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作成のポイント



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．「省ｴﾈﾙｷﾞｰ法定期報告書･中長期計画書記入要領」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（P3 参照）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_v22.1.pdf
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2-1.定期報告書「アプリ・エクセル」作成支援ツール－申し込み

3定期報告書作成のポイント

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

(資源エネルギー庁のＨＰ)

申込みされたｱﾄﾞﾚｽにﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用URLをお送りします。
2022年度提出用の定期報告書作成支援ツール（アプリ版）です。
昨年度のツールを用いて作成することは出来ませんので、ご注意ください。
なお、電子提出の際にはＸＭＬファイルにて出力の上、提出をお願い致します。

支援ツール（アプリ版、エクセル版）申込

申込みされたｱﾄﾞﾚｽにﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用URLをお送りします。
2022年度提出用の定期報告書作成支援ツール（エクセル版）です。
昨年度のツールを用いて作成することは出来ませんので、ご注意ください。
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2-2.定期報告書記入要領－ダウンロード

4定期報告書作成のポイント

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kokinyuyoryo_v22.1.pdf
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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
尚、今年度は曜日の関係で８月１日（月）が期限です
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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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2-5.定期報告書の提出後の記入内容の訂正

7定期報告書作成のポイント

定期報告書を提出した後、記入内容に訂正の必要が生じた場合は、その都度速や
かに定期報告書の提出先に報告してください。
尚、提出年度を経過した後に定期報告書を訂正する場合は、訂正箇所を説明した書面を提出し

てください。
https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/20kaisei_youshiki.html

修正前及び修正後の定期報告書の該当箇所を添付する
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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

・自社の原単位計算の分母の値はエネルギー使用量と密接な関係がありますか？
・相関係数を確認してください。（方法は総務省統計局「なるほど統計学園」を参照）
・決定係数R2が0.7以上（相関係数R=0.84）であれば２つの数値の関係は強い相関があると言えます。

総務省統計局 なるほど学園＞上級TOP＞特徴

https://www.stat.go.jp/naruhodo/10_tokucho/hukusu.html

原単位計算式変更時のお願い。

１．エネルギー使用量との相関係数Rは0.84以上（強い相関がある。）になるような分母としてください。

２．過去5年間の原単位を新しい原単位計算式で算出願います。（算出できない場合は変更できません。）

３．相関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。

４．変更時は事前に相談願います。 (ご相談は遅くとも6月中にお願いします。）

５．変更後の注意

換算生産量 一度決めたら、換算係数は変更しないこと。
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3 定期報告書作成のポイント－報告書の構成

9定期報告書作成のポイント

１. 主な報告内容
２０２１年４月～２０２２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。

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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3-2 定期報告書作成のポイント－表紙

11定期報告書作成のポイント

近畿経済産業局長

法人番号13桁 半角で入力してください

国税庁法人番号検索サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

＊不明の場合は、国税庁法人番号検索サイトで調
べてください

（法人番号のないもの(管理組合、教育委員会等)は
「0000000000000 (0を13桁)」を記入してください)

代表取締役、代表執行役など

＊袋とじはしないでください
＊ステープラで止めないでください様式第９（第１７条関係）

住　所

法人名

法人番号

代表者の役職名

代表者の氏名

0123456789012

近畿一郎

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１５条第１項の規定（法第１９条の２第１項において準用する場合を含む。）
に基づき、次のとおり報告します。

※受理年月日

※処理年月日

5 月 3030

定　期　報　告　書

殿

日

近畿経済産業局長

年平成

近畿経済産業株式会社

代表取締役

大阪府大阪市○○１丁目１番１号

印

提出年月日は必ず記入してください

2022

＊表紙は裏面を極力使用しないでください

省エネ法・温対法電子
報告システムで報告す
る場合は提出先の省庁
(P69)の長の連名にする
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3-3 定期報告書作成のポイント－連名の書き方（アプリ・エクセル）

12定期報告書作成のポイント

近畿厚生局長・近畿農政局長・
近畿経済産業局長

<提出先リスト>

近畿厚生局長・近畿農政局長・
近畿経済産業局長

<②提出先が複数ある場合>の下の に提出先の省庁の長を
連名で手入力し、 ボタンを押下する

エクセル

アプリ

追加

提出先リストに移動したことを確認する

入力ガイドに連名での入力の方法が記載されています。
宛名欄をクリックしてF２キーを押下すると直接入力ができます。

やり直す場合は、＜提出先リスト＞の局長名等をクリックし
て青く反転させた後 ボタンを押す取り除く

取り除く

追加
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3-4 定期報告書作成のポイント－特定第１表

13定期報告書作成のポイント

経済産業局から通知された７桁の特定事業者等の番号

不明の場合は
特定排出者コード検索サイトで調べてください

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search/general

環境省が付与した９桁の番号

前回報告から事業者の名称及び所在地について
変更の有無

「有」に該当する場合は
変更前の名称・所在地を記入してください

統括者、企画推進者が変更になった場合は所定
の選解任届を出してください

メールアドレスは必ず記入してください

電話、FAX番号の記入もれに注意

勤務地 〒

氏名

電話（

9876

01-2018-3-01234

）

123-4567

5678

エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号

5432 ）

環境管理部長

変更前の事業者の名称：

変更前の事業者の所在地：

1

職名

－ 1234

－

前回報告から事業者の名称及び所在地についての変更の有無

氏名

近畿三郎

近畿二郎

職名

ＦＡＸ（ 06 －

メールアドレス 12345@osakakinki.co.jp

専務取締役

大阪府大阪市○○１－２－３

2 3

有の場合

06

主たる事務所の
所在地

特定事業者番号又は
特定連鎖化事業者番号

エ ネ ル ギ ー 管 理統 括 者 の職 名 ・ 氏 名

エ ネ ル ギ ー 管 理 企 画 推 進 者 の
職 名 ・ 氏 名 ・ 勤 務 地 ・ 連 絡 先

－

有・無

2

特定排出者番号

細分類番号

事業者単位の報告
特定－第１表　事業者の名称等

9 8 5 4 3

6

主たる事業 △△製造業

4 5

近畿経済産業株式会社

〒 123-4567

26

大阪府大阪市○○１－２－３

事業者の名称

3

1

7

71

0

2005年以前の人は、
再度新規講習受講
が必要 エネルギー管理講習の中止・延期等により未選任の場合

は、作成実務者について記入してください
氏名の後ろに(作成実務者)と記入
番号欄には「選任中」と記入

(作成実務者)

選任中

都道府県から記入する
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3-5 定期報告書作成のポイント－特定第２表-１

14定期報告書作成のポイント

2021年度になっていますか？

よくある間違い
前年度定期報告書の「原油換算 」
です

記入もれがよく見られます

未利用熱を報告する場合は使用量の欄に
も記入
「未利用熱に関する覚書」を定期報告書
に添付してください
(毎年更新必要、代表者印押印のこと)
記入例 記入要領 巻末 別添資料７

特定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等
１　エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等

年度

数値 単位

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｋｌ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/ｔ

