政令第

号
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、エネルギーの 使用の合理化に関する法律の一部を改正す る法律（平成十七年法律第九十三号）の

施行に伴い、並びにエネ ルギーの使用の合 理化に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第二条 第一項

、第七条第一項、第八条第一項、第十七条第一項、第四十 二条 第一項、第五十四条第一項、第五十七条第三

項（同法第六十九条 及び第七十一条 第六項において 準用する場合を含む。）、第六十一条第一項、第六十四

条 第三項、第六十 八条 第一項、 第七 十一条 第一項、第七十三条 第一項、第七十 五条 第一項各号及び同条 第六

項、第七十八条第一項、第七十九条 第一項、第八十七条第一項、第二項及び第六項から第十項まで、第八十

八条第一項並びに第九十二条第三項並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律附
則第二条 及び第十二条の規 定に基づき 、こ の政令を 制定する。

エネルギーの使用の合 理化に関する法律施行令（昭和五十四年政令第二百六十七号）の一部を次のように
改正する。

第一条中「エネルギーの使用の合 理化 に関する法律（以 下「法」と いう。）」を「法」に改め 、同条各号

中「 使用 する 」の 下に 「も ので ある 」を 加え 、 同条 を 同条 第二項と し 、同条に 第一項と して 次 の一項を 加え
る。

エネ ルギーの使用の合 理化に関する法律（ 以下「法」という。）第二条第一項の政令で 定める熱は、燃

料を 熱源とす る熱に代えて 使用される 熱のみを発生させ る設 備から発生する 熱で あつて 、次の 各号 のいず

一

当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を 受け た者が使用するも のであること。

当該熱を発生させた者が自ら 使用するものであること。

れかに該当するものをいう。

二

第二条の見出し中「燃料等及び電気」を「エネルギー」に改め、同条第一項を次のように改める。

法第七条 第一項の政令で 定めるところにより算定したエネルギー の年度の使用量は、当該 年度において

使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で

定めるところにより原 油の数量に換算し た量を合算した量（以下「原油換算エネルギー使用量」と いう。
）とする。

第二条第二項中「 第六条第一項の電気」を「第七条 第一項のエネルギー」に 、「千二百万キロワット時」

を「原油換算エネルギー使用量の数値で 三千キ ロリットル」に改める。

第三条中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条 第一号中「第一種 熱管 理指定工場のうち」を

