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省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）は、石油危機を契機として
昭和５４年（１９７９年）に、

① 内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用
の確保に資するため

② 工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に
進めるために必要な措置等を講ずること

を目的に制定。

１．省エネ法とは

①工場 ・ 事業場

②輸 送

③住宅 ・ 建築物

④機 械 器 具

工場を設置して事業を行う者
事業場（病院、ホテル、学校など）を設置して事業を行う者

輸送事業者；貨物・旅客の輸送を業として行う者
荷主；自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者

建築時；住宅・建築物の建築主
既築物の増改築・大規模改修時；住宅・建築物の所有者・管理者

エネルギーを消費する機械器具の製造事業者・輸入事業者

省エネ法の規制対象

今回の
説明の対象
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２．対象となるエネルギー

燃 料

熱

電 気

①原油及び揮発油（ガソリン）、重油、その他石油製品
（ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、
石油ガス）

②可燃性天然ガス
③石炭及びコークス、その他石炭製品（コールタール、

コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス）であって、燃焼
その他の用途（燃料電池による発電）に供するもの

上記に示す燃料を熱源とする熱（蒸気、温水、冷水など）

上記に示す燃料を起源とする電気

廃棄物からの回収エネルギー、風力・太陽光などの自然エネルギーは対象外。
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 設置しているすべての工場・事業場の年間のエネルギー使用量の合計が１，５００ｋｌ（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・事業場と一定の条件を満たす加盟店のエネ
ルギー使用量の合計が１，５００ｋｌ（原油換算）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、特定連鎖化事業者は事業者単位（加盟店含む。）での中長期計画・定期報告、役員クラスのエネルギー管理統括者、
それを補佐するエネルギー管理企画推進者の選任等が必要となる。

 なお、３，０００ｋｌ以上の工場・事業場については、「第１種エネルギー管理指定工場等」、 １，５００ｋｌ以上の工場・事業場について
は、「第２種エネルギー管理指定工場等」として国が引き続き指定。

 エネルギー管理指定工場等については、エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任等が必要となる。

［エネルギー管理の体制］
 エネルギー管理指定工場ごとにエネルギー管理者等の選任

［計画策定・報告］
 第１種エネルギー管理指定工場ごとに中長期計画書を提出
 エネルギー管理指定工場ごとに定期報告書を提出

［エネルギー管理の体制］
 役員クラスのエネルギー管理統括者の選任
 管理統括者を補佐するエネルギー管理企画推進者の選任
 エネルギー管理指定工場等ごとにエネルギー管理者等の選任

［計画策定・報告］
 事業者単位の中長期計画書・定期報告書の提出義務

平成22年4月1日以前

500kℓ1,000kℓ 50kℓ
＜1,500kℓ＜1,500kℓ

事業所 事業所 営業所

1,600kℓ
≧1,500kℓ

事業所

3,600kℓ
≧3,000kℓ

工場

対象外
第二種

エネルギー管理指
定工場として指定

第一種
エネルギー管理指
定工場として指定

対象外 対象外

1,000kℓ   +      600kℓ    +    100kℓ

事業者全体としてのエネルギー管理

1,700kℓ  ≧  1,500kℓ

事業所 事業所 営業所

この場合、事業者全体で１，５００ｋｌ以上となるため、
特定事業者として指定

平成22年4月1日以降
工場・事業場ごとのエネルギー管理

＜1,500kℓ

３．事業者単位及びフランチャイズチェーン単位の裾切り値
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事業者全体で把握すべきエネルギー使用量は・・・？

４．エネルギー使用量の把握

事業者が工場等で使用するエネルギーはすべて把握する必要がある。
工場、事業場等には工場や事業場だけでなく、本社、営業所、事務所、出張所、研究所、店舗、

倉庫などの無人施設、福利厚生施設などすべてが含まれる。

把握する期間は前年度（平成２７年においては、平成２６年４月から平成２７年３月まで）の１年
間とし、この間に使用したすべてのエネルギーを原油換算し集計する。
全工場のエネルギー種別ごとの使用量を合計し、原油換算する。
この量が１，５００ｋℓ以上であれば、５月末までにエネルギー使用状況届出書を作成し、本社の

所在地を管轄する経済産業局に届け出る。

【年間のエネルギー使用量が１５００ｋｌ以上となる事業者の目安】
エネルギー使用量は同じような業種であっても事業形態や規模をはじめとした
様々な要因により大きく異なるが、目安としては次の通り。

■年間電気使用量 約６００万kWh以上
■小売店舗 床面積 約３万㎡以上
■ホテル 客室数 ３００～４００ 以上
■病院 病床数 ５００～６００ 以上
■コンビニエンスストア ３０～４０店舗 以上
■ファーストフード店 約２５店舗 以上
■ファミリーレストラン 約１５店舗 以上
■フィットネスクラブ 約８店舗 以上

エネルギー使用量の把握にあたって留意事項

・原則として、事業者が把握しなければならないエネルギーの範囲は法人格の範囲であり、子会社などのグループ会社であっても、
法人格が違えば、別事業者となる。

・工場等とは、一区画内において、継続的かつ反復的に一定の事業活動（注）を行うために設置している事業所をいう。
・対象となる業種は全業種であり、営利・非営利は問わない。

（注）営業車両等で構外で使用するエネルギー、工事現場、仮設事務所、また社宅、社員寮などの住居部分は報告の対象外。



加盟店

Ａ社本部が約款等において、加盟店のエネルギー使
用量を把握することができ、加盟店のエネルギー消費
設備の機種等を指定している場合。

Ａ社フランチャイズチェーン

直営店

Ａ社

◆A社フランチャイズチェーンの場合

Ａ社は、加盟店を含むフランチャイズチェーン
全体 のエネルギー使用量を報告。

Ａ社：①1,000kl＋②500kl＝1,500kl

※この場合、Ａ社は特定連鎖化事業者の指定
を受けることとなります。

◆加盟店を設置している事業者（B社）の
場合

加盟店を設置している事業者（B社）は、加盟
店のエネルギー使用量も報告する必要があり
ます。

Ｂ社：②500kl＋③1,000kl＝1,500kl

※この場合、Ｂ社は特定事業者の指定を受ける
こととなります。

本部

①エネルギー使用量；
1,000ｋｌ

②エネルギー使用量；
500ｋｌ

加盟店を設置し
ている事業者

（Ｂ社）

③エネルギー使用量；
1,000ｋｌ

５．フランチャイズチェーンの加盟店の報告範囲について
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WH：電力量計
HP：ヒートポンプ
AC：空調機
PAC：持込型空調機

テナントの設備

オーナーの設備

テナントの設備

オーナーの設備

テナントに管理権原がある
設備

（補足１）PAC、パソコン、冷蔵庫はテナントが持ち込んだ設備
（補足２）照明はオーナー所有の設備
（補足３）αはビル全体のエネルギー使用量（オーナーのみ把握）
（補足４） に関しては空調設備で消費する一次エネルギーを報告する

６．テナントビルにおけるエネルギー使用量の報告範囲

 テナントはエネルギー管理権原の有無に関わ
らず、テナント専用部の全てのエネルギー使
用量について報告義務。

 オーナーは、現行と同じ範囲について報告義
務。※ビル全体のエネルギー使用量からテナントに
エネルギー管理権原がある設備のエネルギー使用
量を除いた量について報告義務。

 オーナーは、テナントに対し、テナント専用部
のエネルギー使用量について可能な範囲で
情報提供することが必要になります。（判断の
基準にも規定）

 テナントは、実測値を報告することが困難な
場合、推計値で報告してもよいこととします。

運用

運用
オーナーは「α－①－②」を報告
テナントAは「㋑＋①＋㋺」を報告（㋑㋺はオーナーからテナントに情報提供）
テナントBは「㋩＋②＋㋥」を報告（㋩㋥はオーナーからテナントに情報提供）

＜報告対象のイメージ＞

冷蔵庫

PAC

WH

WH

WH

WH

空調
エネルギー

空調
エネルギー

照明

コンセント

テナントA

テナントB
照明

コンセント

HP

AC

AC

パソコン

①

②

①

②

ビル全体

イイ

ハハ

α 電力会社等
WH、ガスメータ

㋺

㋥
WH

WH

WH

WH

㋺ ㋥
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７．産業部門における地縁的一体性を持った複数事業者の取扱い

Ａ事業者 Ｂ事業者

ｂ３工場ｂ２工場

ｂ１工場

a2工場a1工場

１．産業部門において、一定の条件を満たす場合に限り、A事業者がｂ１工場の省エネ上のエネルギー管理義務を負うことが
できるとする。

２．エネルギー管理義務とは、例えば、A事業者はｂ１工場のエネルギー使用量をa２工場のエネルギー使用量とみなし、ｂ１
工場のエネルギーの使用の合理化に努めるとともに、省エネ法上の定期報告等も行うこと。（この場合、B事業者はｂ１工場
の定期報告等の報告をする必要はありません）

8

【条件】
①双方の工場に地縁的一体性※が認められること。
②Ａ事業者の総エネルギー使用量が1,500kl／年以上
であること。
③「Ａ事業者がb1工場の省エネ法上の義務を負うこ
と」についてＡ事業者、Ｂ事業者の両者が合意して
いること（覚書等の書面をもって合意することが必
要です。覚書は国へ提出する必要はありませんが、
事業者両者で保管しておく必要があります）。
④Ａ事業者はa2工場にその合計値が該当する区分に
応じた人数のエネルギー管理者又はエネルギー管理
員を選任すること。

※ 「双方の工場に地縁的一体性が認められる」と
は、「同一敷地内若しくは隣接した敷地に両工場が
設置され、かつ、両工場にエネルギー管理上の結び
つきがある」状態を指す。
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① 使用した燃料や電気については右表に記載されている
単位（電気：千kWh、重油：ｋｌ、ガス千㎥など）で把握。

② この量に、燃料の換算係数、電気の換算係数を乗じて
熱量（GJ）に換算し合計。なお、換算係数については、

右表の色つきの部分の数値を用いること。右表の色つ
きの部分に出ていない燃料は、「その他の燃料」の空欄
の部分に記入。

③ 「産業用蒸気」、「産業用以外の蒸気」、「温水」、「冷水」
の場合は、原則右表の換算係数を用いること。ただし熱
供給業者の燃料構成などにより、この数値と異なる場合
は、根拠となる資料を添付すれば、右表の係数と異なっ
てもよい。

④ この合計熱量に原油換算係数 ０．０２５８（kl/GJ）を乗じ
て年間のエネルギー 使用量（原油換算値）を算出。

⑤ ④の合計量が１５００ｋｌ以上となった場合、平成27年5月

末までに事業者の本社所在地を管轄する経済産業局
へエネルギー使用状況届出書を提出。

下記のＵＲＬにて右図の簡易計算ツールをダウンロード可能。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summ
ary/xls/gentani_tool_2014.xls
本表に、各エネルギー使用量とガスの換算係数を入力すれば、熱量GJの
計算及び原油換算を行うことができます。

