【項目２（２）（経済産業省）】

- 125 -

○電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）（抄）
（目的）
第１条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者
の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運
用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
（一般電気事業者の供給約款等）
第１９条 一般電気事業者は、一般の需要（特定規模需要を除く。
）に応ずる電気の供給に係る料
金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産
業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、同様とする。
２ 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、
同項の認可をしなければならない。
一 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。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配
線工事その他の工事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。
四 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。
３ 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の
使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、
経済産業省令で定めるところにより、第１項の認可を受けた供給約款（次項の規定による変更
の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。
）で設定した料金その他
の供給条件を変更することができる。
４ 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省
令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
５ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しない
と認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべき
ことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配
線工事その他の工事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。
三 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。
６ 一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事
業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他
の供給条件について第１項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定し
た約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
７ 一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところに
より、その約款（以下「選択約款」という。
）を経済産業大臣に届け出なければならない。これ
を変更したときも、同様とする。
８ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しない
と認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべき
ことを命ずることができる。
一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事
業運営に資すること。
二 第１項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがな
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いこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 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。
（供給約款等に関する命令及び処分）
第２３条 経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著し
く不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者に対し、相
当の期限を定め、第１９条第１項の認可を受けた供給約款（同条第４項の規定による変更の届
出があつたときは、その変更後のもの）又は第２１条第１項ただし書の認可を受けた料金その
他の供給条件（第３項の規定による変更があつたときは、その変更後の供給約款又は料金その
他の供給条件）の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
２ 経済産業大臣は、前条第１項の規定による届出に係る料金その他の供給条件（次項の規定に
よる変更があつたときは、その変更後のもの）が社会的経済的事情の変動により著しく不適当
となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は
卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ず
ることができる。
３ 経済産業大臣は、前２項の規定による命令をした場合において、前２項の期限までに認可の
申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができ
る。
（公聴会）
第１０８条 経済産業大臣は、第３条第１項（一般電気事業に係るものに限る。
）
、第８条第１項
（供給区域の増加に係るものに限る。
）
、第１９条第１項又は第２３条第３項（供給約款に係る
ものに限る。
）の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴か
なければならない。
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○電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）（抄）
（供給約款）
第２２条 法第１９条第１項の供給約款は、次の事項について定めるものとする。
一 適用区域又は適用範囲
二 供給の種別
三 供給電圧及び周波数
四 料金、一般電気事業供給約款料金算定規則 （平成１１年通商産業省令第１０５号）第２１
条第二項に規定する基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第４項に規定する基準調整単
価
五 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用
者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法）
六 前２号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び
金額又は金額の決定の方法
七 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
八 送電上の責任の分界
九 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十 前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任
に関する事項があるときは、その事項
十一 有効期間を定めるときは、その期間
十二 実施期日
第２３条 法第１９条第１項の規定による供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第
１６の供給約款設定認可申請書に供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一 一般電気事業供給約款料金算定規則様式第１から第８までにより作成した書類
二 電気の使用者の負担となるべき金額（料金を除く。
）の算出の根拠又は金額の決定の方法に
関する説明書
第２４条 法第１９条第１項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第
１７の供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした現行の供給約款
三 第２２条第４号の事項を変更（消費税及び地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当
額」という。
）又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更（以下「消費税等相当額
のみの変更」という。
）を除く。
）しようとするときは、一般電気事業供給約款料金算定規則
様式第１から第８までにより作成した書類
四 第２２条第５号又は第６号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となる
べき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
第２４条の２ 法第１９条第３項の経済産業省令で定める料金を引き下げる場合その他の電気の
使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する同
条第１項の認可を受けた供給約款（同条第４項の規定による変更の届出があったときは、その
変更後のもの。
）
（以下この条において「供給約款」という。
）の変更とする。
一 供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者（以下「電気使用者」とい
う。
）の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用
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者の負担（以下「料金等」という。
）を変更（消費税等相当額のみの変更を除く。
）する場合
であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その他の使用形態並びに当該電気
使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般電
気事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス（輸入されたものに限る。
）の価格が当該供
給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の
支払うべき料金等を合計した額（消費税等相当額を除く。以下この号において同じ。
）が減少
し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる
場合
二 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法を変更（消費
税等相当額のみの変更を除く。
）する場合であって、いずれの電気使用者の負担（消費税等相
当額を除く。
）も増加しない場合
三 前二号に掲げるもののほか、電気使用者の負担となる事項を変更（消費税等相当額のみの
変更を除く。
）する場合であって、いずれの電気使用者の負担（消費税等相当額を除く。
）も
増加しない場合
四 電気使用者の料金等及びその他の負担となる事項を変更する場合であって、消費税等相当
額のみの変更の場合
五 供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、い
ずれの電気使用者の支払うべき料金等の額（消費税等相当額を除く。次号において同じ。
）及
びその他の負担（消費税等相当額を除く。次号において同じ。
）も増加しない場合
六 送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の
額及びその他の負担も増加しない場合
七 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等を変更する場合であって、いずれの電
気使用者に対しても不利なものとしない場合
八 電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般電気事業者が当該電気使用者に
対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの電気使用者
に対する期間も短縮されない場合
九 電気の供給を停止できる条件又は電気の需給契約を解除できる条件を変更する場合であっ
て、いずれの電気使用者に対する条件も不利なものとしない場合
十 電気使用者が選択し得る事項を追加する場合
十一 前各号に掲げるもののほか、供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合