削り、「もの」を「第一種エネルギー管理指定工場」に、「原油換算燃料等使用量」を「原油換算エネルギ

ー使用量」に、「熱管理士免状」を「エネルギー管理士免状」に改め、同条第二号中「第一種熱管理指定工

場のうち」を 削り、「もの」を「第一種エネルギー管理指 定工場」に、「原油換 算燃料等使用量」を 「原 油

換算エネルギー 使用 量」に、「熱管 理士 免状」を「エネル ギー管理士免状」に 改め、同条第三号を削る。

第十五条 第一項中「第六条第一項から 第四項まで 、第七条 第二項、 第十 条の二第三項（法第十二条の三第

一項において 準用する場合を含む。 ）、第十二条の二 第一項から第五項まで 及び第二十五条第一項」を「第

七条第一 項から第四項まで 、第八条第二項、第十三条第三項（法第十 八条 第一項において 準用する場合を含

む。 ）、 第十七条第一項から 第五項まで 、第六十一条第一項から 第四 項まで 並びに第八十 七条 第一項、第二

項及び第八項」に改め、「所在地」の下に「又は荷主の主たる事務所の所在地」を加え、同条第二項中「第

五条 、第十条の三第一項、第十一条（法第十二条の三第一項において 準用する場合を 含む。）、第十二条 第

一項から 第四項まで 、第十二条の五及び第二十五条第二項」を 「第六条、第十四条第一項、第十五条 （法 第

十八条第一項において 準用する場合を含む。）、第十六条第一項から 第四項まで 、第十九条、第二十条第三

項、第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項

」に、「法第二十五条第二項」を「法第八十七条第三項及び第九項」に改め、同項の表地方支分部局の長の

欄中「工場の所在地」の下に「又は荷主の主たる事務所の所在地」を加え、「（平成十一年法律第百号）」

法第五十三条、第六十七条並びに第八十七条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限（航

を 削り、同項を 同条 第三項とし 、同条 第一項の次に次の一 項を 加える。
２

空輸送事業者に係るものを除く。）並びに法第五十四条、第五十五条（法第六十九条において準用する場

合を含む。）、第五十六条（法第六十九条において準用する場合を含む。）、第五十七条第一項及び第二

項（法第六十九条において準用する場合を含む。）並びに第六十八条の規定に基づく国土交通大臣の権限

は 、 貨 物 輸 送 事 業者 又 は 旅 客 輸 送 事 業者 の主 たる 事 務 所 の 所 在 地 を 管 轄す る 地 方運 輸 局 長 （ 国 土 交 通 省 設

置法（平成十一年法律第百号）第四条第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第十九号

に掲げる事務に係る権限については、運 輸監理部長を含む。 ）に委任されるも のとする。ただし、国土交
通大臣が法第八十 七条第七項の規 定に 基づく権限を 自ら 行うことを 妨げない。

第十五条を第三十四条とする。

第十四条中「第二十五条の二第一項」を 「第八十八条第一項」に改め、同条の表の二の項中「第八条第一

項第二号」を「第九条第一項第二号」に改め、同表の五の項中「第十条の二第一項第一号（法第十二条の三

第一項」を「第十三条第一項第一号（法第十八条第一項」に改め、同表の六の項中「第十条の二第二項（法

第十二条の三第一項」を「第十三条第二項（法第十八条第一項」に改め、同条を 第三十三条とする。

第十三条中「第二十五条第五項」を「第八十七条第十一項」に改め、同条を 第三十二条とする。

第十二条第一項中「第二十五条第四項」を「第八十七条第十項」に、「特定建築主」を「特定建築主等又

は法第七十五条第四項の規定に よる報告をすべき者」に、「建築をし ようとする」を「同条第一項各号に掲

げる行為をしようとする特定建築物又は同条第四項の報告に係る」に改め、「施工」の下に「又は維持保全

」を 加え 、同条第二項中「 第二十五条第四項」を「 第八十七条第十項」に改め、同条を第三十 一条とする。

第十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「第二十五条第二項」を「第八十七条第三項」に改め、同条

第二項中「第二十五条第二項」を「第八十七条第三項」に、「燃料等」を「燃料」に 改め、同条を第二十 六
条とし、同条の次に次の四条を加える。

国土交通大臣は、法第八十七条第六項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航

一

貨物又は旅客の輸送の状況

国土交通大臣は、法第八十七条 第六項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場

輸送用機械器具の状況

能力及びこ れら の見込み

第八条の表の中欄若しくは第十二条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十三条第一項に規定する輸送

三

二

き、次の事項に関し報告させることができる。

空輸送事業者（以下こ の条において単に 「輸送事業者」という。 ）に対し、その貨物又は旅客の輸送につ

第二十七条

２

、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並び

国土交通大臣は、法第八十七条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業

に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第二十八条

者又は特定航空輸 送事業者（以下こ の条において単に「特定輸送事業者」という。）に対し、その 貨物又
は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

２

三

二

一

貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネル

輸送用機械器具の状況

エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況

ギーの使用の合理化に関する事項

国土交通大臣は 、法第八十七条第七項の規定により、その職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事

業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設
、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

