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 菅内閣総理大臣は2020年10月26日の所信表明演説において、我が国が2050年にカーボン
ニュートラル（温室効果ガスの排出と吸収でネットゼロを意味する概念）を目指すことを宣言。

 カーボンニュートラルの実現に向けては、温室効果ガス（CO2以外のメタン、フロンなども含む）の
85％、CO2の93％を排出するエネルギー部門の取組が重要。

 次期エネルギー基本計画においては、エネルギー分野を中心とした2050年のカーボンニュートラ
ルに向けた道筋を示すとともに、2050年への道筋を踏まえ、取り組むべき政策を示す。

＜グリーン社会の実現＞
我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、
脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。
（中略）
省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進めること

で、安定的なエネルギー供給を確立します。長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換します。

10月26日総理所信表明演説（抜粋）

（中略）
カーボンニュートラルに向けては、温室効果ガスの８割以上を占めるエネルギー分野の取組が特に重要です。カー

ボンニュートラル社会では、電力需要の増加も見込まれますが、これに対応するため、再エネ、原子力など使えるも
のを最大限活用するとともに、水素など新たな選択肢も追求をしてまいります。

10月26日梶山経産大臣会見（抜粋）

2050年カーボンニュートラルに向けて
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 2050年カーボンニュートラルに向けては、省エネ（化石エネルギーの使用の合理化）の徹底と、
技術開発等による非化石エネルギーの導入拡大の両輪で取組を進める必要がある。

■エネルギー使用状況の推移（イメージ）

化石
エネルギー

省エネ

時間軸

非化石導入拡大

＜規制と支援＞
エネルギー使用原単位の年1％改善
産業・業務ベンチマーク、機器・建材トップランナー
燃費規制、EV・モーダルシフト
産業構造転換・省エネ投資

再エネ電気、水素、バイオマス、原子力などの
非化石エネルギーの拡大

残存する
CO2

CCUS等

2030 2050現在

将来に向けて必要な技術

エネルギー使用量

2050年カーボンニュートラルに向けたイメージ
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エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の概要

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
者
へ
の
直
接
規
制

使
用
者
へ
の
間
接
規
制

工場・事業場 運輸

工場等の設置者
・事業者の努力義務

貨物/旅客輸送事業者
・事業者の努力義務

荷主（自らの貨物を輸送事業者に
輸送させる者）
・事業者の努力義務

努力義務の対象者

特定貨物／旅客輸送事業者
（保有車両トラック200台以上等）

・計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の
定期報告義務

特定荷主 （約800事業者）
（年間輸送量3,000万ﾄﾝｷﾛ以上）

・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー
使用状況等の定期報告義務

報告義務等対象者

一般消費者への情報提供特定エネルギー消費機器等（トップランナー制度）

※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行

製造事業者等（生産量等が一定以上）
・自動車や家電製品等32品目のエネルギー消費効率の

目標を設定し、製造事業者等に達成を求める

特定事業者 （約12,500事業者）
（エネルギー使用量1,500kl/年以上）
・エネルギー管理者等の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務

家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者
・消費者への情報提供（努力義務）

 工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準（設備管理
の基準やエネルギー消費効率改善の目標（年１％）等）を示すとともに、一定規模以上の事業者にはエネル
ギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を行う。

 特定エネルギー消費機器等（自動車・家電製品等）の製造事業者等注）に対し、機器のエネルギー消費効率
の目標を示して達成を求めるとともに、効率向上が不十分な場合には勧告等を行う。注）生産量等が一定以上の者
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工場 運輸事業場 住宅・建築物
1947 熱管理法制定（石炭・重油）
1979 省エネ法制定
 エネルギー（熱・電気）管理指定工場の指定
 住宅・建築物分野、機械器具分野の判断基準制定

1983 省エネ法改正
エネルギー管理士試験の導入

1993 省エネ法改正
基本方針の策定
定期報告制度の導入

石油危機を
契機に制定

原単位の年平均１％以上
改善の努力目標

1998 省エネ法改正
エネルギー管理指定工場の拡大

2005 省エネ法改正
熱・電気一体管理の導入

2008 省エネ法改正
 事業者単位の導入、連鎖化事業者制度の導入（フランチャイズチェーン等）
 セクター別ベンチマーク制度の導入

2002 省エネ法改正
 定期報告制度の導入（事業場）

1998 省エネ法改正
 家電や自動車を対象とする機器トップランナー制度の導入

2005 省エネ法改正
 輸送事業者、荷主規制の導入

2013 省エネ法改正
 電力需要の平準化を目的に追加 ●建材トップランナー制度の導入

1993 省エネ法改正
 特定建築物（住宅を除く）の新築

増改築に係る指示・公表の対象化

2002 省エネ法改正
特定建築物（住宅を除く）の
省エネ措置の届出義務化

2005 省エネ法改正
特定建築物に住宅を追加
大規模修繕の追加 等

2008 省エネ法改正
特定建築物の規制強化

※第１種：命令の追加、第２種：勧告の追加

住宅事業建築主の性能向上
努力義務の追加

2015 建築物省エネ法制定
 省エネ基準適合義務化(大規模非住宅)

（参考）省エネ法の改正等の経緯
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2018 省エネ法改正
 連携省エネの認定制度（工場・事業場、荷主、輸送事業者）、認定管理統轄事業者制度
 荷主の定義の見直し、準荷主の位置づけ

2019 建築物省エネ法改正
 省エネ基準適合義務化対象拡大
 建築主への省エネ性能説明義務 6



＜定期報告書記載内容＞

省エネ措置の取組状況
 エネルギー消費原単位の推移
 ベンチマーク指標の状況（対象業種のみ） ○ベンチマーク指標：

現在の設定業種：鉄鋼、電力、セメント、製紙、
石油精製、化学 等

目指すべき水準：各業界で最も優れた事業者の
（１～２割）が満たす水準

○努力目標 ： 年平均１％以上改善

※平成22年度～28年度定期報告書関連において合計209件の指導等を実施。

年度のエネルギー使用量が1,500kl以上の事業者（約12,000者）は、エネルギーの
使用状況等を定期報告。国は取組状況を評価。

評価基準のひとつは、エネルギー消費原単位の年平均１％以上改善。取組が著しく不十
分であれば、国による指導や立入検査、指示、公表、命令、罰則が課される。

工場・事業場規制の概要①

報告内容
の評価

事
業
者

定期報告書
の提出

経
済
産
業
省

合
理
化
計
画
の

作
成
・
提
出
指
示

報
告
徴
収

立
入
検
査

現
地
調
査

判断基準に
照らして著しく
不十分な場合

指示に従
わない場
合

公
表
、
命
令

指
導

判断基準の遵守
状況が不十分な
場合

○省エネ措置 ：
 事業者全体としての省エネ措置

・ 管理体制の整備
・ 責任者の配置
・ 省エネ目標等に関する取組方針の策定 等

 各工場等における省エネ措置
（例：空気調和設備）

以下の事項等について、管理標準を設定・実施
・ 運転管理（運転時間、設定温度等）
・ 温度、湿度等の定期的な計測・記録
・ 設備の定期的な保守・点検
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 エネルギー消費原単位は、事業者ごとに、エネルギー使用量から販売した副生エネルギー量を差し引いた量を分子、
生産数量等を分母として算出する値。

 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
標として求められる。

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

燃料
原油、揮発油、重油、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、コー
クス、石炭製品（コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉
ガス）

熱
燃料を起源としない熱（太陽熱、地熱など）のみを発生させる設
備から発生した熱は除く。（外部から供給される場合には、その供
給事業者が燃料を熱源としない熱のみを供給する事業者である必
要がある。）

電気
燃料を起源としない電気（太陽光、風力など）のみを発生させる
設備から発生した電気は除く。（外部から供給される場合には、そ
の供給事業者が燃料を起源としない電気のみを供給する事業者
である必要がある。）

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。

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

販売した副生エネルギーの対象例：
 高炉ガス、転炉ガス、コークス炉ガスなどの副生ガス
 化石燃料の燃焼で発生させた余剰熱・副生熱・廃熱
 化石燃料の燃焼や廃熱から発生させた余剰電気

販売した副生エネルギーの対象外例：
 バイオマスなどの非化石燃料に分類される副生物
 太陽熱や地熱などの燃料を起源としない余剰熱・副生熱・廃熱
 太陽光発電や風力発電などの燃料を起源としない余剰電力
※上記の対象と対象外が混在する場合には、対象となる副生エネルギーのみを適切な方法

