
中小企業向け省エネ支援コーナー

省エネ診断①

省エネの第一歩は省エネ診断から
中小企業等の皆さまは無料で受けることができます。

省エネルギーや節電をテーマに含む
「省エネ・節電説明会」（セミナー・カンファレンス等）に、
無料で講師を派遣するサービスです。無料講師派遣

工場やビル等のピーク電力削減など
「節電行動をサポートする」診断サービスです。無料節電診断

 

「省エネ診断」は電力や燃料・熱など
「総合的な省エネ行動をサポートする」診断サービスです。

平成30年度

平成30年度

平成30年度

無料省エネ診断
診断の対象

主な診断内容

次のいずれかが対象です。
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
（年間エネルギー使用量が100kl未満であっても低圧電力、高圧電力若しくは特別高圧電力受電者である場合又は組合、協議会
  など地域や組織で省エネを推進しているなど、波及効果が高い場合は対象とします。ただし、申込多数の場合はご希望に沿えな 
  い場合があります。）                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）希望施設が複数ある場合等は、ご相談ください。

【無料省エネ診断／無料節電診断について】
経済産業省では、「省エネ診断事業」「節電診断事業」のほかに「省エネ相談地域プラットフォーム」等の補助事業により、中小企業等による省エネの
取組PDCA（エネルギー使用状況の把握から省エネ計画策定・取組の実施・効果検証）の各段階におけるきめ細やかな支援を推進しています。
このため、診断実施対象事業所が省エネ地域相談地域プラットフォーム事業の支援対象地域に含まれる場合には、診断を受けた事業所・ご連絡先を
該当地域プラットフォームに情報提供させていただきます。診断後に地域プラットフォームから支援についてのご連絡があることをご了承ください。

お申し込み方法

省エネ診断
お問い合わせ先

以下の事項について、診断いたします。
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

診断の対象
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とします。）

講師派遣の対象
民間団体・自治体・公的機関等が主催する省エネ説明会が対象です。
＜開催例＞

WEBサイト「shindan-net.jp」（http://www.shindan-net.jp）より申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
下記の申込書送付先へEメール・Faxまたは郵送にてお申込みください。

一般財団法人省エネルギーセンター省エネ診断事務局
TEL：03-5439-9732　　FAX：03-5439-9738   　Email：ene@eccj.or.jp

●自治体、業界団体、民間団体等が主催する設備管理者向け説明会
●業界団体、民間団体等の総会や定期会合に併せて開催する説明会

これまでに
約2万社が
受けています

●自治体や地域商店会、民間組合、教育期間、PTA等が主催する家庭向けの説明会
●業界団体、民間団体、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
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省エネ診断②-1

年間エネルギー使用量

事業場の位置づけ 月別エネルギー使用状況
エネルギー使用量の変動原因を分析することで省エネの
ヒントが得られます。

平成15 ～ 23年度に実施した「病院(介護・福祉)」に分類
される省エネ診断のうち120件の建物の延床面積とエネ
ルギー使用量の関係を示します。
施設の位置は図中◆で示します

無料省エネ診断報告書例 〈業種：病院（介護・福祉）〉
エネルギー使用状況についての報告

無料省エネ診断で分かること
省エネ診断報告書でここまでわかります。

中小規模の工場及びビル等業務用施設に専門家がうかがい、経営改善等に役立つ省エネ提案を無料で行います。

もっと売り上げをあげ、経営の安定を図りたい
・競争が激しく、売上が厳しい・・・
・原材料価格があがってなかなか利益が残らない・・・

・サービス・製品の品質改善は急務だけど・・・
・社員の負担を増やさずに、納期を短縮したい・・・

・社内コミュニケーションを活性化したい・・・
・若手にもっと意見やアイディアを出してほしい・・・

顧客へのサービス向上を図りたい

会社の将来を担う人材を育成したい

省エネ最大のメリットは「コスト削減」！
・省エネの最大のメリットはコスト削減による「利益」の確保、実質売上げ
 の向上です。一度取組むと効果が継続するのは特徴です。