経済産業大臣は、法第八十七条第八項の規定により、荷主に対し、その荷主が貨物輸送事業者

一

第十条第一項に規定する輸送量及びその見込み

当該貨物の輸送の状況

経済産業大臣は 、法第八十七条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち

二

に 行わ せる 貨物の輸 送に つき 、次の 事項に関 し報 告させるこ と ができ る。

第二十九条

２

入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

主務大臣は、法 第八十七条第九項の 規定により、特定荷主に対し、その特定荷主が 貨物輸送事業

一

当該貨物の輸送に係るエネルギー の使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギー

当該貨物の輸 送に 係るエネルギーの 使用量その他当該貨物の 輸送に係るエネルギーの使用の状 況

主務大臣は 、法第八十七条第九項の規定により、その職員に、特定荷主の 事務所その他の事業場に立ち

の使用の合理化に関する事項

二

者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

第三十条

２

入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させること
ができ る。

第十条 の見出しを 削り、 同条の前に見出しと して 「（報告及び立 入検査）」を 付し 、同条中「第二十五条

第一 項」を 「第八十七条第一項」に、「事業者 」を 「工場において エネルギーを 使用して 事業を 行う者」に

経済産業大臣は 、法第八十七条第一項の規定により、その職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費

改め、同条に次の一項を 加える。
２

する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第十条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

経済産業大臣は、法第八十七 条第二項の規定により、 第一種特定事業者 又は 第二種特定事業者

二

一

エネルギーを消費する設備の状況

エネルギーの使用量

エネルギー管理者又はエネルギー 管理員の選任の状 況

経済産業大臣は、法第八十七条第二項の規定により、その職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は

三

の事項に関し報告させることができる。

に対し、その設置して いる第一種エネル ギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場につき、次

第二十五条

２

第二種 エネルギー管理指 定工場に立ち 入り、エネ ルギーを消費す る設備及びその関 連施 設、使用する燃料
並 びに帳簿その他の関 係書類を 検査させ るこ とができ る。

第九条中「第十九条第三項及び第二十一条第三項」を「第七十九条第三項及び第八十一条第三項」に改め
、同条を第二十三条とする。

第八条中「第十九 条 第一項」を 「 第七 十九条 第一項 」に 改め、同条の表の一 の項中「二千台」 の下に「（

ジャー炊飯器

六千台

乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台）」を加え、同表に次のように加える。
十九

三千台

四千台

電子レンジ
ディー・ブイ・ディー・レコーダー

二十
二十一
第八条を第二十二条とする。

第七条中「第十八条第一項」を「第七十八条第一項」に改め、同条第一号中「とし、乗車定員が十人以下

で 、 か つ 、 そ の 型 式 に つ いて 道 路運 送車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八十 五号 ） 第七 十 五 条 第 一 項 の 指 定を

