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論点について
３．閉会

≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、定刻になりました ので会議を始めさせてい ただ きたいと思います。

本日は、皆様お忙 しい 中をお集まりいただ き、 ありがとうございま す。 ただいまから「消費 者
委員会第37回公共料 金等 専門調査会」を開催 いた します。
本日は、井手座長 代理 、白山委員、山内委 員、 消費者委員会担当委 員の 蟹瀬委員、長田委員 が
御欠席となっており ます 。
まず、議事に入り ます 前に配布資料の確認 をさ せていただきます。
お手元の議事次第 下部 のほうに配布資料一 覧を 記載しております 。もし不 足がございましたら、
事務局までお申出い ただ きますよう、よろし くお 願いします。
なお、本日の会議 につ きましては公開で行いま す。議事録について も、 後日公開することと い
たします。
それでは、古城座 長、 以後の議事進行をよ ろし くお願いいたします 。

≪２．電力小売自由化に係るフォローアップ及び都市ガス小売自由化に関する注視す
べき論点について≫
○古城座長

それで は、 議事に入らせていた だき ます。

本日の議題は、前 回に 引き続き、「電力小 売自 由化に係るフォローアッ プ及び都市ガス小売 自
由化に関する注視す べき 論点について」です 。
前回の専門調査会 では 、取りまとめ案につ いて 、さまざまな議論が 行わ れました。今回は、 前
回の議論を踏まえた 修正案について、改めて 議論 したいと思います。
まず、事務局から案文 について説明をお願 いし ます。
○丸山参事官

