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このＱ＆Ａは、「平成２０年度 省エネ法改正にかかるＱ＆Ａ」「平成２５年度 省エネ法改正にか
かるＱ＆Ａ」「平成３０年度 省エネ法改正にかかるＱ＆Ａ」を元に、再編集・追記したものとなっ
ております。 

 

目 次 

 

Ⅰ.工場・事業場 

１.特定事業者・特定連鎖化事業者 

１．特定事業者の指定について＜20年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０ 

【Q１－１】省エネ法特定事業者の指定を受ける必要がある事業者は､どのような事業者でし

ょうか。（新規） 

【Q１－２】報告しなくてはならないエネルギーの種類はどこまでですか。 

【Q１－３】事業者としてエネルギー使用量を把握する範囲はどこまでが対象となりますか。 

【Q１－４】社員が 1 名しか常勤しないような小さな事業所も含めてエネルギー使用量を算

入しなければならないのですか。 

【Q１－５】「総エネルギー使用量の１％」でいう総エネルギー使用量とはどういったもので

すか。 

【Q１－６】連結決算対象の子会社などのグループ会社について、どのような単位で届出る必

要がありますか。（回答追記） 

【Q１－７】営業車両等で使用したエネルギー（揮発油・軽油）は届出におけるエネルギー使

用量の算入の対象となりますか。 

【Q１－８】工事現場で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象

となりますか。 

【Q１－９】社員食堂、研修所、保養所で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使

用量の算入の対象となりますか。 

【Q１－10】社宅、社員寮で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の

対象となりますか。 

【Q１－11】住居と事業活動に用いられる部分が同じ工場等の中にある場合は、どのように算

入しますか。 

【Q１－12】ある時間帯は住居、ある時間帯は事業活動に用いられる場所については、どのよ

うに算入しますか。 

【Q１－13】海外法人は対象となりますか。 

【Q１－14】1,500kl／年未満の特定事業者に指定されない事業者は、省エネ法の規制を受け

ないのでしょうか。 

【Q１－15】自社（A 社）が生産（又は購入）した商品を他社（B 社）が所有する倉庫に保管

している場合、当該倉庫にかかるエネルギー使用量はどのように算入しますか。 

【Q１－16】A 社の工場・事業場内において、製造ラインの一部工程や社員食堂に関する業務

を他社（B 社）に委託している場合、当該業務にかかるエネルギー使用量は、ど

ちらの企業が算入しますか。 

【Q１－17】A 社の倉庫において、荷役業務等をB 社に業務委託している場合、当該荷役業務

等にかかるエネルギー使用量は、どちらの企業が算入しますか。 

【Q１－18】自社のサーバーを他社が設置しているデータセンター（顧客のサーバーを預かり

、保守・運用サービスなどを提供する施設）に預けている場合、誰が当該サーバ
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ーのエネルギー使用量を算入しますか。 

【Q１－19】小売店舗等の事業所内に ATM（現金自動預け払い機）や自動販売機が置かれてい

る場合、誰がエネルギー使用量を算入しますか。 

【Q１－20】百貨店等の売り場内において、「消化仕入れ契約」という契約方式により営業を

行う専門店があります。この場合、誰が当該専門店にかかるエネルギー使用量を

算入しますか。 

【Q１－21】ESCO 事業を利用してコージェネレーション設備を導入している場合、当該設備

のエネルギー使用量は、コージェネレーション設備の利用者と ESCO 事業者のど

ちらが算入しますか。 

【Q１－22】地方公共団体における一部の施設を、法令に基づき首長以外の者が資産管理等を

行っている場合があるが、誰が当該施設にかかるエネルギー使用量を算入します

か。（回答追記） 

【Q１－23】地方公共団体において、いわゆる「指定管理者制度」に基づき、一部の施設の管

理等を民間企業（指定管理者）が行っている場合があるが、誰が当該施設のエネ

ルギー使用量を算入しますか。 

【Q１－24】道路関係の施設や設備は、エネルギー使用量の算入の対象となりますか。 

【Q１－25】携帯電話や PHS 等のアンテナ（基地局）に係るエネルギー使用量は、誰が算入

しますか。 

【Q１－26】介護サービスを行う事業所や施設は、エネルギー使用量の算入の対象となります

か。 

【Q１－27】自営線で隣接する他社から電気の供給を受けている場合や、自己託送でグルー

プ会社から電力を受けている場合は、どのように報告したらよいですか。 

 

 

２．特定連鎖化事業者の指定について＜20年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

【Q２－１】特定連鎖化事業者として指定を受ける必要があるのは、どのような事業者でしょ

うか。 

【Q２－２】フランチャイズチェーン事業が【A２－１】に示した条件を満たしている場合、

フランチャイズチェーン本部はエネルギー使用量をどこまで把握しなければなら

ないのでしょうか。 

【Q２－３】フランチャイズチェーン事業が【A２－１】に示した条件を満たしている場合で

あって、その本部自らが設置している工場等のエネルギー使用量（原油換算値）

が合計して 1,500kl／年以上の場合については、特定連鎖化事業者だけでなく、

特定事業者として指定を受けなければならないのでしょうか。 

【Q２－４】Ａ社が行うフランチャイズチェーン事業が【A２―１】に示した条件を満たして

おり、当該事業の加盟店舗を複数設置している会社（Ｂ社）があり、そのＢ社が

設置している当該事業の加盟店だけで年間のエネルギー使用量（原油換算値）が

合計して 1,500kl／年以上になる見込みです。この場合、Ｂ社は特定事業者の指

定を受けなければならないでしょうか。 

【Q２－５】複数のフランチャイズチェーン事業を行っており、いずれも【A２－１】に示し

た条件を満たしている場合、その本部は複数の特定連鎖化事業者として指定を受

けなければならないのでしょうか。 
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３．エネルギー管理者統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任について＜20年度QA＞Ｐ１６ 

【Q３－１】エネルギー管理統括者は、どのような者を選任しなければならないのですか。 

【Q３－２】エネルギー管理統括者は、どのような役割を担っているのでしょうか。 

【Q３－３】エネルギー管理企画推進者は、どのような者を選任しなければならないのですか

。 

【Q３－４】エネルギー管理企画推進者は、どのような役割を担っているのでしょうか。 

【Q３－５】エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者は、本社で執務している者

でないと選任できないのでしょうか。 

【Q３－６】エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理

員といった役職を、同一人物が複数兼任することや、他事業者に外部委託するこ

とは可能でしょうか。 

【Q３－７】平成 21 年度以前に開催された「エネルギー管理講習」を受けた者であっても平

成 22 年度以降エネルギー管理企画推進者やエネルギー管理員に選任することが

できますか。 

【Q３－８】エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習の開催予定等の情報はどのように入

手できますか。 

 

４．テナントビルにおけるエネルギー管理の在り方について＜20年度QA＞・・・・・・・Ｐ１７ 

【Q４－１】テナントビルにおいて、オーナー、テナントはそれぞれどういった範囲のエネル

ギー使用量を算入することになりますか。 

【Q４－２】エネルギー管理権原を有しているとはどのような状態をいうのでしょうか。 

【Q４－３】テナント専用部のエネルギー使用量について、テナントが個別に把握していない

場合、テナントはどのように対応すればよろしいでしょうか。 

【Q４－４】テナント専用部における推計手法とはどういった手法が考えられますか。 

【Q４－５】区分所有のビルのであって、オーナーが複数いる場合は、どの範囲のエネルギー

使用量を算入することになりますか。 

【Q４－６】共同所有ビルの場合、誰がエネルギー使用量を算入することになりますか。 

【Q４－７】区分所有ビルの場合、【A４－５】において、所有しているオーナーごとに各区

画のエネルギー使用量を算入すると記載されていますが、区分所有ビルの入居者

にて構成する管理組合が算入することは可能ですか。 

【Q４－８】証券化ビルの場合、誰がエネルギー使用量を算入することになりますか。 

【Q４－９】A 社が所有する建物全体を B 社が単独で賃借（一棟借り）している場合、エネ

ルギー使用量をどのように算入しますか。 

【Q４－10】A 社が所有する建物（の全部又は一部）を B 社が賃借し、さらに B 社が当該賃

借部分の全部又は一部を C 社に転貸（サブリース）している場合、エネルギー使

用量をどのように算入しますか。 

【Q４－11】A 社が所有する建物に B 社がテナントとして入居していますが、B 社の専用部の

一部分を B 社と貸借契約を結ばない形態でC 社が使用しています。この場合、誰

が C 社のエネルギー使用量を算入しますか。 
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５．エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書等について・・・・・・・・・Ｐ１９ 

【Q５－１】エネルギー使用状況届出書等の提出時期はいつ頃ですか。 

【Q５－２】エネルギー使用状況届出書はどこに提出すればよろしいでしょうか。 

【Q５－３】定期報告書、中長期計画書はどこに提出すればよろしいでしょうか。 

【Q５－４】定期報告書につき、エネルギー管理指定工場ごとに提出する必要がありますか。 

【Q５－５】中長期計画書を作成するにあたり、参画証明書は必要ですか。 

 
６．工場判断基準について＜20年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２０ 

【Q６－１】判断基準とは､どのようなものでしょうか。（新規） 

【Q６－２】判断基準に記載されている、エネルギー消費原単位及び電気需要標準化評価原単位

を中長期的に見て年平均１％改善するという努力目標は、工場等ごとに取り組むもの

でしょうか。（変更） 

【Q６－３】エネルギー管理指定工場である工場の敷地内に事務部門のビルが立地している場合

、当該ビルのエネルギー消費設備に関する管理標準は、省エネ法改正前の判断基準に

基づいて設定した管理標準とは別に、新たに"専ら事務所その他の用に供する事業所に

おける判断基準（事務所等の判断基準）"に従って設定しなければならないでしょうか

。 

【Q６－４】規模が小さく、使用する設備が限定的な事業所（例えば、空調、照明、パソコンの

み使用する事務所）についても、事業所ごとに判断基準に基づく管理標準を作成する

必要がありますか。 

【Q６－５】電力会社による電気使用量の検針日が必ずしも月末最終日になっていませんが、１

年間のエネルギー使用量は、日割計算などを行って、４月１日～翌年３月３１日まで

の使用量として正確に算入する必要がありますか。 

【Q６－６】事業者全体のエネルギー消費原単位を計算する際、同一企業が複数の事業を行って

いるため、「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(定期報告書の特定－第３表のＥ欄)」の単位を単一に設定できない場合、当該

