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近畿経済産業局 エネルギー対策課

1.エネルギー管理の業務フローと省エネ法に基づく義務

1定期報告書作成のポイント
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2.定期報告書記入要領と作成支援ツール

2定期報告書作成のポイント

１．「定期報告記入要領」に定期報告書記入方法が解説されています
毎年変更されるので必ずチェックしてください

２．定期報告書の作成支援ツールとしてアプリ形式とエクセル形式を用意しています

毎年更新されるので毎年最新のものをダウンロードしてください

アプリ形式

エクセル形式

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
ができます

定期報告書作成には、アプリ形式をお勧めします
 アプリ形式のメリット

①作成したデータを次年度のツールに引き継ぐ
ことが出来ます

②提出前に誤りや入力漏れを確認出来ます
③自動計算の範囲が広く、作成に便利です

 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）
 事業分類ごとのエネルギー量やCO2量は自動計算しません

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo.pdf

(資源エネルギー庁ＨＰ)







近畿経済産業局 エネルギー対策課

2-3.定期報告書として提出する様式

5定期報告書作成のポイント

定期報告書の構成
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」を提出することになっています

定期報告書（様式第９（第３６条関係））

特定表 認定 *１指定表

第１表～第１２表 第１表～第５表 第１表～第１０表

特定事業者 ●

  第1種 第2種 エネルギー管理指定工場 ●

特定連鎖化事業者 ●

  第1種 第2種 連鎖化エネルギー管理指定工場 ●

認定管理統括事業者 ● ● *２●

  第1種 第2種 管理統括エネルギー管理指定工場 ●

管理関係事業者 *２●

  第1種 第2種 管理関係エネルギー管理指定工場 ●

●提出する報告書

*１指定表は上記の他、特定第１１表に記入した工場についても作成

*２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

認定総括表

定期報告書等

事業者・指定工場等
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2-4.定期報告書の各様式の報告範囲

6定期報告書作成のポイント

特定事業者
(近畿経産株式会社)

本社ビル:1,000kl

大阪工場:5,000kl
>3,000kl

兵庫工場:2,000kl
>1,500kl

京都工場:1,000kl 営業所:100kl 支店:300kl

＊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

＊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

特定表 「事業者全体としての報告」（特定第１～１２表）

1,000＋5,000＋2,000＋1,000＋100＋300＝9,400klの報告

指定表 「指定工場別としての報告」（指定第１～１０表）

1,500kl以上のエネルギー使用量のある工場分の報告

①大阪工場・・・・5,000kl

②兵庫工場・・・・2,000kl

特定表・指定表の報告範囲

1,500kl未満の工場・営業所・支店等のエネルギー使用量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、ご注意ください
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2-6 原単位計算の変更を検討される際の留意点

8定期報告書作成のポイント

エネルギー使用量と密接な関係を持つ値を変更する場合は以下に留意い

ただき事前に（令和３年度は６月までに）相談してください

１． エネルギー使用量との決定係数Ｒ2は0.7以上になるような値としてください

*相関係数 Ｒ ＝ √0.7   ＝ 0.84 ・・・1 に近いほど分析の精度は高い

２．過去５年間の原単位及び電気需要平準化評価原単位を変更後の数値を使用

した原単位計算式で算出して下さい

算出できない場合は変更はできません

３．決定係数算出に使用するデータはできる限り実測データを使用してください
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3. 定期報告書作成のポイント－報告書の構成

9定期報告書書作成のポイント

１. 主な報告内容
２０２０年４月～２０２１年３月の「エネルギー使用量」「エネルギー消費原単位」及び「電気需要
平準化評価原単位」とその推移、エネルギーを消費する設備の状況、判断基準の遵守状況等を報告

その他温対法に基づき温室効果ガス排出量を報告

kl/年

①エネルギー使用量（ｋｌ）

燃料使用熱量＋他人から供給された熱使用熱量＋他人から供給された電気使用熱量 GJ/年

×0.0258kl/GJ＝エネルギー使用量原油換算(kl/年)