で算出する。
※省エネ法上では、副生エネルギーは化石燃料と化石燃料起源の熱・電気のみが対象。

エネルギー消費原単位

エネルギー使用量

(相乗平均）
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 『工場等判断基準』とは、エネルギーを使用し事業を行う事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実
施するために必要な判断の基準となるべき事項を、経済産業大臣が定め、告示として公表。事業者が守るべき「基準
部分」と事業者の目標及び計画的に取り組む「目標部分」で構成。

 各事業者は、この『工場等判断基準』に基づき、エネルギー消費設備ごとや省エネルギー分野ごとに、運転管理や計
測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置のうち、該当するものについて管理標準を定め、これに基づきエネル
ギーの使用の合理化に努めなければならない。

 記載例

④空気調和設備、換気設備の新設にあたっての措置
（イ）ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を使用すること

（ウ）負荷の変動が予想される空気調和設備の熱源設備、熱搬送設備は（中略）蓄熱システム等効率の高い

運転が可能となるシステムを採用すること。

１ 事務所：主要な設備について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置の基準を規定

Ⅰ 基準部分

（１）空気調和設備、換気設備

２ 工場等：エネルギーの使用に係る各過程について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての
措置の基準を規定

（２）ボイラー設備、給湯設備

（３）照明設備、昇降機、動力設備

（４）受変電設備、ＢＥＭＳ

（５）発電専用設備、コージェネレーション設備

（６）事務用機器、民生用機器

（７）業務用機器

（８）その他

（１）燃料の燃焼の合理化

（２）加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

（３）廃熱の回収利用

（４）熱の動力等への変換の合理化

（５）放射、伝導、抵抗等のエネルギー損失の防止

（６）電気の動力、熱等への変換の合理化

＜前段＞
事業者及び連鎖化事業者が工場等全体を俯瞰して取り組むべき事項として以下のア～クまでの８項目を規定
ア．管理体制を整備 オ．取組方針、遵守状況の評価手法を定期的に精査、変更
イ．責任者（エネルギー管理統括者）を配置 カ．省エネに必要な資金、人材を確保
ウ．取組方針（目標、設備新設、更新）を規定 キ．従業員に対して、取組方針を周知、省エネ教育を実施
エ．取組方針の遵守状況を確認・評価、改善指示 ク．エネルギー使用量、管理体制、取組方針等の管理

１－１ 事務所：主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定

Ⅱ 目標部分

（１）空気調和設備

１－２ 工場等：主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定

（２）換気設備

（３）ボイラー設備

（４）給湯設備

（５）照明設備

（７）ＢＥＭＳ

（８）コージェネレーション設備

（１）燃焼設備

（２）熱利用設備

（３）廃熱回収装置

（５）電気使用設備

（６）空気調和設備、給湯設備、換気設備、昇降機等

（７）照明設備

＜前段＞
 事業者及び連鎖化事業者が中長期的に努力し、計画的に取り組むべき事項について規定
• 設置している工場全体として又は工場等ごとに、エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長
期的にみて年平均１％以上低減の努力

• ベンチマーク達成に向けての努力
• ＩＳＯ５０００１の活用の検討 等

（４）コージェネレーション設備 （８）工場エネルギー管理システム

２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
（１）熱エネルギーの効率的利用のための検討 （４）エネルギーの使用の合理化サービス提供事業者の活用
（２）余剰蒸気の活用等 （５）エネルギーの地域での融通
（３）未利用エネルギーの活用 （６）エネルギーの使用の合理化ツールや手法の活用

（９）電気使用設備

（６）昇降機

（参考）工場等判断基準の構成

工場・事業場規制の概要②（工場等判断基準）
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鉄鋼
22％

化学
24%

窯業土石
4％

その他
業務

その他製造・非製造
（食品・金属機械・農林業）

高炉・電炉

エチレン・ソーダ等

セメント

国家公務
洋紙・板紙

8％ 25％

紙ﾊﾟﾙﾌﾟ
3％

事務所・ビル
5％

卸小売・
デパート・スーパー

5％
ホテル・旅館2％

貸事務所
ﾊﾟﾁﾝｺﾎｰﾙ

大学

学校
2％ 娯楽場

1％

2019年度導入

産業・業務部門の7割カバーを達成

ホテル

百貨店
スーパー

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2019年度導入

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

10

 ベンチマーク制度とは、原単位目標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改善）とは
別に、目指すべきエネルギー消費効率の水準（ベンチマーク目標）を業種別に定めて達成を求
めるもの。

 2009年度より、エネルギー使用量の大きい製造業から導入し、2016年度からは流通・サービス
業にも対象を拡大。

 2019年4月1日から大学、パチンコホール、国家公務が対象となり、産業・業務部門のエネル
ギー消費の約7割をカバーするものとなっている。

ベンチマーク制度について
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現在 目標年度
（2030年度）

ベンチマーク
指標

目標値
上位10～20％の事業者が達成する水準

改
善→

令和２年度の議論：
• 事業者間のベンチマーク実績

値のばらつきが大きい一部の
業種について、適切な指標設
定とすべく見直しを実施

• 国際的な観点からのベンチ
マーク制度の検証

■ベンチマーク制度見直しの全体像と令和2年度の議論

目標年度（2030年度）
までに、BM対象事業者の
過半数が達成した場合等
には、目標値の見直しを検
討する。
（令和元年度 工場等判断基準
WG取りまとめ）

ベンチマーク制度の見直しの方向性
 産業部門のベンチマーク制度について、令和元年度の「工場等判断基準ＷＧ」において議論がなさ

れ、目標年度を2030年度とし、過半数の事業者が達成した場合等には、目標値の見直しを検討
することとした。

 今後は、業種ごとの実態を踏まえた指標設定を行うとともに、国際的な観点からベンチマーク制度を
検証する。



区分 事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度 令和元年度定期報告に
おける達成事業者数

１Ａ 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ／t以下 平成21年度 0 / 4
（0.0%）

１Ｂ 電炉による普通鋼
製造業

上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と
下工程の原単位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和 0.143kℓ／t以下 平成21年度 5/31

（16.1%）

１Ｃ 電炉による特殊鋼
製造業

上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と
下工程の原単位（出荷量当たりのエネルギー使用量）の和 0.36kℓ／t以下 平成21年度 5/16

（31.3%）

2 電力供給業 火力発電効率Ａ指標
火力発電効率Ｂ指標

A指標:1.00以上
B指標:44.3%以上
[平成28年度まで：
100.3%以上]

平成21年度 36/85
（42.4%）

3 セメント製造業
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの

工程における生産量（出荷量）当たりのエネルギー使用量の
和

3,739MJ／t以下
[平成28年度まで：
3,891MJ／t以下]

平成21年度 5/16
（31.3%）

４Ａ 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量
6,626MJ／t以下
[平成28年度まで：
8,532MJ／t以下]

平成22年度 3/18
（16.7％）

４Ｂ 板紙製造業 板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量 4,944MJ／t以下 平成22年度 7/32
（21.9％）

5 石油精製業
石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含まれ

る装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の
和）当たりのエネルギー使用量

0.876以下 平成22年度 3/8
（37.5％）

６Ａ 石油化学系基礎
製品製造業

エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネ
ルギー使用量 11.9GJ／t以下 平成22年度 4/9

（44.4％）

６Ｂ ソーダ工業
電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー

使用量と濃縮工程の液体カセイソーダ重量当たりの蒸気使用
熱量の和

3.22GJ／t以下
[平成28年度まで：
3.45GJ／t以下]

平成22年度 8/22
（36.4%）

ベンチマーク制度対象業種（１）
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区
分 事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度

令和元年度定期
報告における達成

事業者数

7 コンビニエンス
ストア業

当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合
計にて除した値

845kWh／百
万円以下 平成28年度 9/19

（47.4％）

8 ホテル業 当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、
稼働状況のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値 0.723以下 平成29年度 41/231

（17.7％）

9 百貨店業 当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上
高の百貨店の平均的なエネルギー使用量で除した値 0.792以下 平成29年度 22/81

（27.2％）

10 食料品
スーパー業

当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、
設備状況の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値 0.799以下 平成30年度 59/288

（20.5％）

11 ショッピング
センター業 当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値 0.0305kl/㎡

以下 平成30年度 13/113
（11.5％）

12 貸事務所業 当該事業を行っている事務所において省エネポテンシャル推計ツールによって算出され
る省エネ余地 16.3%以下 平成30年度 35/216

（16.2％）

13 大学

当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使用量を、①と②の
合計量にて除した値を、キャンパスごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均
した値
①文系学部とその他学部の面積の合計に0.022を乗じた値
②理系学部と医系学部の面積の合計に0.047を乗じた値

