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（傍線部 分は改 正部分）

（目的）
第一 条 この 法律 は、地 球温 暖化が地 球全体の環 境に深刻な 影響を

第一 章～第三章 （略 ）
第 四 章 温 室効 果ガス の排 出の 抑制 等の ための施策 （第十九条 ―
第四 十一条）

（目 的 ）
第一条 こ の法 律は 、地球 温暖 化が地球 全体の環境に 深刻な影響 を

及ぼ すも ので あり、 気候 系に 対し て危険 な人 為的干渉を 及ぼすこ
とと なら ない水 準に おい て大 気中の 温室 効果ガ スの濃度を 安定化
させ 地球温 暖化 を防 止する こと が人 類共 通の課 題であり、 全ての
者 が自 主的 かつ 積極的 にこ の課 題に 取り組 むことが 重要であ るこ
と に鑑 み、 地球温 暖化 対策 に関し 、 地球温 暖化対策 計画を策定 す
る ととも に、 社会 経済 活動そ の他 の活 動に よる温室効 果ガスの排

第 一章～第 三章 （ 略）
第四 章 温室 効果 ガスの 排出 の量 の削 減等の ための施策 （第十九
条―第四 十一条 ）

及 ぼす もの であり 、気 候系 に対 して危 険な 人為的 干渉を及ぼ すこ
と とな らない 水準 にお いて大 気中 の温 室効 果ガス の濃度を安 定化
させ 地球 温暖 化を 防止す るこ とが 人類 共通 の課題であ り、全て の
者が 自主 的かつ 積極 的に この 課題に 取 り組む ことが重 要であるこ
とに 鑑み、 地球 温暖 化対 策に関 し、 地球 温暖化 対策計画 を策定す
るとと もに 、社 会経済 活 動その 他の 活動 による 温室効果 ガスの排

出の 抑制 等を促 進す るた めの 措置を 講ず ること 等により、 地球温
暖化 対策の 推進 を図 り、も って 現在 及び 将来の国 民の健康で 文化
的 な生 活の 確保 に寄与 する とと もに 人類の 福祉に貢 献するこ とを
目的とする。

第五章～ 第七章 （略）
第八章 罰則（第六十六条―第六十八条）

出 の量 の削 減 等を 促進 するた めの 措置 を講ずるこ と等により、 地
球温 暖化 対策 の推 進を図 り、 もっ て現 在及び 将来の国 民の健康 で
文化 的な 生活の 確保 に寄 与す るとと も に人類 の福祉に 貢献するこ
とを 目 的 と する 。

（定義）
第二条 （略）
２ こ の法 律に おいて 「地 球温 暖化対策」 とは、温室 効果ガスの 排
出 の抑 制並 びに吸 収作 用の 保全及 び強 化（ 以下「温 室効果ガスの

第五 章～第七 章 （略 ）
第八章 罰則（第六十六条―第六十九条）

（定義）
第 二 条 （略 ）
２ こ の法律 にお いて「 地 球温暖化対 策」とは、 温室効果 ガスの排
出の 量の 削 減並 びに 吸収 作用の 保全 及び強化（ 以下「温 室効果ガ
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ス の排 出の量 の削 減 等 」とい う。 ）そ の他の国際 的に協力し て地
球温暖化の防止を図るための施策をいう。
３～５ （略）
６ この 法律 におい て「 地域 脱炭素化促 進事業」と は、太陽光 、風
力その 他の 再生 可能エ ネ ルギー であ って 、地域 の自然的 社会的条
件に適 した もの の利用 によ る地 域の 脱炭素 化（次 条に規定す る脱

（略）

排出 の抑 制等」 とい う。 ）そ の他の 国際 的に協 力して地球 温暖化
の防止を図るための施策をいう。
３～５ （略）
（新設）

６

（新設）
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炭 素社 会の 実現に 寄与 する こと を旨と して 、地域 の自然的社 会的
条件 に 応じて 当該 地域 におけ る社 会経 済活 動その他 の活動に伴 っ
て発 生す る温 室効 果ガス の排 出の 量の 削減等 を行うこ とをいう 。
以下 同じ 。）の ため の施 設と して環 境省 令・ 農林水産省 令・経済
産業 省令・ 国土 交通 省令 で定め るも の（ 以下「 地域脱炭 素化促進
施設」 とい う。 ）の整 備及 びそ の他 の地域 の脱 炭素化のた めの取
組 を一 体的 に行う 事業 であ って 、地域 の環 境の保 全のための 取組
並 びに 地域の 経済 及び 社会の 持続 的発 展に 資する 取組を併せて 行
う も のを い う 。
７ （略）
（基 本 理 念 ）
第 二条 の二 地球 温 暖化対 策の推 進は、パリ 協定第二条 １ にお い
て 世界 全体の 平均 気温 の上昇 を 工業化 以前 よりも 摂氏二度高 い水
準を 十 分に下 回る ものに 抑え るこ と及 び世 界全体の平 均気温の 上
昇を 工業 化以前 よ りも摂 氏一 ・五度 高 い水準 までのも のに制限 す
るた めの努 力を 継続 する こと とされ てい るこ とを踏まえ 、環境の
保全 と経済 及び 社会の 発 展を統 合的 に推 進しつ つ、我が 国におけ

現 を旨 とし て、国 民並 びに国 、 地方公 共団 体、事 業者及び民 間の
団体等の密接な連携の下に行われなければならない。

る二 千五十年ま での脱炭 素社会（人 の 活動 に 伴っ て発 生す る温 室
効果 ガス の排 出量と 吸収 作用 の保全 及び 強化 により吸収 される温
室 効 果 ガ ス の 吸 収 量 と の 間 の 均 衡 が 保 た れ た 社 会 を い う 。 ）の 実

(a)

削 減 等 に関 する 国際協 力の ため の活 動の促進を 図るため 、情報の
提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

等 を生 かし て、第 一項 に規 定す る観測 及び 監視の 効果的な推 進を
図 るた めの国 際的 な連 携の確 保、 前項 に規 定する 調査及び研究 開
発の 推進 を図 るた めの国 際協 力そ の他 の地球 温暖化に 関する国 際
協力 を推 進する ため に必 要な 措置を 講 ずるよ うに努め るとともに
、地 方公共 団体 又は 民間 団体等 によ る温 室効果 ガスの排 出の量の

温 暖化 対策 の策定 に必 要な 調査 を実施 する ととも に、温室効 果ガ
スの 排出 の量 の削 減 等の ため の技術 に関す る研究開発 の推進及 び
そ の成 果 の 普及 に 努 め る もの と す る。
５ 国は 、我が 国の 経済 社会が 国際的な 密接な相互 依存関係の 中で
営まれ てい るこ とに鑑 み、 我が 国に 蓄積さ れた 知識、技術 、経験

進 を図 るた め、そ のた めの 施策 及び活 動に 関する 普及啓発を 行う
と とも に、必 要な 資金 の確保 、 技術的 な助 言その 他の措置を 講ず
るように努めるものとする。
４ 国は 、地 球温 暖化及 びそ の影響の 予測に関す る調査、 温室効果
ガスの 排出 の量 の 削減 等の ため の技 術に関する 調査その他 の地球

削 減 等 のた めの地 方公 共団 体の 施策を 支援し、及 び事業者、 国民
又は これ らの者 の 組織す る民 間の 団体 （以下 「民間団 体等」と い
う。） が温 室効 果ガス の排 出の 量の 削減 等に関 して行う 活動の促

る とと もに 、温室 効果 ガス の排 出の量 の削 減等に 関係のある 施策
に つい て、当 該施 策の 目的の 達成 との 調和 を図り つつ温室効 果ガ
スの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
３ 国は 、自ら の事 務及 び事業 に関し温 室効果ガス の排出の量 の削
減等の ため の措 置を講 ずる とと もに 、温室 効果 ガスの排出 の量の

（ 国 の 責務 ）
第三条 （略）
２ 国は 、温 室効果 ガスの 排出の量の削 減 等のため の施策を推 進す

等 に関す る国 際協 力の ための 活動 の促 進を 図るため、 情報の提供
その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

等を 生か して 、第一 項に 規定 する 観測及 び監 視の効果的 な推進を
図る ため の国際 的な 連携 の確 保、前 項に 規定す る調査及び 研究開
発の 推進を 図る ため の国際 協力 その 他の 地球温暖 化に関する 国際
協 力を 推進 する ために 必要 な措 置を 講ずる ように努 めるとと もに
、 地方 公共 団体又 は民 間団 体等に よる 温室 効果ガス の排出の抑 制

化対 策の 策定 に必要 な調 査を 実施 すると とも に、温室効 果ガスの
排 出 の抑制 等の ため の技術 に関 する 研究 開発の推進 及びその 成果
の普及に努めるものとする。
５ 国 は、我 が国 の経 済社会 が国際的 な密接な相 互依存関係 の中で
営 まれて いる こと に鑑 み、我 が国 に蓄 積さ れた知識、 技術、経験

に関 して 行う 活動の 促進 を図 るた め、当 該 抑制等のため の施策及
び活 動に 関する 普及 啓発 を行 うとと もに 、技術 的な助言そ の他の
措置を講ずるように努めるものとする。
４ 国 は、 地球温 暖化 及び その影響 の予測に 関する調査 、温室効果
ガ スの排 出の 抑制 等の ための 技術 に関 する 調査その他 の地球温暖

に、 温室 効果 ガスの 排出 の抑 制等 のため の地 方公共団体の 施策を
支 援 し、及 び事 業者、 国民 又は これ らの 者の組織す る民間の 団体
（ 以下「 民間 団体 等」 という 。） が温 室効 果ガスの排 出の抑制等

とも に、 温室 効果ガ スの 排出 の抑 制等に 関係 のある施策 について
、当 該施 策の目 的の 達成 との 調和を 図り つつ温 室効果ガス の排出
の抑制等が行われるよう配意するものとする。
３ 国 は、自 らの 事務及 び事 業に関し 、温室効果 ガスの排出 の量の
削 減並び に吸 収作 用の 保全及 び強 化の ため の措置を講 ずるととも

（国の責務）
第三条 （略）
２ 国 は、温 室効 果ガ スの排 出の抑 制等のた めの施策を推 進すると
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（地方公共団体の責務）
第 四条 地方 公共 団体 は、 その区域 の自然的社 会的条件に 応じた温
室効 果ガス の排 出の 量の 削 減等 のた めの施策を 推進する ものとす
る。
２ 地 方公 共団 体は 、自ら の事務 及び事業に 関し温室効 果ガスの 排

地方 公共 団体は 、自 らの 事務及び 事業に関し 温室効果ガ スの排

（地方公共団体の責務）
第四条 地 方公 共団体 は 、その 区域の自然 的社会的条 件に応じ た温
室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するものとする。
２

出の 量の 削減並 びに 吸収 作用 の保 全及び 強化の ための措置 を講ず
る とと もに 、そ の区域 の事 業者 又は 住民が 温室効果 ガスの排 出の
抑 制等 に関 して行 う活 動の 促進を 図 るため 、前項に 規定する施 策
に 関する 情報 の提 供そ の他の 措置 を講 ずる ように努め るものとす

等 に寄 与す るため の措 置を 含む 。）を 講ず るよう に努めると とも
に、 国及 び地 方公 共団体 が実 施す る温 室効果 ガスの排出 の量の削
減 等 のた め の 施策 に 協 力 しな け れ ば なら な い 。

（ 事 業 者の 責 務 ）
第 五条 事業 者は 、その 事業 活動に関 し、温室効 果ガスの 排出の量
の削 減 等の ため の措置 （他 の者 の温室効果 ガスの排出 の量の削 減

（国民の責務）
第六条 国 民は 、その 日 常生活 に関し、温 室効果ガス の排出の 抑制
等 の ための 措置 を講 ずるよ うに 努め ると ともに、国 及び地方 公共

する ため の措 置を含 む。 ）を 講ず るよう に 努めるととも に、国及
び地 方公共 団体 が実 施する 温室 効果 ガス の排出の 抑制等のた めの
施策に協力しなければならない。

（事業者の責務）
第 五条 事 業者は 、そ の事 業活動に 関し、温 室効果ガス の排出の抑
制 等のた めの 措置 （他 の者の 温室 効果 ガス の排出の抑 制等に寄与

出 の量 の削 減等の ため の措 置を 講ずる とと もに、 その区域の 事業
者又 は住 民が温 室効 果ガ スの 排出の 量の 削 減等に関し て行う活動
の促 進を図 るた め、 前項 に規定 する 施策 に関す る情報の 提供その
他の措置を講ずるように努めるものとする。

（ 国 民 の責 務 ）
第 六条 国民 は、 その 日常 生活に関 し、温室効 果ガスの排 出の量の
削 減 等の ための 措 置を講 ずる ように 努める とともに、 国及び地 方

団体 が実 施す る温室 効果 ガス の排 出の抑 制等 のための施 策に協力
しなければならない。

る。

公 共団 体が 実施す る温 室効 果ガ スの排 出の量の削 減 等のため の施
策に協力しなければならない。

（地球温暖化対策計画）
第八条 （略）
２ 地球 温暖 化対 策計画 は、 次に掲げ る事項につ いて定める ものと
する。

（地球温暖化対策計画）
第 八条 （ 略 ）
２ 地 球 温暖化 対策 計画は 、次 に掲げる 事項につい て定めるも のと
する。
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一・二

（略）

一・ 二

三 国、 地方 公共団 体、 事業 者及 び国民 のそれ ぞれが講ず べき温
室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項

（略）

三 国 、地 方公共 団体 、事 業者 及び国 民の それぞ れが講ずべ き温
室 効果ガ スの 排出 の量 の削 減 等の ための 措置 に関す る基本的 事
項

温室 効 果ガス であ る物質 の種 類そ の他 の区分ごと の温室効果

四

温 室効 果ガ スであ る 物質の 種類 その 他の区 分ごとの 温室効果

四

ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
五～七 （略）
八 温 室効 果ガ ス総排 出量 が相 当程 度多い 事業者に ついて温 室効
果 ガスの 排出 の抑 制等の ため の措 置（ 他の者 の温 室効 果ガスの

温室効果ガスの排出の抑制等のための施策

ガスの排出の削減及び吸収の量に関する目標
五～七 （略）
八 温室 効果ガ ス総 排出 量が 相当程 度 多い事 業者につ いて温室効
果ガ スの排 出の 量の 削 減等 のた めの 措置 （他の 者の温 室効果ガ

第四章

排出の 抑制 等に 寄与 するた めの 措置 を含 む。 ）に関 し策 定及び
公表に努めるべき計画に関する基本的事項
九～十一 （略）
３・４ （略）

温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策

ス の排 出の量 の削 減 等 に寄 与する ため の措置 を 含む。）に 関し
策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
九～十一 （略）
３・４ （略）
第四章

第 十九 条 国は、 温室 効果ガスの 排出の量の削 減 等のた めの技術 に
関 する 知見及 びこ の法 律の規 定に より 報告 された 温室効果ガ スの
排出 量に 関す る情 報その 他の 情報 を活 用し 、地方公共 団体と連 携
を 図 り つ つ 、 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 量 の 削 減等 の た め に 必 要 な 施
策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

２ 都道府 県 及び市 町村 は、 単独で又は 共同して、 地球温暖化 対策
計画 を勘 案し、 その 区域 の自 然的社 会的 条件に 応じて、温 室効果
ガ スの 排出 の抑 制等の ため の総 合的 かつ計 画的な施 策を策定 し、
及び実施するように努めるものとする。

第十 九条 国 は、温 室効 果ガ スの排出の 抑制等のた めの技術に 関す
る知 見及 びこの 法律 の規 定に より報 告さ れた温 室効果ガス の排出
量に 関する 情報 その 他の情 報を 活用 し、 地方公 共団体と連 携を図
り つつ 、温 室効果 ガス の排 出の抑 制等 のた めに必要な 施策を総合
的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

（国及び地方公共団体の施策）

２ 都 道府 県及び 市町 村は 、単独 で又は共同 して、地球 温暖化対 策
計 画を 勘案し 、そ の区 域の自 然的 社会 的条 件に応 じて、温室効 果
ガス の排 出の量 の 削 減等 のため の総 合的かつ 計画的な施 策を策定
し、及び実施するように努めるものとする。

（政府実行計画等）
第二十 条 政府 は、地 球 温暖化 対策計画に 即して、そ の事務及 び事

（国 及 び 地 方公 共 団 体 の 施策 ）

（政府実行計画等）
第 二十 条 政 府は 、地 球温 暖化対 策計画に即し て、その事 務及び事
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（地方公共団体実行計画等）
第二十 一条 都 道府 県及び 市町 村は、単独 で又は共同 して、地球 温

る 計画 （以 下この 条に おい て「 政府実 行計 画」と いう。）を 策定
す る も のと す る 。
２～７ （略）

業に関 し、 温室 効果ガ スの 排出 の量 の削減 等のた めの措置に 関す

２
３

（地方公共団体実行計画等）
第二 十一 条 都道 府県及 び市 町村は、 単独で又は 共同して、 地球温

及び 強化 のた めの措 置に 関す る計 画（以 下この 条において 「政府
実行計画」という。）を策定するものとする。
２～７ （略）

業 に関し 、温 室効果 ガ スの排 出の 量の 削減 並びに吸収 作用の保全

十 七号 ）第 二百五 十二 条の 十九 第一 項の指 定都市 （以下「指 定都
市 」と いう 。）及 び同 法第二 百 五十二 条の 二十二 第一項の中 核市
をい う 。以下 同じ 。） は、地 方公 共団 体実 行計画にお いて、前 項
各号 に掲 げる事 項 のほか 、そ の区 域の 自然的 社会的条 件に応じ て
温室効 果ガ スの 排出の 量の 削 減 等を 行うための 施策に関 する事項

