の目標は、必ず定める必要がありますか？ 

A６－８．目標は、必ずしも設定する必要はありませんが、目標を設定し達成状況を確認するこ

とで継続的な温暖化対策を実施することが出来ます。 

 

Q６－９．目標値等の選択は、複数選択する必要がありますか？ 

A６－９．目標値等は、原則１個を選択し記載してください。「その他」に該当する内容の目標値

等は、特記事項に記載してください。 

 

 

【7．公表】 

Q７－１．都による報告書の公表について教えてください。 

A７－１．都に提出された報告書は、その内容を確認の上で、都のホームページに公表されます。 

 https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/ad135gcce/index.php 

 なお、義務提出事業者に加えて、任意提出事業者についても公表の対象となります。 

 

Q７－２．事業者自らの公表は、どのような方法で行えばよいですか？ 
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A７－２．公表方法については、可能な限りインターネットの利用による公表を行ってください。

（例えば、事業者のホームページへの掲載）インターネットによる公表ができない場合には、

環境報告書への掲載、都内における主たる事務所における備え置き又は掲示など閲覧時間や場

所に配慮した方法による公表も可能です。 

      
 

Q７－３．義務提出事業者による公表について、公表の開始時期や期限を教えてください。 

A７－３．義務提出事業者による公表は、報告書提出後、遅滞なく行ってください。（条例第８条

の24 第１項に規定）また、公表は、報告書を提出した日が属する年度の翌年度から起算して、

３箇年度の終了する日まで公表してください。（例えば、令和元年度に提出した報告書につい

ては、令和元年度中に速やかに公表していただき、令和４年度末まで継続して公表しておかな

ければなりません。） 

 

【８．その他】 

Q８－１．地球温暖化対策報告書制度においては、大規模事業所（地球温暖化対策計画書制度）

と同じように削減義務が課されていますか？ 

 A８－１．地球温暖化対策報告書制度では、大規模事業所の地球温暖化対策計画書とは異なり、

削減義務はありません。ただし、都が提示する重点対策を技術的かつ経済的にも実施可能であ

るにも関わらず実施しない場合などには指導を行い、それに従わないときは、知事からの勧告、

事業者名の公表などを行います。 

 

Q８－２．地球温暖化対策報告書の提出が義務となった場合、事業所等にエネルギー管理士など

の資格をもった者を配置しなければなりませんか？ 

A８－２．条例では、地球温暖化対策を推進するための組織体制を整備すべき努力義務が規定さ

れていますが、地球温暖化対策報告書制度において、事業所等にエネルギー管理士などの有資

格者を配置しなければならないというような義務はありません。 

 

Q８－３．地球温暖化対策報告書制度の対象事業者は、中小企業のみに限定されますか？ 

A８－３．本制度は、事業所等ごとのエネルギー使用量に着目して、原油換算エネルギー使用量

が、年間で1,500kL未満の事業所等が対象です。事業者の資本金等に着目した分類ではありま

せんので、大企業でも報告書の提出対象になります。 
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Q８－４．省エネ法で届出をした場合も、東京都の地球温暖化対策報告書を提出しなければなり

ませんか？また、省エネ法の算定結果と地球温暖化対策報告書での算定結果が異なるケースは

ありますか？ 

A８－４．地球温暖化対策報告書制度は、省エネ法とは別の制度となっていますので、省エネ法

で届出をした場合でも、都の条例に基づき地球温暖化対策報告書の義務提出要件に該当すれば、

報告書の提出が義務づけられます。また、一部、エネルギー使用量の把握の範囲や、CO2排出係

数など異なる部分もございますが、制度趣旨をご理解の上、ご協力いただくようお願いします。 

 

Q８－５．地球温暖化対策報告書作成ハンドブック（本編）に示す原油換算係数や表2.1「単位発

熱量および排出係数一覧」は、省エネ法の定期報告書の作成で使用する数値と同じですか？数

値が異なる場合、なぜ国と同じ数値を使用しないのですか？ 

A８－５．地域性を考慮して都独自で係数等を定めているため、省エネ法の係数とは一部異なっ

ております。 

 

Q８－６．オーナーは、テナントが独自使用しているエネルギー使用量も把握しなければならず、

関係する事業者は情報提供等の協力を行うことになるということですが、協力を求めたことに

関する証拠を何か残しておく必要はありますか？また、協力を求めなかった場合、もしくは、

協力を拒否した場合に罰則はありますか？ 

A８－６．条例第５条の５第３項において、温室効果ガス排出事業者が地球温暖化対策を実施す

るに当たって、他の事業者は協力するよう努めなければならない旨定められています。情報提

供等の協力依頼は、その状況について都が実態を把握、確認することができるよう、書面で行

うことが望ましいといえますが、書面でのやりとりを強制するものではありません。都は、オ

ーナーとテナントの協力の実態等を踏まえ、必要に応じて指導や勧告を実施していきます。 

 

Q８－７．テナントビル等の所有者（オーナー）がテナントに対して提供しなければならない情

報は、具体的にはどのようなものですか？ 

A８－７．オーナーからテナントへ提供すべき情報とは、当該テナントフロアで使用されている

電気の使用量、テナントの空調のエネルギー使用量やビル全体のエネルギー使用量等、テナン

ト事業者が、エネルギー使用量等の算出や地球温暖化対策報告書の作成に必要とする情報です。 

 

Q８－８．報告書の提出には、燃料等の購入伝票をすべて保存し、添付しなくてはならないので

すか？保存が必要な場合には、何年間保存しないといけないのですか？ 

A８－８．本制度では、報告書の提出の際に、燃料等の購入伝票等を添付する必要はありません。

ただし、立入調査の際には、報告書に書かれたエネルギー使用量等の算出根拠として、購入伝

票等を見せていただくことがあります。 

 

Q８－９．都内に複数の中小規模事業所を設置している事業者ですが、社において、出先の事業
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所巡回などの際、自動車の使用の抑制に努めています。そのような取組を報告書に記載するこ

とはできますか？ 

A８－９．報告書制度は、事業所等における地球温暖化対策を求めるもので、エネルギー使用量

の把握に自動車の使用は含まれませんが、特筆すべき取組がある場合には、報告書の特記事項

欄に記載していただいて構いません。 

 

Q８－１０．報告書を提出しなかった場合に罰則はありますか？ 

A８－１０．報告書の提出が義務となる事業者が報告書を提出しなかった場合は、報告書を提出

するよう勧告を行います。正当な理由なくこの勧告に従わなかった場合は、その旨を公表しま

す。 

 

Q８－１１．事業所Aは、特定（指定）地球温暖化対策事業所であるが、前年度までの３か年度連

続して1,500kl未満であったため、来年度から特定（指定）地球温暖化対策事業所ではなくな

ります。来年度から地球温暖化対策報告書の提出対象となるのですか？ 

A８－１１．特定（指定）地球温暖化対策事業所において前年度の原油換算エネルギー使用量が

1,000kL未満又は原油換算エネルギー使用量が前年度までの３か年度連続して1,500kl未満の

場合は、都から「特定（指定）地球温暖化対策事業所指定取消通知書」が送付されます。この

通知書を受理した年度の翌年度から、当該事業所は地球温暖化対策報告書の報告対象となりま

す。 

※「特定（指定）地球温暖化対策事業所指定取消通知書」を平成27年4月1日から平成28年3月31

日までに受理した場合は、当該事業所の平成27年度実績を平成28年度に報告することができます。 

 

Q８－１２．事業所Bは、特定（指定）地球温暖化対策事業所にテナントとして入居しており、平

成27年度は特定テナントとして「特定テナント等地球温暖化対策計画書」を提出しております

が、平成27年度末時点で、特定テナントの条件に該当しないことになりました。平成28年度か

ら地球温暖化対策報告書の報告対象となるのですか？ 

A８－１２．特定テナントの条件に該当しないことになった場合は、翌年度（この場合は平成28

年度）から地球温暖化対策報告書の報告対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H31 

.4.1 

R2.3.31 

R2 年度の報告書制度の提出対象 

特定（指定）地球温暖化対策

事業所の取消通知の受理 

特定テナントの条件

に該当しない 
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5.4  地球温暖化対策報告書の各種様式 

地球温暖化対策報告書の各種様式 

地球温暖化対策報告書提出書 

地球温暖化対策報告書（その１）表 

地球温暖化対策報告書（その１）裏 

地球温暖化対策報告書（その２）表 

地球温暖化対策報告書（その２）裏 

地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書 
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年  月 日 

東 京 都 知 事  殿 

住  所 

地球温暖化対策報告書提出書 

（ ） 

（日本産業規格 A 列 4 番） 
備考 ※印の欄には、記入しないこと。 

 

地 球 温 暖 化 対 策 報 告 書 

地 球 温 暖 化 対 策 報 告 書 を 次 の と お り 提 出 し ま す 。 

地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 
温 室 効 果 ガ ス 排 出 事 業 者 
の 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 

※受付欄 

電 話 番 号 

連 絡 先 

 

 

   

地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 
温 室 効 果 ガ ス 排 出 事 業 者 
の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 
名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 

別添のとおり 

の 規 定 に よ り 

 

 

第 １ 項 

第 ２ 項 
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 第 ８ 条 の ２ ３ 

氏  名 

法 人 に あ っ て は 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 
及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

印 
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２　報告する事業所等の全体の状況

３　報告する全事業所における合計二酸化炭素排出量の状況

４　評価の対象とする事業所等の範囲

５　評価対象事業所等における直近５か年度の状況

６　再生可能エネルギーの利用事業所数及び割合

７　評価結果

地球温暖化対策報告書（その１）

１　事業者の氏名等

事 業 者 の 氏 名
(法人にあっては名称及
び 代 表 者 の 氏 名 )

