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脱炭素化に向けた事業者の支援・評価手法の検討及びそれを踏まえた 

川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定業務支援委託仕様書 

１ 目的 

本市においては、令和２年２月に 2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロを表明し、同年秋には脱炭素

社会の実現に向け、脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050」※１を策定する予定である。

これを踏まえ、川崎市地球温暖化対策推進基本計画（以下「現行計画」という。）※２の改定について検

討し、令和３年度中に新たな計画（以下「改定計画」という。）を策定することとしている。 

このような中、コロナ終息後の経済復興については、「脱炭素社会を目指し環境と調和した経済復興

（グリーン・リカバリー）」が重要視されていることから、事業者をグリーン・リカバリーの取組へと

誘導していくために、脱炭素化に取り組む事業者を適切に評価する手法や脱炭素化に取り組む事業者

にインセンティブが働くような新たな支援方法の検討が必要であり、計画の改定においては、それを

踏まえた検討が必要である。 

本委託は、こうした状況をはじめ、本市の関係条例、計画及び戦略、さらには本市の特性等を踏ま

え、脱炭素化に取り組む事業者の支援・評価手法の検討、計画の改定等に必要な支援業務を発注者と

調整しながら実施するものである。 

検討にあたっては令和３年１月頃に川崎市環境審議会（以下「審議会」という。）に計画の改定につ

いて諮問し、審議会に「（仮称）温暖化対策特別部会（以下「特別部会」という。）」を設置し、令和３

年１月頃から令和３年秋の答申にかけて特別部会を開催し、検討を行う予定である。 

なお、現行計画はフォアキャスティングの考え方で策定していたが、改定計画はバックキャスティ

ングの考え方で 2050 年のあるべき姿から、振り返って現在すべきことを考える手法とする。 

※１ https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/300/0000119960.html 

※２ https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000092540.html 

２ 実施内容 

  次の業務を行うこととする。 

（１）脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者の評価手法・支援方法に係る取組事例調査 

   次の事項について、国内外の取組事例調査を行い、令和３年２月末までにその概要及び詳細につ

いてとりまとめを行うこと。 

ア 温暖化対策に取り組む事業者の評価 

    事業所から排出される CO2削減取組、市域外で CO2 削減に貢献する取組（域外貢献）等を評価す

る手法について調査を行う。 

(ｱ) 事業所から排出される CO2削減取組の評価 

     エネルギーの使用の合理化等に関する法律の事業者クラス分け評価制度（ＳＡＢＣ評価制度）、

条例等で規定している他自治体（都道府県、政令指定都市）の計画書制度等における評価手法の

他、事業者が有する国内外の全ての事業所を含めた事業者全体での取組の評価手法等について

調査を行う。（条例等で規定している他自治体の計画書制度については、別途、都道府県、政令

指定都市の制度概要の一覧を作成すること）。 

(ｲ) 域外貢献による削減量の評価 

     二国間クレジット（ＪＣＭ）、北九州市低炭素新メカニズム等の途上国での削減量の評価手法、
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製品等のライフサイクル全体での削減量の評価手法等について調査を行う。 

