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１．定期報告書作成のポイント
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主な報告内容
①化石燃料に由来する燃料・熱及び電力の使用量：「原油換算値」

②エネルギー消費原単位とその推移：「年毎の省エネの実践状況」

③エネルギーを消費する設備の運用管理の状況

④温室効果ガス排出量の報告等



定期報告書作成のポイント 定期報告書作成支援ツール

アプリ版

・特定事業者用 （特定-第１表～第１２表）
・工場・事業場用（指定-第１表～第１０表）

・当局HPに「エネルギー起源二酸化炭素排出量計算支援ツール」を用意しています

※EXCEL版の定期報告書作成支援ツールをご利用の場合、特定-第12表の事業分類別のCO2について

自動計算されませんので、事業分類ごとの数値を計算し、手入力で入力する必要があります
上記ツールをご使用いただくと、計算結果を確認でき、集計に便利です

定期報告書の作成支援ツールとして、アプリ版とＥＸＣＥＬ版を用意しています

下記のホームページを参照して下さい

・特定事業者用の特定表と、エネルギー管理指
定工場用の指定表を一緒に作成することが
出来ます

定期報告書作成には、アプリ版のツールがお薦めです

＜アプリ版のメリット＞

①作成したデータを次年度のツールに引き継

ぐ事が出来ます

②提出前に誤りや入力漏れを確認できます
③自動計算の範囲が広く、作成に便利です
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https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-
tools/index.html

EXCEL版

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/index.html


定期報告書作成のポイント エネルギー使用量と指定区分
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➢ 設置しているすべての工場等（本社、工場、支店、営業所、店舗等）の年間エネルギー使用量の合計が1,500 
kl（原油換算）以上である事業者を『特定事業者』として国が指定。

➢ フランチャイズチェーン本部（連鎖化事業者）については、設置しているすべての工場等及び一定の条件を満たす
加盟店の年間エネルギー使用量の合計が1,500kl 以上である事業者を『特定連鎖化事業者』として国が指定。

➢ 特定事業者、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、年間エネルギー使用量が3,000kl 以上の工場
等については『第一種エネルギー管理指定工場等』、1,500kl 以上3,000kl 未満の工場等については『第二種
エネルギー管理指定工場等』として国が指定。

A事業者（会社全体）

B工場 C工場 本社 営業所

3,600kl
≧3,000kl

1,600kl
≧1,500kl

500kl 50kl

A事業者
事業者として1,500klを超えているため、特定
事業者として指定

B工場
工場等として3,000ｋｌを超えているため、
第一種エネルギー管理指定工場等として指定

C工場
工場等として1,500ｋｌを超えているため、
第二種エネルギー管理指定工場等として指定

B事業者（会社全体）

営業所

250kl

本社

1,000kl

営業所

300kl

B事業者
事業者として
1,500klを超
えているため、
特定事業者
として指定

【年間エネルギー使用量が1500KL以上となる事業者の目安】
※同じ業種であっても事業形態や立地条件などの要因によって異なるので注意

年間電気使用量 約600万kWh 以上 コンビニエンスストア 約30～40店舗 以上

小売店舗 床面積 約３万㎡ 以上 ファーストフード店 約25店舗 以上

ホテル 客室数 300～400 以上 ファミリーレストラン 約15店舗 以上

病院 病床数 500～600 以上 フィットネスクラブ 約８店舗以上

① ②



定期報告書作成のポイント 報告書の「様式・構成」
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省エネルギー法に基づき指定を受けた特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者は、毎年
度７月末日までに所定の「定期報告書」を提出する事になっています

定期報告書の構成

●：提出する報告書

※：事業者単体での使用量が1,500kＬ以上の場合に作成

作成に当たっては「定期報告書記入要領」に詳しい解説があります。

下記のホームページに用意していますのでご一読いただいてからの着手を強くお勧めします。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/report_2022.html#aa03

定期報告書等

事業者・指定工場等

定期報告書（様式第９（第36条関係））

特定-第１表～
特定-第１２表

認定－統括表
認定-第１表～
認定-第５表

指定-第１表～
指定-第１０表

特定事業者 ●

第一種、第二種 エネルギー管理指定工場 ●

特定連鎖化事業者 ●

第一種、第二種 連鎖化エネルギー管理指定工場 ●

認定管理統括事業者 ● ● ●※

第一種、第二種 管理統括エネルギー管理指定工場 ●

管理関係事業者 ●※

第一種、第二種 管理関係エネルギー管理指定工場 ●

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/report_2022.html#aa03


定期報告書作成のポイント 特定表・指定表の報告範囲
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特定事業者
（E電機 株式会社）

本社ビル：1,000kl

埼玉工場：3,500kl

≧3,000kl

※工場として3,000kl以上の
使用量があるため、
第１種エネルギー管理指定工場
としての指定を受けている

東京工場：2,500kl

≧1,500kl

※工場として1,500kl以上の
使用量があるため、
第２種エネルギー管理指定工場
としての指定を受けている

工場：1,000kl 営業所：200kl 支店：100kl

1,500 kl未満の工場・営業所・支店等のエネルギーも特定表に算入する必要があります
特定表に算入する範囲は、設置する全ての工場・事業場となりますので、ご注意下さい

特定表 「事業者全体としての報告」（特定‐第１～12表）

1,000＋3,500＋2,500＋1,000＋200

＋100＝計 8,300 kl の報告

指定表 「指定工場別としての報告」（指定‐第１～10表）

※1,500 kl以上のエネルギー使用量のある工場分の報告

①埼玉工場分･･･3,500 kl
②東京工場分･･･2,500 kl

特定表・指定表の報告範囲



「特定表」作成のポイント 特定表－表紙

「提出先」は、事業者の主たる事務所（本社）所在地

を管轄する経済産業局長及び当該事業者が設置してい

る全ての工場等に係る事業の所管省庁の長ごとに記入

し、各所に提出して下さい

「提出年月日」を記入して下さい

「住所」の欄には主たる事務所（通常は本社）の所在

地を記入して下さい

「法人名」の欄には企業名を、「代表者の役職名」の

欄には代表取締役等の役職名を記入して下さい

最後に、「代表者の氏名」を記入して下さい

「法人番号」の欄には１３桁の法人番号を記入して
下さい
※法人番号は 国税庁ＨＰ で確認できます

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
※法人番号のない方（管理組合、教育委員会等）は
「0000000000000（0を13桁)」を記入して下さい

代表印は必要ありません。

＜提出時のお願い＞
・定期報告書の袋閉じや、ホッチキス止めは避けて下さい(クリップ止めでお願いします）
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2022

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


「特定表」作成のポイント 特定－第１表 事業者の名称等

「特定排出者番号」の欄には、地球温暖化対策の推進に

関する法律に基づく「温室効果ガスの排出量 算定・報

告・公表制度」のホームページ上から、「特定排出者

コード検索」により事業者ごとの番号を確認の上、９桁

の番号を記入して下さい

＜温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度のＨＰ＞

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search

「主たる事業」及び「細分類番号」の欄は、

日本標準産業分類に基づいた事業の名称、番号を記入し

て下さい

日本標準産業分類は、総務省統計局のホームページを

参照して下さい

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/ind

ex/seido/sangyo/H25index.htm

未選任の場合は、作成実務者について記入して下さい

※氏名の後ろに（作成実務者）と記入します

※番号欄には「選任中」と記入します

記載内容の確認や今後の手続きが必要な場合の郵送

先、連絡先として必要です

電話番号及びメールアドレス等を必ず記載して下さ

い

(定期報告書の内容に関する問合せ先を記入）
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特定－第１表 事業者の名称等

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm


数値 単位

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

（ ）

ＧＪ

ＧＪ

ＧＪ

ＧＪ

9.97 GJ/千ｋWh

（ ） （ ） 9.97 GJ/千ｋWh （ ） （ ）

9.28 GJ/千ｋWh

9.76 GJ/千ｋWh

GJ/千ｋWh

備考　　「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯」については、昼間買電の内数であるため「（　）」としている。
　　　　「電気」の「小計」で重複計上しないこと。

対前年度比（％） 92.6               -

前年度原油換算kl 22,622

 Ⓢ-2原油換算kl Ⓢ-1 20,939 Ⓣ 8 Ⓣ’

