
記載の手引き
（概要版）

2021年度版（Ver.1.0） 神奈川県環境計画課

事業活動温暖化対策計画書等



はじめに

 この資料は、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき

「事業活動温暖化対策計画書」等を提出される事業者の

皆様向けの「記載の手引き」の一部を抜粋した概要版です。

 2020年度からの運用変更点を中心に解説していますが、

書類の作成に当たっては、記載の手引きの記載要領や、

各様式に付属している記載例などもご参照ください。

（各スライド右上に、記載の手引きの参照ページを表示しています。）

 資料の記載内容は、適宜更新しますので、あらかじめ

ご承知おきください。
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計画書等の提出について

1. 毎年度当初の確認フロー

2. 提出時期

3. 提出方法

4. 参考：事業者の区分
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毎年度当初の確認フロー

 前年度のエネルギー使用量等を基に、提出書類を確認して
ください。

4※上記のほか、社名、本社所在地等に変更があった場合は、変更届が必要です。

ポイント！

手引きp2参照



提出時期

 該当する書類を次の時期に提出してください。

5

※新たに特定大規模事業者に該当することが判明した場合や、合併・事業承継、工場移転等による
エネルギー使用量の大幅な変更が生じた場合は、早めにご相談ください。

手引きp2参照

提出する書類 提出時期

計画書
４月１日～７月31日

※事業を廃止（又は計画を中止）した場合は、廃止届（又は中止届）の提出と
併せて当該届出日の翌日から起算して90日以内に結果報告書を提出

排出状況報告書

結果報告書

変更（廃止・休止・再開）

届出書

事象発生後速やかに

【届出が必要な事象の例】
○変更：本社移転、合併による名称変更など

○廃止：県外への事業所移転等により県域での事業活動がなくなる場合など

中止届出書
事業活動の変動などにより特定大規模事業者に
該当しなくなり計画を中止する際



提出方法

原則、電子申請システムで提出してください。

6

手引きp3参照

■電子申請システム受付フォーム
「事業活動温暖化対策計画書制度」（←「神奈川県 事業活動」で検索）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/

（↑ページ内の「計画書などの作成・提出方法について」の項目に様式ごとの受付フォームがあります。）

＜注意＞
初回の利用者登録が必要です。

（登録作業は５～10分程度で
完了し、すぐにログイン用パス
ワードが発行されます。）

※詳しくは、上記ＨＰ掲載の
「電子申請システム操作手順書」
をご参照ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/


参考：事業者の区分

 対象となる事業者の区分は、神奈川県地球温暖化対策推進条例

施行規則に基づき、次の３つに区分されます。
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区 分 要 件

第１号該当
事業者

県内のすべての工場等における前年度（前年４月１日から翌年３

月31日まで、以下同じ。）の原油換算エネルギー使用量の合計が
1,500kL以上の事業者

第２号該当
事業者

省エネ法に規定する連鎖化事業者が県内に設置しているす
べての工場等及び加盟店が県内に設置しているすべての工
場等における前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が、
1,500kL以上の事業者（フランチャイズチェーン等）