事 業 者 番 号

kl

条例第8条の23第 2項
報 告 事 業 所 数

事業所
原油換算エネルギー使
用 量 の 合 計 kl

（        年度の状況）

条例第8条の23第 1項
報 告 事 業 所 数

事業所
原油換算エネルギー使
用 量 の 合 計

年度 年度 年度 年度 年度

合計二酸化炭素排出量 t

評 価 対 象 事 業 所 等 義務提出事業所等 全事業所

合 計 延 床 面 積

合計二酸化炭素排出量

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
利 用 事 業 所 数

事業所

平均合計原単位改善率

%

%

合 計 原 単 位

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
利 用 事 業 所 率

%

地 球 温 暖 化 対 策 の
取 組 に 係 る 評 価

ランク

平 均合 計二 酸化 炭素
排 出 量 削 減 率

kg-CO2/㎡

t

㎡
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８　実績年度の目標達成の状況

９　提出年度の地球温暖化対策の目標

有

対策番号 対策名

重 点 対 策 の レ ベ ル

１１　事業者としての取組

取組方針

組織体制の
整備の状況

重点対策 その他対策

対策番号 対策名

１２　特記事項

再生可能エネルギー利用事業所率 %

そ の 他 特記事項に内容を記載

１０　地球温暖化対策のレベル

合 計 二 酸 化 炭 素 排 出 量 削 減 率 %

合 計 原 単 位 改 善 率 %

実 績 年 度 の
目 標 達 成 の 状 況

目標達成した。

目 標 の 有 無 無
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１　事業所等の概要

自己所有 他者所有

建物の全部 建物の一部（テナント） 建物の一部（その他）

事務所 商業施設（物販） 商業施設（飲食）

工場 複合施設 その他

２　原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量
①

kl

②

t

③

t

④

t

⑤

kg-CO2/m2

３　二酸化炭素排出量等の内訳

その他（LPG）

その他（灯油）

その他

⑫ ⑪ ⑬

※１　電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、

⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※２  ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

     　⑫=(⑪/電気のその他の買電（昼夜間不明の場合を含む。）の係数)×1,000　⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

合　計

公共下水道 m3

そ
の
他

水道及び工業用水道 m3

合　計

規則第５条の17第３項の場合のみなし値※２ kWh

kWh

その他の買電（昼夜間不明の場合を含む。） kWh

電
気

一般送配電事業者

の電線路を介して

供給された電気

昼間（8時～22時） kWh

その他 （　　　　　　　　　　）

燃
料
及
び
熱

都市ガス

夜間（22時～翌日8時）

（　　　　　　　　　　）

l

kg

Nm3

排出
係数

排出量※１

（t）
⑥ ⑦ ⑧=(⑥/1000)×⑦ ⑨ ⑩=⑧×⑨×44/12

二 酸 化 炭
素 排 出 原

燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当た
りの量（⑤=②×1000/事業所等の延床面積）

燃料等の種別
推計
の

使用
単位

使用量 係数
熱量
（GJ）

二酸化炭素排出量

連鎖化事業区分

二 酸 化 炭
素 排 出 量

燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量（②=⑮）

水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に
伴って排出される二酸化炭素の量（③=⑯）

総　計（④=②+③）

証書による環境価値
の利用

前 年 度 の 報 告 内 容
か ら の 変 更 点

原油換算エネルギー使用量（①=⑭×0.0258）

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
の 利 用 状 況

再生可能エネルギー
発電設備の設置

再生可能エネルギー電
気の受入

（　　　年度の状況）

－

直営店

報告範囲の主たる用途

区 市 町 村 名

加盟店 非該当
日 本 標 準 産 業 分 類
に お け る細 分 類 番 号

事 業 所 等の 延床 面積 m2 事 業 所 等 の 実 績 年 度 の
エ ネ ル ギ ー 使 用 期 間

1年度分 1年未満

所 有 形 態

報 告 範 囲

町 名 番 地
以 下

事 業 所 等 の 所 在 地

〒

地球温暖化対策報告書（その２）

事 業 所 等 の 名 称

事 業 所 番 号 －

⑭ ⑮

⑯
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４　地球温暖化対策の実施状況

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

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

６　特記事項

目 標 の 有 無

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策

目 標 値 等 （ 選 択 ）

設備導入 対策

設備保守 対策

運 用 対 策

エ ネ ル ギ ー 等 の
使 用 状 況 の 把 握

組 織 体 制 の 整 備

重点対策 その他対策

対策番号 対策名 対策番号 対策名
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5.5  条例・規則抜粋 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号） 

及び 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成 13 年東京都規則第 34 号） 

 

≪地球温暖化対策報告書関係条文抜粋≫ 

 

条例 規則 

第一章  総則  

(目的 ) 

第一条  この条例は、他の法令と相まっ

て、環境への負荷を低減するための措置を

定めるとともに、公害の発生源について必

要な規制及び緊急時の措置を定めること等

により、現在及び将来の都民が健康で安全

かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確

保することを目的とする。  

(定義 ) 

第二条  この条例において次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。  

一  環境への負荷  事業活動その他の人

の活動により環境に加えられる影響で

あって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。  

二  公害  環境の保全上の支障のうち、

事業活動その他の人の活動に基づく生

活環境の侵害であって、大気の汚染、

水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、

地盤の沈下、悪臭等によって、人の生

命若しくは健康が損なわれ、又は人の

快適な生活が阻害されることをいう。  

三  地球温暖化  事業活動その他の人の

活動に伴って発生する温室効果ガスが

大気中の温室効果ガスの濃度を増加さ

せることにより、地球全体として、地

表及び大気の温度が追加的に上昇する

現象をいう。  

四  温室効果ガス  二酸化炭素その他東

京都規則 (以下「規則」という。 )で定

める物質をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章  総則  

(趣旨 ) 

第一条  この規則は、都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百

十五号。以下「条例」という。)の施行について必

要な事項を定めるものとする。  

 

 

 

(用語 ) 

第二条  この規則で使用する用語は、条例  

で使用する用語の例による。  

第二章   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章  環境への負荷の低減の取組  

(温室効果ガス ) 

第三条  条例第二条第四号に規定する規則

で定める物質は、次に掲げる物質とする。 

一  メタン  

二  一酸化二窒素  

三  次に掲げるハイドロフルオロカーボ

ン  

ア  トリフルオロメタン (別名 HFC―二

三 ) 

イ  ジフルオロメタン (別名 HFC―三

二 ) 

ウ  フルオロメタン (別名 HFC―四一 ) 

javascript:void%20fnHonLink(16576,'g1011328042105151.html','TOP')


 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  一・一・一・二・二―ペンタフル

オロエタン (別名 HFC―一二五 ) 

オ  一・一・二・二―テトラフルオロ

エタン (別名 HFC―一三四 ) 

カ  一・一・一・二―テトラフルオロ

エタン (別名 HFC―一三四 a) 

キ  一・一・二―トリフルオロエタン

(別名 HFC―一四三 ) 

ク  一・一・一―トリフルオロエタン

(別名 HFC―一四三 a) 

ケ  一・二―ジフルオロエタン (別名

HFC―一五二 ) 

コ  一・一―ジフルオロエタン (別名

HFC―一五二ａ ) 

サ  フルオロエタン (別名 HFC―一六

一 ) 

シ  一・一・一・二・三・三・三―ヘ

プタフルオロプロパン (別名 HFC―二

二七 ea) 

ス  一・一・一・三・三・三―ヘキサ

フルオロプロパン (別名 HFC―二三六

fa) 

セ  一・一・一・二・三・三―ヘキサ

フルオロプロパン (別名 HFC―二三六

ea) 

ソ  一・一・一・二・二・三―ヘキサ

フルオロプロパン (別名 HFC―二三六

cb) 

タ  一・一・二・二・三―ペンタフル

オロプロパン (別名 HFC―二四五 ca) 

チ  一・一・一・三・三―ペンタフル

オロプロパン (別名 HFC―二四五 fa) 

ツ  一・一・一・三・三―ペンタフル

オロブタン (別名 HFC―三六五 mfc) 

テ  一・一・一・二・三・四・四・五・

五・五―デカフルオロペンタン (別名

HFC―四三―一〇 mee) 

四  次に掲げるパーフルオロカーボン  

ア  パーフルオロメタン (別名 PFC―一

四 ) 

イ  パーフルオロエタン (別名 PFC―一

一六 ) 

ウ  パーフルオロプロパン (別名 PFC―

二一八 ) 

エ  パープルオロシクロプロパン  

オ  パーフルオロブタン (別名 PFC―三

一―一〇 ) 

カ  パーフルオロシクロブタン (別名

PFC― c 三一八 ) 

キ  パーフルオロペンタン (別名 PFC―

四一―一二 ) 

ク  パーフルオロヘキサン (別名 PFC―

五一―一四 ) 

ケ  パーフルオロデカリン (別名 PFC―

九一―一八 ) 

五  六ふっ化いおう  
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四の二  温室効果ガスの排出  人の活動

に伴って発生する温室効果ガスを大気

中に排出し、放出し、若しくは漏出さ

せ、又は他人から供給された電気若し

くは熱 (燃料又は電気を熱源とするも

のに限る。 )を使用することをいう。  

四の三  再生可能エネルギー  太陽光、

風力その他規則で定めるエネルギーを

いう。  

 

 

 

 

 

 

 

(知事の責務 ) 

第三条  知事は、この条例の定めるところ

により、環境への負荷の低減のための必要

な措置並びに公害の発生源について必要

な規制及び緊急時の措置を講ずるほか、そ

の施策を事業者及び都民と連携して実施

し、環境への負荷の低減及び公害の防止に

努めることにより、良好な生活環境を保全

し、もって都民の健康で安全かつ快適な生

活を営む上で必要な環境を確保しなけれ

ばならない。  

２  知事は、公害の発生源、発生原因及び

発生状況を常時監視するとともに、その結

果明らかになった公害の状況を都民に公

表しなければならない。  

３  知事は、環境への負荷の低減及び公害

の防止に係る技術の開発及びその成果の

普及を行うよう努めるとともに、小規模の

事業者が環境への負荷を低減し、及び公害

を防止するために行う施設の整備等につ

いて必要な助成措置を講ずるよう努めな

ければならない。  

４  知事は、自らが事業活動を行う場合に

は、環境への負荷の低減及び公害の防止に

資する行動を率先してとるよう努めなけ

ればならない。  

(事業者の責務 ) 

第四条  事業者は、その事業活動に伴って

生ずる環境への負荷の低減及び公害の防

止のために必要な措置を講ずるとともに、

知事が行う環境への負荷の低減及び公害

の防止に関する施策に協力しなければな

らない。  

２  事業者は、環境への負荷の低減及び公

害の防止のために従業者の訓練体制その

他必要な管理体制の整備に努めるととも

に、その管理に係る環境への負荷の状況に

六  三ふっ化窒素  

 

 

 

 

 

 

 

（再生可能エネルギー）  

第三条の二  条例第二四号の三に規定する

規則で定めるエネルギーは、バイオマス（動

植物に由来する有機であってエネルギー源

として利用するこができもの（原油、石油ガ

ス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらか

ら製造される製品（以下「化石燃料等」とい  

う。）を除く。）を熱源とする、熱、水力、

地熱その他化石燃料等を熱源とする熱以外

のエネルギー（原子力を除く。）  とする。  
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ついて把握し、並びに公害の発生源、発生

原因及び発生状況を常時監視しなければ

ならない。  

(都民の責務 ) 

