
下表に記載のない提出書類やその他提出期限に係る御相談がございましたら、相談窓口まで御連絡をお

願いいたします。 

 2020 年度の地球温暖化対策計画書の提出期限の延長を踏まえ、第二計画期間の義務履行期限（現在は、

令和３（2021）年９月末日）の延長を検討しております。決まり次第、改めてお知らせいたします。 

 

＜指定（特定）地球温暖化対策事業所＞ 

対象となる手続き 提出期限 延長後の提出期限 

（2020 年度限りの対

応） 

備考 

地球温暖化対策計画書 

（2020 年度用） 

毎年度 11 月末日まで 2021 年 2 月 1 日まで 新規事業所の場合

は、お問い合わせく

ださい。 

特定テナント等地球温暖

化対策計画書 

（2020 年度用） 

毎年度 11 月末日まで 2021 年 2 月 1 日まで 新規事業所の場合

は、お問い合わせく

ださい。 

基準排出量決定申請書 

（2020 年度用） 

削減義務期間の開始年

度の 9 月末日まで 

当該年度が 2020 年度の

場合、2020 年 11 月末日

まで 

 

基準排出量変更申請書 

（2020 年度用） 

基準排出量変更の要件

に該当する変更の生じ

た年度の翌年度の 9 月

末日まで 

当該年度の翌年度が

2020 年度である場合、

2020 年 11 月末日まで 

 

指定地球温暖化対策事業

所の指定に係る確認書 

(2020 年度用) 

提出する理由が発生し

た年度の 10 月末日まで

（初めて要件に該当し

た年度のみ） 

2021 年 1 月 4 日まで  

事業所区域変更申請書 

(2020 年度用) 

事業所範囲に変更が生

じた年度の翌年度以降、

申請年度の 9 月末日 

※申請は任意 

申請年度が 2020 年度で

ある場合、2020 年 11 月

末日まで 

 

 

  

別紙 



＜指定（特定）地球温暖化対策事業所＞（つづき） 

対象となる手続き 提出期限 延長後の提出期限 

（2020 年度限りの対

応） 

備考 

指定地球温暖化対策事業

所廃止等届出書 

■事業廃止 

 30 日以内 

 （事業廃止が 4 月 1 日

から同年 8 月末日まで

の期間に行われた場合

にあっては、当該事業廃

止の日の属する年度の 9

月末日） 

 

■規模縮小など 

 9 月末日 

■事業廃止 

 原則、30 日以内 

 （事業廃止が 2020 年

4 月 1 日から同年 8 月末

日までの期間に行われ

た場合にあっては、2020

年 11 月末日） 

 

 

■規模縮小など 

 2020 年 11 月末日 

2019 年度末頃に廃

止があったものにつ

いては、お問い合わ

せください。 

 

＜指定相当地球温暖化対策事業所＞ 

対象となる手続き 提出期限 延長後の提出期限 

（2020 年度限りの対

応） 

備考 

指定相当地球温暖化対策

計画書 

（2020 年度用） 

毎年度 11 月末日まで 2021 年 2 月 1 日まで 新しく該当する場合

は、お問い合わせく

ださい。 

特定テナント等事業者地

球温暖化対策計画書（特

定テナント等相当事業者

用） 

（2020 年度用） 

毎年度 11 月末日まで 2021 年 2 月 1 日まで 新しく該当する場合

は、お問い合わせく

ださい。 

指定相当地球温暖化対策

事業所等届出書 

（2020 年度用） 

提出する理由が発生した

年度の 10 月末日まで 

※初めて要件に該当した

年度のみ 

※新たに指定相当地球温

暖化対策事業所となる予

定の事業所のみ 

2020 年度は 2021 年 1

月 4 日まで 

 

 

 

  



＜その他ガス＞ 

対象となる手続き 提出期限 延長後の提出期限 

（2020 年度限りの対

応） 

備考 

その他ガス削減量モニタ

リング計画書 

その他ガス削減量の算定

期間の前年度 12 月末

日、あるいは特定地球温

暖化対策事業所の指定を

受けた日から 90 日後の

どちらか遅い日まで 

算定期間を 2021 年度

からとする場合、2021

年 3 月 1 日まで 

 

新規事業所の場合

は、お問い合わせく

ださい。 

その他ガス基準排出量算

定報告書 

その他ガス削減量の算定

対象初年度の翌年度 9 月

末日まで 

初年度が2019年度の場

合、2020 年 11 月末日

まで 

 

その他ガス削減量算定報

告書 

その他ガス削減量の算定

対象年度の翌年度 9 月末

日まで 

算定対象年度が2019年

度の場合、2020 年 11 月

末日まで 

 

 

＜電気事業法第 27 条に関連する削減義務率の緩和措置＞ 

 地球温暖化対策計画書と同時に提出してください。 

 

＜都内中小クレジット＞ 

 変更ありません。 

  



＜都外クレジット＞ 

対象となる手続き 提出期限 延長後の提出期限 

（2020 年度限りの対

応） 

備考 

都外クレジット削減量認

定申請書（最終年度） 

9 月末日まで 2020 年 11 月末日まで 

 

 

 

＜再エネクレジット＞ 

変更ありません。 

 

＜トップレベル事業所＞ 

対象となる手続き 提出期限 延長後の提出期限 

（2020 年度限りの対

応） 

備考 

優良特定地球温暖化対策

事業所 （第一区分事業

所）認定申請 

毎年度 9 月末日まで 環境確保条例施行規則

第４条の 20 第３項第

１号に掲げる事業者

（準トップレベル事業

所）  

2021 年１月 4 日 

 

環境確保条例施行規則

第４条の 20 第３項第

２号に掲げる事業者

（トップレベル事業

所）  

2020 年 11 月末日 

 

優良特定地球温暖化対策

事業所 （第二区分事業所）

認定申請 

 

＜排出量取引＞ 

 変更ありません。 

 （義務履行期限の延長を受けてから、排出量取引に係る各種手続き等の期限が決まる予定です） 

 

 


