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はじめに

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年6月22日法律第49号。以下「省エネ法」とい
う。）における定期報告書は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年9月29日
通商産業省令第74号）第36条に基づく様式第９に様式が定められており、本資料は、定期報告書の記入
方法の概要を取りまとめたものです。

記入に際しての詳細は、上記様式に記載の「備考」欄及び、「省エネルギー法 定期報告書・中長期計
画書（特定事業者等）記入要領（令和4年4月12日改訂版 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネル
ギー部 省エネルギー課）」 （＊1）をご参照ください。

また、作成支援ツールによる定期報告書作成に際しては、下記の資料（＊2、＊3）もあわせてご参照
ください。

＊1 省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書（特定事業者等）記入要領
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/
support-tools/data/kojo-kinyuyoryo_v22.1.pdf

＊２ 定期報告書作成支援ツール（アプリ版）の操作マニュアル
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/
support-tools/data/kojo03_manual.pdf

＊3 定期報告書作成支援ツール（エクセル版）の操作マニュアル
特定表
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/
support-tools/data/tokuteihyo_manual.pdf
指定表
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/
support-tools/data/shiteihyo_manual.pdf
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１．定期報告書について

ご注意ください！

今年度、様式が改定されています
2022年度（令和4年度）に提出いただく定期報告書は、
令和4年度に新たに公開されている定期報告書作成支援ツール等で出力される様
式か、資源エネルギー庁ＨＰで掲載されている様式を使用していただくようお
願い致します。

2021年度提出までの様式や作成支援ツールは使えませんので、ご注意ください。



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、「定期報告書」及び「中長期計画書」を提出してください

※（休日の場合は、休日の翌日）

提出する報告書
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〇：提出する報告書
※：事業者単体でのエネルギー使用量が1,500kl以上の場合に作成

定期報告書等

事業者、指定工場等

定期報告書（様式第9）

特定表
（第1表～第

12表）
認定－総括表

認定－第1表
～第5表

指定表
（第1表～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等 ○

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等 ○

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等 ○

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等 ○



Ａ株式会社

本社ビル：1,000kl

※工場として３,０００
kl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
指定を受けている

香川工場：3,500 kl 高松工場：2,500 kl
≧３,０００ kl ≧１,５００ kl

※工場として１,５００
kl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
指定を受けている

工場：1,000 kl 営業所：10 kl支店：200 kl

特定表（事業者全体で１つ提出）
1,000＋3,500＋2,500＋1,000＋200
＋10＝計8,210 kl の報告

指定表 （2つ提出）
※1,500 kl 以上エネルギー使用量のある事業所分提出
①香川工場分･･･3,500 kl
②高松工場分･･･2,500 kl

定期報告書でのエネルギー算入の範囲
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本社、工場、支店、営業所など、事業者が設置しているすべての事業所がエネ
ルギー算入の範囲です。エネルギー使用量が微量であっても算入対象です。
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２．定期報告書作成のポイント

ご注意ください！

今年度、様式が改定されています

2022年度（令和4年度）に提出いただく定期報告書は、
令和4年度に新たに公開されている定期報告書作成支援ツール等で出力される様
式か、資源エネルギー庁ＨＰで掲載されている様式を使用していただくようお願
い致します。

2021年度提出までの様式や作成支援ツールは使えませんので、ご注意ください。



様式第９（第 36 条関係） 

※受理年月日  

※処理年月日  

 

定 期 報 告 書 
 

 

 

    四国経済産業局長  殿 

                                                             2022  年  6 月  15  日 

 

住 所 
法人名 
法人番号 
代表者の役職名 
代表者の氏名                 

 

 

 

 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１６条第１項、第２７条第１項又は第３８条第１項の規

定に基づき、次のとおり報告します。 
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特定表－表紙

提出年月日を記入してください

７月末日までに必ず提出してください

「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ください。

「法人名」欄には、正式名称を省略せず

に記入し、「法人番号」欄には13桁の法

人番号を記入してください。

「代表者の役職名」は、正式名称を省略

せずに記入してください。

押印は紙面で提出の場合も必要ありませ

ん

提出先を記入してください。当該事業者

が設置している全ての工場等に係る事業の

所管省庁の長に提出してください。経済産

業大臣への提出に当たっては、事業者の主

たる事務所の所在地を管轄する経済産業局

長としてください。

例：四国経済産業局長

※印を付した欄には記入しないでください



特定－第１表

「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ください

＊ https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/

「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、番号を記入してください

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
◎https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/ind
ex/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

未選任の場合は、作成実務者を記入して下さい。その際、
氏名の後ろに（作成実務者）と記入し、番号欄には、選任中
と記入します

未選任時の記入例
氏名 山田太郎（作成実務者）
エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号

選任中

「連絡先」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
アドレスを記入してください

8



報告の対象年度を記載してください
（エネルギー使用実績の年度：2021）

「対前年度比（％）」を記入してください（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

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」としてください

（「０」、「－」や斜線等は記入しないでください）

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ください

「前年度の原油換算ｋｌ」を記入
してください。（指定-第２表も同
様）。今年が初提出で記入できない
場合は、「－」を記入してください

2021 年度
連携省エネルギー計画の認

定を受けていない場合は、記
入不要です
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特定－第２表 ①



一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持し、運用する電線網を介して供給を受ける電気の
昼夜別使用量を記入してください。