原単位の対前年度比はどのように算出しますか。 

【Q６－７】事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合等(以下「移管等」という。)、移管

等が行われた場合、エネルギー使用量はどのように算入しますか。 

【Q６－８】LP ガスの使用量について、定期報告書には"ｔ（トン）"の単位を用いて記載するこ

ととなっていますが、供給事業者からの検針票等に"ｍ３（立方メートル）"の単位で

表示されている場合、どのようにして"ｔ（トン）"に換算しますか。 

 

７．電気需要平準化時間帯について＜25年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２ 

【Q７－１】電気需要平準化時間帯とは、具体的にどのような時間帯でしょうか。 

【Q７－２】電気需要平準化時間帯の買電量を自ら計測して把握できない場合は、どのように電

気需要平準化時間帯の買電量を報告すれば良いでしょうか。 

【Q７－３】電気需要平準化時間帯の買電量を自ら計測できず、かつ電力会社から提供される検

針票を用いても把握できない場合は、どのように電気需要平準化時間帯の買電量を

報告すれば良いでしょうか。 

【Q７－４】電力会社から提供される検針票を用いて報告を行う場合で、検針票における電気の
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使用期間と電気需要平準化時間帯の期間にズレが生じてしまう場合は、どのように

電気需要平準化時間帯の買電量を報告すれば良いでしょうか。 

【Q７－５】特定規模電気事業者（新電力）からの買電量も、昼間・電気需要平準化時間帯・夜

間の買電量に分けて報告する対象になるとのことですが、電気を熱量に換算する係

数はどの値を使用することになりますか。 

【Q７－６】特定規模電気事業者（新電力）の換算係数が変更になりますが、過去の４年度間分

も遡って計算し直す必要がありますか。 

【Q７－７】電気需要平準化時間帯の買電量が把握できる事業所と、集会所などの電気需要平準

化時間帯の買電量が把握できない事業所がある場合は、どのように報告すれば良い

でしょうか。 

 

８．電気需要平準化評価原単位について＜25年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２４ 

【Q８－１】電気需要平準化評価原単位とエネルギー消費原単位の「変化状況」、「原単位を改

善できなかった理由」、「達成状況」の関係性について、詳しく教えてください。 

【Q８－２】電気需要平準化評価原単位とエネルギー消費原単位の算出にあたり必要な、「エネ

ルギー使用量と密接な関係を持つ値」は、同一でなければいけないのでしょうか。 

【Q８－３】電気需要平準化評価原単位は、過去年度の値を報告する必要がありますか。 

【Q８－４】電気需要平準化評価原単位を遡って報告する場合、時間帯別の電気使用量を把握で

きていない場合は、どのように報告すれば良いでしょうか。 

【Q８－５】電気の需要の平準化に資する取組を実施していなくても、電気需要平準化評価原単

位を報告しなければいけないでしょうか電気の需要の平準化に資する取組を実施し

ていなくても、電気需要平準化評価原単位を報告しなければいけないでしょうか。 

【Q８－６】電気需要平準化評価原単位の５年度間平均原単位変化の数値が算出されるまでは、年

平均１％以上改善できなかった理由を報告しなくてもよいでしょうか。 

【Q８－７】定期報告の対象年度以前より継続して実施している電気の需要の平準化に資する取

組がある場合は、定期報告書で報告することができますか。 

 

９．電気事業者に係る措置について＜25年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２５ 

【Q９－１】法第１５４条に基づき､経済産業省令で定めた開示を求めることができる情報であ

る、「一定の時間ごとの電気の使用量」とは具体的にはどのような情報でしょうか

。（修正） 

【Q９－２】３０分又は１時間というのは、事業者が任意に選択できるのでしょうか。 

【Q９－３】遠隔検針を行っていない場合は、３０分又は１時間ごとの電気使用量について請

求できないのでしょうか。 

【Q９－４】電気使用量の情報を請求できる期間に制限はあるのでしょうか。 

【Q９－５】開示の方法や様式は任意に指定できるのでしょうか。 

【Q９－６】電力会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合とは、どう

いう場合ですか。 

 

 10．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６ 

【Q10－１】余剰売電をおこなっている太陽光発電設備を設置しているが、電気需要平準化の

策となるのでしょうか。＜25年度QA＞ 
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Ⅱ.荷主編 

１．荷主の定義＜30年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７ 

【Q１－1】省エネルギー法の改正において、荷主は、どう定義されているのでしょうか。

（変更） 

【Q１－2】荷主の定義ですが、「自らの事業に関して」とありますが、発送側事業者と受取

側事業者ではどちらが「自らの事業に関して」に該当するのかどのように判断した

らよいのでしょうか。 

【Q１－3】「輸送モードを決定している」とはどういうことですか。 

【Q１ー4】法第 105条第 1号の荷主の判断基準について「輸送の方法等」の要素として「①

輸送モード」があり、この内容について以下の場合について輸送モードを決定して

いる場合に該当するかを教えてください。 

Ⓐ外注する場合、輸送業者をＡ社またはＢ社で発送して欲しいと範囲を限定すること。 

Ⓑ外注する場合、外注先からＡ社かＢ社しか利用できないと提示された際、何れかを選

択した場合。 

【Q１－5】貨物の輸送方法等を実質的に決定している者に該当する要素として以下の場合は

該当しないでしょうか。 

①輸送モード、②受取日時、③受取場所 のうち１つでもこの要素が欠けてい

る場合。また、上記 3つの要素を決定していてれば、輸送事業者であっても荷主

になるのでしょうか。 

【Q１－6】個別の郵便物・宅配物に関してはこれまでカウントしていましたが、これらの取

扱いについては、新定義の下もカウントしますか。 

【Q１－7】自社設備の輸送に関して、設備メーカー側が手配した輸送事業者を利用している

場合は、誰が荷主となりますか。 

【Q１－8】貨物輸送事業者と契約しているのは自社ですが、送り先とその日時は A社から、

輸送方法は B社から指示を受けています。この場合、誰が荷主となるのでしょう

か。 

【Q１－9】自社は製造業であり、輸送については子会社が貨物輸送事業者と契約している。

この場合、誰が荷主となるのでしょうか。 

 

Ⅲ.工場・事業場、荷主 共通 

１．連携省エネルギー計画について＜30年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９ 

 

【Q1－1】連携省エネルギー計画の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 

【Q1－2】連携省エネルギー計画の認定を受けたいのですが、どのように記載すれば認定を

受けることができますか。 

【Q1－3】連携省エネルギー計画の目標はどのくらい正確である必要がありますか。また、

もし目標が守れなかった場合は、罰則等はありますか。 

【Q1－4】連携省エネルギー計画について、何年も前から連携をしている場合、計画の開始

時期はいつにして申請すればいいのでしょうか。1年以上前を開始時期とした場
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合、定期報告書もさかのぼって連携省エネルギー措置を反映してよいのでしょう

か。 

【Q1－5】事業者クラス分け評価制度（クラス分け評価制度）の対象となる 5年間平均原単

位変化は、特定第４表のいずれを採用するのでしょうか。いずれかが 99.0％以下

で Sクラスになるのでしょうか。 

【Q1－6】連携省エネルギー措置を実施した場合のクラス分け評価について、5年間連携し

ないと、クラス分け評価の対象にならないということでしょうか。希望があれば、

連携していない年度の原単位を使用して、5年度間の平均原単位を算出してもよい

でしょうか。 

 

２．認定管理統括事業者の認定について＜30年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３０ 

 

【Q2－1】認定管理統括事業者の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 

【Q2－3】認定管理統括事業者制度の認定を受けた場合、グループとして5年間さかのぼりで

原単位を算出する必要がありますか。 

【Q2－4】認定管理統括事業者制度の認定を受けて三年間は管理関係事業者メンバーの変更

（追加・削除）をできないという理解でよいのでしょうか。 

【Q2－5】認定管理統括事業者制度の認定を受けた後、認定の取消・メンバーの変更等を行

いたい場合は、どのような手続きを踏むのでしょうか。 

【Q2－6】認定管理統括事業者の管理関係指定工場になった場合には、指定工場について、

改めての選任届は必要でしょうか。 

【Q2－7】認定管理統括事業者の管理関係事業者番号は 1,500kl 未満の事業者にも割り振ら

れるでしょうか。 

【Q2－8】1,500kl未満の親会社（非特定事業者）の場合、認定表の統括表にも、認定統括

事業者名は記載しないという理解でよいのでしょうか（その場合は、認定表も不要

でしょうか。）。 

【Q2－9】一体管理の証明書類は覚書以外も可能としているのでしょうか。  

【Q2－10】取決めには、エネルギー使用の合理化に関する目標について、具体的な判断の基

準（〇年度比 1％以上削減となっていればよい等。）はありますでしょうか。 

【Q2－11】今後エネルギーの一体的管理を行う予定（現状は一体管理をしていない）です

が、いま認定管理統括事業者に係る認定を申請できますか。 

【Q2－12】「認定管理統括事業者に係る認定申請書」の「６．その他」について、どのよ

うことを記載すればよいのでしょうか。 

【Q2－13】地方公共団体における行政機関(教育委員会、上下水道、病院等)は、認定管理統

括事業者制度の対象になりますか。 

【Q2－14】認定管理統括事業者のエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者は認定

の範囲内であれば誰を選任してもよいのでしょうか。(管理関係事業者の職員を選

任してもよいのでしょうか。） 

【Q2－15】認定管理統括事業者の職員を管理関係事業者のエネルギー管理者（員）に選任す

ることは可能でしょうか。 

【Q2－16】認定管理統括事業者、管理関係事業者間でのエネルギー管理者(員）の兼任をし

てもよいのでしょうか。 
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【Q2－17】特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者制度を利用することは可能でしょうか。 