受け た」を「とする」に、「及び無限軌道式の」を「、無限軌道式のものその他経済産業省令 、国土交通省

令で 定める」に改め、「除く」の下に「。次条において 同じ」を加え 、同条第四号中「ブラウ ン管を有する

も のであ つて 、かつ、」を 削り、同条 第八号中 「と し 、道路運 送車両 法第四十条 第三 号に 規定する車両 総重

量二 ・五 トン 以 下で 、か つ 、その 型 式に つ いて 同法 第七十 五条 第一 項の 指 定を 受け た 」を 「と す る 」に 、「

及び無限軌道式の」を「、無限軌道式のも のその他経済産業省令、国土交通省令で定める」に改め、同条に
次の三号を加える。

十九

電子レンジ（ガスオーブンを有す るものその他経済産 業省令で 定めるも のを 除く。）

ジャー炊飯器（ 産業用のものその他経 済産業省令で 定めるものを除く。）

ディー・ブイ・ディー・レコー ダー（交流の電 路に 使用 されるものに 限り、産業用のもの その 他

二十
二十一
経済産業省令で 定めるものを除く。）
第七条を第二十一条とする。
第六条を削る。

第五条の二中「第十五条 第一 項」を「第七十四条 第一項」に改め、 同条を 第十六条とし、同条の次に次の
四条を加える。
（特定建築物の改築等の規模）

法第七十五条第一項第一号の政令で 定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が

法第七十五条第一項第一号の政令で 定める増築の規模は、当該 増築に係る部分の床面積の合計が二千平

二千平方メートルであることとする。

第十七条

２

方メートルで あることとする。

法第七十五条 第一項第二号の政令で 定め る規模は 、修 繕 若しくは 模様替に 係る 部分の面積の合 計

（特定建築物の直接外 気に接する屋根等について 行う修繕等の規模）
第十 八条

が 二千平 方メー ト ルで あるこ と 又は 当該 面積の合 計が 二 千平 方メ ー ト ルに 満た な い修 繕若しくは 模 様替で

当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合 計が 当該屋根の面積の合計の二分の一

当該修繕又は模様替に 係る 部分の面積の合計が当該壁（当該特定建築物の敷地境界線（建築基

当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の二分の一

特定建築物の直接外気に接する床（これに設ける窓その他の開口部を含む。）について 行う修 繕又は

除く。）の面積の合計の二分の一

準法第四十二条に規定する 道路に接する部分を除 く。）からの水平距 離が 一・五メートル 以下の部分を

模様替

特定建築物の直接外 気に 接する壁（こ れに設ける窓その他の開口部を含む。）について 行う修繕又は

は模様替

特定建築物の直接外気に接する屋根（これに設ける窓その他の開口部を 含む。）について 行う修繕又

あつて 次の各号に 掲げるものについて 当該各号に定める 規模であることとする。
一

二

三
模様替

（空気調和設備等の改修）

第十九条

法第七十五条第一項第三号の政令で 定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に 応じ、当該各

次のいずれかに該当する改修

空気調和設備のポンプの取替えで あつて、次のいずれかに該当するもの

機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの

当該取替えに係る 熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの

冷房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの

機器の定格出力の合計の二分の一以上のも の

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの

暖房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するも の

空気調和設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するも の

空気調和設備

号に定める改修とする。
一
イ

ロ

(ⅱ) (ⅰ)
(ⅱ) (ⅰ)

(1)
(2)

ハ

暖房のためのポンプの取替えであつて 、次のいずれかに該 当するもの

当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの

当該取替えに係る ポン プの定格流量の合 計が当該空気調和設 備のすべて の暖房の ためのポンプ

当該特定建築物の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え

風量の合計の二分の一以上のもの

当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格

当該取替えに係る空 気調和機の定格風量 の合計が六万立方メー トル毎時以上のもの

空気調和設備の空気調和機の取替えであつて 、次のいずれかに該 当するもの

の定格流量の合計の二分の一以上のもの

当該取替え に係るポンプの定 格流量の合計が当該 空気調和設備のす べて の冷房のためのポン プ

当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの

冷房のためのポンプの取替えで あつて、次のいずれかに該当するもの

の定格流量の合計の二分の一以上のもの

(ⅱ) (ⅰ)
(ⅱ) (ⅰ)

(1)
(2)
(2) (1)
(3)

二

三

四

空気調和設備以外の機械換気設備

当該取替えに係る 送風機の電動機の定格出 力の合計が五・五キロワット以上 のも の

機械換気設備の送風機の取替えであつて、次のいずれかに該当す

イ

当該取替えに係る 送風機の電動機 の定 格出力の合計が当該 機械換気設備 のす べて の送風機の電動 機

るもの

ロ
の定格出力の合計の二分の一以上のもの

当該取 替えに係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

照明設備の取 替えであつて 、次のいずれかに該当するも の

イ

当該取替えに係る部分の床面積の合計が当該特定建築物の床面積の合 計の二分の一以上のもの

照明設備

ロ

当該特定建築物の一の階の居室に設けられて いるすべての照明設備の取替え
次のいずれかに該当する 改修

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべて の熱源機器の定格出力の合

当該取替えに 係る熱源機器の定格出 力の合計が二百キロワット以上のもの

給湯設備の熱源機器の取替えであつて 、次のいずれかに該当するもの

給湯設備

ハ

イ
(2) (1)

三

二

一

ロ

計の二分の一以上のもの
給湯設備の配管の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
当該取替えに係る配管の長さの合計が五百メートル以上のもの

