
（仮称）事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度の制度概要

川崎マリエンからの展望（川崎区）

資料３－２（仮称）事業活動計画書・報告書制度の制度概要



１ 答申に反映したい事項 KAWASAKI
CITY
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項目 環境審議会（答申）事項 答申後の検討事項（庁内検討）

対象者 ・対象者の決定 －

対象期間 ・対象期間の決定 －

評価軸・評価項目 ・評価軸及び評価項目の決定 －

評価基準・配点 ・評価基準・配点の基本的な考え方 ・評価基準・配点の詳細検討
・提出様式・対策指針・ガイドライン等
の詳細検討

簡易版制度 ・簡易版制度の狙い
・簡易版制度の必須項目の考え方

・評価基準・配点等の詳細検討
・提出様式・対策指針・ガイドライン等
の詳細検討

誘導支援策 ・誘導支援制度の基本的な考え方 ・誘導支援制度の詳細検討

答申では対象者・対象期間・評価軸・評価項目等の基本事項を中心に掲載し、
評価基準等の詳細事項については、答申を踏まえ別途検討。



２ 新制度の全体イメージ（素案） ① KAWASAKI
CITY

（１）（仮称）事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度のコンセプト・狙い

基本コンセプト

川崎市が公的な評価機関の役割を担い、国や支援機関等と共に、
産業界の脱炭素化と産業競争力の強化を両立させる評価・支援スキームを構築

評価軸

評価軸① 2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に繋がる評価軸

評価軸② 2050年のカーボンニュートラルに繋がる評価軸(ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等)

制度活用

活用１ 評価結果に応じた国や支援機関等の制度の活用（金融機関との連携、マッチング）

活用２ 庁内の事業者支援制度と評価結果の連携（補助、表彰、PR、助言指導）

活用３ 評価結果の公表による高評価への誘導（公表方法によっては制裁的要素を含む）

活用４ 中小規模事業者向け簡易版制度による脱炭素化誘導
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２ 新制度の全体イメージ（素案） ② KAWASAKI
CITY

（２）新制度の全体イメージ

削減目標（短期・中長期）

事業者の取組を評価・見える化し、
評価に応じた支援

域外のCO2削減取組

省エネの取組

再エネ・電化の導入

イノベーション取組

イニシアチブ加盟
(RE100など)

1

2

3

4

5

6

新たな評価制度

事業者を評価

現状制度

・CO2排出量
削減目標
(短期)

・エネルギー
使用量

・取組内容
など

・補助制度等との連携
・優良事業者のPR
・改善提案 など

事業者の意欲を高め、省エネ、再エ
ネ導入拡大、イノベーションの取組へ
誘導

支援制度

新制度イメージ
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３ 新制度の評価軸・評価項目等（素案）① KAWASAKI
CITY

（１）評価軸の設定イメージ

項目 2013年度 2019年度 2030年度目標 2050年度

産業 100% 87% ※73% 0%

エネ転 100% 100% 78% 0%

運輸 100% 94% 81% 0%

業務 100% 89% 56% 0%

全体 100% 89% 72% 0%
※「産業」は市内の温室効果ガス排出上位事業者（2019年度実績年間20万t-CO2以上排出事業者）における既に決定又は予定されている生産設

備等の休止等を除いた値（含めた場合は39%(▲61%）)

・前半（2019～2030年度）よりも後半（2030～2050年度）の方が必要な削減割合が急激。
・前半（2019～2030年度）は現行技術の最大限導入で目標達成可能
・後半（2030～2050年度）は熱エネルギーのCO2フリー化が必要でありイノベーション必須