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

GＪ/千ｍ３

ＧＪ

ＧＪ

ＧＪ

ＧＪ

9.97GJ/千ｋWh

（ ） （ ） 9.97GJ/千ｋWh（ ） （ ）

9.28GJ/千ｋWh

GJ/千ｋWh

GJ/千ｋWh

対前年度比（％） 97.1               -

前年度原油換算kl 5,000

原油換算kl Ⓢ-1 4,856 Ⓣ Ⓣ’  Ⓢ-2

合 計ＧＪ 188,230

小計 千kWh 6,000 59,130

その他
上記以外の買電 千kWh

自家発電 千kWh

夜間買電 千kWh 1,000 9,280

千kWh 2,910 29,013夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯

電気
事業者

昼間買電 千kWh 5,000 49,850

小計 ＧＪ 129,100

冷水 ＧＪ

温水 ＧＪ

産業用以外の蒸気 ＧＪ

産業用蒸気 ＧＪ

その他の
燃 料

都市ガス

転炉ガス

千ｍ３

可 燃 性
天然ガス

液化天然ガス
（ＬＮＧ）

その他可燃性天
然ガス

石炭

原料炭

一般炭

無煙炭

軽油

Ａ重油

購入した未利用熱の量

数値 熱量GJ

販売した副生エネルギーの量

石油アスファルト

ｋｌ

ｔ

エネルギーの種類

数値

ｋｌ

ｔ

ｔ

ｔ

石油コークス ｔ

ｔ

ｔ

90,0002,000

原油のうちコンデンセート(NGL)

揮発油

灯油

ナフサ

ｋｌ

ｋｌ

ｋｌ

ｋｌ

ｋｌ

ｋｌ

千ｍ３

石炭コークス

使用量単位

数値 熱量GJ 熱量GJ

原油(コンデンセートを除く。)

数値 熱量GJ

換算係数 連携省エネを加味した使用量

1,000 39,100

Ｂ・Ｃ重油

石油ガス

液化石油ガス
（ＬＰＧ）

石油系炭化
水素ガス

千ｍ３

ｔ

ｔ

コークス炉ガス 千ｍ３

コールタール

高炉ガス

千ｍ３

電

気

燃

料

及

び

熱

千ｍ３

20182021年度

S-1

各工場等のエネルギー使用量を合算し
た結果を小数点以下第１位で四捨五入
して下さい
四捨五入することによって「０」に
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」「－」や斜線は記入しな
いでください）
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3-6 定期報告書作成のポイント－特定第２表-１

15定期報告書作成のポイント

電気事業者のメニュー選択

メニュー別契約をしている → 契約メニューを選択

メニュー別契約でない、従来通りの電力を購入 →
(残差)と記載したものを選択

残差の数値が公表されていない → (参考値)を選択

登録番号 電気事業者名
基礎排出係数
(t-CO2/kWh)

A0000 ○○電力(株) 0.000456 メニューA 0.000000

A0000 ○○電力(株) 0.000456 メニューB（残差） 0.000432

A0000 ○○電力(株) 0.000456 (参考値)事業者全体 0.000444

調整後排出係数
(t-CO2/kWh)

昼間買電・夜間買電

一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者が維持し、
及び運用する電路線を用いて供給を受ける電気の昼夜別使用量

昼間買電 8時～22時まで

夜間買電 22時～翌日8時まで

電気需要平準化時間帯の電気量

夏期・冬期における電気需要平準化時間帯とは
夏期（７月１日～９月３０日）及び冬期（１２月１日～３月３１日）
の８時～２２時までのこと
電気需要平準化時間帯の買電量には昼間買電のうち夏期（７月～９
月）と冬期（１２月～３月）の使用量を記入してください

＊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

①

②

① ②

特定第２表

（ ） （ ）

電

気

小計 千kWh 6,000 59,130

その他
上記以外の買電 千kWh

自家発電 千kWh

夜間買電 千kWh 1,000 9,280

夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯 千kWh 2,910 29,013

電気
事業者

昼間買電 千kWh 5,000 49,850



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-7 定期報告書作成のポイント－特定第２表-１ 昼間、夜間電力量

16定期報告書作成のポイント

出典:九州電力ＨＰ－計器の見方

昼間力測用電力量＝昼間電力量
全日電力量－昼間力測用電力量＝夜間電力量

夏期・冬期における電気需要平準化時間帯とは？
夏期＝ 7/ 1～ 9/30 
冬期＝12/ 1～ 3/31  参 考

＊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）が昼間電力量

昼間電力量



近畿経済産業局 エネルギー対策課

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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-9 定期報告書作成のポイント－特定第２表-２,(1) (2) (3)

18定期報告書作成のポイント

２　連携省エネルギー措置の実績

（１）連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の合計と省エネ効果

（２）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出の方法

（３）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量等

数値 熱量GJ

連携省エネルギー
措置に関して使用
したこととされる

エネルギー使用量
数値

連携省エネルギー
措置に係る実際の
エネルギー使用量

単位

連携省エネルギー
措置に係る換算係数

数値 単位

換算係数エネルギーの種類

数値 熱量GJ

連携省エネ計画の認定を
受けた事業者は記入



近畿経済産業局 エネルギー対策課

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

3-11 定期報告書作成のポイント－特定第３表-１エクセル版支援ツール

20定期報告書作成のポイント

入力計算補助シート

過去の原単位の数値を入力する
特定３表４表へ転記される
有効数字４桁で表示してくださ
い（本資料Ｐ２７）

ケースＡのみ入力してください （ケースＢは入力できません） 入力計算補助シート

エクセル版定期報告書支援ツールの注意点

必ず、いずれかを選択してください

ケースＢ
ケースＡ

選択により入力すべき部分（黄色）がそれぞれ表示されます（グレーの部分は入力しないでください）



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-12 定期報告書作成のポイント－特定第３表-２ ｹｰｽＡ1-1

21定期報告書作成のポイント

特定－第３表　事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等及び電気需要平準化評価原単位等

１－１ エネルギーの使用に係る原単位等

)

)

)

)

)

)

)

)

Ⓣ '（合計）

4,856 4,856

（Ⓧ-1）

（Ⓩ-1）=
（①-1）+（②-1）+（③

-1）+…

99.6%

（Ⓢ-1）（合計）

事業者全体
t/年

Ⓥ

20,358

(単位：

(名称：

Ⓣ（合計） （Ⓤ-1） （合計）

-

3

2

2

(名称：

(単位：

1

(単位：

5 9 3

2 3 4

鋼管製造業

工場等に係る
事業の名称

（Ⓨ-1）=（Ⓦ-1）/（Ⓧ-
1）×100

（Ⓦ-1）

番
号

3,356

1,500

エネルギーの
使用量

(原油換算ｋｌ)

販売した副生エネル
ギーの量

(原油換算ｋｌ)

Ⓑ
（Ⓒ-1）=（Ⓐ-1）-Ⓑ-

Ⓑ'
（Ⓓ-1）=（Ⓒ-1）/（Ⓤ-

1）×100

工場等に係る
事業の名称

1,500

（Ⓐ-1）

パイプ加工・パイプ附属
品加工業

購入した未利用熱の
量

（原油換算ｋｌ)

Ⓑ'