る。
一 太陽 光、風 力そ の他 の再 生可能 エネ ルギー であって、 その区
域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二 そ の利 用に 伴って 排出 され る温 室効 果ガスの量 がより少 ない
製 品及 び役務 の利 用そ の他 のその 区域 の事 業者又 は 住民が 温室

二百 五十 二条 の十九 第一 項の 指定 都市及 び 同法第二百 五十二条の
二十 二第 一項の 中核 市（ 以下 「指 定都市 等」と いう。）は 、地方
公共 団体実 行計 画に おいて 、 前項に 掲げ る事項 のほか、そ の区域
の 自 然的社 会的 条件に 応じ て温 室効 果ガ スの排出の 抑制等を 行う
た めの施 策に 関す る事 項とし て次 に掲 げる ものを定め るものとす

暖化 対策 計画 に即し て、 当該 都道 府県及 び市 町村の事務 及び事業
に関 し、 温室効 果ガ スの 排出 の量の 削減 並びに 吸収作用の 保全及
び強 化のた めの 措置 に関す る計 画（ 以下 「地方 公共団体実行 計画
」という。）を策定するものとする。
（略）
都道 府県 並び に地方 自治 法（昭和 二十二年法 律第六十七 号）第

暖 化対 策計 画に即 して 、当 該都 道府県 及び 市町村 の事務及び 事業
に 関し 、温室 効果 ガス の排出 の量 の削 減等 のため の措置に関 する
計画 （以 下「 地方 公共団 体実 行計 画」 という 。）を策 定するも の
と する 。
２ （略）
３ 都 道 府県及 び指 定都 市等（ 地方自治 法（昭和二 十二年法律 第六

として次に掲げるものを定めるものとする。
一 太 陽光、 風力 その 他の再 生 可能エ ネル ギーで あって、そ の区
域 の 自 然的 社 会 的条 件 に 適 し たも の の 利用 の 促 進 に 関 す る 事 項
二 その 利用に 伴 って排 出さ れる温 室 効果ガ スの量が より少な い
製品 及び 役務 の利用 その 他の その 区域の 事業 者又 は住 民が温室

三 都市機 能の 集約 の促進 、公 共交 通機 関の利 用者の利便 の増進
、 都市 にお ける緑 地の 保全 及び 緑化の 推進 その 他の 温室効 果ガ
ス の排出 の抑 制等 に資す る地 域環 境の 整備及 び改 善に 関する事
項

効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項

効 果 ガスの 排出 の量の 削 減 等に 関し て行う 活動 の促進に 関する
事項
三 都市 機能 の集 約の促 進、 公共 交通 機関 の利用者の 利便の増 進
、 都市に おけ る緑地 の 保全及 び緑 化の 推進そ の他 の温 室効果 ガ
スの 排出の 量の 削減 等に資 する 地域 環境 の整備 及び改 善に関す
る事項
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四

（略）

五 前 各号 に 規 定 する 施 策 の 実施 に 関 する 目 標
４ 市 町村（ 指定 都市 等を 除く。） は、地方公 共団体実行 計画にお
いて 、第 二項 各号 に掲げ る事 項の ほか 、その 区域の自 然的社会 的
条件に 応じ て温 室効果 ガ スの排 出の 量の 削減等 を行うた めの施策
に関す る事 項と して前 項各 号に 掲げ るもの を定め るよう努め るも
の と す る。
５ 市 町村は 、地 方公 共団 体実行計 画において 第三項各号 に掲げる
事項 を定 める 場合 におい ては 、地 域脱 炭素化 促進事業 の促進に 関
する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 地 域 脱 炭素 化 促 進 事業 の 目 標
二 地 域脱 炭素 化促進 事業 の対 象と なる区 域（ 以下「促進 区域」
という。）
三 促 進区域 にお いて 整備す る地 域脱 炭素 化促進 施設の種類及 び
規模
四 地域 脱炭素 化促 進施 設の 整備と 一体 的に 行う地域 の脱炭素化
のための取組に関する事項
地 域脱 炭素 化促進 施設 の整 備と 併せて 実施 すべき次 に掲げる
五

取 組 に 関 する 事 項
イ 地 域 の 環 境 の 保全 の た め の取 組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
６ 促進 区域 は、 環境の 保全 に支障を 及ぼすおそ れがない ものとし
て環 境省令 で定 める 基準 に従 い、か つ、 都道 府県が第三 項第一号
に掲 げる事 項と して促 進 区域の 設定 に関 する基 準を定め た場合に
あっては、当該基準に基づき、定めるものとする。
７ 前 項に 規定す る都 道府 県の基 準は、環境 省令で定め るところ に
よ り、 同項の 環境 省令 で定め る基 準に 即し て、地域 の自然的社 会
的 条 件に 応 じ た環 境 の 保 全に 配 慮 し て定 め る も のと す る 。
８ 都道 府県 及び市 町村 は、 地球温暖 化対策の推進 を図るため 、都

四

（略 ）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

都 道府県 及び 指定 都市等 は、地 球温暖化 対策の推進 を図るため

（新設）

４
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の削 減 等 に関 係の ある施 策に つい て、当該 施策の目的 の達成と の
調和 を図 りつつ 地 方公共 団体 実行計 画 と連携 して温室 効果ガス の
排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。

市計画 、農 業振 興地域 整備 計画 その 他の温 室効果 ガスの排出 の量

の抑 制等に 関係 のあ る施策 につ いて 、当 該施策 の目的の達 成との
調 和を 図り つつ 地方公 共団 体実 行計 画と 連携して温 室効果ガ スの
排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。

、 都市計 画、 農業振 興 地域整 備計 画そ の他 の温室効果 ガスの排出

９ 市 町村 は、そ の地 方公 共団体 実行計画の 策定に当た っては、 都 ５ 指定 都市 等は、 その 地方 公共団体実 行計画の策 定に当たっ ては
道 府県 の地方 公共 団体 実行計 画及 び他 の市 町村の 地方公共団 体実
、都 道府 県の地 方公 共団 体実 行計画 及び 他の指 定都市等の 地方公
行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
共団 体実行 計画 との 整合性 の確 保を 図る よう努 めなければな らな
い。
６ 都 道府 県及び 指定 都市 等は、地 方公共団 体実行計画 を策定しよ
う とする とき は、 あら かじめ 、住 民そ の他 利害関係者 の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。

７ 都 道府 県及 び指定 都市 等は 、地方公共 団体実行計 画を策定 しよ
う とす ると きは 、あら かじ め、 関係 地方公 共団体の 意見を聴 かな
ければならない。
（新設）

８ （略）
９ 第五項 から 前項 まで の規定 は、地方公 共団体実行 計画の変 更に
ついて準用する。
（略）
都 道府県 及び 指定 都市等 は、地 方公共団 体実行計画 を達成する
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都道 府県 及び 市町村 （地 方公共団 体実行計画 において 、第三項
各号又 は第 五項 各号に 掲 げる事 項を 定めよ うと する市町 村に限る

。 次項 にお いて同 じ。 ）は 、地 方公 共団体 実行計 画を策定し よう
と する とき は、あ らか じめ、 住 民その 他利 害関係 者の意見を 反映
させるために必要な措置を講ずるものとする。
都 道府県 及び 市町 村は 、地方公 共団体実行 計画を策定 しようと
する とき は、あ らか じめ 、関 係地方 公共 団体 の意見を聴 かなけれ
ばな ら な い 。
都道 府県が 地方 公共 団体実 行計画に おいて第三 項各号に掲 げる
事 項（ 第六 項に規 定す る都 道府 県の基 準を 含む。 ）を定めよ うと
す る場 合、又 は市 町村 が地方 公共 団体 実行 計画にお いて第三項 各
号若 しく は第 五項 各号に 掲げ る事 項を 定めよ うとする 場合にお い
て、 第二 十二条 第一 項に 規定 する地 方公 共団 体実行計 画協議会が
組織 されて いる とき は、 当該都 道府 県又 は市町 村は、こ れらの事
項につ いて 当該 地方公 共団 体実 行計 画協議 会に おける協議 をしな
け れ ば なら な い 。
（略）
第 九項か ら前 項ま での 規定は 、地方公共 団体実行計 画の変更に
つ いて 準 用 す る。
（略）
都道 府県 及び市 町村 は、 地方公共団 体実行計画 を達成する ため
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11

12

14 13

16 15

必要が ある と認 めると きは 、関 係行 政機関 の長又 は関係地方 公共

公共 団体 の長 に対し 、必 要な 資料 の送付 その他 の協力を求 め、又
は温 室効 果ガス の排 出の 抑制 等に関 し意 見を述 べることが できる
。

た め必要 があ ると認 め るとき は、 関係 行政 機関の長又 は関係地方

（新設）

（略）

団 体の 長に 対し、 必要 な資 料の 送付そ の他 の協力 を求め、又 は温
室 効果 ガスの 排出 の量 の削減 等に 関し 意見 を述べる ことができ る
。

ギ ー発 電設 備の整 備（ 当該 市町 村が作 成し た同法 第五条第一 項に
規 定す る基本 計画 （以 下この 項に おい て「 基本計画 」という。 ）
に定 めら れて いる ものを 除く 。） につ いては 、当該地 方公共団 体
実行 計画 を基本 計画 とみ なし て、同 法第 七条 （第四項 第一号、第
三号 、第四 号及 び第 七号 から第 九号 まで 、第五 項、第六 項、第七
項第一 号、 第二 号及び 第四 号並 びに 第九項 から 第十五項ま でを除

す る地 域脱 炭素化 促進 事業 （同 法第 三条第 二項に 規定する再 生可
能 エネ ルギ ー発電 設備 （以下 こ の項に おい て「再 生可能エネ ルギ
ー発 電 設備」 とい う。 ）の整 備を 含む もの に限る。） と併せて 促
進す る農 林漁業 の 健全な 発展 に資 する 取組に 関する事 項を定め た
場合 であ って、 当該 地方 公共 団体実 行計 画の うち前条第 五項各号
に掲 げる事 項が 同法 第四 条第一 項に 規定 する基 本方針に 適合する
ときは 、当 該地 方公共 団体 実行 計画 に定め られ た再生可能エ ネル

の 発 電 の促 進 に 関 する 法 律 の 特例 ）
第 二十 一条の 二 市町 村が 、地方 公共団体実 行計画にお いて、前条
第五 項第 五号 ロに 掲げる 事項 に促 進区 域（農 林漁業の 健全な発 展
と調 和の とれた 再生 可能 エネ ルギー 電 気の発 電の促進 に関する法
律（ 平成二 十五 年法 律第 八十一 号） 第五 条第五 項の農林 水産省令
で定め る基 準に 適合す る 区域に 限る 。）に おい てその実 施を促進

（農林 漁業 の健 全な発 展と 調和 のと れた再 生可 能エネルギ ー電気

（略）
12

く 。） 、第 八条、 第十 条、 第十 二条及 び第 十三条 の規定を適 用す
る 。こ の場合 にお いて 、同法 第七 条第 一項 中「再 生可能エネ ルギ
ー発 電設 備の 整備 を行お うと する 者」 とあ るのは、「 地球温暖 化
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17

対策の 推進 に関 する法 律第 二十 二条 の二第 三項の 規定により 認定
さ れた 同条 第一項 に規 定す る地 域脱炭 素化 促進事 業計画に従 って
再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とする。
２ 前項 に規 定す る場合 にお いては、 市町村は、 地方公共 団体実行
計画 にお いて、 前条 第二 項各 号、第 三項 各号 及び第五 項各号に掲
げる 事項の ほか 、当 該市 町村が 行う 農林 地所有 権移転等 促進事業
（農林 漁業 の健 全な発 展と 調和 のと れた再 生可 能エネルギ ー電気
の 発電 の促 進に関 する 法律 第五 条第四 項に 規定す る農林地所 有権
移 転等 促進事 業を いう 。）に 関す る同 法第 五条第 四項各号に 掲げ
る事項を定めることができる。
３ 地方 公共 団体実 行計 画に おいて前 項に規定す る事項を定 めた市
町村 につい ては 、農 林漁 業の健 全な 発展 と調和 のとれた 再生可能
エネル ギー 電気 の発電 の 促進に 関す る法律 第十 六条第一 項に規定
す る計 画作 成市町 村と みな して 、同 条から 第十九 条までの規 定を
適 用す る。 この場 合に おいて 、 同法第 十六 条第一 項及び第三 項第
一号 中 「基本 計画 」と あるの は、 「地 球温 暖化対策の 推進に関 す
る法 律第 二十一 条 の二第 一項 の規 定に より基 本計画と みなされ た
地 方公 共 団 体実 行 計 画 」 とす る 。
（地 方 公 共団 体 実 行計 画 協 議 会 ）

地 方公 共団 体実 行計画 協議 会は、次 に掲げる者を もって構成 す

第 二十 二条 地方 公共 団体 実行計 画を策定し ようとする 都道府県 及
び 市町 村は、 単独 で又 は共同 して 、地 方公 共団体実 行計画の策 定
及び 実施 に関 し必 要な協 議を 行う ため の協議 会（以下 「地方公 共
団体実行計画協議会」という。）を組織することができる。
２

る。
一 地 方公共 団体 実行 計画を 策定 しよ うと する都 道府県及び 市町
村

（地方公共団体実行計画協議会）

第二 十二条 地方公 共団 体実 行計画を策定 しようとす る都道府 県及
び指 定都 市等は 、単 独で 又は 共同し て、 地方公 共団体実行 計画の
策定 に関す る協 議及 び地方 公共 団体 実行 計画の実 施に係る連 絡調
整 を行 うた め、 地方公 共団 体実 行計 画協議 会を組織 すること がで
きる。
前項 の地 方公 共団体 実行 計画協議 会は、次に 掲げる者を もって
２

構成する。
一 地方 公共団 体実 行計 画を 策定し よう とする 都道府県及 び指定
都市等
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三

二
す る地 球温 暖化 防止活 動推 進員 、第 三十八 条第 一項 に規定 する
地 域地 球温暖 化防 止活 動推 進セン ター 、地 域脱 炭素化 促進 事業
を 行うと 見込 まれ る者 その他 の事 業者 、住民 その 他の 当該地 域
における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
学識経 験者 その 他の 当該都 道府 県及 び市町 村が必要 と認める

関 係行 政機 関、関 係地 方公 共団 体、第 三十七 条第一項に 規定

二

関係 行政 機関、 関 係地方 公共 団体 、第 三十七条第 一項に規定

する 地球 温暖 化防止 活動 推進員 、 第三十 八条 第一 項に規 定する
地域地 球 温暖化 防止 活動 推進セ ンタ ー、 事業 者、住 民そ の他の
当該地 域に おける 地 球温暖 化対 策の 推進 を図る ため に関 係を有
する者
三 学 識経 験者そ の他 の当 該都道 府県 及び 指定都市等 が必要と認
める者

３ 主務 大臣 は、地 方公 共団 体実行計画 の策定が円 滑に行われ るよ
うに 、第 一項の 地方 公共 団体 実行計 画協 議会の 構成員の求 めに応
じて、必要な助言をすることができる。
（新設）

者
３ 主 務大 臣は、 地方 公共 団体実 行計画の策 定が円滑に 行われる よ
う に、 地方公 共団 体実 行計画 協議 会の 構成 員の求 めに応じて 、必
要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。
４ 地方 公共 団体実 行計 画協 議会にお いて協議が 調った事項 につい
ては 、地方 公共 団体 実行 計画協 議会 の構 成員は 、その協 議の結果
を尊重しなければならない。

（新設）

（新設）

５ 前 各項 に定め る ものの ほか、 地方公共団 体実行計画 協議会の 運
営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。
（地域脱炭素化促進事業計画の認定）
第二 十二 条の 二 地 域脱 炭素 化促進事業 を行おうと する者は、 単独
で又 は共同 して 、地 方公 共団体 実行 計画 協議会 が組織さ れている
ときは 当該 地方 公共団 体実 行計 画協 議会に おけ る協議を経て 、環
境 省令 ・農 林水産 省令 ・経 済産 業省令 ・国 土交通 省令で定め ると
こ ろに より、 当該 地域 脱炭素 化促 進事 業の 実施に関 する計画（ 以
下「 地域 脱炭 素化 促進事 業計 画」 とい う。） を作成し 、地方公 共
団体 実行 計画（ 第二 十一 条第 五項各 号に 掲げ る事項が 定められた
もの に限る 。以 下こ の条 におい て同 じ。 ）を策 定した市 町村（以
下「計 画策 定市 町村」 とい う。 ）の 認定を 申請 することが できる
。
２ 地 域脱炭 素化 促進 事業 計画に おいては、 次に掲げる 事項を記載
し な け れば な ら ない 。
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一

