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川越市保健所長 様

埼玉県保健 医療部医療整備課長

医療施設における2013年 度冬季の電力需給対策について (通知 )

標記について、平成 25年 11月 27日 付け事務連絡により厚生労働省医政局総務課及び

指導課か ら別添のとお り通知があ りました。

平成 25年 11月 1日 に開催 された政府の電力需給に関する検討会合において「2013

年度冬季の電力需給対策について」が決定され、今冬の電力需給の見通 し及び対策等が示 さ

れたところです

今冬の電力需給については、いずれの電力管内でも予備率 3%以上を確保できる見通 しが

示 されていますが、現在定着 している節電の取組が国民生活、経済活動等への影響を極力回

避 した無理のない形で確実に行われるよう、数値 目標を伴わない節電を要請 されています。

つきま しては、貴管内の医療機関への周知について御配慮賜 ります ようお願い します。

なお、社団法人埼玉県医師会会長及び社団法人埼玉県歯科医師会会長に対 して、会員への

周知を別途依頼 したことを申し添えます。

担 当

電話

隠

mail

医務担 当 佐 野

048-830-3539

048-830-4802



事 務 連 絡

平成 25年 11月 2フ 日

各都道府県医療主管部 (局 ) 御中

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課

厚 生 労 働 省 医 政 局 指 導 課

医療施設における2013年 度冬季の電力需給対策について

今夏の節電への取組について御協力をいただきまして感謝申し上げます。

11月 1日 、政府の電力需給に関する検討会合において、「2013年 度冬季の電力需給

対策について」 (別 添 1)が決定され、今冬の電力需給の見通 し及び需給対策等が示されま

した。

今冬の電力需給については、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要な予備

率 3%以上を確保できる見通 しが示されており、現在定着 している節電の取組が、国民生

活、経済活動等への影響を極力回避 した無理のない形で、確実に行われるよう、数値目標

を設けない節電を要請されています。

ただし、北海道電力管内については、冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む

停電を回避するため、上記対策に加え、2010年 度比で▲ 6%以上の数値目標付きの節

電が要請されていますが、医療施設については、機能維持への支障が生 じない範囲で実施

可能な目標を設定 し、節電を行うことが要請されており、一定の配慮がなされています。

皆様におかれましては、これらの内容につき御了知いただきますとともに、貴管内の医

療施設に対 し、冬季の節電メニュー (別 添 2)を参考に節電の取組を行つていただけるよ

う、周知をお願いいたします。

【参考資料】 、
口別添 1 2013年 度冬季の電力需給対策について

口別添 2 冬季の節電メニュー (事業者の皆様 )

【参考となるウェブサイ ト】

口内閣官房ホームページ「電力需給に関する検討会合」

http://www.kantei.go.」 p/jp/singi/electricity_supply/index.html

・経済産業省ホームページ「電力需給検証小委員会」

http://www.meti.go.jp/cOrlrni ttee/gizi_8/2.html#jukyu_kensho

【問い合わせ先】

厚生労働省医政局総務課 (電力確保チーム)村 中、末廣

(電話)03-5253-1111(内 線)2518、 2519



2013年度冬季の電力需給対策について

2013年 11月 1日
電力需給に関する検討会合

2013年度冬季の電力需給見通しについては、経済産業省の総合資源エネル

ギー調査会基本政策分科会の下に設置した「電力需給検証小委員会」において、

第二者の専門家による検証を行つた。

政府としては、いかなる事態においても、国民生活や経済活動に支障がない

よう、エネルギー需給の安定に万全を期すべく、電力需給検証小委員会による

需給見通しを踏まえて、2013年度冬季の電力需給対策を決定する。

1.2013年度冬季の電力需給見通

2013年度冬季の電力需給は、2011年度冬季並み (北海道電力管内について

は、厳寒であつた 2010年度並み)の厳寒となるリスクや直近の経済成長の伸び、

企業や家庭における節電の定着などを織り込んだ上で、いずれの電力管内でも

電力の安定供給に最低限必要な予備率 3%以上を確保できる見通しである。

ただし、北海道電力管内については、他電力からの電力融通に制約があるこ

と、発電所―機のトラブル停止が予備率に与える影響が大きいこと、厳寒である

ため、万―の電力需給のひつ迫が、国民の生命、安全を脅かす可能性※がある

ことなどの北海道の特殊性を踏まえ、リスクヘの特段の備えが必要である。

<2014年 2月 の電力需給見通し>
t万kW) 東3社 北海道 東北 東京

中部及び
西日本

中都 関西 北陸 中国 四 目 九州 9■カ 沖縄

供給 カ 7528 604 2502 542 1 584 207

最大電力需要 563 1,378 4,920 8,544 2,355 2,576 1,536 15,405

予備力 (供 給 ―需要 ) 667 122 504 430 1,097

予備率 970/0 720/O 890/0 102% 50% 630/0 300/o 600/0 850/0 720/0 310/0 71% 8060/0

※仮に、北海道電力管内において、2013年度冬季の需要ピーク時に過去最大級の電源脱

落 (▲ 137万 kW)が生じた場合、北本連系線を通じた本州からの電力融通 (最大 60万 kW)