0.555以下 平成31年度 -

14 パチンコホール業

当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した
値を、店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値
①延床面積に0.061を乗じた値
②ぱちんこ遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.061を乗じた値
③回胴式遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.076を乗じた値

0.695以下 平成31年度 -

15 国家公務
当該事業を行っている事業所における当該事業のエネルギー使用量を①と②の合計

量にて除した値を、事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
①面積に0.023を乗じた値
②職員数に0.191を乗じた値

0.700以下 平成31年度 -

ベンチマーク制度対象業種（２）
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定期報告を提出する事業者をS・A・B・Cにクラス分け。対応にメリハリ。
Ａクラス

省エネの更なる努力が
期待される事業者

Ｓクラス
省エネが優良な事業者

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

Ｃクラス
注意を要する事業者

【水準】
Bクラスよりは省エネ水準は高
いが、Sクラスの水準には達し
ない事業者

【対応】
メールを発出し、努力目標達
成を期待。

【水準】
①努力目標達成
または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産省
HPで事業者名や連続達成
年数を表示。

【水準】
①努力目標未達成かつ直近

2年連続で原単位が対前
度年比増加

または、
②5年間平均原単位が5％

超増加

【対応】
注意文書を送付し、現地調
査等を重点的に実施。

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特に
判断基準遵守状況が不十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導
を実施。

※1

※2

※1

2019年度定期報告（2018年度実績）に基づいたクラス分け

事業者クラス分け評価制度（SABC評価制度）

※1  努力目標：5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※2 ５年度分のデータの報告がない事業者を除いて算出。
※3 令和２年度からは定期報告書、中長期計画書の提出遅延を行った事業者は、Ｓクラス事業の公表・優遇措置の対象外として取り扱います。

Ｓクラス Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス
2016（2011～2015年度） 6,669者（58.3%） 3,386者（29.6%） 1,391者（12.2%） 25者
2017（2012～2016年度） 6,469者（56.7%） 3,333者（29.2%） 1,601者（14.0%） 38者
2018（2013～2017年度） 6,468者（56.6％） 3,180者（27.8％） 1,784者（15.6％） 非公表
2019（2014～2018年度） 6,434者（56.6％） 3,719者（32.7％） 1,217者（10.7％） 非公表

14



Ｓクラス事業者の公表 Ｂクラス事業者への働きかけ
Ｓクラスの事業者を業種別に公表し、達成
年度を★で表示。

●注意文書はすべてのＢクラス事業者へ送付。
●現地調査、立入検査の結果、判断基準遵守状

況が不十分と判断された場合、Ｃクラスとして指導。

注
意
文
書

現地調査

立
入
検
査

報告徴収
Ｂ
ク
ラ
ス

事
業
者

指
導

Ｃクラス
標準産業分類

中分類
特定事業者

番号
主たる事業所

の所在地 事業者等名
過去の省エネ評価 省エネ

評価 ベンチマーク
達成分野

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

○○業 0000000 △△県 A事業者 ★ ★ ★ ★ ★ □□□□業

○○業 0000000 △△県 B事業者 ★ ★ ★ ★ ★ -

○○業 0000000 △△県 C事業者 - ★ ★ ★ ★ □□□□業

○○業 0000000 △△県 D事業者 - - - ★ ★ □□□□業

○○業 0000000 △△県 Ｅ事業者 ★ ★ ★ ★ - -

○○業 0000000 △△県 Ｆ事業者 ★ ★ ★ - -

ベンチマーク目標を達成して
いる場合に記載。

Ｓクラス達成を★表示。Ａ
クラス以下は表示なし。

 Ｓクラス事業者の公表
経産省ホームページ上で業種別に事業者名を公表。同業他社の状況を把握することで、

事業者が自らの立ち位置を確認することにも期待。
 Ｂクラス事業者への働きかけ

注意文書を送付し、必要に応じて、報告徴収、現地調査、立入検査。判断基準遵守
状況が不十分であれば指導。
 クラスに応じたメリハリのある対応をより強化する方向で引き続き検討。

クラス別の対応について
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２．定期の報告（主務大臣への提出）【年１回：毎年度６月末】
・輸送モード※１ごとの貨物の輸送に係るエネルギー使用量（kl）⇒出荷貨物ごとの【貨物重量】×【輸送距離】×【トンキロ原単位】の合計等により算定

・貨物の輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位＝貨物の輸送に係るエネルギー使用量（kl）÷ 売上高 or 輸送コスト等※２

・貨物の輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が中長期で年平均１％以上改善できなかった場合その理由
・判断基準の遵守状況 等
※１：トラック、鉄道、船舶、航空等
※２：貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値（どの値を選択するかについては報告者自身が決定）

○取組が著しく不十分な場合 → 必要な措置をとるべき旨を勧告
○その勧告に従わなかった場合 → 企業名等を公表
○正当な理由がなく、その勧告に係る措置を講じなかった場合 → その勧告に従うように命令（罰則あり）

１．中長期計画の策定（主務大臣への提出）【年１回：毎年度６月末】
・取組方針の作成及びその効果等の把握（目標の設定 等）

・関連インフラの整備（物流拠点等の整備、標準化及び情報化の推進 等）
・貨物輸送事業者及び着荷主等との連携（エコドライブ、他の荷主との共同輸配送、帰り荷の確保への協力 等）
・製造業における環境に配慮した製品開発及び生産体制整備（出庫時間の調整、貨物の輸送距離の削減 等）
⇒判断基準（告示）の目標部分に関して実施可能な取組を選定

項
目
（
例
）

法
的
措
置

報
告
の
内
容

義
務
の
内
容

 省エネ法は、荷主（自らの事業に関して貨物の輸送方法等を決定する者）に対して、貨物輸送
に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めること等を求めている。

 年度の輸送量が3,000万トンキロ以上である荷主を「特定荷主」として指定し、エネルギー使用
の状況の報告等の義務を課している。

【特定荷主の義務】

16

荷主に係る措置の概要
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運輸部門（貨物分野）における更なる省エネに向けて

 トラックは乗用車に比べて電動化が困難であり、物流の効率化が不可欠。ネット通販市場の
拡大（５年で1.8倍）等に伴う小口配送・再配達の増加等の増エネ懸念に対処が必要。

11.0 

2010年度32.2億

2015年度37.5億

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0 （億個）

出典：国土交通省「平成27年度宅配便等取扱個数の調査」 注：2007年度から郵便事業（株）の取扱個数も計上。

５年間で１２％増加（約５.３億個増）

【宅配便取扱実績の推移】

【手待ちの発生状況】

～0.5時間
22.5%

0.5～1時間
22.4%

1～2時間
26.4%

2～3時間
13.6%

3時間～
15.1%

発着荷主別
（延べ発生回数：13,101回） 平均時間

発荷主 (48.5%) 1:11
着荷主 (51.5%) 1:03

・荷主都合による手待ち時間の発生状況
→発荷主側・着荷主側双方で手待ち発生

・１運行※あたりの手待ち時間の分布
→１時間超：55.1%、2時間超：28.7%

※１運行：１人の運転者の１日の乗務のうち、回送運行を含む運
転を開始してから運転を終了するまでの一連の乗務。

宅配に伴うエネルギー消費の25％
（原油換算で10万kl）が再配達

ネット小売

消費者輸送方法を決定

貨物の所有権あり ⇒ 省エネ法上の荷主○
貨物の所有権なし（消費者に移転）⇒荷主×

省エネ法上、位置づけなし

【ネット通販事業者の取組促進に向けた課題】

【荷受側の取組促進に向けた課題】

到着日時等を指示
＜省エネへの協力＞

輸送方法を決定

部品工場等 組立工場等

荷主



 定期報告書や中長期計画書は、紙による提出が大半。内容の確認に時間を要し、事業者クラス
分け評価制度（SABC評価）等の省エネ推進に係る結果分析等に時間差が生じている。

 2022年度報告からは、WEBツールにより定期報告書等を作成し、そのままオンライン提出を可能
とする。

 オンライン提出を行うためには、事前に「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要であり、特
定事業者等に対して事前届出を求めていく。

定期報告書の作成

新システム
省エネ法・温対法
電子報告システム

現行（2021年度報告まで）

データベース
不備是正

定期報告書の作成
アプリ
ツール エクセル ワード

紙媒体XML PDFその他
電子媒体

電子報告システム
省エネ法温対法
電子報告システム e-Gov

書面報告
（郵送）

17％ (2018報告） 83％

パンチ・OCRによる電子化 約9000者

業所管大臣
及び経済産
業局に対して
それぞれ提出

書面の管理及
びDB化の行政
コストや、時間
も要する。

電子化後論理エラー等を
システムで確認。
提出から時間差があり、
事業者の負担も増加。SABC評価 等

データベース
不備是正

SABC評価 等

論理エラー以外の
不備等の確認

アプリよりも導入制約が少ない
WEBツールにより報告書を作成。論
理エラーは作成時に抑制。前年度
提出時の数値等を表示することで、
入力時のミスを低減。エクセルツール
等は段階的に廃止。

