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１. はじめに 

 

我が国ガス事業は、明治５年に横浜で創設された。草創期の用途はガス燈など限定的であり、

事業及び料金規制は県や市の単位で行われていた。大正初期までに、ガスは一般燃料用として普

及していったが、その社会に及ぼす影響が次第に大きくなるにつれ、国としての統一的法規の必

要性が認識されることとなった。こうした背景から、大正１４年に（旧）瓦斯事業法が施行され、

国全体で事業及び料金規制が行われることとなった。そして、戦後の占領下での改革期を経て、

昭和２９年に、現在に続くガス事業法の成立に至った。 

 

その後、省エネという社会的要請への対応と料金負担の公平性向上のための二部料金制（昭和

５５年）、業務及び産業分野での用途の多様化と需要の高まりを背景とした複数二部料金制（昭和

６３年）、電力と同じく急激な円高と原油価格の低下に対応した原料費調整制度（平成７年）など、

各時代の課題に柔軟に対応する制度改正が進められてきた。 

 

さらに平成７年以降は、大口需要分野の自由化拡大と歩調を合わせ、競争環境の整備という観

点からの料金制度改正が進められてきた。平成７年にはヤードスティック的査定が導入され、平

成１１年の改正では、料金値下げ手続きの届出制を導入するとともに、多様な料金提案を可能と

する選択約款の導入が行われた。 

 

東日本大震災以降、電力、ガスなどエネルギーの低廉かつ安定的な供給の重要性が格段に高ま

り、料金制度についてもその在り方が問い直されることとなった。まず電気料金制度については、

昨年３月に「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」の報告書がとりまとめられ、現行

制度の下での値上げ認可時における原価の厳格な査定や情報公開の拡大等の考え方が示された。 

 

電気料金制度に関する議論を踏まえ、本小委員会においては、ガス料金について、ガス事業の

特性も踏まえつつ、現行の総括原価方式の下で実施すべき料金制度の見直しについて検討を行っ

た。 

 

その結果、電気料金と同様に、 

① 現行法の趣旨に立ち返り、「値上げ認可時においては厳格な査定を行う一方、値下げ届出時や

事後評価においては一般ガス事業者による説明と行政による事後チェックを的確に行うこと」を

徹底すること、 

② 総括原価方式の本来の目的である、「事業に要する費用すべての回収を認めるのではなく、あ

るべき適正な費用のみの回収を認めること」を徹底すること、 

といった基本的考え方に基づき、現行ガス料金制度・運用についての見直すべき点について、一

定の方向性を得た。 

 

本提言を受け、行政当局が所要の制度改正を速やかに行うことにより、ガス料金制度がガスの

低廉かつ安定的な供給のために十全の役割を果たしていくことを期待する。 
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２. 現行のガス料金制度 

(１)現行制度 

① ガス料金に対する基本的考え方 

 いわゆる公共料金に係る規制は、国民生活上の必需財について、その財の安定的な供給の維

持・確保を図るために、その供給に要する費用の回収を確実化する一方で、事業者が過度の利益

を得ることを防止することにより使用者の利益を保護する、という両面の観点から行われている。 

 ガス事業についても、独占の弊害や過当競争による二重投資の弊害を防止し、需要家に対して

ガスを安定的かつ低廉に供給するため、一般ガス事業者に独占的な供給を認めつつ、供給義務、

料金規制等を課している。 

 具体的には、「原価主義の原則」、「公正報酬の原則」及び「需要家に対する公平の原則」がガ

ス料金決定の三原則とされており、ガス事業法第１７条において、「料金が能率的な経営の下に

おける適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」、「特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと」等を供給約款の認可基準として規定している（図１）。 

 なお、各原価項目や事業報酬等の具体的な算定方法については、一般ガス事業供給約款料金算

定規則（経済産業省令。以下「算定規則」という。）1に定められている。 

（図１）ガス料金の三原則 

 

 

 

 

 

 

 

② 料金規制の対象となる需要家 

一般ガス事業制度は、価格競争力を有する需要家への供給に関して規制の必要最小限化の観点

から、平成７年に一部の大口需要家に対するガスの小売について料金規制の対象外として以降、

数次にわたり自由化範囲を拡大している（図２）。現在は、年間契約使用量１０万ｍ３以上の需

要家が自由化の対象となっており、これらの需要家のガス料金については、各一般ガス事業者と

需要家が直接交渉し双方合意の上で決定される。ガス事業法の料金規制は、これらを除く小口需

要家（業務用、家庭用等）を対象とするガス料金に限られている。 

 

                                                   
1 簡易ガスについては、簡易ガス事業供給約款料金算定規則（経済産業省令）において規定されている。 
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（図２）ガスの小売自由化範囲の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ガス事業法に基づいて定められる約款 

 ガス事業法においては、一般ガス事業者 2に対し、小口需要家向け（規制部門）の料金等に係

る「供給約款」を定めることを義務付けるとともに、一般ガス事業者の効率的な事業運営に資す

るものとして「供給約款」に代替しうる「選択約款」を定めることを認めている。これに加え、

一般ガス事業者及びガス導管事業者 3に対し、大口ガス事業者 4等が導管を利用する際の料金等

に係る「託送供給約款」を定めることを義務付けている。 

④ 供給約款の認可・届出手続 

 供給約款を定める場合には、ガス事業法第１７条の規定に基づき、一般ガス事業者から経済産

業大臣に対して認可申請がなされた後、経済産業大臣は、審査を行い、広く一般から意見を聴く

公聴会（ガス事業法第４８条）を行った上で、認可を行う 5（図３）。 

 なお、認可に要する期間は、案件、状況等により異なるものの、申請受理後の標準処理期間は

４カ月となっている。 

 