等を行つても、北海道電力管内の予備率はマイナスとなる。



2013年度冬季の電力需給対

(1)全国 ('中縄電力管内を除く)共通の対策

①節電要請(数値目標を設けない)

i)現在定着している節電の取組が、国民生活、経済活動等への影響を極

力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、節電を要請する。節

電要請に当たつては、高齢者や乳幼児等の弱者に対して、配慮を行う。

※2013年度冬季の需給見通しにおいて、節電の定着分 (2010年度最大電力比 )とし

て以下の数値を見込んでいる。これらは節電を行うに当たつての 目安となる。

北海道電力管内  ▲4.1% 東北電力管内 ▲1.9% 東京電力管内  ▲7.5%

中部電力管内  ▲2.3% 関西電力管内  ▲3.8% 北陸電力管内  ▲3.0%

中国電力管内  ▲1.4% 四国電力管内  ▲4.2%| 九州電力管内  ▲4.1%

‖)節電要請期間・時間帯
2013年 12月 2日 (月 )から2014年 3月 31日 (月 )までの平日(ただし、

12月 30日 (月 )及び31日 (火 )並びに 1月 2日 (木 )及び 3日 (金 )を除く。)

の 9ЮOから2190まで(北海道電力及び九州電力管内については 8:00か

ら21:00まで)の時間帯とする。

②需給ひつ迫への備え

大規模な電源脱落等により、万が一、電力需給がひつ迫する場合への備

えとして、以下の対策を行う。

i)電力会社は、発電所等の計画外停止のリスクを最小化するため、発電

設備等の保守口保全を強化する。

il)電力会社は、電力需給のひつ迫が予想される場合に、広域的な電力融

通、卸電力取引市場の活用、自家発事業者からの追加的な電力購入等

を行えるよう準備する。

‖i)電力会社は、随時調整契約等の積み増し、アグリゲーター※1やネガワッ

ト取引※2の活用その他のディマンドリスポンス等、需要面での取組の促

進を図る。

※1:アグリゲーターとは、事前に契約している複数の需要家の電力需要を一括して制御し、
遠隔操作や手動制御によつて空調、照明などの需要を削減する事業者。

※2:ネガワット取引とは、需要家による節電量を供給量と見立て(ネガワット)、 需給ひつ迫が

想定される場合に、需要サイドの負荷抑制による節電分を確保する仕組み。



(2)北海道電力管内に対する対策

冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む停電を回避するため、

(1)に加え、以下の多重的な対策を行う。

①数値目標付きの節電要請

i)数値目標 (2010年度比で▲6%以上の節電)

大口需要家、小日需要家、家庭のそれぞれに対し、2010年度比で▲

6%以上の使用最大電力(kW)の抑制を要請する。

il)節電要請期間口時間帯

2013年 12月 9日 (月 )から2014年 3月 7日 (金)までの平日(ただし、

12月 30日 (月 )及び31日 (火 )並びに1月 2日 (木 )及び 3日 (金 )を除く。)

の 16ЮOから21 ЮOまでの時間帯とする。
※冬季の北海道は、夜間も電力需要が高い水準にあるため、上記時間帯以外も可

能な範囲での節電を要請する。

Hi)基準電力

2010年度冬季 (2010年 12月 1日 (水)から2011年 3月 31日 (木 )ま

で)における使用最大電力の値 (kW)を基準の目安とする。

市)留意事項

ア)高齢者や乳幼児等の弱者に対して、無理な節電を要請することのな

いよう、配慮を行う。

イ)病院や鉄道等のライフライン機能や政府の安全保障上極めて重要な

施設の機能の維持に支障が出る場合については、機能維持への支

障が生じない範囲で実施可能な目標を設定し、節電を行うよう要請す

る。

ウ)電源脱落がない平時においては、予備率 3%以上を確保できる見通

しであることを踏まえ、生産活動等 (農業、観光等を含む。)に配慮し、

実質的な影響が生じない範囲で実施可能な目標を設定し、節電を行

うことも可能とする。ただし、需給ひつ迫時 (予備率が 3%を下回る見

通しとなった時)においては、数値目標 (2010年度比▲6%以上)通り

の節電を要請する。

工)管内における複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組む

ことも可能とする。



②自家発電設備の導入支援

政府は、自家発電設備の活用を図るため、設備の増強や余剰電力の電

力会社への売電を行う事業者に対して、設備や燃料費の補助による支援を

行う。

③計画停電回避緊急調整プログラム

計画停電を含む停電を回避するため、①及び②に加え、北海道電力は
「計画停電回避緊急調整プログラム」を準備し、大規模な電源脱落等による

需給ひつ迫時にこれを発動する。

計画停電回避緊急調整プログラムの目標値は、過去最大級の電源脱落

(137万 kW)が発生する場合でも、①及び②と相まつて、電力の安定供給に

最低限必要な予備率 3%以上を確保できるよう設定する。政府、北海道及

び北海道電力は、北海道電力管内の主な需要家に対し、計画停電回避緊

急調整プログラムの締結について協力を要請する。北海道電力は、計画停

電回避緊急調整プログラムの契約状況を公表する。

1)期間
2013年 12月 9日 (月 )～ 2014年 3月 7日 (金)(全 日)

il)対象
北海道内の大口需要家(契約電力が 500kW以上)に協力を要請する。

iii)目 標1直

②と合わせて、実効ベースで23万 kW以上の需要削減量を確保する。

④更なる需給ひつ迫時に備えた対策(緊急時ネガワット入札等)