第３号該当
事業者

前年度の末日（３月31日）時点において、県内に使用の本拠
を有する自動車の使用台数の合計が100台以上の事業者

手引きp112参照



2021年度からの変更点

1. 運用の変更点（概要）

2. 様式の変更点（概要）
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運用の変更点（概要）

CO2排出量算出時の排出係数の取扱い見直し（各報告書共通）

CO2排出量の算出に必要な排出係数について、

調整後排出係数は毎年最新の公表数値を使用することを

原則 (2019年度以前に提出された計画は従前のとおり) とした。

9※詳しくは、「書類作成時の注意点」をご参照ください。

CO2排出係数
の種類

CO2排出量算定時の係数の取扱い

従来
（基礎・調整後どちらも固定）

2021年度～
（基礎は固定、調整後は変動）

基礎排出係数
計画初年度の公表値を
計画期間中は固定使用

同左

調整後排出係数
計画初年度の公表値を
計画期間中は固定使用

毎年最新の公表数値を使用
（2019年度以前に提出された計画は、

当該計画期間中に限り、計画初年度の公表値
を従前のとおり固定使用）



運用の変更点（概要）

削減目標達成状況等の評価方法の見直し（排出状況報告書・結果報告書）

CO2排出量・排出量原単位の削減目標の達成状況等について、

基礎排出係数を用いて算出した値で評価することを原則とした。

（ただし、調整後排出係数を用いた値での評価も併記可）

10※詳しくは、「書類作成時の注意点」をご参照ください。

CO2排出量/排出量原単位

削減目標達成状況等の評価

従来
（基礎・調整後どちらでも可）

2021年度～
（基礎で評価）

基礎排出係数を用いて
算出したもの

○ ○

調整後排出係数を用いて
算出したもの

○ （参考扱い）



事業活動温暖化対策計画書、排出状況報告書、結果報告書

・記入する年度の表記を「和暦」から「西暦」に変更

別紙１、２

・「排出状況報告書用/結果報告書用」と「計画書用」で

分かれていたファイルを１種類に統一
※結果報告書と計画書を併せて提出する場合は、結果報告書用に作成したものをコピーして内容を一部変更する方式とした。

・全県分、県域分といった集計区分ごとのエネルギー使用量等

を一括して入力する「入力シート」を新設
※入力シートに入力することで、各シートに数値が自動反映される設定

別紙３－１、３－２、４

・事業者名 及び 工場名（別紙４を除く。）の入力を必須とした。
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様式の変更点（概要）

※詳しくは、「書類作成時の注意点」をご参照ください。



一般的な書類作成の流れ

1. 排出状況報告書（第５号様式） の作成

2. 結果報告書（第７号様式）の作成

3. 計画書（第１号様式）の作成
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一般的な書類作成の流れ

排出状況報告書 の作成（第１・２号該当事業者の場合）

13

□報告対象年度のエネルギー使用量を入力

□報告対象年度のエネルギー販売量を入力（販売実績がある場合）

□別紙１※の内容を転記

□CO2排出量の対前年度増減、対策実施等の状況を説明

※第３号該当事業者（対象自動車100台以上）は、別紙１⇒ 別紙２と読み替えてください。

排出状況
報告書

（第５号様式）

別紙１※

(ｴﾈﾙｷﾞｰ起源二酸化
炭素排出量計算表)

【注意！】
毎年、最新の様式をホームページからダウンロードして作成してください。

（事業活動温暖化対策計画書制度https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html）

手引きp5～参照

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html


一般的な書類作成の流れ
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□前年度のエネルギー使用量を入力

□前年度のエネルギー販売量を入力（販売実績がある場合のみ）

□エネルギー管理指定工場等ごとに、計画策定時の別紙
３－１・３－２※のチェック内容をコピーして編集

□別紙１、３－１、３－２※の内容を転記

□目標の達成状況、対策の進捗状況等を評価、分析

※「エネルギー管理指定工場等」がない場合は、別紙３－１・３－２の作成は不要です。
※第３号該当事業者（対象自動車100台以上）は、別紙１⇒ 別紙２（自動車管理表）、

別紙３－１・３－２⇒ 別紙４（自動車対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）と読み替えてください。

別紙
3-1・3-2※

(工場等対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)

結果報告書 の作成（第１・２号該当事業者の場合）

別紙１※

(ｴﾈﾙｷﾞｰ起源二酸化
炭素排出量計算表)

結果報告書
（第７号様式）

【注意！】
毎年、最新の様式をホームページからダウンロードして作成してください。

（事業活動温暖化対策計画書制度https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html）

ＰＤＣＡ
を意識！

手引きp23～参照

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html


一般的な書類作成の流れ
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□結果報告書用の別紙１※をコピー

□入力シートの「計画の初年度」を最新の年度に変更
（排出係数が更新され、基本的にCO2排出量の計算結果が変わります。）

□結果報告書用の別紙３－１・３－２※をコピー

□前期の取組結果を踏まえて、今期の取組を検討

□別紙１、３－１、３－２※の内容を転記

□前期の取組結果を踏まえて、今期の取組を検討

※エネルギー管理指定工場等がない場合は、別紙３－１・３－２の作成は不要
※第３号該当事業者（対象自動車100台以上）は、別紙１⇒ 別紙２（自動車管理表）、

別紙３－１・３－２⇒ 別紙４（自動車対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）と読み替えてください。

別紙
3-1・3-2※

(工場等対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)

