
 「指定」されるとどうなるのか？ 
～簡易ガス事業を中心に～ 

             ＜ 目 次 ＞ 
「指定」事業者等一覧 ・・・・・・・・・・・・・P１ 
「指定」されるとどうなるのか？・・・・・・・・・P2～P６ 
「解除」基準について・・・・・・・・・・・・・・P7～P10 
＜参考①＞「指定」されないとどうなるのか？・・・・・・・・・・ P11 
＜参考②＞「事後監視」の基本的なイメージ・・・・・・・・・・・ P12 



P１ 

「指定」基準について 

［平成28年11月30日現在］ 

事業者数 地点群数 備考 

一般ガス事業者 １ 

簡易ガス事業者 83 １２月中に「指定」の予定 

「指定」される見込み（「指定」された）事業者等一覧 
（中国経済産業局所管分） 

35 



「指定」されるとどうなるのか？～１～ 

１．指定を受けた（地点群内の）供給地点（「指定旧供給地点」）における 
 一般の需要に応ずるガスの供給を保障するため、ガスの供給を拒んではなら 
 ない。ただし、以下に掲げるものについては供給義務を負わない。 
  ※「供給義務なし」と整理されている需要家についても、経過措置指定後に経過措置約款に 
   基づく供給を依頼された場合は（許可を受けた供給地点である以上は）供給義務が発生する 
   （⑥頁参照）。 
 
 【電気事業法等の一部を改正する等の法律 附則第28条第1項】（以下「附則」と言う） 
  ①現に供給を行っている簡易ガス事業者と交渉により合意した料金（自由 
   料金メニュー）その他の供給条件で小売供給を受けているもの ←（P３黄色） 
  ②既に届出がなされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に 
   相当する料金その他の供給条件で小売供給を受けているもの  ←（P３緑色） 
  ③簡易ガス事業者以外の事業者（ＬＰガス販売事業者等）から小売供給 
   （シリンダー供給等）を受けているもの 等     ←（P３青、ｸﾞﾚｰ、白色） 
 

２．指定された供給地点については、新ガス事業法第14条（供給条件の説明   
 等）及び第15条（書面の交付）の規定は適用されない。 
                         【附則第28条第3項】 

P２ 



「指定」されるとどうなるのか？～２～ 

Ｐ３ 

地点群毎に「指定」 

供給義務有り 
［附則第28条第1項本文］ 

供給義務無し 
［附則第28条第1項 
第1号及び第2号］ 

※「供給義務なし」と整理されている需要家についても、経過措置指定後に経過措置供給約款に基づく供給を依頼 
 された場合は（許可を受けた供給地点である以上は）供給義務が発生する（②頁参照）。 

「指定」を受けた 【ＭＥＴＩ団地】 （戸建て団地、80許可地点） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

→簡易ガス事業者 「Ａ」による供給（供給約款で設定された料金、規制料金） 

→簡易ガス事業者 「Ａ」による供給（選択約款で設定された料金 P２-②） 

→簡易ガス事業者 「Ａ」による供給（自由料金メニュー P２-①） 

→ＬＰガス販売事業者 「Ｂ」による供給（シリンダー供給 P２-③） 

→オール電化 

→空き地、空き家 



「指定」されるとどうなるのか？～3～ 

３．附則第28条第1項の供給義務を負う間、以下の旧ガス事業法の規定は、 
 なおその効力を有する。【附則第28条第4項】 
  ・第37条の6の2…供給約款等による供給の義務 
  ・第37条の7第1項において準用する第7条…事業の開始の義務 
  ・同第10条…事業の譲渡、譲受け、合併、分割にあたっての認可 
  ・同第11条…事業の全部の譲渡がなされた場合の地位の承継 
  ・同第13条…事業の休止及び廃止並びに法人の解散にあたっての許可 
  ・同第14条…事業の許可の取消し等 
  ・同第15条…供給地点増加許可後の事業開始義務違反に係る取消し等 
  ・同第17条第3項から第10項…ガス料金の引き下げ、供給約款変更命令等 
  ・同第18条…供給約款に関する命令及び処分 
  ・同第19条…供給約款等の公表義務 
  ・同第26条第1項…会計の整理等 
  ・同第47条の6…電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取 
  ・同第52条の2第4項…＜略＞ 

P４ 



「指定」されるとどうなるのか？～4～ 

４．指定旧供給地点を変更しようとするときは、大臣の許可を受けなければな 
 らない。許可の基準は以下のとおり。【附則第29条第1項、第2項】 
  ・一般の需要に適合すること 
  ・経理的基礎があること 
  ・計画が確実であること 
  ・必要な供給能力を確保できること 
  ※なお、一般ガス供給区域内において簡易ガス事業の申請が行われた場合の、一般 ガス事業と 
     簡易ガス事業との間の調整規定や簡易ガス事業の二重投資・過剰投資の排除規定は設けられ  
     ていない。 
 