二以上の昇降機の取替え

当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の二分の一以上

のもの
昇降機

法第七十五条第六項の政令で 定める建築物は、次のとおりとする。

旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によつて重要美術品等として

第六号の伝統的建造物群を構成している建築物

文化財保護法 第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物 群保存地区内における同法第二条 第一項

化財、特別史跡名勝天然記 念物又は史跡名勝天然記念物として 指定され、又は仮指定され た建築物

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文

第二十条

（届出等を要しない建築物）

五

(2) (1)

２

四

五

六

一

二

認定された建築物

文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存

のた めの 措置が講じら れて いる 建築物で あ つて 、法第七十 二条に 規定する 措置を とること が困 難なも の
として所管行政庁が 認めたもの

第一号、 第三号又は前号に 掲げる 建築物で あつ たも のの原 形を 再現する 建築物で 、法第七 十 二条に 規
定する 措置をと るこ とが困 難なも のとして 所管行政庁 が認 めたも の

景観法（平成十六年法律第百十号）第十九条第一項の規定により景観重要建造物として 指定された建
築物
法第七十 五条第六項の政令で 定める仮設の建築物は、次のとおりとする。

建築基準法第八十 五条第一項又は第二項に規定する応急仮設 建築物であつて、その建築物の工事を 完
了し た後 三月以内で あるもの又は 同条第三項の許可を 受け たもの

建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工する ために現場に設け る事務所、下小屋、材料置
場その他これらに類する仮設建築物

三

建築基準法第八十五条第五項の許可を受けた建築物

第五条中「第十三条第二号」を「第七十 二条」に改め、同条を第十四条とし、 同条 の次に次の一条を 加え
る。

法 第 七 十 三条 第一 項の 政令で 定める 規 模は 、 床 面積の合 計が 二千 平 方メー ト ルで あるこ と と す る 。

（特定建築物の規模）
第十五条

第四条の二の見出し中「燃料等及び電気」を「エネルギー」に改め、同条第一項中「第十二条の二第一項

の燃料等」を「第十七条第一項のエネルギー」に、「原油換算燃料等使用量」を「原油換算エネルギー使用

量の数値」に改め、同条第二項を削り、同条を第六条とし、同条の次に次の七条を加える。

法第四十二条第一項の政令で 定める期間は 、三年とする。

（ 登録調査機関の登録の有効期間）
第七条

法第五十四条第一項の政令で 定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項

（特定貨物輸送事業者 の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力 及び基準）
第八条

の政令で 定める輸 送能力は、当該 区分ごとにそれぞ れ同表の中欄に掲げると おりとし、同項の政令で 定め

る基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第

）による貨物の輸送

おいて 「事業用貨物自動車」という。

輸 送の用に供するも の（ 以下こ の項に

用自 動 車」と いう。 ）で あつて 貨物 の

用自 動車（以下こ の条に おいて 「事業

十三号）第二条第八項に規定する事業

道路運 送 法（ 昭和二十 六年法律 第百八

自家用貨物自動 車（次に掲げるも のを 除く。）

。）を除く。）の数

具で あるも のを い う。 以 下こ の条に お いて 同じ

陸上を移動させることを目的として製作し た用

限り、被けん引車（自動車のうち、けん引して

る一般 貨物自動車運 送事業の用に供するものに

成元年法律第八十三号）第二条第二項に規定す

事業用貨物自動 車（貨物自動車運 送事業法（平

鉄道による貨物の輸送

二条 第一項に規定する鉄道事業の用に供する車

事業用自 動車 以外 の自 動車で あ つて 貨

の数

両であつて 貨物の輸送の用に供するも のの数

物の輸送の用に供するもの（以下こ の

三百両

二百台

二百台

項において 「自家用 貨物自動車」とい
二

一

三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車（被

被けん引車

内航 海運 業法（ 昭和二十七年法律 第百五十一号

けん引車を除く。）

う。）による貨物の輸送

船舶による貨物の輸送

）第二条第二項の内航運 送をする 事業の用に供
する船舶の合計総トン数

二万トン

法第五十七条第三項（法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。）の審議

（特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会）
第九条

会 等で 政令で 定めるも の は 、 交通 政策 審 議会 とす る 。

法第六十一条第一項の政令で 定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は 、当該年度におい

（特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量）
第十 条

て 貨物輸送事 業者 に輸送させる貨物ごとに、当該貨物の 重量に当該貨物を 輸送させる距離を乗じて 得ら れ
る量を 算定し 、当該貨物ごとに算 定し た量を合算して得られる量とする。

