令和４年度電気利用効率化促進対策事業
公募要領（二次募集）

制定：2022 年 10 月 11 日版
【対象者】
本公募要領は、令和４年８月４日（木）～令和４年９月３０日（金）１７時の期間中に電
気の効率利用関連サービスへの登録支援には申請せず、令和４年１０月１１日（火）以降に、
節電に対する支援にのみ申請する小売電気事業者等を対象としております。
※電気の効率利用関連サービスへの登録支援に申請済で、節電に対する支援にも申請する
小売電気事業者等は、公募要領（一次募集）をご参照ください。

【支援内容】
Ｂ．節電に対する支援（節電達成特典の付与）

電気利用効率化促進対策 事務局
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1．はじめに
（１）本要領について
本要領は令和４年度電気利用効率化促進対策事業（以下「本事業」という。）のＢ．節
電に対する支援について公募を行いますので、事業の実施を希望される方は以下に定める
事項に基づき、応募願います。
なお、本要領は、公表時点の本事業の内容に沿って作成されているものであり、今後、
予告なく変更がなされる可能性があります。

2．事業の概要
（１）目的
この冬の厳しい電力需給に備え、供給力の確保に加えて、需要面の対策として、需給ひ
っ迫時に、簡単に電気の効率的な使用を促す仕組みを構築することが重要となります。本
事業では、電力会社が今冬実施するインセンティブ型 DR に相当し、節電量を評価する節
電プログラム（※）を支援し、需要家による節電の取組の更なる促進を図ります。
（※）節電達成特典の支援対象となる節電プログラムは、（２）概要にて後述の「A.月単位
の節電量を評価する月間型（kWh 型）プログラム」「B.時間単位の節電量を評価する指定
時型（kW 型）プログラム」の２種類となります。
（２）概要
小売電気事業者等の実施する節電プログラムを通して、ベースラインに適う節電量を達
成した需要家に、小売電気事業者等が自ら付与する特典の上乗せ支援として行う特典ポイ
ント等の付与に対して、以下の金額を支援します（A,B を併用可）。
A.

月単位の節電量を評価する月間型（kWh 型）プログラム

前年同月比３％以上の電力使用量の削減を達成した需要家に対し、一定額を補助しま
す。
ａ．低圧需要家に対しては、月額 1,000 円
ｂ．高圧・特高需要家に対しては、月額 20,000 円
＜留意点＞
※１

原則、前年同月の電力使用量をベースラインとして設定します。昨年実績がない

場合は各小売電気事業者等が独自でモデルを設定することも可能です。この際、適切性
を審査する為に算出根拠の計算式を記載した理由書の提出を求めます。また、気候や曜
日による補正等を行うことも認められます。
※２

必須実施期間（補助対象期間）は、令和５年１月～３月、又は、令和 5 年１月～

３月分電気料金の対象となる期間（令和５年１月１日（日）以降の検針日より３回分）
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とします。
※３

月単位の節電量を評価致しますので、１ヶ月に満たない場合は、補助対象となり

ません。
B.

時間単位の節電量を評価する指定時型（kW 型）プログラム
小売電気事業者等が指定した日時において、ベースラインと比較して、電力使用量の

削減を達成した需要家に対し、削減量に応じて、各小売電気事業者等が独自で付与する
額と同額を補助します。この際、次に掲げる補助上限金額の範囲内で補助するものとし
ます。
ａ．ひっ迫注意報／警報が発令された場合、40 円/kWh
ｂ．各小売電気事業者等が独自に発動する場合、20 円/kWh
＜留意点＞
※１

ERAB ガイドラインで定められた考え方によるもの（標準ベースラインもしく

は代替ベースライン）をベースラインとして設定してください。また、選択したベース
ラインの適切性を審査するために算出根拠の計算式を記載した理由書の提出を求めま
す。
※２

