
定期報告書・中⻑期計画書の書き⽅
〜記⼊間違いを防ぐために〜

令和2年6⽉
経済産業省 北海道経済産業局

資源エネルギー環境部 エネルギー対策課

【省エネ法】



はじめに
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 今回は、省エネ法（エネルギーの使⽤の合理化等に関する
法律）に基づき、特定事業者の皆様が「定期報告書」、
「中⻑期計画書」を作成するに当たって、ご注意いただきたい
点（記⼊間違いが⽣じやすい点など）を中⼼に説明いたし
ます。

※定期報告書及び中⻑期計画書の全項⽬を説明するもの
ではありません。

 実際に、定期報告書及び中⻑期計画書を作成される際は、
資源エネルギー庁HPで公表している「省エネルギー法 定期
報告書・中⻑期計画書(特定事業者等)記⼊要領」に従って、
作成していただきますようお願いいたします。



⽬ 次

１．定期報告書 特定表
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３．中⻑期計画書

２．定期報告書 指定表
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定期報告書の報告範囲について
 定期報告書は特定表、認定表、指定表から成り⽴っています。それぞれ事業者単位の報告
を⾏う特定表、認定管理統括事業者が事業者単位の報告を⾏う認定表、指定⼯場等単
位の報告を⾏う指定表と報告範囲が分かれており、事業者の事業形態や「認定管理統括
事業者の認定制度」の認定の取得の有無によって、報告範囲が異なります。

※認定表は認定管理統括事業者以外は不要です。



①記入しないでください。

②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としてくだ
さい。
経済産業局は1つのみ記入することとし、

複数経済産業局の併記はしないでください。

③提出年月日を記入してください。
提出期限は7月末日です。

※今年度（2020年度）に限り、提
出期限を9月末日まで延長してお

ります。

④主たる事業者（通常は本社）
の所在地を記入してください。

⑦代表者印の押印が必要です。
なお、オンライン申請の場合は、事前
の審査によって不要となります。

⑤正式名称を略さず記入してください。

⑥国税庁HPに記載
されている13桁の法
人番号を記入してく
ださい。
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表紙（記⼊要領 19ページ)



①経済産業局から通知された7桁の指定番号を記入してください。

②「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のHP上から、「特定排出
者コード検索」により9桁の番号を記入してください。

③本社又は本社機能を有する事務所（実際に本社として機能し
ている事務所）の郵便番号、住所（都道府県名から）を記入してく
ださい。

④工場等で行っている主な事業を「日本標準産業分類」の
「細分類項目名」で記入してください。異なる複数の事業を
行っている場合には、生産高、販売額等、適切な指標によっ
て主たる事業を選択し記入してください。

⑤主たる事業の「日本標準産業分類」の
「細分類番号（４桁）」を記入してください。
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特定ｰ第1表事業者の名称等①（記⼊要領P20~P22)



②勤務する事務所の代表電話
ではなく、定期報告書の内容に
関する問い合わせ先を記入して
ください。

①定期報告書提出時点でエ
ネルギー管理企画推進者が
未選任の場合には、当該定期
報告書の作成実務者の職名・
氏名・勤務地・連絡先を記入し
てください。
この場合、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者番号」
欄には「選任中」と記入してく
ださい。

③該当する箇所に
〇をつけてください。

④変更が「有」の場合は、変更前の
名称・所在地を記入してください。
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特定ｰ第1表事業者の名称等②（記⼊要領P20~P22)



①報告の対象となる年度（報告日の前年度）を記入してください。

②「使用量」の欄は、事業者が１年度間に使用したすべ
てのエネルギーを、種類ごとにすべての工場等について
合計し、指定された単位を用いて記入してください（「使
用量」には、他者に売る電気を作るために自家発電に
使用したエネルギー、及び他者に売る熱を作るために
使用したエネルギーも含まれます。）

1年度間使用量について、各工場等のエネルギー使用
量を合算し、原則小数第1位を四捨五入して整数値で記
入してください。

使用量が極めて少ないため、小数第1位を四捨五入す
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。（「-」、斜線等は記入しないで
ください）
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特定ｰ第2表 事業者のエネルギーの使⽤量及び販売した副⽣エネルギーの量
① （記⼊要領P23~P40)
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①「エネルギーの種類」の欄に掲げられていない
燃料を使用している場合に記入してください。

※燃料には、次のものは含まれません。
・副生ガス、副生油（原料からのものを除く）
・黒液 ・廃タイヤ ・廃プラスチック
・不純アルコール ・タールピッチ ・油脂ピッチ
・動植物油 ・脂肪酸ピッチ
・廃油（再生重油を含む） ・廃材 ・木屑
・コーヒー粕 ・廃アルコール ・水素
・ＲＤＦ ・バイオマス由来燃料