過去最大級を上回る電源脱落の発生に備え、北海道電力は、①～③で

は対応できない大規模な電源脱落時の電力需要の削減のため、緊急時ネ

ガワット入札等の仕組みを整備する。

(3)情報提供等

①政府は、需要家の節電を促進するため、電力会社等と連携して、事業者及

び家庭向けに具体的な節電メニューを提示する。

②電力会社は、電力需給状況や予想電力需要についての情報発信を自ら行

うとともに、民間事業者等(携帯事業者やインターネット事業者等)への情報

提供を積極的に行う。

③上記の対策にもかかわらず、電力需給のひつ迫が予想される場合には、政

府は、「需給ひつ迫警報」を発出し、一層の節電を要請する。



①今冬の節電へのご協力のお願い

②冬季の電力需要の特徴

③業種別の節電メニューの例

0  オフィスビル

・  卸・小売店 (百貨店、ドラッグストア等 )

・  食品スーパー

・  医療機関 (病院、診療所 )

・  ホテルロ旅館

・  飲食店 (ファミレス、居酒屋等 )

・  学校 (小中高校 )

・  製造業

・  記載例

④取組の例

⑤冬季の節電に関する情報提供等
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2013年度冬季の節電へのご協力のお願い

事業者の皆様への節電の ご協力のお願 い

2013年度冬季の電力需給は、直近の経済成長の伸び、企業や家庭に

おける節電の定着などを織り込んだ上で、いずれの電力管内でも安定

供給に最低限必要とされる予備率 3%以上を確保できる見通 しです。

他方、大規模な発電所の トラブルが発生した場合、安定供給ができな
い可能性が懸念されます。

政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努力

をして参ります。安定的に電気を供給するため、大変なご迷惑をおか

けしますが、以下のとおり節電のご協力をお願い申し上げます。

■節電をお願いしたい期間・時間・節電目標

02013年 度冬季の節電要請期間等

12月 2日 (月 )から3月 31日 (月 )までの平日 (12/30,12/31,1/2及 び1/3を除<)
9:00-21:00(九り11‖ま8:00-21:00)

数値目標なしの節電※

※節電をお願いする期間・ B寺間帯において、無理のない範囲での節電をお願いします。

※ 数値目標な しの節電については、一つの目安として定着節電として見込まれている定着節電値を

参考としてください

(参考)今冬の定着節電見込み (2010年度比)

Al.9% A7.5% A2.3% A3.8% A3.0% Al.4% A4.2% ▲ 4.1%

■被災された地上或の需要家の皆様ヘ

特に無理のない範囲でのご協力をお願い致します。

(例えば、昼休みの消灯、使用していないエリアのこまめな消灯等)

■寒冷地の需要家の皆様ヘ

0度房機器の節電に当たっては、特に無理のない範囲でのご協力をお願い致します。



2013年度冬季の節電へのご協力のお願い

使用最大電力 (kW)の抑制について

ピーク期間 0時間帯において、それぞれの需要家の2010年度冬季の

使用最大電力 (kW)の値を目安とした基準からの節電をお願いしま

す。

関西電力管内の事業所Aの場合<例>

2011年 1月 11日 の使用最大電力5′000kWであった関西電力管内における事業所A

が3.8%程度の節電を目指す場合、2013年度冬季における平日 (12/30、 12/31、

1/2及び1/3を除<)9:00-21:00の時間帯は、使用最大電力 (kW)が、 4′810kW程

度となることを目指す。

使用最大電力

(kW)

_´
`″

′″″
″″″

′″'′

 ′ ■.   _

(参考)今冬の節電目安 (使用最大電力KWの値 )

(la」)今冬の目標 :4′810kWを 超えないようにする

み 
※関西電力管内における今冬の見込み節電値 ▲ 3. 8%

事業所Aの年2011年 1月 11日

の□―ドカープ (kW)

多峯
'I::濶
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の節電   :ン
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節電を要請する時間帯
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冬季の電力需要の特徴

(1)冬季の電力需要の特徴 (夏季との比較)

①冬季のピークは、夏季 (140寺頃)と異なり、朝・夕を中l出 に長B寺間となる傾向。
②夏季に比べ、夜の需要が下がりにく<、 昼夜の差が小さい。

冬季と夏季の電力需要の特徴 (イ メージ)

※九州地方は日の出の時間が遅いため、

朝の照明等により需要が高くなる傾向

7:00   9:00    12:00   14:00     18:00    21:00

(2)冬季の電力需要の特徴 (大□需要家 0小□需要家 0家庭別の需要構造)

①大□ 0小 □需要家の電力需要は、特に朝10時頃から最大ピークとなる傾向。

②家庭の電力需要は夕方から夜にかけて最大ピークとなる傾向。

kVV

冬季平日の電力の使われ方 (イメージ)

.. 冬季 (全体 )

(家庭 )

(大□)

節電をお願いしたい時間帯

節電をお願いしたい時間帯

(ノJヽ Eコ )

14:00     18:00    21:00



オフィスビル

■ オフ ィス ピルの電 力消費の特徴

1日 の電気の使われ力 (冬季のピーク日)