合 計ＧＪ 811,597 293

小計 千kWh 54,985 538,155 30 293

自家発電 千kWh 70 30 293
その他

上記以外の買電 千kWh 486 4,743

夜間買電 千kWh 13,399 124,343

夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯 千kWh 24,500 244,265

409,069

電

気

電気
事業者

昼間買電 千kWh 41,030

小計 ＧＪ 273,442

冷水 ＧＪ

温水 ＧＪ

産業用以外の蒸気 ＧＪ

産業用蒸気 ＧＪ 601 613

その他の
燃 料

都市ガス 千ｍ３
5,833 262,485

転炉ガス 千ｍ３

高炉ガス 千ｍ
３

コークス炉ガス 千ｍ
３

コールタール ｔ

石炭コークス ｔ

無煙炭 ｔ

一般炭 ｔ石炭

原料炭 ｔ

その他可燃性天
然ガス

千ｍ
３

可 燃 性
天然ガス

液化天然ガス
（ＬＮＧ）

ｔ

石油系炭化
水素ガス

千ｍ３

石油ガス

液化石油ガス
（ＬＰＧ）

ｔ 10 508

石油コークス ｔ

石油アスファルト ｔ

Ｂ・Ｃ重油 ｋｌ

Ａ重油 ｋｌ

軽油 ｋｌ 243 9,161

灯油 ｋｌ 1 37

ナフサ ｋｌ 19 638

揮発油 ｋｌ

原油のうちコンデンセート(NGL) ｋｌ

数値 熱量GJ

燃

料

及

び

熱

原油(コンデンセートを除く。) ｋｌ

販売した副生エネルギーの量 購入した未利用熱の量 換算係数
連携省エネルギー措置

を踏まえた使用量

数値 熱量GJ 数値 熱量GJ 数値 熱量GJ

エネルギーの種類 単位

2021 年度

使用量

報告対象年度を記載して下さい
（エネルギーを使用した年度）

「対前年度比（％）」を記入して下さい（指定第２表も同様）
今年が初提出で記入できない場合は「－」を記入して下さい

「特定表」作成のポイント 特定－第２表 ①エネルギー使用量

使用量が極めて少ないため、小数点以下第１位を四捨五入す

ることによって「０」となった場合又は使用していないエネ

ルギーについては、原則、使用量の数値及び熱量ＧＪの欄を

「空欄」として下さい （「０」、「－」や斜線等は記入し

ないで下さい）

エネルギー使用量

「数値」の欄は、１年度間の使用量について、各工場等のエ

ネルギー使用量を合算し、原則小数点以下第１位を四捨五入

して整数値で記入して下さい

「前年度原油換算ｋｌ」
を記入して下さい
（指定第２表も同様）
今年が初提出で記入でき
ない場合は「－」を記入
して下さい
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２０１９年提出分より「連

携省エネを踏まえた使

用量」の欄が追加され

ています

連携していない場合は、

記入は不要です

特定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等

2021

数値

連携省エネルギー措置
を踏まえた使用量
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①
②

検針票の力率測定用の有効電力量が昼間買電量に該当します。



定期報告書作成のポイント 特定第2表 ③電気事業者のメニューの選択

アプリ版
エネルギー使用量入力 ＞ 昼間買電の入力はこちらにおいて該当する電
気事業者 （「東京電力エナジーパートナー(株)」との契約は特殊メニューで
はないため「(メニューG（残差）」） の欄に使用量を入力

EXCEL版
入力・計算補助シート＞３使用したエネルギーの入力 ②電気 においてプ
ルダウンから該当する電気事業者（「東京電力エナジーパートナー(株)」との
契約は特殊メニューでないため 「(メニューG（残差）」） を選択

メニューは昨年と同じとは限りません！
特殊メニューでの契約以外は「残差」と
表示されたメニューを選択して下さい。
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19 697
1 38

243 9,501

2021

① 「販売した副生エネルギーの量」の欄には、副生エネルギーを他社（関連会社、子会社等を含む）に販売した場合に記入

熱供給事業法上の熱供給業者に該当し、熱供給事業を行う事業所として登録を受けている工場等において、生産された熱は副生したエネル

ギーとはいえないため、「副生エネルギー」には含めません。

同様に、電気事業法上の発電事業者に該当し、発電事業を行う事業所として届け出ている工場等において、生産された電気は、副生したエネ

ルギーとはいえないため、「副生エネルギー」には含めません。

自家発電等における販売した副生エネルギーの扱い

5,833 261,318

613601

13,399

273,442
41,030 409,069

124,343

54,985 538,155
811597
20,939

92.6

②

③ 自家発電した電気のうち、自らが使用した電気の量を記入

※自家発電の自家消費の使用量については、熱量に換算する必要はありません（投入燃料が熱量にカウントされているため）

④ 他社に販売した電気の量は、「自家発電」の「販売した副生エネルギーの量」の欄に記入

※非化石燃料を併用した自家発電の場合、「販売した副生エネルギー量」の欄に記入する量は発電電力量のうち、化石燃料による寄与

分を適切な方法で算出し、記入して下さい

④
※

（例）都市ガスを使用して
自家発電により100千kWh発電し、
70千kWhを自家消費し、
30千kWhを外販した場合

70 30 293

293
8

② 自家発電のために使用した燃料の使用量を含めて記入

③

「特定表」作成のポイント 特定－第２表 ③副生エネルギー

29330

22,622

12

特定－第２表 事業者のエネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの量

①

（24,500) (244,265）



１　エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等

数値 単位

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

（ ）

ＧＪ

ＧＪ

ＧＪ

ＧＪ

9.97 GJ/千ｋWh

9.97 GJ/千ｋWh （ ） （ ）

9.28 GJ/千ｋWh

9.76 GJ/千ｋWh

GJ/千ｋWh

備考　　「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯」については、昼間買電の内数であるため「（　）」としている。
　　　　「電気」の「小計」で重複計上しないこと。

対前年度比（％） 92.6               -

前年度原油換算kl 22,622

 Ⓢ-2原油換算kl Ⓢ-120,939 Ⓣ 8 Ⓣ’

合 計ＧＪ 811,597 293

小計 千kWh 54,985 538,155 30 293

自家発電 千kWh 70 30 293
その他

上記以外の買電 千kWh 486 4,743

夜間買電 千kWh 13,399 124,343

夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯

千kWh 24,500 244,265

409,069

電

気

電気
事業者

昼間買電 千kWh 41,030

小計 ＧＪ 273,442

冷水 ＧＪ

温水 ＧＪ

産業用以外の蒸気 ＧＪ

産業用蒸気 ＧＪ 601 613

その他の
燃 料

都市ガス 千ｍ３ 5,833 262,485

転炉ガス 千ｍ３

高炉ガス 千ｍ
３

コークス炉ガス 千ｍ３

コールタール ｔ

石炭コークス ｔ

無煙炭 ｔ

一般炭 ｔ石炭

原料炭 ｔ

その他可燃性天然ガス 千ｍ３

可 燃 性
天然ガス

液化天然ガス
（ＬＮＧ）

ｔ

石油系炭化
水素ガス

千ｍ３

石油ガス

液化石油ガス
（ＬＰＧ）

ｔ 10 508

石油コークス ｔ

石油アスファルト ｔ

Ｂ・Ｃ重油 ｋｌ

Ａ重油 ｋｌ

軽油 ｋｌ 243 9,161

灯油 ｋｌ 1 37

ナフサ ｋｌ 19 638

揮発油 ｋｌ

原油のうちコンデンセート(NGL) ｋｌ

数値 熱量GJ

燃

料

及

び

熱

原油(コンデンセートを除く。) ｋｌ

販売した副生エネルギーの量 購入した未利用熱の量 換算係数
連携省エネルギー措置

を踏まえた使用量

数値 熱量GJ 数値 熱量GJ 数値 熱量GJ

エネルギーの種類 単位

### 年度

使用量

（ ）（ ）

未利用熱活用制度とは、外部で発生した未利用熱を購入し、自社の工場等で使用した
場合に省エネ取り組みとして評価するものです
これは「他事業者へ提供しなければ、省エネ法の判断基準に従って取り組みを行って
も発生を抑制できず、廃棄することが見込まれる熱」を指します

「特定表」作成のポイント 特定－第２表 ④未利用熱

購入した未利用熱は使用

量欄にも含めて下さい

※未利用熱として報告する場合は、未利用熱

についての覚書を添付する必要があります

購入した未利用熱がある場合
には、この欄に記入します

2021年度

13

特定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等

未利用熱に関する覚書



エネルギー消費原単位＝（A－B－B’）／Ｃ
Ａ＝ エネルギー使用量（燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量）

Ｂ＝ 外販したエネルギー量 B’= 購入した未利用熱量
Ｃ＝エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値
（例：生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等）

注． 「A」、「B」、「B’」は原油換算ｋｌとして計算

「エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（C）」の設定例

「特定表」作成のポイント 特定－第３表 ①エネルギー消費原単位

製造部門 業務部門

生産量

重量

金額

個数

面積

建物床面積

面積×時間

体積（空調をかけている空間）

面積×人数

人数

エネルギー消費原単位

14



「特定表」作成のポイント 特定－第３表 ②電気需要平準化評価原単位

電気需要平準化評価原単位

・「電気需要平準化評価原単位」とは、電気需要平準化時間帯における電気使用量を削減
した場合、これ以外の時間帯における削減よりも原単位の改善率への寄与が大きくなる
よう、電気需要平準化時間帯の電気使用量を１．３倍して算出するもの

・これにより、電気需要平準化時間帯の電気使用量の変化に伴う原単位の変動が、

エネルギー消費原単位に比べ大きく評価される事になります

電気需要平準化評価原単位

＝ { Ａ＋Ａ´×（評価係数α－１）－Ｂ－Ｂ’} ／Ｃ

Ａ＝ エネルギーの使用量 （燃料の使用量、他人から供給された熱、電気の使用量）

Ａ´＝電気需要平準化時間帯の買電量
Ｂ＝ 外販したエネルギー量 Ｂ’= 購入した未利用熱量
Ｃ＝エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値
（例：生産数量、売上高、建物床面積、 入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率等）