(ｳ) 市内事業者のサプライチェーン排出量を考慮した温室効果ガス排出量の検討及び試算 

市内に事業所がある事業者について、サプライチェーン排出量（Scope１排出量＋Scope２排 

出量＋Scope３排出量）を考慮した温室効果ガス排出量の試算手法の可能性検討及び可能であれ

ば試算を行うこと。 

   (ｴ) その他 

     その他、J-クレジット制度、東京都キャップ＆トレード制度等、本市における評価手法の検討

に有益となる取組事例について調査を行う。 

イ 事業者による先進的な温暖化対策の取組 

  通常の省エネ対策ではなく、国内外での再生可能エネルギー発電の取組やＣＣＳの取組、市民を

巻き込んだ取組など、先進的な温暖化対策の取組事例について調査を行う。（市内に事業所がある

事業者を優先的に調査すること。） 

ウ 温暖化対策に取り組む事業者への支援 

 温暖化対策に取り組む事業者への経済的支援、技術的支援等、行政による支援方法の取組事例に

ついて調査を行う。 

エ 自治体間連携による事業者への支援

 特定卸供給の仕組みを利用した固定価格買取制度の対象となっているカーボンフリー電源の市

内事業者による利用促進など、国内の自治体間連携の仕組みを生かした取組事例について調査を

行う。 

（２）計画の改定に向けた現行計画の総括等 

下記の作業を行い、概ね令和３年３月上旬までに資料として取りまとめること。 

 ア 他都市等の取組に関する情報整理 

予め、検討の参考となる国や他都市（東京都、神奈川県及び政令指定都市）の計画、目標、指標

及び取組等について情報を発注者が収集しておき、契約後、速やかにそのデータを受注者に引き渡

すので、データ整理をすること。 

  イ 脱炭素に向けた戦略に関する情報整理 

予め、他都市の脱炭素に向けた戦略に関する情報を発注者が収集しておき、契約後、速やかにそ 

のデータを受注者に引き渡すので、データ整理をすること。 

  ウ 国外の事例の情報収集 

    国外の動向や社会状況の変化を含めた最新の知見を収集すること。 

  エ 計画改定の方向性等の検討 

前記をはじめ、本市の関係条例、計画及び戦略、さらには本市の特性等を踏まえ、現行計画改定

の方向性、見直しや強化すべき取組等について検討し、提案を行うこと。なお、現行計画及び改定

計画の目標に係る課題は別紙を参考とすること。 

（３）温室効果ガス排出量の将来推計 

令和３年１月末までに推計結果等を取りまとめること。

ア 現行計画の目標の計算方法の整理

    将来推計を行うにあたり、発注者が提供するデータ（現行計画の策定時に使用した将来推計用
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のエクセルファイル）を基に現行計画の目標の計算方法の整理を行うこと。

    なお、本市が毎年、算定している市域の温室効果ガス排出量は、「地方公共団体実行計画（区域

施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（環境省）」における「積上法」を基本としており、

エネルギー転換部門、産業部門及び民生業務部門のエネルギー起源 CO2 排出量については、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく国の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の開示