昼間 は８時から２２時まで
夜間は２２時から翌日８時まで

＊電力会社の検針票等の「力率測定用有効電力量」（「力測用有効電力基準」等の表記の欄に記載された電力
量） が昼間買電に当たります。夜間買電は全使用電力量から力率測定用有効電力量を引いて算出してください。
力率測定用有効電力量がわからない場合は、すべての使用量を昼間の使用量として記入してください。

電気事業者から買電した電気量（昼間買電・夜間買電）

「昼間買電」のうち、 夏期（７月1日～９月30日）及び 冬期（１２月1日～３月31日）の使用量を記入してください。

261,318

613

5,833

601

272,167
41,030 409,069

13,338 123,777

54,438 532,846
805,013
20,769

98.1

70

①

21,173

(24,500) (244,265)②
293
293
293

8

30
30

電気事業者から買電した夏期・冬期における電気需要平準化時間帯の電気量

特定-第２表

①

②

特定－第２表 ②
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（注）夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯は、
昼間買電の内数です

「電気」の小計で重複計
上 しないで下さい

指定－第2表の記入には特定－第2表
に準じてください



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してください

熱供給事業法上の熱供給事業者に該当し、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

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してください

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してください
※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（②で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」の欄に記入してください

※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

③

自家発電等における販売した副生エネルギーの扱い

特定－第２表 ③
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19
1

243

697
38

9,501

①2021

272,167
409,069

② 5,833 261,318

123,777

※
532,846
805,013
20,769
21,173

98.1

13,338

70
54,438

30
30

293
293
293

8

41,030

601 613

④③

（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



特定-第２表の「２．連携省エネルギー措
置の実績」の（1）～（3）は、連携省エネ
ルギー計画認定制度の認定事業者のみが記
入します。

一般の特定事業者等は記入不要です

特定－第２表 ④
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【関連】
特定-第３表「１－２連携省エネルギー措

置を踏まえたエネルギーの使用に係る原単位
等」及び特定-第３表 「２－２連携省エネル
ギー措置を踏まえた電気需要平準化評価原
単位等」の表は、連携省エネルギー計画認定
制度の認定事業者のみが記入します。

一般の特定事業者等は記入不要です



エネルギー消費原単位＝（A－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（＊）

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

製造部門 業務部門

生産量 建物床面積
重量 面積×時間
金額 体積（空調をかけている空間）
個数 面積×人数
面積 人数

エネルギー消費原単位

特定－第３表 ①
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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

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）

Ａ́＝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（＊）
評価係数α＝ 1.3
注「A」、「Á」、「B」、「B’」は原油換算ｋｌとして計算

※電気需要平準化時間帯とは、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

特定－第３表 ②
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※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



事業分類：日本標準産業分類に基づいた細分類番号ごとに分類

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、集計して記入してください
「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ください
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

ひとつの工場や事業場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、分類の異なる複数の事業を行っている場合、主たる事業を１つ選んで
記入してください
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）してください。以下に決定方法のイメージを示します

特定－第３表 ③
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エネルギーの使用と密接な関係を持つ値（原単位の分母） が事
業者全体で一種類のみの場合
例：婦人服小売業を主たる事業とするＡ社

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 ）

事業者全体の
エネルギーの使用と 密
接な関係を持つ値の
名称と単位が複数あ
る

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）

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 ㎡）

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

生産重量（11,281 トン）

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、
Ｐ19、Ｐ20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）
が事業者全体で二種類以上ある場合

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消費原単位及び電気需要平準化評価原単位の算出方法

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、①、②に示す２つの算定方法があります

① ②

特定－第３表 ④
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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（223 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
値の名称と単位がお
のおの「売上高」及び
「百万円」のみ

売上高
1,125 百万円

特定－第３表の
作成にあたっては、
Ｐ17、Ｐ18を参照



原単位の分母が事業者全体で1種類の場合（一括方式）～エネルギー消費原単位

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（1265+726+512）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、原単位を算出します

c店舗

a店舗

b店舗

対前年度比原単位

特定－第３表１－１ ⑤ 一括方式
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Ⓓ-1、Ⓔ、Ⓕ-1、Ⓖ-1、Ⓗ-1、Ⓘ-1各欄
は、

寄与度方式の場合に記入する欄です
一括方式の場合は記入しないでください

・事業分類ごとのエネルギーの使用量を原油換算し、整数で記入してください

・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してください

（例：1,125 百万円、 33,740 ㎡）

・原単位は、原則、有効数字４桁で記入してください

（例：2.225、 0.1848）

日本標準産業分類に基づいた事業の
細分類番号を記入してください

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：密接な値の単位

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

Excelツールを使用する場合は、特定－第3表の シートの上部の
選択欄で上の選択肢を選択してください



原単位の分母が事業者全体で1種類の場合（一括方式）～電気需要平準化評価原単位

前年度の「電気需要平準化評価原単位」を
記入してください。今年が初めての提出で
記入できない場合は「-」を記入してくだ
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ください

特定－第３表２－１ ⑥ 一括方式
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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、
整数で記入して下さい
＜EXCEL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）
※アプリツール使用の場合は自動計算されます



原単位の分母が事業者全体で二種類以上ある場合（寄与度方式）～エネルギー消費原単位

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：密接な値の単位

d事務所

e工場

f営業所

寄与度の合計

特定－第３表１-1 ⑦ 寄与度方式
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Excelツールを使用する場合は、特定－第3表の シートの上
部の選択欄で下の選択肢を選択してください