注． 「A」、 「A´」、 「B」、 「B’」は原油換算ｋｌとして計算
評価係数 α＝ １．３ とする ※ここで使用するエネルギーの使用量と密接

な関係を持つ値（Ｃ）は、エネルギー消費原
単位を算出する際に使用した値と同じです

※電気需要平準化時間帯・・・夏期（７月～９月）及び 冬期（１２
月～３月）の昼間買電（８時～２２時）を指します

15



事業者が設置するすべての工場・事業場を

『日本標準産業分類』に基づいた細分類番号（４桁）ごとに分類し、集計して記入します

日本標準産業分類は、総務省統計局のホームページを参照して下さい

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

ひとつの工場等を複数の事業分類で整理することはできません
ひとつの工場や事業場で業種分類の異なる複数の事業を行っている場合には、主たる事業を選ん

で記入して下さい この場合の主たる事業とは、生産高、販売額等、適切な指標によって決定

（日本標準産業分類の決定方法に準拠）して下さい 以下に決定方法のイメージを示します

「特定表」作成のポイント 特定－第３表 ③細分類番号

日本標準産業分類に基づいた細分類番号ごとに分類

16

細分類番号は工場毎に1種類とする

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm


特定-第３表のうち、エネルギーの使用に係る原単位（エネルギー消費原単位）及び電気需要平準化評価原
単位算出に当たっては、以下２つの算定方法があります

ａ店舗（1,265kl）

婦人服小売業
（細分類番号：5731）

洋品雑貨・小間物小売業
（細分類番号：5793）
）

ｃ店舗（512kl）

かばん・袋物小売業
（細分類番号：5791）

b店舗（726kl）

エネルギーの使用と密接
な関係をもつ値

売上高（585 百万円）

エネルギーの使用と密接
な関係をもつ値

売上高（317 百万円）

エネルギーの使用と密接
な関係をもつ値

売上高（1,125 百万円）

事業者全体の
エネルギーの使用と
密接な関係を持つ値

売上高
1,125 百万円

特定－第３表の
作成にあたっては、
Ｐ18、Ｐ19を
参照

エネルギーの使用と密接な関係を持つ値（原単位の分母）
を事業者全体で1つに設定できる場合

例：婦人服小売業を主たる事業とするＡ社

d事務所（412kl）

主として管理事務を行う本社等

（細分類番号：0900）

雑穀・豆類卸売業
（細分類番号：5212）

f営業所（200kl）

小麦粉製造業
（細分類番号：0962）

e工場（2,151kl）

エネルギーの使用と密接
な関係をもつ値

建物延床面積（1,058 ㎡）

エネルギーの使用と密接
な関係をもつ値

生産重量（11,281 トン）

エネルギーの使用と密接な
関係をもつ値

売上高
（１,５８０ 百万円 ）

建物延床面積
1,058 ㎡

生産重量
11,281 トン

売上高
1,580 百万円

特定－第３表の
作成にあたっては、
Ｐ20、Ｐ21を
参照

エネルギーの使用と密接な関係を持つ値（原単位の分母）
を事業者全体で1つに設定できない場合

例：小麦粉製造業を主たる事業とするＢ社

事業者全体の
エネルギーの使用と
密接な関係を持つ値

事業者全体のエネルギー消費原単位及び電気需要平準化評価原単位の対前年度比の算出方法

「特定表」作成のポイント 特定－第３表 ④原単位の分母

① ②

17



生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値 Ⓔ について、以下のいずれに該当するか選択して下さい

Ⓔのエネルギー使用量と密接な関係を持つ値の名称と単位が一種類のみ

Ⓔのエネルギー使用量と密接な関係を持つ値の名称と単位が二種類以上ある

「特定表」作成のポイント 特定－第３表１-１ ⑤名称と単位が1種類

原単位の分母を事業者全体で１つに設定できる場合 ～エネルギー消費原単位

注

Excelツールを使用する場合は、特定－第3表の
シートの上部でいずれかを必ず選択して下さい

EE

・エネルギーの使用量は整数で記入

・エネルギー使用量と密接な関係をもつ値

は、原則、最下位を四捨五入した有効数字

４桁を持った数字で記入

（例：1,125 百万円、 33,740 ㎡）

・原単位は、原則、有効数字４桁で記入

（例：2.225、 0.1848）

日本標準産業分類に基づいた事業の名称を記入

日本標準産業分類に基づいた事業の細分類番号を記入
3段書きになっているので注意
上段 ： 数値
中段 ： 密接な値の名称
下段 ： その単位

前年度の「原単位」を記入して下さい
今年が初めての提出で記入できない場
合は「－」を記入して下さい

Excelツールを使用する場合は、各事業分類の合計と事業者
全体の数値が一致することを必ず確認して下さい 細分類番号が異なる事業であっても、エネルギーの使用量と密接な関係

をもつ値Ⓔが同じであれば、事業者全体をまとめて、原単位を算出する

c店舗

a店舗

b店舗

18

対前年度比原単位

1ー1 エネルギーの使用に係わる原単位等

●〇
〇

特定－第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等 の記入について



「特定表」作成のポイント 特定－第３表２-１ ⑥名称と単位が1種類

原単位の分母を事業者全体で１つに設定できる場合 ～電気需要平準化評価原単位

事業分類ごとの電気需要平準化時間帯の買電量を原
油換算して記入して下さい
＜EXCEL版のツールを使用する場合の計算方法＞

電力使用量（千kWh）×9.97=熱量（ＧＪ）
熱量（ＧＪ）×0.0258=原油換算（ｋｌ）

※アプリ版のツール使用の場合は自動計算されます

前年度の「電気需要平準化評価原単
位」を記入して下さい
今年が初めての提出で記入できない
場合は「－」を記入して下さい

Excelツールを使用する場合の注意
事業者全体の数値は特定第２表から自動で入力されます、
入力した各事業分類の合計と事業者全体の数値が一致することを必ず確認して下さい

19

２－1 電気需要平準化評価原単位等



「特定表」作成のポイント 特定－第３表１-１ ⑦名称と単位が複数

原単位の分母を事業者全体で１つに設定できない場合 ～エネルギー消費原単位

Ｅ

３段書きになっているので注意
上段 ： 数値
中段 ： 密接な値の名称
下段 ： その単位

d事務所

e工場

f営業所

Excelツールを使用する場合の注意
事業者全体の数値は特定－第２表から自動で入力されます、各事業分類の合計と
事業者全体の数値が一致することを必ず確認して下さい

20

寄与度の合計
（対前年度比）

1ー1 エネルギーの使用に係わる原単位等

注

特定－第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等 の記入について

生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値 Ⓔ について、以下のいずれに該当するか選択して下さい

Ⓔのエネルギー使用量と密接な関係を持つ値の名称とが一種類のみ

Ⓔのエネルギー使用量と密接な関係を持つ値の名称と単位が二種類以上ある

〇
●〇

Excelツールを使用する場合は、特定－第3表の
シートの上部でいずれかを必ず選択して下さい

前年度の「エネルギー消費原単位」
を記入して下さい
今年が初めての提出で記入できない場
合は「－」を記入して下さい



「特定表」作成のポイント 特定－第３表２-１ ⑧名称と単位が複数

原単位の分母を事業者全体で１つに設定できない場合 ～電気需要平準化評価原単位

事業分類ごとの電気需要平準化時間帯の買電量を
原油換算して記入して下さい
＜EXCEL版のツールを使用する場合の計算方法＞
電力使用量（千kWh）×9.97=熱量（ＧＪ）
熱量（ＧＪ）×0.0258=原油換算（ｋｌ）
※アプリ版のツール使用の場合は自動計算されま
す

前年度の「電気需要平準化評価原単位」
を記入して下さい
今年が初提出で記入できない場合は「－」
を記入して下さい

Excelツールを使用する場合の注意
事業者全体の数値は、特定－第２表から自動で入力されます、各事業分類の合計と事業者全体の

数値が一致することを必ず確認して下さい
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「特定表」作成のポイント 特定－第３表１-１ ⑩新規事業の追加

エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値が１つに設定できない場合
において、事業を新たに追加した場合

・工場等に係る事業が新たに追加になった場合は、追加事業のⒹ 、 Ⓖ 、 Ⓗ 、 Ⓘ 欄は空欄とし、対前
年度比の寄与度の合計値ⓩには影響を与えない

（例）新たに「鉄スクラップ加工処理業」を追加した場合

𝟏𝟖,𝟗𝟒𝟑

(𝟏𝟖,𝟗𝟒𝟑 + 𝟏,𝟖𝟓𝟒)
= 𝟗𝟏.𝟏％

新たに開始した事業をのぞい
た事業で１００％とする

Ｇ

前年度の原単位（G)の入力がない事業については
、その事業の対前年度比が算出されないため、

事業者全体の対前年度比算出に影響しません

追加事業3については、

前年度の原単位（G)を空欄にします

22
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【エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（原単位の分母）を事業者全体で1つに設定できる場合】
（エネルギーの使用に係る原単位から、対前年度比を計算する）

5年度間平均原単位変化＝（ (Ⓙ-1) × (Ⓚ-1) × (Ⓛ-1) × (Ⓜ-1) ）1/4 （％）

「特定表」作成のポイント 特定－第４表 ①原単位の変化状況

事業者の過去５年度間のエネルギー消費原単位の変化状況

※電卓で算出する場合、Ⓙ×Ⓚ×Ⓛ×Ⓜを行い、「√」キーを２回押すと算出できます

該当年度に適切に記入されてい
るか、必ず確認して下さい

原単位は、原則、
有効数字４桁で記入

23

連携省エネルギー計画の認定を受けていない場合は、
下段の入力は不要です

年度の表記が西暦に統一
されました
正しく記載されているか
確認してください

ここが、99.0以下
＝年平均１％以上改善



5年度間平均原単位変化＝（ (Ⓙ-1) × (Ⓚ-1) × (Ⓛ-1) × (Ⓜ-1) ）1/4 （％）

「特定表」作成のポイント 特定－第４表 ②原単位の変化状況続き

事業者の過去５年度間のエネルギー消費原単位の変化状況

※電卓で算出する場合、Ⓙ×Ⓚ×Ⓛ×Ⓜを行い、「√」キーを２回押すと算出できます

原単位は、原則、
有効数字４桁で記入

【エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値を事業者全体で1つに設定できない場合】

（事業者全体の原単位は算出できないので、寄与度から対前年度比を計算する）

24

特定ー第4表

ここが、99.0以下
＝年平均１％以上改善



【エネルギーの使用と密接な関係を持つ値（原単位の分母）を事業者全体で1つに設定できる場合】

（電気需要平準化評価原単位から、対前年度比を計算する）

「特定表」作成のポイント 特定－第４表 ③原単位の変化状況続き

事業者の過去５年度間の電気需要平準化評価原単位の変化状況

原単位は、原則、
有効数字４桁で記入

5年度間平均原単位変化＝（ (Ⓙ´-1) × (Ⓚ´-1) × (Ⓛ´-1) × (Ⓜ´-1) ）1/4 （％）

※電卓で算出する場合、Ⓙ×Ⓚ×Ⓛ×Ⓜを行い、「√」キーを２回押すと算出できます
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ここが、99.0以下
＝年平均１％以上改善



