
平成２９年１２月２４日
資源エネルギー庁 省エネルギー課

サードパーティを活用した省エネルギーの推進
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オイルショック以降、実質GDPは2.6倍となる一方で、最終エネルギー消費は1.2倍に留まり、省エネ
は進んでいる。他方で、業務・家庭・運輸部門については最終エネルギー消費が増加していることや、
産業部門も依然としてエネルギー消費が多いことから、全部門で更なる省エネ取組が必要。

実質GDP
1973→2015
2.6倍

実質GDP
1973→2015
2.6倍

最終エネルギー消費量

全体 1973→2015

1.2倍

運輸 1973→2015

1.7倍

家庭 1973→2015

1.9倍

業務 1973→2015

2.4倍

産業 1973→2015

0.8倍

我が国の最終エネルギー消費の推移

産業部門

業務部門

運輸部門

家庭部門
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各年のエネルギー消費効率

35％改善

長期エネルギー需給見通しにおいては、徹底した省エネルギー対策により、2030年度に最終エネル
ギー需要を対策前比で原油換算5,030万kl程度削減することが目標（対策前比▲13%）。
目標達成には、オイルショック後並みのエネルギー消費効率（最終エネルギー消費量/実質GDP）
の改善（35%）が求められる。

最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費

2030年度
（省エネ対策後）

2013年度
（実績）

3.61億kl

経済成長
1.7％／年

3.26億kl程度

3.76億kl

長期エネルギー需給見通しにおける最終エネルギー需要 エネルギー消費効率の改善

徹底した省エネ
5,030万kl程度削減

産業
45%

業務
18%

運輸
23%

家庭
14%

産業
52%

業務
17%

運輸
19%

家庭
12%

長期エネルギー需給見通しにおけるエネルギー需要・エネルギー消費効率
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＜各部門における主な省エネ対策＞
産業部門 ＜▲1,042万kl程度＞ 業務部門 ＜▲1,226万kl程度＞

家庭部門 ＜▲1,160万kl程度＞

運輸部門 ＜▲1,607万kl程度＞

主要４業種（鉄鋼、化学、セメント、紙・パルプ）
⇒ 低炭素社会実行計画の推進

工場のエネルギーマネジメントの徹底
⇒   製造ラインの見える化を通じたエネルギー効率の改善

革新的技術の開発・導入

業種横断的に高効率設備を導入
⇒   低炭素工業炉、高性能ボイラ、ｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 等

次世代自動車の普及、燃費改善
⇒ ２台に１台が次世代自動車に
⇒  燃料電池自動車：年間販売最大10万台以上

交通流対策・自動運転の実現

建築物の省エネ化
⇒ 新築建築物に対する省エネ基準適合義務化

高効率設備の導入
⇒ LED等高効率照明の普及

BEMSによる見える化・エネルギーマネジメント
⇒ 約半数の建築物に導入

国民運動の推進

住宅の省エネ化
⇒ 新築住宅に対する省エネ基準適合義務化

LED照明・有機ＥＬの導入
⇒ LED等高効率照明の普及

HEMSによる見える化・エネルギーマネジメント
⇒ 全世帯に導入

国民運動の推進

エネルギーミックスにおける省エネルギー対策
各部門における省エネルギー対策の積み上げにより、5,030万kl程度の省エネルギーを実現する。
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業務部門 ＜省エネ量▲12.3百万kl＞

運輸部門 ＜省エネ量▲16.1百万kl＞

産業部門 ＜省エネ量▲1,042万kl＞
2015年度時点で▲119万kl（進捗率：11.5％） 2015年度時点で▲126万kl（進捗率：10.3％）

2015年度時点で▲241万kl（進捗率：15.0％）

主な対策
• LED等の導入［49.0万kl/228.8万kl (21.4%) ］
• トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上

［25.0万kl/278.4万kl (9.0%) ］
• BEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