・電気による暖房を使用するオフィスビルにおいては、館内を0髪めるため、午前中にピーク

となります。

図 1:オフィスビル (事例)における電力需要カープのイメージ

kW′
―般的な冬の
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出典:資源エネルギー庁推計

・ 電力消費の うち、空調用電力が約 28%、 照明が約 33%、 OA機器 (パソコン、 コピー

機等)が約 21%を 占めます。

・ これ らで電力消費の約 82%を 占めるため、 これ らの分野における節電対策が効果的です。

エレベー  その他

＼
コピー機

6%

プリンタゴ

」I1/
10/0

10%

図2:エアコン等の電気による暖房を中心とするオフィスビルにおける用途別電力消費比率
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オフィスビル

。執務エリアの照明を半分程度間引きする。

・ 使用 していないエリア (会議室、廊下等)は消灯を徹底する。

・テナン トは空調のスイッチを切り、オーす―はビル全体が適切な温度

になるように調整を行う等、適切な温度管理を行う (次項参照)

・ 使用 していないエリアは空調を停止する。

。長時間席を離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモー ドにする。

建物全体に対  実行
する節電効果 チェック

8%

3%

4%
(3°C下げた場合)

1%
2%

4%

1%

1%

4%
1時間程度の効果 )

・室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの―定0苦間の停止、または間欠運転

によつて外気取入れ量を調整する (外気導入による負荷を減らすため)。

・夕方以降はプライン ド、カーテンを閉め、暖気を逃がさないようにする。

・ 熱源機 (ガス熱源は除<)の温水出□の温度を低めに設定し、熱源機ヒー トポ

。空調機器の一斉の起動を避ける。 (運転時間前倒 し、フロア毎の時間調整等)

・ 昼休みなどは完全消灯を心掛ける。

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や LED照 明に交換する。

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 L巨 D照明に交換 した場合、約40%消 費電力肖」減。)

。フィルターを定期的に清掃する (2週間に―度程度が目安)。

・電気室、サーバー室などで冷房を使つている場合には、可能な限り冷房を使わずに

外気を取り入れる。または、空調設定温度が低すぎないかを確認し、見直す。

。電気以外の方式 (ガス方式等)の空調熱源を保有 している場合はそれらを優先運転する。

。暖房と冷房の同D寺使用による室内混含損失を避ける 飲 項参照)

・ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使用しなしヽ。

・温水洗浄便座は保温 0温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

。エアタオル等のプラグをコンセン トから抜く。

・ 自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージェネレーシ∃ン設備を所有している場合は、発電優先で運転する。

※ご注意  。記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定害」合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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ビルオーナー・ テナン トのL.L様へのお願い

<照明>
オーす―とご相談頂き、ビル全体として適度な明るさになるよう
低下等の節電をお願い致します。

<空蜻周>
個別の空調のスイッチをオフにして下さい (オーナー側で空調を集中管理する場合)。

「19℃設定」にすると、オーナーが管理するビル全体の 3最房と相まって、自動的に冷房が起動する可能性があ

ります。 (下図参照)

<照明 >
①労働安全衛生法上の照度基準の下限値 (300ル クス)を基本にビル全体で調整してい

ただくようお願い致します。 (例 :750ルクス→400ルクス)

②ビル全体として適度な照度となるよう照明の間引きや照度の低下等、テナントの皆様
へのお声掛けをお願い致します。

<空調>
①可能な限り電気以外 (ガス・石油等)を使用いただくとともに、特に窓際に設置され

ている空調機器 (ペ リメーター系)を使用される場合には、冷暖房同時運転による室
内混含損失を回避するため (下図参照)、 建物全体が適切な温度 (19°C)になるよ

うペリメーター系温度設定を室内中心部 (イ ンテリア系)の空調温度設定より低くす
る、午後に温度が上昇したらペリメーター系のスイッチを切る等の対策をお願い致し
ます。注)空調方式によつて対策が異なりますので設備管理者とご相談下さい

②テナントの皆様には、不要な個別空調のスイッチをオフにしていただ<等のお声掛け

をお願い致 します。 (可能な場合はオーす―様で空調の集中管理をお願い致 しま
す。)

<換気>
C02濃度を管理して頂き、建築物衛生法及び労働安全衛生法上の室内C02濃度基準

(5,000ppm以 下)をベースとし、過度な換気による暖房効率の低下とならないようお願
い致します。

図 室内混含損失のケース (例 )



卸・ 小売店 (百貨店、 ドラッグス トア など)

■卸 0小売 店の電力消費の特徴

・平均的な卸・ 小売店においては、昼F03(8時～ 210き )に高い電力消費が続きます。

図 1:卸・小売店 (事例)における電力需要カープのイメージ

kVV

/  

′  

″鋳
・・7・

｀
レ%、 ″″_″ "ア

イ″´″′・   `¨
″・`

｀
.7・

、.%_t.、

.ν

036912151821
出典 :資源エネルギー庁推計

―般的な冬の
□―ドカープ

/

0電力消費のうち、空調が約31%、 照明が約36%、 冷凍冷蔵 (冷蔵庫、シ∃―ケース等)

が約12%を占めます。

・ これらを合わせると電力消費の約79%を 占めるため、これらの分野における節電対策は

特に効果的です。

OA機器

5%

冷蔵庫
4%
ン ヨー

ケース

8%

出典:資源エネルギー庁推計

図2:一般的な卸・ 小売店における用途別電力消費比率
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卸・ 小売店