必須実施期間（補助対象期間）は、令和４年 12 月～令和５年 3 月とします。

※３

発動条件 a については、１コマでも上記の発動水準を満たせば、日単位で対象と

します。また、条件を満たすエリアのみを対象とします。この際、発動回数や発動時の
継続時間に制限は設けません。
※４

発動条件 b については、補助対象時間に計 48 コマ／月（24 時間／月）との上限

を設けます。なお、あくまで国の補助対象条件であり、電力会社毎に定める発動時間を
制限するものではありません。
※５

ａ．ひっ迫注意報／警報が発令された場合及びｂ．各小売電気事業者等が独自に

発動する場合が重複している際には、ａ．ひっ迫注意報／警報が発令された場合の上限
額が優先されます。
※６

各小売電気事業者等が独自で付与するインセンティブ単価に下限は設けません

が、補助額は小数点以下切り捨てとします。
※７

各小売電気事業者等による需要家の削減量の集計方法や特典付与のタイミング

は、各社が独自で定めることができます。
＜補助対象となる特典付与原資金額の考え方＞
・補助上限金額
例１：ａ．ひっ迫注意報／警報が発令された場合、小売電気事業者等が独自で付与する
インセンティブ単価が 30 円/kWh であれば、補助額は 30 円/kWh となります。
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例２：ａ．ひっ迫注意報／警報が発令された場合、小売電気事業者等が独自で付与する
インセンティブ単価が 50 円/kWh であれば、補助額は 40 円/kWh となります。

・小数点以下の金額（円/kWh）
例１：ａ．ひっ迫注意報／警報が発令された場合、小売電気事業者等が独自で付与する
インセンティブ単価が 20.５円/kWh であれば、補助額は 20 円/kWh となります。
（３）支援対象期間
令和４年１２月１日（木）～令和５年３月３１日（金）（※プログラム内容により、支
援対象期間が異なりますので御留意ください）
※節電プログラムを実施する小売電気事業者等の目標達成プログラム詳細の受付期限
は、令和４年１１月１８日（金）１７時（ｐ10 参照）です。
※小売電気事業者等から低圧需要家への特典の付与の期限は、原則、令和４年１２月 1
日（木）～令和５年３月３１日（金）となります。
※小売電気事業者等から高圧・特高需要家への特典の付与の期限は、原則、令和４年１
２月 1 日（木）～令和５年３月３１日（金）となります。
※上記期間については、資源エネルギー庁及び事務局の協議により延長する場合があり
ます。
（４）本事業の支援対象者について
本事業の支援対象者は、支援対象者の要件（ｐ６参照）を申請時において満たしている
小売電気事業者等とします。
（５）事業の流れ
本事業の流れは以下の通りです。
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3．本事業の支援対象者の要件
本事業の支援対象者は、以下の要件を満たし、別紙に定める各誓約書に同意する必要が
あります。
① 日本国内に本社を有する小売電気事業者等（※）である。
② 日本国内に金融機関の預貯金口座を有し、その口座を通じて日本円で本事業に係る精算
を行うことができる事業者であること。
③ 法人等（個人又は法人をいう。）代表者やその他の構成員が各都道府県の暴力団排除条
例の規定による暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力に該当しないこと。
（※）電気事業法に基づく小売電気事業者の登録を受けた者（共同住宅の管理組合等と高圧
で電気需給契約を締結するとともに、管理組合等から高圧一括受電に係る各種サービスを
委託された小売電気事業者を含みます。）又は電気事業法に基づく小売供給に係る登録を受
けた特定送配電事業者（以下、
「登録特定送配電事業者」という。）に加え、小売供給契約の
締結の「媒介」、
「取次ぎ」又は「代理」を行う者、高圧一括受電事業者を対象とします。今
後、対象を必要に応じて追加する可能性があります。