第五条  都民は、日常生活その他の活動に

おいて環境への負荷を低減し、及び公害の

発生を防ぐよう努めるとともに、知事が行

う環境への負荷の低減及び公害の防止に

関する施策に協力しなければならない。  

第五条の二  （略）  

(事業者等との連携及び情報提供 ) 

第五条の三  知事は、事業者、事業者で構成

する団体等と連携して、温室効果ガスの

排出の抑制のための施策を推進するとと

もに、温室効果ガスの排出の抑制のため

の知見及び技術の普及を図るため、情報

の提供その他の措置を講じるものとす

る。  

 (地球温暖化対策指針の作成 ) 

第五条の四  知事は、事業活動に伴い温室効

果ガスの排出を行っている事業者 (以下

「温室効果ガス排出事業者」という。)が、

地球温暖化の対策を推進するための指針

(以下「地球温暖化対策指針」という。 )を

定めるものとする。  

２  地球温暖化対策指針は、科学的知見、技

術水準その他の事情を勘案して作成する

ものとし、必要に応じて改定するものとす

る。  

３  知事は、地球温暖化対策指針を定め、又

は改定したときは、その内容を公表するも

のとする。  

 (地球温暖化対策の推進 ) 

第五条の五  温室効果ガス排出事業者は、地

球温暖化対策指針に基づき、地球温暖化の

対策を推進しなければならない。  

２  温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化

の対策を推進するため、地球温暖化対策指

針に定める組織体制の整備及び温室効果

ガスの排出の量の把握に努めなければな

らない。  

３  温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化

対策指針に基づき、その事業活動に係る他

の温室効果ガス排出事業者が実施する前

二項の措置について、協力するよう努めな

ければならない。  

 (勧告 ) 

第五条の六  知事は、温室効果ガス排出事業

者が、前条第一項の規定による地球温暖化

の対策の推進が地球温暖化対策指針に照

らして著しく不十分であるときは、当該事

業者に対し必要な措置をとることを勧告

することができる。  

２  知事は、前項の規定による勧告を行おう

とする場合においては、あらかじめ専門的

知識を有する者の意見を聴くものとする。 
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第二節  大規模事業所からの温室効果ガス

排出量の削減  

第一款  温室効果ガス排出量の削減  

（用語の定義 ) 

第五条の七  この節及び次節において、次の

各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

一  温室効果ガス排出量  温室効果ガス

である物質ごとに、温室効果ガス排出事

業者の事業活動に伴う温室効果ガスの

排出の量として規則で定める方法によ

り算定される当該物質の量に当該物質

の地球温暖化係数 (温室効果ガスである

物質ごとに地球温暖化をもたらす程度

の二酸化炭素に係る当該程度に対する

比を示す数値として国際的に認められ

た知見に基づき規則で定める係数をい

う。 )を乗じて得た量をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (温室効果ガス排出量の算定方法 ) 

第三条の三  条例第五条の七第一号に規定

する規則で定める方法は、別表第一に定め

るとおりとする。  

 (地球温暖化係数 ) 

第三条の四  条例第五条の七第一号に規定

する規則で定める係数は、次の各号に掲

げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各

号に定める係数とする。  

一  二酸化炭素  一  

二  メタン  二十五  

三  一酸化二窒素  二百九十八  

四  トリフルオロメタン  一万四千八

百  

五  ジフルオロメタン  六百七十五  

六  フルオロメタン  九十二  

七  一・一・一・二・二―ペンタフル

オロエタン  三千五百  

八  一・一・二・二―テトラフルオロ

エタン  千百  

九  一・一・一・二―テトラフルオロ

エタン  千四百三十  

十  一・一・二―トリフルオロエタン  

三百五十三  

十一  一・一・一―トリフルオロエタ

ン  四千四百七十  

十二  一・二―ジフルオロエタン  五

十三  

十三  一・一―ジフルオロエタン  百

二十四  

十四  フルオロエタン  十二  

十五  一・一・一・二・三・三・三―

ヘプタフルオロプロパン  三千二百二十  

十六  一・一・一・三・三・三―ヘキ

サフルオロプロパン  九千八百十  

十七  一・一・一・二・三・三―ヘキ

サフルオロプロパン  千三百七十  

十八  一・一・一・二・二・三―ヘキ

サフルオロプロパン  千三百四十  

十九  一・一・二・二・三―ペンタフ

ルオロプロパン  六百九十三  

二十  一・一・二・二・三―ペンタフ

ルオロプロパン  六百九十三  

二十一  一・一・一・三・三―ペンタ

フルオロブタン  七百九十四  

二十二  一・一・一・二・三・四・四・

五・五・五―デカフルオロペンタン  千

六百四十  

二十三  パーフルオロメタン  七千三

百九十  

二十四  パーフルオロエタン  一万二

千二百  

二十五  パーフルオロプロパン  八千
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二  特定温室効果ガス  温室効果ガス排

出量の削減が特に必要な温室効果ガス

として規則で定めるものをいう。  

三  その他ガス  特定温室効果ガス以外

の温室効果ガスをいう。  

四  特定温室効果ガス排出量  特定温室

効果ガスに係る温室効果ガス排出量を

いう。  

五  その他ガス排出量  その他ガスに係

る温室効果ガス排出量をいう。  

六  事業所  建物又は施設 (以下「建物等」

という。)(エネルギー管理の連動性を有

する複数の建物等がある場合は、これら

を一の建物等とみなし、建物等 (当該み

なされた建物等を含む。 )の所有者がそ

の近隣に建物等を所有する場合で規則

で定めるものは、当該近隣の建物等を合

わせて一の建物等とみなす。 )をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七  エネルギー管理の連動性  事業活動

に係るエネルギー (貨物又は旅客の輸送

八百三十  

二十六  パーフルオロシクロプロパン  

一万七千三百四十  

二十七  パーフルオロブタン  八千八

百六十  

二十八  パーフルオロシクロブタン  

一万三百  

二十九  パーフルオロペンタン  九千

百六十  

三十  パーフルオロヘキサン  九千三

百  

三十一  パーフルオロデカリン  七千

五百  

三十二  六ふっ化いおう  二万二千八

百  

三十三  三ふっ化窒素  一万七千二百  

 

 (特定温室効果ガス ) 

第三条の五  条例第五条の七第二号に規

定する規則で定める温室効果ガスは、二酸化

炭素 (燃料、熱又は電気 (以下「燃料等」とい

う。 )の使用に伴って排出されるものに限

る。 )とする。  

 

 

 

 

 (一の建物等とみなす近隣の建物等 ) 

第三条の六  条例第五条の七第六号に規定

する規則で定める場合は、次のいずれか

の場合とする。  

一  建物等の所有者が、当該建物等に隣接

する建物等を所有する場合 (建物にあ

っては、当該建物のうち大部分の床面

積を事務所、営業所等として使用する

テナント等事業者が当該建物に隣接す

る建物において同一である場合に限

る。 ) 

二  建物等 (前号の場合において一の建物

等とみなされた建物等を含み、当該建

物等の前年度 (指定地球温暖化対策事

業所にあっては、条例第五条の八第一

項の指定を受けた年度の前年度に限

る。)の温室効果ガスの排出の状況が第

四条第一項の要件に該当するものに限

る。 )の所有者が、道路又は水路を挟ん

で近接する建物等を所有する場合 (建

物にあっては、当該建物のうち大部分

の床面積を事務所、営業所等として使

用するテナント等事業者が当該建物に

近接する建物において同一である場合

に限る。 ) 

 

 (エネルギー管理の連動性 ) 

第三条の七  条例第五条の七第七号に規定

する規則で定める状態は、次のいずれかの
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の用に供されるエネルギーを除く。 )の

一体的な管理が可能な状態として規則

で定める状態にあることをいう。  

八から十七まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五条の十一  一（略）  

二  ア（略）  

   イ  都内削減量 (指定地球温暖化対

策 事 業 所 以 外 の 都 内 の 事 業 所 等

(事業所又は事業所内に設置する

事務所、営業所等をいう。以下こ

の節及び次節において同じ。)(当

該 事 業 所 等 に 係 る 第 八 条 の 二 十

三 の 地 球 温 暖 化 対 策 報 告 書 が 知

事に提出された場合に限る。 )に

お け る 特 定 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量

の 削 減 量 と し て 規 則 で 定 め る 方

法 に よ り 算 定 す る 量 に つ い て 知

事が認め、発行する量をいう。以

下同じ。 ) 

    ウからカまで（略）  

三  （略）  

２から４まで （略） 

第五条の十二から第八条の二十二まで （略） 

 

 

第二節の二  中小規模事業所からの温室効

果ガス排出量の削減  

 (地球温暖化対策報告書の作成等 ) 

第八条の二十三  その設置している事業所

等 (定型的な約款による契約に基づき、特

定の商標、商号その他の表示を使用させ、

商品の販売又は役務の提供に関する方法

を指定し、かつ、継続的に経営に関する

指導を行う事業であって、当該約款に、

当該事業に加盟する者 (以下「加盟者」と

いう。)が設置している事業所等における

状態とする。  

一  建物等 (主たる事業として行う地域冷

暖房の事業の用に供する熱供給施設 (以

下「熱供給事業所」という。 )又は主た

る事業として行う電気事業の用に供す

る発電所 (以下「電気供給事業所」とい

う。)を除く。)における事業活動に係る

燃料等 (燃料等の供給を主たる事業とす

る事業者から供給される燃料等を変換

することなく使用されているものに限

る。 )の全部又は一部について、当該建

物等と他の建物等とが燃料等の供給を

主たる事業とする事業者から供給を受

ける地点が同一であること。ただし、当

該地点を含まない建物等における当該

燃料等の需要が、当該地点を含む建物等

における燃料等の使用量に及ぼす影響

が著しく小さいものとして知事が別に

定める場合においては、この限りでな

い。  

二  建物等が、熱供給事業所である場合に

おいて、当該熱供給事業所と他の熱供給

事業所とが熱を供給する導管を連結し

ていること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (地球温暖化対策報告書の作成等 ) 

第五条の十七  条例第八条の二十三第一項

に規定する温室効果ガス排出量が相当程

度の範囲にあるものとして規則でその規

模の上限及び下限を定める事業所等は、

その事業所等における前年度の原油換算

エネルギー使用量が、三十キロリットル

以上千五百キロリットル未満の事業所等

(指定地球温暖化対策事業所、指定地球温
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温室効果ガスの排出に関する事項であっ

