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⽬ 的

省エネは、
「⽇本のエネルギー需給の安定に加え、

中⼩企業にとっても、
エネルギーコストを削減し、利益を創出するための重要な取組」

であることをご理解いただく。

中⼩企業からの相談があった時には、
課題解決の⼀⼿段として「省エネの実践」を
ご提案していただき、
道内中⼩企業の省エネ促進につなげていただく。
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今回お話する内容
１．そもそも省エネって︖

２．なぜ省エネ︖（⽇本のエネルギー政策）

３．省エネのメリット

４．⽀援機関等向けアンケート結果〜中⼩企業に対して提供したい省エネ情報〜

５．中⼩企業に省エネを実践していただくための国の省エネ⽀援制度

６．中⼩企業に省エネ⽀援制度を紹介する際のポイント

７．⽀援制度活⽤事例紹介

８．⽀援制度活⽤の効果を最⼤限に⾼めるために

９．まとめ〜⽀援機関の皆様から中⼩企業に伝えてほしいこと〜
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１．そもそも省エネって︖
「省エネ」はガマンではありません。
企業が事業活動を⾏う上で、原材料や製品の品質、サービスの維持及び従業員の執務環境

を維持・向上するために必要なエネルギーは使いつつ、余計なエネルギーを使わず、ムダを省く
ための創意⼯夫を⾏うことです。
省エネにより削減したエネルギーコストは、利益に置き換えられます。
コスト削減効果は次年度以降も持続し、さらに、設備投資資⾦の回収後も継続します。
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２．なぜ省エネ︖（⽇本のエネルギー政策）

「エネルギー」について⽇本を取り巻く環境は・・・

１．⽇本はエネルギー源のほとんどを海外からの輸⼊に依存。

２．原油輸⼊先の多くが中東地域に偏っており、地政学的リスクにより
供給⾯や価格が不安定。

３．再⽣可能エネルギーの導⼊が増える⼀⽅、再エネ賦課⾦も上昇し、
国⺠負担が増加。

４．化⽯エネルギーの多消費により、地球温暖化が進⾏。
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主要国の⼀次エネルギー⾃給率の⽐較（2018年）
震災前（2010年︓20.3%）に⽐べて低下。OECD35か国中、2番⽬に低い⽔準に。

⽇本のエネルギー⾃給率の推移

【出典】 資源エネルギー庁ウェブサイト「2020ｰ⽇本が抱えているエネルギー問題（前編）」（主要国の⼀次エネルギー⾃給率⽐較（2018年）、我が国のエネルギー⾃給率）

⼀次エネルギー︓⽯油、天然ガス、⽯炭、原⼦⼒、太陽光、⾵⼒などのエネルギーのもともとの形態
エネルギー⾃給率︓国⺠⽣活や経済活動に必要な⼀次エネルギーのうち、⾃国内で産出・確保できる⽐率

主要国の⼀次エネルギー⾃給率⽐較（2018年）
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⽇本の原油・LNG・⽯炭輸⼊量（2019年）
 原油の中東依存度は、引き続き⾼⽔準。
 LNG（液化天然ガス）や⽯炭は、中東依存度は低いものの、アジアなど、海外からの輸⼊に依存。

【出典】 資源エネルギー庁ウェブサイト「2020ｰ⽇本が抱えているエネルギー問題（前編）」（⽇本の化⽯燃料輸⼊先（2019年））



電気料⾦（エネルギーコスト）の変化
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東⽇本⼤震災以降、電気料⾦は産業向け、家庭向けともに上昇（2014年度）。
その後、原油価格下落により2014〜2016年度は低下したものの、直近では再び上昇。

電気料⾦平均単価の推移

※ 原油CIF価格︓輸⼊額に輸送料、保険料等を加えた貿易取引の価格

【出典】 資源エネルギー庁ウェブサイト「2020ｰ⽇本が抱えているエネルギー問題（前編）」（電気料⾦平均単価の推移）



燃料価格の動向
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 燃料価格が、電気料⾦やエネルギーコストに影響。

【出典】 資源エネルギー庁「⽇本のエネルギー2019」
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固定価格買取制度 （再エネ導⼊量・買取費⽤・賦課⾦の推移）
2012年の固定価格買取制度（FIT）の導⼊により、再エネの設備容量は急速に伸びている⼀⽅、買取費⽤は