4．本事業の支援内容
（１）支援内容
小売電気事業者等の実施する節電プログラムを通して、国の指定するベースラインに適
う節電量を達成した需要家に、小売電気事業者等が自ら付与する特典の上乗せ支援として、
月単位の節電量を評価する月間型（kWh 型）を採用する場合には、一定基準の節電量（前
年同月比 3％以上削減）を達成した需要家に対し、低圧で受電する場合には月額 1,000 円、
高圧以上で受電する場合には月額 20,000 円を支援します。更に時間単位の節電量を評価す
る指定時型（kW 型）を採用する場合には、各小売電気事業者等が独自で付与するインセン
ティブ単価と同額を、電力需給ひっ迫注意報／警報が発令時は 40 円/kWh、各小売電気事
業者等が独自に発動する場合は 20 円/kWh を補助上限額として、支援します。
※ポイントや電気料金値引きなどを通じて需要家に特典を付与してください。
小売電気事業者等が実際に需要家に対して実施した支援の実績に応じて、事務局より補
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助金を交付します。なお、電気料金の値引きを行った場合は、値引きの実績に応じた補助を
行い、ポイントの付与を行った場合には、ポイント付与の実績から失効率（ｐ９参照）を割
り引いた金額の補助を行います。
（２）支援対象
支援対象は、インセンティブ型 DR を実施する小売電気事業者等の節電プログラムを通
して、国の指定するベースラインに適う節電量を達成した需要家となります。
※各府省庁及び各府省庁所管の独立行政法人は本事業の特典の付与の対象外です。特典
の付与を行わないようにしてください。
※公衆街路灯、太陽光発電設備用のパワーコンディショナ等の節電の余地が想定されな
い契約に関しては、対象外とするようにしてください。
（３）交付決定額及び失効率
①交付決定額
本事業の交付決定額は、各小売電気事業者等が契約を有する需要家の内、各小売電気事業
者等の実態に則した想定参加需要家数を基に、事務局が指定する計算方法で、算出してくだ
さい。また、毎月の概算払いの申請時に特典の付与実績が交付決定額を超える場合には、実
績の合計額に交付決定額の計画変更を行ってください。
②概算払い額
本事業では、小売電気事業者等から、需要家への特典の付与がなされた実績の報告を受
けて、事務局から毎月概算払いを行います。毎月末に、付与ポイント種類ごとの付与の
実績額を算出し、その合計値を支払います。
実績の報告にあたっては、以下情報を提出いただくことを予定しております。採択事業
者に対して、別途詳細を提示します。
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※ 節電達成特典支援の概算払いに必要な情報

補助金支払額算定式（案）
ポイント等付与実績数×ポイント単価×（１－失効率等）
※ポイント単価= １ポイントの現金相当利用可能額
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例：１ポイント＝１円相当として利用可能な場合ポイント単価＝１、
１ポイント＝０．５円相当として利用可能な場合、ポイント単価＝0.5
③失効率
失効率は以下の規則により算出し、適用します。
A.

ポイントを電気料金と相殺する場合：原則、失効率 0％

自動的に電気料金から値引きがされる等、ポイント利用が必ず実行される仕組みを導
入する場合において失効率 0％を適用します。
値引き実行のタイミングを需要家が選択できる仕組みの場合、電気料金未回収による
ポイント未利用の可能性がある場合には、実績資料に基づき失効率を設定します。実績
資料により難い場合、あるいは現在ポイントプログラムがない場合は、統一の失効率
（8％）を適用します。
B.

有効期限のないポイントを付与する場合：原則、失効率 0％

ポイントの有効期限が無期限であることを確認できる資料を提出いただき、制度を確
認の上で、失効率 0％を適用します。
C. 自社発行ポイントを用いる場合：原則、失効率 8％
自社で保有する独自のポイントプログラムにおいて発行するポイントを用いる場合は、
原則として、統一失効率 8％を適用します。
D. 自社発行ポイントを用いる場合で失効率を実績資料に基づき提示する場合：実績
に基づき算定
自社発行ポイントを用いる場合に、過去のポイント付与・利用／失効の実績に基づく失
効率を使用したい場合には、提出資料に基づき確認し、以下の計算式にもとづき失効率
を算出し、適用します。 失効率＝（直近 1 年以内で指定する 6 カ月以上 12 カ月以
内期間の失効数＋期間外失効数）／失効ポイントの付与期間の総付与ポイント数（計算
方法は以下例参照）
※期間によらず失効するポイントが存在する場合でそれを付与期間と紐づけ特定でき
る場合はその付与と失効実績も加算すること
※失効数とポイント付与期間は必ず同じ長さの期間を指定すること
※有効期限の設定が分かる資料を、付与及び失効の実績資料とともに提出すること
例：
• 令和４年のポイント失効数＝100 ポイント／年
•退会等による当該付与ポイントの期間外失効数＝50 ポイント（令和４～５ 年累計）
•令和４年に失効するポイントの付与期間の総付与ポイント数＝1,000 ポイント／年
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•失効率＝（100＋50）／1,000×100＝15％
E.