 

                                                   
2 平成２５年７月現在、全国で２０９社（うち私営１８１社、公営２８社）存在する。 

3 自らが維持・運用する一定規模以上の導管によりガスの供給（卸・大口供給等）を行う事業者（一般ガス事業者を除く。） 

4 大口需要家に対して行うガスの供給（大口供給）を行う事業者（一般ガス事業者及びガス導管事業者を除く。） 

5 ガス事業法の経済産業大臣の権限は、大手一般ガス事業者４社（東京ガス、東邦ガス、大阪ガス、西部ガス）及び供給

区域が複数の経済産業局長の管轄する区域に存する事業者１社（東部ガス）に係るものを除き、ガス事業法施行令第１３

条の規定に基づき、供給区域を管轄する経済産業局長に委任している。 
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（図３）供給約款認可プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、ガス料金を引き下げる場合等には、事業者の経営自主性を最大限尊重しつつ、事前の査

定や公聴会を伴わない簡素な手続とすることにより、自主的・機動的な料金引下げのインセンテ

ィブを与え、実質的な需要家利益の拡大を図るという観点から、平成１１年のガス事業法改正に

より、一般ガス事業者は、経済産業大臣への届出により料金を改定することが可能となっている

（図４）。 

 

（図４）ガス料金制度の変遷 
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⑤ ガス料金の算定 

 供給約款に係るガス料金の算定方法は、いわゆる「総括原価方式」によることが基本であり、

算定規則に基づき、「総原価（営業費等＋事業報酬－控除項目）」が算定される。この総原価は、

供給計画、需要想定等に基づき策定されるガスの需給計画及び設備投資計画を前提に「原価算定

期間 6」における「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」として算

定される 7。 

 算定された総原価は、従量原価、製造需要原価、供給需要原価等の機能別原価に配分され、さ

らに小口部門原価、大口・卸供給部門原価等の部門別原価に配分される。その上で、小口部門原

価のうち供給約款料金原価、選択約款料金原価とそれぞれの料金収入が一致するよう、料金（基

本料金＋従量料金）が設定される（図５）。 

 

（図５）総括原価方式におけるガス料金算定プロセスの配分の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、値下げ届出による料金改定においては、ガス料金の算定に当たって、「総括原価方式」

によるほか、「届出上限値方式 8」によることが可能となっている。営業費のうち原材料費（Ｌ

ＮＧ、ＬＰＧ等）については、これらいずれの方式の場合であっても、原料価格の変動を毎月自

動的に調整し、従量料金に反映する「原料費調整制度」が適用される（平成７年導入）（図６）。 

                                                   
6 届出により料金改定を行う場合は、「原資算定期間」と称する。 

7 一般ガス事業者のうち需要家数１万戸未満の事業者であって、新設事業者及び熱量変更を理由として料金を設定する

者以外の者は、算定規則に基づき、営業費のうち修繕費、減価償却費等について、「簡素合理化方式」により算定するこ

とが可能となっている。 

8 原資算定期間における経営効率化等により生ずることが見込まれる費用の削減額を見積もって余裕原資を算出し、この

一部を料金引下原資とする手法（原価を総括的に洗い直す必要がないため、簡便かつ迅速に値下げ改定を行うことが

可能となる。）。 
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（図６）原料費調整制度に基づくガス料金の算定手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ガス料金値上げ認可時における料金原価の査定方法 

ガス料金を認可するに当たっては、原価に関し、ガス事業法第１７条第２項第１号に基づき、

「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」が求め

られ、各原価項目について厳格な査定が行われる。「一般ガス事業供給約款料金審査要領」（資

源エネルギー庁通達。以下「審査要領」という。）では、例えば営業費等について、「各項目ご

とに算定規則に定める方法に基づき適正に算定しているか否か、算定根拠が実績及び供給計画

等を踏まえて妥当であるか否か、各項目の額が互いに又はその他の金額との関係において整合

的か否か、並びに事業者が適切な効率化努力を行うことを前提として算定した額であるか否か

につき、算定の根拠となる数値その他の必要な説明を求めて審査」するとされている。 

 また、総括原価主義の基本的な枠組みを維持しつつ、一層の経営効率化を促すため、そのイン

センティブを働かせるための「比較査定（ヤードスティック的査定）」が平成７年に導入されて

おり、審査要領において「設備投資関連費用」及び「一般諸経費」の原価項目群について、一般

ガス事業者の効率化への取組度合いを比較し、査定率に格差をつけることとなっている（減額査

定率は０．５％又は１．０％）（図７）。 
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（図７）比較査定（ヤードスティック的査定）の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ガス料金値下げ届出導入の背景及び料金原価の取扱い 