［29.5万kl/235.3万kl (12.5%) ］

主な対策
• 次世代自動車の普及［59.1万kl /938.9万kl(6.3％) ］
• その他の運輸部門対策［181.5万kl/668.2万kl (27.2％) ］
（内訳）貨物輸送［74.4万kl /337.6万kl（22.0％) ］

旅客輸送［107.1万kl /330.5万kl（32.4％) ］

主な対策
• LED等の導入［33.0万kl/108.0万kl (30.6％) ］
• 産業用ヒートポンプの導入［3.1万kl/87.9万kl (3.5％) ］
• 産業用モータの導入［4.0万kl/166.0万kl (2.4％) ］
• FEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

［6.2万kl/67.2万kl (9.2％) ］

全体 ＜省エネ量▲5,030万kl＞
2015年度時点で▲6.0百万kl（進捗率：11.8％）

エネルギーミックスの省エネ対策の進捗状況
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家庭部門 ＜省エネ量▲11.6百万kl＞
2015年度時点で▲111万kl（進捗率：9.5％）

主な対策
• LED等の導入［60.0万kl/201.1万kl (29.8%) ］
• トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上

［10.8万kl/133.5万kl (8.1%) ］
• HEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

［0.7kl/178.3万kl (0.4%) ］
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対象：工場等を設置して事業を行う者
(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
・エネルギー使用状況等の定期報告義務
・中長期計画の提出義務
・事業者の努力義務

対象：貨物／旅客の輸送を業として行う者
（保有車両数 トラック200台以上、鉄道300両以上

等）
・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
・事業者の努力義務
対象：自らの貨物を輸送事業者に輸送さ

せる者（荷主）
（年間輸送量が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

・事業者の努力義務

エネルギー消費機器等
対象：エネルギー消費機器、熱損失防止建築材料の製造又は
輸入事業者

＜トップランナー制度＞（32品目）
（乗用自動車、エアコン、テレビ等のそれぞれの機器などにおいて商品化されて

いる最も優れた機器などの性能以上にすることを求める制度）
・事業者の努力義務

事業者の一般消費者への情報提供の努力義務

・家電等の小売業者による店頭での分かりやすい省エネ情報
（年間消費電力、燃費等）の提供

・電力・ガス会社等による省エネ機器普及や情報提供等

一般消費者への情報提供

対象：住宅・建築物の建築主・所有者
（延べ床面積2,000㎡以上）
・非住宅の新築又は増改築時に、建築物の
エネルギー消費性能基準への適合義務
（延べ床面積300㎡以上）
・新築又は増改築時に、建築物のエネルギー
消費性能に係る計画の届出義務
・建築主、所有者の努力義務

対象：建売戸建住宅の供給事業者
（年間150戸以上）
・供給する建売戸建住宅における省エネ性能
を向上させる目標の遵守義務
・事業者の努力義務

工場・事業場 運輸 住宅・建築物

「建築物省エネ法」で規制

省エネ法は、我が国の省エネ政策の根幹。石油危機を契機として1979年に制定。
産業・業務・家庭・運輸の各部門におけるエネルギーの効率向上を求めている。

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
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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
定期報告書制度の導入

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充

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（フランチャイズチェーンの規制対象化等）
セクター別ベンチマーク制度の導入【産業部門対策】

特定の業種・分野について、中長期
的に目指すべき水準＝ベンチマーク
を設定

2002 省エネ法改正
業務部門（事業場）の定期
報告導入

1998 省エネ法改正
機械器具や自動車へのトップランナー制度の導入
【民生部門対策（製品規制）、運輸部門対策（燃費規制）】

2005 省エネ法改正
輸送部門に規制対象拡充

2013 省エネ法改正
需要家の電力ピーク対策
建築材料等へのトップランナー制度の導入【民生部門対策】

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

今
後
の

展
開
方
向

セクター別ベンチマーク制度
の見直し・拡大【工場・事業場】

2015 建築物の省エネ基準適合
義務化【住宅・建築物】
※大規模非住宅から段階的に実施。

省エネ法の変遷
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＜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）