申 請者 の氏 名又は 名称 及び 住所 並びに 法人に あっては、 その

代 表 者 の 氏名
二 地 域脱炭 素化 促進 事業の 目標 （温 室効 果ガスの 排出の量の 削
減 等 に関 す る 目 標を 含 む 。 ）
三 地 域 脱 炭素 化 促 進 事 業の 実 施 期間
四 整備を しよ うと する 地域脱 炭素 化促 進施設 の種類及 び規模そ
の他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
五 前 号の 整備と 一体 的に 行う 地域の 脱炭 素化の ための取組 の内
容
六 第四 号の 整備 及び前 号の 取組 の用 に供す る土地の 所在、地 番
、地目及び面積又は水域の範囲
七 第四号 の整 備及 び第 五号の 取組 を実 施する ために必 要な資金
の額及びその調達方法
八 第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
イ 地 域 の 環 境 の 保全 の た め の取 組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
九 その 他環境 省 令・農 林水 産省 令・ 経済産 業省令・ 国土交通 省
令 で 定め る 事 項
３ 計画 策定市 町村 は、 第一項 の規定に よる申請が あった場合 にお
いて、 その 申請 に係る 地域 脱炭 素化 促進事 業計 画が次に掲げ る要
件 に該 当す るもの であ ると 認め るとき は、 その認 定をするも のと
する。
一 地域 脱炭 素化 促進事 業計 画の 内容 が地方 公共団体 実行計画 に
適 合 する も の で ある こ と 。
二 地域脱 炭素 化促 進事 業計画 に記 載さ れた地 域脱炭素 化促進事
業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 そ の他 環境省 令・ 農林 水産 省令・ 経済 産業省 令・国土交 通省
令 で 定 め る基 準 に 適合 す る も ので あ る こ と。
計画 策定 市町 村は、 前 項の認定を しようとす る場合に おいて、

４
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その申 請に 係る 地域脱 炭素 化促 進事 業計画 に記載 された第二 項第
四 号の 整備 又は同 項第 五号 の取 組に係 る行 為が次 の各号に掲 げる
行 為の いずれ かに 該当 すると きは 、当 該地 域脱炭素 化促進事業 計
画に つい て、 あら かじめ 、そ れぞ れ当 該各号 に定める 者に協議 し
、その同意を得なければならない。
一 温泉法 （昭 和二 十三 年法律 第百 二十 五号） 第三条第 一項又は
第十 一条第 一項 の許 可を受 け なけれ ばな らない 行為 都 道府県

保 安林 にお いて行 う行 為で あっ て、森 林法 第三十四条第 一項

び 海 岸法（ 昭和 三十 一年法 律第 百一 号） 第三条 の規 定に より指
定 され た海 岸保 全区域 内の 森林 （森 林法第 二条 第一 項に規 定す
る 森林 をいう 。） を除 く。 第二十 二条 の六 第一 項にお いて 「対
象 民有林 」と いう 。） におい て行 う行 為であ って 、森 林法第 十
条の 二第 一項 の許可 を受 けな けれ ばなら ない もの 都 道府県 知
事

知事
二 森 林法（ 昭和 二十 六年法 律第 二百 四十 九号） 第五条第一 項の
規 定によ りた てら れた 地域 森林計 画の 対象と な ってい る同項 に
規定 する 民有 林（保 安 林（同 法第 二十 五条又 は第 二十 五条の 二
の規 定に より 指定さ れた 保安 林を いう。 以下 同じ 。） 並びに同
法第 四十 一条の 規定 によ り指 定され た保 安施 設地区 の区 域内及

三

又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
四 農 地（耕 作（ 農地 法（昭 和二 十七 年法 律第二百 二十九号） 第
四 十三条 第一 項の 規定 により 耕作 に該 当する も のとみ なされ る
農作 物の 栽培 を含む 。以 下こ の号 におい て同 じ。 ）の 目的に 供
され る土 地をい う。 以下 同じ 。）を 農地 以外 のもの に し、又は
農用 地（農 地又 は採 草放牧 地 （農地 以外 の土 地で、 主と して耕
作 又 は養畜 の事 業のた めの 採草 又は 家畜 の放牧 の目 的に 供され
る もの をいう 。 以下同 じ。 ）をい う 。以下 同じ 。） を農用 地以
外 のもの にす るた め当 該農 用地に つい て所 有権 若しく は使用 及
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び収 益を目 的と する 権利を 取得 する 行為 であっ て、 同法 第四条
第 一項 又は 第五 条第一 項の 許可 を受 けなけ れば なら ないも の
都 道 府 県知 事
五 国立 公園 （自 然公園 法（ 昭和 三十 二年法 律第百六 十一号） 第
二条 第二 号に 規定す る国 立公 園を いう。 第二 十二 条の 八にお い
て同 じ。 ）の区 域内 にお いて 行う行 為で あっ て、同 法 第二十条
第三 項の許 可を 受け なけれ ば ならな いも の又は 同法 第三 十三条

い う。 第二 十二 条の十 第一 項に おい て同 じ。） を行 う行為 （申
請 者が 同法第 九条 の二 の四 第一項 又 は第十 五条 の三 の三第 一項
の認定を受けることを希望する場合に限る。） 都道府県知事
指定 区域（ 廃棄 物の 処理 及び清 掃 に関す る法律第 十五条の十

都 道府 県知事 又 は当該指定 都市の長） を いう 。 第八項に お いて
同じ 。）
熱回収 （廃 棄物 の処 理及び 清掃 に関 する法 律（昭和 四十五年
法律 第百三 十七 号） 第九条 の二 の四 第一 項に規 定す る熱 回収を

の 登 録 を 受 け な け れ ば な ら な い 行 為 河 川 管 理 者 （ 同 法 第七 条
（ 同法 第百条 第 一項に おい て準 用す る場合 を含 む。 ）に規 定す
る 河川 管理者 （同 法第 九条 第二項 又は 第五 項の 規定に より 都道
府 県知事 又は 指定 都市 の長が 同条 第二 項に規 定す る指 定区間 内
の一 級河 川（ 同法第 四条 第一 項に 規定す る一 級河 川を いう。）
に係 る同 法第二 十三 条の 二の 登録を 行う 場合 にあっ ては 、当該

河 川 法 （昭和三十 九年法律 第百六十七 号）第二 十 三条 の 二（
同法 第百 条第 一項に おい て準 用す る場合 を含 む。 以下 同じ。）

第 一 項 の 届出 を し な けれ ば な らな い も の 環 境 大 臣
六 国 定公園 （自 然公 園法第 二条 第三 号に 規定す る国定公園 をい
う 。第二 十二 条の 八に おい て同じ 。） の区域 内 におい て行う 行
為で あっ て、 同法第 二 十条第 三項 の許 可を受 けな けれ ばなら な
いも の又 は同 法第三 十三 条第 一項 の届出 をし なけ れば ならない
も の 都 道 府県 知 事
七

八

九
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七第 一項の 指定 区域 をいう 。第 二十 二条 の十第 二項 にお いて同
じ 。） 内に おい て行う 行為 であ って 、同法 第十 五条 の十九 第一
項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
５ 都道 府県 知事 は、次 の各 号に掲げ る行為に係 る地域脱 炭素化促
進事 業計 画につ いて の協 議が あった 場合 にお いて、当 該協議に係
る第 二項第 四号 の整 備又 は同項 第五 号の 取組に 係る行為 が、それ
ぞれ当 該各 号に 定める 要件 に該 当す るもの であ ると認める ときは
、前項の同意をするものとする。
一 前 項第一 号に 掲げ る行為 温 泉法 第四 条第一 項（同法第 十一
条 第二項 又は 第三 項に おい て読み 替え て準用 す る場合 を含む 。
）の 規定 によ り同法 第 三条第 一項 又は 第十一 条第 一項 の許可 を
しなければならない場合に該当すること。
前 項第 二号 に掲げ る 行為 森林 法第十 条の 二第二項 の規定に
二

よ り 同条第 一項 の許 可をし なけ れば なら ない場 合に 該当 するこ
と。
三 前 項第三 号に 掲げ る行為 森 林法 第三 十四条第三 項若しく は
第 四項の 規定 によ り同 条第一 項の 許可 をしな けれ ばな らない 場
合又 は同 条第 五項の 規定 によ り同 条第二 項の 許可 をし なけれ ば
な らな い 場 合に 該 当 す るこ と 。
前 項第 八号 に掲げ る行 為 廃棄 物の処 理及 び清掃に関す る法
四

律 第九 条の 二の 四第一 項又 は第 十五 条の三 の三 第一 項の認 定を
受けることができる場合に該当すること。
６ 都道 府県 知事 は、第 四項 第四号に 掲げる行為 に係る地 域脱炭素
化促 進事 業計画 につ いて の協 議があ った 場合 において 、当該協議
に係 る第二 項第 四号 の整 備又は 同項 第五 号の取 組に係る 行為が、
次に掲 げる 要件 に該当 する もの であ ると認 める ときは、第 四項の
同意をするものとする。
一 農 地を農 地以 外の ものに する 場合 にあ っては 、農地法第 四条
第 六項の 規定 によ り同 条第 一項の 許可 をす るこ とがで きない 場
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合に該当しないこと。
二 農 用地 を農用 地以 外の もの にする ため 当該農 用地につい て所
有 権又 は使用 及び 収益 を目 的とす る権 利を 取得 する場 合に あっ
て は、農 地法 第五 条第 二項の 規定 によ り同条 第一 項の 許可を す
ることができない場合に該当しないこと。
７ 環境 大臣又 は都 道府 県知事 は、第四 項第五号又 は第六号に 掲げ
る行為 （自 然公 園法第 二十 条第 三項 の許可 に係 るものに限 る。）
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に 係る 地域 脱炭素 化促 進事 業計 画につ いて の協議 があった場 合に
お いて 、当該 協議 に係 る第二 項第 四号 の整 備又は 同項第五号 の取
組に 係る 行為 が、 同条第 四項 の規 定に より同 条第三項 の許可を し
ては なら ない場 合に 該当 しな いと認 め るとき は、第四 項の同意を
する も の と する 。
８ 河 川 管理者 は、 第四 項第七 号に掲げ る行為に係 る地域脱炭 素化
促 進事 業計 画の協 議が あっ た場 合に おいて 、当該 協議に係る 第二
項 第四 号の 整備に 係る 行為が 、 河川法 第二 十三条 の四の規定 によ
り同 法 第二十 三条 の二 の登録 を拒 否し なけ ればならな い場合に 該
当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
９ 都道 府県 知事は 、次 の各 号に掲げる 行為に係る 地域脱炭素 化促
進事 業計画 につ いて の協 議があ った 場合 におい て、第四 項の同意
をしよ うと する ときは 、そ れぞ れ当 該各号 に定 める者に協議 しな
け れ ば なら な い 。
一 第 四項第 一号 に掲 げる行 為（ 隣接 都府 県におけ る温泉（温 泉
法 第二条 第一 項に 規定 する温 泉を いう 。）の 湧 出量、 温度又 は
成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。） 環境大臣
二 第四項 第四 号に 掲げ る行為 （当 該行 為に係 る土地に 四ヘクタ
ールを超える農地が含まれる場合に限る。） 農林水産大臣
環 境 大臣は 、前 項第一 号の 規定によ る協議を受 けたときは、 関
係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
都 道府県 知事 は、 次の 各号に 掲げる行為 に係る地域 脱炭素化促
10

11

進事業 計画 につ いての 協議 があ った 場合に おいて 、第四項の 同意
を しよ うと すると きは 、そ れぞ れ当該 各号 に定め る者の意見 を聴
かなければならない。
一 第四 項第 一号 に掲げ る行 為 自然 環境保 全法（昭 和四十七 年
法律 第八 十五 号）第 五十 一条 第一 項の規 定に より 置か れる審 議
会 そ の他 の 合 議制 の 機 関

次 項並 びに 第六十 五条 第六 号及 び第七 号に おいて 「指定市町 村」
と いう 。）で ある 場合 におけ る第 三項 及び 第四項 の規定の適 用に
つい ては 、第 三項 中「要 件」 とあ るの は「 要件及び第 六項各号 に
掲げ る要 件」と 、第 四項 中「 次の各 号 」とあ り、及び 「当該各号
」と あるの は「 第一 号か ら第三 号ま で及 び第五 号から第 九号まで
」と す る 。

- 17 -

二 第四項 第二号に 掲げる行 為 都道 府県森 林審議会
三 第四 項第 四号に 掲げ る行 為 農 業 委員会 （農業委員 会等に関
する 法律 （昭 和二十 六年 法律 第八 十八号 ）第 三条 第一 項ただし
書又 は第 五項の 規定 によ り農 業委員 会を 置か ない市 町村 にあっ
ては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。）
農 業委 員会 は、 前項（ 第三号 に係る部分 に限る。以 下この項 及
び次 項 におい て同 じ。 ）の規 定に より 意見 を述べよう とすると き
（前 項の 協議に 係 る同号 に掲 げる 行為 が三十 アールを 超える農 地
が含 まれ る土地 に係 るも ので あると きに 限る 。）は、あ らかじめ
、農 業委員 会等 に関 する 法律第 四十 三条 第一項 に規定す る都道府
県機構 （次 項に おいて 「都 道府 県機 構」と いう 。）の意見を 聴か
な けれ ばな らない 。た だし 、同 法第四 十二 条第一 項の規定に よる
都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
前 項に定 める もの のほ か、農 業委員会は 、第十一項の 規定によ
り意 見を 述べる ため 必要 があ ると認 める とき は、都道 府県機構の
意見を聴くことができる。
計画 策定市 町村 が農 地法第 四条第一 項に規定す る指定市町 村（

12

13

14

第九 項及び 第十 一項 の規定 は、指定 市町村であ る計画策定 市町

村 が地 域脱 炭素化 促進 事業 計画 （第四 項第 四号に 掲げる行為 に係
る 部分 に限る 。） につ いて第 三項 の認 定を しようと するときに つ
いて 準用 する 。こ の場合 にお いて 、第 九項中 「次の各 号」とあ る
のは 「第 二号」 と、 「そ れぞ れ当該 各号 」と あるのは 「同号」と
、第 十一項 中「 次の 各号 」とあ るの は「 第三号 」と、「 それぞれ
当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
計 画策 定市 町村 が廃棄 物の 処理及び 清掃に関す る法律第二十 四
条 の二 第一項 の政 令で 定める 市で ある 場合 におけ る第三項及 び第
四項 の規 定の 適用 につい ては 、第 三項 中「要 件」とあ るのは「 要
件及 び第 五項第 四号 に掲 げる 要件」 と 、第四 項中「次 の各号」と
あり 、及び 「当 該各 号」 とある のは 「第 一号か ら第七号 まで」と
する 。
計 画 策定市 町村 は、 第三項 の規定に よる認定を したときは 、関
係 行政 機関 の長及 び関 係地方 公 共団体 の長 に対し 、速やかに 、そ
の旨 を 通知す ると とも に、当 該認 定に 係る 地域脱炭素 化促進事 業
計画 に記 載され た 事項の うち 環境 省令 ・農林 水産省令 ・経済産 業
省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。
（地 域 脱 炭素 化 促 進事 業 計 画 の 変更 等 ）
第 二十 二条 の三 前条 第三 項の認 定を受けた 者（以下「 認定地域 脱
炭 素化 促進事 業者 」と いう。 ）は 、当 該認 定に係る 地域脱炭素 化
促進 事業 計画 を変 更しよ うと する とき は、地 方公共団 体実行計 画
協議 会が 組織さ れて いる とき は当該 地方 公共 団体実行 計画協議会
にお ける協 議を 経て 、環 境省令 ・農 林水 産省令 ・経済産 業省令・
国土交 通省 令で 定める とこ ろに より 、計画 策定 市町村の認 定を受
け なけ れば ならな い。 ただ し、 環境省 令・ 農林水 産省令・経 済産
業 省令 ・国土 交通 省令 で定め る軽 微な 変更 につい ては、この 限り
でない。

（新設）
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15
16

17

２

認 定地 域脱 炭素 化促進 事業 者は、前項た だし書の環 境省令・ 農

林 水産 省令 ・経済 産業 省令 ・国 土交通 省令 で定め る軽微な変 更を
し たと きは、 遅滞 なく 、その 旨を 計画 策定 市町村に 届け出なけ れ
ば な らな い 。
３ 計画 策定 市町村 は、 次の 各号のい ずれかに該 当すると認め ると
きは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認 定地 域脱 炭素化 促進 事業 者が 前条第 三項 の認定に係 る地域
脱 炭素 化促 進事 業計画 （第 一項 の規 定に よる変 更の 認定 又は前
項 の規 定によ る 変更の 届出 があっ た ときは 、そ の変 更後の もの
。 以下「 認定 地域 脱炭 素化 促進事 業計 画」と い う。） に従っ て
地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。
二 認定地 域脱 炭素 化促 進事業 計画 が前 条第三 項第一号 から第三
号までのいずれかに該当しないものとなったとき。
４ 計 画策 定市町 村 は、前 項の規 定による認 定の取消し をしたと き
は 、遅 滞な く、そ の旨 を、関 係 行政機 関の 長及び 関係地方公 共団
体の長に通知するとともに、公表するものとする。
５ 前条 第三 項か ら第十 七項 までの規 定は、第一 項の規定 による変
更の認定について準用する。
（地 域 脱 炭素 化 促 進事 業 計 画 の 認定 の 特 例 ）
第 二十 二条 の四 地方 公共 団体が 、単独で又 は当該地方 公共団体 以
外 の者 と共同 して 、地 域脱炭 素化 促進 事業 計画を作 成し、又は 変
更し よう とす ると きは、 第二 十二 条の 二第一 項又は前 条第一項 の
規定 にか かわら ず、 当該 地域 脱炭素 化促 進事 業計画に ついて当該
地方 公共団 体が 計画 策定 市町村 の長 と協 議し、 その協議 が成立す
ること をも って 、第二 十二 条の 二第 三項又 は前 条第一項の 認定が
あったものとみなす。
２ 第 二十二 条の 二第 四項 から第 十七項まで の規定は、 計画策定市
町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