3,356

（Ⓖ-1）Ⓔ

-
(名称：

（①-1）

-
(単位：

-

-

事業分類

事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等の計算

（Ⓒ-1）の構成割合
（％）

生産数量又は建物延床
面積その他のエネル

ギー使用量と密接な関
係をもつ値

エネルギーの使用に
係る原単位

(名称：

-

（Ⓗ-1）=（Ⓕ-1）/（Ⓖ-
1）×100（Ⓕ-1）=（Ⓒ-1）/Ⓔ

（②-1）

-

-

エネルギーの使用に
係る前年度の原単位

（③-1）

細分類番号 2

細分類番号

（Ⓘ-1）=（Ⓓ-1）×（Ⓗ
-1）/100

エネルギーの使用に
係る原単位の対前年
度比（％）

エネルギーの使用に
係る原単位の対前年
度比の寄与度（％）

生産量

細分類番号

工場等に係る
事業の名称

0.23950.2385

100%

日本標準産業分類(e-Stat-ＨＰ)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

有効数字４桁 (本資料Ｐ２７参照)

入力計算補助の欄から自動転記

特定第２表のS-1の値から自動転記
この値を修正する場合は特定第２表
を修正する

事業者全体の数値と
①+②の合計が合致
するか確認してください
3356+1500=4856

①

②

ここに入力しない1-1エネルギーの使用に係る原単位等

特定－第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等及び電気需要平準化評価原単位等

灰色部分は入力しない

小数点２位以下切り捨て



近畿経済産業局 エネルギー対策課 22定期報告書作成のポイント

3-13 定期報告書作成のポイント－特定第３表-２ ｹｰｽＡ2-1

２－１ 電気需要平準化評価原単位等

)

)

)

)

)

)

)

)

749 5,081

事業分類ごとの電気需要平準化評価原単位等の計算

(名称：

1

工場等に係る
事業の名称 鋼管製造業

3,356 518

番
号

事業分類

(単位：

細分類番号 2 2 3

前年度の電気需要平
準化評価原単位

電気需要平準化評価
原単位の対前年度比
（％）

（Ⓐ-1） （Ⓐ’-1） Ⓑ Ⓔ
（Ⓕ’-1）=

（Ⓒ’-1）/Ⓔ
（Ⓗ’-1）=（Ⓕ’-1）/

（Ⓖ’-1）×100Ⓑ' （Ⓖ’-1）

エネルギーの使用量
(原油換算ｋｌ)

電気需要平準化時間
帯の買電量
(原油換算ｋｌ)

販売した副生エネル
ギーの量
(原油換算ｋｌ)

生産数量又は建物延
床面積その他のエネ
ルギー使用量と密接
な関係をもつ値

（Ⓒ-1）の構成割合
（％）

　　　（Ⓓ-1）
（特定第３表１－１の（Ⓓ-
1）と同じ値）

0.24964,856

事業者全体

（Ⓢ-1）（合計） （合計） Ⓣ（合計）

100%

Ⓣ '（合計）

2

工場等に係る
事業の名称

パイプ加工・パイプ附属
品加工業

1,500 231

5 9 3

3

工場等に係る
事業の名称

1,569 -

-

-

--

-(名称：

(単位：

(名称：

(単位：

購入した未利用熱の
量
（原油換算ｋｌ)

電気需要平準化評価
原単位

t/年

（①’-1）

-

(単位：

細分類番号

細分類番号 2

4

（Ⓩ’-1）＝（①’-1）+
（②’-1）+（③’-1）+…

電気需要平準化評価
原単位の対前年度比
の寄与度（％）

（Ⓘ’-1）=（Ⓓ-1）×
（Ⓗ’-1）/100

（②’-1）

-

（③’-1）

-

-

（Ⓨ’-1）=（Ⓦ’-1）/
（Ⓧ’-1）×100

0.2565

3,511

生産量

97.3%

（Ⓤ’-1）（合計）

20,358

Ⓥ （Ⓦ’-1） （Ⓧ’-1）

(名称：

（Ⓒ’-1）=
（Ⓐ-1）+（Ⓐ’-1）×(評

価係数-1) -Ⓑ-Ⓑ’

有効数字４桁 (本資料Ｐ２７参照)

入力計算補助シートから自動転記

4,856+749*(1.3-1)=5,081

記入が抜けている

事業者全体の数値と①+②の合計
が合致するか確認してください
５１８+２３１=７４９

①

②

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て記入
電力使用量(千kWh)×9.97(GJ/千kWh)×0.0258(kl/GJ)＝○○kl
2013.8(千kWh)×9.97(GJ/千kWh)×0.0258 kl/GJ＝518 kl
(*アプリ版は自動で計算する)

特定第２表の値から自動計算し、転記される
この値を修正する場合は特定第２表を修正する

2-1電気需要平準化評価原単位等

小数点２位以下切り捨て



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-14 定期報告書作成のポイント－特定第３表-２ ｹｰｽＢ1-1

23定期報告書作成のポイント

新規事業があるケース

特定－第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等及び電気需要平準化評価原単位等

1-1エネルギーの使用に係る原単位等
灰色部分は入力しない

①

②

③

事業者全体の数値と
①+②+③の合計が合
致するか計算し確認し
てください
2,000+1,500+1,356
=４,８５６

新規事業

特定第２表のS-1の値から自動転記
この値を修正する場合は特定第２表
を修正する

新規事業のため構成割合はなし

0.2280

0.4115

-

新規事業以外の構成割合の合計が100%

新たな事業を報告する場合、前年実績は－とする

小数点２位以下切り捨て



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-15 定期報告書作成のポイント－特定第３表-２ ｹｰｽＢ2-1

24定期報告書作成のポイント

)

)

)

)

)

)

)

)

749 5,081

事業分類ごとの電気需要平準化評価原単位等の計算

(名称：

1

工場等に係る
事業の名称 鋼管製造業

2,000 308

番
号

事業分類

1,356 210

(単位：

細分類番号 2 2 3

前年度の電気需要平
準化評価原単位

電気需要平準化評価
原単位の対前年度比
（％）

（Ⓐ-1） （Ⓐ’-1） Ⓑ Ⓔ
（Ⓕ’-1）=

（Ⓒ’-1）/Ⓔ
（Ⓗ’-1）=（Ⓕ’-1）/

（Ⓖ’-1）×100

4,987

Ⓑ' （Ⓖ’-1）

エネルギーの使用量
(原油換算ｋｌ)

電気需要平準化時間
帯の買電量
(原油換算ｋｌ)

販売した副生エネル
ギーの量
(原油換算ｋｌ)

生産数量又は建物延
床面積その他のエネ
ルギー使用量と密接
な関係をもつ値

（Ⓒ-1）の構成割合
（％）

　　　（Ⓓ-1）
（特定第３表１－１の（Ⓓ-
1）と同じ値）

4,856

事業者全体

（Ⓢ-1）（合計） （合計） Ⓣ（合計）

100%

Ⓣ'（合計）

2

工場等に係る
事業の名称

パイプ加工・パイプ附属
品加工業

1,500 231

2 5 9

5 9 3

3

工場等に係る
事業の名称 ピストンリング製造業

5

42.9%

1,419

1,569 0.2415

99.6%

98.7%

6,585

換算
生産量

換算
生産量2

t/年

-

0.4196

0.2383

0.4054 -

t/年

生産量 0.4213

3,500

(名称：

t/年(単位：

(名称：

(単位：

57.1%

購入した未利用熱の
量
（原油換算ｋｌ)