一括方式の欄です。寄与度方式の
場合は記入しないでください

前年度の「エネルギー消費原単
位」 を記入してください（有効数
字4桁）
今年が初めての提出で記入できない
場合は「－」を記入してください

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



原単位の分母が事業者全体で二種類以上ある場合（寄与度方式）～電気需要平準化評価原単位

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

特定－第３表２-1 ⑧ 寄与度方式
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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

寄与度の合計

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、
整数で記入して下さい
＜EXCEL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）
※アプリツール使用の場合は自動計算されます



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できないため、
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の前年度の原単位はない
ため、 Ⓖ -1、 Ⓗ -1、Ⓘ-1は空欄に
します

特定－第３表 ⑨

エネルギー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、工場等に係る事業を新た
に追加した場合（既存の工場や事務所とは異なる事業所を設置）

・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 Ⓓ-1、Ⓖ-1、Ⓗ -1、Ⓘ-1 欄は空欄とし、
寄与度の合計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／（21,797-1,000）

1,854／（21,797-1,000）
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構成割合の計算から新規事業
分を外します



原単位は、原則、
有効数字４桁で記入してください

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、(Ⓙ-1)×(Ⓚ-1)×(Ⓛ-1)×(Ⓜ-1)を行い、「√」キーを２回押すと算出できます

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

特定－第４表１ ① 一括方式
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原単位の分母が事業者全体で1種類の場合（一括方式）～対前年度比は原単位から計算

上段の「年度」欄には、当該年度を含む直近５年度間の年度を、当該年度が一番右の欄となるよう順に記入してください
原単位を５年度間把握していない場合には、把握している年度から順に右詰めで記入してください。
当該年度の原単位、対前年度比は、特定第3表１から転記してください（①）
当該年度より前の年度の原単位、対前年度比は、前回提出した報告書（2021年度提出報告書）から転記してください（②）

特定－第４表
事業者の過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況
１ エネルギーの使用に係る原単位

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
５年度間平均原
単位変化

エネルギーの使用に係る原単位
2.337 2.318 2.321 2.295 2.225

対前年度比（％）
Ⓙ-1
99.2

Ⓚ-1
100.1

Ⓛ-1
98.9

Ⓜ-1
96.9

98.8

連携省エネルギー措置を踏まえたエ
ネルギーの使用に係る原単位

対前年度比（％） Ⓙ-2 Ⓚ-2 Ⓛ-2 Ⓜ-2

ここが、99.0以下なら
年平均１％以上改善

①

②



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
５年度間平均原
単位変化

エネルギーの使用に係る原単位

対前年度比（％）
Ⓙ-1

99.8
Ⓚ-1

98.9
Ⓛ-1

94.6
Ⓜ-1

96.7
97.5

連携省エネルギー措置を踏まえたエネル
ギーの使用に係る原単位

対前年度比（％） Ⓙ-2 Ⓚ-2 Ⓛ-2 Ⓜ-2

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

特定－第４表１ ② 寄与度方式
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原単位の分母が事業者全体で二種類以上ある場合（寄与度方式）～対前年度比は寄与度合計

上段の「年度」欄には、当該年度を含む直近５年度間の年度を、当該年度が一番右の欄となるよう順に記入してください
寄与度合計を4年度間把握していない場合には、把握している年度から順に右詰めで記入してください
当該年度の対前年度比は、特定第3表１のⓏ欄の値を転記してください（①）
当該年度より前の年度の対前年度比欄は、前回提出した報告書（2021年度提出報告書）から転記してください（②）
事業者全体の原単位はないため、原単位欄は空白としてください、途中の年度まで一括法であった場合、原単位のある年度まで記入してください
（③）

①②
ここが、99.0以下なら 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

※電卓で算出する場合、(Ⓙ-1)×(Ⓚ-1)×(Ⓛ-1)×(Ⓜ-1)を行い、「√」キーを２回押すと算出できます

事業者全体の原単位はないため、記入しないでくださいは③



特定－第４表２は、事業者の過去５年度間の電気需要平準化評価原単位の
変化状況を算出します

一括方式、寄与度方式とも、それぞれの方式の特定－第４表１に準じて記
入してください。

特定－第４表２ ③
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① 過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均１％以上改善できなかった場合

（第４表１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、具体的に記入してください（①）

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１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、具体的に記入してください（②）

③ （ロ）の理由が、（イ）の理由と同様の場合には、「（イ）と同じ」と記入してもかまいません

エネルギー原単位が改善できなかった場合に、その理由を記入します、改善できている場合は記入は不要です

①

②
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。

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、 生産数

量が2017年度と比べ、2021年度は約30％減少している。しかしながら、全体のエネ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40％台であったが、年々上昇し、2021年度では60％

台を占めるまでとなった。 その結果、年平均１％以上改善できなかった。

Excelツール : 欄が黄色く表示されている場合は、入力が必要です
アプリツール : 欄が赤でエラー表示がでている場合は、入力が必要です
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特定－第５表１ ①