特
定
事
業
者

報
告
書
作
成
等

本
省
・
経
済
産
業
局

受
理
・
確
認
・
評
価
・
指
導
等

作成後、WEBツールに
より提出。直ちにDB化。
行政コストを抑制し、時
間も短縮。

新システム（2022年度報告から）

オンライン提出は
複数省庁に対し
て一括提出可能
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定期報告書のWEB化による作業負担軽減と手続の迅速化（開発中）



 オンライン提出は複数省庁に対する提出が一括で行えるなど、利便性が高い。2018年度の定期
報告書のオンライン提出率は18％。

 新型コロナウイルスの影響もあり、オンライン提出の準備を進める特定事業者等は増加。2020年
10月時点で45％の事業者が「電子情報処理組織使用届出書」の提出を行い、2021年度報告
からオンライン提出が可能となっている。

 2021年度の定期報告書等についても、引き続き「電子情報処理組織使用届出書」の事前届出
を特定事業者等に対して求めていき、オンライン化率の向上に努めていく。WEBツールによる新シス
テムの運用がスタートする2022年度報告においては、オンライン化率100％を目指す。

■提出書類（電子情報処理組織使用届出書）のイメージ

様式第43：電子情報処理組織使用届出書ダウンロード
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_
new/saving/procedure/youshiki/doc/youshiki43.doc

特定事業者番号、所在地、事業所名等の基
本的な情報を記載
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電子情報処理組織使用届出書の提出促進



 機器や建材のメーカー等に対して機器等のエネルギー消費効率の目標を示して達成
を促すとともに、エネルギー消費効率等の表示を義務化。対象機器等は32品目に拡
大。家庭のエネルギー消費の約７割をカバー。

 機器等の小売事業者を対象に機器の省エネ情報の提供を求める（努力規定）。

小売り事業者を対象とする表示制度の例

多段階評価点
市場における製品の省エネ性能の高い順に
5.0～1.0までの41段階で表示。★（星
マーク）は多段階評価点に応じて表示。

省エネラベル（省エネラベリング制度）

年間の目安電気料金
エネルギー消費効率をわかりやすく表示
するために、年間の目安電気料金で表示
※電気料金目安単価を１kWhあたり

27円（税込み）として算出

統一省エネラベル（電気冷蔵庫）

製造・輸入事業者への表示義務の例

形名、区分名、消費電力等
をカタログ等に表示

エネルギー
消費効率

製品A
製品B
製品C
製品D
製品E…

トップランナー
基準設定時

目標年度
（3-10年後）

製品A’
製品B’
製品C’

製品D’
製品E’

…
…

トップランナー基準

製品の
５割以上

製品の
５割以下製品Aの省エネ水準

と技術進歩の見込
み等を加味してトップ
ランナー基準を策定

企業ごとに目標年度に、出荷製品
の消費効率の加重平均がトップラン
ナー基準を上回る必要

トップランナー制度の仕組み

20

機器・建材トップランナー制度の概要
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トップランナー制度見直しの方向性

【エアコン】
実使用を考慮した低負荷領域の評価（※）

【ヒートポンプ給湯器】
風呂熱回収等の新たな技術への対応
（風呂熱回収機能を評価する測定方法の導入）

【テレビ】
実使用を考慮した測定時の輝度条件の明確化

 家庭部門の省エネを一層進めるため、機械器具等の製造事業者によるエネルギー消費効率の向上
が不可欠。トップランナー制度の新たな基準策定を通じて、製造事業者の取組を強力に促進する。

 新たな基準策定に当たっては、効率改善だけでなく、エネルギー消費効率の測定方法の見直しや、
適切な表示による高効率機器の出荷拡大、実使用環境における省エネを促進していく。
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暖

房
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荷
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出所）建築研究所、「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評
価に関する技術情報（住宅）」より作成。

■住宅の断熱性能向上に伴うエアコンの負荷変化
（空調負荷のデュレーションカーブ）

■検討の方向性

※低負荷（2kW）で稼働する時間が、
昭和55年基準と平成11年基準超では
大きく異なる。

S55基準 H4基準 H11基準 H11基準超
①年間暖房負荷[kWh] 5,633 4,048 2,834 1,838
②負荷発生時間[hour] 2,029 1,882 1,658 1,381
①÷② 平均負荷[kW] 2.78 2.15 1.71 1.33



19.2km/L

25.4km/L

0

5

10

15

20

25

30

2016年度実績 2030年度燃費基準

22

乗用自動車の燃費基準

※次世代自動車戦略2010「2010年4月次世代自動車研究会」における普及目標

■2030年度燃費基準 ■次世代自動車の普及目標

 令和元年度の自動車燃費基準WGにおいて“Well to Wheel”の考え方を踏まえ、EV、PHVを
対象とした2030年度基準を策定した。

 今後は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を新たに燃費基準の対象とし、その普及を
見込むなど、極めて野心的な燃費向上を製造事業者等に求めることとした。

＋32％

2019年
（新車販売台数）

2030年

従来車 60.8%
(261万台)

30～50%

次世代自動車 39.2%
(169万台)

50～70%※

ハイブリッド自動車 34.2%
(147万台)

30～40%

電気自動車
プラグイン・ハイブリッド自動車

0.49%
(2.1万台)
0.41%

(1.8万台)

20～30%

燃料電池自動車 0.02%
(0.07万台)

～3%

クリーンディーゼル自動車 4.1%
(17.5万台)

5～10%

＜参考＞2019年新車乗用車販売台数：430万台
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※省エネ大賞
ロゴマーク

 省エネルギー性に優れた製品や取り組みを「省エネ大賞」として表彰することにより、省エネ意識の拡大、省
エネ製品の普及を図っている。部門毎に経済産業大臣賞や資源エネルギー長官賞を授与。

（2019年度製品・ビジネスモデル部門 経済産業大臣賞）

 インバータにAll SiC (炭化ケイ素)素子
を採用するなど、高効率な鉄道駆動シ
ステムを開発し、東京メトロ丸ノ内線
2000系に適用。

 従来と比較して消費電力量を27%削減。

※東京地下鉄、東芝インフラシステムズ

※シャープ

「蓄電・高効率電動機を用いた鉄道駆動システム」

「空気清浄機搭載家庭用エアコン」

（2020年度製品・ビジネスモデル部門 経済産業大臣賞）

 業界基準を満たす空気清浄機を
一体化した家庭用エアコン。

 10年経過のエアコンに見られる
風量低下に伴う性能減少がない。

 業界最高クラスの断熱性能を約8mmの
厚さ（トリプルガラスの1/4）で実現。

 コンビニ・スーパー向け冷蔵用自動ドア
などに導入。欧州の住宅市場向けにライ
センス先での生産も開始。

※パナソニック「真空断熱ガラス」

（2020年度製品・ビジネスモデル部門 経済産業大臣賞）

「茹で釜の自動制御による省エネルギーの取り組み」
※トリドールホールディングス、中部電力、ニチワ電機

（2019年度省エネ事例部門 経済産業大臣賞）

 麺を茹でる際の「ヒーター出力」や
「さし湯量」の調整について、従業
員の培った経験等をデータ化し、自
動制御できる茹で釜を開発。

 導入の結果、電力使用量を約3割、さ
し湯量を約5割削減。

※2019年度省エネ大賞
表彰式の様子

省エネ大賞及び受賞製品・取組事例について
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今後の方向性（エネルギー需要構造転換に向けた論点）

１．需要の高度化
●単に減らす省エネではなく、脱炭素化やレジリエンス強化に向けた電化・水素化等のエネルギー転換等の促進

（事業者における水素等のエネルギー利活用の推進 等）

●従来の省エネも深掘を目指すべく、グローバルに見たトップランナー水準を追求

２．需要の最適化（エネルギー利用の高効率化）
変動再エネの導入拡大を踏まえたエネルギー需要サイドの「最適化」
AI・IoT等のデジタライゼーションの促進
事業者・機器単位規制から、全体最適化に向けた更なるエネルギー利用効率化の取組