電気需要平準化評価
原単位

（①’-1）

56.9%

(単位：

細分類番号

細分類番号 2

4

（Ⓩ’-1）＝（①’-1）+
（②’-1）+（③’-1）+…

電気需要平準化評価
原単位の対前年度比
の寄与度（％）

（Ⓘ’-1）=（Ⓓ-1）×
（Ⓗ’-1）/100

（②’-1）

42.3%

（③’-1）

-

99.2%

（Ⓨ’-1）=（Ⓦ’-1）/
（Ⓧ’-1）×100

2,092

-

（Ⓤ’-1）（合計） Ⓥ （Ⓦ’-1） （Ⓧ’-1）

(名称：

（Ⓒ’-1）=
（Ⓐ-1）+（Ⓐ’-1）×(評

価係数-1) -Ⓑ-Ⓑ’

事業者全体の数値と
①+②+③の合計が合
致するか計算し確認し
てください
308+231+210
=749

①

②

③

２－１電気需要平準化評価原単位等

0.2415

-

0.4213

特定第２表の値から自動計算し、転記される
この値を修正する場合は特定第２表を修正する

2-1電気需要平準化評価原単位等

小数点２位以下切り捨て

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て記入
電力使用量(千kWh)×9.97(GJ/千kWh)×0.0258(kl/GJ)＝○○kl
1,197.3(千kWh)×9.97(GJ/千kWh)×0.0258 kl/GJ＝308 kl
(*アプリ版は自動で計算する)



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-16 定期報告書作成のポイント－特定第３表-３（連携省エネ)

25定期報告書作成のポイント

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

)

)

)

)

)

)

)

)

1

工場等に係る
事業の名称

3

工場等に係る
事業の名称

- -

（①-2）

（Ⓒ-2）=（Ⓐ-2）-
Ⓑ-Ⓑ'

（Ⓓ-2）=（Ⓒ-2）/
（Ⓤ-2）×100

Ⓔ

- -

（③-2）

(名称：

-
(単位：

番
号

事業分類

事業分類ごとの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の計算

連携省エネルギー
措置を踏まえたエ
ネルギーの使用量

(原油換算ｋｌ)

販売した副生エネ
ルギーの量

(原油換算ｋｌ)

購入した未利用熱
の量

（原油換算ｋｌ)

（Ⓒ-2）の構成割合
（％）

生産数量又は建物
延床面積その他の

エネルギー使用量と
密接な関係をもつ

値

エネルギーの使用
に係る原単位

エネルギーの使用
に係る前年度の原

単位

エネルギーの使用
に係る原単位の対
前年度比（％）

エネルギーの使用
に係る原単位の対
前年度比の寄与
度（％）

（Ⓐ-2） Ⓑ Ⓑ'
（Ⓕ-2）=（Ⓒ-2）/

Ⓔ
（Ⓖ-2）

（Ⓗ-2）=（Ⓕ-2）/
（Ⓖ-2）×100

（Ⓘ-2）=（Ⓓ-2）×
（Ⓗ-2）/100

(名称：

-
細分類番号 (単位：

- -

（②-2）

-

細分類番号

2

工場等に係る
事業の名称

(名称：

細分類番号 (単位：

-(名称：

-
(単位：

（Ⓩ-2）=
（①-2）+（②-2）+

（③-2）+…

-

（Ⓨ-2）=（Ⓦ-2）/
（Ⓧ-2）×100

事業者全体

（Ⓢ-2）（合計） Ⓣ（合計） Ⓣ'（合計） （Ⓤ-2） （合計）

100%

Ⓥ （Ⓦ-2） （Ⓧ-2）

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

)

)

)

)

)

)

)

)

番
号

事業分類

事業分類ごとの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計算

連携省エネルギー
措置を踏まえたエ
ネルギーの使用量
(原油換算ｋｌ)

電気需要平準化
時間帯の買電量
(原油換算ｋｌ)

販売した副生エネ
ルギーの量
(原油換算ｋｌ)

購入した未利用熱
の量
（原油換算ｋｌ) （Ⓒ’-2）=

（Ⓐ-2）+（Ⓐ’-2）×
(評価係数-1) -Ⓑ-

Ⓑ’

（Ⓒ-2）の構成割合
（％）

　　　（Ⓓ-2）
（特定第３表１－１の
（Ⓓ-2）と同じ値）

生産数量又は建
物延床面積その
他のエネルギー使
用量と密接な関係
をもつ値

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

電気需要平準化
評価原単位の対
前年度比（％）

電気需要平準化
評価原単位の対
前年度比の寄与
度（％）

(単位：

2

工場等に係る
事業の名称

1

工場等に係る
事業の名称

- -

（Ⓐ-2） （Ⓐ’-2） Ⓑ Ⓑ' Ⓔ
（Ⓕ’-2）=

（Ⓒ’-2）/Ⓔ
（Ⓖ’-2）

（Ⓗ’-2）=（Ⓕ’-2）
/（Ⓖ’-2）×100

（Ⓘ’-2）=（Ⓓ-2）
×（Ⓗ’-2）/100

- -

（①’-2）

(名称：

-
細分類番号

(単位：

（②’-2）

(名称：

-
細分類番号 (単位：

3

工場等に係る
事業の名称

- -

（③’-2）

(名称：

-
細分類番号

(名称：

-
(単位：

（Ⓩ’-2）＝（①’-2）
+（②’-2）+（③’-

2）+…

-

事業者全体

（Ⓢ-2）（合計） （合計） Ⓣ（合計） Ⓣ'（合計） （Ⓤ’-2）（合計）

100%

Ⓥ （Ⓦ’-2） （Ⓧ’-2）
（Ⓨ’-2）=（Ⓦ’-2）
/（Ⓧ’-2）×100

-

連携省エネを報告する場合

報告しない場合は記入しない
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3-17 定期報告書作成のポイント－特定第３表・第４表アプリの注意点

26定期報告書作成のポイント

アプリツールを使用している場合の注意点

エネルギーの使用量と密接な関係を
持つ値の名称・単位を表しています

「その他の情報入力」の特定3表に関
する入力画面で前年度の原単位を入
力してください

入力漏れに注意

密接な関係を持つ値が２つ以上のケース

(１つの場合はエネルギーの使用に係る原単位・電気需要

平準化評価原単位も入力する)2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-18 定期報告書作成のポイント－特定第３表－有効数字４桁