【エネルギーの使用と密接な関係を持つ値を事業者全体で1つに設定できない場合】
（寄与度から、対前年度比を計算する）

「特定表」作成のポイント 特定－第４表 ④原単位の変化状況続き

事業者の過去５年度間の電気需要平準化評価原単位の変化状況

5年度間平均原単位変化＝（ (Ⓙ´-1) × (Ⓚ´-1) × (Ⓛ´-1) × (Ⓜ´-1) ）1/4 （％）

※電卓で算出する場合、Ⓙ×Ⓚ×Ⓛ×Ⓜを行い、「√」キーを２回押すと算出できます
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ここが、99.0以下
＝年平均１％以上改善



例 【エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値を事業者全体で1つに設定できない場合】

「特定表」作成のポイント 特定－第４表 ⑤入力漏れ注意事項

間違えやすいポイント

＜Excelツールを使用している場合＞

特定－第3表で、前年度の
原単位が入力されているか
を確認して下さい

入力漏れ

注意

黄色いセルは、該当がない箇所を除き、
入力必須項目です

特定-第３表

2021年度の対前年度比が
表示されていないケース
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間違えやすいポイント

例 【エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値を事業者全体で1つに設定できない場合】

「特定表」作成のポイント 特定－第４表 ⑥入力漏れ注意事項

＜アプリ版のツールを使用している場合＞

「その他の情報入力」の
特定-第3表に関する入力画面で
前年度の原単位を入力して下さい

入力漏れ
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エネルギーの使用量
と密接な関係を持つ
値の名称、単位を表
しています

注意

2021年度の対前年度比が
表示されていないケース

20212017 2018 2019 2020



① 過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が平均１％以上改善できなかった場合

（第４表の５年度間平均原単位変化が９９．０％を超えた場合）は、

その理由を（イ）に数値等を用いながら定量的かつ、具体的に記入して下さい

② 前年度に比べエネルギーの使用に係る原単位が改善できなかった場合（特定－第４表の対前年度比 Ⓜ が

１００．０％以上の場合）は、その理由を（ロ）に数値等を用いながら定量的かつ、具体的に記入して下さい

③ 「（ロ）の理由」が「（イ）の理由」と同様になる場合には、「（イ）と同じ」と記入しても可

①

②

「特定表」作成のポイント 特定－第５表 ①原単位の改善

原単位が改善できなかった時の理由

ルギー使用量は減少していない。その理由として、クリーンルーム等で消費する、製品品質の維持

主力生産品目の海外シフト、収益改善のため限られた生産品目に絞った生産計画の実施のため、

40％台であったが、年々上昇し、2019年度では60％台を占めるまでとなった。

生産数量が2017年度と比べ、2020年度は約30％減少している。しかしながら、全体のエネ

に必要な固定分のエネルギー使用量に変化がなく、固定分のエネルギー比率も2017年度では

2020年度に事業方針が大きく変わり、顧客ターゲットが細分化されたことに伴い多品種少量

生産を行うこととなった。多品種製造するにあたり、生産ラインを頻繁に切り替える等の対応を

行ったため、エネルギー消費量が約8％増加してしまった。その結果、原単位を対前年度に比べ
改善できなかった。

その結果、年平均１％以上改善できなかった。

Excel版のツール:黄色く表示されている場合は入力が必要
アプリ版のツール:赤でエラー表示がでている場合は入力が必要
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特定ー第5表



① 過去５年度間の電気需要平準化評価原単位が年平均１％以上改善できなかった場合

（第４表２の５年度間平均原単位変化が９９．０％を超えた場合）は、

その理由を（ハ）に数値等を用いながら定量的かつ、具体的に記入して下さい

② 前年度に比べ電気需要平準化評価原単位が改善できなかった場合（特定第４表２の対前年度比 Ⓜ´ が

１００．０％以上の場合）は、その理由を（ニ）に数値等を用いながら定量的かつ、具体的に記入して下さい

③ 「（ハ）の理由」が「（ニ）の理由」と同様になる場合には、「（ニ）と同じ」と記入しても可

①

②

「特定表」作成のポイント 特定－第５表 ②原単位の改善続き

原単位が改善できなかった時の理由

特定－第４表２に過去５年間の数値を報
告し、改善できなかった場合に限り記入

前年度に比べ電気需要平準化評価原単位
が改善できなかった場合に記入

Excel版のツール:黄色く表示されている場合は入力が必要
アプリ版のツール:赤でエラー表示がでている場合は入力が必要
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① 次ページの図に示す「ベンチマーク 対象事業」に該当しエネルギーの年間の使用量1500kl以上の場合、

記入対象事業を行っていない場合には、欄全体に斜線を引いて下さい

② 区分の欄は、次ページの図の番号から選択して記入

③ 対象となる事業の名称には、当該のセクターごとに実施している事業の名称を図に示す事業の名称で記

入、複数の事業を行う事業者は該当する事業の名称をすべて記入

④当該のセクターごとにエネルギーの使用量を原油換算ｋｌの単位で記入

⑤ ベンチマーク指標の状況には、当該年度の事業において、ベンチマーク指標の算定方法に従って算定した

指標の数値と単位を記入

ベンチマーク指標が複数指定されている場合は、指定されている指標の数値と単位をすべて記入

⑥ 該当する事業者は、当該のセクターごとにエネルギー使用量を原油換算klの単位で記入

⑦達成率は、中長期計画書に記載した報告対象年度の計画地に対する実績値の達成割合を記入

⑧目標年度における目標値は、目標年度におけるベンチマーク指標の見込みを記入

「特定表」作成のポイント 特定－第６表 ベンチマーク①

セクター別 『ベンチマーク指標の状況』 の記入

31

① 特定－第６表　ベンチマーク指標の状況（該当する事業者のみ記入）

ベンチマ

ーク指標

の見込み

達

成

率

目標年度

における

目標値

（単位）

区分

2019 2020 2021

対象となる

事業の名称

（セクター）

年度年度年度年度 年度

ベンチマーク指標の状況（単位）

2017 2018

対象事業の

エネルギー

使用量

（原油換算kl）

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



定期報告書作成のポイント 特定－第６表 ベンチマーク②

ベンチマーク制度対象業種

※〇印の区分については令和５年度報告より対象となります。（令和4年度は実績把握）
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区分 事業 ベンチマーク指標 目標とすべき水準

１A
高炉による製

鉄業
粗鋼量当たりのエネルギー使用量 0.531kl/t以下

１B
電炉による普

通鋼製造業

炉外製錬工程通過の有無を補正した紙校庭の原単位（粗鋼

量当たりのエネルギー使用量）と製造品種の違いを補正した下

工程の原単位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和

0.150kl/t 以下

１C
電炉により特

殊鋼製造業

炉容量の違いを補正した上工程の原単位（粗鋼量当たりのエ

ネルギー使用量）と一部工程のエネルギー使用量を控除した

下工程の原単位（出荷量当たりのエネルギー使用量）の和

0.360kl/t以下

2A 電力供給業
火力発電効率A指標

火力発電効率B指標

A指標：1.00以上
B指標：44.3％以上

2B
石炭火力電

力供給業
石炭火力発電効率 43.00%以上

3
セメント製造

業

原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工

程における生産量（出荷量）当たりのエネルギー使用量の和
3739MJ/ｔ以下

洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量

　当該事業における再生可能エネルギーの使用率が72％以上
6626MJ/t 以下

　当該事業における再生可能エネルギーの使用率が 72％未満 (－23664)×当該事

業の再生可能エネル

ギー 使 用 率 ＋

23664MJ/t 以下

４Ｂ 板紙製造業 板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量 4.944MJ/ｔ以下

5 石油精製業

石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含まれる

装置ごとの通油量に積雪であると認められる係数を乗じた値の

和）当たりのエネルギー使用量

0.876以下

６A
石油化学系基

礎製品製造業

エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネル

ギー使用量
11.9GJ/ｔ以下

６B ソーダ工業

電解工程の電解槽払出苛性ソーダ重量当たりのエネルギー使

用量と濃縮工程の液体苛性ソーダ重量当たりの蒸気使用量

の和

3.22GJ/ｔ以下

７Ａ

コンビニエンス

ストア業（通

常）

当該事業（主として店舗面積100㎡以上）を行っている店舗に

おける電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計で除した

値

707kＷh/百万円

以下

４A 洋紙製造業

区分 事業 ベンチマーク指標 目標とすべき水準

７Ｂ

コンビニエンス

ストア業(小

型)