（新設）
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（ 温 泉 法の 特 例 ）
第 二十 二条の 五 認定 地域 脱炭素化 促進事業者 が認定地域 脱炭素化
促進 事業 計画 に従 って第 二十 二条 の二 第二項 第四号の 整備又は 同
項第 五号 の取組 を行 うた め温 泉法第 三条 第一 項又は第 十一条第一
項の 許可を 受け なけ れば ならな い行 為を 行う場 合には、 これらの
許可があったものとみなす。
（ 森 林 法の 特 例 ）
第 二十二 条の 六 認定地 域 脱炭素化促 進事業者が 認定地域 脱炭素化
促進 事業 計画に 従っ て対 象民 有林に お いて第 二十二条 の二第二項
第四 号の整 備又 は同 項第 五号の 取組 を行 うため 森林法第 十条の二
第一項 の許 可を 受けな け ればな らな い行為 を行 う場合に は、当該
許可があったものとみなす。
２ 認 定地 域脱炭 素化 促進 事業者 が認定地域 脱炭素化促 進事業計画
に従 っ て保安 林に おい て第二 十二 条の 二第 二項第四号 の整備又 は
同項 第五 号の取 組 を行う ため 森林 法第 三十四 条第一項 又は第二 項
の許 可を 受けな けれ ばな らな い行為 を行 う場 合には、こ れらの許
可があったものとみなす。
（ 農 地 法の 特 例 ）
第 二十 二条の 七 認定 地域 脱炭素化 促進事業者 が認定地域 脱炭素化
促進 事業 計画 に従 って第 二十 二条 の二 第二項 第四号の 整備又は 同
項第 五号 の取組 の用 に供 する ことを 目的 とし て農地を 農地以外の
もの にする 場合 には 、農 地法第 四条 第一 項の許 可があっ たものと
みな す 。
２ 認 定地 域脱炭 素化 促進 事業者 が認定地域 脱炭素化促 進事業計 画
に 従っ て第二 十二 条の 二第二 項第 四号 の整 備又は 同項第五号 の取
組の 用に 供す るこ とを目 的と して 農用 地を 農用地以外 のものに す

（新設）

（新設）

（新設）
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るため 当該 農用 地につ いて 所有 権又 は使用 及び収 益を目的と する
権 利を 取得 する場 合に は、 農地 法第五 条第 一項の 許可があっ たも
の と み なす 。
（ 自然 公 園 法の 特 例 ）
第二 十二 条の八 認 定地 域脱炭 素化促進 事業者が認 定地域脱炭 素化
促進事 業計 画に 従って 国立 公園 又は 国定公 園の 区域内にお いて第
二 十二 条の 二第二 項第 四号 の整 備又は 同項 第五号 の取組を行 うた
め 自然 公園法 第二 十条 第三項 の許 可を 受け なけれ ばならない 行為
を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
２ 認定 地域 脱炭素 化促 進事 業者が認 定地域脱炭 素化促進事 業計画
に従 って国 立公 園又 は国 定公園 の区 域内 におい て第二十 二条の二
第二項 第四 号の 整備又 は 同項第 五号 の取組 のた め行う行 為につい
て は、 自然 公園法 第三 十三 条第 一項 及び第 二項の 規定は、適 用し
ない。
（ 河 川法 の 特 例）
第二 十二 条の 九 認 定地 域脱 炭素化促進 事業者が認 定地域脱炭 素化
促進 事業計 画に 従っ て第 二十二 条の 二第 二項第 四号の整 備のため
河川法 第二 十三 条の二 の登 録を 受け なけれ ばな らない行為を 行う
場合には、当該登録があったものとみなす。
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例）
第二 十二 条の 十 認 定地 域脱 炭素化促 進事業者（ 第二十二条の 二第
一項 若しく は第 二十 二条 の三第 一項 の規 定によ る申請又 は第二十
二条の 四第 一項 の規定 によ る協 議に おいて 廃棄 物の処理及 び清掃
に 関す る法 律第九 条の 二の 四第 一項又 は第 十五条 の三の三第 一項
の 認定 を受け るこ とを 希望し てい た者 に限 る。） が認定地域 脱炭
素化 促進 事業 計画 に従っ て第 二十 二条 の二 第二項第四 号の整備 に

（新設）

（新設）

（新設）
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係る行 為と して 熱回収 を行 う場 合に は、こ れらの 規定による 認定
があったものとみなす。
２ 認 定地域 脱炭 素化 促進 事業者が 認定地域脱 炭素化促進 事業計画
に従 って 指定 区域 内にお いて 第二 十二 条の二 第二項第 四号の整 備
又は 同項 第五号 の取 組の ため 行う行 為に つい ては、廃 棄物の処理
及び 清掃に 関す る法 律第 十五条 の十 九第 一項の 規定は、 適用しな
い。
（環境影響評価法の特例）
第 二十二 条の 十一 環境 影 響評価法（ 平成九年法 律第八十 一号）第
二章 第一 節の規 定は 、認 定地 域脱炭 素 化促進 事業者が 認定地域脱
炭素 化促進 事業 計画 に従 って行 う第 二十 二条の 二第二項 第四号の
整備（ 第二 十一 条第六 項 に規定 する 都道府 県の 基準が定 められた
都 道府 県の 区域内 にお いて 行う もの に限る 。）に ついては、 適用
しない。
（ 援 助）
第二 十二 条の 十二 国及 び都 道府県は、 市町村に対 し、地方公 共団
体実 行計画 の策 定及 びそ の円滑 かつ 確実 な実施 に関し必 要な情報
提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
（ 指 導 及び 助 言 ）
第 二十二 条の 十三 計画 策定 市町村は 、認定地域 脱炭素化 促進事業
者に 対し 、認定 地域 脱炭 素化 促進事 業計 画に 従って行 われる第二
十二 条の二 第二 項第 四号 の整備 、同 項第 五号の 取組並び に同項第
八号イ 及び ロに 掲げる 取組 の適 確な 実施に 必要 な指導及び 助言を
行うものとする。
（ 報 告 の徴 収 ）

（新設）

（新設）

（新設）
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第二十 二条 の十 四

計画策 定市 町村の長は、 認定地域脱 炭素化促 進

（新設）

（事業活動に伴う排出抑制等）
第二十 三条 事 業者は 、事 業の 用に供する 設備につい て、温室 効果
ガ スの 排出 の抑制 等の ため の技術 の 進歩そ の他の事 業活動を取 り

事 業者 に対 し、認 定地 域脱 炭素 化促進 事業 計画に 従って行わ れる
第 二十 二条の 二第 二項 第四号 の整 備、 同項 第五号の 取組並びに 同
項第 八号 イ及 びロ に掲げ る取 組の 実施 状況に ついて報 告を求め る
こ とが で き る 。
（事業活動に伴う排出削減等）
第 二十 三条 事業 者は 、事 業の用に 供する設備 について、 温室効果
ガス の排出 の量 の 削 減等 のため の技 術の進歩そ の他の事 業活動を

巻く 状況 の変 化に応 じ、 温室 効果 ガスの 排出 の抑制等に資 するも
のを 選択 すると とも に、 でき る限り 温室 効果ガ スの排出の 量を少
なくする方法で使用するよう努めなければならない。

第二十四条 （略）
２ 日 常生 活用 製品等 の 製造等 を行う事業 者は、前項 に規定す る情
報の 提供を 行う に当 たって は、 必要 に応 じ、日常 生活におけ る利
用 に伴 って 温室 効果ガ スの 排出 がさ れる製 品又は役 務につい て当
該 排出 の量 に関す る情 報の 収集及 び提 供を 行う団体そ の他の国民

取 り巻 く状 況の変 化に 応じ 、温 室効果 ガスの排出 の量の削 減 等に
資 する ものを 選択 する ととも に、 でき る限 り温室 効果ガスの排 出
の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。

第二十四条 （略）
２ 日 常生活 用製 品等 の製 造等を行 う事業者は 、前項に規 定する情
報の 提供 を行 うに 当たっ ては 、必 要に 応じ、 日常生活 における 利
用に 伴っ て温室 効果 ガス の排 出がさ れる 製品 又は役務 について当
該排 出の量 に関 する 情報 の収集 及び 提供 を行う 団体その 他の国民

の日 常生 活に関 する 温室 効果 ガス の排出 の抑制 のための措 置の実
施を 支援 する役 務の 提供 を行 う者の 協力 を得つ つ、効果的 にこれ
を行うよう努めるものとする。

（日常生活における排出抑制への寄与）

の 日常 生活 に関す る温 室効 果ガ スの排 出の量の削 減 のための 措置
の 実施 を支援 する 役務 の提供 を行 う者 の協 力を得つ つ、効果的 に
これを行うよう努めるものとする。

（排出抑制等指針）

（日 常 生 活に お け る排 出 削 減 へ の寄 与 ）

（排 出 削 減等 指 針 ）

第二十五条

（略 ）

第二十五条

（報告事項の記録等）
第 二十 九条 環境 大臣 及び経 済産業 大臣は、 前条第一項 の規定によ
り 通知さ れ た事項 につ いて 、環境 省令 ・経 済産業省令 で定めると

（略）

（ 報 告事 項 の 公表 等 ）
第二 十九 条 環境大 臣及 び経 済産業大臣 は、前条第 一項の規定 によ
り通 知され た事 項に つい て、遅 滞な く、 環境省 令・経済 産業省令

- 23 -

で定め ると ころ により 、電 子計 算機 に備え られた ファイルに 記録
す ると とも に、当 該フ ァイ ルに 記録さ れた 事項を 公表するも のと
する。
（ 削 る）

削除

２ （略）
３ 環境 大臣 及び 経済産 業 大臣は、遅 滞なく、環 境省令・ 経済産業
省令 で定 めると ころ によ り、 前項の 規 定によ り集計し た結果を公
表するものとする。

第 三 十 条 及び 第 三 十一 条

こ ろによ り電 子計算 機 に備え られ たフ ァイ ルに記録す るものとす
る。

２ 環 境大 臣及び 経済 産業 大臣は 、前項の規 定による記 録をしたと
きは 、環 境省 令・経 済産 業省 令で 定める と ころにより 、遅滞なく
、同 項の ファイ ルに 記録 され た事項 （以 下「フ ァイル記録 事項」
とい う。） のう ち事 業所管 大 臣が所 管す る事業 を行う特定 排出者

に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
３ （略）
４ 環 境大 臣及 び経済 産業 大臣 は、遅滞な く、前項の規 定により集
計 した 結果 を事 業所管 大臣 に通 知す るとと もに、公 表するも のと
する。

（開示請求権）
第三 十条 何人 も、 前条 第四項 の規定によ る公表があ ったとき は、
当 該公 表が あった 日以 後、 主務大 臣に 対し 、当該公表 に係るファ
イ ル記録 事項 であ って 当該主 務大 臣が 保有 するものの 開示の請求
を行うことができる。
２ 前項の 請求 以
( 下「 開示請求」 という。 は
) 、次の 事項を明 らか
にして行わなければならない。

一 開 示請 求を する者 の氏 名又 は名 称及び 住所又は 居所並び に法
人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 開示 請求 に係 る事 業所又 は特 定排 出者 の名称、所 在地その他
のこれらを特定するに足りる事項
（開 示 義 務 ）

第 三十 一条 主務 大臣 は、 開示請求 があった ときは、当 該開示請求
を した 者に 対し 、ファ イル 記録事 項 のうち 、当該開 示請求に 係る
事項を速やかに開示しなければならない。

- 24 -

（削る）

きる。
２ （略）
３ 環境 大臣 及び 経済産 業 大臣は、遅 滞なく、前 項の規定 により通
知さ れた 情報に つい て、 環境 省令・ 経 済産業 省令で定 めるところ
によ り、電 子計 算機 に備 えられ たフ ァイ ルに記 録すると ともに、
当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。

（ 情 報 の提 供 等 ）
第 三十 二条 特定 排出 者は 、主務省 令で定める ところによ り、第二
十六 条第 一項 の規 定によ る報 告に 添え て、第 二十九条 第一項及 び
第三 項の 規定に より 公表 され る情報 に対 する 理解の増 進に資する
ため 、事業 所管 大臣 に対 し、当 該報 告に 係る温 室効果ガ ス算定排
出量の 増減 の状 況に関 する 情報 その 他の情 報を 提供するこ とがで

報を提供することができる。
２ （略）
３ 環 境大 臣及 び経済 産業 大臣 は、前項の 規定により通 知された情
報 につ いて 、環 境省令 ・経 済産 業省 令で定 めるとこ ろにより 電子
計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

（情報の提供等）
第三十 二条 特 定排出 者 は、主 務省令で定 めるところ により、 第二
十六 条第一 項の 規定 による 報告 に添 えて 、第二十 九条第四項 の規
定 によ り公 表さ れ、又 は前 条の 規定 により 開示され る情報に 対す
る 理解 の増 進に資 する ため 、事業 所管 大臣 に対し、当 該報告に係
る 温室効 果ガ ス算 定排 出量の 増減 の状 況に 関する情報 その他の情

（削る）

第三 十三 条 主務大 臣は 、温 室効果ガス 算定排出量 の算定の適 正な
実 施 の確保 又は 自主 的な温 室効 果ガ スの 排出の抑制 等の促進 に資
す るた め、 特定 排出者 に対 し必 要な 技術的 助言、情 報の提供 その

（技術的助言等）

ろ によ り、 事業 所管大 臣に 通知 する ととも に、公表 するもの とす
る。
６ 前 二条 の規定 は、 前項 の規定 による公表 があった場 合に準用す
る。

４ 環境 大臣 及び経 済産 業大 臣は、前 項の規定に よる記録を したと
き は、 環境 省令 ・経済 産業 省令 で定 めると ころによ り、遅滞 なく
、 同項 のフ ァイル 記録 事項 のうち 事業 所管 大臣が所管 する事業を
行 う特定 排出 者に 係る ものを 当該 事業 所管 大臣に通知 するものと
する。
５ 環境 大臣 及び 経済産 業大 臣は、遅 滞なく、第 二項の規定 により
通知 された 情報 につ いて、 環境 省令 ・経 済産業 省令で定める とこ

（ 削 る）

（技術的助言等）
第 三十 三条 主務 大臣 は、 温室効 果ガス算定 排出量の算 定の適正 な
実施 の確 保又 は自 主的な 温室 効果 ガスの排 出の量の削 減 等の促 進
に資 する ため、 特定 排出 者に 対し必 要な 技術 的助言、情 報の提供
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その 他 の 援助 を 行 うも の と す る 。

他の援助を行うものとする。

化炭 素の排出量に 係る事項に関 する部分（同法第 二十九条第二 項
に規定 する認定管理統 括事業者、同 法第百十三条 第二項に規定す
る認定 管理統括荷主及び 同法第百三十 条第二項に規定 する認定管
理統括貨客 輸送事業者に あっては、当 該者に係る部分に 限る。）
は、エネルギー （同法第二条 第一項に規定 するエネルギ ーをいう
。次項及び次条 において同じ。 ）の使用に伴っ て発生する二 酸化

同法 第百十五条第 一項（同法第 百十九条第二項 の規定により 読み
替え て適用する場 合を含む。）、同 法第百二十七 条第一項（同 法
第百三 十六条第二項の 規定により読 み替えて適用する 場合を含む
。）、同法 第百三十二条 第一項（同法 第百三十六条第 三項の規定
により読み 替えて適用す る場合を含む。） 又は同法第百 四十一条
第一項の規定に よる報告があ ったときは、 第二十六条から前 条ま
で及び第六十四条 の規定の適用 については、当 該報告のうち 二酸

み替 えて適用する 場合を含む。 ）、同法第三十 八条第一項（同 法
第四 十八条第三項の規 定により読み 替えて適用す る場合を含む 。
）、同 法第八十条第三 項、第八十一条 第三項、第八十 二条第三項
、第百三条 第一項（同法 第百三十六条 第一項の規定に より読み替
えて適用す る場合を含む。） 、同法第百十 一条第一項（ 同法第百
十九条第一項の 規定により読 み替えて適用する 場合を含む。 ）、

生する二酸 化炭素の排出 量についての 第二十六条第一項 の規定に
よる報告とみ なす。この場 合において、同 項中「当該特 定排出者
に 係る事業を 所管する大臣」と あるのは、同 法第十六条第 一項（

告のうち二 酸化炭素の排 出量に係る事項に 関する部分（ 同法第二
十 九条第二項 に規定する認 定管理統括事業 者、同法第百十 三条第
二 項に規定する認 定管理統括荷 主及び同法第 百三十条第二 項に規
定 する認定管理統 括貨客輸送事 業者にあっては、 当該者に係る 部
分に限 る。）は、エ ネルギー（同 法第二条第一項 に規定するエネ
ルギー をいう。次項及び 次条において 同じ。）の使 用に伴って発

同法第百十 五条第一項（ 同法第百十九 条第二項の規 定により読み
替えて適用 する場合を含む 。）、同法第百 二十七条第一 項（同法
第 百三十六条 第二項の規定 により読み替えて 適用する場合 を含む
。 ）、同法第百三 十二条第一項 （同法第百三 十六条第三項 の規定
に より読み替えて 適用する場合を 含む。）又は同 法第百四十一 条
第一項 の規定による 報告があった ときは、第二十六 条から前条ま
で、第六十 三条及び第六 十五条の規定 の適用につい ては、当該報