27

変化率を％で小数点第一位まで把握する → 有効数字４桁が必要変化率を％で小数点第一位まで把握する → 有効数字４桁が必要

”0”ではない数字に挟まれた”0”は有効である

例 60.8        有効数字３桁

3908        有効数字４桁

”0”ではない数字より前に”0”がある場合、その”0”は有効ではない

例 0.09382     有効数字４桁

0.0008      有効数字１桁

0.012       有効数字２桁

0.01200     有効数字４桁

小数点より右にある”0”は有効である

例 35.00       有効数字４桁

800.00      有効数字５桁

数字が小さくなりすぎる場合は、分母の数値
の単位を1,000倍、10,000倍等に桁上げしてください
（例） m2 → 千ｍ２ 、千円 → 百万円

定期報告書作成のポイント

Ｅ

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は有効数字４桁で入力して下さい



近畿経済産業局 エネルギー対策課

５年間平均原単位変化(％)= (“Ⓙ-1”×“Ⓚ-1”×“Ⓛ-1”×“Ⓜ-1”)0.25計算式

５年間平均原単位変化(%)=“Ⓙ-1”×“Ⓚ-1”×“Ⓛ-1”×“Ⓜ-1”を行い、
「√」キーを２回押す

５年度間平均原単位変化
99.0以下 ⇒ 年平均１％以上の改善
① or②いずれかが99.0以下の場合はＳクラス

前年度定期報告書の値と一致してますか？ 特定3表から自動転記

小数点２位以下切り上げ

3-19 定期報告書作成のポイント－特定第４表 ケースＡ

28定期報告書作成のポイント

電子卓上計算機で算出

①

②



近畿経済産業局 エネルギー対策課

計算方法はＰ２８に同じ

3-20 定期報告書作成のポイント－特定第４表 ケースＢ

29定期報告書作成のポイント

５年度間平均原単位変化
99.0以下 ⇒ 年平均１％以上の改善
① or②いずれかが99.0以下の場合はＳクラス

小数点２位以下切り上げ

前年度定期報告書の値と一致してますか？

①

②

特定3表から自動転記



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 ２０２１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 ２０２１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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-22 定期報告書作成のポイント－特定第６表・第７表

31定期報告書作成のポイント

判断基準の別表第５に示すベンチマーク指標に掲げられた事業のみでエネ
ルギーの年度の使用量が1,500kl以上である事業者のみ記入

（複数の区分が対象となる場合があります。）

これに該当する事業を行っていない場合は、欄全体に斜線を引いてくださ
い。

ベンチマーク指標の見込み
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（2021年度）のベンチマーク指標の見込みの数値

区分 分類コード 目指すべき水準

１Ａ 2211 0.531kl/t 以下
１Ｂ 2221 0.150kl/t 以下

製鋼・製鋼圧延業 2221
鋳鋼製造業 2253
鍛綱製造業 2255

Ａ：1.00 以上　かつ
Ｂ：44.3％以上

3 2121 3739MJ/ｔ以下
再生可能エネルギーの使用率 が
72％以上の場合
： 6626MJ/t 以下
再生可能エネ ルギーの使用率 が
72％未満の場合
： (－23664)×当該 事業における
再 生可能エネルギ ー 使 用 率 ＋
23664MJ/t 以下

４Ｂ 1422 4944MJ/t 以下
5 1711 0.876 以下
６Ａ 1631 11.9 GJ/t 以下
６Ｂ 1621 3.22 GJ/t 以下
７Ａ 707kＷh/百万円以下
７Ｂ 308kＷh/百万円 以下
8 7511 0.723 以下
9 5611 0.792 以下
10 5811 0.799 以下
11 6911 0.0305kl/㎡以下
12 6911 1.0 以下
13 8161 0.555 以下
14 8064 0.695 以下

立法機関 9711
司法機関 9721
行政機関 9731

0.700 以下

0.360kl/t 以下

1421

5891

事業

大学
パチンコホール業

15 国家公務

2 電力供給業 3311

４Ａ 洋紙製造業

小型コンビニエンススト
ホテル業
百貨店業
食料品スーパー業
ショッピングセンター業
貸事務所業

板紙製造業
石油精製業

石油化学系基礎製品製造
ソーダ工業

通常コンビニエンススト

１Ｃ
電炉による特
殊鋼製造業

高炉による製鉄業
電炉による普通鋼製造業

セメント製造業

※詳細は、工場等判断基準の「別表第５ベンチマーク指標及び中長期的
に目指すべき水準」を参照ください。
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3-23 定期報告書作成のポイント－ベンチマーク制度

32定期報告書作成のポイント

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

産業トップランナー制度（ベンチマーク制度）に係る最新情報及び計算ツール等

(資源エネルギー庁のＨＰ)
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3-24 定期報告書作成のポイント－特定第７表

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

記入すること。

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率
（％）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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-25 定期報告書作成のポイント－特定第８表

34定期報告書作成のポイント

特定－第８表　事業者の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

イ. 取組方針に従い、エネルギー管理者及びエネルギー管理員に
対し取り組むべき業務を指示するなど、当該取組方針に掲げ
るエネルギーの使用の合理化に関する目標の達成に係る監
督を行うこと。

ウ. 取組方針の遵守状況やエネルギー管理者及びエネルギー管
理員からの報告等を踏まえ、次期の取組方針の案を取りまと
め、取締役会等の業務執行を決定する機関への報告を行うこ
と。

エ. エネルギーの使用の合理化に資する人材（エネルギー管理者
及びエネルギー管理員等）を育成すること。

　②エネルギー管理企画推進者の責務
エネルギー管理統括者とエネルギー管理者又はエネルギー管理
員の間の意思疎通の円滑化を図ること等によりエネルギー管理統
括者の業務を補佐すること。

Ⅰ－１　全ての事業者が取り組むべき事項

（１）取組方針の策定
設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化に
関する取組方針（中長期的な計画を含む。以下「取組方針」とい
う。）を定めること。

取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、当該目
標を達成するための設備の運用、新設及び更新に対する方針を含
めること。

（２）管理体制の整備
設置している全ての工場等について、全体として効率的かつ効果的なエ
ネルギーの使用の合理化を図るための管理体制を整備すること。

（整備完了予定年 年度）

（３）責任者等の配置等
(2)で整備された管理体制に「エネルギー管理統括者」、「エネル
ギー管理企画推進者」並びに「エネルギー管理者」及び「エネル
ギー管理員」を配置すること。

　①エネルギー管理統括者の責務
ア. 設置している工場等ごとにおけるエネルギーの使用の合理化

に関する業務（エネルギーを消費する設備及びエネルギーの
使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用
の方法の改善及び監視）の実施状況等を把握すること。

エネルギーの使用の合理化の基準Ⅰ．

策定している

策定していない

全て含めている

大半含めている

一部含めている

含めていない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

配置済み

一部配置している

配置していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

大半で実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

エネルギー管理統括者の責務

エネルギー使用の合理化に関する業務の実施状況を把握する

エネルギー管理者・管理員に対し業務指示、目標達成に関する監督

次期の取り組み方針の案の取りまとめ、取締役会への報告

エネルギー使用の合理化に資する人材の育成

エネルギー管理企画推進者の責務

統括者、管理者・管理員の間の意思疎通の円滑化

エネルギー管理統括者の業務を補佐

設備の運用、新設、更新に対する方針

「実施していない」に該当する項目については、
整備が完了する予定年度を記入。

1-1(1)の取組方針を「策定していない」を選択し
た場合、1-1(3)①イ、ウ③イ、(5)～(8)は「実施してい
ない」を選択してください
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3-26 定期報告書作成のポイント－特定第８表

35定期報告書作成のポイント

イ. 取組方針やエネルギー管理統括者からの指示等を踏まえ、エネ
ルギーの使用の合理化に関する業務を確実に実施すること。

ウ. ア．のエネルギー管理を踏まえた工場等のエネルギーの使用の
合理化の状況に係る分析結果についてエネルギー管理統括者に
対する報告を行うこと

（４）資金・人材の確保

エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保すること。

（５）従業員への周知・教育

設置している全ての工場等における従業員に取組方針の周知を図るとともに、工
場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する教育を行うこと。