他社が発行する共通ポイントを用いる場合：原則失効率 0％

共通ポイント発行事業者からのポイント購入に対して支払う金額を補助対象とし、失
効率は 0％を適用します。ただし、購入額が失効率を加味して決定される場合は、購入
額算定に適用される失効率を本事業でも適用します。また、失効ポイント分の購入額が
補助事業者に対し返金される仕組みがある場合は、これまでの実績にもとづき失効率
を算定するか、統一失効率 8％を適用します。
上記 A～E について、ポイント付与後のポイント利用実績を確認することができる資料
を提出することができる場合は、ポイント利用実績にもとづき補助額を算出すること
も可能です。ポイント利用実績にもとづく場合は、失効率の設定は行わず、ポイントの
利用実績額が補助額となります。
また、ポイント利用実績にもとづき補助額の算定を行う場合は、ポイントの利用期限を
令和５年２月２８日までに設定するとともに、令和５年３月３１日までに実績を確認
することができる資料をご提出ください。

5．公募手続き等の概要
本公募にあたり、申請者は特設ＷＥＢサイトより電子申請を行う必要があります。
（１）目標達成プログラム詳細受付期間
令和４年１０月１１日（火）～令和４年１１月１8 日（金）１７時
※受付期間以外の申請は受理しません。
※本公募は、締切を待たずに随時審査を行い採択決定を行います。
（２）申請方法
申請は下記の特設ＷＥＢサイトの書類をダウンロードし、特設ＷＥＢサイト内に記載の
申請フォームよりご提出ください。
特設ＷＥＢサイト：https://setsuden.go.jp
（３）申請の手順
①本要領の内容を確認する。
②特設ＷＥＢサイトより事業者登録を行う。
③事業者登録完了後、マイページにて、審査に必要な情報を入力するとともに、必要な書
類を準備し、アップロードする。
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（４）申請に必要な情報及び提出書類
以下の情報の入力や提出物のアップロードをマイページにて行ってください。申請フォ
ーム以外のメールや郵送、FAX、持参による提出は、原則受理しません。
なお、受理した審査書類の返却は行いません。また、アップロードした書類の原本は５年
間保管してください。
表：提出及び入力項目一式
No
─