お手 元の 資料「電力・ガス小 売自 由化に関する課題に つい て（案）」というこ と

で御覧になっていた だけ ればと思います。前 回も こちらの案文につい て御 説明させていただき ま
したので、本日は修 正箇 所を中心に説明させ てい ただければと思いま す。
まず、１ページ目 、「I．経緯」について変 更は ございません。
それから、「II． 電力 小売自由化のフォロ ーア ップ及び追加的に注 視す べき論点」の箇所で ご
ざいますけれども、「１ ．自由化後の状況に つい ての評価等」につい てで ございます。
２行目、欧州との 比較 のところですが、「 初年 度としては」と挿入 させ ていただいて、低調 と
は言えないが、とい う矢 野委員の意見を踏ま えて修正させていただい てご ざいます。
それから、「低調 とは 言えないが」の後の とこ ろで、前回の案文で は「 旧一般電気事業者の 自
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社内の契約切替えを含め ても」とあったので すが 、古賀委員から、こ れは特に必要ないのでは な
いかという指摘がありま したので、この部分 につ いては削除させてい ただ きました。
それから、２ペー ジの 最上部のところで、 「注 視していく必要があ る」 という文末の前の箇 所
でございますけれど も、 「消費者の意見も参 考に しつつ注視していく 必要 がある」という形で 、
陶山委員の御意見を 踏ま えて、こちらを挿入 させ ていただいておりま す。
それから、次の箇 所、「『電力小売自由化 につ いて注視すべき論点』の 各論点について」で ご
ざいます。
まず、「①料金プ ラン 、事業者からの情報 提供」の３行目でござい ますが、「電力使用量の 少
ない消費者」の 後に「や 節 電協力をした消費者にメ リットのある料金プ ラン等も」というこ とで、
矢野委員から、節電協力 について打ち出した 料金 プランもあるので、 そう いったことについて も
というお話があったこと を踏まえて挿入させ てい ただきました。
その次のパラ、電 源構 成について触れて記 述し ている箇所でござい ます けれども、１文目の 末
尾、「開示は進んで いる ものの、開示済みの 事業 者の割合は半数を超 えた 程度であり、電力の 選
択のため電源構成等 の開 示が必要とする消費 者の 求めには、まだ十分 に応 えられているとは言 え
ない」ということで 、前 回の案文は「比較的進ん でいる」となってお りま したけれども、複数 の
委員から、こういっ た形 で記述してはという 御示 唆がありましたので 、こ れを踏まえて修正さ せ
ていただきました。
その次のパラでご ざい ますけれども、「今 般の電力自由化では」と いう ところで、「事業者 間
の競争の中で消費者 への メリットを訴求する」と 言ったほうがよいと いう ことで、陶山委員か ら
御指摘ありましたの で、 挿入させていただいてお ります。
なお、そのパラの 最終 箇所の、前回の案文 では 「今のところ数とし ては 顕著ではないが、一 部
では高額な違約金を 請求 されたとの相談」と いう 形になっておりまし たけ れども、具体的な高 額
の中身について、下 の注 で「解約料15,000円 」と いう、より具体的な 形で 記させていただく形 に
させていただきまし た。
それから、「②『 電力 比較サイト』による 情報 提供」の箇所につき まし ては、最後、前回の 案
文では、「昨年の５ 月の『注視すべき論点』でも 提起した」という記 述を させていただきまし た
が、それは４ページ の追 加的に注視すべき論 点の 最終箇所に、新たに 「電 力比較サイトの信頼 性
向上」という形で挿 入さ せていただいたとい うこ とでございます。こ ちら につきましては、複 数
の委員の方から、現 状の評価と今後の対応を 含む ことについては、分 けて 記述したほうがいい と
いうことを踏まえて 、こ のような形でさせて いた だいたということで ござ います。
それから、３ページ 目の「④消費者相談への対 応、相談対応への体制整 備」で 、陶山委員から、
相談の対応の整備状 況、対 応状況について、何 らかの 記述をということが あっ たことを踏まえて、
こちらの２番目のパ ラで 、また、国民生活セ ンタ ーと電力・ガス取引監視 等委員会は、電力小 売
自由化に関する相談 事例 の紹介や消費者への 注意 喚起等を行う文書を 連名 で定期的に公表して い
るということを加え させ ていただきました。
続きまして、次の３ペ ージ目の「自由化に 関す る認知度の更なる向 上、 消費者相談の動向の 分
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析」の箇所でござい ます けれども、１パラ目 の最 終箇所でございます 。「 また、電力自由化を 契
機に家庭用にも設定 され た電力託送料金につ いて も、検針票での料金 明示 等、消費者への分か り
やすい情報提供の促 進が 望まれる」とい うことで 、陶山委員、古賀 委員からの 御指摘も踏まえて、
このような形で修正 させ ていただきました。
それから、次の「競争 の更なる促進」の２ パラ 目でございますけれ ども 、前回の案文では「 具
体的には」となって おり ましたが、松村委員 から 、こちらは「例えば 」と してはどうかという こ
と。
それから、同じパ ラの ２行目からの「新規 参入 拡大のための競争促 進策 を進め」の後のとこ ろ
で、「進めることや 、基 幹送電線への接続工 事に 係る負担金の適正性 ・透 明性を確保すること 等
により」ということ で、 こちらの箇所につい ては 、矢野委員からの指 摘を 踏まえて挿入させて い
ただいております。
それから、その後 の消 費者の選択肢の拡大の後 に「や新規参入の円 滑化 」ということも加え さ
せていただきました 。
その下の箇所、「電力 比較サイトの信頼性 向上 」については、先ほ ど御 説明させていただい た
とおりです。
続きまして、「III．都 市ガスの小売自由化 等に ついて注視すべき論 点」の箇所でございます。
言い忘れましたが 、上 の電力比較サイトの 信頼 性向上の箇所で、前 回は 都市ガスの比較サイ ト
のところで注記とい う形 になっていた部分に つい て、こちらでも新た に注 視すべき論点のとこ ろ
で比較サイトという形で 特記したということ でご ざいます。その箇所 につ いて、こちらでも新 し
く注記するとともに 、前 回、こちらの比較サ イト のところで、具体的 には どのようなところで 比
較サイトを見ていく こと になるのかという御 指摘 が白山委員からあり まし た。
その際に、例えば 英国 の例などを引き合い に出 しつつ、言及させて いた だいてはという提案を
させていただき 、４ペー ジの下の注記で 、英国で は、Ofgemによ り、「比較 サイトのエネルギー 供
給事業者からの独立性の確保や料金メニュー情報の提供方法等の要件を定めた比較サイトの
『Confidence Code』が策 定・公表さ れている」とい うことを加えさせて いた だきました。失礼い
たしました。
IIIの「都市ガスの小 売 自由化等について注 視す べき論点」でございます け れども、５ページを
御覧になっていただ けま すでしょうか。１ポツの「（２）適正 なガス取引の確 保及び競争の促進」
の箇所の１パラ目、 ３行 目あたりでございま すけ れども、「ガス機器 等の 保安点検の面でのノ ウ
ハウ」の後に「と営 業拠 点が必要であること 等か ら」ということで、 井手座長代理から、営業 拠
点についても、都 市ガスの 参入障壁になり得る 可能 性があるという御示 唆を いただきましたので、
これを挿入させてい ただ きました。
それから、２パラ 目で すけれども、「都市 ガス の託送料金については」 の後、「監視委員会に
おいて、引き続き中 立的 ・客観的かつ専門的 な観 点から厳しい審査を 行い 」ということも加え さ
せていただきました 。
その後、「２．消 費者 への適切かつ分かり やす い情報提供」でござ いま すけれども、１パラ 目
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の最後で、「併せて 、都 市ガス小売自由化に 関し 、消費者の意見を積 極的 に聞くことが求めら れ
る」ということで、 陶山 委員から、消費者の 意見 の反映や参画につい て何 らかの言及をという こ
とで御示唆がありま した ので、こちらを加え させ ていただきました。
その後のパラにつ いて、従前は「消費者に よる ガスサービス」とな って おりましたけれども 、
井手委員のほうから 「ガ ス体エネルギー」と 修正してはということで あり ましたので、こちら も
修正してございます 。
それから、６ペー ジの 「（２）セット販売 に係 る事業者からの情報 提供」の話でございます け
れども、２パラ目の２行 目以降、「新料金プ ラン では多消費世帯をタ ーゲ ットにしたものが多 い
ことから、少消費世 帯が 不利益を被ることの ない よう」ということで 、陶 山委員から少消費世 帯
についても言及した ほう がということであり まし たので、こちらを加 えさ せていただきました 。
それから、その下 のパ ラグラフについては 、新 たに特記させていた だき ました。「さらに、 事
業者による料金プラ ン等 の広告については、 消費 者に料金や付与され るポ イント等に関する前 提
条件等を誤認させる こと などにより、実際以 上に 他社の料金プラン等 から の優位性を強調する よ
うなものとならない よう、客観性や正確性が十 分に 確保されることが必 要で ある」ということで 、
古賀委員から比較広 告に ついて議論があった こと から、こちらについ ても 何らかの記述をとい う
ことで加えさせてい ただ きました。
それから、「３． 円滑 なスイッチングの確 保」の「（１）『比較サ イト』の公平性・中立性を
確保するための周辺 環境の整備」の箇所の３行目 で 、「比較サイトについては」以降ですが、「ガ
スの標準使用量等、 事業 者毎に異なる前提条 件で 示されている料金を 可能 な限り公平に比較出 来
るような工夫が求め られ るとともに」という こと で、陶山委員、井手座長 代理から、比較がス ム
ーズにできるように とい うことで、こういっ たこ とについても整理が 必要 であるということも い
ただいたことも踏ま えて 、こちらを加えたと いう ことでございます。
それから、次の７ペー ジ目の（２）でござ いま すけれども、「十分 な説 明を行うことが不可 欠
である」ということ にな っておりましたが、 「望 まれる」という形で 修正 する。
（３）の２パラ目、３パ ラ目、前回は「現行のガイ ドラインに基づき」とか「 取組についても、
必要に応じた検討が 行わ れるべきである」と なっ ていた箇所について 、ガ イドラインについて は
事実誤認もあったと いう ことで削除。それか ら、 「検討課題として挙 げら れる」という形で、 今
後、こういう形で検 討課 題があるということ につ いて、より適正な形 で表 現するために、この よ
うな形で修正させて いた だきました。
それから、「４．消費者 相談への的確な対応」の １ パラ目の３行目でご ざい ますけれども、「足
元、新規契約の勧誘に関 し 、消費者に虚偽の説明を行 う、書面を交付しない等 の 問題行為による」
ということで、古賀 委員 から、具体的なこう いっ たことについて記述 した ほうがということを 踏
まえて、こちらのほ うを 挿入させていただき まし た。
その後、同じ箇所 、４ ポツの３パラ目でご ざい ますけれども、「ま た」 以降、「公正取引委 員
会は、競争上問題の ある 行為に関する通報を 受け 付けていることにつ いて 、消費者に広く周知 す
ることが重要である 」。 こちらについては、 陶山委員からの、公取の 役割 について記述したほ う
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がということも踏ま えま して、挿入させてい ただ くということでござ いま す。
修正箇所の説明に つい ては、以上でござい ます 。
○古城座長