平成１１年のガス事業法見直しにおいては、料金の引下げといった需要家利益を増進するよ

うな場合には、経営効率化等により生み出した余裕原資を全て料金引下げに充てるか、一部を

中長期的な需要家利益の保護・増進に資するものとして財務体質の強化等に充てるかの判断に

ついて、規制部門の供給を担う一般ガス事業者の経営の自主性を最大限に尊重し、その経営効

率化の効果を規制分野の需要家に機動的に還元するという観点から、料金値下げ時の届出制が

導入された。 

 届出制度は、認可時と同様、算定規則に基づく料金の算定を求めているが、「料金が能率的な

経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」という要件は課しておら

ず、査定等の手続を要するものではない。ただし、ガス事業法第１７条において、「特定の者に

対し不当な差別的取扱いをするものでないこと」等の要件は、引き続き設けていることから、

届出により変更された供給約款について当該要件を満たしていない場合には、経済産業大臣は、

変更命令を発動することが可能となっている。 

⑧ 事後評価と情報公開 

 設定された料金については、行政が行う定期的評価 9やガス事業法第２６条の２の規定に基づ

く部門別収支 10により事後的に検証が行われる（参考１）（図８）。また、料金算定に係る行政プ

ロセスの透明化や料金の妥当性を確認するため、資源エネルギー庁において「ガス料金情報公開

ガイドライン」を定めている。 

                                                   
9 ①一定期間の長期にわたり料金改定を実施していない事業者について、料金改定を実施してこなかった理由、料金改

定の予定の有無等に関する事業者説明の合理性の評価を行うとともに、②規制小売部門において営業赤字が生じてい

る事業者について、営業赤字の要因・性格（一時的／構造的）、赤字解消の見通しに関する事業者説明の合理性の評

価を行う。 

10 自由化部門から規制部門への悪影響を防止するため、一般ガス事業者に対し、毎事業年度終了後、部門別収支計算

書の作成・行政への提出を義務付けている（具体的な様式等は、ガス事業部門別収支計算規則に規定）。 
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（参考１）定期的評価についての方針（平成２１年６月都市熱エネルギー部会報告から） 

 

 

 

 

 

 

 

（図８）ガス事業部門別収支計算規則で指定している部門別収支計算書の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)ガス料金改定の状況 

最近のガス料金改定をみると、過去５年で値上げ改定は１１９件行われているが、この主な理

由は、需要家数の減少等に伴いガス売上が想定を下回ることにより、コスト回収が困難となる場

合のほか、ガスの高カロリー化に伴う償却資産の償却費の計上、原料費の高騰（卸価格の引上げ）、

保安対策等に係る設備投資、自然災害によるものなど多岐にわたっている。 

一方、値下げ改定も過去５年で２０２件行われており、一般ガス事業者において積極的に経営

効率化が図られていることが窺い知れる。特に、いわゆる大手４社（東京ガス、東邦ガス、大阪

ガス、西部ガス）においては、昭和５６年以降、値上げを行っていない（図９）。 

 

 

 

○ 規制料金の妥当性の説明については、各事業者間でその程度に大きな差異があるのが現状である。規制小売料金に対する需要家からの
関心の高まり等を踏まえれば、今後、事業者は上記ガイドラインの趣旨に則り、例えば毎年の決算発表時等の適切な機会をとらえ、原価算
定期間を超えて料金改定を行わない場合の理由等、料金に関する対外的な説明を十分に行っていくことが必要である。

○ 一定期間の長期にわたり料金改定を実施していない事業者については、その料金水準がガス供給の実態から離れている可能性があるこ
とから、行政においても、把握情報等を基に、料金改定を実施してこなかった理由、料金改定の予定の有無、予定がない場合はその理由や
収支見通し等に関する事業者説明の合理性を中心に評価した上で、事業者の経営の自主性の観点等も踏まえつつ、その評価結果を公表
することとすることが適当である。

（注１） 「一定期間」についての考え方

① 一般ガスについては、大手４社の平均的な料金改定サイクル（約３年）、経営効率化目標の設定期間（目安として３年）を踏まえ、現
状では３年間とすることが考えられる。

○ また、規制小売部門において営業赤字が生じている事業者については、ガス事業の安定性、安全性、事業継続性の確保や値上げ認可申
請の要否の確認・評価の観点から、営業赤字の要因・性格（一時的／構造的）、赤字解消の見通し（赤字要因の解消・改善可能性、料金改
定、コスト削減等）に関する事業者説明の合理性を中心に評価した上で、その評価結果を公表することとすることが適当である。
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（図９）最近のガス料金改定状況 
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３. ガス料金制度・運用の見直しの基本的考え方 

(１) 公共料金をめぐる最近の動き 

① 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議 

 電気料金制度については、福島第一原子力発電所事故に起因する東京電力の経営・財務の状況

について調査することを主たる目的として設置された「東京電力に関する経営・財務に関する調

査委員会」において、現行の電気料金制度とその運用についての問題点が指摘されたことも受け、

経済産業大臣が主催する有識者会議が平成２３年１１月に設置された。この電気料金制度・運用

の見直しに係る有識者会議が、規制料金として、行政の原価の適正性確保と事業者の効率化イン

センティブをどのようにバランスさせるかといった観点から、現行の総括原価方式に基づく電気

料金制度下において実施すべきものを中心に検討し、平成２４年３月に報告書を取りまとめ、平

成２３年度内に料金算定規則、料金審査要領等を改正した（図１０）。 

 