3.8兆円に達し、⼀般的な家庭での平均モデル負担額（⽉260kWh）で賦課⾦負担は774円/⽉にのぼる。

再エネの設備容量の推移（⼤規模⽔⼒は除く） 固定価格買取制度導⼊後の賦課⾦の推移

【出典】 資源エネルギー庁ウェブサイト「2020ｰ⽇本が抱えているエネルギー問題（前編）」（再エネの設備容量の推移、固定価格買取制度導⼊後の賦課⾦の推移）
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⽇本の温室効果ガス排出量の推移
東⽇本⼤震災以降、⽇本の温室効果ガス排出量は増加し、2013年度には、過去最⾼となる14億トンもの温室

効果ガスを排出。
2014年度からは5年連続削減を達成しており、削減幅は合計約12％にものぼる。なお、震災前に⽐べると、電⼒

分は⽕⼒発電の焚き増しにより、2018年度は2010年度⽐で550万トン増加。

⽇本の温室効果ガス排出量の推移

【出典】第1回 中央環境審議会地球環境部会 中⻑期の気候変動対策検討⼩委員会 産業構造審議会産業技術環境分科会 地球環境⼩委員会地球温
暖化対策検討ワーキンググループ 合同会合（令和2年9⽉1⽇）資料5「エネルギー政策の現状について」（資源エネルギー庁）6ページより抜粋

⾚字は、エネルギー起源CO2排出量のうち、電⼒由来排出量（百万ｔ－CO2）



⽇本のエネルギー政策の基本⽅針

「エネルギー」について日本を取り巻く環境は・・・

日本はエネルギー源のほとんどを海外からの輸入に依存。
原油輸入先の多くが中東地域に偏っており、地政学的リスクにより供給面や価格が不安定。
再生可能エネルギーの導入が増える一方、再エネ賦課金も上昇し、国民負担が増加。
化石エネルギーの多消費により、地球温暖化が進行。

「エネルギー基本計画」において安全性（Safety）を⼤前提に、⾃給率（Energy Security）、経済効率
（Economic Efficiency）、環境適合（Environment）（３E＋S）を基本⽅針とし、これらの同時達成を⽬
指す。

Energy Security Economic Efficiency Environment

Safety

安定供給
（⾃給率が⾼い）

経済効率
（コストが低い）

環境適合
（CO2が少ない）

安全性
＋

３Ｅ＋Ｓ
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2030年エネルギーミックス
エネルギー政策の基本⽅針（３Ｅ＋Ｓ）に基づき、2030年度のエネルギー需給構造のあるべき姿を⽰した「エネル

ギーミックス」実現のため、①徹底した省エネルギー、②再⽣可能エネルギーの最⼤限の導⼊、③⽕⼒発電の⾼効率
化、④原発依存度の低減といった施策を講じていく。

【出典】 資源エネルギー庁「⻑期エネルギー需給⾒通し」（2015年7⽉） 12



基本計画の策定 ⇒ 総⼒戦（プロジェクト・国際連携・⾦融対話・政策） 13

第5次エネルギー基本計画（2018年7⽉閣議決定）の概要
「３Ｅ＋Ｓ」 ⇒ 「より⾼度な３Ｅ＋Ｓ」

〇 安全最優先（Safety） ＋ 技術・ガバナンス改⾰による安全の⾰新
〇 資源⾃給率（Energy security） ＋ 技術⾃給率向上/選択肢の多様化確保
〇 環境適合（Environment） ＋ 脱炭素化への挑戦
〇 国⺠負担抑制（Economic efficiency) ＋ ⾃国産業競争⼒の強化