第２４条の３ 法第１９条第４項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その
実施の日の１０日前までに、様式第１７の２の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出し
なければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした現行の供給約款
三 第２２条第４号の事項を変更（消費税等相当額のみの変更を除く。
）しようとするときは、
一般電気事業供給約款料金算定規則 様式第１及び第３から第８までにより作成した書類
四 第２２条第５号又は第６号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となる
べき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
（公聴会）
第１３４条 経済産業大臣は、法第１０８条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期
日の２１日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならな
い。
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２ 公聴会は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
３ 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の１４日前までに、意見の概要を記
載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
４ 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べ
ることができる者を指定し、その期日の３日前までに指定した者に対しその旨を通知しなけれ
ばならない。
５ 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その
他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
６ 公聴会においては、第４項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席
を求められた者以外の者は意見を述べることができない。
７ 第４項の規定による指定を受けた者又は第５項の規定により公聴会に出席を求められた者は、
病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長
に提出することができる。
８ 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席し
ている者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対
し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
９ 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第４項の規定による
指定を受けた者及び第５項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならな
い。
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○一般電気事業供給約款料金算定規則
（平成１１年１２月３日通商産業省令第１０５号）（抄）
（認可料金の原価等の算定）
第２条 法第１９条第１項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定
する料金を算定しようとする一般電気事業者（以下「事業者」という。
）は、４月１日又は１０
月１日を始期とする１年間を単位とした将来の合理的な期間（以下「原価算定期間」という。
）
を定め、当該期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤
を加えて得た額（以下「原価等」という。
）を算定しなければならない。
２ ４月１日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業
年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第４条の規定により算定される事業報酬の
合計額から第５条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額（以下「期間原価等」
という。
）を合計した額とする。
３ １０月１日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第１項で定める原価等は、
原価算定期間の開始の日から６月の期間及び終了の日まで６月の期間を含む事業年度の期間原
価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業
年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を
合計した額とする。
（事業報酬の算定）
第４条 事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第１第２表及び様式第２
第２表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。
２ 電気事業報酬の額は、別表第１第１表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、核燃料
資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産（以下「レートベース」という。
）の額の合計額に、
第４項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。
３ 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第１第２表により分類し、それぞれ当該各号に
掲げる方法により算定した額とする。
一 特定固定資産 電気事業固定資産（共用固定資産（附帯事業に係るものに限る。
）
、貸付設
備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金（貸方）を除く。
）
の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
二 建設中の資産 建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額（資産除去債務相当資産を除
く。
）から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に１００分の５０を乗じて
得た額
三 核燃料資産 核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
四 特定投資 長期投資（エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的
とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるも
のに係るものに限る。
）の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
五 運転資本 営業資本（前条に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引
当金純増額、燃料費のうちの核燃料費（核燃料減損額及び核燃料減損修正損（又は核燃料減
損修正益（貸方）
）に限る。
）
、諸費（排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。
）
、電気
料貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費（リース資産及び資産除去
債務相当資産に係るものを除く。
）
、固定資産除却費のうちの除却損、原子力発電施設解体費
のうちの資産除去債務純計上額、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、
社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た
額に、１２分の１．５を乗じて得た額をいう。
）及び貯蔵品（火力燃料貯蔵品、新エネルギー
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等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として１２分の１．５を乗じて得た額をいう。
）
を基に算定した額
六 繰延償却資産 繰延資産（株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。
）の事業年度におけ
る平均帳簿価額を基に算定した額
４ 報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を３０
対７０で加重平均した率とする。
一 自己資本報酬率 すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当
する率を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率（すべ
ての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率が、国債、地方債
等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率）を
基に算定した率
二 他人資本報酬率 すべての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負
債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率
（料金の決定等）
第１９条 料金は、低圧需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費
の合計額（以下「低圧需要原価等」という。
）と原価算定期間における低圧需要の料金収入が一
致するように設定されなければならない。
２ 事業者は、低圧需要原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気
の計量方法等による低圧需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金
を設定しなければならない。
３ 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。こ
の場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
４ 事業者は、第２項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかか
わらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせによ
り、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需
要に対する料金の設定の場合には、これによらないことができる。
５ 事業者は、原価算定期間における低圧需要の料金収入を、第２項及び前項の規定により設定
する料金、法第１９条第７項に定める選択約款で設定する料金並びに供給計画等に基づく契約
電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
６ 事業者は、第１項に規定する低圧需要原価等と前項により算定した原価算定期間における低
圧需要の料金収入を整理し、様式第８第１表により低圧需要原価等と料金収入の比較表を作成
しなければならない。
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 ␃ಖ᮲௳
≀౯Ᏻᐃᨻ⟇㆟࠾ࡅࡿ᳨ウ࠾࠸࡚ࡣࠊሗබ㛤ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥎㐍ࡀ᪉ྥ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
 㠀つไ㡿ᇦ࠾ࡅࡿබṇ➇தࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇ
 ሗබ㛤క࠺ࢥࢫࢺࡢၥ㢟ࡶ㓄៖ࡍࡿࡇ
➼ࡘ࠸࡚ࡢᚲせᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊሗබ㛤ἲ࠾࠸࡚ࡶࠊ
 ࠕ➇தୖࡢᆅࠖࢆ㜼ᐖࡍࡿሗ
 㛤♧ࢆ๓ᥦࠊἲ௧ࡼࡽࡎ௵ពᥦฟࢆồࡵࡓሗ
➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㛤♧ሗࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ͤ㸵㸧
ᮏ࢞ࢻࣛࣥ࠾ࡅࡿሗබ㛤ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆཧ㓃ࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ㸵