２

法第六十 一条第一項の 貨物の年度の輸送量につ いて の政令で 定める量は、三千万トン キロとする。
（特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会）

法第六十四条第三項の審議会等で政令で 定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞ

経済産業大臣

たばこ製造業又は塩製造業に属する 事業を行う荷主に係る場合にあつては 財政制度等

総合資源エネルギー調査会

農林水産大臣

厚生労働大臣

交通政策審議会

食料・農業・農村政策審議会

薬事・食品衛生審議会

前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第六十四条第三項の規定により命令をする場合におけ

国土交通大臣

審議会、酒類製造業に属する 事業を行う荷主に 係る場合にあつては国税審議会

財務 大臣

れ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第十 一条

２

る同項の審議会等で政令で 定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
（特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準）

第十二条

法 第六十八条第一項の政令で 定める 旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げ ると おりとし、同

鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業（

三百五十台

二百台

三百両

項の政令で 定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げると おりとし、同項の政令で 定

鉄道（軌道を 含む。）による旅客の輸

軌道法（大正十 年法律第七十六号 ）による軌道

める基準は、当該 区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げ ると おりとする。

送

事業を含む。）の用に供する車両であつて旅客
の輸送の用に供するものの数

道路運 送法第三条第一号に規定する一般旅客自

道路運 送法第三条 第一号ハに規定する 一般乗用

乗合自動車による旅客の輸送

動車運 送事業（同号ハに規 定す る一般乗用旅 客

自動 車運 送事業を除く 。）の用に供する自動 車

乗用自動車（乗合自動車を除く。）に

旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数

の数

よる旅客の輸送

船舶による旅客の輸送

海上運 送法（昭和 二十 四年法律第百八十七 号）

第二条 第二項に規定す る船 舶運 航 事業（一 定の

航路に旅客船を就航させて 人の運 送をするもの

（本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本

邦以外 の地 域の 各港間に おけ る 人 の運 送を す る

もの及び特 定の者の需要に応じ、特定の範囲の

人の運 送を するものを除く。）に限る。）の用
に供する船舶の合計総トン数
（特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準）