【Q2－18】ベンチマークの算定範囲・評価等はどうなりますか。ベンチマークも法人単位で

はなく、関係事業者まとめての評価でしょうか。まとめての評価の場合、法人単位

では 1,500kl以上のベンチマーク（BM）事業がなくても、グループ会社全体で、

1,500kl 以上の BM事業となった場合は、指標の算出は必要ということでしょう

か。 

【Q2－19】管理関係事業者の評価は、どうなるのでしょうか。 

【Q2－20】認定を受けた場合、事業者クラス分け評価制度における取扱い(グループとして

のクラス分け）はどうなりますか。 

【Q2－21】認定を受けた場合、事業者クラス分け評価制度における取扱い(過去の特定事業

者等のクラスとの関連）はどうなりますか。 

【Q2－22】認定を受けた場合、中長期計画書の提出免除は、初年度受けられますか。 

【Q2－23】認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、省エネ促進税制の対象となります

か。 

【Q2－24】管理関係事業者が補助金申請を申請することは可能でしょうか。 

【Q2－25】認定取消後の各事業者の原単位は、遡及して出す必要がありますか。 

【Q2－26】特定事業者等の場合、認定に併せて指定取消（特定事業者・特定連鎖化事業者の

指定取消）の手続きは必要ですか。 

【Q2－27】特定事業者等の場合、認定に併せて選解任（エネルギー管理統括者・エネルギー

管理企画推進者）の手続きは必要ですか。 

【Q2－28】認定申請からの認定までの期間は、どのくらいですか。 

【Q2－29】認定申請書の提出先はどこになりますか。 

【Q2－30】認定後の変更及び制度活用の取り止めが認められる経済的・社会的に止むを得な

い場合とはどういう場合ですか。 

【Q2－31】原本と、写しの提出が必要とありますが、押印部分も、原本のコピー（押印もコ

ピー）でよいのでしょうか。 

【Q2－32】中長期計画書、エネルギー管理者(員)等の選解任の届出等も認定管理統括事業者

からの届出等になるのでしょうか。 

 

３．中長期計画書の免除申請について＜30年度QA＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３４ 

 

【Q3－1】中長期計画書の提出期限頻度が軽減される場合は、どのような場合でしょうか。

（回答追記） 

【Q3－2】中長期計画の免除の申請はどのように行えばいいですか。 

【Q3－3】計画期間の始期はどのように記載すればいいですか。 

【Q3－4】中長期計画の提出免除を受けた場合、次に中長期計画を提出するのはいつです

か。 

【Q3－5】提出免除を受けている期間の途中で、計画を出しなおすことは可能ですか。 

【Q3－6】提出免除を受けている期間の途中で、Sクラスを満たさなくなった場合はどうす

ればいいですか。 

【Q3－7】免除申請時の中長期計画書に 3年分の計画しか載っていなくても、それを 5年間

の計画として免除申請期間を 5年と申請できますか。 
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 Ⅰ．工場・事業場 

１．特定事業者の指定について 

【Q１－１】省エネ法特定事業者の指定を受ける必要がある事業者は､どのような事業者でしょうか。 

【A１－１】企業全体（本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所）のエネルギー使

用量（原油換算値）が合計して 1,500kl／年以上であれば、「エネルギー使用状況届出書」を各

経済産業局へ届け出て、「特定事業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりませ

ん。該当する可能性がある場合には、前年度１年間の事業者全体のエネルギー使用量の計測、記録

を行ってください。 

【Q１－２】報告しなくてはならないエネルギーの種類はどこまでですか。 

【A１－２】以下に示す燃料、熱、電気を対象としています。また、燃料を起源としない電気のみで

あることが特定できる場合の電気（風力、太陽光等の非化石エネルギーを自家消費する場

合、自営線によりそれらの電気の供給を受ける場合）や、燃料を起源としない熱のみが特

定できる場合の熱（太陽熱、地熱の利用）、バイオマス燃料などは対象となりません。 

＜燃料＞ 

・原油及び揮発油（ガソリン）、重油、その他石油製品（ナフサ、灯油、軽油、石油アス

ファルト、石油コークス、石油ガス） 

・可燃性天然ガス 

・石炭及びコークス、その他石炭製品（コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉

ガス）であって、燃焼その他の用途（燃料電池による発電）に供するもの 

＜熱＞ 

・上記に示す燃料を熱源とする熱（蒸気、温水、冷水等） 

＜電気＞ 

・上記に示す燃料を起源とする電気 

 

【Q１－３】事業者としてエネルギー使用量を把握する範囲はどこまでが対象となりますか。 

【A１－３】本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所が対象となります。 

 

【Q１－４】社員が 1 名しか常勤しないような小さな事業所も含めてエネルギー使用量を算入しなければなら

ないのですか。 

【A１－４】設置している事業所であれば、エネルギー使用量が微量であってもすべて算入の対象となります。 

なお、エネルギー使用量が 15kl／年未満の事業所については、毎年度の計測した値に代えて、

一度国に提出した値と同じ値を次回以降も定期報告書に記載することもできます。ただし、一度国に

提出した値と同じ値を報告できるエネルギー使用量は、事業者の総エネルギー使用量の１％未満に限

り適用できることとします。 

 

【Q１－５】「総エネルギー使用量の１％」でいう総エネルギー使用量とはどういったものですか。 

【A１－５】15kl／年未満の事業所も含め、設置している事業所のエネルギー使用量を把握した際の事業者の総

エネルギー使用量となります。 
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【Q１－６】連結決算対象の子会社などのグループ会社は、どのような単位で届出る必要がありますか。 

【A１－６】子会社などのグループ会社であっても、企業ごとに法人単位で届け出ていただくこととなります。

ただし、連携省エネルギー計画の認定を受けた場合には､認定を受けた範囲でまとめて報告するこ

とが可能となります。（Ⅲ.１参照） 

 

【Q１－７】営業車両等で使用したエネルギー（揮発油・軽油）は届出におけるエネルギー使用量の算入の

対象となりますか。 

【A１－７】主に工場等の敷地外で走行する自動車等の移動体のエネルギー使用量は対象外となりますが、工場

等の敷地内のみを走行する移動体（例えば構内専用フォークリフト）のエネルギー使用量は算入

の対象となります。 

 

【Q１－８】工事現場で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか。 

【A１－８】工事現場、マンション販売のための仮設展示場、仮設興行小屋（サーカス小屋、劇団小屋）等とい

った、特定の区画において継続的に事業活動を行う工場等に該当しないものについては、算入の対

象外となります。 

なお、常設の住宅展示場は、算入の対象となります。 

 
【Q１－９】社員食堂、研修所、保養所で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象

となりますか。 

【A１－９】社員食堂、研修所、保養所などの「福利厚生」に供している施設は算入の対象となります。 

 

【Q１－10】社宅、社員寮で使用したエネルギーは、届出におけるエネルギー使用量の算入の対象となりますか

。 

【A１－10】住居部分は参入の対象外となります。社宅、社員寮の他共用部分は算入の対象となりま

す。 

 
【Q１－11】住居と事業活動に用いられる区画が同じ工場等の中にある場合は、どのように算入すればよいでし

ょうか。 

【A１－11】事業活動に用いられる区画のエネルギー使用量を分割して算入することになります。なお、住居の

区画と事業活動に使用する区画とのエネルギー使用量の分割が難しい場合は、あえて分割せず、まと

めて算入しても問題ありません。 

 

【Q１－12】ある時間帯は住居、ある時間帯は事業活動に用いられる場所については、どのように算入すればよ

いでしょうか。 

【A１－12】当該場所が、主に住居として用いられている場合は算入の対象外となり、主に事業活動に用いられ

る場合は算入の対象となります。 
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【Q１－13】海外法人は対象となりますか。 

【A１－13】日本に所在する外資系企業等の場合、その事業者単位のエネルギー使用量 1,500kl／年以上である

場合には、日本における代表者が届出を行う必要があります。 

他方、日本の企業が海外に工場等を設置している場合、その海外事業所は対象外となります。 

 

【Q１－14】1,500kl／年未満の特定事業者に指定されない事業者は、省エネ法の規制を受けないのでしょう

か。 

【A１－14】事業者単位のエネルギー使用量が 1,500kl／年未満の場合、その事業者には定期報告書・中長期

計画書の提出やエネルギー管理統括者の選任などの特定事業者に係る義務は適用されません。 

なお、エネルギーを使用する者は、特定事業者か否かに関わらず、省エネ法第４条の規定により

「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」及び「工場等におけるエネルギーの使用の合理化

に関する事業者の判断の基準（以下「判断基準」という。）」に留意して、エネルギーの使用の合理

化に努めていただくこととなります。 

 

【Q１－15】自社（A 社）が生産（又は購入）した商品を他社（B 社）が所有する倉庫に保管している場合、

当該倉庫にかかるエネルギー使用量はどのように算入すればよいでしょうか。 

【A１－15】B 社が倉庫業法に基づき登録された「倉庫業者」に該当する場合、倉庫の運営・管理はB 社の責任

の下で行われることから、当該倉庫にかかるエネルギー使用量はすべて B 社が算入します。 

他方、B 社が「倉庫業者」に該当しない場合、【A4－1】に示した整理に基づき、倉庫のオーナ

ー（B 社）は、テナント（A 社）がエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量

について算入し、テナント（A 社）は、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部に

かかるエネルギー使用量（テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管

理権原を有する空調・照明など）をすべて算入します。 

 

【Q１－16】A 社の工場・事業場内において、製造ラインの一部工程や社員食堂に関する業務を他社（B 社）に委

託している場合、当該業務にかかるエネルギー使用量は、どちらの企業が算入すればよいでしょう

か。 

【A１－16】当該業務の運営・管理は A 社の責任の下で行われていると考えられ、かつ、B 社の工場・事業場

とはいえないことから、当該業務にかかるエネルギー使用量は A 社が算入します。 

 

【Q１－17】A 社の倉庫において、荷役業務等をB 社に業務委託している場合、当該荷役業務等にかかるエネ

ルギー使用量は、どちらの企業が算入すればよいでしょうか。 

【A１－17】当該倉庫の運営・管理は A 社の責任の下で行われていると考えられるため、仮に B 社がフォーク

リフトなどの機器を持ち込んで業務を行っていたとしても、【A1-16】と同様に、当該荷役業務等に

かかるエネルギー使用量はA 社が算入します。 

 

【Q１－18】自社のサーバーを他社が設置しているデータセンター（顧客のサーバーを預かり、保守・運用サ

ービスなどを提供する施設）に預けている場合、誰が当該サーバーのエネルギー使用量を算入す
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ればよいでしょうか。 

【A１－18】当該サーバーはデータセンターの事業所内にあり、当該サーバーを預けている 事業者の事業場とは

いえないことから、いわゆるスペース貸しやラック貸し等 の保管形態にかかわらず、データセンタ

ーを設置している事業者が算入します。 

 