当該事業（主として店舗面積100㎡未満）を行っている店舗に

おける電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計で除した

値

308kＷh/百万円

以下

8 ホテル業

当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同

じ規模、サービス、稼働状況のホテルの平均的なエネルギー使用

量で除した値

0.723以下

9 百貨店業

当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と

同じ規模、稼働状況、設備状況の店舗の平均的なエネルギー使

用量で除した値

0.792以下

10
食料品スー

パー業

当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ

規模、稼働状況、設備状況の店舗の平均的なエネルギー使用量

で除した値

0.799以下

11
ショッピングセ

ンター業

当該時事業を行っている施設のエネルギー使用量を延べ床面積に

て除した値を、施設ごとのエネルギー使用量により加重平均した値
0.0305kl/㎡以下

12 貸事務所業
当該事業を行っている事務所において省エネポテンシャル推計ツー

ルによって算出される省エネ余地
1.00 以下

13 大学

当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使

用量当該キャンパスと同じ学部構成の大学の平均的なエネルギー

使用量にて除した値

0.555以下

14
パチンコホー

ル業

当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を当該パチ

ンコホールと同じ規模、遊技場台数、年間営業時間のパチンコ

ホールの平均的なエネルギー使用量にて除した値

0.695以下

15 国家公務

当該事業を行っている事業上における当該事業のエネルギー使用

量を当該事務所と同じ面積、職員数の事業上の平均的なエネル

ギー使用量で除した値

0.700以下

16
データセンター

業

当該事業を行っている事業者におけるエネルギー使用量（データ

センター業の用に供する施設に係るものに限る。単位　kWh）を

当該事業を行っている事業所におけるIT機器のエネルギー使用量

（データセンター業の用に供する施設に係るものに限る。単位

kWh）にて除した値

1.4以下

LNG冷熱利用事

業者：0.077kl/

千N㎥以下

その他の事業者：

0.157kl/千N㎥以

下

17
圧縮ガス・液果ガ

ス製造業

製造品種の違いを補正した深冷分離方法による圧縮ガス・液果

ガス生産量当たりのエネルギー使用量



「特定表」作成のポイント 特定－第７表 ①参考となる情報

特定ー第7表 判断基準のベンチマークの状況に関し､参考となる情報

特定－第７表の１ー１，１－２
※対象事業を行っていない場合は斜線

ベンチマーク対象事業者のみ記入
・ベンチマーク指標の当該年度の状況
・目指すべき水準との比較
・未達の理由、事業者が抱えている事情
等の参考情報を記入

特定－第７表の２
電力供給業のベンチマーク指標を算出する事業者
のみ記入
燃料の火力発電方式ごとに「発電効率」と
「火力発電量に占める発電量比率」を記入

特定－第7表の３
電力供給業のベンチマーク制度の対象事業者同士
で、ベンチマーク指標の向上にむけた共同取り組
みを実施している場合に記入
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1ー１　判断基準のベンチマーク指標の算出に当たり、根拠となる情報

１

２

３

1ー２　判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報

２ 電力供給業のベンチマーク指標の算出に関し、参考となる情報

備考 電力供給業のベンチマーク指標の算出に関して用いた発電方式ごとの「発電効率」と「火力発電量に占める発電量比率」を
記入すること。

備考 電力供給業のベンチマーク指標の算出に関して用いた発電設備のうち、副生物又はバイオマスを投入した発電設備については

投入した副生物又はバイオマスのエネルギー量等、熱電併給型動力発生装置については熱として活用した量等を記入すること。

３ 電力供給業のベンチマーク指標の向上に関して共同で実施した措置に関し、参考となる情報

３　電力供給業のベンチマーク指標の向上に関して共同で実施した措置に関し、参考となる情報

火力発電量に占める発電量比率
（％）

発電方式
発電効率
（％）

設備の名称

燃料種ごとの基本情報
（ ① 燃料種名、② 年間使用量、
③熱量構成比（％）、
④原料原産国（バイオマスのみ記
入））

可燃性天然ガス及び都市
ガスによる火力発電

設備から得られた電気のエネルギー量
(千kWh)

設備から得られた熱のエネルギーのう
ち熱として活用された量(GJ)

設備に投入したエネルギー量(GJ)

設備に投入した副生物のエネルギー
量(GJ)

設備に投入したバイオマスのエネル
ギー量(GJ)

石炭による火力発電

石油その他の燃料に
よる火力発電

補正前のベンチマーク指標：0.164　上工程の補正係数0.960　下工程の補正係数0.883
＜上工程＞粗鋼量210,000t（炉外精錬あり：200,000t、炉外精錬なし：10,000t）、エネルギー使用量24,000kl
＜下工程＞圧延量200,000t（異形棒鋼：70,000t(35%)、線材：30,000t(15%)、形鋼：50,000t(25%)
丸鋼：50,000t(25%)）、エネルギー使用量10,000kl
（24,000/210,000×0.960）＋（10,000/200,000×0.883）＝0.153

ベンチマークの対象事業所は、高岡工場、仙台工場。
ベンチマークとの差は、0.150－0.153＝▲0.003
＜未達理由＞
ベンチマークに比べ、“0.003”未達であった。
その理由としては、多品種少量生産により加熱・加工工程が増加したことやエネルギー効率が悪化したためである。

備考 判断基準のベンチマーク指標の算出に当たり補正係数を用いる場合には、補正前のベンチマーク指標、補正の根拠とな
る値及び補正算定式を記入すること。

洋紙製造業（４Ａ）のベンチマーク指標報告事業者は、当該事業における再生可能エネルギーの使用率及びその種類を
記入し、再生可能エネルギー使用率が72％未満の者は、当該使用率に応じたベンチマーク目標値及びその算定式を記入
すること。
貸事務所業（12）のベンチマーク指標報告事業者は、ベンチマーク指標の算出に当たり用いた面積区分（判断基準の別
表第５　備考６に規定する面積区分をいう。）ごとのエネルギー使用量及び延床面積を記入すること。また、ベンチ
マーク指標の算出に当たり特殊なエネルギー使用量及び特殊なネルギー使用面積（判断基準の別表第５　備考７に規定
する「特殊なエネルギー使用量」及び「特殊なエネルギー使用面積」をいう。）を控除した場合には、当該エネルギー
使用量及び使用面積を記入すること。



いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

 全て含めている いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

 大半含めている

 一部含めている

 含めていない

4

整備予定年を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

 実施している いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

 大半で実施している

 一部実施している

 実施していない

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

エネルギーの使用の合理化の基準Ⅰ．

　①エネルギー管理統括者の責務

ア. 設置している工場等ごとにおけるエネルギーの使用の合
理化に関する業務（エネルギーを消費する設備及びエネ
ルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネル
ギーの使用の方法の改善及び監視）の実施状況等を把握
すること。

Ⅰ－１　全ての事業者が取り組むべき事項

（１）取組方針の策定

設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理
化に関する取組方針（中長期的な計画を含む。以下「取組方
針」という。）を定めること。

取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、当
該目標を達成するための設備の運用、新設及び更新に対する
方針を含めること。

（２）管理体制の整備

設置している全ての工場等について、全体として効率的かつ効果的
なエネルギーの使用の合理化を図るための管理体制を整備するこ
と。

（整備完了予定年 年度）

（３）責任者等の配置等

(2)で整備された管理体制に「エネルギー管理統括者」、「エ
ネルギー管理企画推進者」並びに「エネルギー管理者」及び
「エネルギー管理員」を配置すること。

イ. 取組方針に従い、エネルギー管理者及びエネルギー管理
員に対し取り組むべき業務を指示するなど、当該取組方
針に掲げるエネルギーの使用の合理化に関する目標の達
成に係る監督を行うこと。

ウ. 取組方針の遵守状況やエネルギー管理者及びエネルギー
管理員からの報告等を踏まえ、次期の取組方針の案を取
りまとめ、取締役会等の業務執行を決定する機関への報
告を行うこと。

エ. エネルギーの使用の合理化に資する人材（エネルギー管
理者及びエネルギー管理員等）を育成すること。

策定している

策定していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

配置済み

一部配置している

配置していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

「特定表」作成のポイント 特定－第８表 ①判断基準

事業者のエネルギーの使用の合理化に関する判断基準の遵守状況
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整備していない場合
は整備完成予定年を
記載して下さい

特定ー第８表 事業者のエネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵守状況

1-1(1)の取込
方針を「策定
していない」
を選択した場
合、1-1(3)①ｲ、
ｳ③ｲ、(5)から
(8)は「実施し
ていない」を
選択して下さ
い

該当する項目に「●」印
を付けてください



「特定表」作成のポイント 特定－第８表 ②判断基準の続き

事業者のエネルギーの使用の合理化に関する判断基準の遵守状況
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いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

0  全ての工場等で実施している いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

 大半の工場等で実施している

 一部の工場等で実施している

 実施していない

0  実施している いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

 一部実施している

 実施していない

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

ウ. ア．のエネルギー管理を踏まえた工場等のエネルギーの
使用の合理化の状況に係る分析結果についてエネルギー
管理統括者に対する報告を行うこと

（４）資金・人材の確保

エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保す
ること。

（５）従業員への周知・教育

設置している全ての工場等における従業員に取組方針の周知を図る
とともに、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する教育
を行うこと。

（６）取組方針の遵守状況の確認等

客観性を高めるため内部監査等の手法を活用することの必要性を検
討し、その設置している工場等における取組方針の遵守状況を確認
するとともに、その評価を行うこと。なお、その評価結果が不十分
である場合には改善を行うこと。

イ. 取組方針やエネルギー管理統括者からの指示等を踏ま
え、エネルギーの使用の合理化に関する業務を確実に実
施すること。

取組方針及び遵守状況の評価方法を定期的に精査し、必要に応じ変
更すること。

（８）文書管理による状況把握

(1)取組方針の策定、(2)管理体制の整備、(3)責任者等の配置等、
(6)取組方針の遵守状況の確認等及び(7)取組方針の精査等の結果を
記載した書面を作成、更新及び保管することにより、状況を把握す
ること。