それで は、 修正案について御質 問や 御意見のある方は御 発言 をお願いいたします 。

矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

前回の 意見 をかなり取り込んだ まと めがされて、よかっ たな と思っておりますが 、

私のほうから２点ほ ど意 見を言わせていただ きま す。
最初に、４ページ 、競 争の更なる促進のと ころについてです。前回 、基 幹送電線への接続負 担
金について意見を言 って 、そのことは新規参 入の 円滑化を図る上でも 支障 が出ないようにとい う
ことで、取り込んで いた だいていますが、そ の後 、「なお」以降は、 経過 措置料金規制の解除 が
2020年に予定されて いま すが、2020年にはも う一つ 、送配電部門の法的 分離も 予定されています。
実は、基幹送電線の 接続 負担金とも関係はす るの ですけれども、法的 分離 がしっかり中立化が 担
保されることが非常 に重 要なのですが、既に 経産 省のほうで論議が始 まっ ているとは聞いてい ま
すが、法的分離自体 のデ メリットとして、中 立性 ・公平性確保の度合 いが 小さいという指摘も あ
ります。
そういった意味で は、 今後、送配電部門の 法的 分離に向けて、中立 性や 公平・平等性が確保 さ
れる手立てがしっか り講 じられることが非常 に重 要であると同時に、 その ことをしっかり注視 し
ていかなければいけ ない かなと思っています ので 、ここのところにそ れを 挿入していただきた い
なと思っております 。こ れは、最終的には消 費者 の選択拡大や新規参 入の 円滑化を進める手立 て
になるということな ので 、接続工事負担金の 後等 に、文章が少し長く なり ますが、入れ込んでい
ただければと思いま す。 それが１点目です。
それから、２点目 です が、４ページの下の 注14で、電力比較サイト のこ とでイギリスのこと が
取り上げられて、後 半の 「なお」以降はいわ ゆる比較広告についての 注釈 なのですが、ここが い
いのか。７ページの 先ほ どの御説明では、３ ．円 滑なスイッチングの 確保 の（１）の最初のパ ラ
グラフの最後の注釈 の20番で、14を見るよう にと いうことになってい ます が、私は「なお」以 降
はこっちに入れたほ うが いいのではないかな と。 比較サイトのことと 比較 広告とは切り離した ほ
うがいいのではない かと 思いますけれども、皆さ んの御意見を伺って とい うことで、２点申し 述
べさせていただきま した 。
○古城座長
○丸山参事官