交
付
申
請
書

01

添
付
書
類

チェックリスト

書式

形式

提出

指定

PDF

●

全社

02-1 交付申請書

（様式第１）

指定

PDF

●

全社

02-2 特典付与補助金額計画書

（別紙1-1）

指定

エクセル

●

全社

02-3 役員名簿

（別紙1-2）

指定

PDF

●

全社

02-4 小売電気事業者等に係る誓約事項等 同意書

（別紙1-3）

指定

PDF

●

全社

（別紙1-4）

指定

PDF

△

代理・取次ぎ・媒介事業者
の場合、必須

02-6 高圧一括受電契約概要説明書

（別紙1-5）

指定

PDF

△

高圧一括受電事業者、マンション管理組合
等からの委託の場合、必須

02-7 実施体制図

（別紙1-6）

指定

PDF

●

全社

03-1 節電プログラム概要詳細説明書

（別紙2-1）

指定

エクセル

●

全社

03-2 節電プログラム（付与特典）概要説明書

（別紙2-2）

指定

エクセル

●

全社

03-3 失効率申告書［算出規則Ａ～Ｅ］

（別紙2-3）

指定

エクセル

●

全社

03-4 指定時型ベースラインの考え方に係る照合書

（別紙2-5）

指定

ワード

△

指定時型（kW型）プログラムを実施する場
合、必須

02-5

実
施
計
画

提出書類名

電気利用効率化促進対策事業費補助金の
申請に係る承諾書

04

商業登記簿謄本

（添付資料1）

定形

PDF

●

全社

05

決算報告書（2期分）

（添付資料2）

自由

PDF

●

全社

06

会社概要

（添付資料3）

自由

PDF

●

全社

07

小売電気事業等の概要がわかる資料

（添付資料4）

自由

PDF

●

全社

08

高圧一括受電契約書

（添付資料5）

自由

PDF

△

高圧一括受電事業者、マンション管理組合
等からの委託の場合、必須

09

高圧一括受電サービス需給約款

（添付資料6）

自由

PDF

△

高圧一括受電事業者、マンション管理組合
等からの委託の場合、必須

10

特典付与対象となる供給地点特定番号全件

（添付資料7）

自由

PDF

△

高圧一括受電事業者、マンション管理組合
等からの委託事業者で、契約する供給地点
番号を保有する場合、必須

11

節電プログラムの概要資料

（添付資料8）

自由

PDF

△

必要に応じて

12

ベースラインの計算方法説明資料

（添付資料9）

自由

PDF

●

全社

13

付与特典の概要資料

（添付資料10）

自由

PDF

△

必要に応じて

14

失効率申告書に係る補足資料

（添付資料11）

自由

PDF

△

必要に応じて

15

ポイント単価の説明資料

（添付資料12）

自由

PDF

△

必要に応じて

16

口座情報がわかる資料

（添付資料13）

自由

PDF

●

全社

11

（５）審査の方法
事務局は小売電気事業者等が以下の要件を満たしているか審査を行います。
① 「４．本事業の支援対象者の要件」に規定する要件をすべて満たすこと。
② 事務局が指定する節電ポイントプログラムの基準を満たしていること。
※審査内容についてお答え致しかねますので、ご了承ください。
（６）審査結果
審査結果は、マイページへの表示及び事務局からの連絡にて通知します。
小売電気事業者等の採択後に事業者名等を特設ＷＥＢサイトにおいて公表致します。
（７）申請情報の変更
申請した内容について変更や追加をすることができます。ただし、申請情報の変更が必要
になった場合は、速やかに事務局に連絡してください。変更や追加の内容によっては、承認
されない場合や、申請を取り消す場合があります。その際、事務局の指示に従ってください。
（８）申請取下げ
交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る申請内容又はこれに付された条件
に不服がある場合には、当該申請を取り下げることができます。取り下げる場合は、速やか
に事務局に連絡してください。
事務局は、申請取消しにつき、理由の如何を問わず、一切の責任を負いません。
（９）個人情報の取り扱い
個人情報等について適切な保護措置を講ずるものとし、本事業の業務の範囲内でのみ使
用します。※事務局に係る委託先についても同様とします。

6．補助金の支払い
本補助金は、毎月の概算払いとして、翌月 7 日までに申請いただき、月末までに支払いを
行います。
また、最終の申請を精算払いとします。初回申請からの証憑等をチェックした上で適正な
金額を翌々月末までに支払います。
※支払い日については、初回申請からの証憑等に不備等ある場合はこの限りではありませ
ん。
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7．不正の防止及び反社会的勢力の排除
（１）不正の防止
小売電気事業者等は、本事業における不正な取引や不正利用等を防止するため、必要な措
置を講じるとともに、事務局の不正防止の取組に協力してください。
特に需要家の意図しない不正として、需要家の重複申請が想定されます。
需要家の重複申請については補助金交付対象外にあたるため、小売電気事業者等は強く注
意喚起を行ってください。
また、架空の申請や水増し報告等の不正請求*等については、厳正に対処します。不正が
判明した場合には、電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告等を行う場合があり
ます。悪質な事例については、電気事業法に基づく小売電気事業登録取消、事案の公表及び
債権回収、賠償請求の実施、刑事告発等の法的措置をとる場合があります。

*参考：不正請求について
偽りその他不正の行為（詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法（明治 40 年法律第 45 号）各条文
に規定するものをいう。）に触れる行為の他、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であ
っても、故意に申請又は報告情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことにより、
本来受けることができない金銭の支払いを受け、又は受けようとすること。
（２）反社会的勢力の排除
小売電気事業者等は、本事業を遂行するにあたり、反社会的勢力*の関与、参画その他如
何なる形式の影響力の行使について、排除しなければなりません。

*参考：反社会勢力について
以下のいずれかに該当する者をいう。
①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第
2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
②暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員で
なくなった日から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係者
⑤総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者

8．お問い合わせ先
電気利用効率化促進対策 事務局電話

： ０１２０－００２－３９１

営業時間：平日午前９時～午後５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
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