
中長期計画書の作成 

特定事業者（特定連鎖化事業者）は、毎年、『中長期計画書』の提出が必要です。 
ここでは『中長期計画書』の記入方法について説明します。 

様式８ Ⅰ～Ⅳ 

1 

平成27年6月 

中国経済産業局 

エネルギー対策課 
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１－０．中長期計画の法的位置づけ 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、省エネ法という） 

第１４条 （中長期的な計画の作成） 

１．特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところのより、その 
 設置している工場等について第５条第１項に規定する判断の基準と 
 なるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標 
 に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に 
 提出しなければならない。 
2．主務大臣は、特定事業者による前項の計画の的確な作成に資するため、必
要な指針を定めることができる。 

3．主務大臣は、前項の指針をまとめた場合には、これを公表するものとする。 

（注）省エネ法 第５条第１項に規定する判断の基準となるべき事項 
エネルギーの合理化の目標および計画的に取り組むべき措置 

努力目標：事業者全体で（エネルギー消費又は電気需要平準化）原単位の年平均１％以上低減 
業種ごとのベンチマーク指標を向上又は低減 
ISO5001の採用について検討 
複数事業者による共同省エネの取組検討 



１－１．中長期計画の作成  
1．告示「中長期的な計画の作成のための指針」 

（３）鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業 

（１） 専ら事務所  

○製造業一般（特定４業種以外） 
○特定４業種： ・パルプ製造業及び紙製造業  ・石油化学系基礎製品製造業 ・セメント製造業  ・鉄鋼業 （２） 製造業 

（４） 上水道業，下水道業及び 廃棄物処理業 

ホテル、百貨店、スーパー、病院等業務用ビル、製造業本社ビルはここに含まれる 

専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものに
よる中長期的な計画の作成のための指針  

（平成２２年３月３０日 告示第１号） 

（平成２２年３月３０日 告示第６８号） 

（平成２２年３月３０日 告示第１号） 

（平成２２年３月３０日 告示第１号） 

2．告示２６８号「工場等の判断基準」 

毎年度報告（将来計画） 

管理標準 
  中長期計画 

■省エネルギー推進方策 Ⅱ．目標部分 
Ⅰ．基準部分 

～ 施設・設備の更新による省エネ  ・・・ハード面 

～ 施設・設備の運用改善による省エネ・・ソフト面 
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１－２．中長期計画のおおよその作成手順  
 省エネを進めるＰＤＣＡサイクルのなかで、中長期計画の作成は、計画
（Plan）と予算申請・社内承認までの部分に相当します。 
中長期計画作成（計画＋予算申請・承認）のおおよその手順は下表のとおりです。 

項  目 内  容 

計画（Ｐｌａｎ） 

実施（Ｄｏ） 
検証（Ｃｈｅｃｋ） 
是正（Ａｃｔｉｏｎ） 

予算申請・承認 

効果の実測・確認 
対策の修正、追加・強化 

１ 

２ 
３ 
４ 

対策の実施 

エネルギー使用量・費用の把握 

優先順位と対策時期の判断・決裁 

・老朽設備の洗出し   ・更新時期のチェック 
・新規設備導入検討 ・設備改善の検討 
・同業他社との比較  ・優秀事例発表会事例 
・社内又は外部の専門家による省エネ診断 

・費用対効果試算 
・ＳＩＩ補助金、グリーン投資減税等の活用 

・投資負担の平準化、組み合わせ 
・年平均１％改善するのか？ 対策案の策定 

所要投資額・効果の把握 

問題点の抽出・省エネ対策の発掘 

備  考 

・経営戦略・社内投資査定基準 

・実績の解析と計画との比較、差異の原因 

4 

SII：一般社団法人 環境共創イニシアチブ 



 中長期計画のイメージ（マスタープラン） 

2015 
4 3 

2016 
4      3 

2017 
4      3 

2018 
4      3 

2019 
4      3 

2020 
4     3 

１. 電動機の効率アップ 

 
２. 照明設備の 
       リニューアル 

 

３. 機器のインバータ化 

 
４. エネルギー監視体制 
          の整備 

 

５. 省エネ型・ 
     高効率設備導入 

 
 

高効率電動機導入 

LED照明器具への更新 

流体機器、生産設備のインバータ制御拡大 

新開発システム建設 

エネルギー計測システム確立 

FEMS,BEMS導入 

１－３．中長期計画の作成  

◎中長期計画の指針内容及び省エネのネタ案件を検討し、スケジュール化する。 
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×××・・・・××  