２０３０年に向けた対応
~温室効果ガス26%削減に向けて~
~エネルギーミックスの確実な実現~

－現状は道半ば －計画的な推進
－実現重視の取組 －施策の深掘り・強化

＜主な施策＞
〇 再⽣可能エネルギー
・主⼒電源化への布⽯
・低コスト化,系統制約の克服,⽕⼒調整⼒の確保

〇 原⼦⼒
・依存度を可能な限り低減
・不断の安全性向上と再稼働

〇 化⽯燃料
・化⽯燃料等の⾃主開発の促進
・⾼効率な⽕⼒発電の有効活⽤
・災害リスク等への対応強化

〇 省エネ
・徹底的な省エネの継続
・省エネ法と⽀援策の⼀体実施

〇 ⽔素/蓄電/分散型ｴﾈﾙｷﾞｰの推進

２０５０年に向けた対応
~温室効果ガス80%削減を⽬指して~
~エネルギー転換・脱炭素化への挑戦~

－可能性と不確実性 －野⼼的な複線シナリオ
－あらゆる選択肢の追求

＜主な⽅向＞
〇 再⽣可能エネルギー
・経済的に⾃⽴し脱炭素化した主⼒電源化を⽬指す
・⽔素/蓄電/デジタル技術開発に着⼿

〇 原⼦⼒
・脱炭素化の選択肢
・安全炉追求/バックエンド技術開発に着⼿

〇 化⽯燃料
・過渡期は主⼒、資源外交を強化
・ガス利⽤へのシフト、⾮効率⽯炭フェードアウト
・脱炭素化に向けて⽔素開発に着⼿

〇 熱・輸送、分散型エネルギー
・⽔素・蓄電等による脱炭素化への挑戦
・分散型エネルギーシステムと地域開発
（次世代再エネ・蓄電、EV、マイクログリッド等の組合せ）
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３．省エネのメリット

中⼩企業にとってのメリット

市町村、⾦融機関、⽀援機関にとってのメリット
 企業の利益率向上による税収アップ
 効果的な設備投資の増加
 市町村、企業、住⺠が⼀体となった温暖化対策の実施

中⼩企業に省エネをすすめる「価値」あり。

 エネルギーコスト削減を通じた利益確保
 経営⼒強化
 経営の持続
 企業価値向上（SDGｓ）
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４．⽀援機関等向けアンケート結果 〜中⼩企業に対して提供したい省エネ情報〜

北海道経済産業局では、団体、⾦融機関、市町村に対して、「中⼩企業に対する省エネ情報提供の意向等に関
するアンケート」を2020年10⽉に実施（回答数︓237機関）。

中⼩企業に提供したい省エネ情報として、「省エネにより確実にコスト削減につながっている事例」「国の省エネ関連
⽀援制度」の回答が多かった。「基本的な省エネ⼿法」についてもある程度回答が得られた。

⼀⽅、「エネルギーの⾒える化」については回答した機関は少なかった。
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貴機関では、中小企業にどのような省エネ情報提供したいと思いますか？

（複数回答有）

1.省エネにより確実にコスト削減につ

ながっている事例

2.支援制度活用事例

3.基本的な省エネ手法

4.建物用途に見合った省エネ手法及

び費用対効果

5.「エネルギーの見える化」の方法及

び得られたデータを経営に活用する

方法
6.国の省エネ関連支援制度

7.国のエネルギー政策（省エネを行う

必要性）

8.中小企業に対し省エネ提案・アドバ

イスができる企業・団体のリスト

無回答

→今回のセミナーでは、主に、「⽀援制度」、「基本的な省エネ⼿法」、
「⾒える化の⽅法及び⾒える化で得られたデータからわかること」を紹介する。
キーワード︓「専⾨家のアドバイス」、「⾒える化」、「ＰＤＣＡ」、「お⾦をかけずにできることから」
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５．中⼩企業に省エネを実践していただくための国の省エネ⽀援制度

省エネへの気づきを
提供

１．無料省エネ・節電診断

２．無料講師派遣

設備投資による
省エネ

３．エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業
（省エネ補助⾦）

４．省エネルギー設備投資に係る利⼦補給⾦

※本資料で紹介するのは、令和2年度予算で実施された事業です。
令和3年度予算の内容ではありませんので御承知おき願います。
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５ｰ１ 無料省エネ・節電診断
中⼩企業に省エネを実践していただくための国の省エネ⽀援制度（⼀財）省エネルギーセンターでは、中⼩規模の⼯場及びビル等業務⽤施設に専⾨家を派遣して、省エネ・節電

のための具体的なアドバイスを実施する「無料省エネ・節電診断事業」を実施。

無料省エネ診断 無料節電診断

概要 電⼒や燃料・熱など「総合的な省エネ⾏動をサポートする」
診断サービス

ビルや⼯場等のピーク電⼒削減など「節電⾏動をサポートする」
診断サービス

対象

次のいずれかが対象
①中⼩企業（中⼩企業基本法で規定される事業者）
②年間のエネルギー使⽤量（原油換算値）が、原則とし

て100kL以上1,500kL未満の⼯場・ビル等

原則として契約電⼒50kW以上の⾼圧電⼒または特別⾼圧電
⼒受電者の⼯場・ビル等
※中⼩企業（中⼩企業基本法で規定される事業者）以外の
事業者に関しては、エネルギー管理指定⼯場等は対象外