（６）取組方針の遵守状況の確認等

客観性を高めるため内部監査等の手法を活用することの必要性を検討し、その設
置している工場等における取組方針の遵守状況を確認するとともに、その評価を
行うこと。なお、その評価結果が不十分である場合には改善を行うこと。

（７）取組方針の精査等

取組方針及び遵守状況の評価方法を定期的に精査し、必要に応じ変更すること。

（８）文書管理による状況把握

(1)取組方針の策定、(2)管理体制の整備、(3)責任者等の配置等、(6)取組方針の
遵守状況の確認等及び(7)取組方針の精査等の結果を記載した書面を作成、更新
及び保管することにより、状況を把握すること。

　③現場実務を管理する者の責務
ア. 設置している工場等ごとにおけるエネルギーの使用の合理化に

関する業務（エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の
合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改
善及び監視）の実施状況等を把握すること。

実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

実施している

一部実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

全ての工場等で実施している

大半の工場等で実施している

一部の工場等で実施している

実施していない

実施している

実施していない

一部実施している

現場実務を管理する者の責務

エネルギー使用の合理化に関する業務の実施状況を把握する

エネルギー使用の合理化に関する業務を確実に実施する

エネルギー使用の合理化の状況に係る分析結果についてエネ
ルギー管理統括者に報告する



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-27 定期報告書作成のポイント－特定第８表

36定期報告書作成のポイント

工場等単位、設備単位での基本的実施事項

生産性を向上しエネルギー使用の合理化を図る

エネルギー管理に係る計器類の整備

エネルギー消費量の大きい設備の廃熱等の把握・分析

エネルギー効率、老朽化の状況を把握・分析し更新、改造の優先
順位を整理

設備の選定、導入時は高効率設備を優先し能力は余裕度の最適化

休日、非操業時のエネルギー使用の最小化



近畿経済産業局 エネルギー対策課

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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

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

１

２

① 2021年度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画書で、2021年度に実施すこととされていた内容
を転記してください。 なお、2021年度に提出した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がで
きます。その場合、「中長期計画書記載の有無」は「無」、それ以外は「有」と記載してください。

② 記載した計画内容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
ー：中長期計画書に記載なし

なお、複数年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。



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-29 定期報告書作成のポイント－特定第９表-４

39定期報告書作成のポイント

電気事業法第 2 条第 1 項第 14 号に定める発電事業の用に供す
る発電専用設備であって、当該年度に運転開始したもののみ記
入すること。
（ただし、離島に設置したものは除く）



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-30 定期報告書作成のポイント－特定第９表-５

定期報告書作成のポイント 40

電気事業法第２条第１項第 14 号に定める発電事業の用に供す
る発電専用設備であって、次に掲げるものについては本様式に
毎年度記入すること。ただし、離島に設置したものは除く。

（１）バイオマス燃料を混焼し、平成 28 年度以降に運転開始
したもの（次に掲げるものを除く。）

（２）バイオマス燃料又は副生物を石炭と混焼し、平成 31 
年度以降に発電専用設備の新設に当たっての措置の適用をうける
もの

別添資料10 記載例参照



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-31 定期報告書作成のポイント－特定第１０表

41定期報告書作成のポイント

〒

〒

〒

〒

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

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

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）

工場等に係る
事業の名称

種

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

種第

種

第

第

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

第 種

変更手続きが必要な場合
１種 → ２種 （3,000kl/年以上 → 1,500kl～3,000kl/年未満）
２種 → １種 （1,500kl～3,000kl/年未満 → 3,000kl/年以上）

必要な場合印を付してください

近畿経済 大阪第２工場

指定－第１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の名称等

62 3 41 7エネルギー管理指定工場等番号

近畿経済　大阪第2工場　当該工場等の名称

5

同一名称を記入してください
空白がある場合は空白も

特定第10表に記入した工場等は、定期報告書の指定表（第1表～第10表）の提出が必要。

現在の指定区分を記入、変更後の区分を記入しないように！

＊エネルギー使用量が継続的に1500kl未満になることが明らかになった工場は、「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。



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-32 定期報告書作成のポイント－特定第１１表

42定期報告書作成のポイント

特定第11表に記入した工場等については、当該工場等ごとに指定表
（第１表～第10表）の提出が必要。

指定－第1表の「エネルギー管理指定工場等番号」及び「エネルギー管理者(員)
の職名・氏名・連絡先」の欄は記入不要。

〒

〒

〒

〒

工場等の名称
エネルギーの使用量

（原油換算ｋｌ）工場等に係る事業の名称

特定‐第１１表　現在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

工場等の所在地
日本標準産業分類に

おける細分類番号

○△工場
１２３－４５

○○県×××市△△1-2-3 １１ １１ □□製造 1,600kl同一名称を記入してください
空白がある場合は空白も



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-33 定期報告書作成のポイント－特定第１１表 アプリの注意点

43定期報告書作成のポイント

複数の事業所をまとめて登録した場合、その合計値が1,500klを上回っている場合は、自動的に11表
に記入されますので、必ず「その他の情報入力」、「特定-第11表」において「特定-第11表から削
除する事業所」欄の当該事業所に、チェックを入れてください。

事業所

□事業所

特定-第11表
これまでに入力した情報から、現在、エネルギー管理指定工場等に指定されていないがエネルギー
使用量が1,500kl(原油換算)以上となっている事業所がある場合、以下に表示しています。
・エネルギー使用量に誤りがないか確認してください。
・下記の事業所がエネルギー管理指定工場等なら、当該事業所の所在地を入力してください。
・複数の事業所をまとめて登録した場合で、単一の事業所では1,500kl未満の場合は、以下を
チェックしてください。

特定-第11表～削除する事業所

□事業所

複数の事業所をまとめて登録した場合で、単一の事業所では1,500kl未満の
場合は、チェックがないと指定第１１表に自動で記入されます
必ずチェック入れてください。

アプリツールを使用している場合の注意点

指定工場等の指定をうけていない工場等の数値をまとめた結果1,500klを上回った場合



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-34 定期報告書作成のポイント－特定第１２表-１

44定期報告書作成のポイント

年度

細分類番号 0 9

4

商標又は
商号等

1 3,000

工場等に係る事業の名称

2 2,000

 t-CO2細分類番号

農林水産大臣

処理牛乳・乳飲料製造業

エネルギーの使用に伴って
発生する二酸化炭素

1

工場等に係る事業の名称

3

9 1

当該事業を所管する大臣

9 1

乳製品製造業（処理牛乳，乳飲料
を除く）

2019

 t-CO2

5,000

乳製品製造業（処理牛乳，乳飲料
を除く）

特定事業者
全体

主たる事業

当該事業を
所管する大臣

 t-CO2

１　エネルギー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

番
号

事 業 分 類

細分類番号 0

排出年度：西暦

0

農林水産大臣

特定－第１２表　事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギー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等