1)エネルギー使用量（燃料・熱・電気とも化石燃料に由来するもの）

2)エネルギー消費原単位等

①エネルギー消費原単位

エネルギー使用と密接な関係を持つ値 ＝ 生産数量(t/年)や延床面積(m2)等
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②．電気需要平準化評価原単位

1. 昼間買電量 8:00～22:00

2. 電気需要平準化時間帯買電量
昼間買電量のうち夏期・冬期における電気需要平準化時間帯(７／１～９／３０及び
１２／１～３／３１)の買電量 （土日祝日を含む）

 電力会社の検針票等の「力率測定用有効電力量」(又は「力測用有効電力基準」等)が昼間買
電に当たります、夜間買電量は全使用電力量から昼間買電量を引いて算出。

＊昼夜間の区別ができない場合は、すべての使用量を昼間の使用量として報告

＊太陽光発電、風力発電等により得られる電気又は燃料電池から発生した電気で、そのことを特
定できるものは、報告の対象とはなりません。

また、「自家発電」については、*発電量のうち自ら使用した量を「使用量」の欄に、販売した量
を「販売した副生エネルギーの量」の欄に計上してください。
*化石燃料に由来するもの

定期報告書作成のポイント

3-1 定期報告書作成のポイント－報告書の構成－１

10
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3-8 定期報告書作成のポイント－特定第２表-１ 電気需要平準化時間帯

17定期報告書作成のポイント

 電気需要平準化時間帯（７月１日～９月３０日及び１２月１日～翌年３月３１日）の買電量を算
入する。

 検針日が毎月１日でないために電気需要平準化時間帯の電気使用量が把握困難な場合

(夏)７月１５日以降の直近の検針日に測定された電気使用量を含む以降３ヶ月分、(冬)１２月１
５日以降の直近の検針日に測定された電気使用量を含む以降４ヶ月分 の電気使用量を電気需要
平準化時間帯の買電量とする。

 なお、検針票を用いる場合、報告いただく初年度よりあとの２年目以降は、検針日によらず１年
目と同じ月の使用分を報告ください。

平成２５年度 省エネ法改正にかかるＱ＆Ａ
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3-10 定期報告書作成のポイント－特定第３表－細分類番号

19定期報告書作成のポイント

特定事業者が設置するすべての工場等を、日本標準産業分類の細分類番号（４桁）（以後、「事業分
類」という。）毎に分類し、分類の名称、番号及び分類毎に合計した値をそれぞれ記入してください。

日本標準産業分類の検索については、以下のＨＰを参照してください。
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

 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。

特定第３表への記入については

同じ(Ｄ)事業であっても

 (ロ工場とハ工場)のエネルギーの使用と

密接な関係を持つ値が異なる場合は、そ

れぞれ分けて記入する

 同じであればまとめて合計値を記入する























近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-21 定期報告書作成のポイント－特定第５表

30定期報告書作成のポイント

１ 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が年平均１％以上改善できなかった場合（イ）
又は事業者のエネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ロ）の理由

（ロ）の理由

（イ）の理由

（ハ）の理由

（ニ）の理由

２ 事業者の過去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（ハ）又は
事業者の電気需要平準化原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ニ）の理由

特定第４表1 ５年度間の平均原単位変化が99%を超えた場
合は理由を記入

特定第４表1 平成２９年度の対
前年度比が１００％以上の場合は
理由を記入

特定第４表2 ５年度間の平均原単位変化が99%を超えた
場合は理由を記入

特定第４表2 平成２９年度の電気需要平準化原単位対前年
度比が１００％以上の場合は理由を記入

エクセル
黄色く表示されている
場合は理由の入力が必要

アプリ
赤でエラー表示がでている
場合は理由の入力が必要
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3-23 定期報告書作成のポイント－特定第７表-1