（図１０）電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 電力システム改革専門委員会 

 電力システム改革について審議した総合エネルギー調査会総合部会電力システム改革専門委

員会は、本年（平成２５年）２月に取りまとめた報告書において、「小売自由化に伴う他業種か

らの参入、再生可能エネルギー、分散型エネルギー供給システムなどによる多様な供給力の活用

により、電気と他の商品・サービスとの垣根は相対的に低下する。こうした中、電力システム改

革を貫く考え方は、同じエネルギー供給システムであるガス事業においても整合的であるべきで

あり、小売全面自由化、ネットワークへのオープンアクセス、ネットワーク利用の中立性確保、

エネルギーサービスの相互参入を可能とする市場の活性化、広域ネットワークの整備などの、ガ



 

13 
 

ス市場における競争環境の整備が必要である。」と指摘した。これを受けて、本年５月の同部会

において、資源エネルギー庁が「今後、ガスの卸市場及び小売市場における、需要家の選択肢拡

大と競争活性化に資する制度面の取組に関する検討を行う必要がある。」と表明した。 

③ 消費者庁公共料金に関する研究会、消費者委員会公共料金等専門調査会 

平成２４年１１月に取りまとめられた消費者庁公共料金に関する研究会報告において、料金改

定のプロセス・手続の明確化、料金の適正性の確保、事後的・継続的な検証等について提言が行

われた。 

また、本年（平成２５年）７月に取りまとめられた消費者委員会公共料金等専門調査会報告で

は、電気料金の値上げ認可申請の審査プロセスを一つの参照すべき先行事例として位置づけ、消

費者基本計画の実施に向けて、消費者参画の実質的な確保、国民の意見の活用・消費者への啓発

について取り組むべきであるといった旨の提言が行われた。 

 

(２) ガス料金制度・運用の見直しの基本的考え方 

 ガス料金制度・運用の見直しに当たっては、上記の見直し後の電気料金制度・運用、公共料金

に関する提言を参考として、現行法の趣旨に立ち返り、「値上げ認可時においては原価の厳格な査

定を行う一方、値下げ届出時や事後評価においては一般ガス事業者による説明と行政による事後

チェックを的確に行うこと」を徹底すること、また、総括原価方式の本来の目的である、「事業に

要する費用すべての回収を認めるのではなく、あるべき適正な費用のみの回収を認めること」を

徹底することが適当である。その際、一般ガス事業の特性 11も踏まえながら、手続の実施に係る

費用と得られる便益を比較し、より効率的かつ効果的な手法を選択することにも留意すべきであ

る。以上の基本的考え方に基づき、具体的には、算定規則、審査要領、ガス料金情報公開ガイド

ライン等について所要の改正を行うとともに、運用の見直しを実施すべきである。 

 

 

  

                                                   
11 本年５月２０日に開催された総合資源エネルギー調査会総合部会（第３回）においては、「都市ガス市場は、①２００社

近い中小ガス事業者が存在し、赤字事業者も存在（平成２３年度は２０９社中４３社）、②家庭用では、ＬＰガス、オール電

化と競争関係にある、③自由化範囲の新規参入率は１７％（電力は３．６％）といった特性がある。」としている。 
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４. 原価の適正性の確保 

 前述の基本的考え方を踏まえると、ガス料金の値上げを極力抑制するため、料金原価の適正性

をより厳格に確保すべきことが求められる。 

 このため、現行ガス事業法上、原価の適正性を確認することが求められている認可料金につい

て、行政が認可を行う際に適正と判断しうる原価とは何か、以下の観点から検討を行った。 

【論点】 

・値上げ認可時に原価として認めるべきでないものがあるとすれば、それはどのような費用か。

また、より合理的な経営効率化努力をどう織り込むべきか。 

・原価算定期間について、経営効率化努力を織り込む観点から、どの程度の期間が適当か、また、

自助努力の及ばない原料構成の変動があった場合、どのような対応をすべきか。 

 

(１)検討の対象となる営業費 

 算定規則に規定されている営業費のうち、租税課金等他の法令等により算定される外生的費用

であって、事業者による経営効率化の余地が小さいものを除いて、今回の検討の対象となる項目

は以下のとおりである 12。 

① 原材料費 

 原材料費は、液化天然ガス、液化石油ガス等の原料費のほか、ガス発生のために直接要した加

熱用燃料費及び補助材料費の合計額であり、原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時

価を基礎とする適正な単価を乗じて算出される。 

〈過去における査定例〉 

 原価算定期間におけるガス販売量に契約単価を乗じて算定しているか確認。 

② 労務費 

 労務費は、役員・従業員に対する給与、雑給（従業員以外の直接雇用労務者に対する給与）、

賞与手当、法定福利費、厚生福利費及び退職手当の合計額であり、原価算定期首における実績又

は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額として算出される。 

 

〈過去における査定例〉 

［役員給与］ 

 株主総会議決範囲内とする。 

 

［給料］ 

 定期昇給分は、「経済見通しと経済財政運営の基本的態度（閣議決定）」から算出した 

 １人当たり雇用者所得の伸び率を上限とする。 

 

［賞与手当］ 

 支給率（月数）は、直近実績値と過去３ヶ年実績平均値のうち低い方を採用する。 

③ 修繕費 

                                                   
12 「簡素合理化方式」により算定される営業費項目を除く。 
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 修繕費は、有形固定資産（休止設備を除く。）、たな卸資産等の維持修繕のための材料費及び支