①

②

電気需要平準化評価原単位が改善できなかった時の理由を記入します、改善できている場合は記入は不要です

特定－第４表２において、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）に限り記入してください

特定－第４表２において、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）に限り記入してください

26

特定－第５表２ ②

記入の要領は、特定－第5表1と同様です。特定－第5表1に準じて、記入してください

Excelツール : 欄が黄色く表示されている場合は、入力が必要です
アプリツール : 欄が赤でエラー表示がでている場合は、入力が必要です



ベンチマーク指標の報告
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特定－第６表 ①

ご注意ください！ 昨年度、ベンチマーク制度が改定されました（2021年（令和３年）４月１日付）
以下の業種において、目指すべき水準等が改定されています

電炉（区分番号1B、1C）
洋紙製造業（区分番号4A）
板紙製造業（区分番号4B）
コンビニエンスストア業（区分番号7A及び7B）
貸事務所業（区分番号12）

※2022年4月1日の改定により、 区分6B ソーダ工業のベンチマー
ク目標が「3.00GJ/t以下」に、区分2B（石炭火力電力供給業）、
区分16（データセンター業）及び区分17（圧縮ガス・液化ガス製造
業）が導入されていますが、報告書の提出は2023年度（令和5年
度）からとなります

2022年度（令和4年度）に提出いただく定期報
告書は、2021年度（令和3年度）の実績を報
告していただくため、左記の別表第5の新しいベンチ
マーク指標及び目標に基づいて記入してください。
2022年度改定分（ ※ ）は、中長期計画書に
あっては2022年度中長期計画書からとなりますが、
定期報告書にあっては2022年度実績を報告して
いただく2023年度（令和5年度）提出からとなり
ます。
詳細は、最新の判断基準の別表第5をご参照くだ
さい
（下記）
https://www.enecho.meti.go.jp/categor
y/saving_and_new/saving/summary/pd
f/190401_handankijun.pdf



区分
対象となる事

業の名称
(セクター)

対象事業の
エネルギー

使用量
（原油換算kl）

ベンチマーク指標の状況（単位） 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）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

3
セメント製造
業

500,000
4,100
MJ/t

4,100
MJ/t

4,080
MJ/t

4,050
MJ/t

4,000
MJ/t

3,950
MJ/t

50％
3,739
MJ/t

6B ソーダ工業 200,000
3.30
GJ/t

3.25
GJ/t

3.25
GJ/t

3.20
GJ/t

3.20
GJ/t

－ －
3.22
GJ/t

①
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特定－第６表 ②

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）

② ③ ④

「判断基準」の別表第５に定めるベンチマーク 対象事業 のみでエネルギーの年度の使用量が原油換算1,500kl以上の場合のみ記入してくださ
い。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ください。

① 区分の欄は、別表第５の番号から選択して記入してください

② 対象となる事業の名称には、別表第５に示される事業の名称を記入してください。複数該当する場合は、すべて記入してください

③ 報告対象年度を含む過去５年度間の事業において、別表第５に示す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

してください。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してください。左側から年度

順に記入してください。一番右側は、定期報告書の報告対象年度（今回は2021年度実績値）となります

④ ベンチマーク指標の見込みは、昨年度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画書に記載した報告対象の年度（今回の場合、2021

年度）のベンチマーク指標の見込みの数値を記入してください。当該中長期計画書で2021年度の見込みの数値を記載していない場合は、ハイ

フン（－）を記入してください

ベンチマーク指標の報告（続き）



区分
対象となる事

業の名称
(セクター)

対象事業の
エネルギー

使用量
（原油換算kl）

ベンチマーク指標の状況（単位） 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）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

3
セメント製造
業

500,000
4,100
MJ/t

4,100
MJ/t

4,080
MJ/t

4,050
MJ/t

4,000
MJ/t

3,950
MJ/t

50％
3,739
MJ/t

6B ソーダ工業 200,000
3.30
GJ/t

3.25
GJ/t

3.25
GJ/t

3.20
GJ/t

3.20
GJ/t

－ －
3.22
GJ/t
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特定－第６表 ③

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）

⑤ ⑥

⑤ 達成率は、中長期計画書に記載した報告対象年度（今回の場合、2021年度）の計画値（ベンチマーク指標の見込み欄の値）に対する、実績

値（今回の場合、2021年度実績値）の達成度合を記入します（下式）

達成率＝報告対象前年度のベンチマーク指標の値－報告対象年度のベンチマーク指標の値）÷（報告対象前年度のベンチマーク指標の値－昨年

度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画書に記載した報告対象年度のベンチマーク指標の見込み）×100

【計算例】

（2020 年度実績―2021 年度実績）÷（2020 年度実績－2021 年度見込）×100

＝（4,050-4,000）÷（4,050-3,950）×100 

＝50÷100×100 ＝50%

2021年度におけるベンチマーク指標の見込みが未定であったり、2020年度実績と同値であった場合、達成率欄には（－）を記入してくだ

さい（作成支援ツールをご利用の場合、（－）の入力はツールの仕様に沿ってください）

⑥ 目標年度（2030年度）における目標値は、中長期計画書と同様、目標年度におけるベンチマーク指標の見込みを記入してください

ベンチマーク指標の報告（続き）
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特定－第７表 ①

特定－第7表１－1
ベンチマーク指標の算出に当たり、算出式、分

子と分母の値など、根拠となる情報を記入してく
ださい。

電炉による普通鋼製造業（1B）、電炉による特
殊鋼製造業（1C）、洋紙製造業（4A）、板紙製造
業（4B）及び貸事務所業（12）のいずれかに該当
する事業者は、ベンチマーク指標等の算出に当た
り補正係数等の情報も記入してください

判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報 ①

特定－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
１－１ 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 判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報

※対象事業を行っていない場合は斜線を
施してください
ベンチマーク対象事業者のみ記入して
ください

特定－第7表１－2
・対象となる事業所名、
・ベンチマーク指標の当該年度の状況、
・目指すべき水準と比較し、達成、未達の分析、
・未達の理由、事業者が抱えている事情等、
参考情報を記入してください