・ 店舗の照明を半分程度間弓|きする。

。使用 していないエリア (事務室、休憩室等)や不要な場所 (看板、外部照明、

駐車場)の消灯を徹底する。

・ 暖房を使用する必要がある場合、店舗の室内温度を 19℃とする。

・業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショークスの消灯、凝縮器の洗浄を行う。

建物全体に対  実行

する節電効果  チェック

10%
3%

8%
3℃下げた場合

1%

。室内のC02濃度の基準範囲内で、換気フアンの一定 B寺間の停止、または間欠

運転によつて外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らすため )。

12%□

※ご注意  。記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。

・空調については電気式空調を想定しています
ら建物の利用状況により削減値は異なります。・ 一定の条件の元での試算結果ですので、各々

・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。

・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。

。従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や LED照 明に交換する。

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 L巨 D照明に交換 した場合、約 40%消 費電力削減。)

・ 使用 していないエリア (事務室、休憩室等)は空調を停止する。

。室内温度が高い場合は、冷房を使わず、可能な限り外気の導入で対応する。

・ フィルターを定期的に清掃する (2週間に一度程度が目安)。

00景気を逃がさないよう、断熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

0搬入□やバツクヤー ドの扉を必ず閉め、売場への冷気流入を防止する。

・ 電気以外の方式 (ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそれらを優先運転する。

。調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直 しを行う。

・ 冷凍・ 冷蔵ショーケースの吸込み□と吹出 し□には商品を置かないようにすると共に、

定期的に清掃する。

。オープン型の冷凍・冷蔵シ∃―ケースについては、冷気が漏れないようビニールカーテンなど

・デモンストレーション用の家電製品などはできる限り電源をオフにする。

・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時は6ヽたを閉める。

・エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

。自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

。デマン ド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

0コ ージェネレーシ∃ン設備を設置 している場合は、発電優先で運転する。
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食品スーパー

■食品 スーパ ーの電 力消費の特徴

1日 の電気の使われ方 (冬季のピーク日)

。平均的な食品スーパーにおいては、営業時間帯 (100寺～ 21時)に高い電力消費が続き

ます。

図 1:食品スーパー (事例)における電力需要カープのイメージ
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・ 電力消費のうち、冷凍冷蔵 (冷蔵庫、 シ ∃―ケース等)で約 45%、 照明 (一 般照明、

ショーケース用照明)が約 31%を 占めます。

・これらを合わせると電力消費の約76%を占めるため、これらの分野における節電対策は

特に効果的です。
空調

|

亀螂＼

照明

31%

/W
出典:資源エネルギー庁推計

図2:一般的な食品スーパーにおける用途別電力消費比率
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食品スーパー

・店舗の照明を半分程度間引きする。

。使用 していないエリア G務 室、休憩室等)や不要な場所 (看板、外部照明、

駐車場)の消灯を徹底する。

0暖房を使用する必要がある場合、店舗の室内温度を 19℃ とする。

・ 使用 していないエリア (事務室、休憩室等)は空調を停止する。

・業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ツ]ケースの消灯、凝縮器の洗浄

を行う。

建物全体に対  実行
する節電効果  チェック

10%
2%

1%未満
(3℃下げた場合)

1%未満

6%

照 明

空 調

凍
蔵

い用
込用

コンセント
動カ

その他

。従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や LED照 明に交換する。

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 LED照 明に交換 した場合、約40%消 費電力削減。 )

・ 室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠

運転によつて外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らすため )。

・ 0濃 気を逃がさないよう、断熱フィルム、厚手のカーテンなどを活用する。

・フィルターを定期的に清掃する (2週PoOに一度程度が目安)。

・ 室外機周辺の障害物を取り除く。

・ 搬入□やバックヤー ドの扉を懸ず閉め、売場への冷気流入を防止する。

・ 電気以外の方式 (ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそれらを優先運転する。

・ 冷凍・ 冷蔵ショーケースの吸込み□と吹出 し□には商品を置かないようにすると共に、

中期的 |「 清掃する _

・オープン型の冷凍 0冷蔵シ∃―ケースに冷気流出防止用ビニールカーテンを設置する。

0調理機器、業務用冷凍・ 冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

・ エアタオル等のプラグをコンセン トから抜く。

・ 自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・デマン ド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・ コージェネレーション設備を設置 している場合は、発電優先で運転する。

・ 店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。

・ 節電担当者を決め、責任者 (店長 音βP日 長)と関係全部P3が出席 したフォローアップ会議や

節電パ トロールを実施する。

・従業員に対 して、家庭での節電の必要性 0方法について情報提供を行う。

※ご注意  。記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。

・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。

・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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医療機関 (病院、診療所 など)

■■ 医療機 関 (病院 0診療所等 )の電力消費の特徴

1日 の電気の使われ万 (冬季のビーク日)

・平均的な医療機関 (病院 0診療所等)においては、昼間 (90寺～18時)に高い電力消費

が続きます。

図 1:医療機関 (事 15」)における電力需要カープのイメージ
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出典 :資源エネルギー庁推計

