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＜作成する目的＞
エネルギー使用合理化の目標達成のため、中長期的な省エネルギー対策に関する
設備投資計画等を作成する。
※エネルギー使用合理化の目標（省エネ法施行規則 第三十五条第二項参照）
・ ５年度間平均原単位を年１％以上低減またはベンチマーク制度の対象業種・分野において設定された、事業者が中長期的に目指すべき水準

＜作成内容＞
①設備投資を伴う省エネ計画（３年～５年）とその期待効果
②その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
③前年度計画との比較

＜提出＞

提出期限：2022年 8月 1日（月）
提出先 ：主たる事務所（本社）所在地が１都１０県 → 関東経済産業局

および
当該事業者が設置しているすべての工場等に係る事業の所管省庁

※１都１０県＝茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

中長期計画書とは
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「省エネポータルサイト」において様式をダウンロード
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/#aa03

省エネポータルサイト ＞ 定期報告書、中長期計画書の作成とベンチマーク制度 ＞ 中長期計画書の作成

中長期計画書の様式

← この様式でご提出下さい

← 記入要領もご一読ください

← Ⅲ表記入時に
ご確認下さい



様式第８（第35条関係）

代表者の役職名 代表取締役社長

代表者の氏名 経済　太郎

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１５条第１項、第２６条第１項又は第３７条
第１項の規定に基づき、次のとおり提出します。

住　所 埼玉県さいたま市中央区△△△　〇－〇

法人名 株式会社□△〇工業

法人番号 1234567890123

2022 年 月 日

※受理年月日

※処理年月日

中　長　期　計　画　書

関東経済産業局長 殿

〇 〇
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①※の欄は記入しないでください。

②主たる事務所（本社）所在地が１都

10県の場合は「関東経済産業局長」を

記入してください。

③提出年月日を記入してください。

提出期限は2022年8月１日です。

④定期報告書の表紙と同じ内容を記入し

て下さい。

・法人名：正式名称を略さずに記入

・法人番号：国税庁ホームページに掲載

されている法人番号検索から

13桁の番号を記入

・社印、代表者の印は不要です。

中長期計画書 表紙

②

③

④

①



〒

－ － ）

）

（ )年度　～ （ )年度

メールアドレス 　××××＠×××．××．××

　中長期計画書の
　提出免除の希望

中長期計画書の提出頻度の軽減の条件に該当しており、当該条件を満た
す限り、翌年度以降は下記の計画期間中の中長期計画書の提出免除を

　本計画書の計画期間 2022 2026

　エネルギー管理統括者の
　職名・氏名

 職名　取締役（環境・ＣＳＲ担当）

 氏名　省エネ　一郎

　エネルギー管理企画推進者の
　職名・氏名・勤務地・連絡先

 職名　エネルギー環境技術部　次長

 氏名　省エネ　二郎

 電  話（ ×× ×××× ××××

 ＦＡＸ（

 エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号

××－2019－×－××××

 勤務地 　000-0000

埼玉県さいたま市中央区△△△　〇－〇

　主たる事業 製鋼・製鋼圧延業

　細分類番号 2 2 2 1

0 0

　事業者の名称 株式会社□△〇工業

　主たる事務所の所在地
〒 　000-0000

埼玉県さいたま市中央区△△△　〇－〇

　特定事業者番号、特定連鎖化
　事業者番号又は認定管理統括
　事業者番号

0 0 0 0 0

Ⅰ　特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の名称等

希望する

中長期計画書 Ⅰ表
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①「主たる事業」及び「細分類番号」は定期

報告書「特定‐第１表」と同じものを記入して

ください。

②エネルギー管理企画推進者または作成

実務者の電話番号、メールアドレスを記入

して下さい。

記載内容について連絡することがあります

ので、電話番号とメールアドレスは必ず記

載してください。

③2022年度または2023年度を始期として３
～５年度間を記入してください。

★定期報告書は2021年度の活動報告
中長期計画書は2022年度以降の
活動計画を記載していただきます

①

②

→ 詳細は次ページ

③



希望する

（ )年度　～ （ )年度

　中長期計画書の
　提出免除の希望

　本計画書の計画期間 2022 2026

中長期計画書の提出頻度の軽減の条件に該当しており、当該条件を満た
す限り、翌年度以降は下記の計画期間中の中長期計画書の提出免除を

中長期計画書 Ⅰ表
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①「中長期計画書の提出免除が希望でき

る条件」を満たしていて、希望する場合

はチェックを入れて下さい。

①

中長期計画書の提出頻度軽減について

　省エネ取組の優良事業者について、中長期計画書の提出頻度Gあ軽減されます。
（直近過去2年度以上連続S評価の事業者で希望者のみ）

１．基本的な流れ
　（１）様式第８のⅠの「中長期計画書の提出免除の希望」欄　□希望する　をチェック（□を■とする）
　（２）様式第８のⅠの「本計画の計画期間」欄に本計画の計画期間を記載
　（３）S評価を継続している限りにおいて、上限５年度間において中長期圭角を提出免除