二万トン

法第七十一条第一項の政令で 定める輸送能力は、航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第

法第七十一条第一項の政令で 定める基準は、九千トンとする。

は旅客の輸送の用に供されているものに限る。）の最大離陸重量の合計とする。

二条 第十七 項の航 空運 送事業の用に 供す る 航 空 機（ 過去一 年 間に 本 邦 内の 各地 間に お いて 発着す る 貨物 又

第十 三条

２

第四条 第一項中「第十 二条 第五項」を 「 第十 六条 第五項」に改め 、同条 第二項中「 第七 条 第一項」を 「第

八条 第一 項」に、「第十二条 第五項」を 「 第十 六条 第五項」に改め 、同条を 第五条と する 。

則

第三条の二中「第七条 第一項第一号」を 「第八条第一項 第一号」に改め、同条を 第四条とする。
附

この政令は 、平成十八年四月一日から施行する。

（施行期日）
第一条

エネ ルギーの使用の合 理化に関する法律の一 部を 改正する法 律（ 以下「改正法」と いう。）附則第

（エネルギー管理者の選任に関する経過措置）
第二条

次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場の区分に応じ、それぞれ次に

二条の 政令で 定める基準は、次の各号に掲げ るエネルギーの使用 の合理化の区分に 応じ 、それぞれ当該各

燃料及び熱の使用の合理化

号に定める基準とする。
一

コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給 業に属する第一種エネ ルギー管理指定工場

定める基準
イ

ロ

次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量（この政令による改正前のエネルギーの

使用の合理化に関す る法律施行令第二条 第一項に規定する原 油換算燃料等使用 量を いう。以下同じ。

）の区分に応じ、 同表の中欄に掲げ る数のエネルギー管 理者をエネルギー 管理士（改正法による改正

後のエネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「新法」という。）第九条第一項の規定によりエ

者

次条第一号に 掲げ る者

次の表の上欄

次条第一号、第三号又は第五号に掲げる

ネルギー 管理士 免状の交付を 受け た者を いう。以下 同じ 。）又は 同表の下 欄に掲げる者のうち から選
任すること。

一人

一人

三千キロリットル以上十万キロリットル未満

二人

三千キロリットル未満

十万キロリットル以上

イに 規定する第一種エネルギー管理指定工場以外の第一種エネルギー管理指定工場

に掲げる前年度に おける原油換算燃 料等使用量の区分に 応じ 、同表の中欄に掲げる数のエネルギー 管

理者をエネルギー 管理士又は同表の下欄に掲げる者 のうちから選任するこ と。

二

三千キロリットル以上二万キロリットル未満

二人

一人

一人

二万キロリットル以上五万キロリットル未満

三人

三千キロリットル未満

五万キロリットル以上十万キロリットル未満

四人

次条第一号、 第三号又は 第五号に 掲げ る
者

次条第一号に掲げる者

次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量の区分に応じ 、同表の中欄

十万キロリットル以上
電気の使用の合理化

一人

次条第二号に掲げる者

者

次条第二号 、第四号又は 第五号に掲げる

に 掲げる 数のエネ ルギー 管 理者を エネ ルギー 管 理士 又は 同表の下欄に 掲げる者 の うち から選 任するこ と 。

千二百万キロワット時以上二億キロワット時未満

二人

一人

二億キロワット時以上五億キロワット 時未満

三人

千二百万キロワット時未満

五億キロワット時以上

改正法附則第二条の政令で 定める者は 、次に掲げる者とする。

改正法の施行の際現に改正法による 改正前のエネルギー の使用の合理化に関する法律（以下「旧法」

新法第十三条 第一項第一号に掲げる者（以下「講習修了者」という。）

産業省令で 定める課程を修了した者（以下「旧 電気講習修了者」という。）

改正法の施行の際現に旧法第十条の二第一項 第一号の講習で あって 電気の使用の合 理化に関して経済

て経済産業省令で 定める課程を 修了した者（以下「旧 熱講習修了者」という。）

改正法 の施 行の際現 に旧 法第十条の二第一項 第一号の講習で あ って 燃料及び熱の使用の合 理化に関し

旧電気管理士」という。）

改正法の施行の際現に旧法第八条 第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けて いた者（以下「

。）

という。）第八条第一 項の規定により熱管 理士 免状の交付を 受けて いた者（以下「旧 熱管理士」と いう

第三条
一

二

三

四

五

改正法の施 行の 際現に旧法第八条 第一項第一号に 掲げ る者で ある者（旧 法第八条第一項の規 定に よ

（エネルギー管理士試験に関する特例）
第四条

るエネルギー管理士免状の交付を受けて いない者に限る。附則第六条第一項において同じ。）に対する新

法第十条第一項に規定するエネルギー管 理士試験（以下「エネルギー管理士試験」という。）は、平成二

十一年三月三十一 日までは 、経済産業省令で 定めるとこ ろに より 、その科目の 一部を 免除して 行う。

改正法附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第八条第一項の規定によりエネルギー管理

（中長期的な 計画 の作成への参画に関する経過措置）
第五条

者を選任した第一種特定事業者（新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者を除く。）のうち、エネ