②「産業用蒸気」、「産業用以外の蒸気」、「温水」、「冷水」の
使用量についてはそれぞれ各工場等の外から受け入れて使
用した量についてのみ記入してください。
（自らの工場等内において発生した分は含みません。）

特定ｰ第2表 事業者のエネルギーの使⽤量及び販売した副⽣エネルギーの量
② （記⼊要領P23~P40)



①昼間買電：8時～22時
夜間買電：22時～翌日8時

昼夜の区別が出来ない場合は、全ての使用量を「昼間の使用量」
として報告してください。

②「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯」とは、
7月1日～9月30日（夏期）及び12月1日～3月31日
（冬期）の8時～22時（土日祝日を含む。）のことを指します。

①
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特定ｰ第2表 事業者のエネルギーの使⽤量及び販売した副⽣エネルギーの量
③ （記⼊要領P23~P40)
 「昼間買電」及び「夜間買電」とは、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、及び運⽤する電線路を⽤いて供給を受ける電気の昼夜別使⽤量となります。
※電⼒会社の検針票に表記される昼夜間の時間帯の区分とは異なります。

②
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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
単位及び電気需要平準化評価原単位等 （記⼊要領P41~P49）
 特定事業者が設置する全ての⼯場等を⽇本標準産業分類の細分類番号（4桁）ごとに分類し、
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。

※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、⽣産⾼、販売額等、適切な指標によって決定し主たる事
業を選んで記⼊してください。



 「エネルギー消費原単位」とは、事業者ごとに、エネルギー使⽤量(販売した副⽣エネルギー
量と購⼊した未利⽤熱量を差し引いたもの)を分⼦、⽣産数量などエネルギーの使⽤量と密
接な関係を持つ値を分⺟として算出する値です。

 ⼀定量以上エネルギーを使⽤する企業は、エネルギー消費原単位を年平均１％以上低
減させることが、努⼒⽬標として求められます。

エネルギー
消費原単位＝

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

電気
ガス
油

⽣産数量 等
（エネルギーの使⽤量に密接な関係のある値）

年平均１％
以上低減

エネルギー使⽤量
－ 販売した副⽣エネルギー量
－ 購⼊した未利⽤熱の量

エネルギー消費原単位

製造部門 非業務部門（業務部門）

生産量 延床面積

生産台数 従業員数

稼働時間 施設稼働率

生産金額 施設稼働時間

生産量×稼働時間 延床面積×設備稼働率

※販売した副⽣エネルギー
他者に販売したエネルギー。
なお、熱供給業や電気業のようにエネルギー供給を主たる事業としている⼯場等において、販売のために⽣産された熱⼜は電気は除く。 11
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 「電気需要平準化評価原単位」とは、電気需要平準化時間帯（７⽉〜９⽉及び１２
⽉〜３⽉の８〜２２時）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度が⼤きくなるよう、電気平準化時間帯の電気
使⽤量を１．３倍して算出するものです。

 これにより、電気需要平準化時間帯の電気使⽤量の変化に伴う原単位の変動が、エネル
ギー消費原単位に⽐べ⼤きく評価される事になります。

電気需要平準化原単位

※
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③(S-1),(T),(T’)欄は、特
定第2表の値と整合して
いることを確認してくださ
い。

①記入不要です。

①記入不要です。④（W-1)欄は、原則有
効数字4桁の値をもっ
て記入してください。

⑤（Y-1)欄は、小数点以下第2位
を切り捨てし、百分率（％）で記
入してください。

特定-第３表 １－１ エネルギーの使⽤に係る原単位等
【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持つ値（E）がそれぞれの
事業で同じ単位、若しくは共通の(E)に換算可能な場合。】
・事業者全体のエネルギーの使⽤に係る原単位(W-1)、対前年度⽐(Y-1)を求める。
※(D-1),(E),(F-1),(G-1),(H-1),(I-1),(Z-1)欄は記⼊不要です。

②1年間を通じて同一のものを
選択してください。前年度以前
に報告した場合は原則として、
その際に用いた単位を記入して
ください。
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①記入不要です。
②(A-1),(B),(B’),(V)欄は、それぞれ
特定第3表１で記入した値と同様の
値を記入してください。

③ （W’-1)欄は、原則有
効数字4桁の値をもって
記入してください。 ①記入不要です。

特定ｰ第３表 ２－１ 電気需要平準化評価原単位等
【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持つ値（E）がそれぞれの
事業で同じ単位、若しくは共通の(E)に換算可能な場合。】
・事業者全体のエネルギーの使⽤に係る原単位(Wʻ-1)、対前年度⽐(Yʼ-1)を求める。
※(D-1),(E),(Fʼ-1),(Gʼ-1),(Hʼ-1),(Iʼ-1),(Zʼ-1)欄は記⼊不要です。