て規則で定めるものに係る定めがあるも

の (以下「連鎖化事業」という。 )を行う

者について、その加盟者が設置している

当該連鎖化事業に係るすべての事業所等

を含む。以下この条において同じ。 )(事

業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当

程度の範囲にあるものとして規則でその

規模の上限及び下限を定める事業所等に

限る。)における事業活動に伴う温室効果

ガス排出量が相当程度多い事業者として

規則で定める要件に該当した事業者 (以

下「地球温暖化対策事業者」という。)は、

当該要件に該当した年度以降、毎年度、

当該事業所等ごとに、規則で定める温室

効果ガスに係る前年度の温室効果ガス排

出量、地球温暖化の対策の取組状況等を

記載した報告書 (以下「地球温暖化対策報

告書」という。 )を、地球温暖化対策指針

に基づき作成し、規則で定めるところに

より、知事に提出しなければならない。

ただし、当該地球温暖化対策報告書の内

容により、当該要件に該当しないことを

知事が確認することができた場合にあっ

ては、この限りでない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖化対策事業所相当事業所（原油換算エ

ネルギー使用量の規模等が指定地球温暖

化対策事業所に相当する事業所であっ

て、第四条第一項ただし書又は第四条の

八第二項第二号の規定の適用があるもの

をいう。以下同じ。）、特定テナント等

事業所及び特定テナント等事業所相当事

業所（指定地球温暖化対策事業所相当事

業所の全部又は一部を使用し、かつ、床

面積又は電気の使用量の規模が特定テナ

ント等事業所に相当する事務所、営業所

等をいう。）を除く。 )とする。  

２  条例第八条の二十三第一項に規定する

規則で定める要件は、その設置している事

業所等のうち、前項の要件に該当する全て

の事業所等の前年度の原油換算エネルギー

使用量の合計が三千キロリットル以上であ

ることとする。  

３  前項の場合において、事業所等の前年度

の原油換算エネルギー使用量が不明である

ものとして地球温暖化対策指針に定める要

件に該当するときは、地球温暖化対策指針

に定める方法により算定した値を当該事業

所等の前年度の原油換算エネルギー使用量

とみなす。  

４  条例第八条の二十三第一項に規定する

規則で定める温室効果ガスは、事業所等に

おいて排出される二酸化炭素 (住居の用に

供する部分で排出されるもの及び自動車、

鉄道、船舶、航空機の運行又は運航に伴い

排出されるものを除き、燃料等、水道 (水道

法 (昭和三十二年法律第百七十七号 )第三条

第一項の水道をいう。以下同じ。)若しくは

工業用水道 (工業用水道事業法 (昭和三十三

年法律第八十四号 )第二条第三項の工業用

水道をいう。以下同じ。)の使用又は公共下

水道 (下水道法 (昭和三十三年法律第七十九

号 )第二条第三号の公共下水道をいう。以下

同じ。)への排水に伴って排出されるものに

限る。 )とする。  

 (連鎖化事業における温室効果ガスの排

出に関する事項 ) 

第五条の十八  条例第八条の二十三第一項

に規定する定型的な約款 (当該約款におい

て遵守すべきと規定されている当該約款

以外の規程を含む。 )において、加盟者が

設置している事業所等における温室効果

ガスの排出に関し定める事項は、当該加盟

者から当該事業所等における燃料等の使

用の状況に関する報告を受けることがで

き、かつ、次のいずれかの事項が指定され

ていることとする。  

一  加盟者が用いる空気調和設備の機種、

性能又は使用方法  

二  加盟者が用いる冷凍機器又は冷蔵機

器の機種、性能又は使用方法  
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２  温室効果ガス排出事業者は、毎年度、

その設置している事業所等 (その規模が

前項の上限以下の事業所等に限り、同項

の規定により地球温暖化対策報告書が提

出された事業所等を除く。 )ごとに、地球

温暖化対策報告書を、地球温暖化対策指

針に基づき作成し、規則で定めるところ

により、知事に提出することができる。  

３  地球温暖化対策事業者等 (地球温暖化

対策事業者及び前項の規定により地球温

暖化対策報告書を提出した者をいう。以

下同じ。 )は、地球温暖化対策事業者等が

実施すべき地球温暖化の対策として地球

温暖化対策指針に定める対策を推進しな

ければならない。  

 

 (地球温暖化対策報告書の公表 ) 

第八条の二十四  地球温暖化対策事業者

は、前条第一項の地球温暖化対策報告書

を提出したときは、規則で定めるところ

により、遅滞なくその内容を公表しなけ

ればならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三  加盟者が用いる照明器具の機種、性能

又は使用方法  

四  加盟者が用いる調理用機器又は加熱

用機器の機種、性能又は使用方法  

 (地球温暖化対策報告書の提出 ) 

第五条の十九  条例第八条の二十三第一項

本文及び第二項の規定による地球温暖化

対策報告書の提出は、同条第一項本文の規

定によるものにあっては毎年度八月末日

までに、同条第二項の規定によるものにあ

っては毎年度十二月十五日までに、別記第

二号様式の十四による地球温暖化対策報

告書提出書に、知事が別に定める様式によ

る地球温暖化対策報告書を添えて行わな

ければならない。  

２  前項の規定による地球温暖化対策報告

書の添付は、知事が適当と認める場合は、

これに代えて、当該地球温暖化対策報告書

に記載すべき事項を、磁気ディスク等をも

って調製するファイルに記録したものの

添付により行うことができる。この場合に

おいて、第八十二条の規定は、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (地球温暖化対策事業者による地球温暖化

対策報告書の公表 ) 

第五条の二十  条例第八条の二十四第一項

の規定による公表の内容は、事業所等ごと

に、次に掲げる事項を含むものとする。  

一  第五条の十七第四項の温室効果ガス

の前年度の排出量  

二  地球温暖化の対策の取組状況  

三  前二号に掲げるもののほか、地球温暖

化対策指針に定める事項 (経営に関する

事項その他公表することにより地球温

暖化対策事業者の競争上若しくは事業

運営上の地位その他社会的な地位が損

なわれる事項又は保安上重大な影響を

与える事項を除く。 ) 

２  条例第八条の二十四第一項の規定によ

る公表は、地球温暖化対策報告書を提出し

た日の属する年度の翌年度から起算して三

javascript:void%20fnHonLink(16576,'g1011328042105151.html','J8-23_K1')
javascript:void%20fnHonLink(16576,'g1011328042105151.html','J8-23_K1')
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２  知事は、前条第一項又は第二項の地球

温暖化対策報告書の提出があったとき

は、規則で定めるところにより、その内

容を公表するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (指導及び助言 ) 

第八条の二十五  知事は、地球温暖化対策

事業者等に対し、第八条の二十三第三項

の規定による地球温暖化の対策の実施に

ついて、必要な指導及び助言を行うこと

ができる。  

 (勧告 ) 

第九条  知事は、地球温暖化対策事業者が、

第八条の二十三第一項の規定による地球

温暖化対策報告書の提出をしなかったと

きは、当該事業者に対し、期限を定めて

その期間内に提出することを勧告するこ

とができる。  

２  知事は、地球温暖化対策事業者等が、

正当な理由なく前条の規定による指導及

び助言に従わず、かつ、第八条の二十三

第三項の規定による対策の推進が地球温

暖化対策指針に照らして著しく不十分で

あるときは、当該地球温暖化対策事業者

等に対し、必要な措置をとるべきことを

勧告することができる。  

箇年度の終了する日まで行うものとする。

ただし、知事が特に認めた場合は、これに

よらないことができる。  

３  条例第八条の二十四第一項の規定によ

る公表は、インターネットの利用による公

表、環境報告書への掲載、地球温暖化対策

事業者の都内における主たる事務所におけ

る備え置き又は掲示その他の容易に閲覧で

きる場所、時間等を配慮した方法により行

うものとする。  

 (知事による地球温暖化対策報告書の公表

等 ) 

第五条の二十一  条例第八条の二十四第二

項の規定による公表の内容は、事業所等ご

とに、次に掲げる事項とする。  

一  第五条の十七第四項の温室効果ガス

の前年度の排出量  

二  地球温暖化の対策の取組状況  

三  前二号に掲げるもののほか、地球温暖

化対策指針に定める事項 (経営に関する

事項その他公表することにより地球温

暖化対策事業者の競争上若しくは事業

運営上の地位その他社会的な地位が損

なわれる事項又は保安上重大な影響を

与える事項として知事が認める事項を

除く。 ) 

２  条例第八条の二十四第二項の規定によ

る公表は、次に掲げる方法により行うもの

とする。  

一  知事が別に定める日及び時間におけ

る環境局での閲覧  

二  インターネットの利用による公表  

第五条の二十二から第十五条まで （略） 

第三章から第六章まで （略） 
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３  知事は、前項の規定による勧告を行お

うとする場合においては、あらかじめ専

門的知識を有する者の意見を聴くものと

する。  

   第二節の三から第四節まで （略） 

  第三章から第五章まで （略） 

  第六章 雑則 

第百五十一条から第百五十二条の二まで （略） 

(立入調査 ) 

第百五十三条  知事は、第五条の六第一項、

第八条の二第一項、第八条の三、第八条の

四第一項、第八条の二十五、第九条第一項

及び第二項並びに第百五十六条第一項の

規定の施行に必要な限度において、その職

員に、温室効果ガス排出事業者の同意を得

て、その事業所、事務所、営業所その他の

場所に立ち入り、地球温暖化の対策の実施

状況について調査させることができる。  

２から４まで （略） 

５  前各項の規定による調査をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、当該

各項に規定する者その他の関係人に提示

しなければならない。  

第百五十四条 （略） 

(報告の徴収 ) 

第百五十五条  知事は、この条例の施行に必

要な限度において、温室効果ガス排出事業

者、口座名義人、登録検証機関、特定エネ

ルギー供給事業者、特定開発事業者、地域

エネルギー供給事業者、利用可能エネルギ

ーに係る事業者、他の地域エネルギー供給

事業者、エネルギー供給受入者、熱供給の

受入検討建築主等、特定建築主、特別大規

模特定建築物工事完了届出者、マンション

販売等受託者、特定家庭用機器販売事業者

又は公害を発生させ、若しくは発生させる

おそれがある者に、必要な事項を報告し、

又は資料を提出させることができる。  

２  （略）  

(違反者の公表 ) 

第百五十六条  知事は、第五条の六第一項、

第八条の四第一項、第九条第一項若しくは

第二項、第九条の七、第十七条の二十三第

一項、第二十五条、第二十五条の八、第三

十二条、第三十六条、第四十条、第四十八

条、第五十六条又は第百二十条第一項の規

定による勧告を受けた者が、正当な理由な

く当該勧告に従わなかったときは、その旨

を公表することができる。  

２及び３  （略）  

４  知事は、前三項の公表をしようとする場

合は、当該勧告又は命令を受けた者に対

し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与

えるものとする。  
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5.6  指針抜粋 

東京都地球温暖化対策指針（2020（令和２）年３月改正） 

≪地球温暖化対策報告書関係抜粋≫ 

 