　②エネルギー管理企画推進者の責務

エネルギー管理統括者とエネルギー管理者又はエネルギー管
理員の間の意思疎通の円滑化を図ること等によりエネルギー
管理統括者の業務を補佐すること。

　③現場実務を管理する者の責務

ア. 設置している工場等ごとにおけるエネルギーの使用の合
理化に関する業務（エネルギーを消費する設備及びエネ
ルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネル
ギーの使用の方法の改善及び監視）の実施状況等を把握
すること。

（７）取組方針の精査等

実施している

一部実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない



いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

0 いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

0 いずれかのオプションボタンに●印を記入して下さい

Ⅱ．

ISO50001の活用状況

エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置

（取得予定年 年度）

年度）

(３)エネルギー消費量の大きい設備の廃熱等の発生状況を、優先順位等
をつけて把握・分析し課題を抽出すること。

Ⅰ－２

１　工場等単位、設備単位での基本的実施事項

(４)既存の設備に関し、エネルギー効率や老朽化の状況等を把握・分析
し、エネルギーの使用の合理化の観点から更新、改造等の優先順位
を整理すること。

(５)エネルギーを消費する設備の選定、導入においては、エネルギー効
率の高い機器を優先するとともに、その能力・容量に係る余裕度の
最適化に努めること。

(１) 設備の運転効率化や生産プロセスの合理化等による生産性の向上を
通じ、エネルギーの使用の合理化を図ること。

(２)エネルギー管理に係る計量器等の整備を行うこと。

（整備予定年

(６)休日や非操業時等においては、操業の開始及び停止に伴うエネル
ギー損失等を考慮した上でエネルギー使用の最小化に努めること。

整備していない一部整備している整備している実施していない一部実施している実施している実施していない一部実施している実施している実施していない一部実施している実施している実施していない一部実施している実施している整備していない一部整備している整備している配置していない配置している整備していない整備している

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

認証取得している

認証取得を検討している

検討していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

「特定表」作成のポイント 特定－第８表 ③判断基準の続き

事業者のエネルギーの使用の合理化に関する判断基準の遵守状況
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「取得認証を検討している」に
チェックを付けた場合は、
取得予定年を記入して下さい



「特定表」作成のポイント 特定－第９表 ①合理化・平準化

その他事業者が実施した措置

2021年度において、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し実施した省エネ活動、
体制整備等の措置について記入して下さい

2019

37

特定ー第９表



「特定表」作成のポイント 特定－第９表 ②実施状況

その他事業者が実施した措置

38

特定ー第９表

内容 中長期計画
作成指針

該当する工場等 中長期計画書
記載の有無

実施状況

熱交換器の回収 電気供給業２（３）製
造業２（２）

A工場
B工場

有 ○

廃熱回収装置導入 製造業１（３） A工場
B工場

有 △

脱硫装置の回収 ー A工場
B工場

有 ×

ボイラー設備の更新 電気供給業２（３） B工場 有 ○

照明設備のLED化 電気供給業２（３）
製造業２（２）

全ての工場 有 △

高圧変圧器を高効率変圧器へ更新 ー 全ての工場 有 ×

記載した各計画内容の実施状況を記載してください。
なお、複数年度にわたって実施する事項について報告対象年度
に実施予定であった部分の実施状況を記載してください。
○予定どおり実施
△計画より小規模の投資、実施の遅延があったが実施
×未実施
－中長期計画に記載無し

昨年度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画において、
報告対象年度に実施することとされた内容を転記して下さい。なお、中長期
計画書に記載が無いものについてもここに記載することは可能です。

3．中長期計画書記載事項の実施状況



「特定表」作成のポイント 特定－第９表 ③新設した発電専用設備

※該当する事業者のみ記入

①

②

③

当該年度より運転を開始した発電専用設備

について記載する項目です

① 燃料ごとの基本情報欄には、新設時に

想定する項目を記入

② 「設計効率」欄には、新設時に想定す

る定格の発電効率を記入

③ 発電効率の算出に用いた新設時に想定

する年間の量を記入

特定第９表

39

４ 新設した発電専用設備に関する事項（該当する事業者のみ記入）



「特定表」作成のポイント 特定－第９表 ④バイオマス混焼発電専用設備

※該当する事業者のみ記入

バイオマス燃料を混焼し、平成28年度

以降に運転開始したもの（バイオマス燃

料又は副生物を石炭と混焼し、平成31

年度以降に発電専用設備の新設に当

たっての措置の適用をうけるものを除く）

についてのみ記入

特定第９表

40

該当する事業者は、次に掲げるものに

ついて記入します

① バイオマス燃料を混焼し、平成28年

度以降に運転開始したもの（次に掲

げるものを除く）

② バイオマス燃料又は副生物を石炭

と混焼し、平成31年度以降に発電

専用設備の新設に当たっての措置

の適用をうけるもの

５ バイオマス混焼等を行う発電専用設備に関する事項（該当する事業者のみ記入）



〒

現在の指定区分
（指定区分に変更がある場合には、

□を■とする）

エネルギー
管理定工場
等番号

工場等の名称 工場等の所在地
日本標準産業分類に
おける細分類番号

工場等に係る
事業の名称

（ 指定区分の変更手続きが必要 ■ ） ○○○○○○○○○

第 一 種

0000000
Ａ工場 123-4567

0 0 0 0

（例）Ａ工場は第１種指定工場等であるが、節電対応や、省エネルギー取組の成果等により過去数年のエネルギー

使用量は原油換算3,000 klを下回り、第２種指定工場等区分のエネルギー使用量になった場合

→（指定区分の変更手続き）

「特定‐第１０表 」の「指定区分の変更手続きが必要」にチェック

指定区分が変更となる場合

・指定区分の変更手続きが必要な場合、特定第10表の「指定区分の変更手続きが必要」にチェックを入れる

必要があります

※指定区分変更の対象となるのは、工場等の指定区分が「２種→１種」と「１種→２種」になる場合のみ

※エネルギー管理指定工場等の取り消しが必要な場合には、

別途「エネルギー管理指定工場等指定取消申出書」が必要です

「特定表」作成のポイント 特定－第１０表 ①指定区分の変更

エネルギー管理指定工場等番号に間違いが無いか確
認して下さい
※特定事業者番号を記入しないよう注意して下さい

現在の指定区分を記載

※変更後の区分を記載しないよう

注意して下さい 41



指定区分が変更となる場合（１種→2種、2種→1種）

「特定表」作成のポイント 特定－第１０表 ②区分変更・取り消し

第10表 指定変更の手続きとその後の対応

定期報告書の提出後、当局からエネルギー管理指定工場等の指定区分を変更する旨の弁明通知が送付

されます。受け取った通知に従って手続きを進めて下さい

また、指定区分変更後６ケ月以内にエネルギー管理者又はエネルギー管理員を選任し、最初の７月末

までに選解任届を提出して下さい

＊新たな指定通知は、翌年の4月～5月頃になりますのでご了承ください

エネルギー管理指定工場等の取消し手続き

・エネルギー管理指定工場等の取り消しが必要な場合には、別途、
「エネルギー管理指定工場等指定取消申出書」を提出が必要です

・第一種（第二種）エネルギー管理指定工場等指定取消申出書 ： 様式第５
＊工場等で事業を行わなくなったとき（廃止、移転、譲渡、分社等）、

工場のエネルギーの年度使用量が1,500 kl以上とならないことが明らかになったときに提出

※様式第５は、関東経済産業局のホームページよりダウンロードできます
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/yoshiki.html

42

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/yoshiki.html


〒

○○○○○○ 1,582 kl○○○○○○○○○D工場

123-4567

0 0 0 0

工場等の名称 工場等の所在地
日本標準産業分類に

おける細分類番号
工場等に係る事業の名称

エネルギーの使用量

（原油換算ｋｌ）

こちらに記載いただいた情報をもとに、当該工場等の指定手続きを行います。

（例）D工場は非指定工場であったが、製造量の増加等により、2021年度のエネルギー使用量
が原油換算で1,500klを上回り、第２種エネルギー管理指定工場等相当になった場合

特定ー第11表に記載した工場等の新規指定の手続きと指定後の対応

・Ｄ工場については、定期報告書の提出後、当局からエネルギー管理指定工場等に指定する旨の弁明通知が送付されます

・指定後６ケ月以内にエネルギー管理者又はエネルギー管理員を選任し、その後の最初の７月末までに選解任届を提出して下さい

・Ｄ工場のエネルギー使用量は、事業者全体（特定表）のエネルギー使用量から除外しないようご注意下さい

＊新たな指定通知は、翌年の4月～5月頃になりますのでご了承ください

指定工場等の指定を受けていない工場等が1,500klを上回った場合

「特定表」作成のポイント 特定－第１１表 ①新規指定対象工場

①特定第11表に該当工場について記入

②11表に記載した工場についても、指定表を作成（指定工場等番号、エネルギー管理者（員）は空白で可）

事業者全体ではなく、
工場、事業場単位で1500klを上回った場合に記入

43

特定‐第１１表　現在エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は

                     管理関係エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、エネルギーの使用量が令第６条に

                     定める数値以上の工場等の一覧
現在エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、エネルギーの使用量が令第２条第１項に定める数値