・機器の稼働効率の見直しや作業そのものを見直すことによる作業の効率化が図れます。
・省エネ設備導入による生産効率の改善やサービス向上が期待できます。

・省エネは社員みんなで取組むことで、コミュニケーションが活発になります。
・省エネの結果が見え始めると、関心が高まり、自発性やプロ意識が育まれます。

省エネ対策で業務改善に抜本的効果が！

省エネによって人材育成にも意外な効果が！

【経営改善等による省エネの効果】

【診断の流れ】

この内容が
無料で！
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● 年間、原油換算で227klのエネルギーを使用し、CO₂排出量は約460tです。
● 延床面積あたりのエネルギー原単位を計算すると、延床面積3,488㎡でエネルギー使用量が8,778,177MJなので、原単位は約2,517MJ/㎡となります。
● 同業種分野での原単位の平均的な値であり、省エネルギー的には平均的な施設と言えます。
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申 込 現地診断 報告書作成 診断結果／説明会
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省エネ診断②-2

投資不要の提案、投資回収期間5年以下、同5年を超える提案をそれぞれ原油換算削減量の多い順に記載しています。

658

No 改  善  提  案

1.8 －

[年]削減率[%]

0.8
0.7 －

50
2.8

1. 空調設定温度の緩和
2. 空調室外機のフィン清掃
3. ボイラーの運用変更 
4. 天井照明の間引き 
5. 温水ボイラーの空気比低減 
6. 空調機の間欠運転 
7. 節水型シャワーヘッドへの交換
8. 天井蛍光灯のLED化 
9. 誘導灯のLED化 
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エネルギー区分別年間削減効果

提案区分別年間削減効果

無料省エネ診断報告書例 〈業種：病院（介護・福祉）〉
省エネルギー改善提案

エネルギー削減ポテンシャルについて

● 今回の省エネ診断でのエネルギー削減ポテンシャル（投資不要・回収5年以下）は、電力については
　 原油換算で19.8kl、削減金額で約160万円、燃料については2.6kl、約22万円、用水については
　 約5万円となりました。
● 投資回収期間別に分類すると、投資不要で運用にて実施可能な提案が原油換算で6.6kl、削減率2.9%、
　 投資回収年数が5年以下の提案で15.8kL、7%、投資回収年数が5年を超える提案で7.6kl、3.3%の
　 削減となります。
● 投資不要の提案及び投資5年以下の提案を合わせて7.7%の削減金額効果を算定しましたが、これらに
　 ついて優先的に実施されることをお勧めします。

※ 燃料・熱は重油・灯油・都市ガス・LPG・地域熱源供給など電力と用水を除くエネルギーです。

現 状 削減効果（投資不要・回収5年以下） 削減効果（回収5年を超える）
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投資回収年数が5年以下の提案
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省エネ診断③

省エネは誰にとっても「自分ごと」
皆さまの業種も省エネ事例が紹介されています。

省エネ診断事例に基づき、省エネ推進の着眼点や具体的な実施方法、
全社をあげたエネルギー管理や省エネの取組等について好事例を
多数紹介しています。

設備別、条件別にも検索できます！

コストをかけずにできる運用改善提案項目ダイジェスト

もっと高効率の設備へ投資改善 

●診断による提案ダイジェスト ●改善の具体例 ●エネルギーの使用量の変化

業種別、設備別で検索しやすくなっています。
皆さまの業種、会社の省エネの参考事例が

きっと見つかります！
あなたも省エネの当事者なのです！

WEBサイト「shindan-net.jp」　https://www.shindan-net.jp/ は
ブース内「各種Webサイト検索コーナー」で体験できます。