３．需要構造の転換に向けた供給サイドの対応
変動再エネの有効活用に向けた電力料金のダイナミックプライシングやDRによる系統安定化 等

４．導入支援、技術開発支援等
上記１,２の取組に向けた設備導入加速のための支援策（設備・建物等）や、大型モビリティにおける水素利用技術の

開発・実証

 機器単位の向上（TR規制）や、事業者ごとのエネルギー消費原単位の改善（1％改善or業種別
ベンチマーク）に加え、脱炭素化社会に向けたエネルギー構造転換や高度化を進めていく。
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（参考）供給構造の変化
 固定価格買取制度導入等により変動型の再生可能エネルギー大量導入が進展。一部地域では

時期・時間帯によって発電した再エネ電気の出力制御を実施。再エネ発電量が多い軽負荷期の昼
間には卸電力取引市場の価格が0.01円/kWhとなることもある。

 現行の省エネ法では、東日本大震災を踏まえた平成25年法改正以降、夏冬の昼間の時間帯の
電気需要平準化を一律に需要家に求めているが、上記実態に則していない。
⇒ 再エネ大量導入等供給側の変化を踏まえ、再生可能エネルギーの有効利用を通じ、

化石燃料削減を進めることが課題。
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システムプライスと九州エリアプライス（2019年2月24日）

システムプライス 九州エリアプライス

11:00～15:00
0.01円/kWh

［円/kWh]

（出所）JEPXホームページ

（出所）系統WG（第22回）事務局資料、系統WG（第26回）九州電力送配電
資料等を基に作成

九州における再エネ出力制御実績

2019年度 2018年度

太陽光・風力接続量
(いずれも年度末時点)

1,002万kW
太陽光 944万kW

風力 58万kW

904万kW
太陽光 853万kW

風力 51万kW

出力制御日数 74日 26日

1発電所あたりの
累積制御日数

15～16日(オンライン)
23～24日(オフライン) 5～6日

出力制御率 4.1% 0.9%

最大出力制御量 289万kW 180万kW
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２．省エネ法等の規制措置
・ 工場等に係る措置
・ 荷主に係る措置
・ 定期報告のＷＥＢ化
・ 機器・建材トップランナー制度



主な省エネルギー関連予算（令和３年度予算）
中小企業等に対する省エネルギー
診断事業費補助金 【8.2億円（新規）】

中小企業等の省エネ取組をきめ細かに支援するため、
①省エネや再エネ導入ポテンシャルの診断等を実施し、診断で得ら
れた事例を横展開。
②「地域プラットフォーム」（省エネや再エネ導入に関する相談拠
点）を全国に構築。
③ポータルサイト「全国省エネ推進ネットワーク」にて省エネ支援窓
口・省エネ情報を一元的に発信。

【】は令和３年度概算要求額、（）は令和２年度予算額

AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化
推進事業費補助金 【62.0億円（新規）】
貨物輸送事業者と荷主等の連携による省エネ取組を実証。成果
の展開により輸送部門の更なる省エネを目指す。
SOx（硫黄酸化物）排出規制の強化等を踏まえ、革新的省エネ
技術と省エネスクラバーの組み合わせ等による省エネ船舶の省エネ
効果の実証等を実施。

※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、見える化をはじめとしたエネルギー管理支援
サービスを通じて工場・事業場等の省エネを支援する者。

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
【325億円（459.5億円の内数）】

工場等における省エネ設備への入替を促進。対象設備を限定しない「工場・事業場単位」と申
請手続きが簡易な「設備単位」で支援。複数事業者が連携した省エネ取組も支援。また、先進
的な省エネ技術・設備の導入について、重点的に支援。

①需給一体型を目指したZEHモデル（次世代ZEH＋）や、超高層の集合住宅におけるZEH
（ZEH-M）化の実証等により、新たなモデルの実証を支援。
②ZEBの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物等について、 先進的な技術等の
組み合わせによるZEB化の実証を支援。
③工期短縮可能な高性能断熱建材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿材等の次世代省エ
ネ建材等の効果の実証を支援。

蓄熱材

給湯

照明

暖房
冷房
換気

削減

エネルギーを上手に使う

＋

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、
年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物

ZEH/ZEBとは

＋

エネルギーを極力
必要としない

エネルギーを創る

次世代省エネ建材等の実証支援

断熱
パネル

既存壁壁紙

工期を短縮して断熱改修
蓄熱や調湿による消費エ

ネルギー低減

調湿材

脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の
研究開発・社会実装促進事業【80.0億円（80.0億円）】

革新的な省エネ技術の社会実装に向け、長期的な視野にたったテ
ーマから実用化に近いテーマまでの公募型技術開発等を実施し、シ
ーズ発掘から事業化まで一貫して支援。

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
【84.2億円（459.5億円の内数）】

工場・事業場単位

エネマネ事業者※の活用による
効果的な省エネを優遇

設備更
新

設備単位 （例）

業務用給湯器 産業用ヒートポンプ

産業 業務

家庭

運輸

業務

産業 業務

部門横断
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省エネ補助金の見直しについて
 令和2年の工場WG中間とりまとめにおいて『中長期計画書において、目標年度までにベンチマーク目標を達成す

る見込み及びその投資計画等を記載できている場合には、補助金審査における優遇措置を検討する』こととした。
これを受け、省エネ補助金における優遇措置の検討を行ってきたところ。

 こうした中、令和２年11月の秋の行政事業レビュー（年次公開検証）において、省エネ補助金について、補助
対象や要件を見直すよう指摘を受けた。これを踏まえ、令和３年度事業より制度の大幅見直しを行う必要性
が生じたところ。

 このため、中間取りまとめの方針を一部見直し、大企業については、省エネ法Sクラス事業者であること（※）又は
ベンチマーク目標達成に向けた投資計画等を中長期計画書に記載することを優遇要件ではなく申請要件とする
など、所要の変更を行う。

 規制をより活用することにより、予算を効率化できるかについて検
討すべきである。

 大企業への補助の必要性を踏まえた補助対象の見直し、・・・現
行水準からの省エネではなく、ベストプラクティスに合わせるなど、省
エネ率の申請要件の厳格化等を行うべきである。

【参考】秋の年次公開検証における河野行革担当大臣の御発言（抜粋）

■令和２年秋の年次公開検証の取りまとめ（省エネ補助金関連抜粋）■工場等判断基準WG中間取りまとめ抜粋（令和2年2月）
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Ｓクラスを２年連続で取得できていない場合であっても、中長期
計画書において、目標年度までにベンチマーク目標を達成する
見込み及びその投資計画等を記載できている場合には、補助
金審査における優遇措置を検討するべきである。

※エネルギー消費原単位5年度間平均で年平均1%以上改善 又は ベンチマーク目標達成事業者

• 何も考えなくても新しい機器を入れるだけで省エネが達成されるといった
大企業向け補助金はやめるべき。

• 省エネ取組の進まない中小企業がゲームチェンジャー的な技術を導入
する際の支援とすべき。



産業・業務部門における高効率ヒートポンプ導入促進事業
令和２年度第３次補正予算額 46.5億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要

設備投資支援を通じ、長期エネルギー需給見通しにおける
令和12年度の省エネ目標(5,030万kl)の達成に寄与する
ことを目指します。

国 民間企業等 事業者等
補助

2030年のエネルギーミックス実現、また2050年のカーボン
ニュートラル実現に向け、コロナ禍の中でも、産業・業務部門
における省エネ設備投資を積極的に呼び込むことが重要で
す。

このため、大幅な省エネに繋がる産業用ヒートポンプの新設・
増設等によるプロセス改善を通じ、大幅なエネルギー消費効
率向上を図る事業に対して支援を行います。

具体的には、製造工場等の熱プロセスにおいて、一定水準
以上の性能を有する高効率なヒートポンプを導入することに
より革新的なプロセス改善を行うことで、エネルギー消費効率
の大幅な向上を見込む事業に支援を行います。

事業イメージ

成果目標
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補助
（掛かり増し）

プロセス改善を通じた
省エネ性・産業競争力の向
上

工場・事業場

産業用ヒートポンプ
新
設
・
増
設

省エネに繋がる革新的なプロセス改善に必要な設備導入を支援

省エネに繋がる革新的なプロセス改善（例）

産業用ヒートポンプ

産業用ヒートポンプ

導入事例
①

導入事例
②



先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和3年度予算額 325.0億円（459.5億円の内数）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要

成果目標
令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令

和12年度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促
進により、原油換算で1,846万klの削減に寄与します。

国 民間企業等 事業者等
補助 補助(2/3,1/2,1/3,定額) 

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の
高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今
後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エ
ネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支
援を行います。

