
003照明設備の更新

１．基本情報

　1.1　事業者情報

　1.2　事業実施場所

　1.3　実績報告期間

2018 年 9 月 1 日

2019 年 3 月 31 日

※西暦

　1.4　排出削減事業の概要

　1.5　適用条件の確認（適用条件を満たしておれば、確認欄に「○」を記入してください。）

条件番号 確認欄

1

2

3

4

　1.6　年間点灯時間の考え方

更新前後の照明設備の消費電力（kWh）をカタログ等により証明できる。（証明資
料を添付してください。）

事業所名

事業終了日

事業実施後の点灯時間が推定できる。

内容

国内クレジット、Ｊ－ＶＥＲ等、他のクレジット制度等は利用しない。

事業実施前に比べ、事業実施後のＣＯ２排出量が減少している。

主たる事務所の所在地

所在地

事業開始日

京-ＶＥＲ（中小企業クレジット）創出事業実績報告書

（シート１）

事業者名

代表者職・氏名
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２．設備情報

　2.1　設備更新前の設備情報

台数 年間点灯時間（h）

　2.2　設備更新後の設備情報（2.1の順番で更新した照明設備を記載して下さい。）

台数 年間点灯時間（h） 電力使用量（小計）（kWh）消費電力（kW）

（シート２）

メーカー 型番 消費電力（kW）

京ｰＶＥＲ（中小企業クレジット）創出事業実績報告書

消費電力（合計） kWh

消費電力（合計） kWh0

メーカー 型番

電力使用量（小計）（kWh）

0
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番号 番号

25 103

※103を使用する場合には、シート「係数」の対応箇所に標準発熱量と炭素排出係数を追記し、根拠資料を添付下さい。

３．CO2排出削減量の算定

　3.1　入力情報

番号

（kWh）

（kWh）

　3.2　CO2排出削減量

電力使用量 （kWh）

電力使用量 （kWh）

（tC/kWh）

（tCO2）

（tCO2）

（tCO2）

燃料名 燃料名

設備更新後の電力使用量

項目

設備更新前後の燃料

燃料の名称

京ｰＶＥＲ（中小企業クレジット）創出事業実績報告書

（シート３）

電力（関西電力）

事業実施後排出量

CO2排出削減量

事業実施前

事業実施後

その他電力

設備更新前の電力使用量

炭素排出係数

ベースライン排出量



【燃料の種類】
番号 燃料の名称

1 原料炭 （kg） 0.02900 （GJ/kg） 0.0245000 （tC/GJ）
2 一般炭 （kg） 0.02570 （GJ/kg） 0.0247000 （tC/GJ）
3 無煙炭 （kg） 0.02690 （GJ/kg） 0.0255000 （tC/GJ）
4 コークス （kg） 0.02940 （GJ/kg） 0.0294000 （tC/GJ）
5 石油コークス （kg） 0.02990 （GJ/kg） 0.0254000 （tC/GJ）
6 コールタール （kg） 0.03730 （GJ/kg） 0.0209000 （tC/GJ）
7 石油アスファルト （kg） 0.04090 （GJ/kg） 0.0208000 （tC/GJ）
8 コンデンセート（NGL） （ℓ） 0.03530 （GJ/ℓ） 0.0184000 （tC/GJ）
9 原油（コンデンセート（NGL）を除く。）（ℓ） 0.03820 （GJ/ℓ） 0.0187000 （tC/GJ）
10 ガソリン （ℓ） 0.03460 （GJ/ℓ） 0.0183000 （tC/GJ）
11 ナフサ （ℓ） 0.03360 （GJ/ℓ） 0.0182000 （tC/GJ）
12 ジェット燃料油 （ℓ） 0.03670 （GJ/ℓ） 0.0183000 （tC/GJ）
13 灯油 （ℓ） 0.03670 （GJ/ℓ） 0.0185000 （tC/GJ）
14 軽油 （ℓ） 0.03770 （GJ/ℓ） 0.0187000 （tC/GJ）
15 A重油 （ℓ） 0.03910 （GJ/ℓ） 0.0189000 （tC/GJ）
16 B・C重油 （ℓ） 0.04190 （GJ/ℓ） 0.0195000 （tC/GJ）
17 液化石油ガス（LPG） （kg） 0.05080 （GJ/kg） 0.0161000 （tC/GJ）
18 石油系炭化水素ガス （Nm3） 0.04490 （GJ/Nm3） 0.0142000 （tC/GJ）
19 液化天然ガス（LNG） （kg） 0.05460 （GJ/kg） 0.0135000 （tC/GJ）
20 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く。）（Nm3） 0.04350 （GJ/Nm3） 0.0139000 （tC/GJ）
21 コークス炉ガス （Nm3） 0.02110 （GJ/Nm3） 0.0110000 （tC/GJ）
22 高炉ガス （Nm3） 0.00341 （GJ/Nm3） 0.0263000 （tC/GJ）
23 転炉ガス （Nm3） 0.00841 （GJ/Nm3） 0.0384000 （tC/GJ）
24 都市ガス （Nm3） 0.04480 （GJ/Nm3） 0.0136000 （tC/GJ）
25 電力（関西電力） （kWh） 0.00360 （GJ/kWh） 0.0001339 （tC/kWh）
100 その他固体燃料 （kg） （GJ/kg） （tC/GJ）
101 その他液体燃料 （ℓ） （GJ/ℓ） （tC/GJ）
102 その他気体燃料 （Nm3） （GJ/Nm3） （tC/GJ）
103 その他電力 （kWh） （GJ/kWh） （tC/kWh）

【都市ガス単位換算】
m2 Nm2

低圧 100000 ⇒ 96700
中圧 100000 ⇒ 95712

Nm2 m2
低圧 100000 ⇒ 103413
中圧 100000 ⇒ 104480

標準発熱量 炭素排出係数