計画書 の作成（第１・２号該当事業者、前期から継続の場合）

別紙１※

(ｴﾈﾙｷﾞｰ起源二酸化
炭素排出量計算表)

計画書
（第１号様式）

【注意！】
毎年、最新の様式をホームページからダウンロードして作成してください。

（事業活動温暖化対策計画書制度https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html）

ＰＤＣＡ
を意識！

手引きp61～参照

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html


書類作成時の注意点

1. 共通事項

2. 別紙１ 及び 別紙２

3. 別紙3-1・3-2 及び別紙４

4. 報告書本体
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共通事項

書類作成作業に用いるパソコンは、

Microsoft Excel 2013 以降のバージョンが

インストールされたものを推奨します。

※Excel2010以前のバージョンでは、一部様式で

正常に作業できない場合が想定されます。

お困りの際は、個別にご相談ください。
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共通事項

県ホームページから最新の様式をダウンロードして

書類を作成してください。

18

「事業活動温暖化対策計画書制度」のページ

今年度ご提出いただく書類ごとに
報告書（計画書）本体と添付資料が
一覧で掲載されていますので、
提出書類確認フロー図等でご確認の上、
必要な書類をダウンロードしてください。



入力した値は、各シートに自動反映され、燃料ごとの
二酸化炭素排出量等の詳細な計算結果が確認できます。
＜例：全県（総括）シート＞

別紙１及び別紙２

エネルギー使用量（又は自動車台数）等は

【入力シート】へ入力

19

エネルギー使用量等を入力シートの一覧表
に入力することで、集計区分ごとの
・原油換算エネルギー使用量
・二酸化炭素排出量
・排出量原単位
を一覧で把握できるようになりました。

手引きp8.28等
参照



「計画の初年度」を適切に選択
（計画の初年度に公表された基礎排出係数が適用されます。）

20

【別紙１】

「計画の初年度」をプルダウンで選択
（結果報告書と計画書を併せて提出する場合、それぞれの初年度は異なります。）

※初年度を適切に選択しないと、CO2排出量等が
正しく計算されませんので、ご注意ください。

【別紙２】

別紙１及び別紙２ 手引きp8.28,66
等参照



21

報告対象年度に電気の供給を受けた
「電気事業者名」と「調整後排出係数のメニュー」
をプルダウンで選択

※電気事業者に応じて選択できるメニューが異なります。

電気使用量は、電気事業者のメニュー別に入力

（提供メニューがない場合は、「メニューなし」を選択）

手引きp9,29等
参照

【別紙１】

＜注意＞
最上段は「東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱」の「ﾒﾆｭｰＥ」が
初期設定されていますが、2020年度までの
「ﾒﾆｭｰＣ」（残差）に相当するものです。

別紙１及び別紙２



22

基礎排出量は計画初年度の係数で算出

調整後排出量は毎年最新の係数※で算出（参考扱い）

※2019年度以前に計画書を提出した事業者は、引き続き、当該計画期間が終了するまでの間、

計画書作成時点で使用した調整後排出係数である「（参考値）事業者全体」を固定使用

別紙１【入力シート】（エネルギー使用量）

適用されるCO2排出係数の年度は、
各シートの右上部分で確認できます。
＜例：全県（総括）シート＞

別紙１及び別紙２ 手引きp113等
参照



別紙１

入力するエネルギー使用量は主に次の３区分

①横浜・川崎市内の全事業所の合計

②県域（横浜・川崎以外の県の区域）のエネルギー管理指定工場等以外の

事業所の合計

③県域（横浜・川崎以外の県の区域）の各エネルギー管理指定工場等
※報告書等に転記していただく「全県の合計」及び「県域の合計」は自動計算されます。
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手引きp8.28等
参照

別紙１【入力シート】（エネルギー使用量）

① ② ③



24

廃車した車両台数は取得年度により計上欄が異なる
ことに注意（第３号該当事業者のみ）

報告対象年度の車両台数（全県）
報告対象年度末
の所有車両（台）

　( A-B+C-D )

走行あり 0

報告対象年度中の
走行の有無

報告対象年度の前年度末
に所有していた車両（台）

報告対象年度中に
増車した車両（台）

( A ) うち報告対象年度

中に廃車した車両
（台）( B )

( C ) うち報告対象年度中

に廃車した車両
（台）( Ｄ )