○省エネ措置に係る基準：

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・事業場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

○ベンチマーク指標と目指すべき水準：
現在の設定業種：鉄鋼、電力、セメント、製紙、

石油精製、化学
目指すべき水準：各業界で最も優れた事業者

（１～２割）が満たす水準

○努力目標：年平均１％以上低減

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

指
導

立
入
検
査

報告内容の
評価

取組が著しく
不十分な場合

指示に従わ
ない場合

公
表
、
命
令

※平成22年度～27年度定期報告書関連において合計197件の指導等を実施。

省エネ法は、「判断基準」に基づき、事業者ごとに適切な省エネ取組を促す法律。年間1,500kl以
上のエネルギーを使用している事業者は、年間の省エネ取組を定期報告し、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％以上低減。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
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※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  ベンチマーク目標：ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。

全事業者
産業部門
業務部門

11,421
5,764
5,657

ＳクラスＳクラス ＡクラスＡクラス ＢクラスＢクラス
事業者数事業者数 割合割合 事業者数事業者数 割合割合 事業者数事業者数 割合割合

6,657
2,997
3,660

58.3%
52.0%
64.7%

3,378 29.6%
1,779 30.9%
1,599 28.3%

1,386
988
398

12.1%
17.1%
7.0%

平成28 年度定期報告（平成27年度実績）に基づいたクラス分け

定期報告を提出する全事業者をS・A・B・Cにクラス分けし、メリハリのある対応を実施。

事業者クラス分け評価制度 ※平成28年度より制度開始
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Ａクラス
一般的な事業者

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】
特段なし。

【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】
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

【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】
注意喚起文書を送付し、現
地調査等を重点的に実施。

※３
※1



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
省エネ取組が進んでいる優良事業者として、経産省HP上で、業種別に事業者を公表。同
業他社の努力目標達成状況を把握することで、自らの立ち位置を確認することも期待。
Ｂクラス事業者への働きかけ

省エネ取組が停滞している事業者に注意文書を送付し、必要に応じて、報告徴収、現地
調査、立入検査を実施。判断基準遵守状況が不十分であれば指導。

事業者クラス分け評価制度による効果
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鉄鋼
22％

化学
24%

窯業土石
4％

卸小売・デパート・
スーパー

その他業務
（学校・病院）

その他製造・非製造
（食品・金属機械・農林業）

未来投資に向けた官民対話（第３回 平成27年11月26日）

総理発言抜粋
製造業向けの産業トップランナー制度を、本年度（平成27年度）中に流
通・サービス業（業務部門）へ拡大し、３年以内（平成30年度中）に全
産業のエネルギー消費の７割に拡大いたします。

【出所】（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧2015」

2013年度 2.03億kl

高炉・電炉

エチレン・ソーダ等

セメント

洋紙・板紙 コンビニ百貨店

ホテル

10％ 25％

全産業の７割を対象とすることを目指す

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％

全産業の７割を対象
とすることを目指す

製造 業務現状で53％をカバー

産業部門：目指すべき水準の見直し 業務部門：対象業種の拡大
平成28年4月
業務部門のトップバッター
として導入

平成29年4月
制度導入予定
平成29年4月
制度導入

13

ベンチマーク制度（産業トップランナー制度）の拡大

貸事務所 スーパー

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

導入検討



目次

２．省エネルギー政策の動向
・ 省エネ法による事業者規制
・ 事業者クラス分け制度（SABC評価制度）
・ ベンチマーク制度（産業トップランナー制度）

３．サードパーティを活用した省エネポテンシャルの開拓

１．エネルギーミックスにおける省エネ見通し
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中小企業・家庭等の省エネを促進するには、実際にエネルギーを消費している当事者の努力だけでなく、当事
者に働きかけることができるサードパーティと当事者の連携による省エネ取組の掘り起こし・深掘りが必要。
補助金やオープンデータの提供等、サードパーティにインセンティブを付与し、ビジネスベースで省エネ取組が活
性化する仕組みづくりを検討。