【①2030年目標達成】と【②2050年カーボンニュートラル】の２軸で評価するべき

-5-



３ 新制度の評価軸・評価項目等（素案） ② KAWASAKI
CITY

産業
A評価：▲1.8%/年
B評価：▲0.9%/年

【評価軸①】2030年度CO2削減目標達成

エネ転
A評価：▲1.3%/年
B評価：▲0.7%/年

運輸
A評価：▲1.1%/年
B評価：▲0.6%/年

業務
A評価：▲2.5%/年
B評価：▲1.3%/年

（例えば）
温対計画の2030年度の目標達成に向けて、業種ごとにCO2削減基準を設定し、対象事業者

の平均がAランク相当になったら目標達成できるような評価軸とし、2030年度CO2削減量を
アウトプットとする

【評価軸②】2050年カーボンニュートラル

（例えば）
・各社の生産活動量や中長期目標やイノベーション等の取組・進捗等を本制度で把握。
・各社が意欲的に長期ビジョン設定やイノベーション等の取組にチャレンジし、また国や業
界の目指す2050年カーボンニュートラルのビジョン・スケジュール等と整合している事業
者をA評価とし、脱炭素化の日本全体への貢献度を分析し、アウトプットとする。
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３ 新制度の評価軸・評価項目等（素案） ③ KAWASAKI
CITY

（２）ランク付けのイメージ

計画書

報告書

情報の把握 計画書・報告書の評価結果 （例：産業）

排出量削減（直近のみ） ： Aランク（10点/10点）
排出量削減（過去含む） ： Aランク（9点/10点）
省エネの取組 ： Bランク（9点/12点）
再エネ・電化 ： Aランク（7点/10点）
中長期・イノベーション等： Aランク（18点/19点）

◆評価項目を設定し、項目毎に評価点を設け、項目毎の得点に関してランク付け

◆３段階（A、B、C）でランク付け

◆項目別のランク付けにより事業者の取組をより具体的に可視化

評価（ランク付け）にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、
専門的知見を有する有識者等による評価を行うことを想定
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３ 新制度の評価軸・評価項目等（素案） ④ KAWASAKI
CITY

（３）公表項目のイメージ

評価項目①

１ 温室効果ガス排出量（直近のみ）

２ 温室効果ガス排出量（過去含む）

３ 省エネ

４ 再エネ・電化

５ 自動車

評価項目②

６ 中長期目標・イノベーション等（事業

者全体のCO2削減取組・ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ加盟、

Scope3等の取組を含む）

【評価軸①】2030年度CO2削減目標達成 【評価軸②】2050年カーボンニュートラル

-8-



３ 新制度の評価軸・評価項目等（素案） ⑤ KAWASAKI
CITY

（４）公表項目一覧（イメージ）

評価項目
具体的な評価項目

（イメージ）

必須/

任意

配点

(イメージ)

対象

業種

評

価

軸

①

１,2 温室効果ガス排出量

(調整前・後で評価）

① 直近の市内事業者における温室効果ガス排出量削減割合 必須 【10点満点】
全業種

② 過去からの市内事業所における温室効果ガス排出量削減率 必須 【10点満点】

３ 省エネ ① エネルギー消費原単位の削減率 必須 【10点満点】
産業、

業務

４ 再エネ・電化
① 使用電力の再エネ電源比率
② 契約電力のCO2排出係数
③ エネルギーの電化取組

必須
必須
任意

【12点満点】
産業、

業務

５ 自動車
① 燃費改善割合

② 乗用車へのEV／FCV導入割合

必須

任意
【7点満点】 運輸

評

価

軸

②

６ 中長期目標・イノベー

ション等

① グループ全体での脱炭素表明・中長期温室効果ガス削減目標

② グループ全体でのCO2排出量削減割合
③ グループ全体でのCO2フリー熱エネルギー導入取組
④ グループ全体でのイノベーションに資する取組
⑤ グループ全体でのSBT等イニシアチブへの加盟
⑥ グループ全体での製品・サービス・販売等のScope3削減取組
⑦ 市域外CO2削減に資する取組
⑧ 低CO2川崎ブランドの取得

必須
任意
任意
任意
任意
任意
任意
任意

【19点満点】
全業種

全業種

※ 目標を大きく上回って達成した場合は、加点要素を検討
論点
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３ 新制度の評価軸・評価項目等（素案） ⑥ KAWASAKI
CITY

（５）配点評価のイメージ

A評価

Ｂ評価

C評価

評価結果が対象項目の満点中90%以上を取得

採点結果が対象項目の満点中50%以上を取得

採点結果が対象項目の満点中49%以下
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４ 新制度の評価基準（素案） ① KAWASAKI
CITY