32定期報告書作成のポイント

記入例
１．ベンチマークの対象事業所は、高岡工場、仙台工場。

基準ベンチマークとの差は、0.143-0.1848=▲0.0418

２．未達理由
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。

別表第５に示される事業を実施している事業者のみ記入
対象事業を行っていない場合には、斜線を引いてください。

代表的な記載項目
ベンチマークの対象事業所、基準ベンチマークとの差、未達理由

判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報
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3-24 定期報告書作成のポイント－特定第７表-2

33定期報告書作成のポイント

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

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

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量(GJ)

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

発電効率

（％）

火力発電量に占める発電量比

（％）
発電方式

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

電力供給業の発電設備のうち副
生物若しくはバイオマスを投入
した発電設備、又は熱電併給型
動力発生装置については記入

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向けた共同
取り組みを実施している場合は
記入

記入要領 巻末別添資料８参照

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
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3-28 定期報告書作成のポイント-特定第９表-１，２

37

特定－第９表 その他事業者が実施した措置

１ エネルギーの使用の合理化に関する事項

２ 電気の需要の平準化に資する措置に関する事項

措置の概要

措置の概要

当該年度において、エネルギーの使用の合理化及び電気需要の平準化に関し実施
した省エネルギー活動、体制整備等の措置について記入。

記入例
省エネルギー推進組織の新設又は整備若しくは活動
エネルギー診断担当業務組織の新設又は整備若しくは活動
省エネルギー活動計画の策定及び実施の状況
エネルギー効率向上のための基準の策定、改廃の状況
エネルギー効率向上のための設備等の整備
共同省エネルギー事業の実施

定期報告書作成のポイント

その他の事業者が実施した措置
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3-29 定期報告書作成のポイント-特定第９表-3

38定期報告書作成のポイント

中長期計画書記載事項の実施状況

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
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」、それ以外の場合は「有」と転記してください

① ②

①

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
○：予定どうり実施、△：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

②
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3-36 定期報告書作成のポイント－特定第１２表-２

45定期報告書作成のポイント

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が報告対象

3

工場等に係る事業の名称

t-CO2

当該事業を所管する大臣

細分類番号

エネルギーの使用に伴って

発生する二酸化炭素

2

工場等に係る事業の名称

1

工場等に係る事業の名称

当該事業を所管する大臣

t-CO2細分類番号

細分類番号 t-CO2

細分類番号

事 業 分 類

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特定排出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

当該事業を

所管する大臣

番

号

特定事業者全体

当該事業を所管する大臣

主たる事業

 燃料の使用によるCO2排出量
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3-39 定期報告書作成のポイント－特定第１２表-５、６の１、２

48定期報告書作成のポイント

５ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数の内容

合計量

１．

２．

３．

４．

６の１ 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の量

t-CO2

t-CO2

t-CO2

t-CO2

種 別

６の２ 国内認証排出削減量に係る情報

クレジット特定番号等

削減量の種別

～ t-CO2

無効化日又は移転日

t-CO2

無効化量又は移転量

～

t-CO2合 計 量

～

確認できる資料を添付

入力すると12－3の数値に反映
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3-44 定期報告書作成のポイント－指定第３表

53定期報告書作成のポイント

例
判断基準の
 Ⅰ「新設に当たっての措置」に記

入されている設備

 Ⅱ 目標部分に記入されている設
備

 「中長期的な計画の作成のための
指針」等に記入されている設備

指定－第３表  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

エ

ネ

ル

ギ
ー

の

使

用

の

合

理

化

に

関

す

る

設

備

ボイラー廃熱回収設備 廃熱回収熱量 345kW×２台

2t/h×５台ボイラー

350日/年×24h/日=8,400h/年

新設、改造又は

撤去の状況
設 備 の 名 称 設 備  の  概  要

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

300日/年×24h/日=7,200h/年

上

記

以

外

の

エ

ネ

ル

ギ
ー

を

消

費

す

る

主

要

な

設

備

300日/年×24h/日=7,200h/年

稼 働 状 況

インバーター式コンプレッサー 75kW×５台

350日/年×24h/日=8,400h/年

冷凍機 110kW×４台 350日/年×24h/日=8,400h/年

乾燥機 75kW×５台 350日/年×24h/日=8,400h/年

送風機 125kW×２台 350日/年×24h/日=8,400h/年

排水ポンプ 30kW×６台

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８割を網羅するように記入。

「新設」「改造」「撤去」に
当たる場合はその旨記入する。
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3-47 定期報告書作成のポイント－指定第７表