払修繕料の合計額であり、以下の方法により算出される。 

 

Ａ．基準修繕費（ガスメーター修繕費を除く。） 

 製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。 

   

  原価算定期首帳簿原価×（原価算定直前２年間の経常修繕費の合計額／原価 

  算定直前２年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額）×（１２／事業年度月数） 

  

 経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期

間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものとする。なお、

帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のもの

とする。 

 

Ｂ．ガスメーター修繕費 

 原価算定期間中のガスメーターの取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする

適正な単価を乗じたものとする。 

 

Ｃ．新設事業者の修繕費 

 上記Ａ及Ｂにかかわらず、通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。 

 

〈過去における査定例〉 

 総勘定元帳、固定資産台帳等により、期首帳簿原価を確認。 

 過去２ヶ年の平均修繕費率を原価算定期間の期首帳簿原価に乗じて算定しているか確認。 

 

④ 減価償却費 

 

 減価償却費は、有形固定資産（休止設備を除く。）及び無形固定資産に係るものであり、原価

算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算

を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算出される。 

 

〈過去における査定例〉 

 事業者があらかじめ定めた償却方法により適切に行われているか確認。 

 

⑤ その他の諸経費（消耗品費、委託作業費、試験研究費、需要開発費、固定資産除却費、雑費等） 

 

 その他の諸経費は、上記の（１）から（４）まで及び租税課金以外の営業費の合計額であり、

原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額として算出される。 

 

(２)値上げ認可時に原価として認めることが適当ではない費用 

 ガス事業法は、一般ガス事業者に対して、規制部門での地域独占を認めて供給義務を課すこと

でガスの安定供給を確保する一方、供給者を選択できない需要家の利益を保護する観点からガス

料金の適正性を行政が担保する料金規制を行うこととしている。 

したがって、「ガス事業の運営に要する費用をすべて原価として認める」のではなく、料金規制

を行う趣旨は、「あるべき適正な費用に限定して料金原価での回収を認める」ことにあり、とりわ
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け、需要家に負担を求めるガス料金の値上げ認可 13を行う場合には、ガスの供給により優先度の

高い費用に重点化することが求められる。 

① 広告宣伝費［需要開発費］ 

 規制部門での地域独占が認められている一般ガス事業者は、メディア等におけるイメージ広告

やガスの販売を単純に拡大するための営業等を行う必要性が相対的に低いと考えられることか

ら、ガス料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考慮すれば、これらの広告宣伝費

については原価への算入を認めるべきではない。 

 なお、インターネットやパンフレット等を利用したガス料金メニューの周知、ガスの安全に関

する周知といった公益的な目的から行う情報提供については、原価に算入することを認めること

が適当である。また、非安全型機器の取替え促進のように、保安の確保の観点から行う活動に係

る費用負担であるといった合理的な理由がある場合には、算定の額及び内容を公表することを前

提に原価への算入を認めることが適当である。 

② 寄付金［雑費］ 

 寄付金については、民間企業として一定の社会貢献を行うとともに、地域社会等との関係でガ

ス事業の円滑な実施に資するといった観点から、会計上、雑費として整理されているものの、ガ

ス料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考慮すれば、原価への算入を認めるべき

ではない 14。ただし、合理的な理由がある場合には、算定の額及び内容を公表することを前提に

原価への算入を認めることが適当である。 

③ 団体費［雑費］ 

 団体費については、各種業界団体における活動の公益性、情報収集の容易性といった観点から、

会計上、雑費として整理されているものの、ガス料金の値上げが必要な状況下における費用の優

先度を考慮すれば、原価への算入を認めるべきではない。ただし、災害時における共同復旧活動、

保安レベルの維持・向上への取組み 15、資材の共同調達等個々の事業者では実施できないような

活動を行う団体（一般社団法人、事業協同組合等）への加盟に係る費用負担であるといった合理

的な理由がある場合には、算定の額及び内容を公表することを前提に原価への算入を認めること

が適当である。 

④ その他交際費、政治献金、書画骨董等 

 その他、規制料金として回収することが不適切なもの（交際費、政治献金、書画骨董等）につ

いては、原価への算入を認めるべきではない。 

 

(３)値上げ認可時における経営効率化の織り込み方法 

 ガス事業法が求める「能率的な経営の下における適正な原価」を値上げ認可に当たって確保す

るため、各費用の性格に応じて、適切な経営効率化努力を織り込んだ原価査定を行う必要がある。 

                                                   
13 ガス料金の値上げが伴わなくとも熱量変更時・終了時等には認可が必要となる。 

14 寄付金については、これまでも原価への算入を認めていないケースが存在する。 

15 保安に係る指針・基準等の策定、内管工事資格制度の運営、各種講習会の開催等 
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① 原材料費［原材料費］ 