主な診
断内容

以下の事項について診断
①⼯場・ビル等における燃料や電気の使い⽅に関する事項
②より効率的な機器の導⼊、適切な運転⽅法⾒直しに関

する事項
③エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点

検に関する事項
④エネルギーロスに関する事項
⑤温度、湿度、照度等の適正化に関する事項 等

以下の事項について診断
①⼯場・ビル等における電気の使い⽅に関する事項
②より効率的な機器の導⼊、適切な運転⽅法⾒直しに関する

事項
③電⼒削減につながる適切な設備管理、保守点検に関する事

項
④温度、照度等の適正化に関する事項 等

診断の
流れ

診断を希望する⼯場・ビル等の燃料や電気の使⽤状況
とともに、申し込み

⽇程を調整後、電気・熱の専⾨家を派遣
現地では、実際の設備や運転管理状況を確認し、診断

結果をレポートとして報告
（現地診断原則1⽇、4週間程度後に報告書発送）

診断を希望する⼯場・ビル等の電気の使⽤状況とともに、申し
込み

⽇程を調整後、節電の専⾨家を派遣
現地では、実際の設備や運転管理状況を確認し、診断結果

をレポートとして報告
（現地診断4時間程度、2週間程度後に報告書受領）
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５ｰ２ 無料講師派遣
中⼩企業に省エネを実践していただくための国の省エネ⽀援制度

概要 ⺠間団体・⾃治体・公的機関等が主催する省エネ説明会が対象

対象者

●⾃治体、業界団体、⺠間団体等が主催する設備管理者向け説明会
●業界団体、⺠間団体等の総会や定期会合に併せて開催する説明会
●⾃治体や地域商店会、⺠間組合、学校、教育機関、PTA等が主催する家庭の説明会
●業界団体、⺠間団体、⾃治体等が主催する展⽰会・セミナー等の来場者向け説明会 等

主な講
演内容

事業者向け ⼀般家庭向け

・エネルギー管理の基本
・我が国のエネルギー状況
・省エネ・節電の進め⽅
・省エネ・節電診断の紹介
・代表的な省エネ技術・診断事例の紹介 等

・地球環境と⽇本のエネルギー状況
・電気の省エネ
・家電製品の使い⽅・選び⽅
・⾐⾷住の省エネ 等…

家庭での省エネ実践のための基本の講座

注意
事項

●出席者から参加費⽤をいただかない説明会が対象
●総会や定期会合等に合わせて開催する説明会も対象
●講師派遣は無料。会場費その他の費⽤は主催者負担
●説明会の具体的な内容は打ち合わせにて決定

⺠間団体や⾃治体等が主催する、省エネルギーをテーマとしたセミナー・説明会等に、無料で講師を
派遣。



５ｰ３ エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業（省エネ補助⾦）
断
中⼩企業に省エネを実践していただくための国の省エネ⽀援制度
 ⼯場・事業場等における省エネ設備への⼊替や改修に係る費⽤を補助。

事業区分
Ⅰ．⼯場・事業場単位

省エネ設備導⼊事業
（d）エネマネ事業

（a）⼀般事業 （b）⼤規模事業 （c）連携事業

申請要件

省エネルギー設備へ
の更新、改修等、計
測・⾒える化・制御等
の機能を備えたエネル
ギーマネジメントシステ
ム（以下「EMS」とい
う）の新設により、原
油換算量ベースで省
エネルギー率5%以
上⼜はエネルギー消
費原単位改善率
5%以上のいずれか
を達成する事業

省エネルギー設備へ
の更新、改修等、
EMSの新設により、
原油換算量ベースで
省エネルギー量
500kl以上を達成
する事業

複数の事業者間にお
いて、⽣産設備の統
合やユーティリティーの
共有によるエネルギー
や⽣産品等の相互融
通等により、⼀体となっ
て省エネルギー化を図
り、（a）⼜は（b）
の要件のいずれかを満
たす事業

SIIに登録されたエネマ
ネ事業者と「エネル
ギー管理⽀援サービ
ス」を契約し、SIIに登
録されたEMSを⽤いて、
より効果的に省エネル
ギー化を図り、EMSの
制御効果と省エネル
ギー診断等による運
⽤改善効果により、原
油換算量ベースで省
エネルギー率2%以上
を達成する事業