「Shindan-net.jp」過去の診断好事例の紹介

貴社の業種も
きっとこの中に

例

15業種270事例（社） （2019年1月現在）

省エネ診断のお申し込み 事例紹介（業種／設備／条件別）

平成29年度に行った

650件の主なご提案内容をご覧いただけます。

省エネ事例記事・事例動画を閲覧

「Shindan-net.jp」平成29年度診断結果リストの紹介

「shindan-net.jp」でできること

こちらから、省エネ診断／節電診断／
講師の派遣を申し込むことができます。

ここでは、上記のように業種別、設備別、
条件別に事例を探せます。

事業者の業種や施設、所在地に加え、提案対象の設備で探すことができます。

ここでは、事例の記事や動画を閲覧する
ことができます。
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省エネ診断事例①

ホテルのケース
■製品等： ホテル、宴会、レストラン
■従業員数： 70 名 

■業種： 宿泊業 
■会社名： 株式会社協同企画　湯沢ロイヤルホテル
■利用者数： 約270 名／日

湯沢ロイヤルホテルは、不要な照明の間引き / 消灯や冷暖房設定温度の変更 / 高効率照明への更新やデマンド監視装置の
導入等運用・設備改善両面から省エネ対策に取り組んでおられ、今回は電力負荷の高い客室用の冷暖房装置の更新と照明の
LED 灯への更新に向けた診断を希望されました。これらに加え、ロードヒータの運転時間短縮 / ボイラの燃焼管理強化 / 冷
熱源室外機の掃除強化 / デマンド監視装置の活用 / ポンプの回転数制御 / 蒸気配管の保温強化 / 排熱回収設備の導入等
幅広い省エネ対策を提案しました。

１．コストをかけずに実行できる提案
提案された運用改善4 件は既に実施し成果をあげました。
２．投資改善策について
最大のテーマであった空調設備の更新を実行したことで、冷温水循環のポンプが必要なくなりました。なお、空調設備に関して水冷式から
ヒートポンプ方式に更新する際のキュービクルの能力計算を正しく行なっていただいたので、過剰な投資を避けることができました。
また、照明器具の高効率化は、更新案件が発生した際に順次実施して、9 月に全館更新が終了しました。