(B)オーダーメイド型事業：個別設計が必要な特注設備
等の導入を含む設備更新やプロセス改修、複数事業者
が連携した省エネ取組に対して支援を行います。

(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティ
リティ設備、生産設備等への更新を支援します。

(D)エネマネ事業：エネマネ事業者とエネルギー管理支援
サービスを締結し、EMS制御や運用改善により効率的・
効果的な省エネ取組について支援を行います。

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

(C)指定設備導入事業

【射出成形機】

従来設備と比較して優れた省エネ性能を有する設備への更新を支援。

(B)オーダーメイド型事業

（例）複数事業者が連携した取組

事業者Ｂ
上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ

下工程

下工程
半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A

製品

製品

製造工程

省エネ

設備導入

個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備・システム等の複合的な更新により、エネ
ルギー消費効率を改善する省エネ取組を支援。

(A)先進事業
「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」等にて検討された先進的な省エネ設備等
に係る評価軸・評価項目等に適合する設備等を事前登録し、当該設備等の導入を重点的
に支援する。

先進設備等の
公募及び登録

先進的な省エネ技術等に係る
技術評価委員会

(D)エネマネ事業

※エネルギー管理支援サービスを通じて
工場・事業場等の省エネを支援する者。

エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を支援。
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先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和3年度予算額 325.0億円（459.5億円の内数）

事業概要

指定設備（例）

(C)指定設備導入事業

(A)先進事業
「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」での議論内容等を踏まえた先進設備に係る登録審査基準に則り、先進設備の登録を
事前に実施。設備ユーザーは、当該リストに掲載されている先進設備を導入する省エネ投資事業で、一定の省エネ要件を満たす場合に、
当該設備導入に係る設計費・設備費・工事費に対して、中小２／３・大企業１／２の補助を受けられる。
※ 先進設備の登録に関しては、「省エネ技術の先進性」、「省エネ効果」、「導入ポテンシャル」の3要素で審査。
※ 既存設備・システムの置き換えのみならず、製造プロセスの改善等を含む。
※ 従来の「大規模事業」や「連携事業」についても、当該事業の中に包含するイメージ。
（スケジュール）

2021年4月 メーカー等に対する「先進設備」の公募及び審査・登録 → 先進設備リストの公表
2021年5～６月 設備ユーザーに対する補助金公募

(D)エネマネ事業

(B)オーダーメイド型事業
設備ユーザーは、機械設計を伴う設備（オーダーメイド型設備）を導入する省エネ投資事業で、一定の
省エネ要件を満たす場合に、当該設備導入に係る設計費・設備費・工事費に対して、中小１／２・
大企業１／３（ただし、投資回収年数が5年以上7年未満の省エネ投資事業の場合は、中小１／３・
大企業１／４）の補助を受けられる。
※ 既存設備・システムの置き換えのみならず、製造プロセスの改善等を含む。
※ 従来の「大規模事業」や「連携事業」についても、当該事業の中に包含するイメージ。 参照：石油化学工業協会

設備ユーザーは、指定設備のうち一定の省エネ性能を満たす設備を導入する場合に、当該設備導入に係
る設備費の一部補助として、設備種・スペック等ごとに公募要領等で定められた定額の補助を受けられる。

エネマネ事業者の活用による
効率的・効果的な省エネ取組
を支援。

（ユーティリティ設備）
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変圧器、⑥高効率コージェネレーション、
⑦低炭素工業炉、⑧冷凍冷蔵設備、⑨産業用モータ 等
（生産設備）
①射出成型機、②レーザー加工機、③プレス機、④印刷機械 等

中小１／２・大企業１／３
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住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
令和3年度予算額 83.9億円（459.5億円の内数）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容 事業イメージ
事業目的・概要
大幅な省エネ実現と再エネの導入により、年間の一次エネル

ギー消費量の収支ゼロを目指した住宅・ビルのネット・ゼロ・エネ
ルギー化を中心に、民生部門の省エネ投資を促進します。

成果目標
令和３年度から令和7年度までの5年間の事業であり、令和

12年度省エネ見通し（5,030万kl削減）達成に寄与します。
令和12年度までに新築住宅の平均でZEHの実現と新築建築

物の平均でZEBの実現を目指します。

① ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の実証支援
需給一体型を目指したZEHモデルや、超高層の集合住宅におけるZEH
化の実証等により、新たなモデルの実証を支援します。

② ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援
ZEBの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物（新築：
1万m2以上、既築：2千m2以上）について、 先進的な技術等の組み
合わせによるZEB化の実証を支援し、その成果の横展開を図ります。

③ 次世代省エネ建材の実証支援
既存住宅における消費者の多様なニーズに対応することで省エネ改修の
促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも
資する蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援します
。

国 民間企業等 事業者等
補助

補助（①戸建：定額,集合：2/3以内、②2/3、 ③1/2）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

工期を短縮して断熱改修

断熱
パネル

既存壁
壁紙

蓄熱や調湿による消費エネルギー低減

蓄熱材

調湿材高断熱ドア

ドアの断熱改修

電力量の把握

太陽光発電

制御機能

…４要素のうち１要素以上を採用(次世代ZEH＋の要件)

蓄電池 燃料電池

太陽熱給湯

EV充放電設備

③次世代省エネ建材の実証のイメージ

太陽熱利用

外気負荷削減

高効率熱源

高効率照明

外皮性能の向上

高効率空調

②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物のイメージ

①需給一体型ZEHモデル(次世代ZEH＋)のイメージ
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ZEH・ZEBの概要

 ZEBとは、建築計画の工夫による日射遮蔽・自然エネルギーの利用、高断熱化、高効率化を通じた
大幅な省エネの実現に加え、太陽光発電等の導入により、年間のエネルギー消費量が大幅に削減さ
れている建築物。

ZEB
（正味で100%以上省エネ）

エネルギー使用
の効率化

ZEB
Ready

一般
建築物

昇降機
給湯

空調

換気

照明

50%以上
削減 日射遮蔽

自然換気・昼光利用

エネルギーを極力
必要としない

＋
高断熱化 エネルギー

を創る

Nearly ZEB
（正味で75%以上省エネ）

 ZEHとは、断熱性能の向上とともに、高効率な設備導入により省エネルギーを図った上で、再生可能
エネルギーを導入し、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅。

＋ ＋

エネルギーを極力
必要としない

（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）



 ZEH・ZEBの導入は進んでいるものの、目標達成のためには、更なる取組が必要となっている。
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ZEH・ZEBにおける政府目標の進捗状況

25,074 31,361 
40,092 40,920 

9,899 
11,627 

14,541 16,567 

0

20000

40000

60000

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

■新築注文戸建ZEHの供給戸数推移

ハウスメーカー 工務店

■公共建築物等におけるZEB事例

34,973
42,988

54,633 57,487

8/31時点

目標 進捗

ZEH

2020年まで ハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上  2019年度の新築注文戸建住宅（約28万戸）におけ
るZEH供給戸数実績は5.7万戸※（20.3％）
⇒ 目標達成には更なる努力が必要

※ ZEHの設計・建築を行うZEHビルダー/プランナー5,322社の
実績（2020/8/31時点）

2030年まで 新築住宅の平均

ZEB
2020年まで 学校や病院といった新築公共建築物等について、

用途・規模別の計8区分（※下右表）のそれぞれ一棟以上
 2020年目標については、下記実績のとおり2019年度

時点で概ね達成
⇒ 2030年目標の達成に向けて、更なる努力が必要2030年まで 新築建築物の平均

■ZEH・ZEBの目標と進捗

*ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）／ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）：
断熱性能の向上・高効率設備導入による省エネ＋再生可能エネルギー導入により、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅／建築物

ゼッチ ゼブ

出所） ※1 : 環境省補助事業事例 、 ※2 : ZEBリーディングオーナー一覧より 、 ※3 : 公開情報より

延床面積10,000㎡未満（Nearly ZEB 以上） 延床面積10,000㎡以上（ZEB Ready 以上）

庁
舎

2件（Nearly ZEB：2件）
• 開成町庁舎（神奈川県）※1
• 雲南市庁舎（島根県）※3

3件（ZEB Ready：3件）
• 大和高田市庁舎（奈良県）※1
• 敦賀市庁舎（福井県） ※2
• 秋田市庁舎（秋田県）※3

学
校

1件（Nearly ZEB：1件）
• 益田市桂平小学校（島根県）※2

1件（ZEB Ready：1件）
• 瀬戸市立小中一貫校（愛知県）※1

病
院

1件（Nearly ZEB：1件）※民間実績
• 魚津老健通所リハビリセンター（富山県）※2

1件（ZEB Ready：1件）※民間実績
• 新潟南病院（新潟県）※2

集
会
所

1件（Nearly ZEB：1件）
• 三原村中央公民館（高知県）※1

2件（ZEB Ready：2件）
• 白石市文化体育活動センター（宮城県）※2
• 氷見市新文化交流施設（富山県）※2



中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
令和3年度予算額 8.2億円（新規）

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
 エネルギー利用最適化診断や地域プラットフォームの構築など、中小企