特定－第7表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組を実
施している場合に記入してください。

共同取り組みを行った事業者は共同取組の内容、
共同する相手などを記入してください
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特定－第７表 ②

特定－第7表2

①電力供給業のベンチマーク指標を算出する事業者の
み記入してください

②１つ目の表において、燃料種別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」
を記入してください

③２つ目の表において、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、副生物もし
く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
入してください。

発電方式
発電効率
（％）

火力発電量に占める発電量比率
（％）

石炭による火力発電

可燃性天然ガス及び
都市ガスによる火力
発電

石油その他の燃料に
よる火力発電

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

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））

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（GJ）

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

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



整備していない場合は
整備完成予定年度を記
載して下さい

特定－第８表 ①
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(※)

(※)

(※)

Ⅰ-1（1）取組方針の策
定で「策定していない」
を選択した場合、 「含
めていない」、「実施し
ていない」を選択してく
ださい。

注

すべての項目について、該当するもの
（いずれかひとつ）にレ印又は■印を
必ずつけてください。「実施していな
い」に該当する場合、一部の項目には、
整備完了予定年度を記入してください

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

(※)



特定－第８表 ②
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(※)

(※)

(※)

(※)

(※)

注

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（続き）

Ⅰ-1（1）取組方針の
策定で「策定していな
い」を選択した場合、
「実施していない」を
選択してください。



「取得認証を検討している」に チェックを
付けた場合は、取得予定年度を記入して下さい

「

特定－第８表 ③
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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（続き）
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特定－第９表 ①

その他事業者が実施した措置

特定－第9表1, ２ 当該年度にエネルギーの使用の合理化に関し実施した省エネルギー活動、体制整備等の実
施状況を記入してください。 特定の工場等のみで実施した場合には、当該工場等の名称を記入してください。



特定－第９表 ②
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特定－第9表3 中長期計画書記載事項の実施状況

３ 中長期計画書記載事項の実施状況

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

工場照明のLED化
製造業
1（7）

本社工場 有 ○

事務所空調設備の更新
製造業
1（6）

本社工場 無 －

備考 「内容」の欄、「中長期計画作成指針」の欄及び「該当する工場等」の欄には、昨年度以前で直近に提出した中長期
計画書のⅡの３に記載した、本報告の報告対象年度に実施する予定の計画を記載すること。

① ②

① 昨年度（提出免除の事業者は直近）に提出した
中長期計画書において、報告対象年度に実施す
ることとされている内容を転記してください。
「内容」は簡潔に記載してください。
「中長期計画書記載の有無」は「有」と記載し
てください。

なお、中長期計画書に記載がないものについ
てもここに記載することは可能です。その場合、
「中長期計画書記載の有無」は「無」と記載し
てください。

② 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は、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。

○：予定通り実施
△：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
―：中長期計画書に記載なし



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－第９表 ③
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特定－第9表4 新設した発電専用設備に係る事項 （該当する事業者のみ記入））
特定－第9表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）

設備の名称

設備を設置した工場等の名称

設備を設置した工場等の所在地 〒

運転開始年月日

設備容量(kW）

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（バイオマス燃料のみ
記入））

設計効率（発電端・HHV)(％)

設備から得られる電気のエネルギー量(千
kWh)
設備から得られる熱のエネルギーのうち熱と
して活用された量(GJ)

設備に投入するエネルギー量(GJ)

設備に投入する副生物のエネル
ギー量(GJ)
設備に投入するバイオマス燃料
のエネルギー量(GJ)

発電専用設備の新設に当たっての措置の適用
に関する配慮事項

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）

報告対象年度  

設備の名称  

設備を設置した工場等の名
称 

 

設備を設置した工場等の所
在地 

〒 

運転開始年月日  

設備容量（kW）  

設計効率(発電端・HV)(％)  

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（バイオマス燃
料のみ記入）） 

 
 
 
 
 

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
マス燃料のエネルギー
量(GJ) 

 

月別バイオマス燃料又は副
生物の熱量構成比（％） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
10

月 

11

月 

12

月 
１月 ２月 ３月 

年間

実績 

             

月別実績効率（発電端・
HHV）（％） 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
10

月 

11

月 

12

月 
１月 ２月 ３月 

年間

実績 

             

発電専用設備の新設に当た
っての措置の適用に関する
配慮事項 

 

 



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
理指定工場
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

第一 種
（指定区分の変更手続
きが必要■）

〒
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（例）Ａ工場は第一種指定工場等であったが、節電や、省エネルギー設備への更新等の成果により、2021年度のエネ
ルギー使用量は原油換算3,000 klを下回り（一時的に下回ったのではなく、継続性も加味して判断して下さい）、
第二種指定工場等の区分のエネルギー使用量になった。 →（指定区分の変更手続き）

・事業者の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をすべて記入
・指定区分が変更となる場合、特定-第１０表の「指定区分の変更手続きが必要」にチェック

特定－第１０表

現在の指定区分を記載してください
区分変更の場合は、□に✔を入れるか□
を■としてください

＊新たな指定後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、最初の７月末までに選解任届を提出して
ください
＊新たな指定通知は、翌年の３月ごろを予定していますのでご了承ください

・「指定区分の変更手続きが必要」にチェックを入れるのは、「二種→一種」又は「一種→二種」の場合のみです
・エネルギー管理指定工場等の指定を取消す必要がある場合は、「変更手続きが必要」にチェックするのではなく、