丸山参 事官、どうぞ。
矢野 委員 から御指摘があった 後者 の点について、こち らの 意図を説明させてい た

だきます。
まず、こちらの注 記の 意図ですけれども、前半 部分については、お っし ゃるように前回でも 御
指摘があったことを 踏ま えて、英国での比較 サイ トの状況について説 明さ せていただいたとい う
ことでございます。
それから、後半の 部分 の事務局の意図とし まし ては、こちらは比較 広告 の話ではなくて、比 較
サイトのことについ て、 関連する事項という 形で 注記しているつもり でご ざいます。ただ、い わ
ゆる口コミサイトと 言わ れているものついて 、景 表法に関しての状況 につ いて説明しているも の
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でございますので、 直接 的に比較サイトと状 況が 同じということでは ござ いません。
実は、口コミサイ トとい うのは、例えばレス トラン 事業者からの情報な どを 提供してもらって、
サイトで提供すると いう ことでございますの で、 比較サイト自身がレ スト ラン事業者と個別に提
携などを行った形であり 、現状で比較サイト とや っている状況とはち ょっ と違うということは ご
ざいますけれども、 比較 的類似の状況もある ので はないかということ で、 こちらについては、 現
状ではこういう形で 類似 の状況があるという 趣旨 で記させていただき まし た。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

陶山委員、どうぞ。
○陶山委員

７ペー ジか ら始まっております 、ス イッチングを阻害す る取 引慣行の排除・透明 化

の末尾のところが、 「不 可欠である」という 結び から「望まれる」。
○古城座長

済みま せん 、場所をもう一回。

○陶山委員

７ペー ジの（２）で結びが「不 可欠 である」という表現 から 「望まれる」という 表

現に変えられた理由 があ ったら教えていただ きた いということと。
この課題について は、「消費者の目線から は不 可欠である」という 認識 のもとに、このガイ ド
ラインが今後進化し てい くことも含んで、こ の調 査会としては、「消 費者 にとって十分納得性 の
ある制度に変わって いく ことが望まれる」と いう ような表現として、 消費 者としては不可欠で あ
るという認識につい ては 残したほうがいいの では ないかなと思ってお りま す。
以上です。
○古城座長
○丸山参事官

丸山参 事官、どうぞ。
陶山 委員 の御指摘の点につい てで すけれども、まず、 こち らを修正させていた だ

いた意図としては、 現状 の都市ガスのガイド ライ ンでは、サービスの 条件 について、料金の内 訳
についてきちんと説 明す るように、というこ とは、ある程度記載はあ るの ですけれども、例え ば
コジェネの機器につ いてはどういう条件でガ ス料 金をサービスするの かに ついてなど、消費者 の
望まれるような完全 な情 報提供という形で、 ガイ ドライン等に記載が ある ということではない の
が現状であるので、 「望 まれる」という形に、事 務局で現状を踏まえ て修 正させていただきま し
た。
ただ、消費者の立 場と して、こちらについ ての 重要性は非常に高い とい うことであれば、御 指
摘の点も踏まえて修 文に ついて検討したいと 思い ます。
○古城座長

今の説 明はちょっとわかりにく かっ たのですけれども、これ はガス事業者と消費 者

との間の契約じゃな くて 、住宅の賃貸人と賃 借人 の契約ということが 入っ ているから、それに つ
いての規制官庁は国 土交 通省になるというこ とで すか。
○丸山参事官

まず 、ガ ス事業者のほうにつ いて は、ガスの提供サー ビス について、できる限 り

内訳について提供す るよ うな形で。
○古城座長
○丸山参事官

それはガイ ドラインですか。
事務 局で 確認したところ、い わゆ る賃貸事業者につい ては 、そういったものに つ

いてガイドライン等では 、現状は特に整備等 はさ れていない。ただ、 業界 団体を通じてきちん と
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説明するようにとい うこ とについては、こち らの ヒアリングの際に、 エネ 庁から、そういった も
のについてはLPガスの課 題にもなっているの で要 請はしているというお話 がありましたので、 現
状ではそういった取 組は しているということ は把 握しておりますけれ ども 、強いガイドライン あ
るいはガイドライン の中 身について、コジェ ネな どのサービスの提供 につ いて十分な説明をす る
ように、現状ガイド ライ ン等はなっていない とい うことを説明させて いた だきました。
○古城座長

ちょっ と問 題点ですけれども、 監視等委員会は事業者に 対し て、監督権というか 規

制権を持っているわ けで すから、事業者が提 供す るサービスについて はこ うしてくださいとい う
のを、いろいろ規制 はで きますと。だけれど も、 機器とかいう問題に つい ては、大家に対して 貸
し付けるということ にな るから、そのときに 大家 に対して、第三者で ある賃借人に対して、ち ゃ
んと説明してくださ いよ と事業者が大家に頼 むと いうことをしなさい とい うのを行政指導でや っ
ているというのが現 状な のでしょう。今の説 明はそういう説明ですか 。
○丸山参事官

LPガ スの 問題点のところでも エネ 庁から説明があった ので すけれども、賃貸事 業

者が、こういったも のに ついてどういう形で サー ビスするのかという こと で、きちんとその情 報
提供をすることにつ いて 、今の状況としては 、エネ庁から国土交通省 に、 業界団体を通じてき ち
んと説明してほしい とい う形の要請があると いう ことだけで、具体 的なガイ ドラインという形で、
それ以上の強制力が 高いような、何か措置 という形 ではなされていない 現状であるということが、
まず確認された。
ただ、そこについ ては 、一義的には賃貸事 業者 が消費者に対してき ちん と説明することが必 要
であるということは 、消費 者側のニーズとして 恐ら くあると思いますの で、そ こについては、今、
陶山委員から御指摘 があ ったことも踏まえて 、も う少しこれは要望度 が高 いものであるという 形
で言及を修正すると いう ことを検討させてい ただ ければと考えており ます 。
○古城座長