• 投資回収年が5年以上の事業が対象です。
• 「エネルギー使⽤量が1,500klの⼯場・事業場」と「中⼩企業者に該当しない会社法上の会社」は、省エネ法に基

づき作成した中⻑期計画等に記載されている事業のみが対象となります。
• トップランナー制度対象機器を導⼊する場合は、トップランナー基準を満たす機器のみを補助対象とします。
• 照明を導⼊する場合、補助対象経費に関して事業全体の設備費のうち照明に係る設備費が５０％未満の事業

が対象です。
• 経費あたり計画省エネルギー量が補助対象経費１千万円あたり１kl以上の事業が対象です。

補
助
率

中⼩企業者等 1/3以内 1/2以内
※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内 1/2以内

⼤企業
（みなし⼤企業を含む） 1/4以内 1/3以内

※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内 1/3以内

補助対象経費 設計費、設備費、⼯事費

補助⾦限度額
【上限額】3億円/年度 【上限額】15億円/年度 【上限額】1億円/年度

【下限額】100万円/年度

Ⅱ．設備単位

申請要件 既設設備を⼀定以上の省エネ
性の⾼い設備に更新する事業

対象設備

①⾼効率空調

②産業ヒートポンプ

③業務⽤給湯器

④⾼性能ボイラ

⑤⾼効率コージェネレーション

⑥低炭素⼯業炉

⑦変圧器

⑧冷凍冷蔵設備

⑨産業⽤モータ

補
助
率

中⼩企業者等 1/3以内

⼤企業
（みなし⼤企業を含む） 対象外

補助対象経費 設備費のみ

補助⾦限度額 【上限額】3,000万円
【下限額】 30万円
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５ｰ４ 省エネルギー設備投資に係る利⼦補給⾦
エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業（省エネ補助⾦）
断
中⼩企業に省エネを実践していただくための国の省エネ⽀援制度

指定⾦融機関＊が⾏う以下事業への融資が対象。
 エネルギー消費効率が⾼い省エネルギー設備を新設・増設する事業
 新たに省エネルギー設備を導⼊し、エネルギー消費原単位が1％以上改善される事業
 データセンターのクラウドサービス活⽤やEMSの導⼊等による省エネ取組に関する事業

対象要件
（2020年度）
※いずれかを満たすこと

利⼦補給⾦ 最⼤1％ 利⼦補給期間 最⼤10年間 利⼦補給⾦⽀払 年2回

融資計
画書の
提出

審査

利⼦補
給⾦の
交付⽅
針決定

融資契
約締結

交付
申請

交付
決定

実績
報告

利⼦補
給⾦の
額決定

⽀払請
求書の
提出

利⼦補
給⾦の
⽀払

事業者の⼿続きはここまでです

融資契約締結前 融資契約締結以降（太字部分は事業者側の作業内容です）

指定⾦融機関による申請
＊指定⾦融機関は公募のため、年度により異なります。

＊2020年9⽉11⽇現在の指定⾦融機関︓76機関
愛知銀⾏、⾜利銀⾏、阿南信⽤⾦庫、アルプス中央信⽤⾦庫、飯⽥信⽤⾦庫、伊予銀⾏、岩⼿銀⾏、上⽥信⽤⾦庫、愛媛銀⾏、遠州信⽤⾦庫、⼤垣共⽴銀⾏、⼤
阪信⽤⾦庫、沖縄振興開発⾦融公庫、⿅児島銀⾏、北九州銀⾏、岐⾩信⽤⾦庫、君津信⽤組合、紀陽銀⾏、熊本銀⾏、桑名三重信⽤⾦庫、群⾺銀⾏、ぐんまみら
い信⽤組合、興能信⽤⾦庫、甲府信⽤⾦庫、四国銀⾏、静岡銀⾏、七⼗七銀⾏、⼗六銀⾏、商⼯組合中央⾦庫、荘内銀⾏、常陽銀⾏、新湊信⽤⾦庫、親和銀⾏、
諏訪信⽤⾦庫、第四銀⾏、⾼岡信⽤⾦庫、⾼崎信⽤⾦庫、⽟島信⽤⾦庫、中国銀⾏、銚⼦信⽤⾦庫、筑波銀⾏、東北銀⾏、栃⽊銀⾏、⻑野銀⾏、⻑野県信⽤組
合、⻑野信⽤⾦庫、⻄中国信⽤⾦庫、⽇本政策投資銀⾏、⽇本⽣命保険相互会社、農林中央⾦庫、⼋⼗⼆銀⾏、肥後銀⾏、ひまわり信⽤⾦庫、百五銀⾏、百⼗四
銀⾏、広島銀⾏、福井銀⾏、福井信⽤⾦庫、福岡銀⾏、北都銀⾏、北陸銀⾏、北海道信⽤⾦庫、北國銀⾏、三重銀⾏、みずほ銀⾏、三井住友銀⾏、三井住友信託
銀⾏、三菱UFJ銀⾏、宮崎銀⾏、もみじ銀⾏、⼭形銀⾏、⼭⼝銀⾏、⼭梨信⽤⾦庫、⼭梨中央銀⾏、りそな銀⾏、稚内信⽤⾦庫