【Q１－19】小売店舗等の事業所内に ATM（現金自動預け払い機）や自動販売機が置かれている場合、誰が

エネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 

【A１－19】ATM や自動販売機が機器単体で置かれている場合は、これらの機器が置かれている事業所を設置し

ている事業者が算入します。 

なお、ATM や自動販売機が機器単体で複数台置かれていたとしても、同様とします。 

例えば、一区画に ATM が機器単体で置かれている場合（例：コンビニエンスストアの店内にある 

ATM）には、ATM の設置者（銀行等）ではなく、ATM が置かれている事業所を設置している事業者（

コンビニエンスストア等）が自ら使用する設備の一部として算入します。 

他方、建屋形式の ATM コーナーのように、銀行等が一区画において、空調、照明と合わせて ATM 

施設を設置している場合は、銀行等が算入します。 

 

【Q１－20】百貨店等の売り場内において、「消化仕入れ契約」という契約方式により営業を行う専門店があり

ます。この場合、誰が当該専門店にかかるエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 

【A１－20】ビルのオーナーである百貨店等の売り場内において、他事業者が消化仕入れ契約等といった契約に

より事業活動を行っている場合、オーナーとは別の事業者が一区画を専用しているとはいえないと考

えられることから、百貨店等が当該専門店のエネルギー使用量を算入します。 

他方、オーナーと他事業者との間で賃借関係があるときは、【A４－１】に示した整理に基づき、

オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について算入

し、テナントは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量

（テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照

明など）をすべて算入します。 

 

【Q１－21】 ESCO 事業※を利用してコージェネレーション設備を導入している場合、当該設備のエネルギー使用

量は、コージェネレーション設備の利用者と ESCO 事業者のどちらが算入すればよいでしょうか。 

※省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネルギー・メリット（光熱費の

削減等）の一部を報酬として享受する事業。 

【A１－21】ESCO 事業により導入した設備は、その契約により所有形態が異なる場合がありますが、当該設備の

導入の決定を ESCO 事業者が行っているとは考えられず、かつ、当該設備のエネルギーは当該設備の

利用者が自らの事業の用に使用しているものであることから、当該設備のエネルギー使用量は、利用

者が算入します。 

 

【Q１－22】地方公共団体における一部の施設を、法令に基づき首長以外の者が資産管理等を行っている場合が

あるが、誰が当該施設にかかるエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか。 
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【A１－22】当該施設の資産管理等を行っている事業者が算入します。（『省エネルギー法 定期報告書・中

長期計画書（特定事業者等）記入要領 「別添資料５ 改正省エネ法における地方公共団体のエ

ネルギー管理の範囲について」』をご参照ください。） 

 

【Q１－23】地方公共団体において、いわゆる「指定管理者制度」に基づき、一部の施設の管理等を民間企業（

指定管理者）が行っている場合、誰が当該施設のエネルギー使用量を算入すればよいでしょうか

。 

【A１－23】指定管理者が管理等を行う施設であっても、地方公共団体のエネルギー使用量として算入します。

（『省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書（特定事業者等）記入要領 「別添資料５ 

改正省エネ法における地方公共団体のエネルギー管理の範囲について」』をご参照ください。） 

 

【Q１－24】道路関係の施設や設備は、エネルギー使用量の算入の対象となりますか。 

【A１－24】高速道路などの料金所に隣接する管理事務所、サービスエリアやパーキングエリアに立地する施設

等において使用するエネルギーは、対象となります。 

他方、道路に付帯する設備（料金所（料金ゲートを含む）、街灯、トンネル内の照明・空調設備

など）は、対象外となります。 

 

【Q１－25】携帯電話や PHS 等のアンテナ（基地局）に係るエネルギー使用量は、誰が算入することになり

ますか。 

【A１－25】アンテナが単体で駅のプラットホーム・建物屋上などに取り付けられている場合、アンテナが置か

れている施設を設置している事業者が当該アンテナのエネルギー使用量を算入します。 

他方、携帯電話会社等が、一区画において施設等と複合した形態でアンテナを設置している場合、

複合施設の設置者（携帯電話会社等）が当該アンテナを含めてエネルギー使用量を算入します。 

 

【Q１－26】介護サービスを行う事業所や施設は、エネルギー使用量の算入の対象となりますか。 

【A１－26】通所系の事業所については、算入の対象となります。 

他方、有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームといった施設については、専ら入所（居）

者の生活のためにエネルギーを使用していることから、対象外となります。 

なお、有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームと通所系の事業所を併設している場合は、通

所系の事業所にかかるエネルギー使用量のみを分割して算入します。 

 

【Q１－27】自営線で隣接する他社から電気の供給を受けている場合や、自己託送でグループ会社か

ら電力を受けている場合は、どのように報告したらよいですか。 

【A１－27】自営線で隣接する他社から電気の供給を受けている場合や、自己託送でグループ会社か

ら電力を受けている場合は、発電量及び発電に用いた燃料の使用量から算出される係数を

用いてGJへの換算を行ってください。詳細は定期報告書記入要領の別添資料６をご覧くだ

さい。 
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２．特定連鎖化事業者の指定について 

【Q２－１】特定連鎖化事業者として指定を受ける必要があるのは、どのような事業者でしょうか。 

【A２－１】フランチャイズチェーン事業などにおいて、以下の条件を満たしており、かつ、本部と加盟店のエネ

ルギー使用量（原油換算値）を合計して 1,500kl／年以上であれば、その本部が特定連鎖化事業

者として指定を受ける必要があります。 

＜条件＞ 

本部と加盟店との契約における約款において、以下の１及び２の双方の事項を満たしていること

。 

１．加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告を加盟店から本部にさせることができるこ

と 

２．以下のいずれかを指定していること 

①空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法 

②冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法 

③照明に係る機種、性能又は使用方法 

④加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法 

また、本部が定めた方針又は行動規範、マニュアルを遵守すべき定めが約款に規定され

ている場合も同様の扱いとします。 

 

【Q２－２】フランチャイズチェーン事業などにおける本部と加盟店との約款が【A２－１】に示した条件

を満たしている場合、その本部はエネルギー使用量をどの範囲まで把握しなければならないので

しょうか。 

【A２－２】本部が設置している工場等（例：本部、工場、配送センター、直営店）のエネルギー使用量

を把握するとともに、フランチャイズチェーン事業などに加盟する者が設置している当該事業に

係る工場等（加盟店）のエネルギー使用量を把握する必要があります。 

 

【Q２－３】フランチャイズチェーン事業などにおける本部と加盟店との約款が【A２－１】に示した条件

を満たしている場合であって、その本部自らが設置している工場等のエネルギー使用量（原油換

算値）が合計して 1,500kl／年以上の場合については、特定連鎖化事業者だけでなく、特定事

業者として指定を受けなければならないのでしょうか。 

【A２－３】特定連鎖化事業者のみの指定を受けることとなります。 

 

【Q２－４】Ａ社が行うフランチャイズチェーン事業における加盟店（Ｂ社）との約款が【A２―１】に示

した条件を満たしており、Ｂ社が設置している店舗が複数あります。当該事業におけるＢ社の店

舗だけで年間のエネルギー使用量（原油換算値） が合計して 1,500kl／年以上になる見込みで

すが、この場合、Ｂ社は特定事業者の指定を受けなければならないでしょうか。 

【A２－４】そのとおりです。この場合、Ｂ社は特定事業者として指定を受けるとともに、Ａ社の加盟店と

して、Ａ社の事業の加盟店にかかるエネルギー使用量を、Ａ社に対し約款に基づき報告する
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必要があります。 

 

【Q２－５】複数のフランチャイズチェーン事業を行っており、いずれも【A２－１】に示した条件を満た

している場合、その本部は複数の特定連鎖化事業者として指定を受けなければならないのでしょ

うか。 

【A２－５】複数の事業について一括して指定を受けることになりますので、複数の指定を受ける必要はあ

りません。 

 

３．エネルギー管理者統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任について 

【Q３－１】エネルギー管理統括者は、どのような者を選任しなければならないのですか。 

【A３－１】事業経営の一環として、事業者が設置している全工場等につき鳥瞰的なエネルギー管理を行い得

る方、原則として役員等の役職に就いている方を選任いただく必要があります。例えば、財務担当や

情報担当といった担当役員が置かれているように、エネルギー担当といった役員を設置し、その任に

当たらせることも一案として考えられます。なお、エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士

免状の交付を受けている者といった資格の要件はありません。 

 

【Q３－２】エネルギー管理統括者は、どのような役割を担っているのでしょうか。 

【A３－２】①エネルギーを消費する設備やエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持、新設及び改造又

は撤去の決定、②定期報告書や中長期計画等の作成事務、③エネルギー管理指定工場等を設置してい

る事業者にあっては、エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任、指導に関することが役割とし

て挙げられます。 

 

【Q３－３】エネルギー管理企画推進者は、どのような者を選任しなければならないのですか。 

【A３－３】エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者の中から選任いただ

く必要があります。 

 

【Q３－４】エネルギー管理企画推進者は、どのような役割を担っているのでしょうか。 

【A３－４】エネルギー管理統括者の職務を実務面から支え、補佐することが役割となります。 

 

【Q３－５】エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者は、本社で常勤している者でないと選任で

きないのでしょうか。 

【A３－５】必ずしも本社で常勤していない方であっても、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推

進者の役割を担うことができる方であれば、選任できます。 

 

【Q３－６】エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員といった役職

を、同一人物が複数兼任することや、他事業者に外部委託することは可能でしょうか。 

【A３－６】原則として認めておりませんが、条件を満たし、かつ、経済産業局が承認した場合に限り可能と

なります。承認の基準は､資源エネルギー庁のホームページ等から『エネルギーの使用の合理化等に関
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する法律施行規則第8条第1高等の承認の基準』をご参照下さい。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/kennin.pdf 

 

【Q３－７】平成 21 年度以前に開催された「エネルギー管理講習」を受けた者であっても平成 22 年度以降

エネルギー管理企画推進者やエネルギー管理員に選任することができますか。 

【A３－７】①平成 18 年度から平成 21 年度の間に「エネルギー管理講習」の「新規講習」を修了した者 

 ②平成 21 年度に「資質向上講習」を修了した者 

のいずれかの条件を満たす者であれば選任することができます。ただし、平成 18 年度に「エネ

ルギー管理講習」の「新規講習」を終了し、平成 18 年度から平成 20 年度までの間にエネルギ

ー管理員に選任されている方は、平成 21 年度に「資質向上講習」を修了する必要があるな

ど、留意すべき事項があります。詳細は、「エネルギー管理講習」を実施する機関として財

団法人省エネルギーセンターのホームページ等をご確認下さい。 

 