８．燃料・熱・ガス・電気などの原油換算方法（１／２）

※「その他の燃料」以外の換算係数は省令で規定されている数値
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９．燃料・熱・ガス・電気などの原油換算方法（２／２）

 液化石油ガス（LPG）の換算係数について

 都市ガスの熱量換算係数について

 電気の換算係数について

種類 １㎥当たりの
ｔ（トン）への
換算係数

プロパン １／５０２ ｔ

ブタン １／３５５ ｔ

プロパン・

ブタンの混合

１／４５８ ｔ

省エネ法上の昼間買電：８時～２２時
省エネ法上の夜間買電：２２時～翌８時

・高圧電力、季時別などの契約は、
昼間買電＝力率測定用有効電力量
夜間買電＝全使用電力量－力率測定用有効電力量

で計算する。

・従量電灯、低圧電力などの契約の場合で、力率用有効電力量
が分からない時は、全て昼間買電として計算してもよい。

• 省エネ法上の昼間買電は 平日休日を問わず８時～２２時、夜間買電は２２時～翌８時となっている。電力会
社の昼間買電、夜間買電の時間帯とは、異なるので注意。

• 電気の「高圧電力」や「季時別」という契約種別では、請求書などに「力率測定用有効電力量」と いう欄が

ある（略して「力測用有効」などと記載されている場合もあり）。これが省エネ法でいう昼間買電に該当。また
夜間買電は、全使用電力量から力率測定用有効電力量を差し引けば算出できる。なお昼間と夜間毎の量が
わからない場合はすべて昼間として計算してもよい。

都市ガスについては、ガス事業者により異なるため事業者に確認のこと。

ＬＰＧの供給事業者からの使用量が立方メートルで表示されている場合は、ガス会社に㎥からトンへの換算
係数を確認の上、換算する。換算係数が不明な場合は、下の表の数値を用いてｔ（トン）に換算する。

【換算を行うにあたっての注意事項】
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１０． 法に基づく必要な手続きとフロー

事業者

受理

特段の弁明がある場合（弁明書）

弁明がない場合（手続き不要）

受理

受理

受理

届 出

通 知

指定通知

一定期間経過後

届 出

報 告

提 出

エネルギー管理統括者・企画推進者・管
理者・管理員選任届出書

受理・個別対応

経済産業大臣

弁明通知書

特定事業者・特定連鎖化事業者、
エネルギー管理指定工場等
として指定を受ける

事業所管
大臣

受理

受理

定期報告書

中長期計画書

エネルギー使用状況届出書

※ 省エネ法に基づき特定事業者又は特
定連鎖化事業者を指定。

27年度は6月頃

５月末日

７月末日

７月末日

選任後最初の
７月末日

弁明の機会の付与

指定

エネルギー管理統括者・企画推進者・管
理者・管理員の選任



１．各種書類の提出時期
１１． 法に基づく必要な手続きと期限

23年度以降 提出先

エネルギー使用状況届出書 ５月末日 本社所在地を管轄する経済産業局

定期報告書
７月末日

本社所在地を管轄する経済産業局及び事業
所管省庁

中長期計画書

選任・解任届
選任・解任のあった日後、

最初の７月末日まで
本社所在地を管轄する経済産業局

事業者等の区分 選任すべき者 選任の期限 ２５年度に指定された場合の
届出の提出期限

要件等

特定事業者、特定連鎖化
事業者

エネルギー管理統括者
（事業者全体で１名）

指定後、遅滞なく

選任後、
最初の７月末日

特に資格要件なし。ただし、事業経営の一環として、事業者全
体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者（役員クラス）。

エネルギー管理企画推
進者（事業者全体で１
名）

指定後6ヶ月以内 エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士であって
エネルギー管理統括者を補佐する者。

第一種エネルギー管理指
定工場等（製造業等５業
種）

エネルギー管理者
※選任すべき人数等に
ついては、業種、エネ
ルギー使用量により異
なる。（1８頁参照） 指定後

6ヶ月以内

エネルギー管理士の資格を有する者

第一種エネルギー管理指
定工場等（製造業等５業
種以外）又は第二種エネ
ルギー管理指定工場等

エネルギー管理員
（指定工場等毎に１名）

エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士の資格を
有する者。

２．エネルギー管理統括者等の選任期限について

12

※提出書類の作成・提出は原則として自社が行うものであるため、エネルギー管理者・管理員等の外部委託を行う場合には、行政書士法の規定を遵守。

※エネルギー管理講習修了者の場合、当該講習受講後、原則３年に１度の資質向上研修の受講義務が生ずる。



国

１２． 主な手続きスケジュール

経済産業局に使用状況届出書を届け出ると経済産業局から指定を受け、特定事業者（又は特定連鎖
化事業者）となる。特定事業者（又は特定連鎖化事業者）は下図に示すとおり、エネルギー管理統括者
の選任、エネルギー企画推進者の選任、定期報告書・中長期計画書の提出が必要。

4月

（２）定期報告書及び中長期計画書については経済産業局の他に、事業者が設置する全ての工場等に係る事業の所管省庁にも提出。

事業者

企業全体の
年間エネルギー使用量を把握

平成25年度の企業全

体の年間エネルギー

使用量が1,500ｋℓ以上

の場合は、

エネルギー使用状況

届出書を提出

届
出

指
定

届出書
指定

通知書

平成２７年度 平成２８年度

本社の所在地を管轄する経済産業局

届
出

エネルギー管理統括者
（役員クラス）の選任

指定後遅滞なく選任し、選任後の直近の７月末までに選任届を提出

エネルギー管理企画推進者
（実務レベル）の選任

指定後６ヶ月以内に選任、選任後の直近の７月末までに選任届を提出

４月
前年度（平成２６年度）

３月

企業単位の
定期報告書

提出

企業単位の
中長期計画書

４月

エネルギー管理者・エネルギー管理員
の選任（エネルギー管理指定工場がある場合）

指定後６ヶ月以内に選任、選任後の直近の７月末までに選任届を提出

13

※６月頃に指定通
知予定

※

※（１）出の提出期限：エネルギー使用状況届出書・・・５月末
定期報告書・中長期計画書・・・７月末
エネルギー管理統括者・・・指定後遅滞なく選任し、選任後の直近の７月末までに選任届を提出
エネルギー管理企画推進者・エネルギー管理者・エネルギー管理員

・・・指定後６ヶ月以内に選任し、選任後の直近の７月末までに選任届を提出

※※

３月 ４月

企業単位の
定期報告書

提出

企業単位の
中長期計画書



14

１３． 行政によるチェックと罰則①

届出をしなかった場合
虚偽の届出をした場合

提出をしなかった場合
虚偽の報告をした場合

◎選任・解任の届出

届出をしなかった場合
虚偽の届出をした場合

◎選任しなかった場合

５０万円以下の罰金

２０万円以下の過料

１００万円以下の罰金

エネルギー
使用状況
届出書

定期報告書
中長期計画書

エネルギー管理統括者
エネルギー管理企画推進者

エネルギー管理者
エネルギー管理員

５０万円以下の罰金

エネルギー使用状況届出書・定期報告書・中長期計画書・エネルギー管理統括者等
の選任に関する罰則



１４． 行政によるチェックと罰則②

 工場・事業場ごとに、改正省エネ法が求めるエネルギー使用の合理化が十分になされているかどうか、行政
によるチェックが行われます。

 行政によるチェックとしては、判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位の推移などを確認する「工場現地
調査」、「報告徴収」、「立入検査」があります。

 エネルギーの使用の合理化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認められた場合には「合理化
計画の作成指示」が行われます。

15



１５． 中長期計画書と定期報告書の構成イメージ

 特定事業者及び特定連鎖化事業者は、毎年度、中長期計画書と前年度のエネルギー使
用に係る定期報告書を国に報告しなければならない。

 定期報告書は国が定めた様式に基づき、事業者全体の使用量等について、特定第１表か
ら第１２表までを記入し国に提出する。

 さらに、エネルギー管理指定工場等を設置している事業者は、指定工場等毎に指定－第
１表から第９表までを記入した上で、事業者全体の報告書に添付し国に提出する。

事業者全体の報告

エネルギー管理指定
工場等ごとの報告

事業者全体の報告

（事業者がエネルギー管理指定工場等の情報も含めてとりまとめ、１つ
の計画書として提出。）

定期報告書

中長期計画書

指定 – 第１表 ～ 第１０表

特定 – 第１表 ～ 第１２表

様式第８

（事業者がエネルギー管理指定工場等の情報も含めてとりまとめ１つの報告書と
して提出。指定工場等が複数ある場合は、指定工場等毎に記入。）

様式第９

具体的な記入例
「省エネ法の概要」P２７参照

具体的な記入例
「省エネ法の概要」P２８参照

16



 温対法に基づくエネルギー起源CO2については、『定期報告書』中の特定第１２表、指定第１０表によ
り報告することで、温対法の報告とみなす。

１６． 定期報告書中のエネルギー起源CO2の報告について

17
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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所管省庁＊に提出。

１７．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/category/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



特定の業種（セクター）に対して、事業者が中長期的に目指すべき水準としての指標を設定（ベンチ
マーク指標）。対象セクターは以下のとおり。

対象となる事業者は、今後、①「判断基準」（基準部分）の遵守状況、②エネルギー消費原単位の改
善状況、③ベンチマーク指標の状況、の３つについて国が総合的に評価。

＜ベンチマークを設定している主要セクターの内容＞

１８．セクター別ベンチマーク

セクター ベンチマーク指標 目指すべき

水準

セクター ベンチマーク指標 目指すべき
水準

①高炉に
よる鉄鋼業

粗鋼当たりのエネルギー使用量 原油換算
0.531kl/t以下

⑥洋紙

製造業

生産量当たりのエネルギー使用量 8532MJ/t
以下

②電炉に
よる普通鋼
製造業

上工程の原単位（粗鋼当たりのエネルギー使用
量）と下工程の原単位（圧延量当たりのエネル
ギー使用量）の和

原油換算
0.143kl/t以下

⑦板紙

製造業

4944MJ/t
以下

③電炉に
よる特殊鋼
製造業

上工程の原単位（粗鋼当たりのエネルギー使用
量）と下工程の原単位（出荷量当たりのエネル
ギー使用量）の和

原油換算

0.36kl/t
以下

⑧石油

精製業

「装置毎に世界平均等を踏まえた係数×装置毎の通
油量」当たりのエネルギー使用量

0.876
以下

④電力

供給業

定格出力における発電端熱効率を設計効率に
より除した値

火力発電熱効率

100.3%
以上

⑨石油化学
系基礎製品
製造業

エチレン等生産量当たりのエネルギー使用量 11.9GJ/t
以下

⑤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

3891MJ/t以下 ⑩ソーダ

工業

電解工程の原単位（電解槽払出力カセイソーダ重量
当たりのエネルギー使用量）と濃縮工程の原単位（液
体カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量）の和