そのと きに 、こちらに書いてあ る名 宛人は誰なのですか 。こ れは、国土交通省に 対

して、賃借人の利益 が守ら れないから、これに ついて は例えば重要事項説 明書 にそういうものを、
大家が借り手に説明 しな ければだめですよと する とか、そういうこと をや ってくださいと頼む の
は、国土交通省を相 手に 頼むのですか。それ とも 、国土交通省にそう やっ てくれと頼んでくだ さ
いよと、監視等委員 会に 言うのですか、どう いう 関係にあるのですか とい うことです。
○丸山参事官

こち らに ついて、現状では、 まず 一義的には事業者に そう いった形できちんと 説

明を尽くすようにと 求め ているということが ござ います。さらに、そ ちら について。
○古城座長
○丸山参事官

今の事 業者 というのはガス事業 者を 指すのですか。
賃貸 事業 者がメーンです。た だ、 そういったことにつ いて は、問題として、都 市

ガスでも、LPガスの状況 と比較すると、発生 する 可能性があるという こと も当然予想されます の
で、問題意識として 持っ ているということで 、非 常に重要であるので 、望 まれると表現してお り
ます。ただ、さらに 要望 度が高いということ であ れば、不可欠である と記 述した上で、１年以 降
にフォローアップす ると いうことを考えてお りま すので、そこのとこ ろで 状況がかなり問題で あ
るということであれ ば、 改めて関係府省庁に 何ら かの形の改善的な措 置を 意見表明するという 形
で考えております。
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○古城座長

どうぞ 、松 村委員。

○松村委員

事実が よく わかっていないので 、教 えてください。例え ば、 賃貸住宅で、ここに 入

居するとＡプロパン ガス 会社と契約しなけれ ばい けないという格好に 仮に なっていた。入居し た
限りは必ずそこと契 約し て、別の事業者は選 べな いということが仮にあっ たとして、この事実 を
知らせるのは義務で はな いのでしょうか。今 回の 議論では更にその上 のレ ベル、この事業者と 契
約するのだけれども 、契 約条件は具体的にど うな っているということ を説 明することまで含ま れ
ていると思うのです が、 その前の段階の、選 択の 自由がない点に関す る情 報提供は義務なので す
か。
○丸山参事官

前の 段階 については、できる 限り そうしてほしいとい う形 で、LPガスの例に見 ら

れるのですけれども 、業 界団体を通じて説明 して ほしいという形で要 請さ れているということ も
現状はございます。 ただ 、ガス事業者がどこ であ るのかという以上の 説明 については、例えば コ
ジェネ機器等につい ては 、どういった形で提 供さ れていて、後日、ガ ス料 金に機器代が付加さ れ
るという詳細な説明 自体 について求められて いる という状況ではない と思 っています。
○古城座長

私の意 見だ と、賃貸借契約を結 んで 、それで借りたらガ ス代 がほかのところより 高

い。なぜ高いのかと いっ たら、こういう事情 だということになると、借り 手から言うと、そん な
ことがわかっていた ら借 りないということに なっ て、賃貸借契約の法 律的 に言うと要素の錯誤 と
いう、大事な部分に つい て誤解があったから 契約 無効だという話でや れる と思うのです。そう い
う意味では義務だと 思う のですね。
だけれども、そこ は違 う意見もある。要素 の錯 誤ではないというこ とになると、それはちょ っ
とミスしたけれども 、仕 様が無いでしょうと いう 話になる可能性もあ るし 、多分実務ではやっ て
いないと思うのです 。や っていないし、要素 の錯 誤だということにな って も、消費者は契約解 除
して引っ越しをもう 一回 し直すなんてしない でし ょう。泣き寝入りに なる から、民法上、義務 か
もしれないけれども 、そ れではなかなか動か ない 。公法上もちゃんと 義務 づけておかないとう ま
く動かないと私は思 いま す。現状の把握ですけれ ども、私の把握はそ うで す。
大家さんは、実務 では 義務だと思っていな いで しょう。だから、望 まれ るか、不可欠にする か
というのは大事なの です けれども、それより 大事 なのは、不可欠にな った ときに、実際に動か す
ためにどういうふうに求 めていくのか、ど うするの かということのほう が大 事な気がするのです。
陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

私が申 し上 げたのは、今回、LPガス について資源エネル ギー 庁から指導の内容、 ガ

イドラインの内容が 説明 されたときに非常に 疑問 に思ったことは、料 金の 中に含まれる設備費 等
について、含まれて いま すよという説明はあ るの ですけれども、その 支払 方法とか、いつまで 、
どこまで含んでいて 、ど こまで払わなければ いけ ないということにつ いて は、特に説明義務には
なっていませんとい うこ とでした。そして、 現状 ではそこまで事業者 を指 導できない。また、 賃
貸借関係、契約につ いて は管轄が違うことも あっ て、資源エネルギー 庁か ら強く言うことはで き
ないということでし た。 疑問には思いました が、 現状については理解しま した。
ただ、消費者の目 線か ら言いますと、そこ は非 常に疑問が残るので 、料 金の内容について十 分
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な説明をしてもらう こと が消費者としては不 可欠 であると。一方、公 共料 金等専門調査会とし て
は不可欠であるとい う消 費者の気持ちを踏ま えた 上で、国土交通省な り、 資源エネルギー庁に 対
して、今後の是正が 望ま れる、というふうに少し 丁寧に書き分けてい って はどうでしょうかとい
う意見を申し上げた とこ ろです。
○古城座長