ሗබ㛤ἲ࠾ࡅࡿࠕ㛤♧ሗࠖࡢ

➨㸳᮲➨㸰㡯
ࠕබࡍࡿࡇࡼࡾࠊᙜヱἲே➼ཪࡣᙜヱಶேࡢᶒࠊ➇தୖࡢᆅࡑࡢṇᙜ
࡞┈ࢆᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡶࡢࠖ
➨㸳᮲➨㸰㡯ࣟ

  

  

ϸ㸧⊂༨౪⤥ࡢṧࡿศ㔝࠾ࡅࡿつไ㟂せᐙࡢࡓࡵࡢᩱ㔠つไ

㸦ཧ⪃㸯㸧つไᑐ㇟ูࡢබ㛤ሗ୍ぴ
つไࡢᑐ㇟

࣭ᩱ㔠⟬ᐃࡢࡓࡵࡢᴗ
⪅࣮ࣝࣝ

࣭༺౪⤥ᩱ㔠⟬ᐃつ๎ ࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎
࣭ኚ᭦௧ࡢⓎ ࣭ኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽ ࣭ኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽
ືᇶ‽
࣭㟁Ẽᴗィつ๎ ࣭㟁Ẽᴗィつ๎

 ᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱ

࣭ኚ᭦௧ࡼࡿฎศෆᐜ
࣭㑅ᢥ⣙Ḱ

࣭ኚ᭦௧ࡼࡿฎศෆᐜ
࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱ
࣭᭷౯ドๆሗ࿌᭩
࣭ィ⟬᭩㢮㸦ၟἲ㸧 ࣭ィ⟬᭩㢮㸦ၟἲ㸧

࣭᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱ

࣭ኚ᭦௧ࡼࡿฎศෆᐜ

࣭つ๎ᚑࡗ࡚
ᴗ⪅ࡽᥦ
ฟࡉࢀࡓㄝ᫂
㈨ᩱ➼

࣭ኚ᭦௧ࡢⓎ
ືᇶ‽

Ϲ㸧᪂つཧධ⪅ࡢࡓࡵࡢつไ

࣭ᩱ㔠⟬ᐃつ๎௦ ࣭ᩱ㔠⟬ᐃつ๎௦ධࡍ
ධࡍࡿࡓࡵࡢᩘ್
ࡿࡓࡵࡢᩘ್

 ク㏦ᩱ㔠

࣭㈈ົㅖ⾲㸦㟁Ẽᴗ
ィつ๎ࡼࡿ㸧

 ༺౪⤥ᩱ㔠

࣭౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎
࣭ኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽
࣭౪⤥⣙Ḱᩱ㔠ᑂᰝせ㡿
࣭㟁Ẽᴗィつ๎

࣭ኚ᭦௧ࡼࡿฎศෆᐜ

 㑅ᢥ⣙Ḱ

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ
࣮ࣝࣝ
⾜ᨻࡀබ㛤
࣭ᩱ㔠⟬ᐃࡢࡓࡵࡢᴗ
⪅࣮ࣝࣝ

࣭㈈ົㅖ⾲ 㸦㟁Ẽ
ᴗィつ๎ࡼࡿ㸧

 ౪⤥⣙Ḱ

⾜ᨻ࣮ࣝࣝࡢ୍⎔ࡋ
࡚ࡢᴗ⪅࣮ࣝࣝ

࣭ᩱ㔠⟬ᐃつ๎௦ධࡍ
ࡿࡓࡵࡢᩘ್

࣭ኚ᭦௧ࡼࡿฎศෆᐜ

ሗࡢᛶ㉁

࣭ᩱ 㔠 タ ᐃ ࡢ 㐺 ṇ ᛶ
ࡢ☜ㄆ㸦ぢ㎸ࡳ್㸧

࣭㈈ົㅖ⾲㸦㟁Ẽᴗ
ィつ๎ࡼࡿ㸧

࣭౪⤥⣙Ḱ
࣭᭷౯ドๆሗ࿌᭩
࣭ィ⟬᭩㢮㸦ၟἲ㸧
࣭ෆ㒊␃ಖࡢ㓄ศඛ
➼

ղጇᙜᛶࢳ࢙ࢵࢡ ࣭つ๎ᚑࡗ࡚ᴗ⪅ ࣭つ๎ᚑࡗ࡚ ࣭つ๎ᚑࡗ࡚ᴗ ࣭つ๎ᚑࡗ࡚ᴗ⪅
ᚲせ࡞ሗ
ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ
ᴗ⪅ࡽᥦ
⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ
ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ
⾜ᨻࡀබ㛤
➼
ฟࡉࢀࡓㄝ᫂
ㄝ᫂㈨ᩱ➼
➼
㈨ᩱ➼

࣭ᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋ
ⓗホ౯㸦ᐇ⦼್㸧

ᴗ⪅ࡀබ㛤
ճᴗ⪅ࡼࡿ
⮬ⓗㄝ᫂
࣭㒊ᩱ㔠ࡢタᐃ➼
࣭㉸㐣₶ࡢ㓄ศࡸ㏵
࣭ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫タᐃࡢ⌮⏤
࣭ ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫ࢆ㉸࠼࡚ࡶ㈝⏝
⏝ࡢ᥎ィࢆ⾜ࢃ࡞࠸⌮⏤
࣭ク㏦ಀࡿᨭࡢືྥ➼
࣭࠶ࡿ୍ࡘࡢ㟂せሙᡤ࠾ࡅ
ࡿク㏦ᩱ㔠㈇ᢸ࣭᰿ᣐ
࣭ ༊ᇦእ౪⤥ᩱ㔠࠾ࡅࡿࢰ࣮
ࣥไᩱ㔠ࡢ㈇ᢸࡢබᖹᛶ