3.45GJ/t
以下
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１９．共同省エネルギー事業

 共同省エネルギー事業とは、「①他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与し、②
我が国全体のエネルギーの使用の合理化に資する事業」。

 共同省エネルギー事業を実施した事業者は、 定期報告書に、共同省エネルギー事業の取
組状況について自主的に書類を添付できる。

 共同省エネルギー事業の取組状況にかかる書類に基づき、国は事業者の取組について勘
案・評価。

 定量化が可能な場合は、中立的な第三者の認証を受けた場合に限り、共同省エネルギー量
について報告可能。

 J-クレジット制度等で認証を受けた事業については、中立的な第三者の認証を受けた共同省エ
ネルギー事業として簡易に報告できる。

共同省エネルギー量
当該事業が実施された場合

のエネルギー使用量＝ －
当該事業が実施されなかった

場合のエネルギー使用量

20



第2章

省エネ法に基づくエネルギー管理と提出書類の作成

（1） エネルギー管理統括者等の選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２

（2） 中長期計画の作成 様式8 Ⅰ～Ⅳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別

（3） 判断基準に基づく管理標準の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別

（4） 定期報告書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別
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（１）エネルギー管理統括者等の選任

特定事業者（又は特定連鎖化事業者）に指定された場合には、『エネルギー管理
統括者』、『エネルギー管理企画推進者』の選任及びその届出が必要です。

また、エネルギー管理指定工場等に指定された場合には、『エネルギー管理者又
は管理員』の選任及びその届出が必要です。

ここではエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、
エネルギー管理員の資格要件や選任する人数、選任・解任届出書の書き方につい
て解説します。

22



１．エネルギー管理統括者・企画推進者の資格要件と選任数

特定事業者の
代表者

補佐

特定事業者

特定事業者（特定連鎖化事業者）は『エネルギー管理統括者』、『エネルギー管理企画推進者』を選任することが必要。

 『エネルギー管理統括者』は事業者のエネルギー管理の統括管理、『エネルギー管理企画推進者』はその補佐を行う
ことが主たる職務。

 『エネルギー管理統括者』は事業の実施を統括管理する者から、『エネルギー管理企画推進者』はエネルギー管理講
習修了者又はエネルギー管理士から選任。

選任時期：
◆エネルギー管理統括者：指定後遅滞なく
◆エネルギー管理企画推進者：指定後６ヶ月以内に選任

資格要件：特になし。ただし、事業経営の一環として、事業
者全体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者。
（役員クラスを想定）

役割 ： ①経営的視点を踏まえた取組みの推進。
②中長期計画のとりまとめ。
③現場管理に係る企画立案。

選任人数 ： 事業者全体で１名。

エネルギー管理統括者

資格要件：エネルギー管理講習修了者 又は エネルギー
管理士の資格を有している者。

役割 ： エネルギー管理統括者の職務を実務面から補佐。

選任人数 ： 事業者全体で１名。

エネルギー管理企画推進者

エネルギー管理
企画推進者

エネルギー管理
統括者

第１種
指定工場等

第２種
指定工場等 その他工場等

従業員従業員

エネルギー
管理者

従業員

エネルギー
管理員

従業員

【現場での取組】

その他工場等

23
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エネルギー管理員の資格要件エネルギー管理者の資格要件

工場・事業場において、年間のエネルギー使用量（原油換算）が1500kl以上3000kl未満の場合は『第２
種エネルギー管理指定工場等』、3000kl以上の場合は『第１種エネルギー管理指定工場等』の指定を受
ける。
各エネルギー管理指定工場等には、以下に示す人数のエネルギー管理者・管理員の選任が必要。
エネルギー管理者・管理員は、現場の省エネルギー推進の中核となる業務（実務）を担う。

100,000kℓ以上

工場・事業場ごとの
エネルギー使用量

50,000kℓ以上

20,000kℓ以上

3,000kℓ以上

1,500kℓ以上

1,500kℓ未満

４人

３人

１人

２人

１人

－

エネルギー管理者

エネルギー管理員

２．エネルギー管理者・管理員の資格要件と選任数

２人

１人

エネルギー管理者

○エネルギー管理士 ○エネルギー管理士

又は

○エネルギー管理講習修了者

１人

エネルギー管理員

第
１
種
指
定
工
場
等

第
２
種

指
定
工
場
等

指
定

な
し

その他の製造業
鉱業

コークス製造業、
電気供給業

ガス供給業、熱供給業

左記業種の事務所
その他の業種
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３．エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習等の実施状況

以下のいずれかの方法により、経済産業大臣からエネルギー管理士免状の交付を受けた者
（エネルギー管理士免状の交付を受けるには、経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課に申請が必要です）

〔試験〕
エネルギー管理士試験に合格し、エネルギーの使用の合理化に関する実務に１年以上従事した者（※実務経験は試験合格前でも後でも可）
指定試験機関（財団法人省エネルギーセンター）
実施日：年１回（一日）
○平成27年度の実施予定

申込期間：平成27年5月7日（木）～6月９日（火）
実 施 日 ：平成27年8月2日（日）
試験地１０会場（札幌、仙台、東京、名古屋、富山、大阪、広島、高松、福岡、那覇）

〔研修〕
エネルギーの使用の合理化に関する実務に３年以上従事した者で、エネルギー管理研修（修了試験有り）を修了した者（※実務経験は研修を申し込む時点で必要）
登録研修機関（財団法人省エネルギーセンター）
申込期間：平成27年9月下旬～10月中旬
実 施 日 ：平成27年12月14日（月）～20日（日） 研修地６会場（仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡）

エネルギー管理講習（新規講習）を受講し、修了した者。

（エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員に選任されている者は３年に１度、資質の向上を図るための講習（資質向上講習）を受ける必要があります）

指定講習機関（財団法人省エネルギーセンター）
（新規講習）

○平成27年度の実施予定
上期 ・・・申し込み期間：平成27年4月21日（火）～ 5月15日（金） 実施日：平成27年6月下旬～7月上旬 （例：広島市 7月 2日（木） 定員170名）
下期 ・・・申し込み期間：平成27年8月24日（月）～ 9月14日（月） 実施日：平成27年10月下旬～11月中旬 （例：広島市10月29日（木） 定員150名）
講習地１０会場（札幌、仙台、東京、名古屋、富山、大阪、広島、高松、福岡、那覇）
（※実施日は講習地により異なります）

（資質向上講習）
実施日：年１回（一日）２～ ３月頃
講習地１０会場（札幌、仙台、東京、名古屋、富山、大阪、広島、高松、福岡、那覇）

エネルギー管理講習修了者

エネルギー管理士
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③選任・解任を行った日以降、随時に提出（提出期限は
選解任後の最初の７月末日）。

②事業者の主たる事務所（通常は本社）所在地を管轄
する経済産業局へ提出。

④法人名・代表者役職名・代表者氏名を記入のうえ、代表
者印を押印。

⑤特定事業者番号（又は特定連鎖化事業者番号） ※・事業者
の名称・実際に本社として機能している事務所所在地を記
入。 ※指定する際に経済産業局より通知。

⑥エネルギー管理統括者の選任日（指定された日以降で、
選任期限内の日） ・職名・氏名を記入。

⑧エネルギー管理企画推進者の選任日（指定された日以
降で、選任期限内の日）・職名・氏名・生年月日を記入。

⑪勤務先の代表番号ではなく、内容確認ができる担当者に
直接連絡がとれる連絡先を記入。

⑦初めて提出する場合、“新規指定のため”と記入。

⑩指定後、初めて提出する場合“新規指定のため”と記入。

⑨エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号を記入。

①該当項目に○印。（両方とも同時に届け出る場合
には両方に○印。）

①
②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

26

４．エネルギー管理統括者・企画推進者の選任・解任届出書の
書き方と記入例（様式第４）

7 1
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②事業者の主たる事務所（通常は本社）所在地を管轄する
経済産業局へ提出。

③選任・解任を行った日以降、随時に提出（提出期限は
選解任後の最初の７月末日）。

④法人名・代表者役職名・代表者氏名を記入のうえ、代表
者印を押印。

⑤特定事業者番号（又は特定連鎖化事業者番号）※・事業
者の名称・実際に本社として機能している事務所所在
地を記入。 ※指定する際に経済産業局より通知

⑨選任日（指定された日以降で、選任期限内の日）を記入。

⑫勤務先の代表番号ではなく、内容確認ができる担当者
に直接連絡がとれる連絡先を記入。

⑩職名・氏名・生年月日・エネルギー管理士免状番号又
は講習修了番号を記入。

⑥エネルギー管理指定工場等指定番号を記入。

⑪指定後初めて提出する場合、“新規指定のため”と記入。

⑧工場の名称・所在地・当該工場に係る事業の名称・日
本標準産業分類の細分類番号（４桁）を記入。

①該当項目に○印。

⑦エネルギー管理指定工場等の指定区分（第１種又は第
２種）を○印で囲む。

①

③ ④

⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

 エネルギー管理指定工場等毎に作成し、本社等
でとりまとめて提出。

②

５．エネルギー管理者・管理員の選任・解任届出書の
書き方と記入例（様式第７）
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６．エネルギー管理統括者等の兼任、外部委託

エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又はエネルギー管理
員を選任を行う際、『兼任』や『外部委託』が必要な場合もあります。

本項では、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者及びエネ
ルギー管理員の『兼任』や『外部委託』の可否、承認申請書の書き方について説明します。

兼任及び外部委託の条件など詳細は、資源エネルギー庁ＨＰを参照。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/besshi2.pdf



６.１ エネルギー管理統括者等の兼任（自社からの選任）①

29

エネルギー管理統括者の自社内での「兼任」は、認められていない。

それ以外の役職は、下表のケースについて定める各条件を満たし、かつ、『兼任承認申請書』
を経済産業局に提出し、その承認を受けた場合に行うことができる。

既に選任されている
役職

自社内で選任させようとする役職

エネルギー
管理統括者

エネルギー管理
企画推進者

エネルギー
管理者

エネルギー
管理員

エネルギー
管理統括者

× × ×

エネルギー
管理企画推進者

× ○（ア） ○（ア）

エネルギー管理者 × ○（イ） ○（ウ） ○（ウ）

エネルギー管理員 × ○（イ） ○（ウ） ○（ウ）

エネルギー管理統括者等の兼任の可否

○印部分の条件（ア）（イ）（ウ）は、次ページ以降を参照。

エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者を兼任させようとする場合には『様式第３』を、エネ
ルギー管理者又はエネルギー管理員を兼任させようとする場合には『様式第６』を使用し、必要事項を記入
のうえ、本社の所在地を管轄する経済産業局に提出。
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① 業務に支障がないこと。