５．附則第28条第1項の供給義務を負う間は、供給約款を定め大臣の認可を 
 受けなければならない。これを変更しようとするときも同様。認可基準は 
 以下のとおり。【附則第30条第1項、第2項】 
  ・適正な原価に適正な利潤を加えたものであること 
  ・料金が定率又は定額をもって明確に定められていること 
  ・簡易ガス事業者等の責任に関する事項、設備に関する費用の負担の方法 
   が適正かつ明確に定められていること 
  ・特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと 

P５ 



「指定」されるとどうなるのか？～5～ 

６．法施行の際現に大臣の認可を受けている供給約款は、附則第30条第1項の 
 認可を受けたものとみなされる。【附則第30条第3項】 
 

７．法施行日前においても、供給約款を定め大臣の認可を受けることができる。 
 認可基準は以下のとおり。なお、その効力は平成29年4月1日から生じる。 
 【附則第32条第1項、第2項、第5項】 
  ・適正な原価に適正な利潤を加えたものであること 
  ・料金が定率又は定額をもって明確に定められていること 
  ・簡易ガス事業者等の責任に関する事項、設備に関する費用の負担の方法 
   が適正かつ明確に定められていること 
  ・特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと 
 

８．大臣は関係規定の施行に必要な限度において、事業者に対して報告徴収・ 
 立入検査を行うことができる。【附則第33条、附則第34条】 

P６ 



「解除」基準について～１～ 

＜出典＞ガスシステム改革小委員会（第29回）［平成28年2月5日］ 
    資料3 「経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について」29p抜粋 P７ 

「３ヶ月」ごとに 
、データ提出を求 
めることを予定。 



「解除」基準について～２－①～ 

P８ 

・前回の本小委員会においては、旧一般ガス事業者に係る経過措置料金規制の 
 解除基準として以下の４つを提⽰したところであるが、それぞれの解除基準 
 を形式的に満たしていたとしても、例えば、以下のような場合には、他のガ 
 ス⼩売事業者等との適正な競争関係が確保されていると評価することができ 
 ない。 
・このため、御指摘を踏まえ、経過措置料金規制を解除するに当たっては、お 
 ⽰しした解除基準を満たしているかどうかに加え、適正な競争関係が確保さ 
 れているとは評価し難い他の事由がないかどうかもしっかりと確認しながら、 
 総合的に判断することとしたい。 
 （注）旧簡易ガス事業者についても同様。 

（ 略 ） 
＜解除基準②＞ 
（適正な競争関係が確保されていると評価できない場合の例） 
・その供給区域内の一般世帯の総数に⽐して、スイッチ等の総数（右辺の件数 
 と左辺の件数の和）が著しく少ない場合。 

（ 略 ） 
・このため、上記の考え方については、経過措置料金規制を解除する場合のみ 
 ならず、指定する場合においても同様に採⽤することとしたい。 
 （注）簡易ガス事業者についても同様。 

＜出典＞ガスシステム改革小委員会（第30回）［平成28年3月31日］資料4 「前回の御指摘事項等について」5～6p抜粋 



「解除」基準について～２－②～ 

＜出典＞電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門委員会（第10回）［平成28年9月2日］ 
    資料6 「経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について」10p抜粋 P９ 

・他方、指定基準のSTEP２及び解除基準②に係る具体例である「その供給区域 
 内の一般世帯の総数に⽐して、スイッチ等の総数（右辺の件数と左辺の件数 
 の和）が著しく少ない場合」については、予めその具体的な数値基準を明ら 
 かにすることが、行政手続の透明性を確保する観点から望ましい。  
・ここで、平成18年に番号ポータビリティ制度が導入されて以降、相当程度競 
 争が進展している携帯電話・PHS市場においては、番号ポータビリティ制度を 
 使って実際に携帯電話会社を切り替えた数は、携帯電話・PHS用の番号総数の 
 約3％（直近５年間平均）となっている。  
・この点、携帯電話会社の切り替えを行う主な要因である携帯端末の更新（買 
 換）時期は、給湯器等の家庭用ガス機器の更新時期の約5倍の頻度で到来する 
 （携帯端末の平均使用期間：約３年、給湯器等の実質的耐用年数：約15年）。 
 このため、都市ガスと他燃料とのスイッチ等の総数の多寡を評価するに当 
 たっては、上記の携帯電話会社の年間スイッチ率を設備更新時期で補正した 
 値と比較することが適切である（年１％となる） 。  
・以上より、指定基準のSTEP２を形式的に満たさない（解除基準②を形式的に 
 満たす）としても、その供給区域内の一般世帯の総数に⽐して、スイッチ等 
 の総数が年１％以下となる場合には、 「その供給区域内の一般世帯の総数に 
 ⽐して、スイッチ等の総数が著しく少ない場合」として、本基準により経過 
 措置料金規制の対象となることとしてはどうか 。 