株式会社 □△○工業  

730-○○○○ 
広島県○○○○  

取締役（環境・CSR担当） 
省エネ  一郎   
エネルギー環境技術部 次長 
省エネ 二郎  

＊＊-2013–3-＊＊＊＊＊  

広島県○○○○ 

××× ××  ××××  

中国経済産業局長  

株式会社 □△○工業 
代表取締役社長   
経済 太郎 

平成 27    7   20  

××× ××  ××××  

730-○○○○ 
広島県○○○○  

 

２－１．中長期計画書の書き方と記入例（様式第８のⅠ） 

① 提出宛先は、事業者の主たる事務所（通常は本社）の所在地を

管轄する経済産業局長及び設置している全ての工場等に係る

事業の主務大臣の地方支分部局。                                    

※事業所管省庁への提出先は、定期報告の記入要領の別添資料１を

参照。 

② 提出期限は、毎年７月末日。 

③ 法人名・代表者役職名・代表者氏名を記入のうえ、押印。                                                   

●社印のみの押印や認印の押印は、再提出となるので注意。               

●法人の代表者以外の者が省エネ法に係る諸手続きの委任を受けた

場合は、委任状を添付。氏名には委任された者の役職・氏名を記入。 

④ 経済産業局が通知した指定番号を記入。（事業者番号は７桁） 

⑤ 実際に本社として機能している事業所の所在地を記入。 

⑥ 選任されているエネルギー管理統括者の職名・氏名を記入。     

●原則として、役員等の役職についている方から選任。 

⑦ 選任されているエネルギー管理企画推進者の職名・氏名・免状

番号又は講習修了番号・勤務地・連絡先を記入。                 

●エネルギー管理士免状取得者又はエルギー管理員講習修了者か

ら選任。 

⑧ エネルギー管理企画推進者未選任の場合には、作成実務者名

等を記入。氏名の後ろに（作成実務者）と追記。                                          

●免状番号又は講習修了番号には、Ｈ○○年○○月受講予定と記入。 

⑨ 勤務先の代表番号ではなく、該当者に直接連絡がとれる直通番

号を記入。メールアドレスも記入してください。 

⑩ 法人の主たる事業と再分類番号を記入 （H26年度から追加） 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

6 

改ページ 

×××××＠××××  

床板製造業 
 
1   2   2   ８  

⑩ 



55台の空気圧縮機のうち32台を順次
ブロアに更新する 全ての

工場等 

平成2７年 
～ 
平成３０年 

154kL 
／年 

高圧変圧器の66台を順次更新 
高効率アモルファス変圧器へ更新 全ての

工場等 

平成2７年 
～ 
平成３０年 

38kL 
／年 

揚水ポンプ（30kW×6台）のうち3台の 
更新 
(1) 高効率電動機の採用（29千kWh） 
(2) インバーター化(121千kWh） 

高岡工場 
平成2７年 
～ 
平成2８年 

30kL 
／年 

溶解炉設備の更新時に炉圧制御及び排
ガスO2監視装置設置による効率改善 仙台工場 

平成2７年 
26kL 
／年 

LED照明器具への更新(1,200本） 本社、全工場
の管理棟 平成2７年 25kL 

／年 

外気導入量の適正化制御（CO2濃度制
御） 本社 平成2７年 20kL 

／年 

避難誘導灯のLED照明器具への更新 本社 平成2７年 8kL 
／年 

蒸気バルブ等の断熱強化 全工場 平成2７年 5kL 
／年 

① 内容欄は主に、ハード面の省エネ計画を記入。         

●具体的には、設備投資を伴う設備・システム・技術の導

入、改善等の内容を記入。                            

●アイデア段階の設備内容等は記入せず、必ず社内で

承認されている内容を記入。                            

●「エネルギー管理の強化、計測機器の管理強化」等の

ソフト面の内容は不適切。 

   ●太陽光発電、風力発電等の記入は不適切。 

   （記入する場合は、「Ⅲその他のエネルギー使用合理化

に関する事項」に記入して下さい。） 

②「該当する工場等」の欄には、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

記入し、工場、本社、営業所を含む全ての工場等

が対象となる場合は、“全ての工場等”と記入。 

③「実施時期」の欄には、期間の目安を３～５年で記

入。・・・単年度計画の場合は単年度で記入。                               

●実施時期は設備の完成年度を記入。           

●実施時期は２７年度以降で記入。 

④「エネルギー使用合理化期待効果」の欄には、基

準年に対する計画完了時点の年間削減量を原

油換算（ｋｌ年）で記入。・・・今回の基準年は２６年 

  ＜不適切な記載＞                        

 ●「歩留１％向上、原単位○○ｋｌ/ｔ 削減、電力使用量千ｋｗ

ｈ／年削減」等の記載。     

 