【Q３－８】エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習の開催予定等の情報はどのように入手できます

か。 

【A３－８】エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習を実施する機関として財団法人省エネルギーセ

ンターが指定されていますので、同センターのホームページ等をご確認下さい。 

 

４．テナントビルにおけるエネルギー管理の在り方について 

【Q４－１】テナントビルにおいて、オーナー、テナントはそれぞれどういった範囲のエネルギー使用

量を算入することになりますか。 

【A４－１】オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量に

ついて算入する必要があります。一方、テナントは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、

テナント専用部にかかるエネルギー使用量（テナントがエネルギー管理権原を有する設備、オ

ーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など）をすべて算入する必要があります。 

 

【Q４－２】エネルギー管理権原を有しているとはどのような状況をいうのでしょうか。 

【A４－２】①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギー使用量が計量器等により特定

できる状態にあることをいいます。 

 

【Q４－３】テナント専用部のエネルギー使用量について、テナントが個別に把握していない場合、テナン

トはどのように対応すればよろしいでしょうか。 

【A４－３】テナント専用部のエネルギー使用量は、オーナーからテナント毎に伝えることが重要であり、

オーナーは可能な範囲で対応することが望まれます。なお、テナント専用部のエネルギー使用量に

ついては、テナント単位で計量されていない場合が多いことから、オーナーにおいて合理的な手法

により推計を用いてテナント側に情報提供を行ってもよいこととします。また、オーナーからテナ

ントに情報提供がない場合には、テナントのみで推計した値をエネルギー使用量として算入して

もよいこととします。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/kennin.pdf
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【Q４－４】テナント専用部における推計手法とはどういった手法が考えられますか。 

【A４―４】推計手法はあくまで事業者がその状況に応じ、適切かつ合理的な計算方法を選択することとな

ります。空調エネルギーにおける推計手法として考えられるものは、 

①テナントの活動情報を考慮して案分する手法 

②テナントの面積を用いて案分する手法 

③推計ツールを活用し推計する手法 

④類似の業態のテナントの原単位を用いて算出する手法 

などが考えられます。 

推計ツールは、財団法人省エネルギーセンターのホームページ等を参照して下さい。 

 

【Q４－５】区分所有のビルであって、オーナーが複数いる場合は、どの範囲のエネルギー使用量を算

入することになりますか。 

【A４－５】区分所有している区画ごとにエネルギー使用量を把握し、各オーナーが算入する必要があ

ります。また、区分所有している区画以外の共用部分については、区分所有者で協議の上、

１者が共用部全体を算入する必要があります。 

 

【Q４－６】共同所有ビルの場合、誰がエネルギー使用量を算入することになりますか。 

【A４－６】所有者間で協議の上、１者が代表して算入する必要があります。 

なお、当該ビルの入居者にて構成する管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエ

ネルギー管理権原を実態的に有していると判断できる場合は、管理組合が算入することもできま

す。管理組合が算入した場合、共同所有者は当該ビルのエネルギー使用量を算入する必要はあり

ません。 

 

【Q４－７】区分所有ビルの場合、【Q４－５】において、所有しているオーナーごとに各区画のエネル

ギー使用量を算入すると記載されていますが、区分所有ビルの入居者にて構成する管理組

合が算入することは可能ですか。 

【A４－７】管理組合が機能しており、かつ、当該ビルのエネルギー管理権原を実態的に有していると判断

できる場合は、管理組合が算入することができます。管理組合が算入した場合、区分所有者

は当該ビルについて算入する必要はありません。 

 

【Q４－８】証券化ビルの場合、誰がエネルギー使用量を算入することになりますか。 

【A４－８】当該ビルの管理にかかる指図権を有している特別目的事業体（特定目的会社、不動産投資

法人、合同会社等）が算入する必要があります。 

 

【Q４－９】A 社が所有する建物全体を B 社が単独で賃借（一棟借り）している場合、エネルギー使

用量をどのように算入しますか。 

【A４－９】一棟借りの場合についても、オーナー・テナントの双方が【A４－１】に示した整理に基づ
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いて算入しますが、オーナー（A 社）とテナント（B 社）の双方が合意している場合に限

り、建物全体のエネルギー使用量をテナント（B 社） のみが算入することもできます。な

お、その合意については、テナント（B 社） がエネルギー管理義務を負うことなどの事項に

つき、覚書等を書面で取り交わすことが望まれます。 

 

【Q４－10】A 社が所有する建物（の全部又は一部）を B 社が賃借し、さらに B 社が当該賃借部分の

全部又は一部をC 社に転貸（サブリース）している場合、エネルギー使用量をどのよう

に算入しますか。 

【A４－10】この場合、【A４－１】に示した整理に基づき、A 社は建物全体のエネルギーから、B 社

及びC 社にエネルギー管理権原がある設備のエネルギーを引いた値を算入します。また、

B 社及びC 社は、専用部のエネルギー使用量（エネルギー管理権原がある設備、専用部分

で使用する空調・照明等）を算入します。 

なお、B 社が専用している区画がない（つまり、B 社が当該賃借部分の全部を C 社に

転貸している）場合は、B 社にエネルギー管理権原がある設備が建物内に設置されている

場合に限り、B 社が当該設備のエネルギー使用量を算入します。 

 

【Q４－11】 A 社が所有する建物に B 社がテナントとして入居していますが、B 社の専用部の一部分を 

B 社と貸借契約を結ばない形態でC 社が使用しています。この場合、誰が C 社のエネルギー

使用量を算入しますか。 

【A４－11】B 社と C 社の間に貸借関係にない場合は、C 社が使用している区画のエネルギー使用量も

含めて、B 社がテナントとして専用部におけるエネルギー使用量を算入します。 

 

５．エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書について 

【Q５－１】エネルギー使用状況届出書等の提出時期はいつ頃ですか。 

【A５－１】エネルギー使用状況届出書は５月末、定期報告書及び中長期計画書は７月末までにご提出い

ただくこととなります。 

 

【Q５－２】エネルギー使用状況届出書はどこに提出すればよろしいでしょうか。 

【A５－２】本社の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。また、登記簿上の本店と、

実質的な本社機能のある事務所（事業者全体のエネルギー管理の状況ついて把握し、管

理体制の整備等を行い得る事務所）の所在地が異なる場合は、実質的な本社機能のある事

務所の所在地を管轄する経済産業局に提出することとなります。 

 

【Q５－３】定期報告書、中長期計画書はどこに提出すればよろしいでしょうか。 

【A５－３】経済産業局及び各事業を所管している省庁の地方支分部局（いずれも本社の所在地を管轄

する局）となります。 

なお、複数事業を行っている場合については、各事業を所管している省庁の地方支分部局ご

とに提出が必要となります。 
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【Q５－４】定期報告書につき、エネルギー管理指定工場ごとに提出する必要がありますか。 

【A５－４】エネルギー管理指定工場ごとに提出する必要はありませんが、事業者全体の定期報告書の内

訳としてエネルギー管理指定工場の定期報告書を添付いただくこととなります。 

 

【Q５－５】中長期計画書を作成するにあたり、参画証明書は必要ですか。 

【A５－５】中長期計画書の作成におけるエネルギー管理士の参画要件はありません。 

これは、事業者全体の中長期計画書を作成する際、現場におけるエネルギー管理の知見以上に経

営戦略上の視点が必要となることから、事業者全体において鳥瞰的なエネルギー管理を行い得るエ

ネルギー管理統括者（及びそれを補佐するエネルギー管理企画推進者）が作成することとなるた

めです。 

 

６．工場判断基準について 

【Q６－１】判断基準とは､どのようなものでしょうか。（新規） 

【A６－１】判断基準とは事業者が、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るための計画に

関し、判断の基準となる具体的な事項を国が定めたものです。（正式名称を『工場等における

エネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準』平成21年3月31日経済産業省告示第66号

）判断基準は、大きく基準部分（Ⅰエネルギーの使用の合理化の基準）と目標部分（Ⅱエネル

ギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置）から成り立っております。 

事業者は、判断基準に基づき、エネルギーの使用の合理化に係る取組方針や管理標準（管理

マニュアル）を作成し、エネルギーの使用の合理化に取り組む必要があります。 

特定事業者等は、毎年国に提出する定期報告書の中で判断基準の遵守状況を報告することが

求められています。遵守状況が著しく悪い場合には、合理化計画の作成指示などの法的措置が

とられることがあります。 

 

【Q６－２】判断基準に記載されている、エネルギー消費原単位及び電気需要標準化評価原単位を

中長期的に見て年平均１％改善するという努力目標は、工場等ごとに取り組むものでし

ょうか。（変更） 

【A６－２】努力目標は、事業者工場等全体又は工場ごとに取り組んでいただくものとなります。（変更） 

 

【Q６－３】エネルギー管理指定工場である工場の敷地内に事務部門のビルが立地している場合、当該ビ

ルのエネルギー消費設備に関する管理標準は、省エネ法改正前の判断基準に基づいて設定した

管理標準とは別に、新たに“専ら事務所その他の用に供する事業所における判断基準（事務

所等の判断基準）”に従って設定しなければならないでしょうか。 

【A６－３】この場合、既に設定している管理標準があれば、新たに“事務所等の判断基準” に基づいた

管理標準を別に設定する必要はありません。 

 

【Q６－４】規模が小さく、使用する設備が限定的な事業所（例えば、空調、照明、パソコンのみ使用
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する事務所）についても、事業所ごとに判断基準に基づく管理標準を作成する必要がありま

すか。 

【A６－４】原則として管理標準は事業所ごとに作成する必要がありますが、エネルギー管理指定工場に

指定されていない工場・事業場に設置された設備であり、包括的に管理標準を作成できる設備

（例えば、空調、照明、OA 機器等）については、会社全体で包括的に管理標準を作成して

も問題ありません。 

 