࣭㑅ᢥ⣙Ḱタᐃ
ࡢ㊃᪨ࠊ┠ⓗ➼
࣭㟂せᐙࡢពぢ
ཬࡧ᳨ウ≧ἣ➼

࣭ዎ⣙✀ูᩱ㔠ࡢタᐃ➼
࣭ෆ㒊␃ಖࡢෆᐜࡸ┠ⓗ➼
࣭ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫タᐃࡢ⌮⏤
࣭ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫ࢆ㉸࠼࡚ࡶ
ᩱ㔠ᨵᐃࢆ⾜ࢃ࡞࠸⌮⏤

↓

⤒Ⴀຠ⋡ィ⏬➼
ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗㄝ᫂

ᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯
ᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆ

↓
↓

↓

౪⤥⣙Ḱಀࡿሗ

↓

ᴗ⪅࣮ࣝࣝ

ᐇ ⦼ ್

↓

↓

  

㸦→ ձᚑࡗ࡚ղࢆ⟬ᐃࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ճࢆཧ⪃ࡋ࡚☜ㄆཪࡣホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ㸧
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ぢ㎸ࡳ್
ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ

౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎
ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ

ᮏ࢞ࢻࣛࣥᐃࡵࡽࢀࡿሗࡣࠊࡑࡢᛶ㉁ᛂࡌ࡚
㸦ཬࡧ⾜ᨻ࣮ࣝࣝࡢ୍⎔ࡋ࡚ࡢᴗ⪅࣮ࣝࣝ㸧
ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ
ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗㄝ᫂

ࡢ㸱ࡘศ㢮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ୖグࡢศ㢮ᚑࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢሗࢆᩚ⌮ࡋࠊิᣲࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ

ࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊつไࡢᑐ㇟ࡈ㸦౪⤥⣙Ḱ㸭ク㏦ᩱ㔠㸭㒊㛛ูᨭ͐㸧ࠊ
㸦ࡑࡢయീࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ㡫ࡢ ཧ⪃㸯ࠕつไᑐ㇟ูࡢබ㛤ሗ୍ぴࠖ ཧ↷㸧
㸦ཧ⪃㸧࡞࠾ࠊࠕᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆࠖཬࡧࠕᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯ࠖࢆ⾜࠺ࡁࡢ
ࣉࣟࢭࢫࢆᅗ♧ࡍࢀࡤ௨ୗࡢ࠾ࡾ㸦౪⤥⣙Ḱࡢ㸧ࠋ

Ϻ ᝏᙳ㡪ࡢ㜵Ṇ
 㒊㛛ูᨭ
࣭㒊㛛ูᨭィ⟬つ๎

࣭ᨭィ⟬ࡢࡓࡵ
ࡢᴗ⪅࣮ࣝࣝ

࣭⮬⏤㒊㛛ࡀ㉥Ꮠ
ࡢሙྜࡣࠊ㉥Ꮠ㢠
ཬࡧᴗ⪅ྡ

࣭⮬⏤㒊㛛ࡀ㉥
Ꮠ࡛࡞࠸ሙྜ࡛
ࡶつไ㒊㛛ࡢᩱ
㔠タᐃࡀ㐺ᙜ࡛
࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂

  

ᴗ⪅ࡀබ㛤

㸯㸬⥲ㄽ

㸦ὀ㸧ୗ⥺ࢆᘬ࠸ࡓሗࡣࠊࠕᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆࠖཬࡧࠕᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯ࠖࢆ⾜࠺㝿┤᥋⏝࠸ࡿሗࠋ

ලయⓗෆᐜ
➨㸰❶

㸰㸬ྛㄽ

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯㸦ᐇ⦼್㸧

 ౪⤥⣙Ḱಀࡿሗ

࣭㟁Ẽ㛵ಀሗ࿌つ๎ᚑࡗ୍࡚⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ㟁Ẽᴗィ
つ๎ู⾲➨㸰࡛つᐃࡉࢀࡿᴗᖺᗘẖࡢ㈈ົㅖ⾲
㸦ὀ㸧࠙᪂つࠚ㸸⯡ࡢไᗘᨵṇ࠾࠸࡚ึࡵ࡚බ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓሗ

ͤ

࠙᪂つࠚ

࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓሗࢆࠊࠕ౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎ࠖ࠶࡚ࡣࡵ࡚ィ⟬ࡍࢀࡤࠊ
⌧⾜ᩱ㔠ࡢ㞳ᖜࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࠕᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯ࠖࢆ⾜࠺ࡇ

㸦⾜ᨻ㸧㸸බ㛤యࡀ⾜ᨻ࡛࠶ࡿሗ

ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ㸦ࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࡢᴗ⪅࣮ࣝࣝࢆྵࡴࠋ௨ୗྠ㸧
㸦⾜

㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧
࣭౪⤥⣙Ḱ

ᨻ㸧

࣭᭷౯ドๆሗ࿌᭩

࣭౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎ ࠙᪂つࠚ

࣭ၟἲୖࡢィ⟬᭩㢮➼

࣭౪⤥⣙Ḱᩱ㔠ᑂᰝせ㡿 ࠙᪂つࠚ
࣭౪⤥⣙Ḱࡢኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽

࠙᪂つࠚ
ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗㄝ᫂

࣭㟁Ẽᴗィつ๎
୍࣭⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᒆࡅฟࡽࢀࡓᩱ㔠⟬ᐃࡢࡓࡵࡢᴗ⪅࣮ࣝࣝࡢ࡚
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࠙᪂つࠚ

㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧
࣭౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎ᚑࡗ࡚ᒆࡅฟࡽࢀࡓᴗ⪅࣮ࣝࣝ๎ࡋ࡚⟬ᐃ
ࡋࡓ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢጇᙜᛶࡘࡁㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ
㸦⾜

࠙᪂つࠚ

࣭ᩱ㔠ᘬࡁୗࡆ࠾࠸࡚ࡣෆ㒊␃ಖࡢ⮬⏤ᗘ➼ࡀᐜㄆࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ
ࡀࠊࡑࡢෆᐜࡸࡑࡢ┠ⓗ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊᩱ㔠ᨵᐃࡸẖᖺᗘ⤒

ᨻ㸧

࣭౪⤥⣙Ḱࡢㄆྍ㸦ኚ᭦ㄆྍ㸧ཪࡣኚ᭦ᒆฟࠊ㟁Ẽᴗἲ⾜つ๎
ᚑࡗ୍࡚⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ➼

࠙᪂つࠚ

࣭౪⤥⣙Ḱࡘ࠸࡚ኚ᭦௧ࢆⓎືࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢฎศࡢෆᐜࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

Ⴀຠ⋡ィ⏬Ⓨ⾲ࠊᰴ⥲࡞ࠊྛᴗ⪅ࡀࠊࡑࡢෆᐜࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿୖ࡛᭱ࡶ㐺ษ⪃࠼ࡿᮇࠊࡑࡢෆ㒊␃ಖ➼ࡀ࠸㟂せᐙࡢ┈
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊ㟂せᐙᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࠙᪂つࠚ

࠙᪂つࠚ
ͤ

࡞࠾ࠊᖹᡂ㸵ᖺ㸵᭶ࡢ㟁Ẽᴗᑂ㆟ᩱ㔠ไᗘ㒊୰㛫ሗ࿌࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㟁Ẽ

 ᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆ㸦ぢ㎸ࡳ್㸧

ᴗ⪅ࡣࠊ⤒Ⴀຠ⋡ィ⏬ࡸᩱ㔠ࡢᐃᮇⓗホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚⤒Ⴀຠ⋡ດຊࠊᨭ≧ἣࠊ

୍࣭⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎௦ධࡍࡿࡓࡵࡢ

ᩱ㔠ࡢጇᙜᛶ➼㛵ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ሗබ㛤ດࡵࡿࡇࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶
ࡿࡀࠊ⯡ࡢไᗘᨵṇ࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⮬ᛶࡢᣑకࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬ⓗྲྀ⤌ࡣ

ᩘ್ ࠙᪂つࠚ
ͤ ࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓᩘ್ࡀබ㛤ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ࠼ࡤࠊ
ձཎ౯⟬ᐃ⏝࠸ࡿே௳㈝ࠊ⇞ᩱ㈝ࠊಟ⧋㈝➼ࡢ㢠ࢆᩚ⌮ࡋࡓႠᴗ㈝⥲ᣓ⾲ࠊᴗ
ሗ㓘⥲ᣓ⾲ࠊ᥍㝖┈⥲ᣓ⾲➼ࡼࡾཎ౯㡯┠ࡈࡢ㈝⏝㢠ࡸࡑࡢྜࡀࡢ⛬
ᗘࡢỈ‽࡛࠶ࡿ࠸ࡗࡓཎ౯ࡢᵓᡂࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᚋࠊ୍ᒙᙉ࣭ᣑࡉࢀࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫タᐃࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ ࠙᪂つࠚ
࣭ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫ࢆ㉸࠼࡚ࡶᩱ㔠ᨵᐃࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡁࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ㟂せᐙ
ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࠙᪂つࠚ

ղࡲࡓࠊࡑࢀࡽࢆ✚ࡳୖࡆࡓཎ౯ࡢྜィࡀࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ྛ㟂せ✀ูࡲ࡛ᒎ㛤
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡀ㏱᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ

  

  

 㑅ᢥ⣙Ḱಀࡿሗ

 ༺౪⤥ᩱ㔠ಀࡿሗ

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ
㸦⾜

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ

ᨻ㸧

㸦⾜

࣭㑅ᢥ⣙Ḱࡢኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽

࠙᪂つࠚ

ᨻ㸧

࣭༺౪⤥ᩱ㔠⟬ᐃつ๎

࠙᪂つࠚ

࣭༺౪⤥᮲௳ࡢኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽
㸦⾜

࠙᪂つࠚ

࣭㟁Ẽᴗィつ๎

ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ
ᨻ㸧

࣭㑅ᢥ⣙Ḱࡢᒆฟ㸦ኚ᭦ᒆฟ㸧ࠊ㟁Ẽᴗἲ⾜つ๎ᚑࡗ୍࡚⯡㟁
Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ➼

࠙᪂つࠚ

㸦⾜

࣭㑅ᢥ⣙Ḱࡘ࠸࡚ኚ᭦௧ࢆⓎືࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢฎศࡢෆᐜࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ

࠙᪂つࠚ

ᨻ㸧

࣭༺౪⤥᮲௳ࡢᒆฟ㸦ኚ᭦ᒆฟ㸧ࠊ㟁Ẽᴗἲ⾜つ๎ᚑࡗ࡚༺
ᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ➼ ࠙᪂つࠚ
࣭༺౪⤥᮲௳ࡘ࠸࡚ኚ᭦௧ࢆⓎືࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢฎศࡢෆᐜࡘ࠸
࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ ࠙᪂つࠚ

㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧
࣭㑅ᢥ⣙Ḱ
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 ᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆ㸦ぢ㎸ࡳ್㸧
࣭༺ᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ༺౪⤥ᩱ㔠⟬ᐃつ๎௦ධࡍࡿࡓࡵࡢᩘ್

ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗㄝ᫂

࠙᪂つࠚ

㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧
࣭⤒Ⴀຠ⋡ィ⏬࠾࠸࡚ࠊ⤒Ⴀຠ⋡ಁ㐍ࡢほⅬࡽࡢ㑅ᢥ⣙Ḱタᐃࡢ
㊃᪨ࠊ┠ⓗ➼ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࠙᪂つࠚ

 ᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯㸦ᐇ⦼್㸧

࣭᪂ࡓ࡞㑅ᢥ⣙Ḱࡢ㛤Ⓨ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㟂せᐙࡢኌࢆ⪺ࡃࡓࡵࡢ❆ཱྀࢆண
ࡵタᐃࡍࡿࡶࠊ⤒Ⴀຠ⋡ィ⏬➼࠾࠸࡚ࠊᐇ㝿ᐤࡏࡽࢀࡓ㟂
せᐙࡢኌཬࡧࡑࢀࡽࢆཷࡅࡓ᳨ウ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࣭㟁Ẽ㛵ಀሗ࿌つ๎ᚑࡗ࡚༺㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ㟁Ẽᴗィつ
๎ู⾲➨㸰࡛つᐃࡉࢀࡿᴗᖺᗘẖࡢ㈈ົㅖ⾲ ࠙᪂つࠚ

࠙᪂つࠚ
㸦༺ᴗ⪅㸧
࣭ၟἲୖࡢィ⟬᭩㢮➼
ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗㄝ᫂
㸦༺ᴗ⪅㸧
࣭ෆ㒊␃ಖ➼ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ┈ࡢศ㓄᪉ἲ➼ࡘࡁࠊ⤒Ⴀຠ⋡
ィ⏬➼ࡼࡗ࡚ࠊ༺ඛࡢ㟁ຊ♫ཬࡧ㟂せᐙᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࠙᪂つࠚ

  

  

 ク㏦ᩱ㔠ಀࡿሗ
ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗㄝ᫂
㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ
㸦⾜

࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎ᚑࡗ࡚ᒆࡅฟࡽࢀࡓᴗ⪅࣮ࣝࣝ๎ࡋ࡚

ᨻ㸧

࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎

⟬ᐃࡋࡓ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢጇᙜᛶࡘࡁㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࠙᪂つࠚ

࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱࡢኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽

࠙᪂つࠚ

࣭ク㏦㒊㛛㉸㐣₶ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ⤒Ⴀຠ⋡ィ⏬➼ࠊᙜヱᴗ⪅

࠙᪂つࠚ

࣭㟁Ẽᴗィつ๎

ࡀ᭱ࡶ㐺ᙜ⪃࠼ࡿሙ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ㓄ศࡢ᪉ἲཬࡧ⮬ࡽᖐᒓࡏࡋࡵ

୍࣭⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᒆࡅฟࡽࢀࡓ᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃࡢࡓࡵࡢᴗ⪅

ࡓ㉸㐣₶ࢆࡢࡼ࠺ά⏝ࡍࡿࡢ࠸ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࠙᪂つࠚ

࣮ࣝࣝࡢ࡚ ࠙᪂つࠚ
࣭ཎ౯ィ⟬ᮇ㛫タᐃࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ ࠙᪂つࠚ

࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃࡢࡓࡵࡢཎ౯ィ⟬ᮇ㛫ࢆ㉸࠼࡚ࡶ࡞࠾ࠊ㈝⏝ࡢ

ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ
㸦⾜

᥎ィࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱᴗ⪅ࡀ᭱ࡶ㐺ᙜ⪃࠼ࡿሙ࠾࠸࡚ࠊ

ᨻ㸧

࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱࡢᒆฟ㸦ኚ᭦ᒆฟ㸧ࠊ㟁Ẽᴗἲ⾜つ๎ᚑࡗ୍࡚
⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ➼

ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ࠙᪂つࠚ
࣭ク㏦ಀࡿᨭࡢືྥ➼ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᴗ⪅ࡀ᭱ࡶ㐺ᙜ⪃࠼ࡿᮇ

࠙᪂つࠚ

࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱࡘ࠸࡚ኚ᭦௧ࢆⓎືࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢฎศࡢෆᐜࡘ

ཬࡧሙ࠾࠸࡚ࠊㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࠙᪂つࠚ

࣭࠶ࡿ୍ࡘࡢ㟂せሙᡤᑐࡋ࡚౪⤥ࡍࡿሙྜࡢク㏦ᩱ㔠㈇ᢸࡸࡑࡢ㈇ᢸࡢ

࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ ࠙᪂つࠚ
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᰿ᣐࡘ࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࡇࢀᛂࡌ࡚᫂ࡽࡍࡿࠋ
࠙᪂つࠚ

 ᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆ㸦ぢ㎸ࡳ್㸧
୍࣭⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎௦ධࡍࡿࡓ
ࡵࡢᩘ್
ͤ

࣭⮬♫༊ᇦእࡢ⮬⏤ᑐ㇟㟂せᐙ㟁Ẽࢆ౪⤥ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ౪⤥ᩱ
㔠ࢰ࣮ࣥไᩱ㔠ࡀබᖹྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