省エネルギー設備の新設・増設などの省エネ取組の融資利息の⼀部を補給。
2020年度の公募は4回。第1回は2020年6⽉11⽇〜6⽉30⽇、第2回は7⽉7⽇〜8⽉18⽇、第3回は8⽉25

〜10⽉6⽇、第4回は10⽉13⽇〜11⽉18⽇。
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６．中⼩企業に省エネ⽀援制度を紹介する際のポイント
例えば、中⼩企業から、「⽼朽化した設備を更新したいので、補助制度を教えてほしい」と
いった相談を受けた場合、

「省エネ・節電診断」と「省エネ補助⾦」をセットで紹介。

【理由】
まずは、専⾨家のアドバイスにより、エネルギーの使⽤状況（どのようにエネル

ギーが使⽤されているか）を把握して、お⾦をかけずに運⽤でできる省エネを⾏
うことが重要であり、その上で設備投資による省エネを⾏うことで、より効果的な
省エネ投資が期待できるから。

省エネに関する設備投資を⾏う際は、事前に専⾨家のアドバイスを受けると
効果的
国の「省エネ・節電診断」でも良いし、
企業にとって信頼できる機器メーカー、メンテナンス会社からのアドバイスでも良い。



７．省エネ取組事例紹介（道内⽔産加⼯業の場合）

電気代は25％/月(20万円/月)削減!
デマンド監視装置導入費用は1年で回収!

エネルギー使用量は
約90万円/年(平成28年度)削減!

無料省エネ診断を活用し、エネルギー消費が大きい冷
風除湿乾燥機の制御（＝停止）、デマンド監視装置の導
入、LED照明への入替えを提案して頂きました。

特に乾燥機は、停止してみたら予想以上に電気代が下
がりました。「乾燥機を止める」という概念がなく、取
り組むことに抵抗がありましたが、こうした固定観念を
払拭することで、大きな省エネ効果が得られました。ま
ずは、「できるところから始める」ことが重要と感じま
した。

設備業者は設備や運転には詳しいが、製品品質は自分
たちしか分かりません。省エネをする、しないは、会社
次第であり、自分たちで省エネを勉強し実行することが
重要と思います。

一般社員でも、簡単に管理できるデマンド監視装置等を
用いて、エネルギーを「見える化」しました。時間帯別
使用電気量や、燃料使用量を把握し、生産機器の更新や
運用改善の余地を検討しました。

蒸気ボイラの更新を行った際には、予め1年分のデータ
を収集し、使用状況を細かく把握しました。得られた
データを元に、ボイラ容量を400kg/hから250kg/hに
変更し、A重油からLPGへ燃料転換しました。LED照明
への更新も行って、大きな省エネ効果が得られました。

省エネは売上に直結するもの。省エネに取り組むため、
まずは現状把握から始めました。データを元にしながら、
何から手を付ければよいか検討することが重要と思いま
す。

A社
【従業員数】約30名
【資本金】 2,000万円

B社
【従業員数】約25名
【資本金】 5,000万円
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８．⽀援制度活⽤の効果を最⼤限に⾼めるために

省エネは、⽀援制度を活⽤して終わりでは無い。

⽀援制度活⽤の効果を最⼤限⾼めるためには、
⽀援制度活⽤と並⾏して以下の取組を⾏うことが重要。

（１）現状把握「エネルギーの⾒える化」で「気づき」を得て、
（２）PDCAにより取組をすすめ、
（３）お⾦をかけずにできるところから省エネに取り組むこと

 これは、業種問わずどの企業でもできること。

（これを⾏わないと、せっかく活⽤して得られたアドバイスや設備投資の効果
を活かせない。）
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８ｰ１ エネルギーの⾒える化〜現状を把握〜
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「エネルギーの⾒える化」とは︖
 収集した情報やデータを表やグラフなど⽬に⾒える形にすることにより、現状を把握し、