「解除」基準について～３～ 

・御指摘のとおり、他のガス小売事業者や他燃料事業者との適正な競争関係が 
 認められる旧一般ガス事業者については、経過措置料金規制が課せられる 
 期間が⻑期化することは適当ではない。 
・このため、⼩売全⾯⾃由化後、例えば、国は３⽉ごとに、経過措置料金規制 
 が課されている旧一般ガス事業者から報告徴収により必要な情報を⼊手する 
 こととし、その都度、当該規制を解除しても差し⽀えないかどうかを判断 
 していくこととしたい。 
・また、需要家に対しては、当該需要家にガスを供給している旧一般ガス事業 
 者やガスを供給していた旧一般ガス事業者に、経過措置料金規制が課されて 
 いるか否かを周知することが重要。 
・このため、経過措置料金規制に係る指定・解除に係る情報については、国は 
 その都度、広く公表していくこととしたい。 
（注）上記の考え方については、旧簡易ガス事業者についても同様。なお、３月ごとに精緻なデータ  
  の提出を求めることとした場合には、特に旧簡易ガス事業者などの小規模事業者の事務負担が 
  増大することも想定されるところである。このため、これに配慮する観点から、報告すべき事項 
  に⼤きな変化がない場合には、「⼤きな変化なし」と報告することも許容することを検討（この 
  場合においては、無論、経過措置料金規制は解除されない。）。ただし、国が各事業者の競争 
  状態を把握する観点から、少なくとも１年に１回は、精緻なデータの報告を求める予定。 

＜出典＞ガスシステム改革小委員会（第29回）［平成28年2月23日］ 
    資料3 「経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について」12p抜粋 

P10 



＜参考①＞      「指定」されないとどうなるのか？ 

・経過措置料金規制が課されない旧一般ガス事業者※の小売料金に係る事後 
 監視の考え方については、前回の本小委員会において、お⽰ししたところ。 
・この点、前回お⽰しした「標準家庭における１ヶ月のガスの使用量を前提と 
 した小売料金の推移に着⽬した事後監視」は言わば「特別な事後監視」であ 
 り、このスキームで行う３年間（注１）の事後監視終了後も、無論、国は 
 「一般的な市場監視」（小売料金⽔準の確認等）を行っていく予定であり、 
 小売料金のいたずらな値上げを行っているガス小売事業者がいないかどうか 
 などを常に監視していく。（注２） 
 

（注１）⼩売全⾯⾃由化と同時に経過措置料金規制が課されない旧一般ガス事業者については、平成 
   29年４⽉から３年間が「特別な事後監視」を受ける期間となり、小売全面自由化後に経過措置 
   料金規制が解除された旧一般ガス事業者については、当該解除の日から３年間が「特別な事後 
   監視」を受ける期間となる。ただし、これらの期間内に、合理的でない小売料金の値上げを 
   行ったと判断される場合には、これらの期間に加えてさらに３年間、「特別な事後監視」を 
   行っていくこととする。 
（注２）上記の考え方については、旧簡易ガス事業者についても同様。 

＜出典＞ガスシステム改革小委員会（第29回）［平成28年2月23日］ 
    資料3 「経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について」8p抜粋 P11 

※経過措置料金規制が課されない旧一般ガス（旧簡易ガス）事業者とは、ＳＴＥＰ１で 
 都市ガス利⽤率（簡易ガス事業者のシェア）が５０％超となったが、ＳＴＥＰ２など 
 の要件に該当せず指定されなかった事業者（旧簡易ガスの場合は地点群）。こうした 
 事業者（地点群）が「特別な事後監視」（３年間）の対象となる。なお、ＳＴＥＰ１ 
 で５０％以下となった事業者（地点群）は「一般的な市場監視」の対象となるのみ。 



＜出典＞ガスシステム改革小委員会（第29回）［平成28年2月23日］ 
    資料3 「経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について」9p抜粋 P12 

（注３）いずれのケースにおいても、都市ガス利⽤率が５０％以下である旧一般ガス事業者等に 
   ついては、標準家庭における⼩売料金に係る事後監視（「特別な事後監視」）の対象外。 
   ただし、「一般的な市場監視」については、全てのガス⼩売事業者に対して行う。 
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＜参考②＞      「事後監視」の基本的なイメージ 

② 

① 
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