【Q６－５】電力会社による電気使用量の検針日が必ずしも月末最終日になっていませんが、１

年間のエネルギー使用量は、日割計算などを行って、４月１日～翌年３月３１日まで

の使用量として正確に算入する必要がありますか。 

【A６－５】年度ごと（４月１日～翌年３月３１日）のエネルギー使用量を算入することが原則となり

ますが、検針日が月末最終日でないために年度単位の電気使用量が把握困難な場合は、４月１

日以降の直近の検針日から翌年３月１日以降の直近の検針日までに示された計１２ヶ月分の電

気使用量を１年間の使用量として算入することもできます。 

 

【Q６－６】事業者全体のエネルギー消費原単位を計算する際、同一企業が複数の事業を行って

いるため、「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(定期報告書の特定－第３表のＥ欄)」の単位を単一に設定できない場合、当該

原単位の対前年度比はどのように算出しますか。 

【A６－６】「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」の単位を

単一に設定できない場合は、①日本標準産業分類の細分類に基づいた事業ごとにエネルギー消

費原単位及び同原単位の対前年度比を算出し、② エネルギー使用量における事業ごとのエネル

ギー使用割合を乗じて「エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度(定期報告書の

特定－第３表のＩ 欄)」を算出します。この事業ごとの寄与度を合計した値(定期報告書の特

定－ 第３表のＺ欄)を、事業者全体のエネルギー消費原単位の対前年度比とします。 

 

【Q６－７】事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合等(以下「移管等」という。)、移管

等が行われた場合、エネルギー使用量はどのように算入しますか。 

【A６－７】事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合などが行われた後、事業者において明らかに

年間1500kl以上のエネルギーを使用する事業活動が行われることが見込まれる場合（※）は、

事業移管等と同時に、エネルギー使用状況届出書の提出へのご協力をお願いいたします。 

 移管等の形態によらず、移管等が行われた後の事業者が、移管等前の分も含めてエネルギー

使用量を計算し、報告することとしてください。 

（※）事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合などであって、当該事業の生産場所や生

産活動等に継続性があり、事業移管等の前後で当該事業のエネルギー使用量やエネルギー使用

状況に変化がないことが見込まれる場合（例：ＨＤ化に伴い一部事業をそのまま子会社化する

場合など） 

 なお、合併等のパターンに応じた対応例は以下の通りです。 
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【Q６－８】LP ガスの使用量について、定期報告書には"ｔ（トン）"の単位を用いて記載する

こととなっていますが、供給事業者からの検針票等に"ｍ３（立方メートル）"の単位

で表示されている場合、どのようにして"ｔ（トン）"に換算しますか。 

【A６－８】LP ガスを“ｍ３（立方メートル）”から“ｔ（トン）”に換算する際の係数は、供給事業者

に確認した係数を用いて換算します。なお、係数の確認が困難な場合は、以下の数値を用い

て換算することもできます。 

 

種類 １ｍ３当たりのｔ（トン）への換算係数 

プロパン １／５０２ ［ｔ］ 

ブタン １／３５５ ［ｔ］ 

プロパン・ブタンの混合 １／４５８ ［ｔ］ 

 

 

７．電気需要平準化時間帯について 

【Q７－１】電気需要平準化時間帯とは、具体的にどのような時間帯でしょうか。 

【A７－１】全国一律で７月１日から９月３０日（夏期）及び１２月１日から３月３１日（冬期）の

８時から２２時（土日祝日を含む。）のことです。 

 

【Q７－２】電気需要平準化時間帯の買電量を自ら計測して把握できない場合は、どのように電

気需要平準化時間帯の買電量を報告すれば良いでしょうか。 

【A７－２】電力会社から提供される検針票の力率測定用の有効電力量の値を報告して下さい。 

 

【Q７－３】電気需要平準化時間帯の買電量を自ら計測できず、かつ電力会社から提供される検

針票を用いても把握できない場合は、どのように電気需要平準化時間帯の買電量を報

告すれば良いでしょうか。 

【A７－３】夏期（７～９月）及び冬期（１２月～３月）の全ての昼夜間買電量を、電気需要平

準化時間帯の買電量として報告して下さい。 
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【Q７－４】電力会社から提供される検針票を用いて報告を行う場合で、検針票における電気の

使用期間と電気需要平準化時間帯の期間にズレが生じてしまう場合は、どのように電

気需要平準化時間帯の買電量を報告すれば良いでしょうか。 

【A７－４】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ことが原則となりますが、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は、（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４ヶ月分、以上の電気使用量を電気需要平準化時間帯

の買電量として報告して下さい。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。 

 

 

【Q７－５】特定規模電気事業者（新電力）からの買電量も、昼間・電気需要平準化時間帯・夜間の買

電量に分けて報告する対象になるとのことですが、電気を熱量に換算する係数はどの値を

使用することになりますか。 

【A７－５】一般電気事業者からの買電量と同様に、昼間買電及び電気需要平準化時間帯の買電は

、９．９７GJ/千 kWh、夜間買電は９．２８GJ/千 kWh を使用して下さい。 

 

【Q７－６】特定規模電気事業者（新電力）の換算係数が変更になりますが、過去４年度間分も

遡って計算し直す必要がありますか。 

【A７－６】過去４年度間分については、遡って計算する必要はありません。なお、過去４年度間

分を遡って計算し直すことを妨げるものではありません。係数の変化に伴い、エネルギー

消費原単位が悪化した場合、その旨を特定-第５ 表（指定-第７表）に記入してください。 

 

【Q７－７】電気需要平準化時間帯の買電量が把握できる事業所と、集会所などの電気需要平準

化時間帯の買電量が把握できない事業所がある場合は、どのように報告すれば良いで

しょうか。 

【A７－７】電気需要平準化時間帯の買電量が把握できる事業所については、把握している電気
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需要平準化時間帯の買電量を報告してください。また当該買電量が把握できない事業

所については、夏期（７～９月）及び冬期（１２月～３月）における全ての買電量を

、電気需要平準化時間帯の買電量として報告することで、代替できることとしていま

す。 

 

８．電気需要平準化評価原単位について 

【Q８－１】電気需要平準化評価原単位とエネルギー消費原単位の「変化状況」、「改善できなかっ

た理由」、「達成状況」の関係性について、詳しく教えてください。 

【A８－１】電気需要平準化評価原単位とエネルギー消費原単位の「変化状況」については、両方の変

化状況を管理いただき、どちらも報告を求めます。なお、原単位が年平均１％以上改善

できなかった場合は、「改善できなかった場合の理由」を必ずご報告いただきます。また

原単位の年平均１％以上改善の「達成状況」については、少なくともどちらか一方で

の達成を目指すものです。（変更） 

 

【Q８－２】電気需要平準化評価原単位とエネルギー消費原単位の算出にあたり必要な、「エネ

ルギー使用量と密接な関係を持つ値」は、同一でなければいけないのでしょうか。 

【A８－２】原則「エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」は、同一でなければなりません。た

だし、エネルギー使用量と密接な関係を持つ値に稼働日数等を使用している場合には､

電気需要平準化評価原単位（夏期・冬期）とエネルギー消費原単位（通年）のそれぞれ

の値の数値が異なる場合はありえます。（追記） 

 

 

【Q８－３】電気需要平準化評価原単位は、過去年度の値を報告する必要がありますか。 

【A８－３】クラス分け制度において、努力目標達成（5年間平均原単位1％以上低減）を判定す

るため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう

、データの範囲等の確認をしてください。過去のデータがそろわない場合は、原則事

業者クラス分け制度(SABC評価制度）の判定が受けられません。（変更） 

 

【Q８－４】電気需要平準化評価原単位を遡って報告する場合、時間帯別の電気使用量を把握で

きていない場合は、どのように報告すれば良いでしょうか。 

【A８－４】夏期（７～９月）及び冬期（１２月～３月）の昼夜間全ての買電量を、電気需要平

準化時間帯の買電量として電気需要平準化評価原単位を算出して下さい。 

 

【Q８－５】電気の需要の平準化に資する取組を実施していなくても、電気需要平準化評価原単

位を報告しなければいけないでしょうか。 

【A８－５】電気需要平準化評価原単位とエネルギー消費原単位については、両方の変化状況を

管理いただき、どちらも報告を求めます。 
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【Q８－６】電気需要平準化評価原単位の５年度間平均原単位変化の数値が算出されるまでは、

年平均１％以上改善できなかった理由を報告しなくてもよいでしょうか。 

【A８－６】５年目の報告までは、５年度間平均原単位変化の数値が算出できませんので、記載い

ただかなくて構いません。ただし、前年度に比べ改善できなかった場合はその理由を報

告して下さい。 

 

【Q８－７】定期報告の対象年度以前より継続して実施している電気の需要の平準化に資する取

組がある場合は、定期報告書で報告することができますか。 

【A８－７】過去から継続している取組についても併せて報告して下さい。 

 

９．電気事業者に係る措置について 

【Q９－１】法律第154条に基づき、経済産業省令で定めた開示を求めることができる情報である、

「一定の時間ごとの電気の使用量」とは具体的にはどのような情報でしょうか。（変更） 

【A９－１】「一定の時間ごとの電気の使用量」とは、３０分又は１時間ごとの電気使用量のことで

す。例えば、電力会社が遠隔検針により３０分又は１時間ごとの電気使用量を保有して

いる場合に限り、開示の対象になります。 

 

【Q９－２】３０分又は１時間というのは、事業者が任意に選択できるのでしょうか。 

【A９－２】電力会社が保有している情報に限り開示請求をすることができますが、保有してい

る情報が３０分ごとか１時間ごとかは、電力会社によって異なるため、個別にお問い

合わせください。 

 

【Q９－３】遠隔検針を行っていない場合は、３０分又は１時間ごとの電気使用量について開示

請求できないのでしょうか。 

【A９－３】電力会社が、遠隔検針を行っていない場合は、３０分又は１時間ごとの電気使用量

を保有していないので請求することはできません。 

 

【Q９－４】電気使用量の情報を請求できる期間に制限はあるのでしょうか。 

【A９－４】電力会社が保有する情報が対象で、保有する期間等も電力会社によって異なるため

、個別にお問い合わせください。 

 

【Q９－５】開示の方法や様式は任意に指定できるのでしょうか。 

【A９－５】インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提

供する方法とします。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限り

ではありません。 

 

【Q９－６】電力会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合とは、どうい

う場合ですか。 
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【A９－６】社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及