省エネ診断による提案 エネルギー使用量（原油換算）

コストをかけずに実行できる改善

もっと高効率の設備への投資改善

事業者の診断後の取組状況

 Kl/年 削減 千円/年 削減

エネルギーコスト

44 3,678
1.【ロードヒータ】
玄関ロードヒータの
運用管理

2.【ボイラ等】
　 ボイラ及び吸収式冷温
　 水機の空気比低減

3.【室外機】
室外機フィンの清掃

 （空調機・冷蔵庫･冷凍庫）

4.【デマンド管理】
 　デマンド監視装置の活用

5.【空調設備】
　 客室用冷暖房設備の更新

6.【照明器具】
　 照明器具の高効率化

7.【ポンプ】
 　冷温水循環ポンプの
　 インバータ制御導入

8.【蒸気配管】
 　バルブ及び配管の保温

9.【ボイラ】
 　排ガスによる給水予熱

省エネ効果 0.4 kL/ 年   
削減金額 23 千円 /年
設備概要 ボイラ、吸収式冷温水機

省エネ効果 0.5 kL/ 年   
削減金額 40 千円 /年
設備概要 空調機：3.1kW×8台×1,050h/ 年

冷凍機：（850W+740W）×8,760h/ 年

最大電力 ▲24 kW
削減金額 317 千円 /年
設備概要 デマンド監視装置

契約電力：244→ 220 kW 

省エネ効果 1.5 kL/ 年   
削減金額 119 千円 /年
設備投資額 258 千円　　回収2.2 年

設備概要　
循環ポンプ：定格7.5ｋW
高負荷電力：6.0kW×（24→12h）/日
インバータ制御：4.6kW×（0→12h）/日

省エネ効果 1.2 kL/ 年   
削減金額 75 千円 /年
設備投資額 125 千円　　回収1.7年　 　

設備概要　
フランジ：65A× 10k× 25個
放熱：7.04MJ/ ｈ、保温効率：89%
稼働時間：19h/ 日×365日 /年 　　　

省エネ効果 29.0 kL/ 年   
削減金額 2,263 千円 /年
設備投資額 34,470 千円　回収 老朽更新時に実施　 　

設備概要　

水冷式：冷24.6kW/ 暖 22.8kW× 3台
　　　：冷　5.6kW/ 暖　5.2kW×1台
空冷式：冷18.4kW/ 暖 18.4kW× 3台
　　　：冷　4.2kW/ 暖　4.1kW×1台
稼動：9.6ｈ /日×冷150・暖180日 /年

省エネ効果 2.7 kL/ 年   
削減金額 211 千円 /年
設備投資額 1,424 千円　　回収6.7年

設備概要　
誘導灯：40→2W/台×30台
点灯時間：8,760ｈ /年
看板灯：150→ 58W/台×5台
点灯時間：1,095h/ 年

省エネ効果 2.3 kL/ 年   
削減金額 142 千円 /年
設備投資額 3,500 千円　　回収 老朽更新時に実施 　

設備概要　
炉筒煙管ボイラ
排ガス温度：250→ 181.6℃
給水温度：20→65℃

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年

設備概要
ロードヒータON/OFF制御装置
ロードヒータ容量：18.7kW
運転時間：1,815h→ 447h/ 冬季

4886.3省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年4886.3

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年400.5

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年1191.5

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年1422.3

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年2,26329.0

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年230.4

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年2112.7

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年751.2



中小企業向け省エネ支援コーナー

省エネ診断事例②

生産用機械器具の製造会社のケース
■業種　： 生産用機械器具製造業
■会社名： 中央精機株式会社

■製品等： 機械部品製造及び組立
■従業員数： 38 名

中央精機株式会社は、年 2 回の省エネコンサルタント指導で省エネ分科会を毎月開催し積極的に省エネに取り組まれています。
既に実施された省エネ対策は、デマンド監視制御装置の導入 / 事務所照明を LED 灯に更新 / 太陽光発電の導入 / コンプレッサ
の吐出圧低減等です。今回は、省エネ推進のための体制整備や計測分析についてのアドバイスや LED 照明による具体的な効果
把握を要望されました。これらに加え、運用面では空調設定温度や冷房使用期間の短縮 / 工作機械等の作業直前立上げや夜間・
休日の待機電力削減 / 間引きによる照明電力の削減等、設備面では変圧器の統合が大きな成果を挙げる提案となりました。

１．運用改善はやれるものから順次実施
提案は、全て徹底的に検討しました。その上で、運用改善から取り組み、空調設定温度については、冬期20℃、夏期28℃、中間期は原則
停止をルール化するなど職場全体で取り組んでいます。また、非稼動日には、運転終了後の工作機械の電源を切ることを徹底し待機電力
量を削減しました。
２．投資改善提案は5 件とも実施
投資改善提案のうち、照明のLED 化、高効率空調機への更新は補助金を活用して実施しました。さらに変圧器を統合し、デマンド監視装
置を活用した電力の徹底管理を行なった結果、最大電力が大幅減となり、その後の設備増強による電力増を吸収できたため契約電力は、
以前のままで維持できました。省エネによるメリットはエネルギーコスト削減だけでなく設備増強の際にも活きることが実感できたので、
今後はもう一段上の省エネを目指したいと思います。