② エネルギー管理士（エネルギー管理員とエネルギー管理企
画推進者との兼任の場合にはエネルギー管理講習修了者
でも可）であること。

③ エネルギー管理統括者を補佐するための十分な時間の確
保、エネルギー管理統括者との定期的な情報共有ができる
こと。

④ 管理者（管理員）の職務を週２回以上行えること。

⑤ 兼任させようとする者が、自社内で既にエネルギー管理者
（管理員）の兼任をされていないこと。

⑥ 兼任させようとする者が、既に他の特定事業者・特定連鎖
化事業者のエネルギー管理者（員）に選任されていないこ
と。

⑦ 事業者から兼任承認申請書を経済産業局へ提出すること。

（イ）エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任され
ている者をエネルギー管理企画推進者と兼務させる場合
の条件

① 業務に支障がないこと。

② エネルギー管理士（エネルギー管理企画推進者とエネル
ギー管理員との兼任の場合にはエネルギー管理講習修了
者でも可）であること。

③ エネルギー管理統括者を補佐するための十分な時間の確
保、エネルギー管理統括者との定期的な情報共有ができる
こと。

④ 管理者（管理員）の職務を週２回以上行えること。

⑤ 兼任させようとする者が、自社内で既にエネルギー管理者
（管理員）の兼任をされていないこと。

⑥ 兼任させようとする者が、既に他の特定事業者・特定連鎖化
事業者のエネルギー管理企画推進者に選任されていないこ
と。

⑦ 事業者から兼任承認申請書を経済産業局へ提出すること。

（ア）エネルギー管理企画推進者に選任されている者
をエネルギー管理者又はエネルギー管理員と兼務さ
せる場合の条件

■「兼任」の条件

既に選任している役職 これから選任しようとする役職 既に選任している役職 これから選任しようとする役職

エネルギー管理
企画推進者

エネルギー管理者
or

エネルギー管理員

エネルギー管理
企画推進者

エネルギー管理者
or

エネルギー管理員

６.１ エネルギー管理統括者等の兼任（自社からの選任）②
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① 業務に支障がないこと。

② エネルギー管理士（エネルギー管理員のみの兼任の場合にはエネルギー管理講
習修了者でも可）であること。

③ エネルギー管理士でない場合、第２種指定工場において管理員の兼任を行える
のは、業務部門及び製造部門の事務所に限定。

④ 兼務により管理させようとする工場等と既に管理している工場等が同一敷地又は
隣接し、かつ、管理が一体であること。

⑤ 兼務は３工場まで。

⑥ 管理する及び管理させようとする工場のエネルギー使用量の合計が原油換算２
万kl未満であること。

⑦ 管理者（管理員）の職務を週２回以上行うこと。

⑧ 兼任させようとする者の管理する工場で、設備の維持、エネルギーの使用方法の
改善・監視等のための必要事項について連絡する責任者を選任すること。

⑨ 事業者から兼任承認申請書を経済産業局へ提出すること。
⑩ 既に管理している工場等の同意が得られていること。

（ウ）エネルギー管理者（員）とエネルギー管理者（員）との兼任の条件

■「兼任」の条件

既に選任している役職 これから選任しようとする役職

エネルギー管理者
or

エネルギー管理員

エネルギー管理者
or

エネルギー管理員

６.１ エネルギー管理統括者等の兼任（自社からの選任）③



６.２ エネルギー管理統括者等の兼任（他社からの選任）①

兼任（他社からの選任）

エネルギー
管理統括者

特別目的事業体※のみエネルギー管理統
括者との兼任可（エ）

エネルギー
管理企画推進者

特別目的事業体※のみエネルギー管理企
画推進者との兼任可（オ）

エネルギー
管理者・管理員

同一敷地又は隣接し、かつ、管理が一体
的である工場等の場合、兼任可（カ）

エネルギー管理統括者等の「他社からの選任」

※特別目的事業体・・・資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）２条３項に規定する特定目的会社及
び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む不動産投資法人、合同会社等の事業体

他社にエネルギー管理統括者等に選任されている者を、自社のエネルギー管理統括者等に選任（兼
任）する場合には、下表のケースについて定める各条件を満たし、かつ、『兼任承認申請書』を経済産
業局に提出し、その承認を受けた場合に行うことができる。

32



① 業務に支障がないこと。

② 現在管理する特定事業者・特定連鎖化事業者と、管理させ
ようとする特定事業者・特定連鎖化事業者とが双方ともに証
券化された不動産における特別目的事業体であること。

③ エネルギー管理統括者としての業務を行うための十分な時
間の確保、エネルギー管理企画推進者との情報共有ができ
ること。

④ 兼任させようとする者が、エネルギー管理企画推進者、管理
者又は管理者（員）に選任されていないこと。

⑤ 管理させようとする事業者から兼任承認申請書を経済産業
局へ提出すること。

（エ）エネルギー管理統括者が他社のエネルギー管理
統括者を兼任できる条件

（オ）エネルギー管理企画推進者が他社のエネルギー管理
企画推進者を兼任できる条件

■「兼任（他社からの選任）」の条件

既に選任している役職 これから選任しようとする役職

エネルギー管理
統括者

他社の

エネルギー管理
統括者

既に選任している役職 これから選任しようとする役職

エネルギー管理
企画推進者

他社の
エネルギー管理

企画推進者

① 業務に支障がないこと。

② 現在管理する特定事業者・特定連鎖化事業者と、管理させ
ようとする特定事業者・特定連鎖化事業者とが双方ともに証
券化された不動産における特別目的事業体であること。

③ エネルギー管理統括者を補佐するための十分な時間の確
保、エネルギー管理統括者との定期的な情報共有ができる
こと。

④ 兼任させようとする者が、エネルギー管理統括者、管理者又
は管理者（員）に選任されていないこと。

⑤ 管理させようとする事業者から兼任承認申請書を経済産業
局へ提出すること。

６.２ エネルギー管理統括者等の兼任（他社からの選任）②
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① 業務に支障がないこと。

② エネルギー管理士（エネルギー管理員のみの兼任の場合にはエネルギー管理
講習修了者でも可）であること。

③ 管理させようとする工場に既に他の工場と兼任している管理者が居ないこと。

④ エネルギー管理士でない場合、第２種指定工場において管理員の兼任を行える
のは、業務部門及び製造部門の事務所に限定。

⑤ 兼務により管理させようとする工場等と既に管理している工場等が同一敷地又
は隣接し、かつ、管理が一体であること。

⑥ 兼務は３工場まで。

⑦ 管理する及び管理させようとする工場のエネルギー使用量の合計が原油換算２
万kl未満であること。

⑧ 管理者（管理員）の職務を週２回以上行うこと。

⑨ 兼任させようとする者の管理する工場で、設備の維持、エネルギーの使用方法
の改善・監視等のための必要事項について連絡する責任者を選任。

⑩ 既に管理している工場等の同意が得られていること。
⑪ 事業者から兼任承認申請書を経済産業局へ提出すること。

（カ）エネルギー管理者（員）が他社のエネルギー管理者（員）を兼任
できる条件

■「兼任（他社からの選任） 」の条件

既に選任している役職 これから選任しようとする役職

他社の
エネルギー管理者

or
エネルギー管理員

自社の
エネルギー管理者

or
エネルギー管理員

６.２ エネルギー管理統括者等の兼任（他社からの選任）③
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① 兼任させようとする職名を○印で囲む。

② 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

③ 法人名・代表者役職名・代表者氏名を記入のう
え、押印。

④ 経済産業局から通知された指定番号を記入。

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者、エネルギ
ー管理員の氏名・生年月日を記入。

⑦ 選任されているエネルギー管理者、エネルギ
ー管理員の免状番号又は講習修了番号・勤務
地を記入。

⑧ 既に選任されている職名と兼任させようとする
職名のうち、当てはまるものを○印で囲む。

⑨ 兼任の理由を記載。

⑩ 勤務先の代表番号ではなく、届出担当者に直
接連絡がとれる連絡先を記入。
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①②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
①

６.３ エネルギー管理統括者・企画推進者 兼任承認申請書の
書き方と記入例 ①

⑩
また、兼任承認申請書には、以下の書類を添付のうえ、提出する
ことが必要。

１）兼任による選任を必要とする理由を明記した書類
２）兼任により選任する「エネルギー管理統括者（エネルギー

管理企画推進者）」の執務に関する説明書



６.４ エネルギー管理者・管理員 兼任承認申請書の書き方と記入例①

①兼任させようとする職名を○印で囲む。

②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。

③法人名・代表者役職名・代表者氏名を
記入のうえ、押印。

④経済産業局から通知された指定番号を
記入。

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。

①

②
③

④

⑤
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① 選任されているエネルギー管理者、エネル
ギー管理員の氏名・生年月日・勤務地の住
所、免状番号又は講習修了番号を記入。

② 既に選任されている職名のうち、当てはまる
ものを○印で囲む。

③ 既に選任されている工場等の、指定番号、
名称、所在地、事業分類、エネルギーの使
用量を記入。

④ 兼任させようとする工場等の指定番号、兼
任させようとする職名、名称、所在地、事業
分類エネルギーの使用量を記入。

⑤ 勤務先の代表番号ではなく、届出担当者に
直接連絡がとれる連絡先を記入。

①

②

③

④

⑤

６.４ エネルギー管理者・管理員 兼任承認申請書の書き方と記入例②

また、兼任承認申請書には、以下の書類を添付のうえ
、提出することが必要。

１）兼任による選任を必要とする理由を明記した書類

２）兼任により選任する「エネルギー管理者（エネルギー
管理員）」の執務に関する説明書
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６.５ エネルギー管理統括者等の外部委託

外部委託

エネルギー管理統括者
個人又は特別目的事業体※のみ

外部委託可（キ）

エネルギー管理企画推進者 外部委託可（ク）

エネルギー管理者・管理員 外部委託可（ケ）

エネルギー管理統括者等の「外部委託」

※特別目的事業体とは、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）２条３項に規定する特定目的会社及び事業内
容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む不動産投資法人、合同会社等の事業体をいう。

外部委託を行う前には、契約前の段階で契約書案の内容を経済産業局に相談することが
望ましい。

外部委託の（キ）（ク）（ケ）の条件は、資源エネルギー庁ＨＰを参照。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/besshi2.pdf