古賀委 員、 関連してですか。は い。

○古賀委員

私も陶 山委 員と同じ意見なので すけ れども、エネ庁さん から のLPガスのヒアリン グ

で御説明いただいた ときに、そこの部分につ いては、皆さん納得しか ねて いた部分があったと 思
います。設備費用に つい ての高額な上乗せ費 用を 、賃貸借契約上の賃 料に 上乗せするような形で
回収していくことに つい てですが、エネ庁さ んの御説明では液石法そ のも のや、ガイドラインに
基づく行政指導はで きな いという御回答だっ たと 思います。しかしな がら 、そこを一歩進めて 、
LPガスも重要な必需 財であり、負担について正確 な説明がされないこ とで消費者の利益を害す る
ことは自明ですので 、国 交省さんのほうに、賃貸 借契約の在り方も含 めて 、宅建業法上、LPガ ス
についてはそういう慣例 というか慣行には業 法の中で賃貸借上、双方 が注 意すべきだとの縛り を
入れるべきだと踏み 込ん で要望していただければ 、それは消費者の利 益に なると考えます。で す
ので、そこは「不可 欠だ 」という記述にした ほう が、私たちの意見に 沿っ ていると思います。
○古城座長

丸山参 事官、どうぞ。

○丸山参事官

再度 、私 のほうから、先ほど 説明 させていただいたこ との 補足ですけれども、 現

状、国土交通省から 、例 えば宅建業にかかわ るよ うな業界団体に、宅 建業 法に基づく書面交付 の
説明の際に、集合住 宅のLPガスの供給に関す る事業 者、それから連絡先 につ いて、きちんと情報
提供することが望ま しい という要請はされて おります。
○古城座長

国土交 通省 から。

○丸山参事官
○古城座長

はい 。それ 以上のことについて は、現 状ではちょっと、というこ とでございます。
まず、 十分 な措置が取れていな いと 皆さんが思われる第 １点 目は、大家が設備と か

を全部借りてガスを 提供 するという仕組みが 、こ れは大家もいいし、 賃借 人のためにもなるよ う
な契約もあるでしょ うと いう言い分があるの です 。だから、そこのフ ァク トファインディング が
はっきりできていな いと いうのが１つ目。
２つ目は、これが まず いということになっ たら誰が措置を取るかと いっ たら、大家の義務で す
ね。大家が契約の当 事者だから、この物件に つい て、こういう条件が あり ますよ、覚悟して入 っ
てくださいよという こと を説明しなければい けな い。それを大家に対 してガス規制官庁は言え な
いわけだから、国土 交通 省に言わなければい けな い。国土交通省に言 うに は、ファクトファン デ
ィングが必要。賃借 人の 利益をすごく害する 慣行 になっていますよと 、き ちんと固めて言わな い
といけないという２ つの 障害があるのです。
今、消費者委員会 とし ても、それについて十分 な調査をして情報を 持っ ているかというと、持
っていない。もう少 しデ ータを集めてからでない と強いことは言えな い。 不可欠だというのは 、
多分直感的に分かります ので、不可欠とするとい うのは書けますけれ ども 、宿題は大分残って い
るということ。
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あと、いかがでし ょう か。
○矢野委員

今のこ とに 関連して。

私も不可欠である とい うことに賛成ですけ れど も、先ほど古城座長 から も言われたように、 そ
のための手立てにつ いて 、何らかの案文を入 れ込 むかどうかというこ とも 考えられるのですが 、
１つは、８ページの４．消 費者相談への的確な 対応 の最後のパラグラフの「さらに」の下から２、
３行目で、関係省庁 は「入居者への家賃とLPガス 供給の関係に係る説 明の 実施状況等について も
目配りを行うことが 必要 である」と、手立て の１ つはここに明記されてい るのですけれども、 と
にかく実施状況をよ く見 た上と、相談状況を 見た 上で、不可欠と書い た上 で、場合によっては ガ
イドラインなり指針 の是 正とかを求めておか なけ ればいけないかなと 思い ますけれども、その 辺
りは「不可欠」と書 かな くても及ぶのかどう か、その辺りはどうなの だろ うかと、ちょっと思 い
ます。
○古城座長

陶山委 員、どうぞ。

○陶山委員

どのよ うな ファクトがあるかと いう ことで、いろいろなデー タを調べて、制度に ま

で資するような精緻 なも のとして提供すると いう ところまでではなく ても、消費者にとって不 都
合な事例はたくさん ある ので、そういうもの をこ の注釈の中に幾つか 挙げ るということでも、 現
状、この主張につい ては できるのではないか と思 います。
○古城座長