省エネ製品・サービス省エネ製品・サービス

省エネ法規制対象外の
中小企業等への支援強化

大企業を省エネ法規制対象とし、省エネを促進
（省エネ法定期報告、産業トップランナー制度）

産業 運輸 家庭業務

省エネ法規制対象外の主体・分野に対する省エネ取組促進

工場 家電 住宅貨物・タクシー店舗・ｵﾌｨｽ・ﾋﾞﾙ 建材自家用

ビル

省エネ法の機器・建材トップランナー制度で、オフィスや家庭で使用する機器の性能を向上
機器・自動車や建材毎にエネルギー消費効率の目標を設定

ビル 新築・既築住宅

省エネルギー相談
地域プラットフォーム

エネマネ事業者

ZEHビルダー

エネマネ事業者

エネルギー小売事業者
家電量販店等

エネルギー小売事業者
家電量販店等

貨物輸送事業者 荷主

省エネノウハウが不足する中小企業等の省エネ取組を、
省エネ診断から診断後のフォローアップまで総合的にサポート

貨物輸送事業者に貨物輸送を発注
貨物輸送事業者と連携して省エネ促進

エネルギー管理支援サービスにより、
省エネ法規制対象外の中小規模の
工場・ビルの省エネを深掘り

ZEH（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ）
自律的普及の基盤

消費者に省エネノウハウを伝え、
省エネ行動を促進
・省エネ機器への買換
・省エネモード活用、省エネサービス

サードパーティを活用した中小企業・家庭・運輸の省エネ促進
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中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金
【12.0億円（10.0億円）】

中小企業等の省エネ取組をきめ細かに支援するため、
①省エネポテンシャルの無料診断を実施。
②「省エネ相談地域プラットフォーム」（地域の専門家らが連携した省
エネ相談拠点）を全国に設置し、中小企業等による省エネ取組をきめ
細かく支援。
③「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。

中堅・中小企業における省エネ取組の推進産業、業務、家庭部門における設備導入等の省エネ対策推進

革新的な省エネルギー技術の開発促進事業
【77.0億円（80.0億円）】

省エネルギー技術開発の一層の推進

トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費
補助金 【61.5億円（61.5億円）】

輸送事業者と荷主との連携による更なる省エネの実現に向けた
実証を行い、その成果を展開することにより輸送部門の省エネル
ギー化を図る。また、自動車の実使用時の燃費改善を図るため、
自動車整備事業者における点検整備データの分析等を行い、自
動車ユーザーへの実燃費に関する情報提供の在り方を検討する。

開発リスクの高い省エネ技術の開発を促進するため、シーズ発掘
から事業化までフェーズに応じて、提案公募型の技術開発支援を
戦略的に実施する。その際、革新的省エネ技術の事業化を促進す
るため、多段階競争選抜方式（ステージゲート方式）の審査により
目標達成を徹底させるとともに、省エネルギー技術戦略2016の重
要技術を重点支援する。

工場・事業場の省エネ取組

エネマネ事業者※の活用による
効果的な省エネ

設備
更新

※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。

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 【733.5億円（672.6億円）】

工場・事業場、住宅・ビルにおける省エネルギー関連投資を促進することで、エネルギー消費効率
の改善を促し、徹底した省エネを推進する。

工 場
事 業 場

工場等における省エネ設備への入替促進のため、対象設備を限定しない「工場・事業場
単位」（複数事業者が連携する設備入替も含む）、申請手続きが簡易な「設備単位」
での支援を行う。