○外部委託の承認には、委託契約書の写しを経済産業局に提出する。

エネルギー管理統括者等の『外部委託』は、下表のケースについて定める各条件を満たす場合に限
り行うことができる。
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参考1：定期報告書作成支援ツール及び
提出書類の様式等の掲載場所

定期報告書作成支援ツール及び提出書類の様式等は、資源エネルギー庁WEB
ページの「省エネポータルサイト」に掲載しています。

また、同サイト内に簡易計算表、温対法算定方法へのリンク、特定排出者番号への
リンク、日本産業分類へのリンクがありますので、ご活用ください。
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参考１－１．資源エネルギー庁WEBページ①

40

①資源エネルギー庁WEBページ
トップページの「省エネポータルサイト」
ここをクリック

②「省エネ法の概要・必要な手続き」を
クリック
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参考１－２．資源エネルギー庁WEBページ②

③ 「省エネ法の概要と必要な手続き」
のページの「工場・事業場に係る措置」
をクリックすると、以下の情報が掲載さ
れています。

○省エネ法に関するパンフレット
○エネルギー使用量の簡易計算表
○省エネ法関連 Q&A集

④ 「省エネ法の概要と必要な手続
き」のページの「工場等に係る省エネ
法の概要と必要な手続きについて」
をクリックすると、以下の情報が掲載
されています。

○定期報告書作成支援ツール
○定期報告書等各種様式
○定期報告書記入要領



⑥「各種様式」から、必要な様式

をダウンロードしてください。

○様式第４ エネルギー管理統

括者（企画推進者）選解任届

○様式第７ エネルギー管理者

（員）選解任届

○様式第８ 中長期計画書

○様式第９ 定期報告書

○様式第２３

電子情報処理組織使用届

ほか

⑤「省エネ法（工場等に係る措置）

各種手続きについて」のページ

です。

「定期報告書作成支援ツール」
のリンクはこちらから。

参考１－３．資源エネルギー庁WEBページ③
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参考２：省エネ法説明会等の掲載場所

省エネ法説明会、省エネシンポジウム、電力有効活用講演会等の情報は、中国経
済産業局WEBページの「省エネルギー施策」のページに掲載しています。

また、同ページ内に省エネ取組事例集、J-クレジット取組事例集も掲載されています
ので、ご活用ください。
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①中国経済産業局WEBページトップページの
「政策別に調べる」をクリック

②「政策別に調べる」ページの「省エネ
ルギー施策」をクリック

③「省エネ法説明会」等の
情報は、こちらのページ
に掲載があります。

参考２．中国経済産業局WEBページ



参考３：電子申請について

省エネ法の定期報告書、中長期計画書の提出は、郵送の他、電子申請も可能です。

平成27年度は、①経済産業省への提出は「e-GOV電子申請システム」により、②その他の

省庁（環境省、農林水産省、国土交通省等）へは、「温対法・省エネ法電子報告システム」の２
つになります。（平成28年度以降の「e-GOV電子申請システム」での取り扱いは未定です）

例：株式会社○○食品

特定第１２表の業所管大臣：農林水産大臣

→ ①中国経済産業局への提出は「e-GOV電子申請システム」により提出

②中国四国農政局への提出は「温対法・省エネ法電子報告システム」により提出

電子申請をするには、ID、PWが必要です。

「e-GOV」も、「温対法・省エネ法電子報告システム」も省エネ法の様式第２３の「電子情報
処理組織使用届出書」を１通、中国経済産業局長あてに提出し、それぞれのID、PWの通知
を受け取り、申請してください。

様式第２３の「電子情報処理組織使用届出書」掲載場所（省エネポータルサイト）

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/
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参考４． お問い合わせ先

46

○ 北 海 道 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○ 東 北 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 課

○ 関 東 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○ 中 部 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○ 近 畿 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○ 中 国 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○ 四 国 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○ 九 州 経 済 産 業 局 エ ネ ル ギ ー 対 策 課

○沖縄総合事務局経済産業部環境資源課

○資源エネルギー庁省エネルギー対策課

省エネ法に関するご質問は、以下連絡先までお問い合わせください。

･･･TEL：011-709-1753
･･･TEL：022-221-4932
･･･TEL：048-600-0364

･･･TEL：052-951-2775
･･･TEL：06-6966-6043

･･･TEL：082-224-5741
･･･TEL：087-811-8535
･･･TEL：092-482-5474

･･･TEL：098-866-1757
･･･TEL：03-3501-9726

北海道

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

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

富山県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県

福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・
和歌山県

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

徳島県・香川県・愛媛県・高知県

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県

沖縄県

担 当 地 域



参考５：平成26年度補正予算及び

平成２7年度予算の概要
(省エネルギー、新エネルギー関係)
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住宅・ビルの⾰新的省エネルギー技術導⼊促進事業
平成2６年度補正予算額 150.0億円

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
製造産業局 住宅産業窯業建材課
03-3501-9726（省エネルギー対策課）

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
 【ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）⽀援事業】

ZEH（※）の普及を加速化し、住宅の省エネルギー化を推進するため、建売住宅も含
め、⾼性能建材や⾼性能設備機器等の組合せによるZEHの導⼊を⽀援し、その価格
低減を⽬指します。

 【ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業】
ビルの省エネルギー化を推進し、ZEB（※）を実現するため、トップレベルの省エネルギー
を実現する先進的な取組に対し、その構成要素となる⾼性能建材や⾼性能設備機器
等の導⼊を⽀援します。
※ZEH/ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビル）
：年間の１次エネルギー消費量がネットでゼロとなる住宅／建築物

 【既築住宅・建築物における⾼性能建材導⼊促進事業】
既築住宅・建築物の抜本的な省エネルギーを図るため、既築住宅・建築物の改修におい
て、⼀定の省エネルギー性能を満たす⾼性能な断熱材や窓等の導⼊を⽀援し、その市
場拡⼤と価格の低減を⽬指します。

成果⽬標
住宅や建築物におけるエネルギーコスト削減に向け、省エネルギー性能の⾼い住宅や建

築物の普及を促進することで2020年までに標準的な新築住宅でのZEH実現と建築物
におけるZEB実現を⽬指し、⾼性能建材については約2割の価格低減を⽬指します。

補助（定額、1/3〜2/3）補助
⺠間団体等 設置者国

ＺＥＨ

ＺＥＢ実現に向けた先進的省エネルギー建築物

実施機関：一般社団法人環境共創イニシアチブ http://sii.or.jp/
公募期間：ZEH：(一次)H27.3.20～H27.4.30、(二次)H27.5月中旬～6月中旬（予定）

ZEB：(一次)H27.3.23～H27.4.21、(二次)H27.5月上旬～6月上旬
高性能建材：(一次)H27.3.31～H27.4.30、(二次)H27.5.8～H27.6.1 48



エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援補助⾦
平成2７年度予算額 410.0億円（410.0億円）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816
資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
⼯場・事業場等における⾼効率設備・システムへの⼊替や製造プロセス

の改善等の改修により省エネや電⼒ピーク対策を⾏う際に必要となる費
⽤を補助します。

 エネルギー管理⽀援サービス事業者を活⽤した更なる省エネの取組や
電⼒のピーク対策についても⽀援します。

 さらに、⼯場間で⼀体となった省エネの取組についても⽀援の対象としま
す。

成果⽬標
平成10年からの事業であり、申請時に計画された省エネ量が実績値と

しても100％を超えて確実に達成されることにより、事業者等におけるエ
ネルギーコストの削減を⽬指します。
※省エネルギー⼩委員会での中間的整理（案）（平成26年12⽉25⽇）も

踏まえつつ、効果的な⽀援のあり⽅について検討を⾏います。

事業者国 ⺠間団体等
補助（1/2,1/3）補助

⾼効率コンプレッサー 最新型ターボ冷凍機

省エネ・電⼒ピーク対策のための⾼効率設備・システムへの
⼊替や製造プロセスの改善等の改修事業

エネルギー管理⽀援サービス事業者を活⽤した
更なる省エネの取組

エネルギー管理⽀援
サービス事業者

（エネマネ事業者）
ＥＭＳによるエネ

ルギー管理

エネルギー
利⽤情報

需要家

省エネ・電⼒ピーク
対策設備導⼊

⼯場間で⼀体となった省エネの取組の事例
（複数⼯場にまたがる⽣産ラインの集約、コンビナート内の連携）

A⼯場

B⼯場

上
⼯
程

廃⽌

集約
新設

下
⼯
程

存続
A製品
出荷

B製品
出荷

 補助対象者
全業種、事業活動を営んでいる法⼈及び個⼈事業主

 補助率
①省エネ設備導⼊、電⼒ピーク対策、⼯場間で⼀体となった省エネの取組1/3以内
②エネマネ事業者を活⽤した事業1/2以内

※エネマネ事業者：エネルギー管理⽀援サービスを通じて⼯場・事業場等の
省エネルギー事業を⽀援する事業者。

実施機関：一般社団法人環境共創イニシアチブ https://sii.or.jp/cutback27/
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中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816
資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726エネルギー使⽤合理化特定設備等導⼊促進事業費補助⾦

平成2７年度予算額 26.1億円（24.0億円）
事業イメージ事業の内容

事業⽬的・概要
省エネ投資を⾏いたくても、⼗分な資⾦調達ができずに⼆の⾜を踏ん

でいる事業者の省エネ投資を⽀援します。

具体的には、省エネルギー設備の導⼊や⼀部のトップランナー機器の
設置を⾏う事業者に対し、⺠間⾦融機関等から受けた必要な資⾦
の貸付の利⼦補給を⾏います。

事業の実施に当たっては、地域⾦融機関等と連携し、省エネに積極
的に取り組む地域の中⼩・中堅企業の省エネ投資を⽀援します。

成果⽬標
平成24年度からの事業であり、平成27年度は補助対象となる貸付

けを⾏う指定⾦融機関の数を前年度（22⾏）以上とすることにより、
地域⾦融機関等と連携して⾦融⽀援を⾏い、地域の中⼩・中堅企
業の省エネ投資の増加を⽬指します。

省エネルギー設備の導⼊

トップランナー機器の設置

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

⾼効率ターボ冷凍機

トップランナー機器の例

複写機 業務⽤冷蔵庫
実施機関：一般社団法人環境共創イニシアチブ http://sii.or.jp/

国 ⺠間事業者等
定額

（利⼦補給⾦1.0%以内）

⺠間団体等

⺠間⾦融機関等

貸付
返済

補助
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戦略的中⼼市街地エネルギー有効利⽤事業費補助⾦
平成2７年度予算額 3.2億円（3.2億円）