評価基準のイメージ（例）

基準 産業※1
エネルギー

転換
工業

プロセス
業務 運輸 廃棄物

計画期間の削減目標
（1年毎の目標）

▲1.8%以上 ▲1.3%以上 ▲0.6%以上 ▲2.5%以上 ▲1.1%以上 ▲1.4%以上

（１）評価項目１、2（例）直近のCO2削減割合

※1 産業部門の削減目標は、大規模事業者の削減影響を除いた値を基準として設定

エネルギー消費原単位は、省エネ法が要請する値（▲年1%削減）に基づき基準設定

（２）評価項目３（例）エネルギー消費原単位

直近のCO2削減割合は、温対計画に掲げる削減目標の部門別内訳をベースに基準設定
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４ 新制度の評価基準（素案） ② KAWASAKI
CITY

（３）評価項目４（例）使用電力の再エネ電源比率、電力排出係数

使用電力の再エネ電源比率、電力排出係数は、第6次エネルギー基本計画等の値から基準設定

（出典）再エネ比率は、経済産業省「令和元年度(2019年度)エネルギー需給実績を取りまとめ(確報)（2021年4月13日）」および資源エネル
ギー庁_第6次エネルギー基本計画の概要（2021年10月）より算出/調達電源の排出係数は、環境省の電気事業者別排出係数の2021年
度実績、2030年は国の示す地球温暖化計画における2030年度の0.25kg-CO2/kWh を基に2023～2029を算出

電力排出係数

再エネ電源比率
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４ 新制度の評価基準（素案） ③ KAWASAKI
CITY

（４）評価項目４（例）電化率の評価基準

電化率は、国立環境研究所の2050年試算データから基準設定

（出典）国立環境研究所_AIM を用いた2050 年脱炭素社会の定量化詳細版」が示す、2050年の電化率（産業部門25％、
エネ転部門44％、家庭部門90％、業務部門85％、運輸部門90％）を基に2023～2029を設定

民生家庭

民生業務

エネ転

産業

運輸
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４ 新制度の評価基準（素案） ② KAWASAKI
CITY

（５）評価項目５（例）燃費改善割合

（出典）経済産業省HP「乗用車の2030年度燃費基準を策定しました（2020年3月31日）」を基に、2030年25.4km/Lになるように実績値から設定

燃費改善割合は、国の乗用車の燃費基準に基づき設定
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４ 新制度の評価基準（素案） ② KAWASAKI
CITY

（６）評価項目５（例）乗用車のEV／FCV導入割合

乗用車のEV／FCV導入割合は、温対計画における2030年度の導入目安をベースに基準設定
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４ 新制度の評価基準（素案） ③ KAWASAKI
CITY

（７）評価軸２（中長期目標・イノベーション等）の評価基準のイメージ

評
価
軸
②

６ 中長期目
標・イノベー
ション等
【19点満点】

① グループ全体での中長期の温室効果ガス削減目標
【必須】

・2050年ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ宣言済かつ途中年度数値目標設定
・2050年ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ宣言済
・2050年以降ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ宣言かつ途中年度の数値目標
・2050年以降ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ宣言
・2050年ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ以外の数値目標
・上記目標等の設定なし

5点
4点
3点
2点
1点
0点

② グループ全体でのCO2排出量削減割合
＜任意＞

・評価基準の100%以上
・評価基準の50%以上
・評価基準の50%未満

2点
1点
0点

③ グループ全体でのCO2フリー熱エネルギー導入
＜任意＞

・CO2フリー熱の導入有
・ブルー・グレー水素、メタネーション利用有
・導入無し

2点
1点
0点

④ グループ全体でのイノベーションに資する取組
＜任意＞

・実証・開発ﾌｪｰｽﾞ取組有
・技術確立済の取組有
・取組実績無し

2点
1点
0点

⑤ グループ全体でのSBT等イニシアチブへの加盟
＜任意＞

・SBT記載有
・その他の記載有
・記載無

2点
1点
0点

⑥ グループ全体での製品・サービスの調達・販売に
関するScope3削減取組 ＜任意＞

・定量的な記載有
・定性的な記載有
・記載無

2点
1点
0点

⑦ 市域外CO2削減に資する取組
(川崎メカニズム認証制度の認証)
＜任意＞

・認定あり（過去3年以内）
・認定あり（過去6年以内）
・取得なし

2点
1点
0点

⑧ 低CO2川崎ブランドの取得
＜任意＞

・取得あり（過去3年以内）
・取得あり（過去6年以内）
・取得なし

2点
1点
0点 -16-



４ 新制度の評価基準（素案） ③ KAWASAKI
CITY

中長期目標・イノベーション等の評価基準について

グループ全体のCO2削減目標に対する進捗状況は、事業者の主たる事業の業界団体が公表す
る経団連のカーボンニュートラル行動計画における目標値を基準として設定する。

番号 部門 業種 2050年ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ宣言 国内の事業活動における2030年のCO2削減目標