省エネ効果の高い設備への入替

＜高効率空調＞＜高効率照明＞

住 宅
ビ ル

住宅・ビルのゼロ・エネルギー化を促進するため、
①ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーが建築等するものを対象に、現行のZEHより優
れた断熱性能等を備えた建材・設備による省エネの更なる深掘りや、太陽光発電設備の
効率的な運用等によるエネルギーの自家消費拡大を目指したZEH等の導入を支援する。
②ZEBの実現・普及のためのガイドライン作成等を目的に、ZEBの構成要素となる高性
能建材や高性能設備機器等の導入を支援する。
※ZEB/ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル/ハウス）：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建築物/住宅

運輸部門における省エネ対策推進

給湯

照明

暖房
冷房
換気

削減

エネルギーを上手に使う

＋

エネルギーを創る

＋

エネルギーを極力必要としない

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 【18.0億円（18.5億円）】
民間金融機関の融資を活用した省エネ投資を促進するため、事業者が省エネ設備の新規導入や増設を
はじめとした幅広い省エネ取組を行うために民間金融機関等から融資を受ける際に、利子補給を行う。

平成30年度の主な省エネルギー関連予算 ※【】は平成30年度概算要求額、（）は平成29年度予算額
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（参考）エネルギー使用合理化等事業者支援事業
省エネ補助金において、EMSを導入し、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・電力
ピーク対策を支援する者をエネマネ事業者として位置付け。
エネマネ事業者を活用して省エネ対策を実施した場合には、補助率優遇（1/3 ⇒ 1/2）。

Ⅰ．工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業 Ⅱ．設備単位での
省エネルギー設備導入事業（ア）省エネルギー対策事業 （イ）ピーク電力対策事業 （ウ）エネマネ事業

補助要件

いずれかを満たすもの
①省エネ率が1%以上（単
位:kl）
②エネルギー使用量を1,000kl以
上削減（省エネ量）
③費用対効果が1,000万円あた
り省エネ量200kl以上
④エネルギー消費原単位の改善
率1%以上（単位:kl）

いずれかを満たすもの
①ピーク対策効果率が5%以上
（単位:kWh）
②ピーク対策時間帯での使用電
力を190万kWh以上削減
③費用対効果が1,000万円あ
たりピーク対策効果量80万
kWh以上
④ピーク対策原単位の改善1%
以上（単位:kWh）

「EMSの制御効果と省エ
ネ診断等の運用改善効
果」で省エネ率2%以上
を達成する事業
またはピーク対策効果率
10%以上を達成する事
業

以下の既設設備を一定以上の
省エネ性の高い設備に更新
①高効率照明
②高効率空調
③産業ヒートポンプ
④業務用給湯器
⑤高性能ボイラ
⑥高効率コージェネレーション
⑦低炭素工業炉
⑧変圧器
⑨冷凍冷蔵庫
⑩産業用モータ

補助対象経費 設計費、設備費、工事費 設備費のみ

補助率 補助対象経費の1/3以内
（ウ）単独、（ウ）組み合わせ事業は補助対象経費の1/2以内

補助対象経費の1/3以内

補助金限度額

【上限額】1事業あたり15億円/年度
【下限額】1事業あたり100万円/年度

※複数事業者で実施する「工場・事業場間一体省エネルギー事業」は１事業当たりの補助金上限額は
30億円／年度

※事業規模が大きく、単年度での事業実施が困難な事業（複数年度事業）の１事業あたりの補助金上限額は
50億円／事業

【上限額】1事業あたり3,000万
円
【下限額】1事業あたり50万円
※中小企業者、個人事業主は30
万円

平成29年度予算額 約513億円
サードパーティの例① エネマネ事業者
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ZEHの自立的普及を図るため、2020年度までに提供する住宅の過半数をZEH化するこ
とを宣言した工務店・ハウスメーカー・設計事務所等を「ZEHビルダー」として登録。
平成28年度以降、建築主が「ZEHビルダーに依頼して建築したZEH」のみが補助対象
※。
※ ZEHビルダーが建築する建売ZEHも補助対象に含む。