࠙᪂つࠚ

࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓሗࢆࠊࠕ᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎ࠖ࠶࡚ࡣࡵ࡚ィ⟬ࡍ
ࢀࡤࠊᩱ㔠⟬ᐃࡢ㐣⛬ࢆ㏣࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠕᩱ㔠タᐃࡢ㐺ṇᛶࡢ☜ㄆࠖࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

 ᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯㸦ᐇ⦼್㸧
࣭㟁Ẽ㛵ಀሗ࿌つ๎ᚑࡗ୍࡚⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓࠊ㟁Ẽᴗ
ィつ๎ู⾲➨㸰࡛つᐃࡉࢀࡿᴗᖺᗘẖࡢ㈈ົㅖ⾲
ͤ

࠙᪂つࠚ

࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓሗࢆࠊࠕ᥋⥆౪⤥⣙Ḱᩱ㔠⟬ᐃつ๎ࠖ࠶࡚ࡣࡵ࡚ィ⟬ࡍ
ࢀࡤࠊ⌧⾜ᩱ㔠ࡢ㞳ᖜࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࠕᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢᚋⓗホ౯ࠖࢆ⾜
࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧
࣭᥋⥆౪⤥⣙Ḱ ࠙᪂つࠚ
࣭᭷౯ドๆሗ࿌᭩
࣭ၟἲୖࡢィ⟬᭩㢮➼

  

  

࠙᪂つࠚ

 ᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱಀࡿሗ

 㒊㛛ูᨭಀࡿሗ

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ
㸦⾜

ձ⾜ᨻࡢᐃࡵࡿ࣮ࣝࣝ

ᨻ㸧

㸦⾜

࣭᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱࡢኚ᭦௧ࡢⓎືᇶ‽

࠙᪂つࠚ

ղᩱ㔠ࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ
㸦⾜

㸦⾜

࣭᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱࡢᒆฟ㸦ኚ᭦ᒆฟ㸧ࠊ㟁Ẽᴗἲ⾜つ๎ᚑࡗ୍࡚
࠙᪂つࠚ

࣭᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱࡘ࠸࡚ኚ᭦௧ࢆⓎືࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢฎศࡢෆᐜࡘ
࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ ࠙᪂つࠚ

࠙᪂つࠚ

ղᨭࡢጇᙜᛶࡢࢳ࢙ࢵࢡᚲせ࡞ሗ

ᨻ㸧
⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱ➼

ᨻ㸧

࣭㒊㛛ูᨭィ⟬つ๎

ᨻ㸧

୍࣭⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡽᒆࡅฟࡽࢀࡓ㒊㛛ูᨭィ⟬ࡢࡓࡵࡢᴗ⪅࣮ࣝࣝ
ࡢ࡚ ࠙᪂つࠚ
࣭Ỵ⟬ࠊ୍⯡㟁Ẽᴗ⪅ࡢ⮬⏤㒊㛛ࡢᨭࡀ㉥Ꮠ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࡑࡢ㉥Ꮠ㢠ᴗ⪅ྡ ࠙᪂つࠚ
ͤ

㸦୍⯡㟁Ẽᴗ⪅㸧

ࡓࡔࡋࠊᖺᩘࢆ⤒㐣ࡋࡓᨭሗࡢබ㛤ࡢ㠀ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸱ᖺᚋணᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿไᗘᨵṇࡢᡂᯝࡢ᳨ドࡢ㝿ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᐇ⦼ࢆ㋃ࡲ࠼ᨵࡵ᳨࡚ウࡉࢀࡿࡁ࡛

࣭᭱⤊ಖ㞀⣙Ḱ ࠙᪂つࠚ

࠶ࡿࠋ
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㸦ᴗ⪅㸧
࣭⮬⏤㒊㛛ࡀ㯮Ꮠࡢሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊつไ㒊㛛ࡢᩱ㔠タᐃࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ
ࡇࡘ࠸࡚ࠊᩱ㔠ࡢᐃᮇⓗホ౯➼࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ࠙᪂つࠚ

  

  

➨㸱❶

ཱྀ࠘࠾࠸࡚ࠊᰂ㌾ᑐᛂࡍࡿࡇࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࠸࡞ࡿ᪉ἲࡼࡗ࡚

ሗබ㛤ࡢ᪉ἲ

㸦㜀ぴࡸࡋࡢࠊ㟁Ꮚ፹యࡢᥦ౪➼㸧ᥦ౪ࡍࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊㄳồ⪅ࡢ
ࢽ࣮ࢬࡸሗࡢಖᏑᙧែࠊᥦ౪ಀࡿࢥࢫࢺ➼ࢆ⥲ྜⓗ຺ࡋ࡚ಶูุ

㸯㸬ࠗ┦ㄯ❆ཱྀ࠘ࡢタ⨨

᩿ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
ሗࢆබ㛤ࡍࡿయࡣࠊ⏝⪅ࡀᐇ㝿ሗࢆධᡭࡍࡿ㝿ࠊ࡞ሗධᡭ
ࢆྍ⬟ࡋࠊ⏝࡞ࢺࣛࣈࣝࡢⓎ⏕ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡶࠊணࡵබ㛤ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ
ࡢែໃࢆᩚഛࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊணࡵ௨ୗࡢሙᡤሗබ
㛤ࡢࠗ┦ㄯ❆ཱྀ࠘ࢆタᐃࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬᑐᛂ࡛ࡁࡿែໃࢆᩚഛࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
⾜