1産業 日本鉄鋼連盟 〇 2013年度比30％削減
2産業 日本化学工業協会 〇 2013年度 BAU比 650万t-CO2削減
3産業 日本製紙連合会 〇 2005 年度実績を基準で BAU 比で排出量を、466 万ｔ- CO2削減

4産業 電機・電子温暖化対策連絡会 〇
○コミット目標：2020年度を基準として、2030年度に9.56%改善
○チャレンジ目標：2013 年度基準で、46%程度の削減

5産業 セメント協会 業界として検討中 2010年度実績から125MJ/t-cem低減した3,334MJ/t-cemとする。
6産業 日本自動車工業会・日本自動車車体工業会 〇 616 万 t－CO2（1990 年比▲38％、2013 年比▲18％）
7産業 日本自動車部品工業会 業界として検討中 2007 年度比で 28.6％削減
8産業 日本鉱業協会 〇 1990 年比で 26％削減
9産業 日本建設業連合会 〇 1990年度比２５％減

10産業 住宅生産団体連合会 業界として今後検討予定 －
11産業 石灰製造工業会 業界として検討中 2013 年度比で 29％削減
12産業 日本ゴム工業会 〇 2013 年度対比46％削減
13産業 日本製薬団体連合会 業界として検討中 2013年度を基準に、2030年度の二酸化炭素排出量を 25％削減
14産業 日本アルミニウム協会 〇 2005 年度水準を基準でエネルギー原単位を、▲1.2GJ/t 改善すべく最大限の努力をする
15産業 日本印刷産業連合会 業界として検討中 2010 年度比▲31.2%

16産業 板硝子協会 業界として検討中
91.4 万トン-CO2（2005 年比▲32%）とする
※2017 年度報告で目標値をクリアしたことから、目標水準の見直しを行なった。

17産業 全国清涼飲料連合会 業界として検討中 2012 年度を基準年度に18％削減
18産業 日本乳業協会 業界として今後検討予定 2013 年度比約 28%削減
19産業 日本電線工業会 業界として検討中 2013 年度（41.7 万 kl）比 6.7％削減
20産業 日本ベアリング工業会 業界として今後検討予定 1997 年度比 28％以上削減
21産業 日本産業機械工業会 業界として今後検討予定 2013 年度比 10％削減
22産業 石油鉱業連盟 〇 2013 年度実績から 40％削減

23産業 日本伸銅協会 業界として今後検討予定
2018 年度：生産活動量 38 万トン時の BAU エネルギー原単位（0.544 kℓ/トン）から 6％削減
（BAU×0.94）の 0.512 kℓ/トン

24産業 ビール酒造組合 業界として検討中 2013 年比 26％削減
25産業 日本造船工業会・日本中小型造船工業会 業界として今後検討予定 2013 年度比 6.5％削減

出典：経団連「カーボンニュートラル行動計画（2022年3月30日）」の業種別計画をもとにNTTデータ経営研究所作成
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５ 新制度の公表（素案） ① KAWASAKI
CITY

（１）公表の目的

公表目的１

○ 評価結果を分かりやすく、誰でも容易に参照できるよう公表し、事業者や消費者が当該評価（ラ

ンク付け）を利用して行動することで、各企業の事業活動を脱炭素化へと誘導されるよう促し、

市域の温室効果ガス排出量の削減に寄与することが期待される。

公表目的２

○ 市情報公開条例の趣旨に鑑み、「本市が定めた脱炭素化の目標基準に対し義務対象事業者がどの

程度達成しているのか。」という市民の関心の高い情報をわかりやすく説明する責務（説明責

任）を果たす。
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５ 新制度の公表（素案） ② KAWASAKI
CITY