省エネ診断による提案 エネルギー使用量（原油換算）

コストをかけずに実行できる改善

もっと高効率の設備への投資改善

事業者の診断後の取組状況

 Kl/年 削減 千円/年 削減

エネルギーコスト

16 1,487
1.【1.【空調設備】
　 空調設定温度の緩和

2.【デマンド管理】
　 工作機械等の
　 立上げ時刻適正化

3.【デマンド管理】
　 休日の待機電力の削減

4.【照明】
　 照度管理による
　 照明の間引き

5.【空調設備】
 　空調機の
　 冷房運転期間の短縮

6.【デマンド管理】
 　デマンド監視装置の活用
　 による最大電力の削減

7.【変圧器】
 　動力用変圧器の統合

8.【照明】
　 蛍光灯をLED灯に更新

10.【空調設備】
　　高効率パッケージ形
　　空調機へ更新

9.【照明】
 　メタルハライド灯を
　 LED灯に更新

省エネ効果 2.9 kL/ 年   
削減金額 259 千円 /年

設備概要
冷房：4～45kW
暖房：4～50kW 

 計 17台
冷房時間：8～10h/ 日×113日 /年
暖房時間：4～10h/ 日×82日 /年

省エネ効果 2.0 kL/ 年   
削減金額 178 千円 /年

設備概要
夏季削減電力：45kWh/ 日×113日 /年
冬季削減電力：28kWh/ 日×82日 /年
中間期削減電力：9kWh/ 日×52日 /年
就業日数：247日 /年

省エネ効果 1.7 kL/ 年   
削減金額 147 千円 /年
設備概要 待機電力削減量：332kWh/ 日

休日：39日 /年×実施率50%

省エネ効果 1.4 kL/ 年   
削減金額 121 千円 /年

設備概要
メタルハライド灯：414W/台×13台→8台
LED灯：40W/台×9台→7台
点灯時間：10h/ 日×247日 /年

省エネ効果 1.2 kL/ 年   
削減金額 108 千円 /年
設備概要 冷房能力：7.1～ 25kW×計10台

冷房時間：10h/日×（113→82日/年）

最大電力 ▲5kW
削減金額 69 千円 /年

設備概要　

電気温水器の停止：2.4kW、
エアコンの2℃緩和：1.3kW
メタルハライド灯の間引き：2.1kW、
LED灯の間引き：0.1kW、
抑制効果計：5.9kW 　　　

省エネ効果 1.2 kL/ 年   
削減金額 108 千円 /年
設備投資額 200 千円　　回収1.9年　 　
設備概要　60Hz 3 φ 200kVA油入→停止60Hz 3 φ 300kVA油入に負荷統合

省エネ効果 2.9 kL/ 年   
削減金額 256 千円 /年
設備投資額 2,510 千円　　回収9.8年

設備概要　
蛍光灯：33W～225W×141台
LED灯：16.9W～67W×141台
点灯時間：1～10h/ 日×247日 /年

省エネ効果 2.3 kL/ 年   
削減金額 206 千円 /年
設備投資額 1,560 千円　　回収7.6年　 　
設備概要　メタルハライド灯：414W→131W/台点灯時間：10h/ 日×247日 /年

省エネ効果 0.4 kL/ 年   
削減金額 35 千円 /年
設備投資額 900 千円　回収：老朽更新時に実施

設備概要　
冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW
×2台
冷房時間：10h/ 日×113日 /年
暖房時間：10h/ 日×82日 /年

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年2592.9 省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年1782.0

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年1211.4

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年2562.9

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年350.4

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年1471.7

省エネ効果
kl /年   

削減金額 千円/年1081.2



中小企業向け省エネ支援コーナー

地域プラットフォーム①

全国に広がる
省エネルギー相談地域プラットフォーム
省エネ診断の後も継続して、皆さまの省エネ取組を支援します。

地域PFの体制

こんな悩みを持つ方に

無料支援の要件

※100kl未満の小規模事業所も対象となります

全国46都道府県に、
54の地域PFが活動しています。

（H30年度現在）

①日本国内に拠点を有し、現に事業活動を行っていること。
②省エネルギーに関する診断を既に受診済又は診断を受ける
　予定であること。
 　※ 省エネルギーに関する診断とは、下記の２点が提示される診断を指す。
　• エネルギー使用実態に関する定量的な分析
　• 今後の改善についての提案
　補助事業者が本事業で実施する診断のほか、
 「中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金」で
 （一財）省エネルギーセンターが実施する省エネ診断や
　自治体等が実施する診断等を含む。