丸山参 事官、事例はかなり集め てい るのですか。

○陶山委員

ヒアリ ング の中で消費者団体か ら出 されている文書があ りま して、その中に幾つ か

あったのではないか。
○丸山参事官

LPガ スに ついては、既に自由 価格 ということで、こう いっ たことが事象として 見

られるということは 、ま ず事実としてござい ます 。ただ、都市ガスに つい ては、この４月から 自
由化になっています ので 、現象が起きるとい うこ とであれば、今後、 そう いうものが起きる可 能
性があるということ で、 我々としては懸念と いう 形で指摘していると ころ でございます。です の
で、事例という形で 指摘 するということであ れば 、LPガスの事象につ いて は当然指摘できるわ け
ですけれども、都市 ガス については、この４ 月か ら自由化になったば かりですので、ここで事 象
を指摘するのはなか なか 難しいのかなという こと でございます。
○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

LPガス の事 例ということで十分 だと思います。設備との 関係 としては、発生し得 る

内容かと思いますの で、LPガスの事例で結構か と思 います。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

都市ガ スに ついては、基本的に は工 事とか機器の変更と いう のは必要ないので、現

在においてはLPガスの今 のここの問題点につ いて 、少し補足的に意見 を述 べておくことはいい の
ではないかと思いま すが 、先ほど、丸山参事 官の ほうから、宅建法上 でLPガスも情報提供が望 ま
しい行為、いわゆる 努力 義務とされていると いう ことでありますので 、そ こはこの契約におけ る
問題としては、国交 省の ほうに、宅建業法の 中でLPガスについてのと ころを 、もう少し書きぶり
というか、指導を強 化で きるように考えてほ しい ということを、ちょ っと 細かい話になってし ま
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いますが、要望とし て挙 げるのがいいのでは ない かと思います。
それを書いていた だい た上で、今のこの問 題に ついて、古城座長が おっ しゃられたように、 そ
れが契約内容におい て要 素の錯誤になるかど うか というのは、もう民 事上 の問題なので、そこ の
ところは宅建業法の ほう で情報提供をきちん とす るというところをま ず押 さえていただいて、 今
のLPガスの状況に対 応す ることを入れ込んで いた だければと思います 。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

ほかの論点でもど うぞ。
古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

全体的 にわ かりやすく整理して いた だいて、ありがとう ござ いました。

比較サイトのとこ ろの ４ページにつけてい ただ いた注ですけれども 、「電力比較サイトの信 頼
性向上のために」と いう ことで、この書き方 で私 もいいと思うのです が、 ちょっと質問といい ま
すか、意見ですが、一般 の口コミサイトと同 じよ うにこの問題を考え てい いのかなということ に
ついては前々から疑 問に 思っております。
７ページに円滑な スイ ッチング、比較サイ トの 周辺環境の整備とい うの をまとめていただい て
いるのですけれども 、こ こで、要するに比較 サイ トの中で、例えば食 べロ グとか、ああいう食 べ
物に対する口コミサ イト というのは、レスト ラン とか、そういったと ころ がそこに出してもら う
ことによって、そこ を通 じて申込みが入った よう な場合は、その何割 かをサイトの運営者に手 数
料として払うということ をしていると思うの です 。
今回の電力やガス の比 較サイトのほうも、 小売 事業者との間で一定 の契 約に類似するような も
のがあってされてい るの で、ここのところで 例え ば小売事業者のほう から 、虚偽に近いとか、 事
実に反するような情 報提 供があった場合、最終的に そういう比較情報につい ての不利益に関して、
誰が責任を負うか。 その 比較情報を運営して いる ところ自体の責任と いう のはどの程度あるの か
というのが、前々か らち ょっと疑問だったの です 。済みません、前置 きが 長くなりました。
ですので、この７ ペー ジの４行目の「料金 を可 能な限り公平に比較出来 るような工夫が求め ら
れるとともに」の後 に、 例えば「小売事業者 から の適正な情報の収集 に努 め」というようなこ と
を入れていただくと 、サ イトの人たちのいろ いろ な情報に対する管理 とい うか、一定の責任の よ
うなものも表せるよ うに 感じますので、抽象 的な 言い方であれですけ れど も、そういった懸念 が
あることから、比較 サイ トについても適正な 情報 収集に努めることを 、努 力義務のようにここ に
入れ込んでいただけ れば なと思います。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

矢野委員の法的分 離を どこにどう入れるか とい う具体的な案はござ いま すか。
○矢野委員

４ペー ジの 競争の更なる促進の とこ ろに入れていただけ れば 。２つ目のパラグラ フ

の後半に、基幹送電 線へ の接続工事に係る負 担金 のことを述べていま すけ れども。
○古城座長

「一層 進め る必要がある」の後 、「 また」という格好で 。

○矢野委員

はい。 求め ていることは、負担 金と 同じように、新規参 入の 円滑化を進める。そ れ

が何回も出てくるの で、 そこはうまく整理す る必 要があるかなと思う ので すけれども。法的分 離
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の問題は非常に大き いで すし、特に2020年と いう ことで論議が始まっ ていますから、中立性が 確
保される手立てが講 じら れることが必要なの で、そこを注視していく 必要 がある。
以上です。
○古城座長