総 則 
 

第1 目的 

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下

「条例」という。)第5条の4第1項に基づき、温室効果ガス排出事業者(以下「事業者」という。)が

取り組むべき地球温暖化の対策の推進体制の整備、温室効果ガス排出量の把握、地球温暖化対策計

画書及び地球温暖化対策報告書等を作成するための方法等について定めるものであり、東京都及び

各事業者が相互に連携を図りながら、実効性ある地球温暖化の対策を継続的に推進することにより、

東京都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を実現することを目的とする。 

第2 用語の定義 

この指針において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、条例及び都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。)において

使用する用語の例による。 

第3 東京都及び事業者の役割 

東京都及び各事業者は、それぞれ次の役割を担うことを基本とし、相互に連携を図りながら、こ

の指針に基づき地球温暖化の対策を継続的に推進するものとする。 

1 東京都の役割 

(1) 温室効果ガスの排出削減に向けた施策の推進 

知事は、都内の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、その削減目標を適切に設定し、目標達成に

向けた実効性ある施策を総合的に推進するものとする。 

(2) 温室効果ガスの排出削減に資する情報提供 

知事は、事業者が実効性ある地球温暖化の対策を継続的に推進することができるよう、事業活

動に伴う温室効果ガスの排出量の把握及びその削減等のための措置の実施に資する情報並びに

地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れている事業所等の情報の提供に努めるものとする。 

(3) 地球温暖化の対策の推進に係る事業者への指導・助言 

知事は、地球温暖化の対策の推進の程度がこの指針に照らして不十分と認める場合に、指導・

助言を行うことができる。 

(4) 地球温暖化の対策の推進が著しく不十分な事業者への勧告 

知事は、第1編第6 6及び第2編第5 11に基づき勧告を行う場合のほか、次のアからオまでに

該当する場合など、事業者が取り組む地球温暖化の対策の推進の程度が、この指針に照らして著

しく不十分であり、かつ(3)に定める指導・助言を行ったにもかかわらず正当な理由なく従わない

ときは、条例第5条の6に基づき、専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該事業者に対し、必
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要な措置を実施するよう勧告することができる。 

ア 地球温暖化の対策の推進のために必要な組織体制の整備を怠る場合 

イ 電気若しくは都市ガスの使用量など自ら把握可能なエネルギー使用量又はこれに対応する

温室効果ガス排出量の把握を怠る場合 

ウ 技術的かつ経済的に実施可能な温室効果ガスの排出削減等のための措置を怠る場合 

エ 他の事業者がその事業活動に伴い排出される温室効果ガスの量の把握又はその削減等のた

めの措置を実施するに当たり、これに必要な協力を当該他の事業者から求められたにもかかわ

らず、技術的かつ経済的に実施可能な協力を行わない場合 

オ 他の事業者がその事業活動に伴い排出される温室効果ガス排出量の把握又はその削減等の

ための措置を実施するに当たり、これを故意に妨げる場合 

2 事業者の役割 

(1) 自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減等 

事業者は、自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの量の把握及びその削減等のための

措置を継続的に実施するよう努めなければならない。 

(2) 他の事業者の事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減等への協力 

事業者は、他の事業者が取り組む当該他の事業者自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガ

スの量の把握及びその削減等のための措置の実施に対し、必要な協力を行うよう努めなければな

らない。 

(3) 東京都が実施する施策への協力 

事業者は、東京都が実施する温室効果ガスの排出削減のための施策について把握及び理解に努

め、効果的に施策が実施されるよう協力しなければならない。 

 

第１編 大規模事業所における地球温暖化の対策の推進（略） 

 

第２編 中小規模事業所における地球温暖化の対策の推進 
 

第1 中小規模事業所の基本的な考え方 

1 中小規模事業所の定義 

中小規模事業所とは、都内において設置されている事業所(建物又は施設(エネルギー等の使用量

が不可分な建物又は施設の場合は、それらを一の事業所とみなす。))又は事業所内に設置されてい

る事務所、営業所等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満のもの(以下

この編において「事業所等」という。)である。 

2 中小規模事業所において地球温暖化の対策を推進すべき主体及び範囲 

中小規模事業所において事業活動を行う事業者は、その所有し、又は使用する範囲について、地

球温暖化の対策を推進すべき主体として、条例第5条の5に基づき、温室効果ガスの排出量の把握に

努め、地球温暖化の対策を推進しなければならない。ここでいう「所有」には、複数の者が共有に

より事業所等を所有している場合を含み、また、「使用」には、賃貸借契約により使用の権原を有



 

163 

する場合(第三者に転貸している場合を含む。)のほか、委託契約等の契約により使用を認められて

いる場合及び契約によらず事実上当該事業所等を使用している場合を含む。 

なお、連鎖化事業を行う者(以下「本部」という。)は、その加盟者が設置している連鎖化事業に

係る事業所等(以下「加盟店」という。)についても自己が設置する事業所等と同様に、温室効果ガ

スの排出量の把握に努め、地球温暖化の対策を推進しなければならない。 

第2 地球温暖化の対策の推進体制 

1 組織体制の整備 

事業者は、次の(1)から(3)までを踏まえ、事業所等の規模や業種・業態に応じて、別表第1の第1

の部の表に掲げる体制の整備に取り組み、地球温暖化の対策を組織的に推進するよう努めるものと

する。 

(1) 本社等における推進体制 

地球温暖化の対策を実施するに当たっては、その設置する事業所等で行われている事業活動を

統括する立場にある者(例えば、企業においては、経営に従事している者など)が権限と責任を持

って組織的に取組を推進していくことが必要である。 

このため、中小規模事業所において地球温暖化の対策を進めるためには、各事業所等で行われ

ている事業活動を統括する組織(以下「本社等」という。)が、温室効果ガス排出量の把握及び地

球温暖化の対策を行うための推進体制を整備するなど、支店等(本社等以外の事業所等をいう。)

と連携して、組織的な取組を実施するよう努めるものとする。 

(2) 支店等における推進体制 

事業所等において具体的に地球温暖化の対策を推進するためには、事業活動を行う現場におい

て、それぞれの事業所等での状況及び特性に応じた温室効果ガス排出量の把握並びにその削減に

対する取組を継続的に実施していくことが不可欠である。 

このため、個々の支店等において、温室効果ガス排出量の把握又は地球温暖化の対策を実施す

るための担当者を置いたり、従業員等への意識啓発を行うなど、所内での推進体制を整備し、組

織的な取組を実施するよう努めるものとする。 

(3) 連鎖化事業に係る事業所等における推進体制 

連鎖化事業における本部は、加盟店も含めて、それぞれ(1)及び(2)の推進体制を整備し、本部

と加盟者とが連携して地球温暖化の対策を推進するよう努めるものとする。 

2 中小規模事業所の地球温暖化の対策における事業者間の協力 

(1) 温室効果ガス排出量の把握のための協力 

事業所等の業態によっては、他の者の協力がなければ温室効果ガス排出量の算定の基となるエ

ネルギー等の使用量などを十分把握できないことがある。そのため、関係する事業者は、他の事

業者が温室効果ガス排出量の把握を行うに当たって必要となるエネルギー等の使用量の情報提

供などについて連携・協力を行うよう努めなければならない。 

特に、次に掲げる事業者間においては、積極的に連携・協力を行うよう努めなければならない。 

ア テナントビル(建物の全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事務所、営業所等として使

用して事業活動を行う者(以下「テナント等」という。)が存在する建物をいう。以下同じ。)等
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の所有者及び使用者の間 

イ 不動産信託における委託者、受託者、受益者及び当該信託物件について管理・運用又は指図

の権限の委託を受けた者の間 

ウ 建物の区分所有者間、共同所有者間 

エ 事業所等において実施する事業の委託者及び受託者の間 

オ 連鎖化事業における本部及び加盟者の間 

カ その他、事業活動において密接な関係を有する事業者間 

(2) 地球温暖化の対策の推進のための協力 

事業者は、他の事業者が別表第1に掲げる地球温暖化の対策又はその他の地球温暖化の対策を

実施する場合は、その実施に協力するよう努めなければならない。 

(1)のアからカまでに掲げる事業者間においては、特に協力して地球温暖化の対策の実施に努め

なければならない。 

第3 温室効果ガス排出量の把握 

1 事業所等における温室効果ガス排出量の把握 

事業者は、その設置する事業所等について、第1 2に定める所有し、又は使用する範囲における

温室効果ガス排出量を、規則別表第1上欄に示す温室効果ガスの種類に応じ、同表下欄及び同表付

表第1から同表第6までに示す方法により、把握するよう努めるものとする。 

事業活動により排出される温室効果ガスの多くは、エネルギーの使用に伴って排出される二酸化

炭素であり、温室効果ガス排出量の把握に当たっては、まず、2及び別表第1の第2の部の表に示す

方法により、各事業所等におけるエネルギーの使用量を把握し、それに伴う二酸化炭素の排出量を

適切に把握するよう努めなければならない。 

2 事業所等におけるエネルギー等の使用に伴う二酸化炭素排出量の把握の方法 

(1) エネルギー等の種類の把握 

エネルギー等の使用量については、事業所等ごと及びエネルギー等の種別ごとに把握していく

ことを基本とする。各事業所等において把握するエネルギー等の使用量は、電気、都市ガス等、

その事業所等において使用している主なエネルギー等の種類の把握から始めることが必要であ

る。 

エネルギー等の種類の把握は、次のアからオまでに掲げるもののうち、その事業所等において

使用しているものについて行うこととする。 

ア 電気 

イ 都市ガス 

ウ その他の燃料等(灯油、A重油、プロパンガス、他人から供給される熱等) 

エ 水道水及び工業用水道水 

オ 公共下水道への排水 

(2) エネルギー等の使用量の把握 

エネルギー等の使用量の把握に当たっては、事業所等ごとにエネルギー等の種別に応じた計量

器により使用量を計量する方法で行うことを基本とする。 



 