・電力消費のうち、空調が約 13%、 照明が約 52%を 占めます。

・ これらを合わせると電力消費の約 65%を 占めるため、これらの分野における節電対策は

特に効果的です。

その他

24%

52%

出典 :資源エネルギー庁推計

空調、照明

で約 65%

図2:一般的な医療機関における用途別電力消費比率



医療機関

。事務室の照明を半分程度間引きする。

・使用 していないエリア (外来部門、診療音口門の診療 B寺間外)は消灯を徹底する。

。病棟、外来、診療部門 (検査、手術室等)、 厨房、管理部門毎に適切な温度設定

を行う。

。使用 していないエリア(外来、診療部門等の診療 B寺間外)は空調を停止する。

・ 夕方以降はプライン ド、カーテンを閉め、暖気を逃がさないようにする。

ξ智命遭易翼 チ冒gク

3%

3%

1%

1%未満

1%未満

。従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や LED照 明に交換する。

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 L巨 D照明に交換 した場合、約 40%消 費電力削減。 )

0病棟では可能な限り天丼照明を消灯 し、スポット照明を利用する。

・ フィルターを定期的に清掃する (2週間に―度程度が目安)。

・ 搬入□の扉やバ ックヤー ドの扉を必ず閉め冷気流入を防止する。

0電気以外の方式 (ガス方式等)の空調熱源を保有 している場合はそれらを優先運転する。

・ 調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・電気式オートクレープの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。

。温水洗浄便座は保温 0温水の温度設定を下げ、不使用時はS、たを閉める。

・エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

・ 自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・ デマン ド監視装置を導入し、豊報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電園先で運転する。

※ご注意  ・記動している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定害」合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用1犬況により削減値は異なります。
・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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ホテル・ 旅館

■ホテル 。旅館の電 力消費の特徴

1日 の電気の使われ方 (冬季のピーク日)

・ ホテル O旅館においては、23時以降の深夜～朝9時頃の夜間以外は高い電力消費が続きます。

図 1:シティホテル (事 lp」)における電力需要カープのイメージ

kVV ―般的な冬の
□―ドカープ

/

′

                                     21
~″ ～~                12   15   18

3    6    90

出典 :資源エネルギー庁推計

電 力消費の内訳 (冬季の ビーク 0寺断面 (15」 ))

0電力消費の うち、空調 が約 26%、 照明が約 32%を 占め ます。

・これらを合わせると電力消費の約58%を占めるため、これらの分野における節電対策は

特に効果的です。

′

′

OA機器  炊飯器

1%    1%

浄便座ノ

1%

水搬送ゴ
ポンプ
7菫

レベ」 |
タ  テレビ
7%  2%   3%    出典:資源エネルギー庁推計

図2:電気による暖房を中心とするホテル・ 旅館における用途別電力消費比率
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ホテル・ 旅館

・ 客室以外のエリアの照明を半分程度間ヨ|きする。

・ 使用 していないエリア (会議室、宴会場等)は空調を停止する。

。ロビー、廊下、事務室等の室内温度を 19℃ とする。

。客室外気給気/浴室排気システムの場合は、 10B寺～17時の送風量を50%風量、

または停止する。

。従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や L巨 D照明に交換する。

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 L巨 D照明に交換 した場合、約40%消 費電力肖」減。)

。宴会場の準備、片付けの際には一般照明のみ点灯 し、演出照明 (シ ャンデ リア等)は消灯する。

・ 宿泊客への協力要請を通 じて、客室の照明を抑制する (使用 していない照明の消灯等)

・ 厨房排気を確認し適正な風量に調節する (過大な場合は外気を誘引 して しまうため)。

・車の動きが少ない時間帯の駐車場給排気ファンの間欠運転をする。

・ 電気以外の方式 (ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそれらを優先運転する。

・ 暖気を逃がさないよう、遮熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

・宿泊客への協力要請を通じて、客室の空調を抑制する (温度設定を下げる等)。

・ 客室冷蔵庫のスイッチは「切」で待機する。

。給湯循環ポンプの100寺～17時(空室時)の流量肖」減または停止する (中央給湯方式)。

・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

。エアタオル等のプラグをコンセン トから抜く

・ 自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・ デマン ド監視装置を導入し警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

・ 施設全体の節電目標と具体策について、従業員全体に周知徹底 し実施する。

。節電担当者を任命し、責任者(支配人・部門長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議
や節電パ トロールを定期的に実施する。

・館内での貼り紙などを通じて宿泊客へ節電を呼びかける。

・ 従業員に対 して、家庭での節電の必要性 0方法について情報提供を行う。

※ご注意  ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
。一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。

・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・ 節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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飲接漸占 (フ ァミリーレストラン、居酒屋、フアーストフード店 など)

■飲食店 の電 力消費事例

1日 の電気の使われ万 (冬季のピーク日)

・24時間型 0昼型・夜型など営業種別により営業時間帯が異なり、外気温や入客状況に応

じて電力消費の状況が大き<異なります。

図 1:飲食店における電力需要カープの事例
24時間型

例)フ ァミリーレス トランなど

朝― 夜 型
例)フ ァース トフー ド店、カフェなど

夜 ～ 深夜型
例)居酒屋など

レストランなど
夜型

 la」 )

出典 :資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳 (冬季のピーク0寺断面 (lp」))

・電力消費のうち、空調が約 14%、 照明が約 25%、 厨房機器等 (給湯 0冷蔵庫・ ショー

ケース等)で約 47%を 占めます。

・ これらを合わせると電力消費の約86%を 占めるため、これらの分野における節電対策は

特に効果的です。

出典:資源エネルギー庁推計

図2:飲食店における用途別電力消費比率の事 lp」

一房

％

厨

２‐

空調、照明、

厨房機器等

で約 86%
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飲食店

。使用 していないエリア (事務室等)や不要な場所

(看板、外部照明等)の消灯を徹底 し、

客席の照明を半分程度間弓|きする。

・ 店舗の室内温度を 19℃ とする。

・冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、

庫内の整理を行うとともに、温度調節等を実施する。

※ご注意 。空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。

建物全体に対
する節電効果

回

。従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や LED照 明に交換する。 '
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 L巨 D照明に交換した場合、約40%消 費電力削減。)