① 
② ④ 

２－２．中長期計画書の書き方と記入例（様式第８のⅡ） 
③ 
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２－３．中長期計画書の書き方と記入例（様式第８のⅡ） 

提出が平成27年度のとき 
   →「基準年」は平成26年度となる。 
計画最終年度である平成30年度の照明のエネルギー消費量が、平成26年度のそれと比較してどのくらい減る
かが「合理化期待効果」となる。 
注意： 
「平成27年度から平成30年度にかけて工場の照明器具をLED照明器具に切り替える」という計画案件は、中止しなければ平
成28年度にも続けて中長期計画書で報告することになる。平成28年度の報告の際の「基準年」は平成27年度となる。  

基準年 

平成２６年度 平成２７年度 

4月 5月 ・・・・・・・ 2月 3月 3月 

平成２7年度に提出する中長期計画書の計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

基準年 平成２８年度提出の中長期計画書の継続計画 

② 【記入例】 

① 【「基準年」の考え方】 

２7年度報告 

２８年度報告 

LED照明器具への更新 
       (1,200本） 

内  容 該当する工場等 実施時期 エネルギー使用
合理化期待効果 

本社、全工場の管理棟 平成２７～３０年度 ２５ＫＬ／年 

LED照明器具への更新 
        (900本） 本社、全工場の管理棟 平成２８～３０年度 １９ＫＬ／年 

削除した計画 該当する工場等 理由 

LED照明器具への更新(300本） 本社、全工場の管理棟 平成２７年度実施済 ２８年度報告 

＜Ⅱ計画内容＞ 

＜Ⅳ前年度との比較＞ 

◎「本社、全工場の１２００本の照明器具を４年間でLED照明器具に更新する」という計画の場合 

平成３１年度 

７ 



２－４．中長期計画書の書き方と記入例（様式第８のⅢ，Ⅳ） 
１ 平成２０年改正省エネ法の施行に合わせて、社長の命により、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として選任予定の
環境・CSR担当役員を委員長、エネルギー管理企画推進者に選任予定のエ
ネルギー管理部次長を副委員長とし、全拠点から１名の部長を委員とする「省
エネ委員会」を平成２４年３月に立ち上げた。 

  主たるミッションは、省エネルギーの推進とCO2排出量の削減に関して全社
の組織を見渡した中長期基本計画の作成と、そのローリングプランとしての年
度計画の作成、及び毎四半期毎の年度計画の達成状況のチェックである。 

  本中長期計画は、この「省エネ委員会」において認証されたものである。 
２ また、本年（平成２７年）より、全社的に固定エネルギー削減計画をスタートさ
せ、この一環として４年間で順次高効率変圧器への転換、高効率型照明等の
導入を図る計画である。 

Ⅲには、定量的に記入できない省エネに向けた計

画等について記入。                    

●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ができる。 

 
Ⅳには、前年度に提出した中長期計画書に 

変更が生じた場合に、削除した計画・追加し 

た計画に分けて記入。 

①削除の場合は、「実施済」、「計画中止」、「計画

順延」等の内容とその理由を記入する。      

●削除した計画が空欄の場合は、前年度は何もし

なかった事となりますので、必ず実施済みの内容を

記入。 

②追加した場合は、「設備投資計画の見直し」、「製

造ラインの増設」等と簡潔に理由を記入する。 

なお、初年度の報告においては、記入するものがな

いため、斜線を引く。                               

① 

② 
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○○社の 
中長期計画書 

及び 
定期報告書 

飲料卸売業 
（細分類番号：
5225） 

D営業所（10kl） 

経済産業省 
（経済産業局） 

農林水産省 
（農政局） 

財務省 
（国税局） 

主として管理事務
を行う本社等 
（細分類番号：
1000） 

○○社本社(200kl） 

○○社 

定期報告書及び中長期計画書は、①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、及び
②当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の主務大臣の地方支分部局＊に提出。 

中長期計画書・定期報告書の提出先 

所管：農林水産省 

＊ 所管省庁については下記URL
の「定期報告書記入要領」 
P93～97 参照
http://www.enecho.meti.go.jp/categor
y/saving_and_new/saving/procedure/
pdf/150410teiki_kinyuyouryou.pdf 

清涼飲料製造業 
（細分類番号：
1011） 

所管：農林水産省 

A工場(1,500kl） 

B工場(1,000kl） 
清涼飲料製造業 
（細分類番号：
1011） 

所管：農林水産省 

C工場（500kl） 

ビール類製造業 
（細分類番号：
1022） 

所管：財務省 
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