 原材料費については、大半が海外からの輸入であり、その価格は国際市場によって決定される

ことが主流であるとともに、中小の一般ガス事業者は、大手の一般ガス事業者、国産天然ガス生

産者から卸を受けている者も多いことから、事業者自身の効率化努力が及びにくい費用ではある

が、原価算定期間内に契約が満了するものについては、例えば、共同調達の実施や調達先の多様

化等の努力を求め、その取組によって実現可能な効率化を反映する等、個別に可能な限り効率化

努力を評価することが適当である 16。 

 特に、国全体としていかに効率的な調達を行うかは、ガス料金に占める原材料費の割合が高い

中で極めて重要な課題であり、官民一体となった取組が強く求められる。 

② 人件費（給与、賞与等）［労務費］ 

 一般ガス事業者の規制料金原価として認めるべき人件費については、一般ガス事業者が競争市

場にある企業と異なり、地域独占の下で競争リスクが少ないことを勘案し、一般的な企業の平均

値を査定のメルクマールとして採用することが基本である。 

 具体的には、一般ガス事業者の企業規模により、「賃金構造基本統計調査」における常用労働

者数区分における企業平均値を著しく上回らない範囲で、電気業、鉄道業、水道業等類似の公益

企業の平均値と比較しつつ、また、従業員１，０００人未満の一般ガス事業者にあっては、これ

に加え雇用の実態を考慮して査定することが適当である。また、地域間の賃金水準の差について

も考慮することが適当である。 

 また、役員給与や福利厚生費については、必ずしも比較可能な統計が存在しないが、査定当局

においては他産業の情報収集に努め、同様の考え方を適用すべきである。 

 なお、公営ガス事業者に係る人件費については、運営母体の地方公共団体における給与水準と

比較してその妥当性を確認することが適当である。 

③ 設備関係費［減価償却費、固定資産除却費］ 

 設備の調達等に当たり、複数の調達先があるものについては、入札等を行うことを原則とし、

入札等を経たものは査定を行うことなく原価への算入を認めることが適当である。 

 なお、入札等を行わないものは、引き続き個別査定及び比較査定を行うことが適当である。 

④ その他 

 消耗品費、委託作業費、試験研究費等その他の費用については、複数の調達先等があるものに

ついては、入札等を行うことを原則とし、入札等を経たものは査定を行うことなく原価への算入

を認めることが適当である。 

なお、入札等を行わないものは、引き続き個別査定及び比較査定を行うことが適当である。 

 

                                                   
16 一般ガス事業者の行うＬＮＧ輸入は、ほとんどが長期契約に基づく調達となっている。また、１社のみから卸供給（パイ

プラインによるガス供給、ローリー等によるＬＮＧ供給）を受けている中小の一般ガス事業者も多数存在する。 



 

18 
 

(４)原価・原資算定期間及び自助努力の及ばない費用の変動への対応 

① 原価・原資算定期間の設定 

ガス料金の算定に当たっては、ガスの需給計画や設備投資計画を前提に、事業の合理的な見通

しが可能な期間を原価・原資算定期間として設定し、当該期間における原価を算定する。 

 算定規則において、原価算定期間は新たに料金を設定する場合は３年、料金改定の場合は１年

を単位とする１年以上の期間と、原資算定期間は１年を単位とする１年以上の期間と規定してお

り、現在、全ての一般ガス事業者は、原価・原資算定期間を１年としている。 

 しかしながら、認可時における原価算定期間については、大手一般ガス事業者の料金改定が概

ね３年ごとに実施されていること、経営効率化目標の設定期間が目安として３年であることなど

を踏まえ、事業者の十分な経営効率化努力を織り込む観点から、３年を原則とすることが適当で

ある。 

 他方で、狂乱物価状況下など原価の見通しが困難な社会的・経済的特段の事情がある場合には、

単年度の原価算定期間とすることも例外的に認めることが適当である。 

 また、届出時における原資算定期間は、事業者の自主的な経営効率化努力をガス料金に迅速に

反映する観点から、引き続き、１年を単位とする１年以上の期間とすることが適当である。 

② 自助努力の及ばない費用の変動への対応 

 原価算定期間の複数年化に伴い、料金設定当初に想定した原料構成が国産天然ガスの枯渇等に

より大きく変動した場合 17、原価の適正性が維持できないと考えられる。原価算定期間内におい

て、こうした明らかに自助努力の及ばない原料構成の変動があった場合には、予め適正な原価と

して認可を経ていることを条件に、総原価を洗い替えることなく、当該部分の将来の原価の変動

のみを料金に反映させる料金改定を認めることが適当である。 

 

  

                                                   
17 輸入ＬＮＧ気化ガスの価格は、国産天然ガスの価格と比べて高いため、当該気化ガスの占める割合が増えれば、原料

費全体のコスト増となり、値上げ要因となる。 
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５. 事後評価及び情報公開 