（２）公表方法イメージ

評価結果については、現行制度における公表内
容に加えて、対象事業者の項目別評価、事業者別
評価をわかりやすく一覧表等で取りまとめ、市の
ホームページ等へ一定期間（３年程度を想定）公
表する。

ただし、イノベーション技術などの秘匿情報に
ついては公表を差し控える。
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５ 新制度の公表（素案） ③ KAWASAKI
CITY

（３）公表によるフォローアップ手段のイメージ

① 評価結果について、３年間など公表期限を設定する

② 時限的・経過的措置を設ける

（例１）3年連続で低評価だった事業者を公表する

（例２）制度制定から3年間は高評価者のみ公表し、4年目以降から低評価者も公表する

③ 指導・助言や、国庫補助制度の紹介などのフォローアップを行い高評価へと誘導する。

④ 正当な理由がある場合には公表を差し控えるための事前意見聴取手続きを設けるなど、
特定事業者の不利益に配慮する。

評価結果が特定事業者の不利益となることを回避・軽減するため、次のようなフォ
ローアップ手段を講じる。
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６ 中小規模事業者向けの簡易版制度（素案） ① KAWASAKI
CITY

（１）簡易版制度の目的・狙い

中小規模事業者向けの簡易版制度を創設し、多くの事業者が簡易版評価制度を活用するこ

とで、中小規模事業者の脱炭素化を促進する。

なお、簡易版制度の実効性を高め、多くの事業者に活用して貰うためには、金融機関や庁

内事業など様々な取組と連携した、インセンティブの働く支援メニューの構築が重要となる。
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６ 中小規模事業者向けの簡易版制度（素案） ② KAWASAKI
CITY

（２）簡易版制度のイメージ

評価項目 フル制度 簡易制度

CO2排出量削減 〇 〇

省エネの取組 〇 △

再エネ・電化の導入 〇 ○

自動車の取組 〇 △

中長期の削減目標 ○ △

イノベーションの取組 〇 △

イニシアチブへの加盟 〇 △

Scope3に関する取組 〇 △

【必須】

【必須】

＜任意＞

＜任意＞

＜任意＞

＜任意＞

＜任意＞

＜任意＞

簡易版制度では、「CO2排出量削減」及び「再エネ・電化導入」を必須項目とし、それ以
外の取組は任意項目とする制度設計を検討中。
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７ 誘導支援策（考え方）① KAWASAKI
CITY

（１）大規模事業者向けの誘導支援策の考え方

・大規模事業者の脱炭素化は、「地球温暖化による環境被害の回避」と「グローバル社会
の競争に勝利するための産業競争力の強化」という２つの側面を有している。

・本市が大規模事業者向けの誘導支援策としては、「省エネ・再エネ設備補助」など既存
技術に対する誘導支援策だけではなく、特に、産業競争力の強化にも資するような「イ
ノベーション支援」に力を入れていくべきであると考えている。

・このため、本制度の基本的な考え方として、「評価制度自体の質を高める」、「評価制
度自体の市民・事業者等への認知度を高める」、「庁内・国・支援機関等との制度連
携を模索する」といった事を中心に進めていく。
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７ 誘導支援策（考え方）② KAWASAKI
CITY

評価軸①「2030年度の目標達成」に関する誘導支援の考え方

評価軸①は電力の脱炭素化（省エネ・再エネ）の取組を中心に評価

・2030年度の目標は、既存技術の最大限導入で達成可能。
・「国の2030年度目標」と「本市の温対計画の2030年度目標」は整合しており、
大規模事業者が国の目標を達成すれば、市の目標も達成可能。

今後は「再エネ電力調達」や「電化」促進に資する助言・指導の機能を
強化し、脱炭素化へと誘導

・市の担う余地・意義は限定的であるが、助言・指導の拡充・実効性向上は重要
・2030年度の目標達成に向けて特に重要な要素は「省エネ」「再エネ電力調達」
「電化」の３つであるが、現行の助言・指導は省エネ法がベース。

（参考）市域2030年度削減目標の主な構成要素（部門別に算出）
〔①直近エネルギー使用量〕〔②省エネ率〕〔③電化率〕〔④電力排出係数〕〔⑤熱排出係数〕〔⑥生産活動係数〕
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７ 誘導支援策（考え方）② KAWASAKI
CITY