商務流通保安グループ
中⼼市街地活性化室
03-3501-3754

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
 「中⼼市街地の活性化に関する法律」に定める経済産業⼤⾂認定を

受けた特定⺠間中⼼市街地経済活⼒向上事業計画に基づき、⺠間
事業者が整備する⾼度な商業施設等に対して、施設全体のエネル
ギー使⽤適正化を図るためのエネルギー管理システム（BEMS）や⾼
効率空調機器等の省エネルギー設備を導⼊するモデル事業を⽀援し
ます。

 この事業を通じて、中⼼市街地における省エネルギーを推進し、環境に
配慮したまちづくりに向けた先進的な商業施設モデルを実証すると共に、
全国の中⼼市街地への横展開を⽬指します。

成果⽬標
平成26年度から平成30年度までの5年間の事業であり、本事業を通

じて、中⼼市街地の商業施設において⾼いエネルギー効率の改善
（40％以上）を⽬指します。

商業施設等への、省エネルギー設備等の導⼊

中⼼市街地における先進的な商業施設

中⼼市街地における省エネル
ギーの推進

持続可能な環境配慮型まち
づくりへ向けた商業施設モデル
の全国展開

国 ⺠間事業者

［補助率］
事業化可能性調査：定額
実証事業：２／３以内

［上限額］
検討中

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k150323001.html

公募期間：H27.3.23～H27.5.28
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省エネルギー対策導⼊促進事業費補助⾦
平成2７年度予算額 5.5億円（5.5億円）

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

事業イメージ事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業⽬的・概要
診断事業 中堅・中⼩事業者等に対し、省エネ・節電診断事業等

を無料で実施します。また、省エネ運転調整等のチューニング診断や省
エネ設備投資の相談体制や診断後のフォローアップを強化することで、
より円滑に省エネ・節電の取組が進むよう⽀援します。

講師派遣事業 地⽅公共団体等が参加費無料で開催する省エネ
等に関する説明会やセミナー等に、省エネルギー及び節電の専⾨家を
無料で派遣します。

省エネ情報提供等事業 中⼩企業者の省エネ活動を⽀援するため
に、具体的な省エネ診断事例や省エネ技術を様々な媒体を通じて情
報発信します。

成果⽬標
平成16年からの事業であり、地域の中堅・中⼩事業者等に対して省

エネ・節電診断等を無料で実施し、診断の結果、提案された省エネの
取組の８割以上※が実施されることを⽬指します。
※（省エネ実施量／診断時において提案した省エネ量）で算出

診断事業

講師派遣事業・省エネ情報提供等事業

⼯場・オフィス
ビル等

地⽅公共団
体等

国 ⺠間団体等
補助

専⾨家派遣

講師派遣

（診断レポートの⼀部）
（照度測定⾵景）

（省エネ診断の例）

（説明会の様⼦） （ポータルサイトでの事例紹介）

オフィスの空調の運⽤改善
⼯場の廃熱の有効利⽤ 等

実施機関：＜省エネ無料診断事業及び省エネ情報提供等事業＞
一般財団法人省エネルギーセンター

＜無料節電診断事業＞
一般財団法人関西電気保安協会及び一般財団法人省エネルギーセンターによるコンソーシアム 52



省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助⾦
平成2７年度予算額 51.1億円（50.1億円）

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課
国⼟交通省総合政策局環境政策課
03-3501-9726（省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課）

事業の内容 事業イメージ

補助（1/2）
国

⺠間
団体等 事業者

補助
（1/2,1/3）補助

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業⽬的・概要
東⽇本⼤震災以降、省エネルギー対策の抜本的強化が必要となる中

で、我が国の最終エネルギー消費の約２割を占める運輸部⾨の省エ
ネルギー対策を進めることは重要です。

中でも、⾃動⾞、海事の各運輸分野について、省エネルギー化のため
の先⾏事業を⾏い、その成果を展開することで、効果的な省エネルギー
対策の普及を図ります。

成果⽬標
平成25年度から平成27年度までの3年間の事業であり、2020年度

までに当該補助事業及びその波及効果によってエネルギー消費量を原
油換算で約110万kL削減することを⽬指します。

Ⅰ．トラックドライバーのエコドライブ促進による
省エネルギー化の実証事業

 トラックドライバーに着⽬したエコドライブの効果を実証するため、トラック
運送事業者が専⾨のコンサルタント会社からエコドライブ指導を受ける
ために必要な経費等を⽀援し、エコドライブによるトラック輸送の省エネ
ルギー化を促進します。

Ⅱ．新型のＤＰＦ装置装着⾞への移⾏による
トラック運送の省エネルギー化

新⻑期規制に対応するディーゼルトラックを使⽤しているトラック運送
事業者に対し、ポスト新⻑期規制対応⾞への買換えに要する経費の
⼀部を補助することにより、省エネルギー化を促進します。
※DPF（Diesel Particulate Filter)：ディーゼルエンジンの

排気ガス中の粒⼦状物質を減少させるフィルター

Ⅲ．⾰新的な省エネルギー型海上輸送システムの実証事業

⾰新的技術の導⼊による船舶と運⾏システムの省エネルギー化を⽬
指した実証事業の実施に要する経費の⼀部を補助することにより、⾰
新的技術を内航船に確実に普及させ、海上輸送システム全体として
の省エネルギー化を促進します。実施機関：＜省ｴﾈﾙｷﾞｰ型陸上輸送実証事業＞

パシフィックコンサルタンツ株式会社
http://www.pacific.co.jp/index.html
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次世代物流システム構築事業費補助⾦
平成2７年度予算額 3.2億円（2.8億円）

商務流通保安グループ 物流企画室
03-3501-0092

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
東⽇本⼤震災以降、省エネルギー対策の抜本的強化が必要となる

中で、我が国の最終エネルギー消費の約２割を占める運輸部⾨の省
エネルギー対策を進めることは重要です。

地域における物流システムの効率化によるCO2排出削減に向けて、
地域性や顧客ニーズを踏まえた共同輸配送など、荷主と連携して⾏う
物流効率化を⽀援します。これにより得られた成果を他地域での取組
に活⽤することにより、効果的なCO2排出削減を⽬指します。

具体的には、荷主と連携して⾏う省エネルギーに資する物流業務の効
率化を進めるとともに、⾮効率な物流慣⾏を改善することにより、地⽅
企業の物流コスト及びリードタイムを削減します。

成果⽬標
平成26年度から平成30年度までの5年間の事業であり、本事業の

成果の横展開等を通じて、物流効率化による運輸部⾨の⼆酸化炭
素排出量を2020年度において年間670万トン程度削減することを
⽬指します。

荷主と連携して⾏う物流効率化によるCO2排出削減を実現する以
下のような取組を推進します。

物流業務の合理化を促進するため、電⼦タグ等の有効なツールを
活⽤しながら、各地域のニーズに応じた共同輸配送等を推進する
取組

物流業務の⾃動化と拠点集約に資する物流設備の導⼊により、
商慣⾏の改善と併せて、荷主における抜本的な物流効率化を図
る取組

コンテナの空輸送を削減するため、輸⼊⽤として使⽤した海上コン
テナを内陸で空にした後に、港に回送せずに近隣の事業者が輸出
⽤として使⽤（ラウンドユース）する取組

（例：共同輸配送のイメージ）

国 ⺠間事業者等
補助 ⺠間

団体等

補助
（1/2、定額）

実施機関：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
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グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業委託費
平成2７年度予算額 5.8億円（6.2億円）

産業技術環境局 環境経済室
03-3501-1770

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体等
委託

事業イメージ

事業⽬的・概要
 J-クレジット制度は、中⼩企業等の設備投資による温室効果ガスの排

出削減量等をクレジットとして認証する制度であり、環境省や農林⽔
産省とともに制度運営やプロジェクト計画書の作成⽀援等を実施しま
す。

 また、クレジット需要喚起のため、カーボンフットプリント制度で「⾒える
化」されたCO2排出量をクレジットで相殺する「製品等のカーボン・オフ
セット制度」の基盤整備等を実施します。

成果⽬標
平成25年度から平成32年度までの12年間の事業であり、本事業を

通じて、中⼩企業等の省エネ・低炭素投資を促進し、クレジットの活⽤
による国内での資⾦循環を促します。平成27年度は2万t-CO2のクレ
ジットの認証を⽬指します。

中⼩企業等
（省エネ・低炭素設備の導⼊）

・ランニングコストの低減効果＋クレジットの売却益

⼤企業等
（J-クレジットの買い⼿）

・低炭素社会実⾏計画の⽬標達成
・温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告

・カーボン・オフセット、CSR活動 等

資⾦

国

製品のCO2排出量の⾒える化

J-クレジットの認証

ヒートポンプ バイオマスボイラー

J-クレジット
（CO2排出削減量）

太陽光発電

資⾦循環

J-クレジットの活⽤

クレジットにより
CO2排出量を埋め合わせ

J-クレジット制度

製品等のカーボン・オフセット制度

中国地域の平成27年度J-クレジット制度ソフト支援機関 ： 中電技術コンサルタント株式会社
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「⾒える化」制度連携活性化事業費補助⾦
平成2７年度予算額 1.0億円（1.2億円）

産業技術環境局 環境経済室
03-3501-1770

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
製品・サービスのカーボン・オフセット（※）を⾏う企業の⽀援等を⾏い、

カ ー ボ ン ・ オ フ セ ッ ト 製 品 等 の 普 及 促 進 を 進 め ま す 。
※カーボンフットプリントによって「⾒える化」されたCO2排出量 分を、
クレジットによって埋め合わせる。

具体的には、カーボン・オフセット製品等の購⼊によって、ポイントが還
元されるシステム（どんぐりポイント）を通じて、環境配慮製品・サービ
スの購買を促します。

成果⽬標
平成25年度から平成27年度までの3年間の事業であり、どんぐりポイ

ントに90件の製品・サービスが参加することを⽬指しています。本事業
を通じて、協賛企業等の省エネ化・低炭素化に向けた取組の促進と、
環境配慮製品・サービスに対する消費者意識の向上等が同時に実現
される、⾃⽴的な仕組みを構築します。

協賛企業

⺠間団体等

③ラベルを送付

①製品等のCO2排出
量の「⾒える化」と、クレ
ジット購⼊による埋め合
わせ

○ラベル付製品・サービスの
普及促進

○ポイント還元に係る補助 等

②ラベル付製品等を販売

国

補助⾦

④集票分に応じたポイ
ント還元等

消費者
コミュニティ

補 助

国

補助
（定額）

⺠間団体等
補助

（1/5）
⺠間団体等

実施機関：日本テピア株式会社
http://donguripoint.jp/corp/index.html
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戦略的省エネルギー技術⾰新プログラム
平成2７年度予算額 75.0億円（93.0億円）