データを使用した「積上法（詳細型）」により算定している。

  イ 2050 年に向けた温室効果ガス排出量の将来の増減要素の定量・定性的分析

    分析にあたっては、各種必要なデータを入手し、市内の大規模施設の新設及び休止計画等の把

握の他、国内外の動向及び社会状況等考慮し、行うこと。

  ウ 2050 年に向けた温室効果ガス排出量の将来推計

以下の３ケースで行うこと。推計年度は、いずれも 2030 年度及び 2050 年度とする。活動量の

将来見通しについての根拠資料がない場合は、回帰推計などを用いて活動量の伸び率を求めるこ

と。

  （ア）追加的な対策を見込まず、現在の経済状況が今後も継続した場合（活動量のみが変化する想

定（現状趨勢））の単純将来推計（部門別に推計）

  （イ）追加の温暖化対策を実施し、温室効果ガス削減が国の現行の地球温暖化対策計画（2050 年度

に 1990 年度比 80％削減）と同程度図られた場合の対策将来推計（部門別に推計）

  （ウ）（イ）の対策に加えて、さらに追加の温暖化対策を実施し、2050 年度に温室効果ガス排出量

が実質ゼロとなる場合の対策将来推計（部門別に推計）

（４）計画の改定事項、目標等の検討及び「計画改定に向けた考え方」のとりまとめ 

   令和３年３月中旬までに検討結果を取りまとめること。 

  ア 市域全体の再生可能エネルギー導入量の試算 

    市域全体の再生可能エネルギー導入量について各種必要なデータを入手し、試算すること。 

イ 改定事項等の検討 

  現行計画の総括や本市の特性、環境審議会での議論等を踏まえ、計画の改定事項及び改定内容に

ついて検討し、資料として取りまとめること。取りまとめにあたっては「温室効果ガスの排出量削

減」「域外貢献※」「気候変動適応策」等の観点から検討すること。 

  ※本市では「域外貢献量算定ガイドライン（川崎市）」に基づき「温室効果ガス排出量削減の域

外貢献量」を算定している。 

https://www.k-co2brand.com/mechanism/ 

ウ 目標設定及び目標達成に向けた取組の検討 

前記の検討を踏まえ、改定計画の目標（基準年度の設定含む）及び目標達成に向けた取組につい

て検討し、提案すること。そして、各取組による温室効果ガスの排出削減量や域外貢献量を試算

すること。 

エ 「計画の構成案」及び「計画改定に向けた考え方」のとりまとめ 

以上の調査結果及び環境審議会の議論を踏まえ、「計画の構成案」及び「計画改定に向けた考え

方」をとりまとめること。 
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（５）計画の改定内容の検討 

  ア 関係団体等への説明会の同席 

川崎市環境審議会の審議を経て取りまとめた「２（４）計画改定に向けた考え方」について市

が実施する関係団体等への説明会等に同席し、意見の整理を行うとともに、対応について取りま

とめること。 

イ 改定計画の目標値及び進捗管理指標の検討等 

    改定計画の目標値及び進行管理に必要な指標について、検討、整理すること。 

  ウ エネルギー需給状況等の算定 

    市域の発電所等からのエネルギー供給量及び市域におけるエネルギー消費量について算定方法

を提案するとともに、改定基本計画（案）における基準年度以後の算定を行うこと。 

エ 新たな算定手法に基づく温室効果ガス排出量等の算定 

    環境審議会の審議及びエネルギー消費量算定を踏まえた温室効果ガス排出量の算定手法につい

て提案するとともに、新たな算定手法に基づき、改定基本計画（案）における基準年度以後の算定

を行うこと。 

オ 改定基本計画（案）等の取りまとめ 

環境審議会の答申、国内外の最新動向等を踏まえるとともに、目標達成に向けた取組を整理し、 

改定基本計画（案）を取りまとめること。また、改定基本計画（案）の概要版を作成すること。 

  カ 第１期実施計画（案）の取りまとめ 

    改定基本計画（案）に基づき、川崎市総合計画の事務事業の抽出、整理等により、第１期実施計

画（案）を取りまとめること。 

  キ その他 

    その他、現行計画の改定に向け、必要な調査、整理等を行うこと。

（６）脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者の評価手法の検討 

 本市における温暖化対策に取り組む事業者の評価手法を検討し、効果的な評価手法について提案

すること。併せて、改定計画への反映を検討すること。

提案にあたっては、国内外における温暖化対策に取り組む事業者の評価手法の取組事例を参考と

し、本市における事業活動地球温暖化対策計画書制度、川崎メカニズム認証制度等の取組の見直しも

含めた総合的な検討を行うこと。特に、市域外でのＣＯ２削減貢献量の評価など、市内にある事業所

からの排出削減取組だけでなく、事業者全体での取組を評価する観点での検討を行うこと。 

   また、提案する評価手法について、市内事業者による削減量のポテンシャルを試算すること。

（７）脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者への支援方法の検討 

 本市における温暖化対策に取り組む事業者への支援方法を検討し、効果的な支援方法について提

案すること。併せて、改定計画への反映を検討すること。 

 提案にあたっては、国内外における事業者への支援方法の取組事例を参考とし、本市における既存

の支援方策を踏まえた検討を行うこと。 

（８）市民の環境に係る意識の把握 

調査結果を分析・検証し、取りまとめること。 
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過去に本市が実施したアンケート調査結果を活用すること。 

調査結果は、以下の市ホームページに公開している。 

ア 平成 27 年度及び令和 2年度かわさき市民アンケート調査結果 

https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/50-23-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

  イ 平成 30 年度及び令和元年度川崎市環境基本計画に関する市民アンケート調査結果 

    https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000107372.html 

  ウ 令和元年度川崎市総合計画に関する市民アンケート調査結果 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/press/170/0000117876.html 