み替えて適 用する場合を 含む。）、同 法第三十八条第一 項（同法
第四十八条第 三項の規定に より読み替えて 適用する場合 を含む。
） 、同法第八 十条第三項、第八 十一条第三項 、第八十二条 第三項
、 第百三条第一項 （同法第百三 十六条第一項 の規定により読み 替
え て適用する場合を 含む。）、同 法第百十一条第 一項（同法第 百
十九条 第一項の規定 により読み替えて 適用する場合 を含む。）、

（エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係）
（エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係）
第 三 十 四 条 特 定 排 出 者 か ら 、 エ ネ ル ギ ー の 使用 の 合 理 化 等 に 関 す 第 三 十 四 条 特 定 排 出 者 か ら 、 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に関 す
る法律（昭 和五十四年法 律第四十九号 ）第十六条第一項 （同法第
る 法律（昭和五十 四年法律第四 十九号）第十六条 第一項（同法 第
四十八条第一項 の規定により 読み替えて適 用する場合を 含む。）
四十八 条第一項の規 定により読み 替えて適用する 場合を含む。）
、同法第二十七 条第一項（同法 第四十八条第二 項の規定によ り読
、同法 第二十七条第一項 （同法第四十 八条第二項の 規定により読

炭素 の排出量につ いての第二十 六条第一項の規 定による報告と み
なす 。この場合におい て、同項中「 当該特定排出 者に係る事業 を
所管す る大臣」とある のは、同法第十 六条第一項（同 法第四十八
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て適 用する場合を 含む。）又は 同法第百十五条 第一項（同法第 百
十九 条第二項の規定に より読み替え て適用する場 合を含む。） に
規定す る主務大臣」と するほか、第二 十六条から前条 まで及び第

国土 交通大臣」と 、同法第百十 一条第一項（同法 第百十九条第 一
項の規 定により読み替 えて適用する 場合を含む。 ）又は同法第百
十五条 第一項（同法第百 十九条第二項 の規定により読 み替えて適
用する場合 を含む。）の 規定による報 告については「エ ネルギー
の使用の合理化 等に関する法 律（昭和五十 四年法律第四 十九号）
第百十一条第一 項（同法第百十 九条第一項の規 定により読み 替え

九号 ）第八十条第 三項、第八十 一条第三項又は 第八十二条第 三項
に規 定する主務大 臣」と、同法第百 三条第一項（ 同法第百三十 六
条第一 項の規定により 読み替えて適 用する場合を含む 。）、同法
第百二十七 条第一項（同 法第百三十六 条第二項の規定 により読み
替えて適用 する場合を含 む。）、同法第百 三十二条第一 項（同法
第百三十六条第 三項の規定に より読み替え て適用する場合を 含む
。）又は同法第百 四十一条第一 項の規定による 報告について は「

、同 法第二十七条 第一項（同法 第四十八条第二 項の規定により 読
み替 えて適用する場合 を含む。）又 は同法第三十 八条第一項（ 同
法第四 十八条第三項の 規定により読み 替えて適用する 場合を含む
。）に規定 する主務大臣 」と、同法第 八十条第三項、 第八十一条
第三項又は 第八十二条第三項 の規定による 報告について は「エネ
ルギーの使用の 合理化等に関 する法律（昭和五 十四年法律第 四十

第二 十七条第一項 （同法第四十 八条第二項の規定 により読み替 え
て適用 する場合を含む 。）又は同法 第三十八条第 一項（同法第四
十八条 第三項の規定によ り読み替えて 適用する場合を 含む。）の
規定による 報告について は「エネルギ ーの使用の合理化 等に関す
る法律（昭和五 十四年法律第 四十九号）第 十六条第一項 （同法第
四十八条第一項 の規定により読 み替えて適用す る場合を含む 。）

条第一項の規定に より読み替え て適用する場合 を含む。）、 同法

より読み替 えて適用する 場合を含む。 ）又は同法第百十 五条第一
項（同法第百 十九条第二項 の規定により読 み替えて適用 する場合
を 含む。）に 規定する主務大臣 」とするほか 、第二十六条 から前

については 「国土交通大 臣」と、同法第百 十一条第一項 （同法第
百 十九条第一 項の規定によ り読み替えて適 用する場合を含 む。）
又 は同法第百十五 条第一項（同 法第百十九条 第二項の規定 により
読 み替えて適用す る場合を含む 。）の規定による 報告について は
「エネ ルギーの使用 の合理化等に 関する法律（昭 和五十四年法律
第四十 九号）第百十一条 第一項（同法 第百十九条第 一項の規定に

年法律第四 十九号）第八 十条第三項、 第八十一条第 三項又は第八
十二条第三 項に規定する主 務大臣」と、同 法第百三条第 一項（同
法 第百三十六 条第一項の規 定により読み替え て適用する場 合を含
む 。）、同法第百 二十七条第一 項（同法第百 三十六条第二 項の規
定 により読み替え て適用する場合 を含む。）、同 法第百三十二 条
第一項 （同法第百三 十六条第三項 の規定により読み 替えて適用す
る場合を含 む。）又は同 法第百四十一 条第一項の規 定による報告

合を含む。 ）、同法第二 十七条第一項 （同法第四十八条 第二項の
規定により読 み替えて適用 する場合を含む 。）又は同法 第三十八
条 第一項（同 法第四十八条第三 項の規定によ り読み替えて 適用す
る 場合を含む。） に規定する主 務大臣」と、 同法第八十条第三 項
、 第八十一条第三項 又は第八十二 条第三項の規定 による報告に つ
いては 「エネルギー の使用の合理化等 に関する法律 （昭和五十四

む。）、同 法第二十七条 第一項（同法第四 十八条第二項 の規定に
よ り読み替え て適用する場 合を含む。）又 は同法第三十八 条第一
項 （同法第四十八 条第三項の規 定により読み 替えて適用す る場合
を 含む。）の規定 による報告に ついては「エネル ギーの使用の 合
理化等 に関する法律 （昭和五十四 年法律第四十九 号）第十六条第
一項（ 同法第四十八条第 一項の規定に より読み替え て適用する場

同法第四十 八条第一項の 規定により読 み替えて適用 する場合を含
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六十四条の規定の 適用に関し必 要な技術的読替 えは、政令で 定め

条まで、第 六十三条及び 第六十五条の 規定の適用に 関し必要な技

る報 告とみなす。 この場合にお いて、同項中「当 該特定排出者 に
係る事 業を所管する大 臣」とあるの は、同法第三 十八条第一項（
同法第 四十八条第三項の 規定により読 み替えて適用す る場合を含
む。）の規 定による報告 については「 エネルギーの使用 の合理化
等に関する法律 （昭和五十四 年法律第四十 九号）第三十 八条第一
項（同法第四十 八条第三項の規 定により読み替 えて適用する 場合

同法 第百三十六条 第三項の規定 により読み替え て適用する場 合を
含む 。）の規定に よる報告があった ときは、第二 十六条から前 条
まで及 び第六十四条の 規定の適用に ついては、当該報 告のうち当
該管理関係 事業者、当該 管理関係荷主 又は当該管理関 係貨客輸送
事業者であ って特定排出 者であるものの二 酸化炭素の排 出量に係
る事項に関する 部分は、当該 者のエネルギ ーの使用に伴って 発生
する二酸化炭素の 排出量につい ての第二十六条 第一項の規定 によ

二項 に規定する認 定管理統括貨 客輸送事業者で あって同項第二 号
に規 定する管理関係貨 客輸送事業者 のうちに特定 排出者を含む も
のから 、同法第三十八 条第一項（同法 第四十八条第三 項の規定に
より読み替 えて適用する 場合を含む。 ）、同法第八十 二条第三項
、同法第百 十五条第一項（同 法第百十九条 第二項の規定 により読
み替えて適用す る場合を含む 。）又は同法第百 三十二条第一 項（

適用する場 合を含む。） に規定する主 務大臣」と、同法 第八十二
条第三項の規 定による報告 については「エ ネルギーの使 用の合理
化 等に関する 法律（昭和五十四 年法律第四十 九号）第八十 二条第

項の規定に よる報告とみ なす。この場合に おいて、同項 中「当該
特 定排出者に 係る事業を所 管する大臣」と あるのは、同法 第三十
八 条第一項（同法 第四十八条第 三項の規定に より読み替え て適用
す る場合を含む。 ）の規定によ る報告については 「エネルギー の
使用の 合理化等に関 する法律（昭 和五十四年法律 第四十九号）第
三十八 条第一項（同法第 四十八条第三 項の規定によ り読み替えて

同法第百三 十六条第三項 の規定により 読み替えて適 用する場合を
含む。）の 規定による報告 があったときは 、第二十六条 から前条
ま で、第六十 三条及び第六 十五条の規定の適 用については 、当該
報 告のうち当該管 理関係事業者 、当該管理関 係荷主又は当 該管理
関 係貨客輸送事業 者であって特定 排出者であるも のの二酸化炭 素
の排出 量に係る事項 に関する部分 は、当該者のエネ ルギーの使用
に伴って発 生する二酸化 炭素の排出量 についての第 二十六条第一

二項に規定 する認定管理 統括貨客輸送 事業者であって同 項第二号
に規定する管 理関係貨客輸 送事業者のうち に特定排出者 を含むも
の から、同法 第三十八条第一項 （同法第四十 八条第三項の 規定に
よ り読み替えて適 用する場合を 含む。）、同 法第八十二条第三 項
、 同法第百十五条第 一項（同法第 百十九条第二項 の規定により 読
み替え て適用する場 合を含む。）又は 同法第百三十 二条第一項（

る。
術的読替えは、政令で定める。
２ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 第 二 十九 条 第 二 項 に ２ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 第 二 十 九 条 第 二 項 に
規定す る認定管理統括事 業者であって 同項第二号に規 定する管理
規 定する認定管理 統括事業者で あって同項第 二号に規定す る管理
関係事業者 のうちに特定 排出者を含む もの、同法第百十 三条第二
関 係事業者のうち に特定排出者 を含むもの、同法 第百十三条第 二
項に規定する認 定管理統括荷 主であって同 項第二号に規 定する管
項に規 定する認定管 理統括荷主で あって同項第二 号に規定する管
理関係荷主のう ちに特定排出者 を含むもの又は 同法第百三十 条第
理関係 荷主のうちに特定 排出者を含む もの又は同法 第百三十条第

を含 む。）に規定 する主務大臣 」と、同法第八 十二条第三項の 規
定に よる報告について は「エネルギ ーの使用の合 理化等に関す る
法律（ 昭和五十四年法 律第四十九号） 第八十二条第三 項に規定す
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の 定め ると ころに 留意 しつ つ、 単独 で又は 共同し て、温室効 果ガ
スの 排出 の量 の削 減 等の ため の措 置（他の 者の温室効 果ガスの 排
出の 量の 削 減等 に寄与 す るため の措 置を含む。 ）に関す る計画を
作成し、これを公表するように努めなければならない。

（事業者の事業活動に関する計画等）
第三十 六 条 事 業者 は、 その事 業活動に 関し、地球 温暖化対策 計画

報告 については「 国土交通大臣 」とするほか、 第二十六条から 前
条ま で及び第六十四条 の規定の適用 に関し必要な 技術的読替え は
、 政 令 で定 め る 。

の規 定により読み 替えて適用す る場合を含む。） の規定による 報
告につ いては「エネル ギーの使用の 合理化等に関 する法律（昭和
五十四 年法律第四十九号 ）第百十五条 第一項（同法第 百十九条第
二項の規定 により読み替 えて適用する 場合を含む。）に 規定する
主務大臣」と、 同法第百三十 二条第一項（ 同法第百三十 六条第三
項の規定により 読み替えて適用 する場合を含む 。）の規定に よる

る主務大臣」と、 同法第百十五 条第一項（同法 第百十九条第 二項

の定 める とこ ろに留 意し つつ 、単 独で又 は 共同して、 温室効果ガ
スの 排出の 抑制 等の ための 措置 （他 の者 の温室効 果ガスの排 出の
抑 制等に 寄 与する ため の措 置を含 む。 ）に 関する計画 を作成し、
これを公表するように努めなければならない。

（事業者の事業活動に関する計画等）
第三 十六 条 事業 者は、 その 事業活動 に関し、地 球温暖化対 策計画

の規定によ る報告につい ては「国土交 通大臣」とするほ か、第二
十六条から前 条まで、第六 十三条及び第六 十五条の規定 の適用に
関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

十九条第二 項の規定によ り読み替えて適用 する場合を含 む。）の
規 定による報 告については 「エネルギーの 使用の合理化等 に関す
る 法律（昭和五十 四年法律第四 十九号）第百 十五条第一項 （同法
第 百十九条第二項 の規定により 読み替えて適用す る場合を含む 。
）に規 定する主務大 臣」と、同法 第百三十二条第 一項（同法第百
三十六 条第三項の規定に より読み替え て適用する場 合を含む。）

三項に規定 する主務大臣 」と、同法第 百十五条第一 項（同法第百

（略）

２

（略）

２

（地球温暖化防止活動推進員）
第三十七条 （略）
２ 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
（略 ）
一

（地球温暖化防止活動推進員）
第 三十 七 条 （ 略 ）
２ 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 （略）

三

二 住民 に対 し、そ の求 めに 応じ 日常生 活に 関する温室 効果ガス
の 排出 の抑 制等の た めの措 置に つい て調 査を行 い、 当該 調査に
基づく指導及び助言をすること。
（略）

三

四 温室 効果ガ スの 排出 の抑 制等 のため に国又 は地方公共 団体が
行う施策に必要な協力をすること。

二 住 民に 対し、 その 求め に応 じ日常 生活 に関す る温室効果 ガス
の 排出の 量の 削 減 等の ための 措置 につ いて調 査を行 い、当該 調
査に基づく指導及び助言をすること。
（略）
四 温 室効 果ガス の排 出の量 の削 減 等 のために国 又は地方公 共団
体が行う施策に必要な協力をすること。

- 29 -

（地域地球温暖化防止活動推進センター）
第 三 十 八条 （ 略 ）
２ 地域 セン ター は、当 該都 道府県又 は指定都市 等の区域 において
、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地球温 暖化 の現 状、 地球温 暖化 対策 の重要 性及び温 室効果ガ
スの 排出の 量の 削減 等のた め の措置 につ いて、 事業 者及 び住民

二 日 常生 活に関 する 温室 効果ガ スの 排出 の抑制等の ための措置
に ついて 、照 会及 び相談 に応 じ、 並び に必要 な助 言を 行うこと

（地域地球温暖化防止活動推進センター）
第三十八条 （略）
２ 地 域セ ンター は、 当該 都道府 県又は指定 都市等の区 域において
、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地 球温 暖化の 現状 及び 地球温 暖化 対策 の重要性に ついて啓発
活 動及び 広報 活動 を行う とと もに 、地 球温暖 化防 止活 動推進員

こと。
三～六 （略）
３～７ （略）

（全国地球温暖化防止活動推進センター）
第三十九条 （略）

。
三～六 （略）
３～７ （略）

及び 地球 温暖 化対策 の推 進を 図る ための 活動 を行 う民間 の団体
の活動を助けること。

に 対す る啓 発活 動及び 広報 活動 を行 うと ともに 、地 球温 暖化防
止 活動 推進員 及 び地球 温暖 化対策 の 推進を 図る ため の活動 を行
う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生 活に 関す る温 室効果 ガス の排出の量 の削減 等 のための
措置 につい て、 照会 及び相 談に 応じ 、並 びに必 要な 助言 を行う

（全国地球温暖化防止活動推進センター）
第 三十 九 条 （ 略 ）

２ 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地球 温暖化 の現 状及 び地 球温暖 化対 策の重 要性につい ての二
以上の 都道 府県 の区 域にお ける 啓発 活動 及び広 報活 動を 行うと
と もに 、二 以上の 都道 府県 の区 域にお い て地球 温暖 化対策 の推
進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。

日常 生活 に関す る 温室効 果ガ スの 排出 の実例に即 して、日常

生活に 関す る温 室効 果ガス の排 出の 抑制 等のた めの 措置 を促進
する方策の調査研究を行うこと。
三～六 （略）
３・４ （略）

二

２ 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地 球温暖 化の 現状 、地球 温 暖化対 策の 重要性 及び温室効 果ガ
ス の排 出の量 の削 減等 のた めの措 置に つい ての 二以上 の都 道府
県 の区域 にお ける 啓発 活動及 び広 報活 動を行 うと とも に、二 以
上の 都道 府県 の区域 にお いて 地球 温暖化 対策 の推 進を 図るため
の活動を行う民間の団体の活動を助けること。
日 常生 活に 関する 温室 効果 ガス の排出 の実例 に即して、 日常
二

生 活に関 する 温室 効果 ガス の排出 の量 の削 減 等 のための措置 を
促進する方策の調査研究を行うこと。
三～ 六 （ 略）
３・４ （略）

- 30 -

（割当量口座簿の記録事項）
第 四十 五 条 （ 略 ）

２ 割 当量 口座簿 は、 その 全部を 磁気ディス ク（これに 準ずる方 法
に より 一定の 事項 を確 実に記 録し てお くこ とがで きる物を含む 。
） を もっ て 調 製 する も の とす る 。

（割当量口座簿の作成等）
第四 十 三 条 （ 略 ）

対 策地 域協 議会（ 以下 「地 域協 議会」 とい う。） を組織する こと
が で き る。
２・３ （略）

（地球温暖化対策地域協議会）
第 四十 条 地 方公 共団 体、 地域セン ター、地球 温暖化防止 活動推進
員、 事業 者、 住民 その他 の地 球温 暖化 対策の 推進を図 るための 活
動を行 う者 は、 日常生 活 に関す る温 室効果 ガスの排出 の量の 削減
等に関 し必 要と なるべ き措 置に つい て協議 するた め、地球温 暖化