56定期報告書作成のポイント

指定－第７表 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が改善できなかった理由

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（イ）又はエネルギーの

使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ロ）の理由

（ロ）の理由

（イ）の理由

２ 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（ハ）又は電気需要平準化

評価原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ニ）の理由

（ハ）の理由

（ニ）の理由

指定第６表1 ５年度間の平均原単位変化が99%を超えた場
合は理由を記入

指定第６表1 平成２９年度の対
前年度比が１００％以上の場合は
理由を記入

指定第６表2 ５年度間の平均原単位変化が99%を超えた
場合は理由を記入

指定第６表2 平成２９年度の電気需要平準化原単位対前年
度比が１００％以上の場合は理由を記入

エクセル
黄色く表示されている
場合は理由の入力が必要

アプリツール
赤でエラー表示がでてい

る場合は理由の入力が必要
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3-50 定期報告書作成のポイント－指定第９表
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指定－第９表  その他実施した措置

１ エネルギーの使用の合理化に関する事項

２ 電気の需要の平準化に資する措置に関する事項

措 置 の 概 要

措 置 の 概 要

当該年度において、エネルギーの使用の合理化及び電気需要の平準化に
関し実施した省エネルギー活動、体制整備等の措置について記入
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3-52 定期報告書作成のポイント－認定統括事業者

61定期報告書作成のポイント

認定－総括表

１ 認定管理統括事業者

２ 管理関係事業者

認定管理統括事業者番号 認定管理統括事業者の名称

管理関係事業者番号 管理関係事業者の名称

認定‐総括表 認定管理統括事業者及び管理関係事業者において、エネルギーの使用量が令第２条第１項に定める数値以上の事業者の一覧

認定を受けたグループ会社

認定を受けた親会社

 特定表 （グループ全体）

 指定表 （1500kl以上の工
場・事業場単位）

 認定表 （事業者単体）

会社単位でエネルギー使用量が1,500kl以上の
会社のみ記入
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3-53 定期報告書作成のポイント－認定表第１表

62定期報告書作成のポイント

総括表に記入した会社ごとに作成













近畿経済産業局 エネルギー対策課

4-2 提出先、提出期限、提出部数

68定期報告書作成のポイント

＜提出先＞

近畿経済産業局及び事業所管大臣(特定第３表、特定第１２表に記入の事業所管大臣）

（本省または地方支分部局）へ提出

「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（各省庁）」のうち、該当する全ての

機関の庁あてに提出してください。

＜提出期限＞

中長期計画書・定期報告書の提出期限は ２０２１年７月末日です。（期日厳守）

提出遅延や未提出の事業者に対しては、文書による督促を行い、それでも提出がなされない場合

は、報告徴収・立入検査を行います。

なお、７月末日を超えて提出された場合は、Ｓクラスの公表から除外される可能性及び中長期計画

書の提出免除の対象とならないことがあります。できる限り早めの提出をお願いします

＜提出部数＞

提出部数は各省庁とも１部です。

書面での申請の場合で受領印を押した受付の控えの送付を希望する場合は、切手を貼付した返送

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。

なお、定期報告書等に選任解任届出書を同封する場合であって、選任解任届出書の副本の返送も希

望する場合は、選任解任届出書返送用も含め切手を貼付した返送用封筒を２部同封して下さい。
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5-1 貸事務所業ベンチマーク改正－指標・目標値
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5-2 貸事務所業ベンチマーク改正-計算方法
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ベンチマーク指標計算方法

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/
support-tools/data/2021 01benchmark.pdf
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5-3 コンビニエンスストア業ベンチマーク改正-指標・目標値

72定期報告書作成のポイント

ベンチマーク指標

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/
support-tools/data/2021 03benchmark.pdf