ZEHビルダー一覧及び各社のZEH目標・実績は補助金執行団体や経産省のHPで公開。

ZEHビルダーが
設計・建築した
ZEHに補助金
を交付

https://sii.or.jp/zeh29/builder/search/

2020年度までに新築住宅の過半数をZEH化することを宣言、公表
＋ 毎年のZEH普及対策、建築実績等を報告、公表

ZEHビルダー
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サードパーティの例② ZEHビルダー制度



※ 支援対象地域

28 一般社団法人環境創造研究センター

愛知県みよし市

29 一般財団法人省エネルギーセンター東海支部 三重県

30 こなんウルトラパワー株式会社

31 一般社団法人省エネプラットフォーム協会

大阪府

奈良県

和歌山県

32 特定非営利活動法人ワット神戸

33 とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社 鳥取県

34 一般社団法人エコエネ技術士ネット
岡山県

山口県

35 一般社団法人エネルギーマネジメント協会

広島県

福岡県

大分県

長崎県

36 一般社団法人エネルギーマネジメント協会山口支部 山口県

37 香川県

38 一般財団法人省エネルギーセンター四国支部

徳島県

愛媛県

高知県

39 一般財団法人省エネルギーセンター九州支部 佐賀県

40 熊本県中小企業団体中央会 熊本県

41 一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー 熊本県

42 株式会社九南 宮崎県

43 一般社団法人グリーン省エネ推進センター 鹿児島県

44 沖縄県

全国44都府県、44のプラットフォーム事業者が活動。
※ 支援対象地域

1 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク 青森県

2 一般財団法人省エネルギーセンター東北支部 岩手県

3 宮城県

4 株式会社あきぎんリサーチ＆コンサルティング 秋田県

5 特定非営利活動法人環境ネットやまがた 山形県

6 特定非営利活動法人うつくしまNPOネットワーク 福島県

7 株式会社HIMテック 福島県

8 一般社団法人日本エコ協会 茨城県

9 栃木県 栃木県

10 一般社団法人ぐんま資源エネルギー循環推進協会 群馬県

11 群馬県利根郡みなかみ町

12 特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 埼玉県

13 一般社団法人エコファーム推進機構 東京都

14 株式会社GNE
東京都

大阪府

15 神奈川県 神奈川県

16 一般社団法人エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議

神奈川県

千葉県柏市

大阪府

兵庫県

17 一般社団法人ソーシャルテクニカ 神奈川県厚木市

18 一般社団法人環境省エネ推進研究所 新潟県

19 一般社団法人地域資源循環システム協会 富山県

20 一般社団法人いしかわエネルギーマネジメント協会 石川県

21 一般社団法人ふくいエネルギーマネジメント協会 福井県

22 山梨県商工会連合会 山梨県

23 長野県

24 一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県

25 静岡県

26 一般社団法人中東遠タスクフォースセンター

27 株式会社浜松新電力 静岡県浜松市
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サードパーティの例③ 省エネルギー相談地域プラットフォーム



１．省エネビジネスの活性化
日本では法律による規制と補助金等の支援の両輪で省エネを促進しているが、省エネが

エネルギーコストの削減を通じて利益に繋がる対策だと必ずしも認知されていない。そこで、
省エネノウハウを有する民間事業者による省エネビジネスを通じて省エネ取組を促していくこ
とが重要。

２．サードパーティの裾野の拡大
省エネに取り組む場合には様々な手法があるが、費用対効果が低い分野では省エネが

進みにくいという課題がある。そこで、省エネビジネスを展開する事業者の多様化を図ること
で、省エネビジネスを提供できる範囲を拡大させ、さらなる省エネに繋げていくことが重要。

→ 上記の１．と２．を両輪で推進することにより日本の省エネをもう一段進
めることが重要である。

サードパーティを活用した省エネに係る今後の課題
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