別途、様式第５による「エネルギー管理指定工場等指定取消申出書」を提出してください

特定－第１０表 事業者の設置する工場等のうち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一覧

・エネルギー管理指定工場等番号、工場等の名称各欄は、当該工場の
指定－第1表の該当欄記載内容と揃えてください

・当該工場等の名称に変更があった場合は、「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、指定-第１表の「工場等の名称」欄にも
変更前後の名称をそれぞれ記入してください
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指定工場等の指定を受けていない工場等のエネルギー使用量が1,500kl以上となった場合に記入してください

特定－第１１表

特定-第１１表に記載

・D工場（未指定工場）についても、指定工場と同様に「指定-第１～１０表」の作成・提出が必要です

・指定-第1表 エネルギー管理指定工場等番号の欄 → 空欄

エネルギー管理者（員）の職名・氏名・連絡先等の欄 → 空欄

・指定-第2表、第4表、第5表、第6表、第7表 → 前年度データを把握している場合は可能な限り記入してください

・特定表と併せて提出してください

指定-第１表～10表 の作成と提出

・定期報告書提出後の新規指定は、当局からエネルギー管理指定工場等に指定する旨の通知が送付され、手続きが始まります

・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、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３月ごろを予定していますのでご了承ください

新規指定の手続き（二種又は一種）

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

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）

D工場
〒○○○-△△△△
○○○○○

1,856
日本標準産業分類におけ
る細分類番号及び事業の
名称を記入してください
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事業者の全体及び事業分類ごとのエ ネル
ギー起源CO2排出量等を記入してください

① 報告対象年度を記入してください
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
を記入してください
（※事業が1種類であっても、特定事業者
全体の欄及び内訳欄いずれも記入してくだ
さい）
③ 特定連鎖化事業者のみ、商標又は商号
等を記入してください
④ 排出量は小数点以下切り捨てです

小数点処理は、事業者全体の量と、業
種ごとの量、それぞれ別々に行ってく
ださい
事業者全体の量と事業ごとの量の合計

値とは、ほぼ合致することを確かめて
おいてください
右の例の場合：

事業ごとの合計
＝41,215+2,939+207
=44,361
事業者全体の量44,361と等しい

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

４４，３６1

４１，２1５

２，９３９

製鋼・製鋼
圧延業
２ １２ ２
経済産業
大臣

2021

①

②

③

④

②

④

内閣総理大臣金融庁

その他の管理、補助的
経済活動を行う事業所

２０７６ ６ ０ ９

特定－第１２表 ①

温室効果ガス（CO2）排出量の記入（１）



41

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
量を記入してください

すべての事業者が調整後排出量を記入してください

温対法報告書で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してください

非化石証書の利用について
非化石証書の利用においては別途温対法様式第１*の添付による
ものとし、2022年度提出の特定第12表3では、非化石電源二酸
化炭素削減相当量の控除はしないでください

特定－第１２表 ②

温室効果ガス（CO2）排出量の記入（２）

２ 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施
設を設置している事業者に係る燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素
の温室効果ガス算定排出量

３ 事業者の調整後温室効果ガス排出量

調整後温室効果ガス排出量 t-CO2

特定－第12表 ２

特定－第12表 ３

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/system/report_20220404.pdf

非化石証書の利用については下記資料をご参照ください

＊様式

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual【非化石電源二酸化炭素削減相当量報告用】様式第１



「電気事業者別排出係数一覧」表における係数選択上の注意

特定－第１２表 ③
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特定－第12表 ４

４の１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、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の算定に用いた係数

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲

0.000500  t-CO2/kWh AA 電力(株)（メニューC（残差））の基礎排出係数 AA 電力(株) （メニューC（残差））管内の工場等

0.000618  t-CO2/kWh BB 電力(株) （メニューC（残差））の基礎排出係数 BB 電力(株) （メニューC（残差））管内の工場等

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲

0.000535  t-CO2/kWh AA 電力(株)（メニューC（残差））の調整後排出係数 AA 電力(株) （メニューC（残差））管内の工場等

0.000636  t-CO2/kWh BB 電力(株) （メニューC（残差））の調整後排出係数 BB 電力(株) （メニューC（残差））管内の工場等

４の２ 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う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係数

＊小売電気事業者と一般送配電事業者：基本的には小売電気事業者の欄の係数を用いてください。一般送配電事業者の欄の係数
を用いるのは、最終保障供給または離島供給を受けている場合です

＊メニューの選択：不明の場合、供給を受けている電気事業者にお問い合わせください。メニューC（残差）など、（残差）の
付されたメニューが一般的です。（残差）の付されたメニューに相当する電気の供給を受けているのに、選択リストにない場
合は、（参考値）の係数を選択してください。



① 『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○印を付けてください

• 権利利益の保護請求を行う場合は、「１．有」に○印を付けてください

※「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てください

② 『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○印を付けてください

・ 関連情報の提供を行う場合は、「１．有」に〇印を付けてください

※「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

と併せて提出してください

※①②とも有無の
選択は必須です

特定－第１２表 ７権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無

特定－第１２表 ④

43

① ②



事業者（認定管理統括事業者又は管理関係事業者）ごとの報告

認定－第２表、認定－第３表、認定－第４表、認定－第５表
の記入要領については、各々特定－第２表、特定－第１０表、
特定－第１１表、特定－第１２表を参照して下さい

認定－総括表、認定－第１表～第５表

44

※連携省エネルギー計画認定制度の認定事業者のみが記載してください。認定を受けていない事業者は、
記入不要です
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① 「エネルギー管理指定工場等番号」の欄には、工場等の
所在地を管轄する経済産業局から通知された指定番号を記
入してください。なお、特定-第１１表に記入した工場等の場
合は空欄としてください