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
第４次エネルギー基本計画にも記載のあるように、本事業において、

「業種横断的に、⼤幅な省エネルギーを実現する⾰新的な技術の開
発を促進」していきます。

具体的には、開発リスクの⾼い⾰新的な省エネルギー技術について、
シーズ発掘から事業化まで⼀貫して⽀援を⾏う提案公募型研究開発
を戦略的に実施します。

産学官連携による成果重視の研究開発を⼀層促進するため、ステー
ジゲート審査の導⼊により⽬標達成を徹底し、事業化を⾒据え、企業
の参画と⾃⼰負担を求めることで、⾰新的技術の実⽤化を着実に進
められる有望テーマの⽀援を推進します。

成果⽬標
平成24年度から平成33年度までの10年間の事業であり、本事業を

通じて、省エネルギーの技術開発・普及が拡⼤されることにより、我が国
におけるエネルギー消費量を2030年度に原油換算で1,000万kL削
減することを⽬指します。

超⾼性能
真空断熱材

⾼効率⼩型
蒸気発電機

ハイブリッド
油圧ショベル

開発成果として製品化された事例

実施機関：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
http://www.nedo.go.jp/

公募期間：(第1回)H27.3.2～H27.3.31

国 企業
⼤学等ＮＥＤＯ

交付⾦ 補助
（2/3、1/2）
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クリーンエネルギー⾃動⾞等導⼊促進対策費補助⾦
平成2６年度補正予算額 100.0億円

製造産業局 ⾃動⾞課
03-3501-1690

事業イメージ事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体等
補助（定額）

事業⽬的・概要
環境・エネルギー制約への対応の観点から、我が国のCO2排出量の2

割を占める運輸部⾨において、電気⾃動⾞等の次世代⾃動⾞を普
及することは重要です。

 また、次世代⾃動⾞は、今後の成⻑が期待される分野であり、各国
メーカーが次々と参⼊を予定するなど、国際競争が激化しています。

加えて、エネルギーセキュリティを⾼める観点から、多様なエネルギー源
としての⽔素や電気を利⽤する燃料電池⾃動⾞や電気⾃動⾞等の
役割についても期待が⾼まっているところです。

⼀⽅、現時点では導⼊初期段階にあり、コストが⾼い等の課題を抱
えています。

 このため、⾞両に対する負担軽減による初期需要の創出を図り、量産
効果による価格低減を促進し、世界に先駆けて国内の⾃⽴的な市
場を確⽴します。

成果⽬標
 「⽇本再興戦略改訂2014」における、2030年までに新⾞販売に占

める次世代⾃動⾞の割合を5〜7割とする⽬標を実現に向けて、次世
代⾃動⾞の普及を加速させます。

申請者
補助

○⾞両
・電気⾃動⾞
・プラグインハイブリッド⾃動⾞
・クリーンディーゼル⾃動⾞（乗⽤⾞）
・燃料電池⾃動⾞ 等

補助対象

電気⾃動⾞ プラグインハイブリッド⾃動⾞

クリーンディーゼル⾃動⾞ 燃料電池⾃動⾞

実施機関：一般社団法人次世代自動車振興センター http://www.cev-pc.or.jp/
公募期間：H27.3.9～H27.10.7 58



次世代⾃動⾞充電インフラ整備促進事業
平成２６年度補正予算額 300.0億円

製造産業局 ⾃動⾞課
03-3501-1690

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間企業等
補助

事業イメージ

事業⽬的・概要
電気⾃動⾞（EV）、プラグインハイブリッド⾃動⾞（PHV）に必要

な充電インフラの整備を加速することにより、次世代⾃動⾞の更なる
普及を促進し、運輸部⾨における⼆酸化炭素の排出抑制や⽯油依
存度の低減を図ります。

具体的には、充電器等の購⼊費及び⼯事費を補助することにより、
①⽬的地への途中で充電可能な「経路充電」の充実（⾼速道路
SA/PA、道の駅、コンビニ等）②⽬的地における「⽬的地充電」の充
実（ショッピングセンター等）③マンション・⽉極駐⾞場及び従業員駐
⾞場等の充電設備（「基礎充電」）の充実④⾃⽴的なインフラ整
備を推進するため、充電器課⾦装置の整備加速を図る。

成果⽬標
 「⽇本再興戦略改訂2014」における、2030年までに新⾞販売に占

める次世代⾃動⾞の割合を5〜7割とする⽬標の実現に向けて、普
及に不可⽋な充電インフラの倍増を⽬指します。

補助（定額、2/3、1/2）

事業者等

⾃治体の計画に基づく充電器の設置

⾃治体の計画に基づかないものの、公共性を有する充電器の設
置

マンション・⽉極駐⾞場及び従業員駐⾞場等への充電器の設置

事業メニュー１〜３以外の充電器の設置

⾼速道路ＳＡ/ＰＡ 道の駅

（急速充電器）
【設置場所のイメージ】

ショッピングセンター 従業員駐⾞場

（普通充電器）

マンション

⾃⽴的なインフラ整備を不可⽋な課⾦装置の設置等

電気⾃動⾞（ＥＶ）・プラグインハイブリッド⾃動⾞（ＰＨＶ）の普及を加
速させるため、以下の充電器について購⼊費及び⼯事費の⼀部補助を通じて、
充電インフラを計画的・効率的に整備。

事業メニュー１

事業メニュー２

事業メニュー３

事業メニュー４

事業メニュー５

※補助上限額は検討中

実施機関：一般社団法人次世代自動車振興センター http://www.cev-pc.or.jp/
公募期間：H27.3.2～ 59



定置⽤リチウムイオン蓄電池導⼊⽀援事業
平成2６年度補正予算額 130.0億円

商務情報政策局 情報通信機器課
03-3501-6944

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

補助（定額）

事業イメージ

事業⽬的・概要

成果⽬標
家庭等の光熱費削減に向けて電⼒需給のピークコントロールが可能と

なる定置⽤リチウムイオン蓄電池の普及を加速することにより、2017年
度までに機器価格を1/3程度に低減させ⾃⽴的な市場の創出を⽬指
します。

夜間電⼒を充電
充電した電⼒を
昼間放電

蓄電システムを利⽤した消費電⼒

ピークコントロール

通常の場合の消費電⼒

電⼒需給のピークコントロールが可能となる
定置⽤リチウムイオン蓄電池の導⼊を⽀援 エネルギー価格の⾼⽌まりを背景に、家庭等におけるエネルギーコスト対

策として、需要側で電⼒需要を削減するピークコントロールに対する社
会的関⼼やニーズが⾼まってます。

本事業では、家庭等に設置される定置⽤リチウムイオン蓄電池の導⼊
時の費⽤を補助することで蓄電池の普及拡⼤を⽬指します。

国 ⺠間団体等 設置者
補助（2/3・1/3以内）

※補助率：機器購⼊費と⽬標価格との差額の2/3もしくは1/3以内

実施機関：一般社団法人環境共創イニシアチブ https://sii.or.jp/lithium_ion26r/
公募期間：H27.3.30～H27.12.28

60



独⽴型再⽣可能エネルギー発電システム等対策費補助⾦
平成2６年度補正予算額 35.0億円

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

成果⽬標
再⽣可能エネルギーの導⼊量拡⼤を⽬指し、200箇所以上の拠点で

⾃家消費型再⽣可能エネルギー発電設備の導⼊を加速します。

事業⽬的・概要
再⽣可能エネルギーはエネルギー起源の温室効果ガスの排出削減に

寄与すること、東⽇本⼤震災以降電⼒供給への不安が⾼まったこと等
から、再⽣可能エネルギー発電設備を設置し、その電⼒を⾃ら消費す
るニーズが⾼まっています。

 また、再⽣可能エネルギー発電設備は、季候や天候等の環境条件に
よって発電量が変動しますが、蓄電池を併設することによって、再⽣可
能エネルギーの安定供給化を図ることができます。

本事業により、⾃家消費向けの再⽣可能エネルギー発電システムに対
する⽀援を⾏い、再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤を図ります。

国 ⺠間団体等
補助

設置者
補助（1/2、1/3）

【再⽣可能エネルギーの内訳】
太陽光発電、⾵⼒発電、バイオマス発電、⼩⽔⼒発電、地熱発電

等
※「固定価格買取制度」において設備認定を受けないものを対象とします。

地域再⽣可能エネルギー発電システム等導⼊促進対策事業

【補助率 1/2以内】
 地⽅⾃治体等による再⽣可能エネルギー発電システム設備導⼊

及び地⽅⾃治体と連携して⾏う設備導⼊に対して補助を⾏います。
また、地⽅⾃治体でなくとも、災害緊急時等に地域の防災拠点に
蓄電池を提供することを条件に、⺠間事業者が取り組む再⽣可能
エネルギー発電設備と蓄電池の導⼊に対して補助を⾏います。

再⽣可能エネルギー発電システム等事業者導⼊促進対策事業

【補助率 1/3以内】
 ⺠間事業者による設備導⼊に対して補助を⾏います。

取組例（太陽光発電設備導⼊事業）

図１（太陽光発電全景） 図２（蓄電池システム）

実施機関：一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 http://www.nepc.or.jp/
公募期間：H27.3.30～H27.11.30
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再⽣可能エネルギー熱利⽤加速化⽀援対策費補助⾦
平成2６年度補正予算額 60.0億円

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

成果⽬標
再⽣可能エネルギーの導⼊量拡⼤を⽬指し、200箇所以上の拠点で

再⽣可能エネルギー熱利⽤設備の導⼊を加速します。

事業⽬的・概要
 エネルギー消費に占める冷暖房、給湯等の熱需要の割合は業務部⾨

で43%と⼤きく、再⽣可能エネルギーの⼀層の拡⼤には、発電分野だ
けでなく固定価格買取制度の対象とならない熱利⽤分野での導⼊の
加速が重要です。

 しかし、太陽熱や地中熱等の再⽣可能エネルギー熱の利⽤は、設備
導⼊コストが⾼い、認知度が低い等の課題があります。

本事業では、例えば、地中熱や雪氷熱等を活⽤した冷暖房設備を商
業施設等に導⼊する場合や、太陽熱給湯システムを医療法⼈や社
会福祉法⼈等に導⼊する場合等、波及効果の期待できる案件を中
⼼に、熱利⽤設備等の導⼊に対して⽀援を⾏い、地域における再⽣
可能エネルギー熱利⽤の拡⼤を加速します。