問題点の注出、改善へつなげる取組です。
 「⾒える化」された資料は、問題意識を⾼め改善する努⼒を⾏うための⼤切な情報源です。

データの収集 データの整理 問題点の抽出 改善に向けた取組

・電気料⾦請求書

・重油、灯油、ガス請求書

・⽣産数量

・管理⽇報、点検記録

・売上⾼、従業員数

・設備の仕様

・
・
・

1⽉のエネルギー使⽤量
が突出しているなぁ。

年間通して
電気使⽤量が多いなぁ。

1⽇のうちで、15時台の
最⼤電⼒が突出してい
るなぁ。

設備の運転状況
を⾒直そう。

設備の異常の
有無を調べよう。

⽣産ラインの集約化
を図ろう

電⼒のピークを
分散しよう。



８ｰ２ PDCAサイクル〜継続して取り組む〜
 省エネは、「PDCAサイクル」（Plan（現状把握・計画策定）・Do（実施）・Check

（効果検証）・Action（計画⾒直し））により継続して取り組むことが重要です。

出典:「⽔産加⼯で利益を伸ばす省エネのススメ」北海道経済産業局 25



８-3 省エネの⼿順〜まずはお⾦をかけずにできることから〜

Step1.まずは、設備・機器の清掃・メンテナンスから︕
例：換気口フィルタの目詰まりの解消

換気ファンを回し続けても、換気⼝フィルタが⽬詰まりしたままでは、換気効果が得られず、エネルギーのロスにつながるほか、温度ムラ
（天井部は暑く床部が寒い）が発⽣し、冬場では暖房エネルギーを多く使います。

 フィルタ清掃することで、少ないエネルギーで換気・暖房効果が得られます。

例：一日における生産設備の稼働の平準化

⼀⽇の中で多くの⽣産設備を⼀度に稼働させると、最⼤受電電⼒（ピーク）が⼤きくなることで、電気料⾦が⾼額になります。
⼯程の分散等で、⼀⽇の⽣産設備の稼働を平準化する等、⽣産計画を⾒直すことで、契約電気料⾦を削減することができます。

例：熱源設備の余熱の有効利用

温熱や温⽔を使う⽣産活動において、⽣産終了時まで熱源設備を運転すると、作られた温熱や温⽔にムダが発⽣します。
⽣産品に影響が発⽣しない範囲で、熱源設備を間⽋運転したり、⽣産終了する⼿前で運転停⽌することで、効率的にエネルギーを

使⽤できます。

例：ホームセンターで、室外機の日よけ用に、すだれ（よしず）を購入し、
省エネを実現

Step2.次に、運⽤改善︕（操業の⼯夫）

Step3.投資は少額に済ませ、設備更新は最後に考える︕
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９．まとめ〜⽀援機関の皆様から中⼩企業に伝えてほしいこと〜

 省エネはガマンでは無く、必要なエネルギーは使いつつ、余計なエネルギーを
使わず、ムダを省くための創意⼯夫を⾏う取組であること。

 省エネのメリット（利益を創出、経営⼒強化、企業価値向上など）

 設備投資を⾏う際は、専⾨家の客観的なアドバイスを受けること。

 ⽀援制度活⽤の効果を最⼤限⾼めるために、
「⾒える化」及びそこから得られた「気づき」を⼤切にして、
できることから省エネに取り組むこと。

 そして、PDCAにより、「事業活動の向上」と「エネルギーコスト削減」の
両輪で、経営⼒強化、さらには地域経済の活性化を⽬指すこと。
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◆ 省エネ・新エネ⽀援制度に関する問い合わせ先
北海道経済産業局 エネルギー対策課

TEL:011-709-2311
省エネ担当︓内線2635〜2636
新エネ担当︓内線2637〜2638

メール︓hokkaido-energy@meti.go.jp

 その他のエネルギー関連⽀援制度は以下URLのページからご覧ください◆
北海道経済産業局HP「省エネルギー・新エネルギー導⼊⽀援事業等のご案内」

https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/enejigyo/index.htm

 エネルギー関連⽀援制度の公募情報・イベントを当局メルマガで配信しています◆
メルマガ配信登録は、こちらまで

hokkaido-energy@meti.go.jp

https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/enejigyo/index.htm