（1,500kl）以上の工場等をすべて記入すること。

こちらに記載いただいた情報をもとに、当該工場等の指定手続きを行います。



＜アプリ版のツールを使用している場合＞

間違えやすいポイント

指定工場等の指定を受けていない工場等が1,500klを上回った場合

「特定表」作成のポイント 特定－第１１表 ②新規指定対象工場の続き

複数の事業所をまとめて登録した場合、その合計量が1500klを上回っている場合は、

自動的に11表に記載されますので、必ず「その他の情報入力」、「特定‐第１１表」に おいて、

「特定－第１１表から削除する事業所」欄の当該事業所に、チェックを入れて下さい

複数事業所をまとめて登録した場
合で、単一の事業所では1500kl未
満の場合は、必ずチェックを入れ
て下さい

44



①当該報告対象年度を記入

②日本標準産業分類に基づいた事業の名

称、細分類番号、当該事業を所管する

大臣を記入

※事業が1種類であっても、事業者全体

の数値及びその内訳をいずれも記入

③特定連鎖化事業者のみ、商標又は商号

等を記入

④排出量は小数点以下切り捨て

小数点の処理は、事業者全体の量と、

業種ごとの量、それぞれ別々に行う

製鋼・製鋼圧
延業

２ １２ ２

２ ２ ０ ０

主として管理事務
を行う本社等

経済産業大臣

経済産業大臣

３８，３７３

３５，２２７

２，９３９

製鋼・製鋼圧
延業

２ １２２
経済産業
大臣

2021

①

②

③
②

④

経済産業大臣

その他の管理、補助
的経済活動を行う事
業所

２０７２ ２ ０ ９

「特定表」作成のポイント 特定－第１２表 ①温室効果ガス排出量

温室効果ガス（CO2）排出量の記入（１）

（特定－第１２表１）

事業者の全体及び事業分類ごとのエ

ネルギー起源CO2排出量等を記入

細分類番号ごとに集
計した数値の合計が
入ります

45

特定ー第１２表

④の合計に合うように案分
（特定第3表のエネルギー
使用量比と一致）



（特定－第１２表２）

「特定表」作成のポイント 特定－第１２表 ②調整後排出量

温室効果ガス（CO2）排出量の記入（２）

３８,154

電気事業用の発電所又は熱供給事業用の熱供給施設を設置

している事業者のみ、

燃料の使用に伴って発生するCO2の温室効果ガス算定排出

量を記入

調整後温室効果ガス排出量を記入

（特定－第１２表３）

６．５ガス（非エネルギー起源CO2、 CH4、N2O、HFC、

PFC、SF6、NF3 ）の報告を行う場合には、

これらのガスの排出量も含めた調整後排出量を記入

全事業者、入力が必須です

★エネルギー起源二酸化炭素排出量や調整後温室効果ガス

排出量の計算には、「エネルギー起源二酸化炭素排出量

計算支援ツール」（EXCEL形式）を用意しています

下記ホームページからご利用下さい

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/yoshiki.html
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作成支援ツールの使用により自動的に入力されます

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/yoshiki.html


「特定表」作成のポイント 特定－第１２表 ③温室効果ガス排出係数

電気の排出係数の記入

① 『係数の値』
他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排
出量を算定した際に用いた基礎排出係数を記入します

④ 『係数の値』
調整後温室効果ガス排出量の算定に関し、他人から
供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算
定した際に用いた調整後排出係数を記入します

他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等の算定に用いた係数を記入

② 『係数の根拠』
①で記入した排出係数の根拠を記入します
例えば、Ａ社から電気の供給を受けている場合は、
「Ａ社の基礎排出係数」と記入します

③ 『係数の適用範囲』
①で記入した排出係数を用いた範囲を記入します

⑤ 『係数の根拠』
④で記入した排出係数の根拠を記入します
例えば、Ａ社から電気の供給を受けている場合は、
「Ａ社の調整後排出係数」と記入します

⑥ 『係数の適用範囲』
④で記入した排出係数を用いた範囲を記入します

④ ⑤ ⑥

① ② ③

※他人から供給された電気を使用する場合、入力が必須です
作成支援ツールの使用により自動的に入力されます

電気事業者別排出係数の注意

（特定－第１２表４の１）
二酸化炭素の温室効果ガス排出量の
算定に用いた基礎排出係数を記入

（特定－第１２表４の２）
二酸化炭素の調整後温室効果ガス排出量の
算定に用いた調整後排出係数を記入

＜電気事業者別排出係数＞
・「小売電気事業者」または「一般送配電事業者」の係数
※基本的には「小売電気事業者」の係数を使用
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・メニュー別契約をしている場合 ➡ 該当契約しているメニュー別係数を選択
・メニュー別契約をしていない場合 ➡「残差」と書かれているものを選択
・「残差」の数値が公表されていない場合 ➡「参考値」と書かれているものを選択

電気事業者のメニューの確認

⑦ 『事業者のメニューの確認』
電気事業者のメニューの選択結果を確認して下さい

⑦



「特定表」作成のポイント 特定－第１２表 ④権利利益の保護

特定－第１２表 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無

『権利利益の保護に係る請求の有無』

・ 権利利益の保護請求を行わない場合は、「２．無」に○印を付けます

・ 権利利益の保護請求を行う場合は、「１．有」に○印を付けます

※「１.有」に○印を付けた場合は、

温対法の様式第１の２（権利利益の保護に係る請求書）にも記入し、

定期報告書と併せて提出します

『その他の関連情報の提供の有無』

・排出量の関連情報の提供を行わない場合は「２．無」に○印を付けます

・行う場合は、「１．有」に ○印を付けます

※「１．有」に○印を付けた場合は、温対法の様式第２にも記入し、

定期報告書と併せて提出します

① ② ※有無の選択は必須です
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権利利益の保護の請求の有無及びその他の関連情報の提供の有無の記入

①

②

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/houkoku_form1-2_R03.pdf

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/houkoku_form2_R04.pdf

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/houkoku_form1-2_R03.pdf
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/houkoku_form2_R04.pdf


「指定表」作成のポイント 指定工場等ごとの報告

エネルギー管理指定工場等ごとの報告について

• ここまでは、特定事業者全体のエネルギー使用量等の報告部分（特定表）の説明で
した
５２ページからは、事業者が設置する工場等のうち、エネルギー管理指定工場等に
指定されている工場等におけるエネルギー使用量や判断基準の遵守状況等の報告

（指定表）の説明です
• なお、指定表は、特定表の書き方と共通部分が多いため、指定表特有の部分について

のみの説明です

事業者全体の
エネルギー使用量等の報告
（特定-第１表～第１２表）

指定工場等の
エネルギー使用量等の報告
（指定-第１表～第１０表）

※指定工場等ごとに作成

＋

Ｐ７～Ｐ４８にて説明 Ｐ５０～Ｐ５４にて説明

指定表

第１表 Ｐ５１～Ｐ５２ にて説明

第２表 特定－第２表と同等の内容のため省略（Ｐ９～Ｐ１３ ）

第３表 Ｐ５２ にて説明

第４表 エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値について記入

第５表 エネルギー消費原単位及び電気需要平準化評価原単位を記入
（特定第３表の説明を参照（Ｐ１４～Ｐ１５）

指定表

第６表 特定－第４表と同等の内容のため省略（Ｐ２３～Ｐ２８）

第７表 特定－第５表と同等の内容のため省略（Ｐ２９～Ｐ３０）

第８表 Ｐ５３～Ｐ５４にて説明

第９表 特定－第９表と同等の内容のため省略（Ｐ３７～Ｐ３８）

第１０表 特定－第１２表と概ね同等の内容のため省略
（４５～Ｐ４８）
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「指定表」作成のポイント 指定－第１表 ①表紙

① 「エネルギー管理指定工場等番号」の欄には、

関東経済産業局から通知された「指定番号」

を記入

②「エネルギー管理指定工場等の名称」の欄に

は、企業名の他、○○工場、△△事業場等

を記入し、本社に併設している等で特に工場

名を用いてない場合は企業名を記入

※なお、当該工場等の名称に変更があった場合
は、当該表の「エネルギー管理指定工場等の

名称」欄に変更前後の名称をそれぞれ記入す

るとともに、特定-第１０表の「工場等の名称」

欄にも同じく変更前後の名称をそれぞれ記入

③「主たる事業」及び「細分類番号」の欄は、工

場等で行っている主な事業を記入

ただし、ひとつの工場等において複数の事業

を行っている場合には、主たる事業を当該工

場等の事業とする

④「エネルギー管理者(員)の職名・氏名・連絡先」の欄には、当該工場等が選任しているエネルギー管理者又は管理員

の職名・氏名及びエネルギー管理士免状番号又は講習修了番号を記入

「電話・FAX」の欄には、定期報告書に関して問い合わせが可能な担当部署の電話番号、FAX番号及びメールアドレス

を記入

②

③

④

注意！！ 指定を受けていない工場等であっても、使用量が1500ｋｌを上回る工場等（特定第11表に記載の工場
等）がある場合は、指定表の提出が必要です

※ 未指定の場合は、指定工場番号・エネルギー管理者（員）の選任状況については空欄

①

特定事業者番号と指定工場番
号は異なりますので、ご注意
ください。
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指定ー第１表



・事業場 →プルダウンで上の

「工場等であって専ら事務所」 を選択

・工場 →プルダウンで下の

「工場等」を選択

「指定表」作成のポイント 指定－第１表 ②入力・計算補助での対応

間違えやすいポイント ＜ Excelツールを使用している場合＞

①１番で入力する番号は、特定事業者番号です

工場用ツールＳＴＥＰ１のシート

②２番で建物の用途を選択します
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（7桁の特定事業者番号を入力して下さい） ※「指定工場等番号」ではございませんのでご注意ください。