165 

エネルギー等供給事業者(電気事業者、ガス事業者、水道事業者など)の取引用の計量器等が既

に設置してあり、定期的な計量値が把握可能な場合には、こうした計量値を把握するよう努めな

ければならない。 

また、効果的に省エネルギー対策を実施するため、時間別及び設備別の使用状況を可能な限り

詳細に把握するよう努めるものとする。 

一方、計量器により把握することができないエネルギー等がある場合には、自ら把握可能なエ

ネルギー等の使用量及び他の事業者から提供を受けた自己の事業所等のエネルギーの使用量に

係る情報等を活用した、実績に基づく推計方法を用いてその使用量を算定し、事業所等で使用さ

れるエネルギー等の総量を把握するよう努めるものとする。 

ア 計量器による計量 

事業所等ごとにエネルギー等の種別に応じて設置した計量器により計量して把握する方法

には、次に示すように、大別して2つの方法がある。 

(ア) 取引用計量器による計量値を利用する方法 

エネルギー等供給事業者からのエネルギー等の使用に伴う費用の請求は、一般的に計量法

に基づく計量器による計量値(検針値)によって行われているため、その請求書には請求分に

応じたエネルギー等の使用量が記載されている。こうしたエネルギー等供給事業者からの請

求書など(テナント等にあっては、エネルギー等の使用量の記載があるテナントビル等の所有

者等から提供される書類も含む。)を利用して事業所等ごとのエネルギー等の使用量を把握す

ることが可能であり、エネルギー等の使用に係る請求が毎月行われている場合には、その事

業所等における毎月のエネルギー等の使用量を把握することができる。この方法は、設備投

資、専門的な知識の必要がなく、容易に取り組むことが可能である。 

(イ) 自ら計量器を設置して計量する方法 

事業所等ごとのエネルギー等の種別に応じた管理用の計量器を自ら設置し、定期的に検針

することにより把握する方法である。この方法による場合、使用設備ごとに計量することも

可能であり、詳細にエネルギー等の使用量を把握できる。取引用計量器を利用する場合に比

べ、検針の時期を自由に設定できるため、1週間ごと、1日ごとなど、詳細に使用量を把握す

ることが可能となる。また、記録保存型又は通信型の計量器がある場合には、こうした計量

器を設置することで、検針の労力を大幅に軽減しつつ、時間単位といった非常に詳細な使用

量の把握が可能である。 

イ エネルギー等の使用量の推計 

事業所の一部を使用して事業活動を行う場合など、事業所等ごとのエネルギー等の使用に係

る計量器が設置されておらず、自ら把握することが困難なエネルギー等がある場合には、他の

事業者からその把握に必要な情報の収集を行い、次に掲げる推計方法を用いてその使用量を算

定することにより、可能な限り実態に即した把握を行うよう努めるものとする。 

(ア) 把握可能なエネルギー等の使用量を用いて、他のエネルギー等の使用量を推計する方法 

例えば、中央熱源方式(空気調和(以下「空調」という。)に必要な冷温熱を作り出す熱源機

器を一箇所に集中的に配置した空調方式)を採用する事業所においては、テナント等の空調に
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おけるエネルギー使用量を把握することが困難である。こうした場合には、自ら把握してい

る電灯・コンセントなどのエネルギーの使用量を基に、自ら又は他の事業者が設置する同種

同規模の他の事業所等における標準的な空調等のエネルギー使用量の割合を用いて、次の算

式により、空調に伴うエネルギー使用量を算定することができる。 

X1＝A1×(B1／C1) 

X1：空調のエネルギー使用量 

A1：電灯・コンセント等のエネルギー使用量 

B1：事業所等全体のエネルギー使用量に対する空調のエネルギー使用量の標準的な割

合 

C1：事業所等全体のエネルギー使用量に対する電灯・コンセント等のエネルギー使用

量の標準的な割合 

このように、把握可能なエネルギー等の使用量及び実態に即したエネルギー使用量の割合

の比率を用いることにより、把握することが困難な他のエネルギー等の使用量を算定する方

法である。 

(イ) 建物全体のエネルギー等の使用量を用いて、建物の一部において使用されるエネルギー

等の使用量を推計する方法 

特定のエネルギー等について、建物全体の使用量は把握できる一方、自らが設置する事業

所等における使用量が把握できない場合に、建物全体の当該エネルギー等の使用量に、当該

建物の延床面積に占める自ら設置する事業所等の床面積の割合を乗じて算定する方法であ

る。この方法を用いる場合、さらに営業時間などの詳細な活動量を付加して算定することに

より、推計の精度を高めることができる。 

(ウ) 自らの事業活動及びこれに伴うエネルギー等の使用の実績を用いて、特定のエネルギー

等の使用量を推計する方法 

事業所等のエネルギー等の使用量を推計するに当たり、自らの事業活動及びこれに伴うエ

ネルギー等の使用の実績に関する情報を活用できる場合には、これを基に特定のエネルギー

等の使用量を推計することができる。 

例えば、事業所等における生産個数当たり等の平均的なエネルギー等の使用量など、推計

に利用できる情報がある場合に、こうした実績に基づく単位当たりのエネルギー等の使用量

に、生産個数等の活動単位を乗じて算定する方法や、自ら設置している同種同規模の他の事

業所等のエネルギー等の使用実績に基づき、営業時間等の時間当たりの標準的なエネルギー

等の使用量を求め、これに推計する事業所等の営業時間等を乗じて算定する方法など、自ら

の事業活動及びこれに伴うエネルギー等の使用の実績に基づき、実態に即して算定する方法

である。 

ウ 原油換算エネルギー使用量及びエネルギー等の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定方法 

原油換算エネルギー使用量は、把握したエネルギー使用量に基づき、規則第4条第1項及び第

2項に定める方法により算定するものとする。 

エネルギー等の使用に伴う二酸化炭素排出量は、把握したエネルギー等使用量に基づき、規
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則別表第1の1の項に掲げる方法により算定するものとする。 

第4 継続的な地球温暖化の対策の推進 

中小規模事業所において温室効果ガス排出量の削減を図るためには、エネルギー等の使用に伴い

排出される二酸化炭素の排出の抑制を図ることが不可欠である。このため、こうした無駄なエネル

ギー等の使用(開口部を開け放した状態での空調、過剰な照明等をいう。)の抑制やエネルギー等の

効率的な利用を図る省エネルギー対策を実施するとともに、再生可能エネルギー発電設備の設置、

再生可能エネルギー電気の受入れ、証書による環境価値の利用等の再生可能エネルギーの利用に係

る措置を実施することで、地球温暖化の対策を推進するよう努めるものとする。 

1 省エネルギー対策の分類 

省エネルギー対策は、大きく分けて次の3つに分類される。 

(1) 運用対策 

エネルギー等の使用の無駄を減らしていく基礎的かつ日常的な省エネルギー対策である。新た

な投資を必要とせず、設備の運転管理担当者による設備の運転方法の改善又は設備・機器等を使

用する従業員の使用方法の工夫によってエネルギー消費を抑制する。そのため、不要時における

照明の消灯及び事務機器の節電、気候に応じた着衣の工夫など、従業員の省エネルギー対策に対

する意識及び行動が、その効果に大きく影響する対策である。 

(2) 設備保守対策 

エネルギー等の使用量の無駄を設備の面から減らしていく対策で、長期間の設備の使用による

汚れの清掃、経年劣化した消耗品の交換等により、設備の機能を維持させるものである。使用頻

度を考慮して保守期間を定め、定期的に実施することが、その効果を持続するために不可欠であ

る。 

(3) 設備導入対策 

エネルギー消費設備のより高効率な設備への更新、設備の効率的な運用を図るための新たな設

備の導入を実施する対策である。 

設備の導入に当たり、投資を伴うものであるため、省エネルギー効果、採算性などを検討し、

運用対策及び保守対策を十分に実施した上で、設備の交換時期又は事業所等の改修に併せて実施

していくことが効果的である。また、設備等を新規設置する場合には、事業所等に適した高効率

なものの導入を検討する必要がある。 

2 地球温暖化の対策の選択と実施 

地球温暖化の対策の選定に当たっては、事業所等の規模、設備・機器等の保有状況及び稼働状況

等を踏まえ、1(1)から(3)までに掲げる対策に分類される別表第1の第3の部から第5の部までの表に

掲げられた対策などに基づき、対策の有効性を十分に検討し、より効果的な地球温暖化の対策を選

択し、実施することにより、温室効果ガスの排出が着実に削減されるよう努めるものとする。 

また、第5に規定する地球温暖化対策報告書制度において、都が特に重点的に取り組むべき対策

として示す項目については、実施可能な対策を積極的に実施するよう努めるものとする。 

3 目標設定と評価による継続的な改善 

地球温暖化の対策は、継続的に実施することが重要である。事業者は、継続的に地球温暖化の対



 

168 

策を推進するために、次に掲げる事項を組織的な取組として行うよう努めるものとする。 

(1) 地球温暖化の対策を推進するための目標設定及び計画作成 

(2) 地球温暖化の対策の実施及び進行管理 

(3) 地球温暖化の対策の効果の評価 

(4) (3)の評価に基づく地球温暖化の対策の見直し及び改善 

なお、(1)の目標は、4に規定するベンチマークを用いて設定するなど、具体的で分かりやすく、

かつ効果の評価を行いやすいものを設定することが重要である。 

また、(3)の評価をする際には、事業の内容、規模等の変化その他の地球温暖化の対策の効果に与

える諸要因を考慮する必要がある。その上で、(4)の見直し及び改善に当たっては、実践している地

球温暖化の対策が、有効に機能しているかを点検するよう努めるものとする。 

4 ベンチマーク 

事業所等の二酸化炭素排出量の排出の水準を把握する方法として、事業所等の事業活動の量当た

りの二酸化炭素排出量がある。 

この方法は、事業所等の規模等の影響を受けない二酸化炭素排出の水準の把握方法であり、他の

事業所等との比較や当該事業所における地球温暖化の対策の取組の程度を把握する上で有効であ

る。 

都は、事業活動の内容等に応じた区分を設定し、その区分に属する事業所等の事業活動の規模を

示す単位当たりの二酸化炭素排出量の排出水準を段階的に示す指標(以下「ベンチマーク」という。)