 ガス料金に係る事後評価については、事業者の行う定期的評価として、平成７年７月の総合エ

ネルギー調査会都市熱エネルギー部会都市ガス事業料金制度分科会中間報告において、「料金制度

の透明性の向上の視点も踏まえ、収支状況、経営効率化目標の達成状況に関し、ガス事業者自身

が定期的評価を行うことが必要である。」とされているとともに、行政の行う定期的評価として、

平成２１年５月の同部会料金制度小委員会報告において、「事業者が行う定期的評価、及び行政と

して把握する情報（規制小売部門の料金原価、事業年度ごとの財務諸表、部門別収支等）に基づ

き、規制小売料金の妥当性の定期的評価を毎年適切に実施することが必要と考えられる。」とされ

ている。 

 また、ガス料金に係る情報公開については、料金設定のプロセスを透明化するため料金算定ル

ールを明確化するとともに、事業者の自主的経営判断を尊重しつつ、その説明責任を明確化する

ため、資源エネルギー庁において、平成１３年３月に「ガス料金情報公開ガイドライン」を策定

している。 

ガス料金の適正性については、料金認可時の事前規制だけではなく、事後評価を適切に行うこ

とで、はじめて確保されるものであることから、こうした定期的な事後評価や情報公開のあり方

について改めて検討を行った。 

① 料金設定時における評価・情報公開 

 料金設定時におけるガス料金の適正性については、値上げ時においては行政による認可プロセ

スにおいて確保することとなるが、値下げ時においては届出による改定が可能であるため、事後

評価による適正性の確保が求められる。 

 具体的には、値上げ認可時には原価への算入が認められない広告宣伝費、寄付金、団体費につ

いて、値下げ届出時の原価に算入する場合には、一般ガス事業者による説明責任が重要であるこ

とから、対外的な説明をわかりやすくするため、こうした費用を値下げ届出時の法定書類上、明

確にすることが適当である 18。 

 また、料金の適正性を確保するため、消費者に対してこれまで以上の情報公開を行うこととし

て、行政及び事業者は、値上げ認可申請時又は値下げ届出時の法定書類を公表することが適当で

ある。 

② 原価・原資算定期間内における評価・情報公開 

 原価・原資算定期間内においては、毎年度、事業者が決算発表時等に決算実績や収支見通しを

説明するとともに、利益の使途や料金設定時に計画した効率化の進捗状況 19等を需要家に対して、

わかりやすい形で説明することが適当である。 

 また、部門別収支については、規制部門の利益によって自由化部門の赤字を補填することを防

ぐ観点から、これまで大口需要部門に当期純損失金額が生じた場合のみ事業者名及び当該純損失

金額を行政が公表することとしていたが、評価の透明性の観点から、部門別収支計算書の全体を

                                                   
18 広告宣伝費については、需要開発費として、値下げ届出時の法定書類上、既に位置づけられている。 

19 経営効率化努力の実施状況に関する情報公開については、事業者の自主的な取組により過去から実施している。 
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常に公表することが適当である 20。 

③ 原価・原資算定期間終了後における評価・情報公開 

 本来、ガス料金は、原価・原資算定期間が終了する時点で、新たな原価・原資算定期間におけ

る原価を算定し、これに需要想定を織り込んだ上で、適正なものとすることが望ましい。 

 このため、原価・原資算定期間終了後に料金改定を行わない事業者は、小口需要部門における

原価と実績値を比較し、その差異の要因等について説明するとともに、現行料金を維持した場合

における収支見通し等について説明すること等により、引き続き現行料金を採用する妥当性を評

価することが適当である。その際、収支見通しについては、部門別収支の算定方法を参考に、規

制部門の収支についても算定を行うことが適当である。 

 また、行政は、上記の事業者による評価を評価し、事業者の経営効率化インセンティブも考慮

しつつ、経営状況に照らして必要以上の内部留保の積み増しや株主配当が確認され、需要家利益

を阻害するおそれがあると認められる場合、又は、今後の収支見通しが悪化し、現行の料金水準

を維持することで、ガスの安定供給に支障が生ずるおそれがあるような場合には、必要に応じて

ガス事業法第１８条の規定に基づく供給約款変更認可申請命令の発動の要否について検討する

ことが適当である。 

 具体的には、事業者の小口需要部門営業利益率が他の事業者の当該営業利益率の平均値を上回

っている場合であって、当該事業者の小口需要部門超過利潤額 21の累積額が「一定の水準」を超

えたときに、行政が行う定期的評価の結果及びその過程で得られた情報を勘案することを発動基

準の一つとすることが適当である。この場合の「一定の水準」として、例えば、ガス事業法第２

２条の規定に基づく託送供給約款変更命令の発動基準の際に用いられる「一定水準」の考え方を

参考に、「本支管投資額（過去５年平均値）」又は「事業報酬額相当」のいずれかの額とすること

が考えられる 22。 

 

（参考２）託送供給約款変更命令の発動基準（平成２３年２月都市熱エネルギー部会報告から） 

 

 

 

 

  

                                                   
20 公表に当たっては、個別需要家の利益を損なう可能性がある場合や、事業者の競争上の地位を阻害するおそれのあ

る場合には、当該部分を非開示とする等の配慮が必要である。 

21 小口需要部門の当期純利益に支払利息を加えた等の額から料金設定時における小口需要部門の事業報酬額を差し

引いた額をいう。 

22 「本支管投資額」を一定の水準とすることにより導管投資インセンティブが働き、結果として、小口需要家へのセキュリテ

ィ向上効果が期待される。他方、過剰な設備投資を招かないよう、当面の導管投資計画を有していないなど事業者の実

情に応じて、一定の水準を「事業報酬額」とすることを可能とする。 

３．託送供給約款変更命令発動基準の見直し

（２）変更命令発動基準（トリガー要件）の明確化

○ 「一定の水準」については、基本的には、例えば、毎期の託送供給関連設備投資額のうち本支管投資額の過去５年平均の値（以下「託
送投資額相当」という。）とすることが考えられる。これにより、託送供給実施者の積極的な設備投資が期待され、輸送導管等インフラ整備
の促進（「設備投資インセンティブ」の確保）につながるものと考えられる。