「指定表」作成のポイント 指定－第３表 ①主要設備の概要、他

主要設備の概要、稼働状況及び新設、改造又は撤去の状況

① 判断基準に定めた「新設にあ

たっての措置」に該当する機器、
中長期的な計画作成のための指
針に掲げた設備、その他省エネ
に係る設備を記入

➁ 年間稼働日数と１日の平均稼働

時間を記入

③ 原則として、各設備の年間のエ

ネルギー消費量の総計が、当該
工場の総エネルギー使用量の
80%を網羅するように記入

④ 新設や改造、撤去を行った場合

には、設備の名称の後に括弧書
きで「新設」「改造」「撤去」
のいずれかを記入の上、「新設、
改造又は撤去の状況」に記入

①

②

③

④
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指定ー第３表



管理標準の設定の状況

0 0 0

( %) ( %) ( %)

0 0

新設・更新に当たっての措置

空気調和設備、換気設備に関する
計測及び記録

空気調和設備、換気設備の保
守及び点検

対象項目
〈設備〉

運転の管理 保守及び点検

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況

計測及び記録

空気調和設備、換気設備の新
設・更新に当たっての措置

(1)　空気調和設備、
換気設備

保守及び点検に関する管理標
準の設定の状況

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況

管理標準に定めている保守及
び点検の実施状況

空気調和設備、換気設備の管
理

新設・更新の際、判断基準ど
おり措置した

新設・更新の際、判断基準ど
おり措置していない

当該年度に設備を新設・更
新していない

設定済

一部設定済

未設定

実施している

一部実施している

実施していない

実施している 実施している

一部実施している一部実施している

実施していない実施していない

設定済

一部設定済

未設定 未設定

一部設定済

設定済

「指定表」作成のポイント 指定－第８表 ①管理標準

判断基準に基づいた管理標準の設定および実施状況のチェック

指定－第8表１ に記入
エネルギー管理指定工場等が

「専ら事務所」の場合

「工場」の場合 指定－第8表２ に記入

管理標準の
実施状況

管理標準の
設定状況

新設措置
の状況

●

70

※管理標準が未設定の場合、
管理状況・実施状況は
「実施していない」
を選択して下さい

（※例は、「１．専ら事務所」の様式を使用）
※設定の状況が一部設定済であっても、それをすべて実施し
ていれば、管理状況・実施状況は 「実施している」に記入 53

※アプリツールは「基本情報入力」より、エクセルツールは「STEP1（第1入力頁）」より選択どちらかを選択が必要です。

●

●

●

●

●

●



(4)　熱の動力等への変換の合理化

管理標準の設定の状況

0

( %) ( %) ( %)

管理標準の設定の状況
0

0 0 0

( %) ( %) ( %)

0

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況

保守及び点検に関する管理標
準の設定の状況

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況

管理標準に定めている保守及
び点検の実施状況

(4-2)　発電専用設
備

保守及び点検に関する管理標
準の設定の状況

発電専用設備に関する計測及び
記録

発電専用設備の保守及び点
検

管理標準に定めている保守及
び点検の実施状況

管理標準に定めている管理の
状況

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況

(4-1)　蒸気駆動の
動力設備

蒸気駆動の動力設備の管理 蒸気駆動の動力設備に関する計
測及び記録

蒸気駆動の動力設備の保守
及び点検

蒸気駆動の動力設備の新設・更
新に当たっての措置

発電専用設備の新設に当たって
の措置

発電専用設備の管理

新設の際、判断基準どおり
措置した

新設の際、判断基準どおり
措置していない

当該年度に設備を新設して
いない

設定済 設定済 設定済

一部設定済 一部設定済 一部設定済

未設定 未設定 未設定

実施している 実施している 実施している

一部実施している 一部実施している 一部実施している

実施していない 実施していない 実施していない

新設・更新の際、判断基準
どおり措置した

新設・更新の際、判断基準
どおり措置していない

当該年度に設備を新設・更
新していない

設定済 設定済 設定済

一部設定済 一部設定済 一部設定済

未設定 未設定 未設定

実施している 実施している 実施している

一部実施している 一部実施している 一部実施している

実施していない 実施していない 実施していない

Ａ社のA事業所（製造業）
＜前提＞

・ Ａ社のＡ事業所は「エネルギー管理指定工場等」の指定を受けている

・ 業種は「製造業」であるため、「２．工場等（専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く工場等）」に

おける判断基準に基づいた管理標準を作成

・ エネルギー消費設備では、発電用設備、コージェネレーション設備は設置していない

「指定表」作成のポイント 指定－第８表 ② 管理標準の続き

該当の設備が無い場合

（※例は、「２．工場」の様式を使用）

定期報告書は、判断基準の確認を求めるため、様式には、全ての設備が掲載されています
対象の事業所に設置していない設備は、項目全体を斜線で消して下さい

該当なし

EXCEL版ツールの場合

右側にある「該当なし」
ボタンをクリックすると
斜線が引かれます
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３．定期報告書等の提出について

55

①電子申請

②紙媒体での提出

提出形態



定期報告書等の提出 電子申請の場合 ①電子化への推奨

提出窓口

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告
システム（EEGS）」は、経産省以外の
省庁（農水省等）にも同時に報告書を提
出することが可能です

定期報告書作成
支援ツール

xml

地方経済産業局

事業者の皆様

修正依頼（※）

※修正が必要な場合は、システムにご登録いただいた
メールアドレスあてご連絡いたします

修正済データを
再度アップロード

受付・内容チェック

電子政府の普及および省エネルギー・省資源の観点から、定期報告書及び中長期計画書の提出
について、電子化への一層の推進にご協力をお願いします

◼ 定期報告書等の提出は電子申請による電子データの提出を推奨します ※１

◼ 提出いただく定期報告書の電子データは、xml形式（※２）を原則とします ※３

◼ 電子データの正確性を期するため、「定期報告書作成支援ツール」のご利用をお願いします

※１ 紙媒体による報告を無効とするものではありません、可能な範囲で電子化へのご協力をお願いいたします

※２ xmlとは、複数のシステムにおける情報のやりとりを容易にする電子データの形式です

支援ツールから出力することができます (xmlデータ出力方法は次ページを参照）

※３ データの差し替えが不可能なpdfその他の形式の電子データを、参考として添付いただいても結構です

持参・郵送等の手間を省略

56

事業者の皆様

ツールで作成したデータを
システムにアップロード
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定期報告書等の提出 電子申請の場合 ②EEGSによる報告

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）」または既存の「省エネ法・温
対法電子報告システム」のログインＩＤを取得していない場合は、事前にシステムを使用
するための電子情報処理組織使用届出書（様式第43）を提出する必要があります。

※様式第43
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/

電子情報処理組織使用届出書の提出

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/


定期報告書等の提出 電子申請の場合 ②xmlデータ出力方法

アプリ形式

EXCEL形式

「はじめに」のシートから、
xml出力ボタンを押します

報告書出力の
「提出書類の出力」から
「xmlファイルに出力」

を選択します
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定期報告書等の提出 電子申請の場合 ④参考資料

定期報告書等の電子化において必要な様式・ツール等
■電子情報処理組織使用申請届出（様式第43）
→電子申請の利用をご希望の方は、本届出を事前に所管の地方経済産業局へご提出下さい

利用に際し必要なID/パスワードを発行し、通知いたします

※届出からID/パスワードを発行するまでには1ヶ月程度日数を要します

ご希望の方はお早めにお手続き下さい

■定期報告書作成支援ツール（エクセル版／アプリ版）：
→本ツールを利用することで、定期報告書の電子データを簡易に作成することができます

■省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)：
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

→経産省を含む複数省庁宛の省エネ法の定期報告書及び温対法の報告書等が提出できます

★省エネ法・温対法・フロン法電子報告システムを利用するメリット

・複数省庁への一括提出が可能です
・提出前にエラーチェックができます
・提出したデータはシステムに５年間保存できます

■各種届出及び報告書等の様式、手続きの詳細については、以下のHP等をご参照いただくか、
資源エネルギー庁省エネルギー課もしくは最寄りの地方経済産業局までお問合せ下さい
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/
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定期報告書等の提出 紙媒体での提出の場合

● 中長期計画書・定期報告書の提出期限 ２０２２年度は ８月１日です。
※期日厳守でお願い致します

※期限後に提出された場合は、５年度間平均エネルギー消費原単位を年１％低減等の水準を満たして
いてもクラス分け評価制度でSクラス（省エネ優良事業者）にはなりません

（Sクラス公表及び税制優遇措置等は受けられません）

● 提出部数は1部です
ただし、関東経済産業局受付の控えの送付を希望する場合は、切手を貼付した返信用の封筒

を必ず同封の上、 正副計2部（１部提出用、１部返送用は表紙のみとする）を提出して下さい

返信用封筒により、返送いたします

※定期報告書及び中長期計画書とともに選任・解任届出書を提出される場合で、控えの送付を

希望する場合は、それぞれの返信用封筒を同封して下さい

「定期報告書記入要領」は下記のホームページに用意しています
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/report
_2022.html#aa03

● 関東経済産業局への届出、報告、提出先

〒 330-9715 
埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１

さいたま新都心合同庁舎１号館
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課

※他省庁宛の届出は、それぞれの省庁に提出して下さい

● 提出先
関東経済産業局 及び 各事業所管大臣
事業所管大臣への提出については、「定期報告書記入要領」巻末の『別添資料１』の２．に示す

「事業所管大臣の一覧」を参照し、同『別添資料１』の３．に示す「定期報告書の提出先 一覧

（事業所管大臣）」のうち、該当するすべての機関の長あてに各１部ずつを提出して下さい
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