（９）各種関係会議の運営支援 

   現行計画の改定に関し、発注者と役割分担しながら、次の会議資料の作成支援等を行うこと。（議

事録等の作成は不要）。また、必要に応じて、庁内外の検討会に同席すること。 

ア 環境審議会  ２回程度 

イ 環境審議会特別部会 ６回程度 

（10）有識者及び環境省の意見聴取 

   計画の改定内容の検討、脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者の評価手法の検討、脱炭素化

（温暖化対策）に取り組む事業者への支援方法の検討にあたっては、有識者及び環境省の意見を聴取

すること。アポイントメント、施設予約、議事録作成、謝礼金支払い等の諸作業については、受注者

が自ら行うこと。 

３ 委託期間及び履行期日 

契約締結日から令和４年３月 31 日（木）まで 

４ 成果品 

 概ね 350 ページの報告書として取りまとめることとし、詳細は、発注者と協議の上、決定する。 

成果品の確定版は、令和４年３月 31 日（木）までに以下のもの（確定版）を提出することし、事前

に発注者と協議し、期日までに確定させること。 

（１）報告書（確定版） 10部 

（２）報告書（確定版）の電子ファイル一式 

   ※作成したイラストやグラフ等は、原則、編集可能なファイル形式のデータでも提出し、使用の権

利は発注者に帰属するものとする。 

５ その他 

（１）本仕様書に定めがない事項に関しては発注者と協議し、決定するものとする。 

（２）契約締結後、速やかに発注者と協議のうえ、１４日以内に作業計画書（作業内容、作業工程表、作

業員体制、下請負体制、連絡体制など）を作成すること。 

（３）発注者との打ち合わせを、原則として月２回以上行い（Ｗｅｂ打合せ可能）、議事録を作成するこ

と。 
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６ スケジュール 

  「２ 実施内容」の中間報告及び年度末報告のスケジュールは以下のとおりとする。 

令和３年 2月末まで （１）脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者の評価手法・支援方法に

係る取組事例調査 

令和３年3月上旬まで （２）計画の改定に向けた現行計画の総括等 

令和３年 1月末まで （３）温室効果ガス排出量の将来推計 

令和３年3月中旬まで （４）計画の改定事項、目標等の検討及び「計画改定に向けた考え方」の

とりまとめ 

令和３年 5月末まで （５）イ 改定計画の目標値及び進捗管理指標の検討等 

 ウ エネルギー需要状況等の算定 

 エ 新たな算定手法に基づく温室効果ガス排出量等の算定 

令和３年 10 月末まで （５）オ 改定基本計画（案）等の取りまとめ 

令和４年1月中旬まで （５）カ 第１期実施計画（案）の取りまとめ 

令和３年 10 月末まで （６）脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者の評価手法の検討 

 （７）脱炭素化（温暖化対策）に取り組む事業者への支援方法の検討 

令和３年 5月末まで （８）市民の環境に係る意識の把握 

※時期については、発注者と協議の上、柔軟に対応すること。 



別紙

部門別二酸化炭素排出量の目安

・現行計画の目標値は、国の「地球温暖化対策計画」の目標との
整合を図り設定（2050年度までに1990年度比で80％削減を目指す）

現行計画の温室効果ガス排出量の削減目標 改定計画の温室効果ガス排出量の削減目標のイメージ

基準年度
（1990） 2030 2050

排出実質
ゼロ！

現行計画

将来的に民間大規模
施設の停止の可能性

2013

改定計画における削減目標の課題

課題１
・2050年の排出実質ゼロに向けて、今年、秋に策定する
脱炭素戦略では、現行計画に対し2030年度に＋α(100万t-CO2)
の削減を目指すことを検討しており、改定計画にはこの＋α
(100万t-CO2)の削減量を考慮する必要がある。

課題２
・将来的に市内の民間大規模施設が稼働停止する可能性（数百万

t-CO2規模となる可能性もある）があり現行計画の目標設定方法

では評価ができなくなる可能性がある。
また、今後、こうした動きが増える可能性もある。

温室効果ガス排出量の削減目標

脱炭素戦略による＋α減

これらを踏まえ、
改定計画の削減目標は、現行計画とは異なる方法で目標等を
設定することを検討する必要がある。

・部門別二酸化排出量の目安は、国の「地球温暖化計画」における
対策の削減量を参考に川崎市内における削減目安量を算出

（例）部門別の数値目標、産業部門の数値目標、指標の設定
等の検討及び整理、国内外の域外貢献量の評価

現行計画と改定計画の目標に係る状況整理

・なお、川崎の環境技術を生かした市域外での温室効果ガス削減
貢献量は削減目標量には含めていない。

▲80%減

(万t-CO2)

2,4002,800 1,950

(万t-CO2)

2,4002,800560

1,850 0

(100)

課題３
・市内の温室効果ガス排出量の上位10事業者で市内排出量の
約７割を占めているが現行計画では考慮されていない。