指定－第１表

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して
ください。また、業務用ビルの場合は、ビルの名称も記入して
ください。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
入してください

④ひとつの工場において複数の事業を行っている場合には、
主たる事業を選んで記入して下さい。（日本標準産業分類
の決定方法に準拠）

③「エネルギー管理指定工場等の所在地」の欄には、郵便番
号、住所（都道府県名から記入）を記入してください

①

③

⑤定期報告書の提出時点でエネルギー管理者(員)が未選任の場合、エネルギー管理者(員) の職名・氏名・連絡先欄に、当該定期報告
書の作成実務者の職名・氏名・連絡先を記入し、氏名の後ろに“（作成実務者）”と付記してください。また、「エネルギー管理士免状番号
又は講習修了番号」欄には「選任中」と記入してください。「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してください。

②

④

④

⑤



指定－第３表

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してください

②年間稼働日数と１日の平均稼働時間を記
入してください

③原則として各設備の年間のエネルギーの
消費量の合計量が、当該工場等の総エネ
ルギー使用量の８割を網羅するよう記入
してください

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
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指定－第３表 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におけるエネルギーの使用の合理化
に関する設備及びエネルギーを消費する主要な設備の概要、
稼働状況及び新設、改造又は撤去の状況

③

④ ④

①

②

設 備 の 名 称 設 備 の 概 要 稼 働 状 況
新設、改造又は

撤去の状況

蒸気ボイラ 蒸発量 20.0t/h ×3 台 260 日/年、15h/日

空気圧縮機 110kW×10 台 260 日/年、24h/日

トップランナー 変圧
器（新設）

500kVA×2 台 350 日/年、24h/日 2021 年 4 月新設

変圧器（撤去） 500kVA×2 台 10 日/年、24h/日 2021 年 4 月撤去

変圧器 500kVA×3 台
200kVA×2 台

365 日/年、24h/日

電気乾燥炉 トンネル炉
（75kW×4 台）

365 日/年、24h/日

メッキ・塗装設備 合計 280kW 250 日/年、10h/日

機械加工設備 合計 870kW

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
設
備

上
記
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
主
要
な
設
備



指定－第4表～第7表

指定－第４表 エネルギーの使用と密接な関係を持つ値
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特定－第3表1-1における当該工場の主たる事業に属する事業項目のⒺに基づいて記入してください

指定－第５表１及び2 原単位

指定－第６表１及び2 原単位の変化状況

指定－第５表１:特定－第3表1-1における当該工場の主たる事業に属する事業項目に基づいて記入してください
指定－第５表２:特定－第3表2-1における当該工場の主たる事業に属する事業項目に基づいて記入してください
指定－第５表１及び第５表２とも、それぞれ特定－第3表1-1及び第3表2-1に対応する欄がありますが、互いの値が整合
しているよう記入してください

特定－第４表1及び２と同じ要領で記入してください

指定－第７表１及び2 原単位が改善できなかった場合の理由

特定－第５表1及び２と同じ要領で記入してください。改善できている場合は、記入は不要です



対象項目
〈設備〉 運転の管理 計測及び記録 保守及び点検 新設・更新に当たっての措置

（１） 空気調和設備、
換気設備

空気調和設備、換気設備の管
理

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

空気調和設備、換気設備の新
設・更新に当たっての措置

管理標準の設定の状況

□ 設定済
□ 一部設定済（ ％）
□ 未設定

計測及び記録に関する管理標
準の設定の状況
□ 設定済
□ 一部設定済（ 70 ％）
□ 未設定

保守及び点検に関する管理標
準の設定の状況
□ 設定済
□ 一部設定済（ ％）
□ 未設定

□ 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

管理標準に定めている管理の
状況
□ 実施している
□ 一部実施している
□ 実施していない

管理標準に定めている計測及
び記録の実施状況
□ 実施している
□ 一部実施している
□ 実施していない

管理標準に定めている保守及
び点検の実施状況
□ 実施している
□ 一部実施している
□ 実施していない

指定－第８表 ①

新設措置の
状況

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

管理標準の
実施状況

管理標準の
設定状況

■
■

■

■

■ ■ ■
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エネルギー管理指定工場等が
「専ら事務所」の場合は、指定－第8表１に記入してください
「工場」の場合は、指定－第8表２に記入してください

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

指定－第８表
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における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又は２のいずれかに記入すること。）

１ 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における判断の基準の遵守状況
（法第５条第１項第１号関係）