③原則として、下表の各区分において、Ａ若しくはＢの
　いずれかの条件に該当する法人・個人事業主、
　又は年間のエネルギー使用量（原油換算値）が
　1,500ｋl未満の事業所であること。

区分（業種等）

卸売業

サービス業

小売業

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 

A.資本金の額又は出資の総額

３億円以下

１億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

３００人以下

1００人以下

1００人以下

5０人以下

B.常時使用する従業員の数

省エネ分野
専門家の具体例

経 営 分 野

省エネルギー相談地域プラットフォーム

エネルギー管理士 技術士 建築士 ガス、電気主任技術者

中小企業診断士 金融機関 会計士 税理士

省エネ取組のあらゆる
フェーズでサポートします。

専門家が訪問して
直接アドバイスします。

専門家 専門家相談窓口

連 携
自治体 省エネセンター

省エネで
コストメリットを
出せるって
ホント？

省エネって
何をどうすれば

いいか分からないから
手付かず・・・

コストのかかる
設備更新は
できない！

省エネをした
効果が

よく分からない
のだけど・・・

もっと効率的に
省エネを進める
方法って
あるの？

本事業において支援の対象となる中小企業等の事業所は、①～③の要件を全て満たす事業所であること。



「省エネルギー相談地域プラットフォーム」が中小企業等の省エネの取組をきめ細かく支援します。
中小企業等からの相談内容や省エネの取組状況等に応じて、省エネや経営等様々な分野の専門家が幅広い
支援を行います。

エネルギー使用状況の把握 ①計画（Plan）

②実施（Do）

③検証（Check）

④見直し（Action）

省エネ取組の流れ 支援内容 支援内容

省エネできる項目の洗い出し

項目の省エネ対策を検討

省エネ対策の選定

省エネ実施計画の策定

実施体制の整備

実施に向けた準備

実　施

実施後の検証

省エネ実施計画の見直し

中小企業向け省エネ支援コーナー

地域プラットフォーム②

（今年度の事業完了日は2月8日です。）

地域プラットフォーム 支援対象者

無駄の発見、高効率運転の方法、
高効率機器の導入等々について
的確なアドバイスをもらえて、
しっかり結果を出す事ができた。

参考資料の分析

・現地調査

・省エネ提案
  　 運用改善
  　 小規模投資改善
  　 大規模投資改善

・補助金、融資等の検討

・管理標準、
  運用マニュアルの作成

・実績値の確認

・計画との比較

・新しい提案

当社の状況に合わせて
何度も足を運んで
いただき、こまやかな
運用改善の提案して
いただいた。

経営とエネルギーコストを
結びつけて

考えるようになった。
従業員が自主的に   
節電するようになり、
実際に水道光熱費が

下がった。

漠然としていた目標が
数値化されたことで

明確になった。

省エネPDCAに地域プラットフォームが「伴走」
皆さまの省エネ取組を、長期にわたり継続的に支援します。

いっしょに
頑張りましょう

省エネ取組中の事業者からの声

貴社の適正な空調の設定値は・・・

現状の工場稼動状況は・・・

○月はさらに設定値を下げましょう

このマニュアルに沿って
運用してください。

設定値Down

設 備

電気代が下がりました！

検針票

実績値を確認
してみましょう。

もう少し削減できるところはないか？

現状把握＆Plan

Action

Check

Do



中小企業向け省エネ支援コーナー

地域プラットフォーム③

全国各地域の省エネ支援のネットワーク
プラットフォームに加え、国、自治体、関連団体、金融機関などが、

皆さまの省エネを応援しています。

詳細は、WEBサイト「全国省エネ推進ネットワーク」
https://www.shoene-portal.jp/ まで。
ブース内「各種Webサイト検索コーナー」で体験できます。