○ なお、「一定の水準」に設備投資インセンティブを求める際には、インフラ整備の促進効果を期待する一方で、過剰な設備投資を招かな
いよう配慮することが必要であり、託送供給実施者が当面の導管設備投資計画を有していないときにまで「一定の水準」を託送投資額相当
とした場合には、当該託送供給実施者は過剰な設備投資を行うことも否定できず、結果として資産の最適利用を阻害することとなる。こうし
た場合には、例えば、「一定の水準」を事業報酬額相当（例えば、期末の固定資産帳簿価額に事業報酬率を乗じたもの）とすることができる
こととすることが適当である。
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６. 値上げ認可時の審査プロセス 

 値上げ認可時の審査プロセスについては、外部専門家等第三者によるチェック機能を持たせ、

透明性を高めるとともに、消費者等利害関係人の声を聴くことが重要であることから、外部専門

家の活用、公聴会の運用等について検討を行った。 

(１)外部専門家の活用 

ガス料金の適正性を確保するためには、情報公開を徹底的に行うとともに、行政におけるチェ

ック能力の向上が不可欠である。 

値上げ認可時の審査に当たっては、料金査定を行う上での技術的な手法の検討や原価の妥当性

を評価するための前提となる調査など外部専門家による知見を活用することが適当である。 

 その対象事業者の範囲については、値上げの影響を受ける需要家数等を勘案し、例えば、物価

関係閣僚会議に付議すべき一般ガス事業者 23及び消費者庁に協議すべきものとして各都市に係る

供給戸数１５万戸以上の一般ガス事業者 24とすることが考えられる 25。 

 外部専門家の活用に際しては、公開の場における委員会形式で行うことが望ましい。ただし、

上記のうち後者に該当する一般ガス事業者については、委員会形式の実施により期待される効果

に比して事業者がその対応に要する費用が過度に上回ることがないよう、外部専門家と行政が情

報通信機器の活用などにより一対一で質疑応答を行い 26、その内容を公表するといった形により

実施することも許容すべきではないか。 

(２)公聴会の運用等 

 公聴会は、ガス事業法第４８条の規定に基づき、経済産業大臣 27が料金認可等をしようとする

場合に、広く利害関係人、学識経験者等の意見を聴くため開催するものである。 

 公聴会の開催に当たっては、ガス事業法施行規則第１１５条の規定に基づき、開催の２１日前

までに、件名、期日、場所及び事案の要旨について告示（官報掲載）することとなっているとと

もに、より多くの一般の意見を聴く観点から、行政は、これまで、ホームページでの開催案内の

ほか、事前の記者クラブ、地方自治体等関係機関への資料送付等を行い、その周知に努めている。 

 ガス料金の値上げに当たっては、消費者の声が届きにくい、公聴会の参加者が少ないといった

意見も未だ存在することから、早期の開催案内、周知方法の工夫等を行い、より多くの消費者等

が参加できるようにすることが適当である。 

 また、公聴会の開催に併せ、質疑応答の場を設ける、「国民の声」を開設するなどの工夫も必要

である。 

                                                   
23 東京ガス、大阪ガス、東邦ガス 

24 北海道ガス、仙台市ガス局、京葉ガス、北陸ガス、静岡ガス、広島ガス、西部ガス（平成２５年７月現在） 

25 公平・公正な観点から、全一般ガス事業者に係る値上げ申請時において審査委員会を開催すべきとの意見もある。 

26 必要に応じて、外部専門家と一般ガス事業者が直接質疑応答を行うこともあり得る。 

27 経済産業局が所管する一般ガス事業者に係る公聴会は、当該経済産業局の長が開催する。 
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(３)経済産業局等間における連携 

 値上げ認可時における審査に当たっては、資源エネルギー庁と各経済産業局との間で審査に差

異が生じないよう、常に情報共有と連携に努めるとともに、必要に応じて電気料金の査定実務も

参照することが適当である。 
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７. その他 

 以下の論点については、電気の有識者会議で検討が行われたものの、電気料金に特有な事象で

ある等ガス料金制度・運用に反映しなくとも差し支えないと考えられる。 

(１)デマンドレスポンス等の需要抑制方策 

 現時点でガス需給は電力のような逼迫状況にない。ガスは導管、ホルダーに一定程度の貯蔵が

できるため、一般に、電気事業のような需要抑制を必要としない。 

(２)修繕費に係る原価の適正性 

修繕費については、既に、算定規則において過去実績を踏まえた算定式を定めていること等か

ら、経営効率化の織り込み方法として新たに制度化することは要しない。 

(３)火力入札 

 ガス事業において、火力発電所は用いられておらず、ガス料金の設定に影響を及ぼさない。 

(４)事業報酬額の算定（レートベース、事業報酬率） 

 電気で議論のあった、需要抑制方策について、ガスは導管、ホルダーに一定程度の貯蔵ができ

るため、一般に、電気事業のような需要抑制を必要としない。また、老朽火力発電所のような長

期停止設備は一般に存在しない。また、ガスに係る事業報酬率の算定方法等は、既に算定規則に

定められている。 

(５)託送料金の妥当性の確認のための配分比率、事業者ルール及びアンシラリーサー

ビス 

 ガスに係る配分比率（機能別原価及び部門別原価への配分）、事業者ルールは、既に明確化され

ている。また、ガスには、アンシラリーサービス費は料金算定ルール上存在しない。 
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