を作成し、中小規模事業所が二酸化炭素排出に係る目標設定や排出実績の評価を行うための指標と

して、情報提供に努めるものとする。 

なお、ベンチマークは、第5に記載する地球温暖化対策報告書の情報を活用して作成するものと

する。 

5 地球温暖化の対策の取組状況を表示する書面の掲示等 

(1) 取組表示書面の掲示等 

事業者が、自らが設置する事業所等の使用者、来所者その他その事業活動に関与する他者に対

し、当該事業所等における地球温暖化の対策の取組状況等を周知することは、使用者、来所者そ

の他その事業活動に関与する他者により当該取組状況等に係る評価が行われることを促すこと

となる。そして、当該評価は、当該周知を行う事業者及びその従業員の地球温暖化の対策に係る

意識及び意欲を向上させ、地球温暖化の対策の継続的な推進に寄与することとなる。 

また、地球温暖化の対策の実施により、事業所等の執務室、共用部等における温度、照度等の

状況が変わることがある。そのため、事業者が地球温暖化の対策を継続的に推進するためには、

当該事業所等における地球温暖化の対策の取組状況等を周知することにより、使用者、来所者そ

の他その事業活動に関与する他者の理解を得ることが必要不可欠である。 

よって、これらのことから、事業所等を設置する事業者は、知事が別に示す地球温暖化の対策

の取組状況を表示する書面(以下「取組表示書面」という。)により、次に掲げる周知の取組を行

うよう努めるものとする。 

ア 取組表示書面の事業所の出入口等への掲示 
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イ 取組表示書面の事業所等の事業活動に関与する他の事業者等への提示又は交付 

(2) 取組表示書面に記載する主な事項 

取組表示書面に記載する内容は、知事に提出した地球温暖化対策報告書に記載した事項にあっ

ては、その報告内容に基づくものとし、主な項目は、次のアからケまでのとおりとする。 

ア 事業者の氏名(法人にあっては、名称)又は商号 

イ 事業所等の名称 

ウ 事業所等の所在地 

エ 事業所等の地球温暖化対策報告書を提出した年度(以下第4及び第5において「提出年度」と

いう。)又は当該地球温暖化対策報告書を提出した年度の前年度(以下第4及び第5において「実

績年度」という。) 

オ 事業所等における燃料等の使用、水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴

い排出される二酸化炭素の量 

カ 事業所等における燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量 

キ 事業所等のベンチマークを用いたカの値の評価 

ク 事業所等の地球温暖化の対策の実施状況 

ケ その他知事が別に定める事項 

第5 地球温暖化対策報告書の作成等 

中小規模事業所を設置する事業者は、第2から第4までに定められた取組の実施に加え、条例第2

節の2に規定する「中小規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減」(地球温暖化対策報告書制度)

に取り組むことにより、地球温暖化の対策の更なる推進を図るよう努めるものとする。 

都は、地球温暖化対策報告書制度を運用することにより、中小規模事業所における温室効果ガス

排出状況及び地球温暖化の対策の取組状況を把握し、その更なる地球温暖化の対策の推進のために

有益な情報の提供及び支援を実施するよう努めるものとする。 

地球温暖化対策報告書制度に関し、必要な事項を定める。 

1 地球温暖化対策報告書の作成主体等 

(1) 報告書の作成主体等 

中小規模事業所において地球温暖化の対策を推進すべき主体となる事業者は、第1 2で定めら

れたその所有し、又は使用する範囲(以下第5において「報告範囲」という。)について、地球温暖

化対策報告書制度の対象となる事業所等として、次のとおり地球温暖化対策報告書(以下「報告書」

という。)を作成する主体となる。 

一の事業所等を所有する事業者と賃借等により当該事業所等を使用する事業者とがある場合

は、いずれの事業者も、当該事業所等を設置する者として、それぞれ報告書を作成する主体とな

る。 

なお、事業者が、委託契約により業務を受託し、賃貸借契約によらず事業所等の一定の区画を

使用して受託業務を行う場合において、外形上、受託者自らの名の下に事業活動を行うものでは

ないときは、当該区画については、当該事業者が報告書を作成する対象となる事業所等としない。 

(2) 報告書の作成対象 
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ア 条例第8条の23第1項の規定による作成対象 

(ア) 同一事業者(国の機関、地方自治体等を含む。)における作成対象 

同一事業者が都内に設置している事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以

上1,500kL未満の事業所等に限り、指定地球温暖化対策事業所及び特定テナント等事業所を

除く。以下「義務提出事業所等」という。)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が

3,000kL以上となった場合、当該事業者は、義務提出事業所等ごとに報告書を作成し、知事

へ提出する義務を負う。 

(イ) 連鎖化事業における作成対象 

規則第5条の18に定める要件に該当する連鎖化事業において、本部が設置している義務提

出事業所等及び加盟店のうち義務提出事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量の合

計が3,000kL以上となった場合、本部は、加盟者と協力して義務提出事業所等ごとの報告書

を作成し、知事へ提出する義務を負う。 

イ 条例第8条の23第2項の規定による作成対象 

義務提出事業所等として報告書を提出した事業所等以外の事業所等についても、これを設置

する事業者は、知事が別に定める様式による報告書を作成し、提出することができる。ただし、

前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所等を除く。 

2 報告書を作成するための協力 

地球温暖化対策事業者等(地球温暖化対策事業者(条例第8条の23第1項に基づき報告書を提出すべ

き義務がある事業者をいう。以下同じ。)及び条例第8条の23第2項の規定により報告書を提出する

事業者をいう。以下同じ。)から、温室効果ガス排出量の把握及び地球温暖化の対策の推進のための

協力を求められた事業者は、当該地球温暖化対策事業者等が報告書を適正に作成できるよう、十分

な協力を行うものとする。 

特に、第2 2(1)アからカまでに掲げる事業者間においては、積極的に連携・協力を行わなければ

ならない。 

3 地球温暖化対策報告書制度における原油換算エネルギー使用量等の算定 

(1) 地球温暖化対策報告書制度において、報告書を提出する義務の有無の判定及び報告書への記載

に関して、事業所等における前年度のエネルギー等使用量、原油換算エネルギー使用量及び温室

効果ガス排出量等を算定するに当たっては、第1 2に定める事業所等の範囲について、第3に定

める方法によるものとする。ただし、温室効果ガス排出量については、規則第5条の17第4項に定

める温室効果ガスのみを対象として算定するものとする。 

なお、事業者が、事業所等を共有している場合においては、共有持分を持つ事業者のそれぞれ

が、当該事業所等の自己の持分割合に応じて、算定するものとする。 

(2) 前年度のエネルギー使用量について把握できるものが皆無であるため、第3 2(2)ア又はイの

方法を用いて原油換算エネルギー使用量等を算定することができない事業所等については、規則

第5条の17第3項に規定する前年度の原油換算エネルギー使用量が不明である事業所等として、次

に示す算式により前年度のエネルギー使用量を算出し、これを規則第4条に規定する方法により

換算した値を前年度の原油換算エネルギー使用量とみなす。 
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X2＝(A2×B2×C2)／1000 

X2：事業所等における前年度のエネルギー使用量(GJ) 

A2：事業所等の延床面積(m2) 

B2：次の表で示す事業所等が属する区分におけるエネルギー原単位(MJ／m2・h) 

C2：算定年度における事業所等の総稼働時間(h) 

事業所等が属する区分 エネルギー原単位 

1 事務所 0.9※ 

2 飲食 2.6 

3 小売(食品) 1.5 

4 その他小売 1.0 

5 その他 1.2 

※事務所内にサーバーを設置している区画がある場合には、当該区画については事務所のエネ

ルギー原単位に代えて、1.4の係数を使用し、当該サーバーの総稼働時間を乗じて算出する。 

(3) (2)の場合において報告書に記載する二酸化炭素排出量は、エネルギー使用量の全量を他人か

ら供給された電気の量とみなし、次の算定式により算定された値とする。 

X3＝(X2／A3)×B3 

X3：事業所等における二酸化炭素排出量(t―CO2) 

X2：(2)で算定した前年度のエネルギー使用量(GJ) 

A3：規則別表第1の2の27の項の第3欄に掲げる係数(GJ／千kWh) 

B3：規則別表第1の1の項ハに規定する知事が別に定める係数(t―CO2／千kWh) 

4 地球温暖化の対策の目標設定、実施及び報告 

(1) 事業者に関する目標設定、実施及び報告 

地球温暖化の対策を推進するための目標を設定した地球温暖化対策事業者等は、提出年度に設

定した目標及び実績年度に設定した目標に対する達成状況について報告書に記載して報告する

ことができる。 

地球温暖化対策事業者等は、別表第1に掲げられた組織体制の整備、エネルギー等の使用状況

の把握及び省エネルギー対策(運用対策、設備保守対策及び設備導入対策)のうち、都が特に重点

的に取り組むべき対策として示す対策(以下「重点対策」という。)については、実施に向けた検

討を十分に行い、特に積極的に選択して実施するよう努めなければならない。 

実績年度に実施した重点対策については報告書に記載して報告するものとし、重点対策以外に

取り組んだ別表第1に掲げられた取組などがある場合は、重点対策と併せて、報告書に記載して

報告することができる。 

また、重点対策のレベル(報告書の提出回数に応じて都が設定した地球温暖化対策事業者等が取

り組むべき重点対策の水準をいう。)への適合状況を、報告書に記載して報告することができる。 

(2) 個々の事業所等に関する目標設定、実施及び報告 

地球温暖化の対策を推進するための目標を事業所等ごとに設定した地球温暖化対策事業者等

は、提出年度に設定した目標及び実績年度に設定した目標に対する達成状況について事業所等ご



 

172 

とに報告書に記載して報告することができる。 

5 地球温暖化対策事業者等の地球温暖化の対策に係る取組の評価 

二酸化炭素排出量の削減実績等に着目し、地球温暖化の対策について優れた取組を行っている地

球温暖化対策事業者等を評価する。 

加えて、地球温暖化対策事業者等の再生可能エネルギーの利用をさらに推進するために、再生可

能エネルギーの利用に係る措置についても評価する。 

(1) 評価の対象 

ア 評価の対象とする事業者 

評価の対象とする事業者は次の(ア)及び(イ)の要件を満たすものとする。 

(ア) 次のa又はbのいずれかに該当すること。 

a地球温暖化対策事業者 

b任意提出事業者(条例第8条の23第2項に基づき任意で報告書を提出する事業者(地球温暖

化対策事業者を除く。)をいう。以下第5において同じ。)のうち評価を希望する事業者(当該

事業者が1(2)イで報告書を提出することができるとされている全ての事業所等について、報

告書を提出する場合に限る。) 

(イ) 実績年度に報告書を提出し、かつ、実績年度から起算した直近5か年度(以下第5において

単に「直近5か年度」という。)のうち実績年度以外のいずれかの年度について少なくとも一

回は報告書を提出していること。 

イ 評価の対象とする期間 

地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価については、直近5か年度の状況について評価す

る。 

再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価については、実績年度の状況について評価する。 

ウ 評価のための算定の対象とする事業所等の範囲 

評価のための算定の対象とする事業所等(以下第5において「評価対象事業所等」という。)