都道府県別等絞り込みネットワークの構成団体

支援種別アイコン

支援プレイヤーにコンタクト

「全国省エネ推進ネットワーク」（運営：一般社団法人環境共創イニシアチブ）

すべての都道府県に支援プレイヤーが揃っています。

「相談」「現状把握」「計画」運用改善」「設備更新」「資金」
の六つのアイコンで支援の内容が分かります。

こちらから、PF、自治体、金融機関などの支援プレイヤー
の電話番号が分かります。
また、セミナー情報など最新情報も紹介しています。

多様な
支援者がいます

『全国省エネ推進ネットワーク』は、全国の自治体、
その委託を受けた支援機関、金融機関、
省エネルギー相談地域プラットフォームから構成されています。

全国省エネ推進ネットワーク

自治体・関連団体 金融機関
地域

プラットフォーム

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯

000-000-0000
00：00～00：00

支援プレイヤーの省エネルギー相談地域プラットフォーム一覧は、パンフレットに記載しております。



中小企業向け省エネ支援コーナー

地域プラットフォーム支援事例①

プラスチック部品工場
中小企業の工場は省エネポイントの宝庫。

■ 事業者名： 株式会社三幸
■ 業種： 製造業
■ 製品等： プラスチック部品他
■ 従業員数： 11名
■ 支援PF： 山梨県商工会連合会

プラスチック成型機10台（数種類）を製品ニーズに対応して
24時間体制で稼働し、各種プラスチック製品を製造している。

取組内容
照明の LED 化検討をきっかけに地域プラットフォームに支援を受けた。LED 化に伴い、国に補助金交付申請を行い採択された。
照明器具、コンプレッサー、冷水用チラーなど、各設備の高効率化を試みる。また、建屋ごとに電力使用量など集計・管理し、
省エネに積極的に取組む。

まずは照明器具の LED 化から着手しましたが、次は冷水チラー、コンプレッサー、生産機器などの使用エネルギーの計測を行い、
更新を実施する予定です。また機器内部に断熱材を施し、効果の評価を行っているところです。最終的にエネルギーの使用量
の大きい成型機において省エネを図るために、成型機メーカと情報交換しつつ省エネ計画を策定していきたいと考えています。

事業所情報

地域PFによる提言

•照明器具のLED化

•不要な照明の不点灯 省エネ効果
削減金額

0.49kl ／年
34千円／年

エネルギー使用量（原油換算）

コストをかけずに実行できる改善

省エネ効果
削減金額

•成型機の冷水用チラーの更新
省エネ効果
削減金額

6.45kl ／年
645千円/年

5.72kl/年
401千円/年

•インバータ型コンプレッサーへの更新 省エネ効果
削減金額

9.43kl/年
170千円/年

もっと高効率の設備への投資改善

事業者の診断後の取組状況

 Kl/年 削減 千円/年 削減

エネルギーコスト

22 1,250



中小企業向け省エネ支援コーナー

地域プラットフォーム支援事例②

福祉・介護施設
老朽化設備の更新と入居者サービスの品質向上の双方を推進。

■ 事業者名： 社会福祉法人 王慈福祉会
■ 業種： 社会福祉・介護
■ 製品等： 介護福祉サービス
■ 従業員数： 330名
■ 支援PF： 一般社団法人エコエネ技術士ネット

岡山県内において高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉・地域福祉の4事業部
を軸に、数多くの施設を運営、幅広い福祉サービスを展開しています。

取組内容
今回そのうち 2 施設の主要エネルギー使用量は、空調・照明設備 75% と温水ボイラー 25% の比率で、これら設備の老朽化
対応が課題であった。省エネ相談地域プラットフォーム支援は平成 29 年度より開始。計測を含む省エネ診断調査により課題を
明らかにし、入居者サービスの質を重視し、故障頻度とその影響・経済性等を考慮して優先順位を決めている。空調・照明設
備の高効率化更新に取り組んでいる。投資は、国の補助金制度を活用し実施した。