（割当量口座簿の記録事項）
第四十五条 （略）

２ 割当量 口 座簿は 、そ の全 部を磁気デ ィスク（これ に準ずる 方法
によ り一 定の事 項を 確実 に記 録して おく ことが できる物を 含む。
以下同じ。）をもって調製するものとする。

（割当量口座簿の作成等）
第四十三条 （略）

地域 協議 会（以 下「 地域 協議 会」 という 。）を 組織するこ とがで
きる。
２・３ （略）

（地球温暖化対策地域協議会）
第四十 条 地方 公共団 体 、地域 センター、 地球温暖化 防止活動 推進
員、 事業者 、住 民そ の他の 地球 温暖 化対 策の推進 を図るため の活
動 を行う 者 は、日 常生 活に関 する 温室 効果 ガスの排出 の抑制等に
関し 必要 とな るべき 措 置につ いて 協議 する ため、地球 温暖化対策

り付された文字及び数字をいう。以下同じ。）
三・四 （略）

２ （略）
３ 第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一 （略）
二 保 有す る算 定割当 量の 種別 （第 二条 第六項各号 の種別を いう
。 以下 同じ。 ）ご との 数量 及び識 別番 号（ 算定割 当 量を一 単位
ご とに識 別す るた めに京 都 議定書 の締 約国又 は気 候変 動に関 す
る国 際連 合枠 組条約 の事 務局 （以 下「 事務局 」と いう。 ）によ

り 付 さ れ た文 字 及 び 数字 を い う。 以 下 同 じ 。 ）
三・四 （略）

（措置の実施の状況の把握等）

２ （略）
３ 第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一 （ 略）
二 保有 する算 定 割当量 の種 別（第 二 条第七 項各号の 種別をい う
。以 下同 じ。 ）ごと の数 量及 び識 別番号 （算 定割 当量 を一単位
ごと に識 別する ため に京 都議 定書の 締約 国又 は気候 変動 に関す
る国 際連合 枠組 条約 の事務 局（ 以下 「事 務局」 とい う。 ）によ

（ 措置 の 実 施の 状 況 の 把 握等 ）
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（この法律の施行に当たっての配慮）
第 六十 条 環 境大 臣及 び経 済産業大 臣は、この 法律の施行 に当たっ
ては 、事 業者 が自 主的に 行う 算定 割当 量の取 得及び国 の管理口 座
への 移転 並びに 事業 者が 行う 他の者 の温 室効 果ガスの排 出の量の

の排 出の 量の 削 減 等のた めの 措置 （他の者 の温室効果 ガスの排 出
の量 の削 減等に 寄 与する ため の措置 を 含む。 ）の実施 の状況を 自
ら把 握し、 及び 評価 する こと に資す るた め、把 握及び評 価の手法
の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。

等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

（この法律の施行に当たっての配慮）
第六十 条 環境 大臣及 び経 済産 業大臣は、 この法律の 施行に当 たっ
て は 、事業 者が 自主 的に行 う算 定割 当量 の取得及び 国の管理 口座
へ の移 転並 びに 事業者 が行 う他 の者 の温室 効果ガス の排出の 抑制

の排 出の抑 制等 のた めの措 置（ 他の 者の 温室効 果ガスの排 出の抑
制 等に 寄与 する ための 措置 を含 む。 ）の 実施の状況 を自ら把 握し
、 及び 評価 するこ とに 資す るため 、 把握及 び評価の 手法の開発 並
びにその成果の普及に努めるものとする。

政府は 、地 方公 共団体及 び民間団体 等が温室効 果ガス

削 減 等 に寄 与す る取組 を 促進す るよ う適切な配 慮をする ものとす
る。

（関係行政機関の協力）
第 六十 一条 環境 大臣 は、こ の法律 の目的を 達成するた め必要があ
る と認め る ときは 、関 係行 政機関 の長 に対 し、温室効 果ガスの排

第五 十八 条

（関係行政機関の協力）
第六 十一 条 環境大 臣は 、こ の法律の目 的を達成す るため必要 があ
ると 認める とき は、 関係 行政機 関の 長に 対し、 温室効果 ガスの排

出の 抑制 等に資 する 施策 の実 施に関 し、 地球温 暖化対策の 推進に
ついて必要な協力を求めることができる。
２ 環 境大 臣は、 この 法律 の目的を 達成する ため必要が あると認め
る とき は、 関係都 道府 県知 事に対 し 、必要 な資料の 提出又は 説明
を求めることができる。

政 府は 、地方 公共 団体及び民間 団体等が温 室効果ガ ス

出 の量 の削 減 等に 資す る施策 の実 施に 関し、地球 温暖化対策 の推
進について必要な協力を求めることができる。
２ 環境 大臣 は、 この法 律の 目的を達 成するため 必要があ ると認め
ると きは、 関係 地方 公共 団体 の長に 対し 、必 要な資料の 提出又は
説明 を 求 め るこ と が でき る 。

（手数料）
第六十 二条 次 に掲げ る 者は、 政令で定め るところに より、実 費を
勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第三十条第一項のファイル記録事項の開示を受ける者
二～四 （略）

第五十 八条

（ 手 数 料）
第 六十 二条 次に 掲げ る者 は、政令 で定めると ころにより 、実費を
勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
（削る）
一～ 三 （ 略）

（磁気ディスクによる報告等）
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（削る）

)

第六 十三 条

事業所 管大 臣は 、第二十 六条第一項 の規定によ る報告

、 第二 十七 条第 一項の 請求 又は 第三 十二条 第一項の 規定によ る提
供 につ いて は、政 令で 定め るとこ ろに より 、磁気デ ィスクによ り
行わせることができる。
２ 事業 所管 大臣は 、第 二十 七条第三 項又は第四 項の規定によ る通
知に つい ては、 政令 で定 める ところ によ り、磁 気ディスク により
行うことができる。

（略 ）

３ 主務大臣は、第三十条第一項 第
(三十二条第六項において準用す
る 場合 を含 む。 の
) 請 求又 は第三 十一条 第
( 三十二条 第六項に おい
て準用する場合を含む。 の
)規定による開示については、政令で定
める とこ ろに より、 磁 気ディ スク によ り行 わせ、又は 行うことが
で き る。
第六十四条

（主務大臣等）
第六十五条 （略）
２・３ （略）
４ この 法律 によ る主務 大臣 の権限は 、主務省令 で定めると ころに
より、地方支分部局の長に委任することができる。

略
(

（主務大臣等）
第六十四条 （略）
２・３ （略）
４ この 法律に よる 環境 大臣、 農林水産 大臣、国土 交通大臣及 び主
務大臣 の権 限は 、環境 大臣 の権 限に あって は環 境省令で定め ると

５

第六十三条

こ ろに より 、農林 水産 大臣 の権 限にあ って は農林 水産省令で 定め
る とこ ろによ り、 国土 交通大 臣の 権限 にあ っては国 土交通省令 で
定め ると ころ によ り、主 務大 臣の 権限 にあっ ては主務 省令で定 め
ると ころ により 、地 方支 分部 局の長 にそ れぞ れ委任す ることがで
きる 。
５ （略）

（新設）

（略）

（ 事 務 の区 分 ）
第 六十五 条 この 法律の 規 定により都 道府県又は 市町村が 処理する
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ことと され てい る事務 のう ち、 次に 掲げる ものは 、地方自治 法第
二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一 第 二十二 条の 二第 四項第 三号 （第 二十 二条の三 第五項及び 第
二 十二条 の四 第二 項に おいて 準用 する 場合を 含む 。） の規定 に
より 都道 府県 が処理 する こと とさ れてい る事 務（ 民有 林（森 林
法第 二条 第三項 に規 定す る民 有林を いう 。） にあっ て は、同法
第二 十五条 第一 項第 一号か ら 第三号 まで に掲げ る目 的を 達成す
る ため の指 定に 係る保 安林 にお いて 行う 行為に 係る 地域 脱炭素
化促進事業計画に係るものに限る。）
二 第二 十二 条の 二第四 項第 四号 及び 第十一 項第三号 （これら の
規定 を第 二十 二条の 三 第五項 及び 第二 十二条 の四 第二 項にお い
て準 用す る場 合を含 む。 ）の 規定 により 都道 府県 が処 理するこ
とと され ている 事務 （同 一の 事業の 目的 に供 するた め四 ヘクタ
ー ル を超え る農 地を 農地以 外の もの にす る行為 又は 同一 の事業
の 目的 に供 する ため四 ヘク ター ルを 超える 農地 若し くはそ の農
地 と併 せて採 草放 牧地 につ いて農 地法 第三 条第 一項本 文に 規定
す る権利 を取 得す る行 為に係 る地 域脱 炭素化 促進 事業 計画に 係
るものに限る。）
三 第二十 二条 の二 第四 項第七 号（ 第二 十二条 の三第五 項及び第
二十 二条の 四第 二項 におい て準 用す る場 合を含 む。 ）の 規定に
より都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
四 第 二十二 条の 二第 四項第 八号 （第 二十 二条の三 第五項及び 第
二 十二条 の四 第二 項に おいて 準用 する 場合を 含 む。） の規定 に
より 都道 府県 が処理 する こと とさ れてい る事 務（ 廃棄 物の処 理
及び 清掃 に関す る法 律第 十五 条の三 の三 第一 項に係 る ものに限
る。）
五 第 二十 二条の 二第 九項 第二 号（第 二十 二条の 三第五項及 び第
二 十二 条の四 第 二項に おい て準用 す る場合 を含 む。 ）の規 定に
より都道府県が処理することとされている事務
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六

第 二十 二条 の二第 十五 項（ 第二 十二条 の三第 五項及び第 二十

二 条の 四第 二項 におい て準 用す る場 合を含 む。 ）に おいて 読み
替 えて 準用す る第 二十 二条 の二第 九項 第二 号の 規定に より 指定
市町村が処理することとされている事務
七 第二 十二条 の二 第十 五項 （第二 十二 条の 三第五項 及び第二十
二条 の四 第二項 にお いて 準用 する場 合を 含む 。）に お いて読み
替え て準用 する 第二 十二条 の 二第十 一項 第三号 の規 定に より指

罰則

定 市町 村が 処理 するこ とと され てい る事 務（同 一の 事業 の目的
に 供す るため 四 ヘクタ ール を超え る 農地を 農地 以外 のもの にす
る 行為又 は同 一の 事業 の目 的に供 する ため四 ヘ クター ルを超 え
る農 地若 しく はその 農 地と併 せて 採草 放牧地 につ いて 農地法 第
三条 第一 項本 文に規 定す る権 利を 取得す る行 為に 係る 地域脱炭
素化促進事業計画に係るものに限る。）
第八章

第 六十六 条 第四 十六条 第三 項の規定 による申請 に関し虚 偽の申請
をし たと きは、 当該 違反 行為 をした 者は 、五 十万円以下 の罰金に
処す る 。
（削る）

第六 十七 条 第二十 二条 の十 四の規定 による報告 をせず、又は 虚偽
の報 告をし たと きは 、当 該違反 行為 をし た者は 、三十万 円以下の
罰金 に 処 す る。
２ 第 三十 八条第 六項 の規 定に違 反した者は 、三十万円 以下の罰 金
に 処 す る。

第八章

罰則

法人 の代 表者、 代理 人、 使用人そ の他の従業 者が、その 法人の

第 六十 六条 第四 十六 条第 三項の規 定による 申請に関し 虚偽の申請
をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
２

（新設）

業 務に 関し 、前 項の違 反行 為を した ときは 、行為者 を罰する ほか
、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第六十七条

第 三十 八条 第六項 の規 定に 違反 した者 は、 三十 万円 以下の 罰金
に処する。
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第六十 八条

法 人の 代表者 又は 法人若しくは 人の代理人 、使用人 そ

の 他の 従業 者が、 その 法人 又は 人の業 務に 関し、 第六十六条 又は
前 条第 一項の 違反 行為 をした とき は、 行為 者を罰す るほか、そ の
法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

（新設）

第六十八条

（略）

第 六十 九 条

附 則
第四 条 政 府は 、平 成三 十一年 までに、長 期的展望に 立ち、国 際的
に認 められ た知 見を 踏まえ 、こ の法 律の 施行の 状況について 検討
を 加え 、そ の結 果に基 づい て法 制上 の措置 その他の 必要な措 置を
講ずるものとする。

（略 ）

附 則
第 四条 政府 は、 令和 七年 までに 、長期的展 望に立ち、 国際的に認
めら れた 知見 を踏 まえ、 この 法律 の施 行の状 況につい て検討を 加
え、 その 結果に 基づ いて 法制 上の措 置 その他 の必要な 措置を講ず
るも の と す る 。
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○

改

正

案

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（附則第三条関係）

律

事

務

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
備 考 こ の表 の下 欄の用 語 の意義及び 字句の意味 は、上欄 に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法

律

現

行

事

務

（傍線の部分は改正部分）

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
備考 この 表の 下欄の 用語 の意 義及び字句 の意味は、上 欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法

（略）

（略）

（略 ）

（略）

農 林 水 産 物 及 び （略）
食品の輸出の促
進に関する法律
（令和元年法律

（新設）

農 林 水 産 物 及 び （略）
食品の輸出の促
進に関する法律
（令和元年法律

（新 設 ）

第五十七号）
この法 律の規 定により 都道府県又は 市町村
が 処理す るこ ととされ ている事務のうち 、
次に掲げるもの
一 第二 十二条 の二第四項第 三号（第二十

第五十七号）
地球温暖化対策
の推進に関する
法律（平成十年
法律第百十七号
）

二条の 三第五 項及 び第 二十二 条の 四第二
項 におい て準 用する 場合 を含む 。）の 規
定 により 都道府 県が 処理す るこ ととさ れ
てい る事 務（民 有林 にあつ ては、 森林 法
第二 十五条 第一 項第一 号か ら第三 号まで
に掲げ る目 的を達 成す るため の指 定に係
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る保安 林にお いて 行う 行為に 係る地 域脱
炭 素化 促進事 業計画 に係 るも のに限 る。
）
二 第二十 二条 の二第四項第 四号及び第十
一項 第三 号（こ れらの 規定 を第二 十二 条
の三第 五項 及び 第二十 二条の 四第 二項に
おいて 準用す る場 合を 含む。 ）の 規定に
よ り都 道府県 が処 理する こと とされ てい
る 事務（ 同一 の事業 の目 的に供 するた め
四 ヘクタ ールを 超え る農地 を農 地以外 の
もの にす る行為 又は 同一の 事業の 目的 に
供す るため 四ヘ クター ルを 超える 農地若
しくは その 農地と 併せ て採草 放牧 地につ
い て農 地法第 三条 第一 項本文 に規定 する
権 利を 取得す る行為 に係 る地 域脱炭素 化
促進事業計画に係るものに限る。）
三 第二十 二条 の二第四項第 七号（第二十
二条 の三 第五項 及び第 二十 二条の 四第二
項にお いて 準用 する場 合を含 む。 ）の規
定によ り都道 府県 又は 指定都 市が処 理す
ることとされている事務
四 第二 十二条 の二第四 項第八号（第二十
二 条の三 第五項 及び 第二十 二条 の四第 二
項に おい て準用 する場 合を 含む。 ）の 規
定によ り都 道府 県が処 理する こと とされ
ている 事務（ 廃棄 物の 処理及 び清 掃に関
す る法 律第十 五条 の三の 三第 一項に 係る
も の に 限 る。 ）
五 第二 十二条 の二第九項第 二号（第二十
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二条の 三第五 項及 び第 二十二 条の四 第二
項 にお いて準 用する 場合 を含 む。） の規
定 により 都道 府県が 処理す るこ ととさ れ
て い る事 務
六 第二十 二条 の二第十五項（ 第二十二条
の三第 五項 及び 第二十 二条の 四第 二項に
おいて 準用す る場 合を 含む。 ）に おいて
読 み替 えて準 用す る第二 十二 条の二 第九
項 第二号 の規 定によ り指 定市町 村が処 理
す る こ とと さ れ てい る 事 務
七 第二十 二条 の二第十五項 （第二十二条
の三 第五項 及び 第二十 二条 の四第 二項に
おいて 準用 する場 合を 含む。 ）に おいて
読 み替 えて準 用す る第 二十二 条の二 第十
一 項第 三号の 規定に より 指定 市町村が 処
理 するこ とと されて いる事 務（ 同一の 事
業の 目的 に供す るた め四ヘ クター ルを 超
える 農地 を農地 以外の もの にする 行為又
は同一 の事 業の 目的に 供する ため 四ヘク
タール を超え る農 地若 しくは その農 地と
併 せて 採草放 牧地に つい て農 地法第 三条
第 一項本 文に 規定す る権利 を取 得する 行
為 に係る 地域脱 炭素 化促進 事業 計画に 係
る もの に 限 る 。 ）
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○

農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）（附則第四条第一号関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

第十条 （略）
②～⑤ （略）
⑥ 第 一項 第三号 の事 業を 行う組合 は、組合 員のために 、次の事業
の全部又は一部を行うことができる。
一～十二の二 （略）

案

第 十 条 （略 ）
②～⑤ （略）
⑥ 第一 項第 三号の 事業 を行 う組合は 、組合員の ために、次 の事業
の全 部 又 は 一部 を 行 う こと が で き る。
一～ 十 二 の 二 （ 略 ）