農林水産大臣

当該事業を所管する大臣

4

特定－第３表　事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等及び電気需要平準化評価原単位等

１－１ エネルギーの使用に係る原単位等

事業分類

細分類番号 0

細分類番号

番
号

工場等に係る
事業の名称

処理牛乳・乳飲料製造
業

2

0

1

9 1 3

9 1 4

乳製品製造業（処理牛
乳，乳飲料を除く）

工場等に係る
事業の名称

ここへ記入は特定
連鎖化事業者のみ

エクセルは全体の値のみ自動で転記

①

②

事業分類ごと①②に入力した数値が
正しいか確認してください
3,000＋2,000
＝5,000

所管大臣の記入
洩れ注意

燃料、熱、電気の使用によるCO2排出量
事業者全体の使用量

西暦 2021年度



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-35 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

t-CO2燃料の使用によるCO2排出量



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-36 定期報告書作成のポイント－特定第１２表-３

46定期報告書作成のポイント

３　事業者の調整後温室効果ガス排出量

t-CO2調整後温室効果ガス排出量

ア＝エネルギー起源CO2(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く)
・他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数
・燃料及び熱の使用に伴うもの

イ＝非エネルギー起源CO2(廃棄物源燃料使用に伴うものを除く)

ウ＝メタン(Ch4) 、一酸化窒素(N2O) 、ハイドロフルオロカーボン(HFC) 、パーフルオロカーボン(PFC) 
六ふっ化硫黄(SF6) 及び三ふっ化窒素(NF3) の基礎排出量

エ＝無効化した国内認証排出削減量(国内クレジット、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）、Ｊ－クレジット
及びグリーンエネルギーCO2削減相当量)及び無効化した海外認証排出削減量（ＪＣＭクレジット）

オ＝自らが創出した国内認証排出削減量のうち他社へ移転した量

調整後温室効果ガス排出量は、ア＋イ＋ウ－エ＋オで調整します
（調整の結果、調整後排出量が０を下回った場合は０とします）

4,500

温対法の報告義務対象者
（3000t-CO2以上）のみ
算定に含めること

エクセルでは入力計算補助356，357行目特定-12表6-2に記入



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-37 定期報告書作成のポイント－特定第１２表-４の１、２

47定期報告書作成のポイント

電気事業者別排出係数一覧（係数は毎年度変更されます）
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/r02_coefficient.pdf

0.000000

0.000493

(株)エネットＡメニューの調整後排出係数 京都エリアの事業所

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲

関西電力(株)の調整後排出係数 関西電力管内の事業所

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

t-CO2/kWh

0.000509

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲

t-CO2/kWh

関西電力(株)の基礎排出係数 関西電力管内の事業所

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

エクセルでは入力計算補助で選んだものが自動転記されます

エクセルをご利用で「託送等」独自の排出係数を使用される場合は近畿経済産業局までご相談願います

ＣＯ２を排出しない電気を特別に契約したケース

排出係数０の契約は非常に少ないケースとなる
電力会社のメニユー選択が間違っていないか確認が必要

P47 ３調整後温室効果ガス排出量の値が小さくなる

○○電力(株)の基礎排出係数 ○○電力管内の事業所

(株)△△△Ａメニューの調整後排出係数

○○電力管内の事業所○○電力(株)の調整後排出係数

(株)△△△Ａメニューの基礎排出係数 京都エリアの事業所0.000400



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-38 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～

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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-39 定期報告書作成のポイント－特定第１２表-６の３、７

49定期報告書作成のポイント

６の３　海外認証排出削減量に係る情報

無効化日 無効化量

t-CO2

t-CO2

識別番号

削減量の種別

t-CO2

t-CO2

合　計　量

７　権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無

権利利益の保護に係る請求の有無
（該当するものに○をすること）

１．　　有

②．　　無

その他の関連情報の提供の有無
（該当するものに○をすること）

１．　　有

②．　　無

定期報告書が温対法第27条第１項の請求に係るものである場合は、左欄「１．有」に○をつけてください。
「１．有」に該当する場合は、温対法に基づく命令に定める書類「権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）」を事業所管大臣
宛てに必ず同封してください。 なお、電子報告はご利用できません。
ただし、「権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）」を提出しても、必ずしも希望通りにならない場合があります。

（参考）地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条の 3 における権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準
について

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/claim/law21_3kijun

確認できる資料を添付
１.有の場合は必ずそれぞれ添付資料が必要

有りの場合
温対法様式第２を併せて
提出してください
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3-40 定期報告書作成のポイント－指定表 エクセル支援ツールの注意点

50定期報告書作成のポイント

よく間違っています、注意してください
未選択
専ら事務所なのに工場等を選択
工場等なのに専ら事務所を選択

STEP1（第１入力頁）

指定第８表が自動的に選択されます
グレー表示の表にはチェックを入れない

１特定事業者番号又は特定連鎖化事業者番号
(７桁の特定事業者番号を入力してください)

２報告建物の用途選択

当工場は から選択してください　必須です

専ら事務所
工場等

STEP0(マクロを有効に) STEP1(第1入力頁) STEP2(第2入力頁) STEP3(印刷メニュー頁)

必ずどちらかを選択

特定事業者番号を入力して
ください

電子報告ではここに入
力した特定事業者番号
と指定第１表に入力し
た指定工場番号を紐付
けて正しいか判定しま
す
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3-41 定期報告書作成のポイント－指定 第１表

51定期報告書作成のポイント

近畿経済産業局から通知された
指定工場等番号(７桁)

当該工場の名称に変更があった場合は、
変更前後の名称を２段書きで記入、

特定第10表の工場等の名称欄にも変更前
後の名称を２段書きで記入

都道府県名から記入

工場等で行っている主な事業を記入
複数の事業を実施時は、主たる事業を当該工場の事業とする
主たる事業とは、生産高、販売額等、適当な指標により決定
(日本標準産業分類の決定方法に準拠)

エネルギー管理講習の中止・延期等により、提
出時点でエネルギー管理者(員)が未選任の場合
は「選任中」と記入し
作成実務者の職名・氏名・連絡先記入
特定１１表に記入した工場の場合は空欄

指定－第１表　エネルギー管理指定工場等の名称等

〒

職名

氏名

電話（ － － ）

FAX （ － － ）

エネルギー管理指定工場等番号

エネルギー管理指定工場等の
所在地

1 1 1

近畿経済産業株式会社　大阪事業所　エネルギー管理指定工場等の名称

06 5678

9

1

主たる事業

細分類番号

1234

1234

99 9 90

○○製造

１２３－４５

9

9999

メールアドレス

大阪府大阪市○○１－２－３

12345@osaka-kinki.co.jp

01-2018-3-01234

動力設備　係長

エネルギー管理者（員）の
職名・氏名・連絡先

エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号

近畿　一郎

06

○○工場、△△事業場等を記入
特定10表又は11表の工場等の
名称と完全一致させる

選任中

(作成実務者)
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近畿経済産業局 エネルギー対策課 定期報告書作成のポイント 51

2021年度になっていますか？

✓工場等のエネルギー使用量を合算した
結果を小数点以下第1位で四捨五入し
てください。

✓四捨五入することによって「０」に
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「－」や斜線は記入
しないでください。）

未利用熱を報告する場合は使用量の欄にも
記入
「未利用熱に関する覚書」を定期報告書に
添付してください。
（毎年更新が必要）
記入例 記載要領 巻末 別添資料７

記入漏れがよく見られます。

よくある間違い
2020年度定期報告書の「原油換算」
です。

S-1
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3-43 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・更新に当たっての措
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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3-44 定期報告書作成のポイント－指定第４表・第５表

54定期報告書作成のポイント

指定－第４表　エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値

西暦

な関係をもつ値 (名称： )(単位： )