ルギー管理士又は旧熱管 理士 及び旧電気管理士のうちからエネルギー管 理者を選任して いな い第一種特定

事業者が、新法第十四条 第一項の規定により中長期的な計画を作成するときは、平成二十三年三月三十一

日まで は 、経 済産業省令で 定めるところによ り、エネルギー管理士又は旧熱管理士 及び旧電気管理士を 参
画させなければならない。

旧熱管理士 又は 旧電気管理士が改正法附則第四条の規 定に よりその科目の一 部を 免除して 行うエネ

（科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例）
第六条

ルギー管理士 試験を 受け ようとす る場合又は改正法の施 行の際現に旧法第八条第一項第一号に 掲げ る者で

２

３

４

ある者が附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士 試験を受けようとする

場合における当該試験に係る手数料は、この政令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律

施行令（以下「新 令」と いう。）第三十 三条の規定にか かわ らず 、一万円とす る。

旧 熱管 理士 又は 旧電 気管 理士が新法第九条 第一項第二号の 規定による 認定を 受け ようとする場合 の手 数

料の額については、新令第三十三条の表の二の項中「四千八百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「
三千九百五十円」とあるのは「千四百円」とする。

旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第十条第二項の規定により指定試験機関がその試験事務を行うエネ

ルギー 管理士試験に合格したことにより新法第八条第一項に規定するエネルギー管理士 免状の交付を受け

ようと する場合の手数料の額については、新 令第三十三条の表の 三の項中「三千五 百円」とあるのは「二
千二百五十円」と、「二千六百五十円」とあるのは「千四百円」とする。

旧熱管理士又は旧電 気管理士が改正法附則 第四条の規定により その科目の一部を 免除 して 行うエネルギ

ー管理士試験に合 格したことにより新 法第八条第一項に 規定するエネルギー管 理士免状の交付を 受けよう

とする場合の手数料の額について は、新令第三十三条の規定にかかわらず、二千二百五十円（ 電子申請（

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項の

規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 行う 申請をいう。）に よる場合にあっては、千四
百円）とする。

特定工場に おける公害防止組織の整備に関する法 律施 行令（昭和四十六年政令第二百六十四号）の

（特定工場に おけ る公害防 止組織の整 備に関する法律施 行令 の一部改正）
第七条
一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「十三の項」を「十二の項」に改める。

別表第三の 三の項の下欄第二号 中「 第八条第一項」を 「第九条第一項」に 、「熱管理士免状 」を「エネ
ルギー 管理士免状」に改める。

こ の政令の施行の際現に前条の規 定に よる改正前の特定工場における公害防 止組 織の整備に関する

（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）
第八条

法律施行令別 表第三の三の項の下欄第二号に掲げる者は 、同条の規定による改正後の同号に掲げる者と み
なす。

財政制度等審議会令（平成十二年政令 第二百七十五号）の一部を次のように 改正する。

（財政制度等審議会令の一部改正）
第九条

第一条第二号及び第六条第一項の表たばこ 事業 等分科会の項中「 第十二条第五項」を 「第十六条第五項
及び第六十四条第三項」に改める。

次に掲げる 政令の規定中「 第十 二条 第五項及び」を 「第十 六条 第五項 及び第六十四条 第三項 並びに

（国税審議会令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部改正）
第十条

食料・農業・農 村 政策審議会令（平 成十 二年政令第二百八十 九号）第一条

条第四項

国 税審 議会令（平成十二年政令第二百七十八号）第一条、第六条第一項の表酒類分 科会 の項及び第八

」に改める。
一

二

交通 政策 審議会令（平 成十 二年 政令 第三百号）の一 部を 次のように 改 正す る。

（交通政策審議会令の一部改正）
第十 一条

第六条第一項の表交通体系分科会の項中「 陸上交通事業調整法」を「エネルギー の使用の合理化に関す

る 法律第五十七条第三項（同法第六十九条及び第七十一条第六項において 準用する場合を含む。）及び第

六十四条第三項並びに 陸上交通事業調整 法」に改め、同表技術分科会の項中「エネルギーの使用の合理化

に関する法律」の下に 「第十六条第五項、第七十九条第三項 及び 第八十一条第三項」を加える。