法的分 離に ついてこういう点を 重視 してという議論を余 りし ていないから、書く と

してもあっさりしか 書け ないですね。それでよろ しいですか。
○矢野委員

はい。

○古城座長

松村委 員、 その点について。

○松村委員

まさに 座長 がおっしゃったとお りだ と思います。具体的 に行 為規制が出てきて、 こ

の行為規制では甘過 ぎるではないか、これで は中 立性が確保できない では ないかということがで
きるようになった後 なら 、もう少しちゃんと 書く べきだと思います。 しか しその議論はまだ始 ま
ったばかりで、こち らか ら特に注文をつけな けれ ばいけないような具 体的 なものが出てきてい る
わけではないので、この 段階で私は書かなく ても いいと思っているぐ らい です。ただ、これか ら
起こる議論を注視す るの は、重要なことだと いう のは認識しています 。
以上です。
○矢野委員

では、 注視 しておく必要がある とい うことで、ぜひ入れ てい ただきたい。

○古城座長

はい。

あと、いかがでし ょうか。
○矢野委員

あと、 先ほ どの古賀委員の７ペ ージ の指摘は、都市ガス の項 目なので、４ページ の

電力比較サイトの信 頼性 向上のところにも同 様の 文言は必要かなと思 いま すので、両方にそれ ぞ
れ情報収集に事業者側が 努めることを入れて いた だきたいなと思いま す。
○古城座長

比較サ イト について、もうちょ っと 検討が必要ですね。 ちゃ んと公正中立に有益 な

情報が提供できるよ うに やってほしいという こと は、皆さんの願いで すけ れども、事業者の回 し
者みたいなことをや られ ると困るわけで、そ のた めにはどういう条件 が必 要なのかということ を
もう少し検討して内 容の ある提言をしないと 、今 の段階ではこのぐら いに しか、ちょっと書け な
い。ほかのところに 押し つけずに、消費者庁 、消 費者委員会で本当は 取り 組まなければいけな い
課題のような気がし てい ますけれどもね。
○陶山委員

そのよ うな 書き方もどこかにあ って もいいと思います。

○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

陶山委員、どうぞ。
○陶山委員

引き続 きの フォローアップの実 施と いうところで、こう いう 視点も加えておいた ら

どうかなと思う点が あります。今回、この調 査会 での事業者のヒアリ ング は、大阪ガス、関西 電
力ガスと経過措置料 金が 外れる西部ガスと、 ３社 行ったわけですけれ ども 、大消費地である関 東
圏において、こ れから東京 ガス、東京電力 を含めて 、まさに競争がどのよ うな 形で進んでいくか、
競争が進展していく 時期 になるかと思います 。そ のタイミングで「注 視す べき論点」をまとめ よ
うとしているので、 今後 の制度についてだけ では なくて、状況につい ても 、これからまだまだ 変
化があるといった表 現で、調査会としての認 識も 書き添えておいたら どう かなと思います。今 回
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は、関東圏の事業者 につ いてはヒアリングを して おりませんので、そ のよ うに思います。
○古城座長

入るの だっ たら、ちょっと。

あと、いかがでし ょうか。
古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

済みま せん 、細かい問題で恐縮 です が、４ページの競争 の更 なる促進のところの ６

行目です。いろいろ 文章 を入れていただいた 関係 で、最後のところが おさ まりが悪いかなとい う
感じがしていまして 、「消費者の選択肢拡大 や新 規参入の円滑化を一 層進 める必要がある」と い
うことになっている ので すけれども、これは 新規 参入の円滑化により 、消 費者の選択肢を拡大 す
ることを進める必要 があ るということですね。新 規参入の円滑化と消 費者 の選択肢拡大という の
は、並列ではないよ うな 気がするのです。消 費者 の選択肢拡大のため に、 新規参入の円滑化等 の
公平な競争が起きる こと をしてほしいという 意味だと思いますので、ここの 文章は、できれば「・・
確保すること等によ り、 新規参入の円滑化を 一層 進め、消費者の選択 肢の 拡大を進める必要があ
る」としていただけ たら なと思います。
○古城座長

これに つい て、事務局はどうで すか 。

○丸山参事官
○古城座長

分か りま した。
あと、 いか がでしょうか。

それでは、皆さん 、ま だ言いたいことがあ ると 思いますが、まとま りも 考えて、御意見を出 し
ていただいて、一応 議論 が出たと解釈いたし ます ので、取りまとめに 入り たいと思います。
大きな変更案とい うの はなかったと理解い たし ますので、取りまと め案 については、本日、 皆
さんからいただいた 御意 見について修正する ことといたしますけれど も、修 正の仕方については、
私に一任いただいて よろ しいでしょうか。
それでは、そうい うこ とで、私のほうで原 案を 修正した上で、消費 者委 員会の本会議に報告 す
ることをいたしたい と思 います。
以上で、１時間ぐ らい 残しましたけれども 、本 日の議論は終了した いと 思います。

≪４．閉会≫
○古城座長
○丸山参事官

事務局 から 連絡事項はございま すか 。
本日 も熱 心な御議論、どうも あり がとうございました 。

今後の専門調査会の日 程につきましては、 確定 次第、御連絡をさせ てい ただきます。
それでは、本日はこれ にて閉会とさせてい ただ きます。御出席あり がと うございました。
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