指定－第５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

１　エネルギーの使用に係る原単位

西暦

　エネルギー使用量(原油換算kl)(指定-第２表ⓐ-ⓑ-ⓑ')

 生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの
 使用量と密接な関係をもつ値(指定－第４表ⓒ)

２　電気需要平準化評価原単位

西暦

 生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの
 使用量と密接な関係をもつ値(指定－第４表ⓒ)

備考　　電気需要平準化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量（原油換算kl）は、以下の算定式により計算する。

　　　　下式中の記号は、指定-第２表中の記号を指す。また、評価係数は1.3とする。

年度

2018

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接
ⓒ

対前年度比（％）

105.0%2,500

1.210 98.4%

　電気需要平準化時間帯買電量評価後の
エネルギー使用量(原油換算kl)

対前年度比（％）

99.6%

対前年度比（％）2018 年度

1.145

t生産量

電気需要平準
化

評価原単位=

2018

電気需要平準化時間帯買電量
評価後のエネルギー使用量

（原油換算kl）

年度

原単位=

＝ⓐ ＋ ⓗ × (評価係数 － 1) × 0.0258 － ⓑ － ⓑ'

前年度定期報告書に一致してますか？ 記入漏れ注意

有効数字４桁で表示してください (本資料Ｐ２７参照)

2021

西暦 2021年度

西暦 2021年度
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3-45 定期報告書作成のポイント－指定第６表

55定期報告書作成のポイント

指定－第６表　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

２　電気需要平準化評価原単位

年度  2016  2017年度  2018  ５年度間
 平均原単位変化

ⓖ対前年度比（％） 98.899.6

99.2 ⓖ' 98.4 98.9対前年度比（％） ⓓ' 98.8 99.2 ⓕ'

　電気需要平準化評価
　原単位 1.265 1.250 1.240 1.230 1.210

年度  2018 2014 年度  2015 年度  2016

1.145

 2015

ⓔ'

年度年度

 2017

99.2

年度
 ５年度間
 平均原単位変化

1.180 1.170

年度

1.150

98.398.3ⓓ

　エネルギーの使用に
　係る原単位 1.200

ⓔ

年度

 2014

ⓕ

前年度定期報告書と一致してますか？

２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度
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3-46 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 ２０２１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 ２０２１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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3-47 定期報告書作成のポイント－指定第８表

57定期報告書作成のポイント

専ら事務所は、(1)は空気調和設備です

工場等は、(1)は燃料の燃焼の合理化です

設備の新設だけではなく更新
した場合も該当します

70

設定の状況が「一部設定済」でも
設定したことを全て実施していれ
ば「実施している」にチェック

当工場は から選択してください　必須ですから選択してください　必須です専ら事務所

当工場は から選択してください　必須ですから選択してください　必須です工場等

1.作成する表を間違えない
専ら事務所と工場等用
☆ いずれか一方のみ記入
☆ 両方には記入しない

2.入力しようとする表がグレーの場合は
STEP1で報告建物の用途選択を変更する

（Ｐ５１）
3.該当設備がない項目には斜線を引く

☆斜線を引いた項目にはチェックを
しない



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-48 定期報告書作成のポイント－指定第８表-１

58定期報告書作成のポイント

工場等用(1)燃料の燃焼の合理化に印をつけた場合は(3)廃熱の回収利用にも印が必要

燃料の燃焼設備がある
→排ガスを排出している
→廃熱の回収利用をしていない
場合の印のつけ方

廃熱温度等のデータを元に費用対効
果が無いこと等を確認した上で、廃
熱回収を実施していない(費用対効
果のないことを確認した記録が残っ
ていることが必要)

廃熱温度等のデータを元に費用対効
果等の検討をせずに、廃熱回収を実
施していない

大気開放型の設備、廃熱温度が構造的に測れない燃焼設備の場合
記入不要・全体に斜線
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3-49 定期報告書作成のポイント－指定第９表

59定期報告書作成のポイント

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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-50 定期報告書作成のポイント－指定第１０表

60定期報告書作成のポイント

指定－第１０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

１　エネルギー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

t-CO25,826エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素

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が設置されている工場等において

　　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

t-CO2エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素

３　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

t-CO₂/kWh
関西電力(株)社の基礎排出係数0.000509 電気事業者からの買電に適用

STEP1（第１入力頁）で選んだものが自動転記されます

メニューＡはCO2排出係数が０(ゼロ)のメニューの場合がほとんどなので注意

○○電力（株）社の基礎排出係数
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3-51 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



近畿経済産業局 エネルギー対策課

3-52 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

3-53 定期報告書作成のポイント－認定表第２表

63定期報告書作成のポイント

特定－第２表と書き方は
同様
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3-54 定期報告書作成のポイント－認定表第３表・第４表

64定期報告書作成のポイント

〒

〒

〒

〒

〒

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

認定‐第３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

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）

工場等に係る

事業の名称

種

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

種第

種

第

第

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

第

（ 指定区分の変更手続きが必要 □ ）

種

第 種

特定－第１０表と書き方は同様

特定－第１１表と書き方は同様
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3-55 定期報告書作成のポイント－認定表第５表-１～７

65定期報告書作成のポイント

特定－第１２表と書き方は同様
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4 ７月末期限の届出書、特定事業者等を取り消す場合

66定期報告書作成のポイント
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4-１ 提出方法

67定期報告書作成のポイント

定期報告書の提出方法

＜提出手段＞
１．書面による提出（郵送又は持ち込み）

持ち込みの場合は平日9:00～17:00 （12:00～13:00は除く）

２．電子申請による提出（⑴または⑵のどちらかで提出してください）
ご利用にあたりあらかじめ様式４３（電子情報処理組織使用届書）を書面で提出してください

⑴省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（ＥＥＧＳ）
経済産業省以外の省庁（農水省、厚労省、文科省、国交省等）にも同時に
報告書を提出することが可能
稼働時間：平日8:00～23:00 （注）4/1～8/31間は２４時間

ヘルプデスク：株式会社セック
受付時間平日 09:30～17:30 ※年末年始（12/28～01/03）はお休みさせていただきます。
メール：g-eegs-support@sec.co.jp ※お問い合わせはできるだけメールでお願いします。
ＴＥＬ：090-2321-8151、070-3997-0499、080-8147-9926、080-8838-5010

⑵e-Ｇov（電子政府の総合窓口）
省エネ法、温対法以外の手続きにも同じIDとパスワードで利用可能
稼働時間：原則365日、24時間
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＜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 毎年７月末日です。
（７月末日が土、休日の場合は週明けの月曜日です。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 問い合わせ先

ＴＥＬ：０６－６９６６－６０51

近畿経済産業局エネルギー対策課ホームページ

https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/20kaisei_youshiki.html

経済産業省 近畿経済産業局 エネルギー対策課（5Ｆ）まで連絡願います。

定期報告書等の書き方、定期報告書作成支援
ツール・ベンチマーク制度の指標計算ツール
の使い方等について、お問合せ窓口を設置し
ました。

省エネ法ヘルプデスク

ナビダイヤル：
０５７０－００６－９４０

開設日時：

受付時間：
9時30分～17時30分

【メールでのお問合せ】
メールアドレス：

https://www.eccj.or.jp/helpdesk/