・使用 していないエリアは空調を停止する。

。フィルターを定期的に清掃する (2週間に一度程度が目安)。

・ 暖気を逃がさないよう、断熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

・ハロゲンヒーターなど、電熱線系の暖房機器の利用を避ける。

。使用 していない機器(調理機器など)のプラグを抜く。

・ 調理機器の設定温度の見直 しを行う。

・業務用冷蔵庫の ドアの開閉回数や時間を低減し、冷気流出防止ビニールカーテンを

設置する。

・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

。エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

・デマンド監視装置を導入し、書報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。
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学校 (小中高)

■学校 (小中高)の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方 (冬季のピーク日)

0平均的な学校においては、日中 (90寺～17時)に高い電力消費が続きます。

図 1:/AN立小学校 (事例)における電力需要カープのイメージ

kVV
一般的な冬の
□―ドカープ

0369 12    15    18    21
出奥 :資源エネルギー庁推計

0冬季においては、照明が約74%を占めています。

・教室部分に電気を使う暖房機器を設置 していない場合が多いため、照明の比率が高 <な つ

ていますが、電気を使う空調 (エアコン等)を設置 している学校については空調の比率が

高<なることに留意が必要です。

空調

5%

OA機器

]

硼
％

そ

１

出典:資源エネルギー庁推計

図2:一般的な学校における用途別電力消費比率
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学校 (小中高)

・教室、職員室、廊下の照明を間引きする。

・点灯方法や使用場所を工夫 しながら体育館の照明を 1/4程 度FB5引 きする。

認辞:里]翼 チ冒τク

霊引日

。従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 L巨 D照明に交換した場合、約40%消 費電力削減。)

・ 体育館等で使われる水銀ランプを、セラミックメタルハライ ドランプに交換する。

(水銀ランプをセラミックメタルハライドランプに交換した場合、約50%消

。使用 していないエリア (教室、音楽室等)は空調を停止する。

・暖気を逃がさないよう、断熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

フィルターを定期的に清掃する (2週間に一度程度が目安)。

・特別教室 (音楽室、コンピュータ室等)は連続利用する。

・電気以外の方式 (ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・待機電力を肖」減する。 (特に冬体み中はパソコン、テレビ等のプラグをコンセン トから

櫛ζ^ヽ

献立や調理の工夫により食器等を減らして食器洗浄機を使用 したり、熱風保管庫の使用
n轟間高芥 ノ゙フ トすスなだ ピー勺雷力芥IΠ告||す ス丁美芥する ^

。手洗い等、水の流 し放 し、水の出 しすぎに注意する。

節水こま、泡沫水洗を使用する。

※ご注意  。記動している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・節電を意識しすぎるあまり、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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製造業

■ 製造業の電力消費の特徴

1日 の電気の使われ力 (冬季のピーク日)

昼間操業の需要家 (一般的な稼働時間)

SがSSがSSS
主な業種I金属茄土:¨ 自動量蔀語夏思

……………̈……
1

電気・一般機械製造 (組立) など   :

負荷設備 :生産機械、電気炉、空調・照明 など   :

昼夜連続操業の需要家 (高い稼働 B寺間)

ヾ ヾヾヾ ヾヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ ヾヾ

讐華誕五譲言輩轟華
電力消費の内訳 (冬季のピークB寺断面 (仮」))

・電力消費のうち、生産設備が占める害」合が高くなつていますが、生産活動に影響を与え

ないよう、一般設備を中心に節電に取り組んでください。

・ 生産工程や納期、必要な生産環境 (空調)に応 じて電力消費形態が異なります。

図 :製造業の用途別電力消費比率事例
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製造業

※製造業|ま種月」ごとだ電力度層の形態力漿 きく異なるため、多設備ごとD節電率 を言己載 し3ぽ 尭

機械・設備毎の 実行
節電効果    チェック

オフ及びモーター

(節電効果 :保温施工の実施例) E∃ 日
8%

2%

9%

15%

8%

∝ 6%
085%

27%

34%

lK)生産活動への実質的な影 が少な1/h一般設備を中心とした節館をお願いいた します。

・ 使用倶Jの圧力を見直すことによリコンプレッサの供給圧力を低減する。

0コ ンプレッサの吸気温度を低減する[設置場所の室温と外気温を見合いする]。

・負荷に応じてコンプレッサ 0ポンプ 。フアンの台数制御を行う。  ,

・ インバータ機能を持つポンプ・ フアンの運転方法を見直す。

水出□温度を高めに設定 し、ターボ冷凍機 。ヒー トボンプ等の動力を肖」減
:利用 側 の 状 況 存 確 認 lノた が ら 7℃ → 9℃ ヘ

・ 使用 していないエリアは消灯を徹底する。

・白熱灯を電球形蛍光ランプやLED照明に交換する。

工場内の温度を 19℃ とする。

(節電効果 :室内温度設定を3℃下げた場合)