び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の

求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業

務が立ち行かなくなる場合があたります。 

 

１０．その他 

【Q10－１】余剰売電をおこなっている太陽光発電設備を設置しているが、電気需要平準化の策

となるのでしょうか。 

【A10－１】太陽光発電による電気の自家消費分については、電力会社の電気の使用の低減につ

ながることから、電気の需要の平準化に資する対策と言えます。省エネ法では、化石

燃料由来のエネルギーの使用の合理化を求めているため、太陽光発電による売電分は

評価されません。ただし、太陽光発電による電気を自家消費することは、電力会社か

ら供給される化石燃料由来の電気の使用の低減になるため、間接的にではありますが

、省エネ法上も評価できている状況です。 
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Ⅱ.荷主 

１．荷主の定義 

【Q1－1】省エネルギー法の改正において、荷主は、どう定義されているのでしょうか。（変更） 

【A1－1】荷主は、法第 105条において、以下の通りとなります。 

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者（第 1号荷主）ただし、他

の事業者により実質的に貨物の輸送方法等（輸送モード、受取日時、受取場所）が決定さ

れている場合は除きます。 

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者と

の契約等において、当該貨物の輸送方法等（輸送モード、受取日時、受取場所）を実質的

に決定している事業者（第 2号荷主） 

 

【Q1－2】荷主の定義ですが、「自らの事業に関して」とありますが、発送側事業者と受取側事業者

ではどちらが「自らの事業に関して」に該当するのかどのように判断したらよいのでしょう

か。 

【A1－2】どちらも「自らの事業に関して」という文言に該当する可能性もあります。どちらが荷主

になるかは、①貨物輸送事業者と直接契約しているのはどちらか、②輸送事業者との契約に

おいて、輸送方法等をどちらが実質的に決定しているかどうかによって決まります。 

 

【Q1－3】「輸送モードを決定している」とはどういうことですか。 

【A1－3】貨物を輸送する際の輸送方法（トラック、船舶、鉄道、航空等）を決定することを指しま

す。 

 なお、輸送方法を明示的に決定していなくても、一定の料金内での輸送の指示など、輸送

方法の決定にかかわる制約を課している場合も、輸送モードを決定しているものと考えま

す。 

 

【Q1ー4】法第 105条第 1号の荷主の判断基準について「輸送の方法等」の要素として「①輸送モー

ド」があり、この内容について以下の場合について輸送モードを決定している場合に該当す

るかを教えてください。 

Ⓐ外注する場合、輸送業者をＡ社またはＢ社で発送して欲しいと範囲を限定すること。 

Ⓑ外注する場合、外注先からＡ社かＢ社しか利用できないと提示された際、何れかを選択し

た場合。 

【A1－4】Ⓐの場合は、輸送業者の選択によってトラック等、輸送方法が制約される場合、あるいは

料金体系によって輸送方法が決まってくる場合は輸送モードを決定しているものと考えま

す。 

 Ⓑの場合も、提示された輸送事業者の情報だけでは輸送手段が特定できない場合は自社が

輸送モードを決定しているものと考えますが、輸送事業者を提示された時点で輸送方法が限

られてくる場合、あるいは料金が決まってくる場合は輸送モードを決定しているとはみなし

ません。 
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【Q1－5】貨物の輸送方法等を実質的に決定している者に該当する要素として以下の場合は該当しな

いでしょうか。 

①輸送モード、②受取日時、③受取場所 のうち１つでもこの要素が欠けている場合。ま

た、上記 3つの要素を決定していてれば、輸送事業者であっても荷主になるのでしょうか。 

【A1－5】貨物輸送事業者と直接の契約関係になく、①②③の条件のうち 1つでも欠けている場合は

荷主とはなりません。（この場合は、貨物輸送事業者と直接契約している事業者が荷主とな

ります） 

 法第 105条第 1号で「貨物の輸送の事業は除く。」と規定されておりますので、輸送事業

者は荷主とはなりません。 

 

【Q1－6】個別の郵便物・宅配物に関してはこれまでカウントしていましたが、これらの取扱いにつ

いては、新定義の下もカウントしますか。 

【A1－6】「貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法」に関して、自らが決定してい

る場合は、引き続き算定の対象となります。 

 

【Q1－7】自社設備の輸送に関して、設備メーカー側が手配した輸送事業者を利用している場合は、

誰が荷主となりますか。 

【A1－7】法第 105条第２号に基づき、他の事業者（設備メーカー）との契約その他の取決めにより

当該貨物の輸送の方法等（貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法）を実質

的に決定しているのが自社でないのであれば、輸送事業者と直接契約をした事業者が荷主と

なります。 

 

【Q1－8】貨物輸送事業者と契約しているのは自社ですが、送り先とその日時は A社から、輸送方法

は B社から指示を受けています。この場合、誰が荷主となるのでしょうか。 

【A1－8】2号荷主として、貨物輸送事業者と直接の契約関係のない事業者が荷主となるためには、

①受取日時、②受取場所、③輸送方法を同じ事業者が決定していることが必要ですので、こ

の場合は自社が荷主となります。 

 

【Q1－9】自社は製造業であり、輸送については子会社が貨物輸送事業者と契約している。この場

合、誰が荷主となるのでしょうか。 

【A1－9】貨物輸送事業者と契約しているのは子会社ですが、①受取日時、②受取場所、③輸送方法

を親会社が実質的に決定している場合は、親会社が荷主となります。 
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Ⅲ．工場・事業場、荷主 共通 

１．連携省エネルギー計画について 

【Q1－1】連携省エネルギー計画の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 

【A1－1】連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の事業者が連携して省エネ取組（連携省エ

ネルギー措置）を行う場合に、省エネ法の定期報告書において連携による省エネ量を事業者

間で分配して報告することが出来る制度です。制度を利用するためには、「連携省エネルギ

ー計画」を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要がありま

す。 

 

【Q1－2】連携省エネルギー計画の認定を受けたいのですが、どのように記載すれば認定を受ける

ことができますか。 

【A1－2】連携省エネルギー計画は、「連携省エネルギー計画の作成のための指針」に照らして適

切なものでなければなりませんので、同指針に沿った形で計画を作成してください。 

 

【Q1－3】連携省エネルギー計画の目標はどのくらい正確である必要がありますか。また、もし目

標が守れなかった場合は、罰則等はありますか。 

【A1－3】連携省エネルギー計画の目標は、推計でかまいませんので定量的に計算をお願いしま

す。仮に計画内容と報告内容に著しく齟齬がある場合や明らかに形骸化していると思われる

場合は、認定取消の対象となる場合があります。 

 

【Q1－4】連携省エネルギー計画について、何年も前から連携をしている場合、計画の開始時期は

いつにして申請すればいいのでしょうか。1年以上前を開始時期とした場合、定期報告書も

さかのぼって連携省エネルギー措置を反映してよいのでしょうか。 

【A1－4】既に連携を行っている場合は、連携省エネルギー計画認定申請書の始期を過去に遡及し

て申請することも可能です。定期報告書の報告は、連携省エネルギー計画認定申請書の開始

時期に遡って算出してください。 

 

【Q1－5】事業者クラス分け評価制度（クラス分け評価制度）の対象となる 5年間平均原単位変化

は、特定第４表のいずれを採用するのでしょうか。いずれかが 99.0％以下で Sクラスにな

るのでしょうか。 

【A1－5】連携による省エネ量を企業間で分配したあとの原単位について事業者ごとに評価しま

す。特定第 4表 1-2（エネルギーの使用に係る原単位）、特定第 4表 2-2（電気需要平準化

評価原単位）の値(いずれかよい方)で判定します。 

 

【Q1－6】連携省エネルギー措置を実施した場合のクラス分け評価について、5年間連携しないと、

クラス分け評価の対象にならないということでしょうか。希望があれば、連携していない年

度の原単位を使用して、5年度間の平均原単位を算出してもよいでしょうか。 

【A1－6】連携省エネルギー措置の前後が混在した５年度分もクラス分け評価は実施されます。 
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２．認定管理統括事業者の認定について 

【Q2－1】認定管理統括事業者の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 

【A2－1】認定管理統括事業者の認定制度とは、グループ企業の親会社等が、グループの一体的な

省エネルギー取組を統括管理する者として認定を受けた場合、子会社等も含めて当該親会社

等（認定管理統括事業者）による省エネ法の定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認め

る制度です。制度を利用するためには、「認定管理統括事業者に係る認定申請書」に必要事

項を記載の上、経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。 

 

【Q2－2】認定管理統括事業者制度の認定を受けた場合、グループとして5年間さかのぼりで原単位

を算出する必要がありますか。 

【A2－2】クラス分け評価制度において、努力目標達成（5年間平均原単位1％以上低減）を判定す

るため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう、デー

タの範囲等の確認をしてください。過去のデータがそろわず、5年度間平均原単位の算出が

できない場合は、原則事業者クラス分け制度(SABC評価制度）の判定が受けられません。 

 

【Q2－3】認定管理統括事業者制度の認定を受けて三年間は管理関係事業者メンバーの変更（追

加・削除）をできないという理解でよいのでしょうか。 

【A2－3】エネルギーの使用の合理化等を継続的に図る観点から、経済的・社会的に止むを得ない

場合を除いて、原則として少なくとも３年間は認定を受けた企業グループにおける事業者の

変更及び制度活用の取り止めはできません。 

 

【Q2－4】認定管理統括事業者制度の認定を受けた後、認定の取消・メンバーの変更等を行いたい

場合は、どのような手続きを踏むのでしょうか。 

【A2－4】新規に、認定管理統括事業者の認定を受けることになります。 

 

【Q2－5】認定管理統括事業者の管理関係指定工場になった場合には、指定工場について、改めて

の選任届は必要でしょうか。 

【A2－5】不要です。 

 

【Q2－6】認定管理統括事業者の管理関係事業者番号は 1,500kl未満の事業者にも割り振られるで

しょうか。 

【A2－6】認定管理統括事業者の管理関係事業者として認定を受けた場合は、1,500kl以下であって

も管理関係事業者番号が割り振られます。 

 

【Q2－7】1,500kl未満の親会社（非特定事業者）の場合、認定表の統括表にも、認定統括事業者名

は記載しないという理解でよいのでしょうか（その場合は、認定表も不要でしょうか。）。 
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【A2－7】認定管理統括事業者のエネルギー使用量が 1,500kl以下の場合は、認定―統括表１の記