国 ⺠間団体等
補助

設置者
補助（1/2、1/3）

【再⽣可能エネルギー熱利⽤の内訳】
太陽熱利⽤、地中熱利⽤、温度差エネルギー利⽤、バイオマス熱利⽤、
雪氷熱利⽤、バイオマス燃料製造

地域再⽣可能エネルギー熱導⼊促進対策事業

【補助率 1/2以内】
 地⽅⾃治体等による熱利⽤設備導⼊及び地⽅⾃治体と連携して

⾏う熱利⽤設備導⼊に対して補助を⾏います。

再⽣可能エネルギー熱事業者⽀援対策事業
【補助率 1/3以内】

 ⺠間事業者による熱利⽤設備導⼊に対して補助を⾏います。

太陽熱利⽤ バイオマス熱利⽤ 地中熱利⽤

実施機関：一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 http://www.nepc.or.jp/
公募期間：H27.3.20～H27.11.30

（1次締切4.30、2次締切：6.30、3次締切：8.31、4次締切：10.30、最終締切：11.30）
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地産地消型再⽣可能エネルギー⾯的利⽤等
推進事業費補助⾦ 平成2６年度補正予算額 78.0億円

省エネルギー・新エネルギー部
政策課 制度審議室
03-3580-2492

（２）地産地消型再⽣可能エネルギー⾯的利
⽤等推進事業

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ
事業⽬的・概要
再⽣可能エネルギーは地域活性化に資する重要な国産エネルギー源

であり、再⽣可能エネルギー発電システムや熱利⽤システムの導⼊拡
⼤が重要です。

 また、エネルギーマネジメントシステム等を活⽤しつつ、再⽣可能エネル
ギー等の地域の分散型エネルギー（電気・熱等）を⼀定規模のコミュ
ニティの中で⾯的に利⽤し、平常時には⼤幅な省エネを実現し、⾮常
時にはエネルギー供給を確保できる等の効果を有する、地産地消型
のエネルギーシステムを広げていくことが重要です。

地産地消型のエネルギーシステムの構築によって、地域内でのエネル
ギーの最⼤活⽤・最適化が図られ、エネルギーコストの最⼩化にもつな
がります。

 このため、先導的な地産地消型のエネルギーシステムを構築する取組
を⽀援するとともに、そのノウハウの蓄積、他地域への普及を図ります。

成果⽬標
再⽣可能エネルギーの⾯的な利⽤等を通じ、地域内でのエネルギーを

最⼤限活⽤し、省エネ効果を20%以上達成するなど、エネルギーコス
トの最⼩化を図ります。

国 事業者等

補助（定額,1/2,2/3）補助

⺠間団体等

制
御

地域エネルギー事業者

地域アグリゲーター

制
御

制 御

エネファーム

コージェネ
レーション
システム

蓄電池

蓄電池

ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞ
ﾘｽﾎﾟﾝｽ

不安定な再エネ
の⼤量導⼊

地域に点在する
創エネシステム

地域に点在する
蓄エネシステム

地域に点在する熱エネルギー

電気⾃動⾞

太陽光

バイオマス

事業化可能性調査の実施や事業計画の策定を⽀援

【①⾃治体連携：2/3以内、②⺠間主導：1/2以内】
再エネ等発電設備、熱利⽤設備、蓄電・蓄熱設備、エネマネシステム、⾃営
線・熱導管、その他付帯設備の⾯的導⼊を⽀援

※「固定価格買取制度」において設備認定を受けない設備が対象

（１）構想普及⽀援 【定額】

（２）地産地消型再⽣可能エネルギー⾯的利⽤等推進事業

※コージェネレーションシステム：発電の際に⽣ずる排熱を同時に回収し、熱及び電⼒を供給する熱電併給システム。

コージェネ
レーション
システム

(1)実施機関：一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 、公募期間：H27.3.30～H27.8.3
(2)・地産地消型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの構築

実施機関：一般社団法人都市ガス振興センター 、公募期間：H27.3.13～H27.7.31
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入拡大に伴う技術的課題に対しての需要家側での取組

実施機関：一般財団法人エネルギー総合工学研究所 、公募期間：H27.3.16～H27.7.31 63



⼩⽔⼒発電導⼊促進モデル事業費補助⾦
平成2７年度予算額 3.5億円（9.0億円）

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

事業イメージ事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体等
補助

⺠間企業
委託・補助（ 2/3 ・1/2）

事業⽬的・概要
⼩⽔⼒発電は、開発地点が奥地となったり開発規模が⼩規模となるこ

とによりコストが⾼くなり、導⼊が⼗分に進んでいません。

 しかし、未利⽤落差の活⽤など、トータルの経済性は⽐較的⾼いもの
の、導⼊する発電設備のコストが⾼いものについては、技術開発や実
証の推進により、経済性を⾼める余地があります。

 このため、⼩⽔⼒発電設備のコスト低減や効率化等に資する技術の
開発・実証実験を⽀援し、低落差⽔路での発電や⾼効率⽔⾞形状
の解析及び新規製造⼿法の開発等を実施します。

 また、⼩⽔⼒発電は、流量調査等の事業決定までに要するコストが⼤
きく、導⼊の障壁となっているため、事業化検討を⽀援しつつ、この過
程で得られるノウハウを発信することで、他の事業者の⼩⽔⼒発電の
事業化を後押しします。

成果⽬標
平成24年度から平成27年度までの4年間の事業であり、本事業を通

じて⼩⽔⼒発電の低コスト化技術（2件以上）の確⽴を⽬指します。

事業主体 設置場所

事業イメージ

⼩⽔⼒発電設備メーカー
発電事業者
⾃治体 等

⽔路
上下⽔道設備 等

低落差⽔路での発電
落差が低い⽔路で発電が可能な「ら
せん⽔⾞」の実証。⾼効率⽔⾞の
開発により、従来では経済性が低く
発電が⾏えなかった地点の活⽤を推
進。

⾼効率⽔⾞形状の解析
数値解析により⾼効率な⽔⾞形
状をデザイン。また、切削により⽔⾞
を製造する⼿法によりコストを削減。

実施機関：一般社団法人新エネルギー導入促進協議会
http://www.nepc.or.jp/

公募期間：H27.4.24～H27.7.31
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バイオマスエネルギーの地域⾃⽴システム化実証事業
平成2７年度予算額 5.0億円（2.5億円）

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

成果⽬標
平成26年度から平成32年度までの7年間の事業であり、本事業によ

るモデル実証プロジェクト（6件以上）を通じて、国内におけるバイオマ
スエネルギーの導⼊促進と経済的に⾃⽴した事業運営、及びそれに伴
うバイオマス産業育成に貢献することを⽬指します。

事業⽬的・概要
 バイオマスエネルギー導⼊にあたって必要な、経済的に⾃⽴したエネル

ギー利⽤システムに関して、以下のように、導⼊要件・技術指針と具体
的な事業モデルを明確化します。

①経済的に⾃⽴可能な要件及び要素技術を洗い直し、 導⼊要件・技
術指針としてまとめ直します（⽊質系、湿潤系、都市型等）。

②実証事業に向けた事業性調査（FS）を⾏います。

③事業性の⾒込みのある事業に対し、導⼊要件・技術指針に合致したモ
デル実証と、改良が必要な技術の開発を⾏います。

④開発及び実証の成果を反映させた導⼊要件・技術指針と共に、事業モ
デルを公開し、更なる導⼊促進に貢献します。

国 ＮＥＤＯ
交付⾦

⺠間企業等
委託・補助（2/3）

事業イメージ

実施機関：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100146.html

公募期間：H27.6月上旬から1ヶ月間公募予定 65



地域バイオディーゼル流通システム技術実証事業費補助⾦
平成2７年度予算額 5.0億円（7.0億円）

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031
農林⽔産省 ⾷料産業局 バイオマス
循環資源課

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

成果⽬標
平成25年度から平成27年度までの3年間の事業であり、平成27年

度に本事業の採択事業者が⽣産及び給油したBDF量を14,000kL
以上とすることを⽬指します。

事業⽬的・概要
軽油混合のバイオディーゼル（BDF）の利⽤は、現状、極めて限定的

です。廃油などを活⽤した実証的な取組が⾏われていますが、これらを
本格的に事業化するためには、BDF原料を更に安価で⼤量に調達す
るための新たなノウハウや流通基盤の確⽴が必要となります。

 このため、本事業では、農林⽔産省と共同で、⾃⽴可能な地域の原
料調達及び流通システム作りに必要な課題の検証を⾏います。

①更に⼤規模な原料調達の実現に向けた技術開発・実証テーマに対し、
その実現可能性を検証するための実証事業を実施します。

②あわせてBDFの⽣産/流通プロセス全体のコスト削減に資する技術・ノ
ウハウの開発を⾏います。

国 ⺠間団体等

補助
⾃治体、
企業等

補助（1/2）

実施機関：一般社団法人日本有機資源協会 http://www.jora.jp/
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資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
03-3501-2773地熱資源開発調査事業

平成2７年度予算額 80.0億円（65.0億円）

実施機関：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
公募期間：H27.3.3～H27.11.30 http://www.jogmec.go.jp/geothermal/field_surveys_001.html 67



資源エネルギー庁 資源・燃料 部政策課
03-3501-2773地熱開発理解促進関連事業⽀援補助⾦

平成2７年度予算額 28.0億円（28.0億円）

公募期間：（１回）H27.3.20～H27.4.20
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150320004/20150320004.html 68



新エネルギーベンチャー技術⾰新事業
平成2７年度予算額 12.0億円（12.0億円）

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

成果⽬標
平成19年度からの事業であり、本事業で採択した事業のうち50%を

事業化することを⽬指します。

事業⽬的・概要
中⼩・ベンチャー企業等が有する、新エネルギー等に関する潜在的技術

シーズを幅広く発掘し、外部専⾨家のハンズオン⽀援等も活⽤しながら、
技術開発段階から事業化・ビジネス化段階まで⼀貫して⽀援する事業
です。

本事業により、新エネルギー等に関する新たな技術の開発・実⽤化が
促進され、更なる新エネルギー導⼊の促進が図られるとともに、今後の
成⻑分野である、新エネルギー分野における起業の増加、新産業の創
出も期待されます。

対象技術分野は、エネルギー基本計画、新成⻑戦略等に⽰される下
記の分野です。
①太陽光発電、⾵⼒発電、⽔⼒発電、地熱発電、バイオマス利⽤、

太陽熱利⽤、その他未利⽤エネルギー分野。
②再⽣可能エネルギーの普及、エネルギー源の多様化に資する新規技

術（蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等)。

国 ＮＥＤＯ
交付⾦

中⼩企業等
委託・補助（2/3）

事業化（事例）

研究開発⽀援の他にも、マッチング会等の開催による事業成果の発信
⽀援や特許戦略に係る⽀援などを実施。

精製バイオガスの⾼効率輸送と導管供給に
向けた技術開発

薄膜型太陽電池加⼯⽤レーザーの技術
開発

実施機関：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100064.html
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