（ケース１）中長期計画の計画期間中はS評価が継続した場合

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

定期報告
書の評価 A S S S S S

中長期計
画書

提出 提出
提出

(免除申請)
免除 免除 提出

　　中長期計画の計画期間４年の場合

（ケース２）中長期計画の計画期間中にS評価でなくなった場合

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

定期報告
書の評価 A S S S A S

中長期計
画書

提出 提出
提出

(免除申請)
免除 提出 提出

　　中長期計画の計画期間４年の場合



１．前年度のエネルギー使用量等

２．ベンチマーク指標の見込み

Ⅱ　計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果

エネルギー使用量
（原油換算kl）

1,000,000 kl

区分
対象となる事業の名称

（セクター）
ベンチマーク指標の状況

（単位）
対象事業のエネルギー
使用量（原油換算kl）

2(A指標) 電力供給業 Ａ指標 0.8 - 600,000 kl

1C
電炉による特殊鋼製造

業
0.7 kl/t 600,000 kl

6B ソーダ工業 1.2 GJ/t 200,000 kl

2(B指標) 電力供給業 Ｂ指標 38 ％ kl

2026 年度

目標年度 

2030 年度

1C 0.72 kl/t 0.75 kl/t

区分

ベンチマーク指標の見込み（単位）

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度

0.95 kl/tkl/t 0.85

2(A指標) 0.8 - 0.9 - 1.0 -

0.8 kl/t 0.82

2(B指標) 38 ％ 39 ％ 42 ％％ ％41 ％ 42

kl/t

- - 1.0 -

GJ/t 1.0 GJ/t 0.95 GJ/t6B 1.24 GJ/t 1.18 GJ/t 1.1 GJ/t 1.1
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中長期計画書 Ⅱ表１，２

①

①今年度提出の定期報告書の「特定第２表」のエネルギー使用

量の原油換算値(2021年度実績値)を記入して下さい。

②

②ベンチマーク指標の報告対象事業者のみご記入下さい。

「対象事業のエネルギー使用量」には、今年度提出の定期報告

書の「特定第２表」の202１年度実績値を転記して下さい。

複数のベンチマーク対象事業がある場合は行を追加して下さい。

③一番左側の欄は中長期計画書の提出年度の見込みの数値とし、

左側から計画期間の年度順に見込み値を記入して下さい。

計画期間が５年未満の場合、空欄には「－」を記入して下さい。

目標年度の欄には「2030年度」と記入して下さい。

ベンチマーク制度が改定された業種(区分※)は、改定後の指標

又は目指すべき水準を用いて見込み値を策定して下さい。

※区分：1B、1C、4A、4B、7A、7B、12、15

③



３．計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果

％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

年度 ％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

6B 2023 年度 1.3

％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

2 2023 年度 2.2 ％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

1C 2023 年度 2.0

原単位削減期待効果 2023 年度 4.0 ％

kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

　 2023 年度 kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

6B 2023 年度 12,500

kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

2 2023 年度 13,000 kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

1C 2023 年度 12,000

合計 2023 年度 40,038 kl

－ 　
高圧変圧器を高効率変

圧器へ更新
－ 全ての工場

21年4月
24年3月

38 kl

1C,2,6 　

照明設備のＬＥＤ化
電気供給業2(3)、

製造業2(2) 全ての工場
21年4月
23年3月

1,500 kl 6 〇

ボイラー設備の更新
電気供給業

2(3)
Ｂ工場

21年4月
23年3月

25,000 kl

脱硫装置の改修 －
Ａ工場
Ｂ工場

21年4月
23年3月

6,000 kl 6 　

廃熱回収装置導入 製造業1(3)
Ａ工場
Ｂ工場

21年4月
24年3月

2,500 kl

熱交換器の改修
電気供給業2(3)、

製造業2(2)

Ａ工場
Ｂ工場

21年6月
23年3月

5,000 kl 1C,2 　

－ 〇

内容
中長期計画
作成指針

該当する
工場等

着手時期
完了時期

エネルギー使用

合理化期待効果
（原油換算kl/年）

ベンチ
マーク
対象

新規
追加
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中長期計画書 Ⅱ表３

①
①設備投資を伴い、期待効果(削減量)を算出できる計画を

記入して下さい。

②「専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等」

「製造業」

「鉱業,電気供給業,ガス供給業,熱供給業」

「上水道業,下水道業,廃棄物処理業」

のいずれかで、計画内容が「中長期計画書作成指針」に記

載がある場合、該当する項番を記入してください

※「中長期計画書作成指針」はこちら※
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/ent
erprise/overview/laws/index.html#a02

③複数の工場・事業場が該当する場合は、それぞれの工場

等の名称を、全ての工場等が対象となる場合は、“全ての

工場等”と記入して下さい。

④着手時期(上段)：設備等の新設・改造等に

着手する又は着手した年月(年は西暦下二桁)