今回の空調設備・照明器具の高効率化更新を、他の施設にも展開していくため、エネルギー使用状況の調査に取り組んでいます。
建物は、省エネ法施行以前のもので、近年の夏の高温化も懸念される中、地域プラットフォームととも省エネ診断に基づいた改善
の検討を行っています。また、老朽化したボイラーの更新時期にあり、晴天が多い「晴れの国岡山」の気象条件を活かした再生可
能エネルギー活用温水供給システムの経済性を検討しています。

事業所情報

地域PFによる提言

•温水ボイラの夜間停止 省エネ効果
削減金額

11,612kl/年
639千円/年 •温水ボイラの空気比改善 省エネ効果

削減金額
0.724kl/年
40千円/年

エネルギー使用量（原油換算）

コストをかけずに実行できる改善

•高効率空調機への更新
省エネ効果
削減金額

30.907kl/年
2,121千円/年

•蛍光灯・誘導灯の効率化
省エネ効果
削減金額

13.286kl/年
1,003千円/年

•全熱交換機の導入 省エネ効果
削減金額

19.825kl/年
1,309千円/年 •その他（換気扇の更新等

省エネ効果
削減金額

15.31kl/年
1,100千円/年

•高効率変圧器への更新 省エネ効果
削減金額

1.883kl/年
133千円/年

•太陽熱温水器の導入 省エネ効果
削減金額

10.566kl/年
569千円/年

もっと高効率の設備への投資改善

事業者の診断後の取組状況

 Kl/年 削減 千円/年 削減

エネルギーコスト

104 6,914



中小企業向け省エネ支援コーナー

地域プラットフォーム支援事例③

廃棄物処理業
既存設備のインバータ化で大きな省エネ。

■ 事業者名： 番の州エコサービス株式会社
■ 業種： 廃棄物処理業
■ 製品等： 廃棄物処分
■ 従業員数： 32名
■ 支援PF： 公益財団法人香川県環境保全公社

廃棄物の総合的で効率的な処理を目指し、
収集運搬・中間処理(焼却)・最終処分の一元化体制を持っている。

中長期計画の策定：各提案を参考として、他の機器への横展開を図るとともに、省エネ中長期計画を策定しています。
省エネ補助金を活用した実行：中長期計画の初年度計画（照明のLED化、二次送風機のインバータ化）をエネルギー使用合理
化補助金を活用して実行、実績を評価中です。
生産設備の更新計画とリンクした省エネ検討：生産設備の熱分解設備、油圧ポンプの更新に合わせて、高効率化による省エネを
検討しています。

•コンベアのインバータ化

•空気レシーバタンクの漏れ改善／
  ドレン弁シートからの空気漏れ修繕

省エネ効果
削減金額

３．８kl/年
２５６千円/年 •デマンド監視装置の活用

デマンド低減
削減金額

４０ｋｗ
321千円/年

コストをかけずに実行できる改善

•パッケージエアコン更新

•ブロア及びモータを
  高効率機へ更新

省エネ効果
削減金額

省エネ効果
削減金額

省エネ効果
削減金額

4.3kl/年
288千円/年

3.1kl/年
210千円/年

4.4kl/年
296千円/年

•回転機のモータを
  高効率機へ更新

省エネ効果
削減金額

•変圧器の更新
省エネ効果
削減金額

•水銀灯のＬＥＤ化
省エネ効果
削減金額

•焼却炉二次送風機の
  インバーター化

省エネ効果
削減金額

4.1kl/年
272千円/年

4.0kl/年
270千円/年

3.3kl/年
233千円/年

9.3kl/年
644千円/年

もっと高効率の設備への投資改善

事業者の診断後の取組状況

地域PFによる提言 エネルギー使用量（原油換算）

 Kl/年 削減 千円/年 削減

エネルギーコスト

24 1,590

取組内容
省エネ中長期計画の策定にあたり、地域プラットフォームのアドバイスを受け、エネルギー消費の高効率化と、経営力向上を
目指して多数の取組を検討した。

事業所情報