十三 金 利、通 貨の 価格 、商品の 価格、算 定割当量（ 地球温暖化
対策 の推 進に関 する 法律 （平成 十 年法律 第百 十七号 ）第 二条第
六項に 規定 する 算定 割当量 その 他こ れに 類似 するも のを いう。
次 項第 七号 におい て同 じ。 ）の 価格そ の 他の指 標の 数値 として
あ らか じめ当 事者 間で 約定 され た数値 と将 来の一 定 の時期 にお
け る現実 の当 該指 標の数 値 の差に 基づ いて 算出さ れる 金銭の 授
受 を約す る取 引又は これ に類 似す る取 引であ つて 主務 省令で定

正

十 三 金利 、通貨 の価 格、 商品の価 格、算定割 当量（地球 温暖化
対 策の 推進 に関 する法 律（ 平成 十年 法律第 百十 七号 ）第二 条第
七 項に 規定す る算 定割 当量 その他 これ に類 似す るもの をい う。
次 項第七 号に おい て同 じ。） の価 格そ の他の 指標 の数 値とし て
あら かじ め当 事者間 で約 定さ れた 数値と 将来 の一 定の 時期に お
ける 現実 の当該 指標 の数 値の 差に基 づい て算 出され る金 銭の授
受を 約する 取引 又は これに 類似 する 取引 であつ て主 務省 令で定

める もの （次 号にお いて 「金 融等 デリバ ティ ブ取 引」と いう。
）のう ち 第一項 第三 号の 事業を 行う 組合 の経 営の健 全性 を損な
うおそ れが ないと 認 められ る取 引と して 主務省 令で 定め るもの
（第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。）
十四～十七 （略）
⑦～㉕ （略）

改

め るも の（ 次号 におい て「 金融 等デ リバテ ィブ 取引 」とい う。
） のう ち第一 項第 三号 の事 業を行 う組 合の 経営 の健全 性を 損な
う おそれ がな いと 認め られる 取引 とし て主務 省 令で定 めるも の
（ 第 六号 及 び 第 十二 号 の 事業 に 該 当 する も の を 除く 。 ）
十四 ～ 十 七 （ 略 ）
⑦～㉕ （略）
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○

金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）（附則第四条第二号関係）

行

（傍線の部分は改正部分）

（業務の範囲）
第八十 七条 の二 金融 商品 取引 所は、取引 所金融商品市 場の開設及
び これ に附 帯す る業務 のほ か、 他の 業務を 行うこと ができな い。
た だし 、内 閣府令 で定 める ところ に より内 閣総理大 臣の認可を 受
け た場合 には 、金 融商 品の取 引（ 取引 所金 融商品市場 における取

現

（ 業 務 の範 囲 ）
第 八十七 条の 二 金融商 品 取引所は、 取引所金融 商品市場 の開設及
びこ れに 附帯す る業 務の ほか 、他の 業 務を行 うことが できない。
ただ し、内 閣府 令で 定め るとこ ろに より 内閣総 理大臣の 認可を受
けた場 合に は、 金融商 品 の取引 （取 引所金 融商 品市場に おける取

引を 除く 。） の当事 者を 識別 する ための 番 号を指定す る業務、算
定割 当量 （地球 温暖 化対 策の 推進 に関す る法律 （平成十年 法律第
百十 七号） 第二 条第 六項に 規 定する 算定 割当量 をいう。） に係る
取 引 を行う 市場 の開設 の業 務、 商品 先物 取引をする ために必 要な
市 場の 開設 の業 務（株 式会 社金 融商 品取引 所が行う 場合に限 る。
） その他 金 融商品 の取 引に 類似す るも のと して内閣府 令で定める
取 引を行 う市 場の開 設 の業務 及び これ らに 附帯する業 務を行うこ

案

引 を除 く。 ）の当 事者 を識 別す るた めの番 号を指 定する業務 、算
定 割当 量（ 地球温 暖化 対策の 推 進に関 する 法律（ 平成十年法 律第
百十 七 号）第 二条 第七 項に規 定す る算 定割 当量をいう 。）に係 る
取引 を行 う市場 の 開設の 業務 、商 品先 物取引 をするた めに必要 な
市場 の開 設の業 務（ 株式 会社 金融商 品取 引所 が行う場合 に限る。
）そ の他金 融商 品の 取引 に類似 する もの として 内閣府令 で定める
取引を 行う 市場 の開設 の業 務及 びこ れらに 附帯 する業務を行 うこ

と並 びに 当該 金融商 品取 引所 （以 下この 項にお いて「当該 取引所
」と いう 。）の 属す る金 融商 品取引 所グ ループ （金融商品 取引所
及び その子 会社 （第 八十七 条の 三第 三項 に規定す る子会社を いう
。 以下 この 項、 同条第 六項 から 第八 項まで 及び第八 十七条の 四の
二 第一 項に おいて 同じ 。） の集団 をい う。 以下この項 及び第八十
七 条の四 の二 にお いて 同じ。 ）又 は金 融商 品取引所持 株会社グル

正

と 並び に当 該金融 商品 取引 所（ 以下こ の項 におい て「当該取 引所
」 とい う。） の属 する 金融商 品取 引所 グル ープ（金 融商品取引 所
及び その 子会 社（ 第八十 七条 の三 第三 項に規 定する子 会社をい う
。以 下こ の項、 同条 第六 項か ら第八 項ま で及 び第八十 七条の四の
二第 一項に おい て同 じ。 ）の集 団を いう 。以下 この項及 び第八十
七条の 四の 二に おいて 同じ 。） 又は 金融商 品取 引所持株会 社グル

ープ （金 融商 品取引 所持 株会 社及 びその 子会 社の集団を いう。以
下こ の項 及び第 百六 条の 二十 三にお いて 同じ。 ）に属する 二以上
の会 社（金 融商 品会 員制法 人を 含む 。） （金融 商品取引所 を含む
場 合に 限る 。） に共通 する 業務 であ つて、 当該業務 を当該取 引所
に おい て行 うこと が当 該金 融商品 取 引所グ ループ又 は金融商品 取
引 所持株 会社 グル ープ の業務 の一 体的 かつ 効率的な運 営に特に資

改

ー プ（ 金融 商品取 引所 持株 会社 及びそ の子 会社の 集団をいう 。以
下 この 項及び 第百 六条 の二十 三に おい て同 じ。） に属する二 以上
の会 社（ 金融 商品 会員制 法人 を含 む。 ）（ 金融商品取 引所を含 む
場合 に限 る。） に共 通す る業 務であ つ て、当 該業務を 当該取引所
にお いて行 うこ とが 当該 金融商 品取 引所 グルー プ又は金 融商品取
引所持 株会 社グ ループ の 業務の 一体 的か つ効率 的な運営 に特に資
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するも のと して 内閣府 令で 定め るも のを、 当該会 社（当該取 引所
を除く。）に代わつて行うことができる。
２・３ （略）

す るもの とし て内閣 府 令で定 める もの を、 当該会社（ 当該取引所

を除く。）に代わつて行うことができる。
２・３ （略）
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○

中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）（附則第四条第三号関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（信用協同組合）
第九条の八 （略）
２ 信 用協 同組合 は、 前項 の事業の ほか、次 の事業を併 せ行うこと
ができる。
一～十六 （略）

案

（信用協同組合）
第九条の八 （略）
２ 信用 協同 組合は 、前 項の 事業のほ か、次の事 業を併せ行 うこと
がで き る 。
一～ 十 六 （略 ）

十七 金 利、 通貨の 価格 、商 品の 価格、 算 定割当量（ 地球温暖化
対策 の推 進に関 する 法律 （平成 十 年法律 第百 十七号 ）第 二条第
六項（ 定義 ）に 規定 する算 定割 当量 その 他こ れに類 似す るもの
を いう 。以 下同じ 。） の価 格そ の他の 指 標の数 値と して あらか
じ め当 事者間 で約 定さ れた 数値 と将来 の一 定の時 期 におけ る現
実 の当該 指標 の数 値の差 に 基づい て算 出さ れる金 銭の 授受を 約
す る取引 又は これに 類似 する 取引 であ つて内 閣府 令で 定めるも

正

十 七 金利 、通貨 の価 格、 商品 の価 格、算 定割当 量（地球温 暖化
対 策の 推進 に関 する法 律（ 平成 十年 法律第 百十 七号 ）第二 条第
七 項（ 定義） に規 定す る算 定割当 量そ の他 これ に類似 する もの
を いう。 以下 同じ 。） の価格 その 他の 指標の 数値 とし てあら か
じめ 当事 者間 で約定 され た数 値と 将来の 一定 の時 期に おける 現
実の 当該 指標の 数値 の差 に基 づいて 算出 され る金銭 の授 受を約
する 取引又 はこ れに 類似す る取 引で あつ て内閣 府令 で定 めるも

の（ 次号 にお いて「 金融 等デ リバ ティブ 取引 」と いう。 ）のう
ち信用 協 同組合 の経 営の 健全性 を損 なう おそ れがな いと 認めら
れる取 引と して内 閣 府令で 定め るも の（ 第十号 及び 第十 五号の
二の事業に該当するものを除く。）
十八～二十四 （略）
３～８ （略）

改

の （次 号に おい て「金 融等 デリ バテ ィブ取 引」 とい う。） のう
ち 信用 協同組 合の 経営 の健 全性を 損な うお それ がない と認 めら
れ る取引 とし て内 閣府 令で定 める もの （第十 号 及び第 十五号 の
二 の 事業 に 該 当 する も の を除 く 。 ）
十八 ～ 二 十 四 （ 略 ）
３～８ （略）
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○

商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）（附則第四条第四号関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（業務の範囲）
第三条 商 品取 引所は 、商 品又 は商品指数 について先物 取引をする
た めに 必要 な市 場の開 設の 業務 （以 下「商 品市場開 設業務」 とい
う 。） 及び 上場商 品の 品質 の鑑定 、 刊行物 の発行そ の他これに 附
帯 する業 務以 外の 業務 を行つ ては なら ない 。ただし、 主務省令で

案

（ 業 務 の範 囲 ）
第 三条 商品 取引 所は、 商 品又は商品 指数につい て先物取 引をする
ため に必 要な市 場の 開設 の業 務（以 下 「商品 市場開設 業務」とい
う。 ）及び 上場 商品 の品 質の鑑 定、 刊行 物の発 行その他 これに附
帯する 業務 以外 の業務 を 行つて はな らない 。た だし、主 務省令で

定め ると ころ により 、主 務大 臣の 認可を 受 けた場合は 、商品市場
開設 業務 に関連 する 業務 及び これ に附帯 する業 務、算定割 当量（
地球 温暖化 対策 の推 進に関 す る法律 （平 成十年 法律第百十 七号）
第 二 条第六 項に 規定す る算 定割 当量 をい う。以下同 じ。）に 係る
取 引を 行う 市場 の開設 の業 務及 びこ れに附 帯する業 務、金融 商品
市 場（金 融 商品取 引法 第二 条第十 四項 に規 定する金融 商品市場を
い う。以 下同 じ。） の 開設の 業務 及び これ に附帯する 業務（株式

正

定 める とこ ろによ り、 主務 大臣 の認 可を受 けた場 合は、商品 市場
開 設業 務に 関連す る業 務及び こ れに附 帯す る業務 、算定割当 量（
地球 温 暖化対 策の 推進 に関す る法 律（ 平成 十年法律第 百十七号 ）
第二 条第 七項に 規 定する 算定 割当 量を いう。 以下同じ 。）に係 る
取引 を行 う市場 の開 設の 業務 及びこ れに 附帯 する業務、 金融商品
市場 （金融 商品 取引 法第 二条第 十四 項に 規定す る金融商 品市場を
いう。 以下 同じ 。）の 開設 の業 務及 びこれ に附 帯する業務（ 株式

会社 商品 取引 所が行 う場 合に 限る 。）又 は金融 商品債務引 受業等
（同 法第 百五十 六条 の三 第一 項第六 号に 規定す る金融商品 債務引
受業 等をい う。 以下 同じ。 ）及 びこ れに 附帯する 業務を行う こと
ができる。
２～４ （略）

改

会 社商 品取 引所が 行う 場合 に限 る。） 又は 金融商 品債務引受 業等
（ 同法 第百五 十六 条の 三第一 項第 六号 に規 定する金 融商品債務 引
受業 等を いう 。以 下同じ 。） 及び これ に附帯 する業務 を行うこ と
が でき る 。
２～４ （略）
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○

案

信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）（附則第四条第五号関係）

正

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（信用金庫の事業）
第五十三条 （略）
２ （略）
３ 信 用金庫 は、 前二 項の規 定によ り行う業務 のほか、当 該業務に
付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

改
（信用金庫の事業）
第五十三条 （略）
２ （略）
３ 信用 金庫 は、前 二項 の規定 により行 う業務のほ か、当該業 務に
付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

一～十二 （略）
十三 金 利、通 貨の 価格 、商 品の 価格、 算定割 当量（地球 温暖化
対策の 推進 に関 する 法律（ 平成 十年 法律 第百 十七号 ）第 二条第
六 項（ 定義 ）に規 定す る算 定割 当量そ の 他これ に類 似す るもの
を いう 。以下 同じ 。） の価 格そ の他の 指標 の数値 と してあ らか
じ め当事 者間 で約 定され た 数値と 将来 の一 定の時 期に おける 現
実 の当該 指標 の数値 の差 に基 づい て算 出され る金 銭の 授受を約

（略）

一～十二 （略）
十 三 金利 、通貨 の価 格、商 品 の価格 、算 定割当 量（地球温 暖化
対 策の 推進に 関す る法 律（ 平成十 年法 律第 百十 七号） 第二 条第
七 項（定 義） に規 定す る算定 割当 量そ の他こ れに 類似 するも の
をい う。 以下 同じ。 ）の 価格 その 他の指 標の 数値 とし てあら か
じめ 当事 者間で 約定 され た数 値と将 来の 一定 の時期 にお ける現
実の 当該指 標の 数値 の差に 基づ いて 算出 される 金銭 の授 受を約

４～９

する 取引 又は これに 類似 する 取引 であつ て内 閣府 令で定 めるも
の（次 号 におい て「 金融 等デリ バテ ィブ 取引 」とい う。 ）のう
ち信用 金庫 の経営 の 健全性 を損 なう おそ れがな いと 認め られる
取 引と して 内閣府 令で 定め るも の（第 五号 及び 第十 一号に 掲げ
る業務に該当するものを除く。）
十四～十九 （略）

（略 ）

す る取 引又 はこ れに類 似す る取 引で あつて 内閣 府令 で定め るも
の （次 号にお いて 「金 融等 デリバ ティ ブ取 引」 という 。） のう
ち 信用金 庫の 経営 の健 全性を 損な うお それが な いと認 められ る
取引 とし て内 閣府令 で定 める もの （第五 号及 び第 十一 号に掲 げ
る 業 務に 該 当 する も の を除 く 。 ）
十四 ～ 十 九 （ 略 ）
４～９
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○

案

長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）（附則第四条第六号関係）

正

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（業務の範囲）
第六条 （略）
２ 長 期信 用銀行 は、 前項 各号に掲 げる業務 のほか、当 該業務の遂
行 を妨 げな い限度 にお いて 、次に 掲 げる業 務を行う ことができ る
。

改
（ 業 務 の範 囲 ）
第六条 （略）
２ 長期 信用 銀行は 、前 項各 号に掲げ る業務のほ か、当該業 務の遂
行を 妨げな い限 度に おい て、次 に掲 げる 業務を 行うこと ができる
。

一・二 （略）
三 算定 割当量 （地 球温 暖化 対策 の推進 に関す る法律（平 成十年
法律第 百十 七号 ）第 二条第 六項 （定 義） に規 定する 算定 割当量
そ の他 これ に類似 する もの をい う。次 項 第十一 号に おい て同じ
。 ）を 取得し 、若 しく は譲 渡す ること を内 容とす る 契約の 締結
又 はその 媒介 、取 次ぎ若 し くは代 理を 行う 業務で あつ て、内 閣
府令で定めるもの
四 （略）
３～７ （略）

一・二 （略）
三 算 定割 当量（ 地球 温暖化 対 策の推 進に 関する 法律（平成 十年
法 律第 百十七 号） 第二 条第 七項（ 定義 ）に 規定 する算 定割 当量
そ の他こ れに 類似 する ものを いう 。次 項第十 一号 にお いて同 じ
。） を取 得し 、若し くは 譲渡 する ことを 内容 とす る契 約の締 結
又は その 媒介、 取次 ぎ若 しく は代理 を行 う業 務であ つて 、内閣
府令 で 定 める も の
四 （ 略）
３～７ （略）
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○

案

労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）（附則第四条第七号関係）

正

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（金庫の事業）
第五十八条 （略）
２ 労 働金 庫は、 前項 の業 務のほか 、次に掲 げる業務及 びこれに付
随する業務を併せ行うことができる。
一～十七 （略）

改
（ 金 庫 の事 業 ）
第五十八条 （略）
２ 労働 金庫 は、前 項の 業務 のほか、 次に掲げる 業務及びこ れに付
随す る 業 務 を併 せ 行 う こと が で き る。
一～ 十 七 （略 ）

十八 金 利、 通貨の 価格 、商 品の 価格、 算 定割当量（ 地球温暖化
対策 の推 進に関 する 法律 （平成 十 年法律 第百 十七号 ）第 二条第
六項（ 定義 ）に 規定 する算 定割 当量 その 他こ れに類 似す るもの
を いう 。以 下同じ 。） の価 格そ の他の 指 標の数 値と して あらか
じ め当 事者間 で約 定さ れた 数値 と将来 の一 定の時 期 におけ る現
実 の当該 指標 の数 値の差 に 基づい て算 出さ れる金 銭の 授受を 約
す る取引 又は これに 類似 する 取引 であ つて内 閣府 令・ 厚生労働