・ 外気取入量を調整することで換気用動力や熱負荷を低減する。
(節電効果 :換気ファンの間欠運転または停止により30%導入量を低減した場合)

・デマンド監視装置を導入し、警報発生時には予め決めておいた節電対策を実施する。

0設備・機器のメンテナンスを適切かつ定期的に実施することでロスを低減する。

・節電担当者を決め、責任者 (社長・工場長)と関係全部門が出席したフォローアップ

や節電パ トロール

・従業員に対 して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

目
口
□

□

※ご注意 ・ 記載している節電効果は、機械・ 設備毎の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です

そのため、設備内容や利用状況等によって効果は異なる場合があります。
・空調については電気式空調を想定しています。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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記載例
《オフィスビルの場合》

(参考 )

自社の実状に応 じてアレンジして下さい。

フィルターを定期的に清掃する (2週間に一度程度が「

。電気室、サーバー室( 
自社の実状に応じてフォーマットの対策・数値を

・室外機周辺の障害物: アレンジしていただいて結構です。

保査 しにか

・4分の1の照明を従来型蛍光灯からHf蛍光灯に交換す
コ          0%

(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形 LED照 明に交換 した場合、 勺        減。 )

建物全体に対

本計画に盛り込む節電メニューを選びま しょう (/)。
※基本アクションはできるだけ盛り込みましょう。

※実施できないメニューを盛り込む必要はありません。

実行
エツク

□
日
□
□

日

日

・ 執務エ リアの照明 間引きする。

。使用 していないエリア (会議室、廊下等)は消灯を徹底する。

・テすン ト・ オーナーによる適切な空調の使用 (次頂参照)。

・使用 していないエリアは空調を停止する。

コンセント
動カ

。長 B寺間席を離れるときは、○∧機器の電源を切るか、スタンバイモー ドにする。

・ 昼休みなどは完全消灯を心掛ける。

/

/

/

/

。室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転

によって外気取入れ量を調整する (外気導入による負荷を減らすため)。

。夕方以降はプライン ド、カーテンを閉め、 8濃気を逃がさないようにする。

。冷凍機の冷水出□温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動カ

を削減する (セ ントラル式空調の場合)。

。空調機器のピークシフ トを行う。
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今冬の節電見込み値 (▲ 1.4%～▲7.5%)以上を目指 した

節電の取組例

。執務エリアの照明を半分程度間引き。執務エリアの照明を半分程度間引き         …・ ▲ 8%
・設定温度を19℃にするなど、適切な空調利用を徹底  …・ ▲ 4%

=合 計 ▲12%

・店舗の照明を1/4程度間引き

・空調の設定温度を19°Cに

・ 店舗の照明を1/4程度間引き
0業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、

冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、

凝縮器の洗浄

▲ 5% (=▲ 10%X1/2)
▲ 8%
=合 計 △13%

・・・ ▲ 6%
=合 計 ▲110/o

…・ A14%。客室以外の照明を半分程度間引き

。教室、職員室、廊下等の照明を3割程度間引きする ・・・ △ 11%
(=▲ 15%× 3/4)
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冬の節電 <「でんき予報」と緊急時のお願い>

「でんき予報」のご案内

でんき予報が、オレンジ・赤となった場合には、一層の節電にご協力をお願い致します。

緊急時の一層の節電のお願い

常輪 状況 安定した

電追鐘溌

やや  1/ちヽ

簿鐵状況
じLl 総状況

自 套難曇長
し`

使用率 92%以下
92%超過

～95%以下

95%超過
～97%以下

9796超過

(九州電力の例 )

気温の急激な低下や、発電所の トラブル停止などにより、

需給ひつ迫が想定される場合には、停電回避のため、

政府より、予め「電力需給ひつ迫警報」を発令し、

緊急の節電をお願いさせて頂く場合があります。

口需給ひつ迫警報の発令
・T∨、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール

の宛先 (最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

・需給ひつ迫警報の発令
・TV、 ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール

の宛先 (最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

口「緊急速報メール」で携帯電話に一斉にお知らせ。

(一定の予備率が確保された場合には配信しない)

※1犬況に応じて運用の変更があり得ます。

需給のひつ迫による停電等を回避
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冬の節電<節電・ 電力需給に関する情報等>

Webサイトでの情報紹介

政府の節電ポータルサイト「節電.gOjp」

経済産業省ホームページ

「需給ひつ迫 お知らせサービス」

万一、電力需給のひつ迫が予想される場合に、携帯電話・スマートフォンに、お知

らせします。ぜひ、ご登録をお願いいたします。

〔携帯電話〕

右のQRコード、または             にアクセス

〔スマートフォン〕

“App Store"または“Goo」 e Play"に アクセスし、“節電アクション"で検索

※QRコードは、株式会社デンソーウェープの登録商標です。
※App Storeは 、米国およびその他の国々で登録されたApde lnCの 商標または登録商標です。
※Goo」 e、 Goo」 e Pbyは 、Goo」 e hcの商標または登録商標です。

節電・省エネに関する出張説明会 など

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催する節

電口省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する「無料講師

派遣」を実施しています。また、工場やオフィスビル等における無料の節電口省エネ

診断を行う「無料節電診断」「無料省エネ診断」も実施しています。

対象事業者・申込方法等は、節電・省エネ診断等に関するポータルサイトをご確

認ください。

節電・電力需給に関するお問い合せ

経済産業省 03-3501-1511(代 表) 24