業等のエネルギー利用最適化を推進するための支援を行います。

(1)エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業
中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AIやIoT等
を活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の一部を国が支
援します。 また、診断事例の横展開、関連セミナーへの講師派遣も実
施します。

(2)地域のエネルギー利用最適化取組支援事業
省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向け、
中小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築するとともに、
相談に係る窓口や支援施策などをポータルサイトに公開します。
成果目標
令和3年から令和7年までの5年間の事業であり、最終的には、

令和12年度の省エネ効果235.3万klを目指します。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

• 地域プラットフォーム構築事業

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

事業者・地方
公共団体等国 民間団体等

民間団体等
（地域プラット
フォーム）

(1)エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

国 民間団体等 事業者

補助
（定額）

補助
（定額）

補助
（定額）

(2)地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診
断し、AIやIoTを活用して設備の運用改善
や高効率設備への更新に加え再エネ導入
の提案を行う。

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・再エネ設備の導入支援

エネルギー利用最適化診断

中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機関、中小企業
団体等と連携し、多様な省エネ相談等に対応できるエネルギー関連の専
門家と経営専門家の双方よりエネルギーコストの削減や設備導入に係る
アドバイスが可能な体制を地域ごとに整備します。

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

自治体 金融機関 中小企業団体等省エネセンター

情報の相互連携

●県地域
プラットフォーム

▲ブロック地域プラットフォーム
□市地域プラットフォーム

エネルギーに関する悩み・課題

商業ビル運営
介護施設医療機関

商店製造工場

コーディネーター

経営の専門家省エネの専門家

中小企業者への
省エネ指導

情報提供
・成功事例の横展開
・エネルギー利用最適化関連
のセミナーへの講師派遣

診断・情報提供等
補助（9/10）

地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及び金融機関等に
省エネ等に関する様々な情報提供を行うとともに、他地域のプラットフォー
ムとの連携を行う。

省エネ取組支援
補助（9/10）
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 蛍光灯のLED化や空調設備の運用改善等、省エネを行うことで大幅なコスト改善につながる。し
かし、省エネノウハウのない中小企業の省エネを促進するためには専門家による指導が必要。

 全国に省エネ相談地域プラットフォームを構築し、省エネに関する相談窓口を各地に設けることで、
中小企業の省エネ取組の推進を図る。

経営改善のために省エネをしたい

省エネルギー相談地域プラットフォーム

省エネルギー相談地域プラットフォーム
とは…

連 携

計画の見直し
支援等

省エネの計画の
策定支援等

▶運用改善・設備更
新の支援
▶補助金・融資制度
等の案内等

フォローアップ等

ＰＤＣＡ
支援を一貫
して行う

Plan
計画

Do
実行

Check
評価

Act
改善

※省エネ取組の支援の流れ

中小企業の省エネ取組を支援（※）

省エネ支援事業者
（コーディネーター）

経営
専門家

省エネ
専門家金融機関

中小企業者
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しかし、どのように取り組むべきか分からない
専門的な知識を持つ人材がいない

▶省エネ支援事業者が地域の専門家（省エ
ネや経営の専門家）や自治体、金融機関等
と協力して作る「省エネ支援の連携体」

▶エネルギー使用状況の把握から省エネ計
画の策定・実施・見直しまで、一貫して中
小企業の取組をきめ細かに支援

省エネルギー相談地域プラットフォーム事業の概要



 中小企業の省エネ取組について様々な方面から支援を行うため、省エネルギー相談地域
プラットフォームに加え、自治体や金融機関、商工会議所といった省エネ取組支援を行う地域の窓
口を「全国省エネ推進ネットワーク」とし、ポータルサイト上で公開。

 省エネに関する有益な情報発信をはじめ、中小企業の省エネ取組を総体的に支援する。
※ 47都道府県に161＜プラットフォーム51、自治体47、金融機関49、その他機関（地域の財団法人等）14＞の窓口

支援窓口の連絡先

支援窓口が提供している
支援施策・制度等

支援窓口が発信する
新着情報（公募・セミナー等）

地域や団体属性で
支援窓口を検索

https://www.shoene-portal.jp/■全国省エネ推進ネットワーク ポータルサイト

（参考）全国省エネ推進ネットワーク
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脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進事業
（旧 革新的な省エネルギー技術の開発促進事業）
令和3年度予算額 80.0億円（80.0億円）

事業の内容 事業イメージ

成果目標
(1)我が国におけるエネルギー消費量を2050年に原油換算で約2,000万

kl削減することを目指します。
(2)未利用熱エネルギーの削減・回収・再利用技術の開発・実用化によっ

て、令和12年度において約487万t／年のCO2削減を目指します。

フェーズⅠ

5年以内

事
業
化※インキュベーション研究開発

フェーズ単独の実施は不可

実証開発
フェーズ

実用化開発
フェーズ

インキュ
ベーション
研究開発
フェーズ

採
択
審
査

2年以内

SG審査

５年以内 3年以内

採択
審査

①個別課題推進スキーム

SG審査

採択
審査

採択
審査

(1)脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム
（旧：戦略的省エネルギー技術革新プログラム）

(2) 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業

Reduce

Reuse
熱を再利用する技術
③ヒートポンプ

Recycle
熱を変換して利用する技術

②熱電変換

熱の使用量を減らす技術
①断熱

熱の３Ｒ

高性能断熱材

熱の利用技術（要素技術の開発）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

②重点課題推進スキーム

マ
ッ
チ
ン
グ
等

F
S
調
査

１年

採
択
審
査

フェーズⅡSG審査

5年以内

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
新エネルギー・産
業技術総合開発
機構（NEDO）

交付金 企業
大学等

(1) 補助(3/4、2/3、
1/2、1/3)

技術研究組
合、企業等

(2) ①、②委託
③補助(2/3)

事業目的・概要
本事業では、エネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）や、革

新的環境イノベーション戦略（令和2年1月）を踏まえ、脱炭素社会の
実現に向け、業種横断的に省エネに資する技術開発を促進します。

(1)脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促
進プログラム（旧戦略的省エネルギー技術革新プログラム）(令和３年度~令和17年度)

革新的な省エネ技術の社会実装に向け、長期的な視野にたったテーマか
ら実用化に近いテーマまでの公募型技術開発を実施し、シーズ発掘から事
業化まで一貫して支援を行います。

(2) 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業
(平成27年度~令和4年度）

工場で有効活用されていない熱を削減・回収・再利用する技術を開発し、
省エネ・省CO2の促進を目指します。具体的には、高温向け（1,500℃）
断熱材の開発等により、省エネ工場の構築等を実現します。
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AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金
令和３年度予算額 62.0億円（新規）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容 事業イメージ
事業目的・概要
運輸部門の最終エネルギー消費量は産業部門に次いで多く、省エネの

実施が急務です。このため、本事業では以下に取り組みます。
①新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業

発荷主・輸送事業者・着荷主等が連携計画を策定し、物流システム
の標準化・共通化、AIやIoT等の新技術の導入により、サプライチェー
ン全体の効率化を図る取組につき、省エネ効果の実証を行います。

②トラック輸送の省エネ化推進事業
車両動態管理システムや予約受付システム等のAI・IoTツールを活用
したトラック事業者と荷主等の連携による省エネ効果を実証します。

③内航船の運航効率化実証事業
内航船を対象として、革新的省エネルギー技術と省エネ型スクラバーの
組合せ等による省エネ効果の実証を行い、その成果を「内航船省エネ
ルギー格付制度」として見える化し、省エネ船舶の普及を促進します。

④ビッグデータを活用した使用過程車の省エネ性能維持推進事業
使用過程車の省エネ性能を適切に維持するため、自動車の不具合等
の発生傾向をあらかじめ把握できる環境整備を推進します。