（略）

十 八 金利 、通貨 の価 格、 商品 の価 格、算 定割当 量（地球温 暖化
対 策の 推進 に関 する法 律（ 平成 十年 法律第 百十 七号 ）第二 条第
七 項（ 定義） に規 定す る算 定割当 量そ の他 これ に類似 する もの
を いう。 以下 同じ 。） の価格 その 他の 指標の 数値 とし てあら か
じめ 当事 者間 で約定 され た数 値と 将来の 一定 の時 期に おける 現
実の 当該 指標の 数値 の差 に基 づいて 算出 され る金銭 の授 受を約
する 取引又 はこ れに 類似す る取 引で あつ て内閣 府令 ・厚 生労働

３～８

省令 で定 める もの（ 次号 にお いて 「金融 等デ リバ ティブ 取引」
という 。 ）のう ち労 働金 庫の経 営の 健全 性を 損なう おそ れがな
いと認 めら れる取 引 として 内閣 府令 ・厚 生労働 省令 で定 めるも
の （第 十一 号及び 第十 六号 の二 に掲げ る業 務に 該当 するも のを
除く。）
十九～二十四 （略）

（略 ）

省 令で 定め るも の（次 号に おい て「 金融等 デリ バテ ィブ取 引」
と いう 。）の うち 労働 金庫 の経営 の健 全性 を損 なうお それ がな
い と認め られ る取 引と して内 閣府 令・ 厚生労 働 省令で 定める も
の（ 第十 一号 及び第 十六 号の 二に 掲げる 業務 に該 当す るもの を
除 く 。）
十九 ～ 二 十 四 （ 略 ）
３～８
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○

銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（附則第四条第八号関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（業務の範囲）
第十条 （略）
２ 銀 行は 、前項 各号 に掲 げる業務 のほか、 次に掲げる 業務その他
の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一～十三 （略）

案

（ 業 務 の範 囲 ）
第十条 （略）
２ 銀行 は、 前項各 号に 掲げ る業務の ほか、次に 掲げる業務 その他
の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一～ 十 三 （略 ）

十四 金 利、 通貨の 価格 、商 品の 価格、 算 定割当量（ 地球温暖化
対策 の推 進に関 する 法律 （平成 十 年法律 第百 十七号 ）第 二条第
六項（ 定義 ）に 規定 する算 定割 当量 その 他こ れに類 似す るもの
を いう 。次 条第四 号に おい て同 じ。） の 価格そ の他 の指 標の数
値 とし てあら かじ め当 事者 間で 約定さ れた 数値と 将 来の一 定の
時 期にお ける 現実 の当該 指 標の数 値の 差に 基づい て算 出され る
金 銭の授 受を 約する 取引 又は これ に類 似する 取引 であ つて内閣

正

十 四 金利 、通貨 の価 格、 商品 の価 格、算 定割当 量（地球温 暖化
対 策の 推進 に関 する法 律（ 平成 十年 法律第 百十 七号 ）第二 条第
七 項（ 定義） に規 定す る算 定割当 量そ の他 これ に類似 する もの
を いう。 次条 第四 号に おいて 同じ 。） の価格 その 他の 指標の 数
値と して あら かじめ 当事 者間 で約 定され た数 値と 将来 の一定 の
時期 にお ける現 実の 当該 指標 の数値 の差 に基 づいて 算出 される
金銭 の授受 を約 する 取引又 はこ れに 類似 する取 引で あつ て内閣

府令 で定 める もの（ 次号 にお いて 「金融 等デ リバ ティブ 取引」
という 。 ）のう ち銀 行の 経営の 健全 性を 損な うおそ れが ないと
認めら れる 取引と し て内閣 府令 で定 める もの（ 第五 号及 び第十
二号に掲げる業務に該当するものを除く。）
十五～二十 （略）
３～
（略）
10
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改

府 令で 定め るも の（次 号に おい て「 金融等 デリ バテ ィブ取 引」
と いう 。）の うち 銀行 の経 営の健 全性 を損 なう おそれ がな いと
認 められ る取 引と して 内閣府 令で 定め るもの （ 第五号 及び第 十
二号に掲げる業務に該当するものを除く。）
十五 ～ 二 十 （ 略 ）
３～
（略）
10

○

保険業法（平成七年法律第百五号）（附則第四条第九号関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

第九 十八条 保 険会 社は 、第九 十七条の規 定により行 う業務の ほか
、当 該業務 に付 随す る次に 掲げ る業 務そ の他の 業務を行うこ とが
できる。
一～七 （略）
八 金利 、通 貨の 価格 、商品 の価 格、 算定 割当量（地 球温暖化対

案

第 九十 八条 保険 会社 は、 第九十 七条の規定 により行う 業務のほか
、当 該業 務に 付随 する次 に掲 げる 業務 その他 の業務を 行うこと が
で きる 。
一～ 七 （ 略）
八 金 利、 通貨 の価格 、 商品の 価格 、算定 割当 量（地球 温暖化対

策の 推進 に関 する法 律（ 平成 十年 法律第 百十 七号 ）第二 条第六
項（ 定義 ）に規 定す る算 定割当 量 その他 これ に類似 する ものを
いう。 次条 第二 項第 四号に おい て同 じ。 ）の 価格そ の他 の指標
の 数値 とし てあら かじ め当 事者 間で約 定 された 数値 と将 来の一
定 の時 期にお ける 現実 の当 該指 標の数 値の 差に基 づ いて算 出さ
れ る金銭 の授 受を 約する 取 引又は これ に類 似する 取引 であっ て
内 閣府令 で定 めるも の（ 次号 にお いて 「金融 等デ リバ ティブ取

正

策 の 推進に 関す る法 律（平 成十 年法 律第 百十七 号） 第二 条第七
項 （定 義） に規 定する 算定 割当 量そ の他こ れに 類似 するも のを
い う。 次条第 二項 第四 号に おいて 同じ 。） の価 格その 他の 指標
の 数値と して あら かじ め当事 者間 で約 定され た数 値と 将来の 一
定の 時期 にお ける現 実の 当該 指標 の数値 の差 に基 づい て算出 さ
れる 金銭 の授受 を約 する 取引 又はこ れに 類似 する取 引で あって
内閣 府令で 定め るも の（次 号に おい て「 金融等 デリ バテ ィブ取

引」 とい う。 ）のう ち保 険会 社の 経営の 健全 性を 損なう おそれ
がない と 認めら れる 取引 として 内閣 府令 で定 めるも の（ 資産の
運用の ため に行う も の並び に第 四号 及び 第六号 に掲 げる 業務に
該当するものを除く。）
九～十四 （略）
２～９ （略）

改

引 」と いう 。） のうち 保険 会社 の経 営の健 全性 を損 なうお それ
が ない と認め られ る取 引と して内 閣府 令で 定め るもの （資 産の
運 用のた めに 行う もの 並びに 第四 号及 び第六 号 に掲げ る業務 に
該当するものを除く。）
九～ 十 四 （略 ）
２～９ （略）
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○

案

農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）（附則第四条第十号関係）

正

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（業務の範囲）
第五十四条 （略）
２・３ （略）
４ 農 林中央 金庫 は、 前三項 の規定 により営む 業務のほか 、当該業
務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

改
（ 業 務 の範 囲 ）
第五十四条 （略）
２・３ （略）
４ 農林 中央 金庫は 、前 三項の 規定によ り営む業務 のほか、当 該業
務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

一～十五（略）
十六 金利 、通 貨の 価格、 商品の 価格、算定 割当量（地 球温暖化
対策の 推進 に関 する 法律（ 平成 十年 法律 第百 十七号 ）第 二条第
六 項に 規定 する算 定割 当量 その 他これ に 類似す るも のを いう。
第 七項 第五号 にお いて 同じ 。） の価格 その 他の指 標 の数値 とし
て あらか じめ 当事 者間で 約 定され た数 値と 将来の 一定 の時期 に
お ける現 実の 当該指 標の 数値 の差 に基 づいて 算出 され る金銭の

（略）

一～十五 （略）
十 六 金利 、通貨 の価 格、商 品の価格 、算定割当 量（地球温 暖化
対 策の 推進に 関す る法 律（ 平成十 年法 律第 百十 七号） 第二 条第
七 項に規 定す る算 定割 当量そ の他 これ に類似 する もの をいう 。
第七 項第 五号 におい て同 じ。 ）の 価格そ の他 の指 標の 数値と し
てあ らか じめ当 事者 間で 約定 された 数値 と将 来の一 定の 時期に
おけ る現実 の当 該指 標の数 値の 差に 基づ いて算 出さ れる 金銭の

５～８

授受 を約 する 取引又 はこ れに 類似 する取 引で あっ て主務 省令で
定める も の（次 号に おい て「金 融等 デリ バテ ィブ取 引」 という
。）の うち 農林中 央 金庫の 経営 の健 全性 を損な うお それ がない
と 認め られ る取引 とし て主 務省 令で定 める もの （第 五号及 び第
十四号に掲げる業務に該当するものを除く。）
十 七 ～二 十 二 （ 略 ）

（略 ）

授 受を 約す る取 引又は これ に類 似す る取引 であ って 主務省 令で
定 める もの（ 次号 にお いて 「金融 等デ リバ ティ ブ取引 」と いう
。 ）のう ち農 林中 央金 庫の経 営の 健全 性を損 な うおそ れがな い
と認 めら れる 取引と して 主務 省令 で定め るも の（ 第五 号及び 第
十四号に掲げる業務に該当するものを除く。）
十七 ～ 二 十 二 （ 略 ）
５～８
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○

案

株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）（附則第四条第十一号関係）

正

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（業務の範囲）
第二十一条 （略）
２・３ （略）
４ 商 工組合 中央 金庫 は、前 三項の 規定により 営む業務の ほか、当
該 業務に 付随 する 次に 掲げる 業務 その 他の 業務を営む ことができ

改
（ 業 務 の範 囲 ）
第二十一条 （略）
２・３ （略）
４ 商工 組合 中央金 庫は 、前三 項の規定 により営む 業務のほか 、当
該業務 に付 随す る次に 掲 げる業 務そ の他の 業務 を営むこ とができ

る。
一～十七 （略）
十八 金利 、通 貨の 価格、 商 品の価 格、 算定割 当量（地球 温暖化
対 策の 推進 に関す る法 律（ 平成 十年法 律 第百十 七号 ）第 二条第
六 項に 規定す る算 定割 当量 その 他これ に類 似する も のをい う。
以 下同じ 。） の価 格その 他 の指標 の数 値と してあ らか じめ当 事
者 間で約 定さ れた数 値と 将来 の一 定の 時期に おけ る現 実の当該

（略 ）

る。
一～十七 （略）
十八 金利、 通貨 の価 格、商 品の 価格 、算 定割当量（ 地球温暖 化
対 策の推 進に 関す る法 律（平 成十 年法 律第百 十七 号） 第二条 第
七項 に規 定す る算定 割当 量そ の他 これに 類似 する もの をいう 。
以下 同じ 。）の 価格 その 他の 指標の 数値 とし てあら かじ め当事
者間 で約定 され た数 値と将 来の 一定 の時 期にお ける 現実 の当該

十九～二十一
５～８ （略）

指標 の数 値の 差に基 づい て算 出さ れる金 銭の 授受 を約す る取引
又はこ れ に類似 する 取引 であっ て主 務省 令で 定める もの （次号
におい て「 金融等 デ リバテ ィブ 取引 」と いう。 ）の うち 商工組
合 中央 金庫 の経営 の健 全性 を損 なうお それ がな いと 認めら れる
取 引と して主 務省 令で 定め るもの （第 五号 及び第 十六 号に 掲げ
る業務に該当するものを除く。）

（略）

指 標の 数値 の差 に基づ いて 算出 され る金銭 の授 受を 約する 取引
又 はこ れに類 似す る取 引で あって 主務 省令 で定 めるも の（ 次号
に おいて 「金 融等 デリ バティ ブ取 引」 という 。 ）のう ち商工 組
合中 央金 庫の 経営の 健全 性を 損な うおそ れが ない と認 められ る
取引 とし て主務 省令 で定 める もの（ 第五 号及 び第十 六 号に掲げ
る業務に該当するものを除く。）
十 九 ～ 二十 一
５ ～ ８ （略 ）
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案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 株 式 の 売 払 収 入 の 活 用 に よ る 社 会 資 本 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 六 十 二 年 法 律 第 八十 六 号） （ 附則 第 五 条
関係）

正

第二条 の二 国 は、当 分の 間、 次の各号に 掲げる事業で 、国が負担
又 は補 助を 行う 必要が ある と認 めら れるも ののうち 、民間投 資の
拡 大又 は地 域にお ける 就業 機会の 増 大に寄 与すると 認められる 社
会 資本を 整備 する もの であつ て、 緊急 に実 施する必要 のある公共

改
第 二条の 二 国は 、当分 の 間、次の各 号に掲げる 事業で、 国が負担
又は 補助 を行う 必要 があ ると 認めら れ るもの のうち、 民間投資の
拡大 又は地 域に おけ る就 業機会 の増 大に 寄与す ると認め られる社
会資本 を整 備す るもの で あつて 、緊 急に実 施す る必要の ある公共

地方公共団体

的建 設事 業に 要する 費用 に充 てる 資金の 全 部又は一部 を、当該各
号に 定め る者に 対し 、予 算の 範囲 内にお いて、 無利子で貸 し付け
ることができる。
一～十二 （略）
十 三 地球 温暖 化対策 の推 進に 関す る法律 （平成十 年法律第 百十
七 号）第 二条 第二 項に規 定 する温 室効 果ガ スの排 出の 抑制等 に
資 する技 術を 用いた 住宅 その 他の 施設 の普及 の促 進の ための施

地 方 公共 団 体

設を整備する事業
２・３ （略）

的 建設 事業 に要す る費 用に 充て る資 金の全 部又は 一部を、当 該各
号 に定 める 者に対 し、 予算の 範 囲内に おい て、無 利子で貸し 付け
る こ と がで き る 。
一～十二 （略）
十三 地 球温暖 化対 策の 推進 に関す る法 律（ 平成十年法 律第百十
七号 ）第 二条第 二項 に規 定す る温室 効果 ガス の排出 の量 の削減
等に 資する 技術 を用 いた住 宅そ の他 の施 設の普 及の 促進 のため
の 施 設 を 整備 す る 事 業
２・３ （略）
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○

農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再生 可 能エ ネ ルギ ー 電 気 の 発 電 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 八 十 一 号 ） （ 附 則第 六条 関 係 ）
（傍線部 分は改 正部分）

行

（基本計画）
第 五条 市町 村は 、基 本方針 に基づ き、当該 市町村の区 域における
農 林漁 業の 健全な 発展 と調 和のと れた 再生 可能エネル ギー電気の
発 電の促 進に よる 農山 漁村の 活性 化に 関す る基本的な 計画（以下

現

（ 基 本計 画 ）
第五 条 市町 村（地 球温 暖化 対策の推進 に関する法 律（平成十 年法
律第 百十七 号） 第二 十一 条第一 項に 規定 する地 方公共団 体実行計
画に同 条第 五項 各号に 掲げ る事 項を 定めた 市町 村を除く。 以下こ

２～４

案

の 条及 び次 条にお いて 同じ 。） は、基 本方 針に基 づき、当該 市町
村 の区 域にお ける 農林 漁業の 健全 な発 展と 調和の とれた再生可 能
エネ ルギ ー電 気の 発電の 促進 によ る農 山漁村 の活性化 に関する 基
本的 な計 画（以 下「 基本 計画 」とい う。 ）を 作成する ことができ
る。
２～４ （略）

５ 第二 項第 二号に 掲げ る区 域は、地 域の農林漁業 の健全な発 展に
必要 な農 林地並 びに 漁港 及び その周 辺の 水域の 確保に支障 を及ぼ
す おそ れが ない ものと して 農林 水産 省令で 定める基 準に従い 、定
めるものとする。

正

５ 第 二項 第二号 に 掲げる 区域は 、地域の農 林漁業の健 全な発展 に
必 要な 農林地 並び に漁 港及び そ の周辺 の水 域の確 保に支障を 及ぼ
すお それ がない もの とし て農 林水産 省令 で定め る基準に 従い、か
つ、地 球温 暖化 対策の 推進 に関 する 法律第 二十一 条第六項の 環境

６～９ （略）
市 町村 （地球 温暖 化対 策の推進 に関する 法律（平成 十年法律第
百 十七号 ）第 二十 一条 第三項 に規 定す る指 定都市等に 限る。）は
、基 本計 画の 作成に 当 たって は、 同条第 一 項に規定す る地方公共

（略）

12
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改

省令 で定める 基準に適 合するよ うに定 めるもの とする。
６～９ （略）
市町 村（ 地球 温暖化 対策 の推進に 関する法律 第二十一 条第一項
に規定 する 地方 公共団 体 実行計 画に 同条 第三項 各号に掲 げる事項
を定め た市 町村に 限る 。） は、 基本 計画の 作成に 当たっては 、同

団体 実行 計画と の整 合性 の確 保を 図るよ う努め なければな らない
。
・
（略）
11

10

「基本計画」という。）を作成することができる。

条 第一 項に 規定す る地 方公共 団 体実行 計画 との整 合性の確保 を図
る よ う 努め な け れば な ら ない 。
・
（略）
12

10

11