④（Y’-1)欄は、小数点以下第2
位を切り捨てし、百分率（％）で
記入してください。
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①V,（W-1),(X-1),(Y-1)は記入不要です。

特定-第３表 １－１ エネルギーの使⽤に係る原単位等
【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持つ値（E）がそれぞれの
事業で異なる場合。】
・事業者全体の原単位の対前年度⽐(Z-1)を求めてください。
※V,（W-1),(X-1),(Y-1)は記⼊不要です。

③(S-1),(T),(T’)欄は、特定第2
表の値と整合していることを確
認してください。

④（Z-1)欄は、小数点以下第2位
を切り捨てし、百分率（％）で記
入してください。

②1年間を通じて同一のものを
選択してください。前年度以前
に報告した場合は原則として、
その際に用いた単位を記入して
ください。
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② (A-1),(B),(B’),(D-1),(E)欄は、それぞれ
特定第3表１で記入した値と同様の値を
記入してください。

①V,(W‘-1),(X’-1),(Y‘-1)は
記入不要です。

特定ｰ第３表 ２－１ 電気需要平準化評価原単位等
【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持つ値（E）がそれぞれの
事業で異なる場合。】
・事業者全体の原単位の対前年度⽐(Zʼ-1)を求めてください。
※V,(Wʻ-1),(Xʼ-1),(Yʻ-1)は記⼊不要です。

③（Z’-1)欄は、小数点以下第2
位を切り捨てし、百分率（％）で
記入してください。



①当該年度が一番右の欄となるように記入してくださ
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。

②小数点以下第2位を切り上げ百分率（％）で記入してくださ
い。直近5年度間の対前年度比の欄が記入されていない場
合は「5年度間平均原単位変化」の欄は記入する必要はあり
ません。
値が99.0％を超えた場合（年平均1％以上改善できなかった
場合）は「特定-第5表1 事業者の過去5年度間のエネル
ギー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）」を記入してください。

③値が100％以上の場合は「特定-第5表1 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）」を記入してくださ
い。

特定ｰ第4表 1 エネルギーの使⽤に係る原単位 （記⼊要領P50~51）
 「エネルギーの使⽤に係る原単位」及び「対前年度⽐（％）」の欄には、特定-第３表の⽅法により算
定した直近５年度間の数値を記⼊してください。

 ただし、特定-第3表において、「特定事業者全体のエネルギーの使⽤に係る原単位の対前年度⽐
（％）(Z-1)」を求めた場合には「対前年度⽐（％）」のみ記⼊してください。
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①当該年度が一番右の欄となるように記入してくださ
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。

②小数点以下第2位を切り上げ百分率（％）で記入してくださ
い。直近5年度間の対前年度比の欄が記入されていない場
合は「5年度間平均原単位変化」の欄は記入する必要はあり
ません。
値が99.0％を超えた場合（年平均1％以上改善できなかった
場合）は「特定ｰ第5表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）」を記入してください。

③値が100％以上の場合は「特定ｰ第5表2 事業
者の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）」を記入してください。

特定ｰ第4表 2 電気需要平準化評価原単位 （記⼊要領P50~51）
 「電気需要平準化評価原単位」及び「対前年度⽐（％）」の欄には、特定-第３表の⽅法により算定
した直近５年度間の数値を記⼊してください。

 ただし、特定-第3表において、「特定事業者全体の電気需要平準化評価原単位の対前年度⽐
（％）(Zʼ-1)」を求めた場合には「対前年度⽐（％）」のみ記⼊してください。
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①エネルギー使用量の変化等により、前年度の指定区分から変
更手続きが必要な場合（第1種から第2種、又は第2種から第1種）
は、該当する工場等に「■」印又は「☑」印を付してください。
指定工場等の指定を取消しする必要がある場合は、「■」印又は
「☑」印は付さないでください。

②工場等の名称に変更があった場合は、当該表の「工場等
の名称」欄に、変更前と後の名称をそれぞれ記入するととも
に、「指定-第1表 エネルギー管理指定工場等の名称」にも同
じく変更前と後の名称をそれぞれ記入してください。

特定ｰ第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（記⼊要領P93~94)
 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全て記⼊してく
ださい。

 特定第10表に記⼊した⼯場等は、⼯場等ごとに定期報告書の指定ｰ第1表〜第10表に記⼊が必要
です。（例 ⼯場等が5つあれば、指定表もそれぞれ5つ作成することになります）
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特定ｰ第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 （記⼊要領P95~96）
 定期報告書の提出時点で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、前年度
のエネルギーの使⽤量が原油換算1,500kl/年以上の⼯場等があれば記⼊してください。

 記⼊した⼯場等は、定期報告書の指定ｰ第1表〜第10表にも記⼊してください。