合　計 0 0 0 0 0
走行なし 0

【別紙２】入力シート（一部抜粋）

・2019年度以前に取得（所有）
かつ

・2020年度に廃車
した車両について
2020年度中の走行の有無別に計上

・2020年度中に新規取得（所有）
かつ

・2020年度に廃車
した車両※について
2020年度中の走行の有無別に計上

※想定される車両：事故車、展示車等

別紙２ 手引きp12,32等
参照
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結果報告書に添付する別紙３－１（又は別紙４）には、
過去の計画書に添付した別紙３－１（又は別紙４）の
チェック表の選択欄のセルをコピーして貼付け

別紙3-1・3-2及び別紙４ 手引きp36,40等
参照
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年度は「西暦」で記入

計画書等に記載する年度は、
「西暦」の４ｹﾀ数字で記入

※過去の計画書で記入した
「基準年度」等も和暦から西暦
に変換してください。

報告書本体（共通）
手引きp16,42,76

等参照



27

計画対象区域に応じて「計画対象」欄で○を選択

（計画対象区域…「全県」又は「県域（横浜・川崎を除く県の区域）」）

「全県」が計画区域：上段に○
「県域」が計画区域：下段（うち～）に○
※県域にしか事業所がない場合は下段に○

報告書本体（共通）
手引きp16,42,76

等参照
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二酸化炭素排出量等の対前年度比較（排出状況報告書第２・３面）

・削減目標達成状況（結果報告書第２・３面）に関する説明は、

基礎排出係数により算出した値で評価する。

報告書本体（排出状況報告書・結果報告書）
手引きp18,45等

参照

計画期間内におけるエネル
ギー起源二酸化炭素の排
出の状況に関する説明

＜削減目標の達成状況＞【例】
●CO2排出量
・達成：最終年度のCO2排出量は、（基準年度に対して3.3％の削減となり）目標を達成した。
・非達成：最終年度のCO2排出量は、（基準年度に対して3.3％の増加となり）目標未達となった。
●排出量原単位
・達成：最終年度の排出量原単位は、（基準年度に対して3.9％の改善となり）目標を達成した。
・非達成：最終年度の排出量原単位は、（基準年度に対して3.9％の悪化となり）目標未達となった。
＜削減目標の達成（or非達成）の要因＞【例】
●CO2排出量
・達成：計画期間の３年間で生産量が約２％増加したものの、下記の理由により達成できた。
　　○当初計画した削減対策を着実に実施できた。
　　○低炭素電気事業者へ購入先を変更。(**年度、排出係数が0.000***→0.000***に)
・非達成：予定していた削減対策をほぼ予定どおり実施できたが、下記の理由で達成できなかった。
　　○2018年度に想定外の業務追加による、増員・設備拡充があり、電力使用量が増加した。
　　○当初予定した太陽光発電の導入が、他の業務を優先したため未実施となった。
　　○電力購入先を変更し、排出係数が上がり増加した。(0.000***→0.000***)
　　　ただし、最新の基礎排出係数を用いて計算すると、最終年度の排出量は
　　　基準年度に対して3.3％の削減となっている。
●排出量原単位
・達成：CO2排出量の達成要因に同じ。
・非達成：計画期間の３年間で全体の生産量は約３％減少したが、客先の要望で生産効率の低い
　　　　　　製品の製造が増加したため、排出量原単位が著しく悪化し、目標未達となった。
＜クレジットの取得状況＞【例】
　・オフセットクレジット（J-VER）：100トン（2018年度）
　※　これまでに取得された国内クレジット等がある場合は、「取得年度」「クレジットの種類と数量」を記載
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結果報告書（第７号様式）（第２面一部抜粋）別紙１【入力シート】（エネルギー使用量）
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お問合せ先

【計画書等の作成に関する問合せ先】

神奈川県 環境農政局 環境部 環境計画課 計画書審査グループ

住 所：〒231-8588 横浜市中区日本大通１

電 話：045-210-1111 （内線）4086、4087

e-mail：jigyou-ondanka@pref.kanagawa.jp

ＵＲＬ：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/

（各種様式は上記ページからダウンロードできます。）

神奈川県 事業活動 検索

mailto:jigyou-ondanka@pref.kanagawa.jp
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/


参考：修正履歴
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