の範囲は、当該事業者が都内において所有し、又は使用している事業所等のうち、1(2)で作成

対象とされている全ての事業所等とする。ただし、地球温暖化対策事業者にあっては、義務提

出事業所等のみを評価対象事業所等とすることができる。 

(2) 評価の基本方針 

地球温暖化対策事業者等の地球温暖化の対策に係る取組について、次のア及びイの基本方針に

基づき、知事が別に定める評価基準(以下第5において「評価基準」という。)により評価を行う。 

なお、知事は、地球温暖化対策事業者等の地球温暖化の対策に係る取組の進展に合わせて、評

価基準について随時見直しを行うものとする。 

ア 地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価 

地球温暖化の対策に係る取組については、評価対象事業所等における直近5か年度の二酸化

炭素排出量の削減の状況により評価する。 

イ 再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価 

アの評価において一定の水準に達した事業者に対して、再生可能エネルギーの利用に係る措
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置(次の(ア)から(ウ)までに掲げるものをいう。以下同じ。)について、当該事業者の評価対象事

業所等全体に対する再生可能エネルギーの利用に係る措置を実施している評価対象事業所等

の率(以下「再生可能エネルギー利用事業所等率」という。)により評価する。 

(ア) 再生可能エネルギー発電設備の設置 

対象となる再生可能エネルギーの種類は、当分の間、太陽光、風力、水力、地熱及びバイ

オマスとし、各発電設備は評価基準に定める要件を満たしているものとする。 

(イ) 再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギーを利用した発電による電気をいう。以下同

じ。)の受入れ 

各評価対象事業所等において、当該事業所等に電気を供給する小売電気事業者の二酸化炭

素排出係数、再生可能エネルギー利用率等が評価基準に定める要件を満たしているものとす

る。 

(ウ) 証書による環境価値の利用 

対象となる証書の種類は、グリーン電力証書、グリーン熱証書及び電気事業者による新エ

ネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第4条の新エネルギー等電気相

当量とする。 

(3) 評価方法 

ア 評価基準により、評価対象事業所等全体の直近5か年度における平均合計二酸化炭素排出量

削減率を算定する。 

イ 評価基準により、評価対象事業所等全体の直近5か年度における平均合計原単位改善率を算

定する。 

ウ 事業者の評価は、別表第3の第1の部の表の左欄に掲げる直近5か年度の平均合計二酸化炭素

排出量削減率及び直近5か年度の平均合計原単位改善率の値に応じ、同表右欄に定めるものと

する。 

エ ウの評価の結果、「地球温暖化の対策の取組実績が特に優良な事業者(Sランク)」又は「地球

温暖化の対策の取組実績が極めて優良な事業者(SSランク)」となった事業者は、併せて再生可

能エネルギーの利用に係る措置について評価を行う。当該評価は、別表第3の第2の部の表の左

欄に掲げる再生可能エネルギー利用事業所等率に応じ、同表右欄に定めるものとする。 

6 報告書に記載する主な事項 

報告書に記載する主な項目は、次の(1)及び(2)のとおりとする。 

(1) 事業者に関して記載する事項 

報告書を提出する全ての事業者は、アからコまでの事項を報告書に記載するものとする。第5 

5(1)アの評価の対象とする事業者に該当する事業者は、アからコまでの事項に加えて、サからテ

までの事項も報告書に記載するものとする。 

ア 報告書を提出する事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

イ 条例第8条の23第1項及び第2項により報告書を作成した事業所等の数 

ウ 報告書を作成した事業所等の原油換算エネルギー使用量の合計 

エ 報告書を作成した事業所等の二酸化炭素排出量の合計 
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オ 実績年度における地球温暖化の対策の目標の達成状況(実績年度に目標を設定した場合に限

る。) 

カ 提出年度の地球温暖化の対策の目標の有無及びその内容(提出年度に目標を設定した場合に

限る。) 

キ 4(1)に規定する重点対策のレベルへの適合状況(4(1)に規定する重点対策を実施した場合に限

る。) 

ク 取組方針 

ケ 組織体制の整備の状況 

コ その他特記すべき事項、自由意見等 

サ 評価対象事業所等の範囲 

シ 評価基準により直近5か年度において年度ごとに算定した評価対象事業所等の合計二酸化炭

素排出量 

ス 評価基準により直近5か年度において年度ごとに算定した評価対象事業所等の合計延床面積 

セ 評価基準により直近5か年度において年度ごとに算定した評価対象事業所等の合計原単位 

ソ 評価基準により算定した評価対象事業所等全体の直近5か年度における平均合計二酸化炭素

排出量削減率 

タ 評価基準により算定した評価対象事業所等全体の直近5か年度における平均合計原単位改善

率 

チ 再生可能エネルギー利用事業所等の数 

ツ 再生可能エネルギー利用事業所等率 

テ 5に規定する評価の結果 

(2) 個々の事業所等に関して記載する事項 

ア 事業所等の名称 

イ 事業所等の所在地 

ウ 事業所等の延床面積 

エ 実績年度における事業所等のエネルギーの使用期間として1年度又は1年度未満の別 

オ 所有形態(所有権の有無) 

カ 報告範囲 

キ 事業所等の主たる用途 

ク 産業分類 

ケ 再生可能エネルギーの利用に係る措置の状況 

コ 連鎖化事業区分(連鎖化事業該当の有無及び該当の場合における直営店又は加盟店の区別) 

サ 前年度の報告内容からの変更点 

シ 燃料等の使用量 

ス 水道及び工業用水道の使用量並びに公共下水道への排水量 

セ 原油換算エネルギー使用量 

ソ 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量 
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タ 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量 

チ 延床面積当たりのソの量 

ツ 地球温暖化の対策の実施状況 

テ 実績年度における地球温暖化の対策の目標の達成状況(実績年度に目標を設定した場合に限

る。) 

ト 提出年度の地球温暖化の対策の目標の有無及びその内容(提出年度に目標を設定した場合に

限る。) 

ナ その他特記すべき事項、自由意見等 

7 報告書の提出 

地球温暖化対策事業者等は、規則第5条の19に定めるとおり報告書を提出するものとし、地球温

暖化対策事業者及び複数の事業所等について報告書を提出する任意提出事業者については、本社等

において各事業所等の報告書をとりまとめ、提出するものとする。 

提出に当たっては、可能な限り、知事が提供する報告用の電磁的記録で作成し、これを保存した

媒体(CD―R等)を地球温暖化対策報告書提出書に添付して提出するものとする。 

また、第3 2(2)イにより、エネルギー等の種別ごとの使用量の推計を行った場合には、その根拠

となる計算結果及び資料等を報告書に添付しなければならない。 

8 報告書を提出すべき義務の要件に該当しなくなったことの確認 

地球温暖化対策事業者は、義務提出事業所等の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kL

を下回ったときには、当該年度の実績を記載する報告書を提出した後、知事が別に定める様式によ

り、当該事業者が報告書を提出すべき義務の要件に該当しなくなった旨の確認の通知を知事から受

けることにより、その翌年度から報告書を提出すべき義務を免れるものとする。ただし、その後の

年度において、義務提出事業所等の原油換算エネルギー使用量の合計が3,000kLを上回ったときに

は、再び報告書を提出すべき義務を負う。 

9 地球温暖化対策事業者による公表 

(1) 公表事項 

条例第8条の24第1項及び規則第5条の20に基づき、地球温暖化対策事業者が公表しなければな

らない事項は、6(1)ア、ク及びケ並びに6(2)アからウまでソ、タ及びツとする。 

(2) 公表方法 

条例第8条の24第1項に基づき、(1)の事項について、地球温暖化対策事業者は、報告書を作成

した事業所等ごとに自ら公表しなければならない。 

地球温暖化対策事業者は、規則第5条の20第3項に定める公表の方法のうち、可能な限りインタ

ーネットの利用による方法で公表を行うものとする。インターネットによる公表ができない場合

には、環境報告書への記載又は地球温暖化対策事業者の都内における主な事務所における備え置

き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により公表するものとする。 

10 知事による公表事項 

条例第8条の24第2項及び規則第5条の21に基づき、知事が公表する事項は、6(1)ア、エからコま

で及びチからテまで並びに6(2)アからウまで、キからケまで及びソからナまでとする。 
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11 地球温暖化の対策の実施のための指導・助言 

知事は、地球温暖化対策事業者等に対し、温室効果ガス排出量の適正な把握、別表第1に掲げる

地球温暖化の対策の適切な実施及び報告書の適正な作成、公表等について、必要に応じて指導・助

言を行う。 

また、地球温暖化の対策に関する研修会などを実施して、地球温暖化対策事業者等が地球温暖化

の対策を実施するための支援を行う。 

12 地球温暖化対策事業者等に対する勧告 

(1) 地球温暖化対策事業者が報告書を提出しなかったときの勧告 

地球温暖化対策事業者が報告書の提出をしなかったときには、知事は、当該事業者に対し、期

限を定めてその期間内に提出することを勧告することができる。 

(2) 地球温暖化対策事業者等の地球温暖化の対策の推進が著しく不十分なときの勧告 

地球温暖化対策事業者等が、技術的かつ経済的に実施可能な重点対策を実施しない場合、報告

書の適正な作成又は公表を行わない場合など、地球温暖化の対策の推進が、この指針に照らして

著しく不十分であり、かつ、11に基づく指導を受けたにもかかわらず、正当な理由なくこれに従

わないときは、知事は、専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該事業者等に対し、必要な措

置を実施するよう勧告することができる。 

第6 自動車に係る地球温暖化の対策の推進 

1 自動車を自ら使用する場合の地球温暖化の対策 

中小規模事業所において事業活動を行う事業者は、当該中小規模事業所において自動車(工場のフ

ォークリフト等事業所の区域内のみで使用される自動車を除く。)を使用している場合には、自動車

の使用の抑制、低公害・低燃費車の導入、エコドライブ等、自動車に係る地球温暖化の対策の推進

に努めるものとする。 

2 他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策 

中小規模事業所において事業活動を行う事業者は、当該中小規模事業所において貨物等の搬入等

のため他者の自動車を利用している場合には、貨物の売主や運送事業者等と連携し、低公害・低燃

費車の利用、物流の効率化、エコドライブ等、自動車に係る地球温暖化の対策の推進に努めるもの

とする。 

附 則 

1 この指針は、公布の日から施行する。 

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成20年東京都条例第93号)

附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による改正前の条例第7条第1項、第7

条の2から第9条まで、第153条第1項及び第4項、第155条第1項並びに第156条第1項及び第4項の規定

の適用に必要なこの指針による改正前の東京都地球温暖化対策指針の規定は、この指針の施行後も、

なお効力を有する。 