完了時期(下段)：新設・改造等を行った

設備等が稼働を開始する又は開始した年月

⑤ 202１年度のエネルギー使用量に対する計画完了

時点の年間削減量を原油換算(kl)で記入して下さい。

② ③ ④ ⑤

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/index.html#a02


％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

年度 ％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

6B 2023 年度 1.3

％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

2 2023 年度 2.2 ％

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

1C 2023 年度 2.0

原単位削減期待効果 2023 年度 4.0 ％

kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

　 2023 年度 kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

6B 2023 年度 12,500

kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

2 2023 年度 13,000 kl

うちベンチマーク指標
対象範囲の期待効果

1C 2023 年度 12,000

合計 2023 年度 40,038 kl

－ 　
高圧変圧器を高効率変

圧器へ更新
－ 全ての工場

21年4月
24年3月

38 kl

1C,2,6 　

照明設備のＬＥＤ化
電気供給業2(3)、

製造業2(2) 全ての工場
21年4月
23年3月

1,500 kl 6 〇

ボイラー設備の更新
電気供給業

2(3)
Ｂ工場

21年4月
23年3月

25,000 kl

脱硫装置の改修 －
Ａ工場
Ｂ工場

21年4月
23年3月

6,000 kl 6 　

廃熱回収装置導入 製造業1(3)
Ａ工場
Ｂ工場

21年4月
24年3月

2,500 kl

熱交換器の改修
電気供給業2(3)、

製造業2(2)

Ａ工場
Ｂ工場

21年6月
23年3月

5,000 kl 1C,2 　

－ 〇

内容
中長期計画
作成指針

該当する
工場等

着手時期
完了時期

エネルギー使用
合理化期待効果
（原油換算kl/年）

ベンチ
マーク
対象

新規
追加
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※⑥、⑨、⑪はベンチマーク指標の報告対象

事業者のみご記入下さい。

⑥計画内容がベンチマーク指標の改善に資す

る場合は、ベンチマークの「区分」番号を記

入して下さい。

⑦今回の計画から新たに加えたものは「○」

を記入して下さい。

⑧全ての計画内容が完了し、効果が発揮され

る年度とエネルギー使用合理化期待効果の合

計を記入して下さい。

⑨ベンチマーク対象範囲のエネルギー使用合

理化期待効果の合計を区分ごとに記入して下

さい。

⑩原単位削減期待効果(%)

⑪ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ対象範囲の原単位削減期待効果(%)

期待効果の合計（p.9の⑧）

2021年度のエネルギー使用量（p.7の①）
＝ ×100

ベンチマーク対象範囲の期待効果の合計（p.9の⑨）

2021年度のベンチマーク対象事業の
エネルギー使用量（p.7の②）

＝ ×100

⑥

⑧

中長期計画書 Ⅲ表、Ⅳ表

⑪

⑦

⑩

⑨



Ⅲ　その他エネルギーの使用の合理化に関する事項及び参考情報

１．従来からの「省エネ推進責任者会議」を改組し、エネルギー管理統括者（取締役（環境・CSR
担当））を委員長、エネルギー管理企画推進者（エネルギー環境技術部次長）を副委員長とし、
本社各部、支社、全工場から各1名の部長を委員とする「省エネ委員会」を立ち上げた。

２．本年より、全社的に固定エネルギー削減計画をスタートしており、この一環として3年間順
次、高効率照明等の導入、事務用機器・業務用機器の更新を基準エネルギー消費効率以上のもの
を採用することを決定した。

Ⅳ　前年度計画書との比較

削除した計画 該当する工場等 理由

ボイラー設備の更新 A工場 実施済み
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中長期計画書作成のポイント ー７

①省エネ効果を定量的に記入できないエネル

ギーの使用の合理化に向けた計画等について

記入して下さい。

また、この欄のみでは記入が困難な場合は、

CSR報告書等の関係資料を添付することもで

きます。

②前年度の中長期計画書に記載した項目のう

ち、今年度の中長期計画書の内容からは削除

した項目を記入して下さい。②

①
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中長期計画書作成時に 記載間違いの多い内容

間違い内容 正しい記載
備考

(本資料頁)

1

Ⅰ　特定事業者、特

定連鎖化事業者又は

認定管理統括事業者

の名称等

中長期計画書の

　提出免除の希望

中長期計画書の提出免除希望の意思表示

をしていない

提出免除の要件を満たしており、かつ中長期計画書の提出免除

を希望する場合は、意思表示をする必要があります。

※提出免除の要件を満たしていても■（或いは「レ」）の記入

がなければ、提出の免除は出来ません。

ページ６

2

Ⅰ　特定事業者、特

定連鎖化事業者又は

認定管理統括事業者

の名称等

本計画書の計画期間 本計画書の計画期間を記載していない。

又は誤記

計画期間の始期は提出年度（今回は2022年度）または提出年

度の翌年度として、３～５年度を目安に記入してください。

ページ５

3

Ⅱ １．前年度の

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量等

エネルギー使用量

（原油換算kl）

エネルギー使用量の誤記載 今年度提出された定期報告書の「特定－第2表」のエネルギー

使用量の原油換算値を記入ください。

・ 前年度（2020年度実績）の記入ではありません

ページ５