（４－２） 発
電専用設備 発電専用設備の管理 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

発電専用設備の新設
に当たっての措置

管理標準の設定の状
況

□ 設定済
□ 一 部 設 定 済
（ ％）
□ 未設定

計測及び記録に関す
る管理標準の設定の
状況
□ 設定済
□ 一 部 設 定 済
（ ％）
□ 未設定

保守及び点検に関す
る管理標準の設定の
状況
□ 設定済
□ 一 部 設 定 済
（ ％）
□ 未設定

□ 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

管理標準に定めてい
る管理の状況
□ 実施している
□ 一部実施してい

る
□ 実施していない

管理標準に定めてい
る計測及び記録の実
施状況
□ 実施している
□ 一部実施してい

る
□ 実施していない

管理標準に定めてい
る保守及び点検の実
施状況
□ 実施している
□ 一部実施してい

る
□ 実施していない 49

指定－第８表 ②

該当の設備が無い場合

指定-第8表では全ての設備が掲載されていますが、当該事業所に設置していない設備は、項目全体に斜線を引いてください

蒸気駆動の動力設備も発電専用設備も設置していない工場の記載例（指定-第8表2抜粋）

（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

管理標準の設定の状
況

□ 設定済
□ 一 部 設 定 済
（ ％）
□ 未設定

計測及び記録に関す
る管理標準の設定の
状況
□ 設定済
□ 一 部 設 定 済
（ ％）
□ 未設定

保守及び点検に関す
る管理標準の設定の
状況
□ 設定済
□ 一 部 設 定 済
（ ％）
□ 未設定

□ 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

管理標準に定めてい
る管理の状況
□ 実施している
□ 一部実施してい

る
□ 実施していない

管理標準に定めてい
る計測及び記録の実
施状況
□ 実施している
□ 一部実施してい

る
□ 実施していない

管理標準に定めてい
る保守及び点検の実
施状況
□ 実施している
□ 一部実施してい

る
□ 実施していない
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３．定期報告書等の提出について



提出窓口

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
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。

事業者の皆様

修正済データを再度ア
ップロード

地方経済産業局
受付・内容チェック

持参・ 郵 送 等 の 手 間 を 省 略

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またはシ
ステム上で作成

定期報告書等の提出について～電子提出①
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電子政府の普及および省エネルギー・省資源の観点から、定期報告書および中長期計画書の提出は電子申請による電子データの提
出をお願いします
提出いただく定期報告書の電子データは、xml形式を原則とします
2022年度から、新システム「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS：イーグス）」の運用が始まります。EEGSでは、
定期報告書作成支援ツール等で作成した定期報告書等の電子提出が可能なほか、システム上で定期報告書を作成・提出することも
可能です（2022年度は一部ご利用いただけないケースがあります）。
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」のご利用か、EEGS上での作成をお願いします

※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形式とは、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名です 。

支援ツールから出力することができます

EEGS EEGS



定期報告書等の提出について～電子提出②

52E E G S

昨年度（2021年度）XML形式以外で報告書を提出した
※XML形式以外の形式：紙、電子データ（ワード、PDF、エクセル）

認定管理統括事業者と連携省エネル
ギー計画の両方の認定を受けている

連携省エネルギー計画の認定を受けており
かつ非特定事業者である 電気・熱両方の供給を行っている

EEGSで作成 アプリツールで作成 エクセルツールで作成

NO

NO

NO NO

YES

YES

YES

YES

報 告 書 提 出

新しい電子報告システム「EEGS（イーグス）*」では定期報告書等の作成と提出が可能となります。
これまでと同様、定期報告書作成支援ツールで作成したXMLファイルをEEGSで提出することも可能
です。
2022年度には一部利用できないケースがあり、下記のフローチャートを参考に、適切な作成方法を
選択してください。下図に示すほか、温室効果ガス排出量の算定に、実測排出係数・実測排出量を
使用するケースはツールをご利用ください。

＊：EEGS（イーグス）は、省エネ法・温対法・フロン法
電子報告システム（Energy Efficiency and Global 
Warming Countermeasures online reporting 
System）の通称名です。

EEGS/定期報告書支援ツールの選択フロー
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定期報告書等の提出について～電子提出③

◎電子情報処理組織使用申請届出（様式第43）
ご利用には、事前に様式第43「電子情報処理組織使用届出書」を所管の地方経済産業局へご提出頂く

必要がございます。
ご提出後、 電子申請に必要なＩＤ・ＰＷ、アクセスキーを通知いたします。

※ご申請から通知まで１ヶ月ほどお時間を頂きますので、余裕をもって申請をお願いいたします

◎電子申請には2種類のシステムがあります
＊省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）：

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system
経産省を含む複数省庁宛の省エネ法、温対法、フロン法の報告書の作成・提出を同時にできます。

＊電子政府の総合窓口（e-Gov）： https://shinsei.e-gov.go.jp
従前どおり、経済産業省宛の定期報告書等が提出できます。

※上記システムはそれぞれID・パスワードが異なりますので、利用時にはご留意ください。
「電子情報処理組織使用届出書」をご提出いただくと、両方のID・パスワードを通知いたします。

定期報告書の電子申請に必要な手続き、利用上の留意点等

◎各種届出及び報告書等の様式、手続きの詳細について
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所管の地方経済産業局

までお問合せください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/#enterprise-section
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◎ 四国経済産業局への届出、報告、提出先

〒 760-8512 
香川県高松市サンポート３番３３号

高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課

◎ 事業所管大臣への提出
事業所管大臣は、「定期報告書記入要領」巻末の『別添資料１』の２．「事業所管大臣の一覧」

を参照してください。また、提出先は、同『別添資料１』の３．「定期報告書の提出先 一覧（各省
庁）」の担当局部課欄をご参照ください

◎ 定期報告書、中長期計画書の提出期限は７月末です（令和４年度は、８月１日締切）

定期報告書等の提出について～紙媒体での提出の場合

◎ 定期報告書、中長期計画書の提出部数は各1部です

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）を提出して下さい