載は不要ですが、認定表はエネルギー使用量が 1,500kl以上の事業者の分提出が必要です。 

 

【Q2－8】一体管理の証明書類は覚書以外も可能としているのでしょうか。  

【A2－8】以下の内容を全て含む書面化された「取決め」が必要です。覚書の形式をとっていなく

ても認定管理統括事業者・管理関係事業者全てにコミットメントできているもの（グループ

全体の規則など）であれば問題ありません。 

① 工場等におけるエネルギーの使用の合理化の取組方針 

② 工場等におけるエネルギーの使用の合理化を行うための体制 

③ 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法 

 

【Q2－9】取決めには、エネルギー使用の合理化に関する目標について、具体的な判断の基準（〇

年度比 1％以上削減となっていればよい等。）はありますでしょうか。 

【A2－9】省エネ法の努力目標（5年度平均原単位 1％以上改善、ベンチマーク基準達成など)に沿

って記載されることが望ましいですが、数値的な目標に直すのが難しい場合（エネルギー使

用量の削減や、設備共同購入・共同利用などで一体的に取り組むことが明記されている場合

など）もありますので、基準を設けることはしておりません。 

 

【Q2－10】今後エネルギーの一体的管理を行う予定（現状は一体管理をしていない）ですが、いま

認定管理統括事業者に係る認定を申請できますか。 

【A2－10】現状、エネルギーの一体的管理を実施している場合のみ、申請が可能です。（現時点で

エネルギーの一体的管理をしていない場合は、申請できません。） 

 

【Q2－11】「認定管理統括事業者に係る認定申請書」の「６．その他」について、どのようこと

を記載すればよいのでしょうか。 

【A2－11】1.～5.記載事項の補足や全体的に省エネギーのために行っていることの特記事項などが

あれば記入します。特段なければ空欄でも問題ありません。 

例：３．一体管理の概要では記載しきれなかった具体的に行われる対策（エネルギーの共同

購入、設備の共同利用等により年○○kl省エネ効果が見込まれるなど）等を記載。 

 

【Q2－12】地方公共団体における行政機関(教育委員会、上下水道、病院等)は、認定管理統括事業

者制度の対象になりますか。 

【A2－12】地方公共団体において、一体的にエネルギー管理をしている場合は、対象となります。

(同じ地方公共団体に限ります。） 

 

【Q2－13】認定管理統括事業者のエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者は認定の範囲

内であれば誰を選任してもよいのでしょうか。(管理関係事業者の職員を選任してもよいの

でしょうか。） 
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【A2－13】基本的に、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者については、認定管理

統括事業者から選任してください。 

 

【Q2－14】認定管理統括事業者の職員を管理関係事業者のエネルギー管理者（員）に選任すること

は可能でしょうか。 

【A2－14】可能です。 

 

【Q2－15】認定管理統括事業者、管理関係事業者間でのエネルギー管理者(員）の兼任をしてもよ

いのでしょうか。 

【A2－15】経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受ければ、兼任は可能となります。 

 

【Q2－16】特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者制度を利用することは可能でしょうか。 

【A2－16】可能です。 

 

【Q2－17】ベンチマークの算定範囲・評価等はどうなりますか。ベンチマークも法人単位ではな

く、関係事業者まとめての評価でしょうか。まとめての評価の場合、法人単位では 1,500kl

以上のベンチマーク（BM）事業がなくても、グループ会社全体で、1,500kl以上の BM事業

となった場合は、指標の算出は必要ということでしょうか。 

【A2－17】認定管理統括事業者の場合、管理関係事業者を含めグループ全体で評価となります。法

人単位で、1,500KL以上の BM事業者がなくても、グループ全体で 1,500KL以上の BM事業者

となった場合、特定―第 6表の算出記載が必要となります。 

 

【Q2－18】管理関係事業者の評価は、どうなるのでしょうか。 

【A2－18】認定管理統括事業者と管理関係事業者は、全体で一つの評価を受けることになります。 

 

【Q2－19】認定を受けた場合、事業者クラス分け評価制度における取扱い(グループとしてのクラ

ス分け）はどうなりますか。 

【A2－19】クラス分け評価の基礎となる定期報告書の特定-第４表「５年度間平均原単位変化」が

報告されなかった場合を除き、認定管理統括事業者として報告された年度からクラス分け評

価を行います。 

 

【Q2－20】認定を受けた場合、事業者クラス分け評価制度における取扱い(過去の特定事業者等の

クラスとの関連）はどうなりますか。 

【A2－20】認定管理統括事業者となった事業者が、特定事業者又は特定連鎖化業者として過去に受

けていたクラス分け評価は引き継がれません。 

 

【Q2－21】認定を受けた場合、中長期計画書の提出免除は、初年度受けられますか。 
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【A2－21】認定管理統括事業者は過去の特定事業者等のクラス分け評価を引き継がないので、２年

連続して Sクラス評価を受けることが要件となっている中長期計画書の提出免除は、認定初

年度は受けられません。 

 

【Q2－22】認定管理統括事業者及び管理関係事業者は、省エネ促進税制の対象となりますか。 

【A2－22】２年連続 Sクラス評価を受けることが要件となっている省エネ促進税制は 2020年まで

の時限措置のため、認定管理統括事業者及び管理関係事業者は制度の対象外となっていま

す。 

 

【Q2－23】管理関係事業者が補助金申請を申請することは可能でしょうか。 

【A2－23】管理関係事業者が補助金を申請することは可能です。また、クラス分け評価について

は、グループ全体の評価を用いることになります。 

 

【Q2－24】認定取消後の各事業者の原単位は、遡及して出す必要がありますか。 

【A2－24】クラス分け制度において、努力目標達成（5年間平均原単位 1％以上低減）を判定する

ため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう、データ

の範囲等の確認をしてください。過去のデータがそろわない場合は、原則事業者クラス分け

制度(SABC評価制度）の判定が受けられません。 

 

【Q2－25】特定事業者等の場合、認定に併せて指定取消（特定事業者・特定連鎖化事業者の指定取

消）の手続きは必要ですか。 

【A2－25】認定を受けた段階で、全ての申請者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となり、

それに併せて特定事業者としての指定は取り消されますので、「指定取消申出書」の提出は

不要です。 

 

【Q2－26】特定事業者等の場合、認定に併せて選解任（エネルギー管理統括者・エネルギー管理企

画推進者）の手続きは必要ですか。 

【A2－26】特定事業者の指定取消に併せて管理関係事業者はエネルギー管理統括者及びエネルギー

管理企画推進者の選任義務がなくなりますので、「選任解任届出書」の提出は不要です。な

お、認定管理統括事業者は、認定後遅滞なく、認定管理統括事業者のエネルギー管理統括者

及びエネルギー管理企画推進者を選任し、選任後最初の７月末日までに「選任解任届出書」

を提出してください。  

なお、エネルギー管理者・エネルギー管理員の選解任届出の提出は不要です。 

 

【Q2－27】認定申請からの認定までの期間は、どのくらいですか。 

【A2－27】標準処理期間は１カ月です。但し、申請書に不備がある場合は、経済産業局からの照会

や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。余裕を持った申請をお願

いします。 
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【Q2－28】認定申請書の提出先はどこになりますか。 

【A2－28】認定管理統括事業者となる者の主たる事務所（本社又は本社機能を有する事務所）の所

在地を管轄する経済産業局（又は経済産業省）に提出してください。 

 

【Q2－29】認定後の変更及び制度活用の取り止めが認められる経済的・社会的に止むを得ない場合

とはどういう場合ですか。 

【A2－29】認定管理統括事業者が管理関係事業者の株式を売却する等、密接関係者の要件を充たさ

なくなった場合等が該当します。 

 

【Q2－30】原本と、写しの提出が必要とありますが、押印部分も、原本のコピー（押印もコピー）

でよいのでしょうか。 

【A2－30】提出される申請書の写しについては、押印部分もコピーでも構いません。 

 

【Q2－31】中長期計画書、エネルギー管理者(員)等の選解任の届出等も認定管理統括事業者からの

届出等になるのでしょうか。 

【A2－31】省エネ法関係の手続は、全て認定管理統括事業者が行うこととなりますので、選解任届

出等も認定管理統括事業者から提出してください。 

 

 

３．中長期計画書の免除申請について 

【Q3－1】中長期計画書の提出期限頻度が軽減される場合は、どのような場合でしょうか。 

【A3－1】省エネルギー取組の優良事業者については、中長期計画の提出頻度が軽減されます。 

 具体的には、特定事業者等の場合は、クラス分け評価制度において直近過去 2年度以上連

続 Sクラス評価の場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内（5年が上

限）は、Sクラス評価を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。 

特定荷主等の場合は、直近過去 2年度以上連続で「5年度間平均エネルギー消費原単位を

1％以上低減」を達成している場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内

（5年が上限）は、上記の条件を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除しま

す。 

 

【Q3－2】中長期計画の免除の申請はどのように行えばいいですか。 

【A3－2】中長期計画書の 1ページ目に、「中長期計画の提出免除の希望」という欄がありますの

で、その欄にチェックを入れてください。 

 

【Q3－3】計画期間の始期はどのように記載すればいいですか。 

【A3－3】提出日の年もしくは提出日の翌年からの計画としてください。 
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【Q3－4】中長期計画の提出免除を受けた場合、次に中長期計画を提出するのはいつですか。 

【A3－4】最後に提出した中長期計画期間の最終年に提出してください。例えば、「2020年～2022

年」の 3年間の計画を提出いただいた場合、次に中長期計画を提出するのは 2022年となり

ます。 

 

【Q3－5】提出免除を受けている期間の途中で、計画を出しなおすことは可能ですか。 

【A3－5】可能です。 

 

【Q3－6】提出免除を受けている期間の途中で、Sクラスを満たさなくなった場合はどうすればいい

ですか。 

【A3－6】毎年 7月末（荷主は 6月末）までに提出いただく定期報告書において、5年度間平均原単

位の１％低減又はベンチマーク目標が達成できない場合、新たな中長期計画を合わせて提出

いただきます。 

 

【Q3－7】免除申請時の中長期計画書に 3年分の計画しか載っていなくても、それを 5年間の計画

として免除申請期間を 5年と申請できますか。 

【A3－7】中長期計画に 3年分の計画しか載っていない場合、最長で 3年の免除可能期間になりま

す。 

 