成果目標
令和３年度から令和5年度までの３年間の事業であり、令和12年度ま

でに、本事業及びその波及効果によって、運輸部門におけるエネルギー
消費量を原油換算で年間約1５6万kl削減すること等を目指します。

①新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業

②トラック輸送の省エネ化推進事業

③内航船の運航効率化実証事業

④ビッグデータを活用した使用過程車の省エネ性能維持推進事業

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
補助：③（1/2）

民間団体等
補助 補助：①②（1/2)、④（1/3）

省エネ型スクラバー
ハ
ー
ド
対
策

抵抗低減型高性能舵 電子制御主機関

ソ
フ
ト
対
策

・海流予測
・風推算
・波浪推算

航海計画支援システム
運行者等の申請に基づき、省エネ・省
CO２削減対策の導入による船舶の
CO２排出削減率を評価し付与

内航船省エネルギー格付け制度

航路最適化

発荷主Ｃに寄り
荷物の集荷を
お願いします。

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）復路

リアルタイムに位置情報を把握することで、最短
距離、最短時間で向かえる車両の選択が可能
となり、効率性が向上。

通常
動態管理システム活用 【発荷主Ａ】

【着荷主Ｂ】

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）新たな荷物の集荷
荷物の集荷を
お願いします。

【着荷主Ｄ】

（Ⅲ）荷物を配送

【発荷主Ｃ】

（Ⅳ）復路

クラウド型スキャンツール（車両とコネクタで接続し車両内の
電子制御ユニットと通信を行い、解析及び整備するために
使用するツール）の導入支援

RFID等の活用 「モノ、取引の動き」の見える化

サプライチェーン全体
の効率化

荷
卸
し

ﾄﾗｯｸ予約受付ｼｽﾃﾑ

作業区分 社名 バース 状態

出荷 A社 B 作業中

出荷 B社 A 作業中

入荷 C社 A 受付済

・・・

②

①

入出庫の効率化

港湾・貨物駅・メーカー工場等 幹線輸送

〇
×
□

〇
×
□

AGV(無人搬送車）

庫内作業の効率化

配送

物流拠点

配送作業の効率化

無人配送ロボット 自動運転配送

小売店・消費者

１）連携計画策定
２）物流全体効率化

システム導入
３）AI・IoT等活用

新技術導入
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省エネルギー設備投資に係る利子補給金
助成事業費補助金
令和3年度予算額 12.3億円（12.7億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要

成果目標
平成24年度から令和３年度までの事業であり、令和

12年度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促
進により、原油換算で1,846万klの削減を目指します。

省エネ設備の新規導入や増設、省エネ取組のモデル
ケースとなり得る事業等に対して支援を行い、資金調達
が障壁になり二の足を踏んでいる事業者の省エネ投資を
促進します。
具体的には、新設事業所における省エネ設備の新設や、

既設事業所における省エネ設備の新設・増設に加え、
物流拠点の集約化に係る設備導入、更にはエネルギー
マネジメントシステム導入等によるソフト面での省エネ取
組に際し、民間金融機関等から融資を受ける事業者に
対して利子補給を行います。

増設

支援対象事業例③
ソフト面での省エネ取組

エネルギー消費効率の
高いボイラー 既設ボイラー

新設ビル

高効率空調

導入

支援対象事業例①既設工場への新たなボイラーの増設

導入

エネルギーマネジメントシステム高効率照明

国

民間事業者等

①金融機関等の指定
②定額（利子補給金1.0%以内）

民間団体等
補助

民間金融機関等
貸付

返済

支援対象事業例②
新設ビルへの設備導入
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 「2050年カーボンニュートラル」という高い目標の実現に向けて、企業の投資を促進するため、カーボンニュート
ラルに向けた投資促進税制を創設することから、省エネ再エネ高度化投資促進税制（うち省エネ関係）の
特別償却又は税額控除制度は発展的に解消し、令和3年3月31日をもって廃止される。

 ただし、令和3年3月31日までに、経済産業局等から確認書の交付または連携計画の認定を受けた法人
等が、令和4年3月31日までに設備取得した場合には、従前どおり税制の適用が受けられる経過措置が講
じられる（※詳細は省エネポータルサイトを参照（下記QRコード参照））。

② 連携省エネ税制・荷主連携省エネ税制① 省エネ投資促進税制
既に相当程度省エネを進めている省エネ法の規制対象事業者による
中長期的な計画に基づく省エネ投資を対象に特別償却等を講じる。

クラス分け評価で２年連続Ｓクラスとなった事業者が行う省エネ投資を後押し

省エネ法上の認定を受けた連携省エネルギー計画及び荷主連携省エ
ネルギー計画の実施に必要な設備等を対象に特別償却等を講じる。

B社
上工程

統合・集約

廃止

増エネ

下工程

下工程

半製品の供給
Ａ社とＢ社
全体で省エネ

A社省エネ

更新・増強

製品

製品

（工場連携の例）製造工程の統合・集約

対象設備

上工程

省エネ再エネ高度化投資促進税制の廃止について（令和３年度税制改正）

現行（令和２年度末で廃止）

令和３年度以降

省エネ関連設備が活用可能な税制措置

産業用ヒートポンプ 高性能ボイラ コジェネ対象設備
（例）

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（新設）
地域未来投資促進税制
中小企業設備投資税制（中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制）

※省エネ投資促進税制と異なる各税制の対象要件（事業計画の認定等）を満たす必要あり。

詳細はQRコードを読み
取りください。

https://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/i
nformation/180323a/index.html
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省エネ税制の代わりに以下の税制でも適用を受けることが出来る可能性あり。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/information/180323a/index.html


対象

○温室効果ガス削減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄
与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される設備
※対象設備は、機械装置。

○事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2
排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※）
※対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。導入に

より事業所の炭素生産性が１％以上向上。

②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上
を両立する設備導入

①大きな脱炭素化効果を持つ製品
の生産設備導入

制度概要 【適用期限：令和５年度末まで】

【燃料電池】【化合物パワー半導体】

＜製品イメージ＞ ＜計画イメージ＞

【外部電力からの調達】

新規導入

【エネルギー管理設備】

一部再エネへ切替え

【生産工程】
生産ライン①
生産設備

生産ライン②
生産設備

生産ライン③
生産設備刷新

＜炭素生産性の相当程度の向上と措置内容＞
３年以内に10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％
３年以内に ７％以上向上：税額控除 ５％又は特別償却50％

新設（参考）カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設（所得税・法人税・法人住民税・事業税）

 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠。
 このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化

効果を持つ製品の生産設備、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10％の税額控除又は50％の特別償却を新たに措置※する。

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。

＜措置内容＞
税額控除10％又は特別償却50％
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中小企業・小規模事業者

低利融資

（株）日本政策金融公庫

中小企業事業 ７億２千万円
国民生活事業 ７千２百万円

貸付限度額

法定耐用年数を超過した既存設備を更新・増強するための同種の新たな設備で
あって、一定の要件を満たした設備

設備要件

基準金利－０．６５％
融資利率

対象者
省エネ設備の導入を行い、省エネルギーの推進を図る中小企業、個人事業主 等
（中小企業、個人事業主は日本政策金融公庫の定義による）

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル

０１２０－１５４－５０５

２０年以内
貸付期間

環境・エネルギー対策貸付（省エネ設備関連）

日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

御相談は、お近くの日本政策金融公庫支店
もしくは下記の相談ダイヤルへ
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Ｊ－クレジット制度 設備投資や森林管理で環境価値の創造を

中部経済産業局ではＪ－クレジット制度ソフト支援事務局を設置し、
制度事務局とともに、認証取得や活用に向けた支援を無料（条件
あり）で行っています。
【事務局】株式会社ウェイストボックス （TEL:052-265-5902）

省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるＣＯ２の排出削減量や、適切な森林管理
によるＣＯ２の吸収量を、クレジットとして国が認証する制度です。

認証されたクレジットは、購入することができ、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン ・オフセットなど、さまざまな

用途に活用できます。また、クレジット購入代金は、クレジット創出者に還元され、さらなるＣＯ２排出削減／吸収の取組
や、地域活性化等に活かすことができます。

プロジェクト実施者

① クレジットの売却益
② 省エネルギー対策によるランニングコストの低減
③ 地球温暖化対策への積極的な取組に対するＰＲ効果
④ Ｊ－クレジット制度に関する企業や自治体との関係強化

プロジェクト実施者のメリット

削減されたＣＯ２

＝クレジット

省エネ設備や再生可能エネル
ギー設備を導入した事業者等

国（有識者委員会）

計画作成・
認定申請

クレジットの認証

これまで排出され
ていたＣＯ２

クレジット活用者クレジット

資金

① 低炭素社会実行計画の目標達成
② カーボン・オフセット、CSR活動（環境・地域貢献）等
③ 温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告
④ 省エネ法の共同省エネルギー事業の報告

クレジット活用者のメリット

環境活動に積極的に取
り組みたい事業者等

・クレジットの試算
・計画作成支援
・モニタリング支援

・クレジット活用に向けた
勉強会等の実施

制度事務局
ソフト支援事務局
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ご清聴ありがとうございました

省エネマスコット：てれビーグル中部経済産業局マスコット ちゅぼっとくん。
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