評価軸②「2050年カーボンニュートラル」

評価軸②はイノベーションに向けた企業のチャレンジを中心に評価

市が担う余地・意義が大きく、企業のチャレンジを誘導支援

・2050年カーボンニュートラルは既存技術の延長では達成不可能。
・様々な創意工夫・チャレンジが必須であり、産業競争力強化に直結。

（現時点で想定している誘導支援策のイメージ）
① グリーンイノベーション取組支援

・ワンストップ窓口等を通じた技術開発支援
② 普及・広報による支援
③ 庁内関係部署との連携事業
④ 国や支援機関等と連携した事業者支援 など

論点
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７ 誘導支援策（考え方）③ KAWASAKI
CITY

基礎開発 製品開発 実証 商用化

谷1 谷3

技術の成熟
段階 基礎研究 応用研究 試作品 スケールアップ 商用実証 改良

投資額

時間

主な
資金提供者

• 政府
• 大学
• 国立研究開発機構
• 大手エネルギー企業

• 政府
• インキュベーター
• 国立研究開発機構
• エンジェル投資家
• 大学

• 政府
• ベンチャーキャピタル
• エネルギー業界

• エネルギー業界
• PE

• 市場
• 顧客

本市の

誘導支援策
(イメージ)

• 外部経営者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援
• 国プロへの共同応募
• 市のPRによる投資家の呼び
込み

• 研究開発への一部補助

• 市内の研究機関や国の研究
機関とのマッチング支援

• 市内事業者と連携した、実
証機会の提供

• 市内の研究機関や国の研究
機関とのマッチング支援

• 市のPRによる投資家の呼び
込み

• 研究開発への一部補助

• 商品のPR支援

（出典）Center for Business and the Environment Yale「From Solutions to Scale Considerations & Insights for Investing in Nascent Climate Technologies」を基にNTTデータ経営研究所作成

• 評価判断が難しい
• 経験豊富な経営者不足

• 短期成長が見込めずリスク
が大きくなり、投資が集ま
りづらい

• 既存の製品・技術を上回るこ
とを求められる

• 既存企業に対する実証・実装
機会を得ることが難しい

• 商用化自体が非常に難しい

谷2

• 量産化技術の確立が必要

• 市場性があるかを判断する必要
がある

• 規制等への対応が必要であり、
規制変更のリスクも考慮する必
要がある

• 上記対応には長時間を要する

（参考）イノベーション促進において考えらえれる本市の誘導支援策（イメージ）

本市の
誘導支援策
（イメージ）
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７ 誘導支援策（考え方）④ KAWASAKI
CITY

（２）中小規模事業者向けの誘導支援策

伴走型支援 ・排出量算定の支援
等

経済型支援 ・中小企業向けの融
資 等

（支援策例）
高評価者への融資の優遇等

（支援策例）
・脱炭素化に向けた現状分析
・ロードマップ作成 等

連携型支援 ・他制度の申請におい
て活用可能 等

（支援策例）
市が出展しているイベント等における市のブースの
中で、ポスター等で発表・PRの機会を提供する。

広報型支援 ・取組事例を発表する
場の提供 等

（支援策例）
低CO2川崎ブランド制度等との連携
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８ なぜ、川崎市で評価制度を行うのか KAWASAKI
CITY

-28-

（１）なぜ、『今』やるのか？

今、気候変動と国際競争の激化が起きている。

（２）なぜ、『川崎市』がやるのか？

・川崎は政令市最大のCO2排出エリアであり、気候変動対策の責務が大

・市内CO2排出量の約８０％を排出量上位１７０者が占めている。

・気候変動を取り巻く環境は、単に自社の環境貢献という枠組みを超え、関連企業や下
請会社の経営にも影響を与えるような状況になっており、気候変動への対応に乗り遅
れることは、「環境の悪化」という問題だけでなく、「産業の衰退」という大きなリ
スクも抱えている。

≫詳しくは、

＜気候変動について＞

別紙「川崎市地球温暖化対策推進条例の改正案について」資料P３～５参照

＜国際競争の激化について＞

別紙「評価制度に関する制度背景」 資料P２参照