ͤ

࠼ࡤࠊሗࡢᥦ౪᪉ἲࡘ࠸࡚ᣦᐃࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩥ᭩ࡢຍᕤࡸࡢ፹
యࡢኚ࡞ࡁ࡞సᴗࢥࢫࢺࢆక࠺ሙྜࡣࠊᚲࡎࡋࡶಶูᛂࡌࡿࡇࡲ࡛ࡣ
せࡋ࡞࠸ࠋ

㸦ཧ⪃㸧ሗබ㛤ἲ➨㸯㸲᮲㸦㛤♧ࡢᐇ㸧 ᢒ
➨㸯㡯ࠕ⾜ᨻᩥ᭩ࡢ㛤♧ࡣࠊᩥ᭩ཪࡣᅗ⏬ࡘ࠸࡚ࡣ㜀ぴཪࡣࡋࡢࡼࡾࠊ

ᨻ㸸㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇබ┈ᴗ㒊ᴗົㄢࠊྛᆅ᪉㏻ၟ⏘ᴗᒁබ┈ᴗㄢ➼

㟁☢ⓗグ㘓ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ✀ูࠊሗࡢ㐍ᒎ≧ἣ➼ࢆ຺ࡋ࡚ᨻ௧࡛ᐃ

ᴗ⪅㸸ᮏᗑࠊྛᨭᗑ➼

ࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⾜࠺ࠋ㹼ࠖ

 ᡭᩘᩱࡘ࠸࡚
⾜ᨻཬࡧᴗ⪅ࡣࠊᩥ᭩ࡢࡋࡢ➼ࡢㄳồᛂࡎࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࡒ

㸰㸬ሗࡢබ㛤ࡢ᪉ἲᛂࡌࡓᑐᛂ

ࢀ௨ୗࡢ࠾ࡾࡑࡢᑐᛂせࡍࡿᡭᩘᩱࢆㄳồ࡛ࡁࡿࡇࡍࡿࠋ
ሗࢆබ㛤ࡍࡿయࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢሗࡢෆᐜᛂࡌ࡚௨ୗࡢᑐᛂࢆྲྀࡿࡇ
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ࡍࡿࠋ㸦ࡑࢀࡒࢀࡢሗࡢලయⓗ࡞බ㛤᪉ἲࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㸰ࠕሗබ

㸦⾜ᨻ㸧
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電気料金の改定プロセス

認可

（値上げの場合）

届出

（値下げの場合）

改定後の料金と、改定を行わなかった場合

電気料金改定

の料金（燃料費調整を含む）とを比較

料金改定認可プロセス
（実施の日の 10 日前から）

申請

電力会社

掲示

標準処理期間：４か月

経済産業大臣

受理

認可

公聴会
審査

需要家等

実施

審査

意見陳述

・物価問題に関する関係閣僚会議

【審査の方法】

特

別

監

査

供給約款料金審査要領に基づき、審査の一手法として特別監査を実施し、
適正な固定資産（レートベース）の確定を行うとともに、資本費・修繕費に
ついては実績値等に照らし適正性を監査する。

個別審査（査定）

供給約款料金審査要領に基づき、一般電気事業者が申請した原価等につ
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」について審査（査定）する。
※特別監査と同時並行で実施。

ヤードスティック査定

電気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（平
成１０年の料金改定における減額査定率は１％又は２％）。公租公課等の
義務的経費、燃料費等妥当性が別途判断されるものは適用対象外

（消費者委員会事務局調べ）
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電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議の設置について
平 成 23 年 10 月
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
１．趣旨
本年 3 月の東日本大震災発生以降、電力需給のひっ迫や原子力損
害賠償、燃料コスト増による電力コスト上昇懸念など、電気事業を
とりまく状況は大きく変化している。
こうした中、国民負担の最小化と電力の安定供給の確保のため設
置された「東京電力に関する経営・財務調査委員会」報告書におい
ても、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
ているところである。
以上を踏まえ、経済産業大臣が主催する有識者会議を設置し、電
気料金制度とその運用について、現行制度下で実施すべきものを中
心に、速やかに見直しを行うこととする。
※

報告書の主な指摘事項
・ 総原価の対象とする営業費用の適正性（電気の安定供給に真に必要な
費用に限定すべき 等）
・ レートベース及び事業報酬の適正性（対象資産について、稼働率の高
低を考慮すべき 等）
・ 原価算定期間の扱い（複数年度とすべき 等） 等

２．検討項目及びスケジュール
近々に第一回の有識者会議を開催し、年明け以降可能な限り早期
に結論を得ることとする。
また、有識者会議は原則公開とする。

1
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＜検討項目例＞
① 現行料金制度の評価（自由料金、規制料金）
② 料金算定の元となる需要想定、設備投資計画の適切性
③ 原価算定期間の適切性
④ 原価対象経費の適切性
・電気事業に不可欠な経費か否か
・経費算定のベンチマーク
・事業報酬の在り方
⑤需要種別への費用配分の適切性
⑥情報公開の在り方
⑦規制体制の在り方

2
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有識者会議

委員
（敬称略）

秋池 玲子 ボストン コンサルティング グループ
パートナー＆マネージング・ディレクター
座長

安念 潤司 中央大学法科大学院
大西

正一郎

教授

フロンティア・マネジメント代表取締役（弁護士）

前・東京電力に係る経営・財務調査委員会事務局次長
永田

高士

公認会計士

八田

達夫

大阪大学社会経済研究所

招聘教授

松村

敏弘

東京大学社会科学研究所

教授

山内

弘隆

一橋大学大学院商学研究科
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教授

資料１－１

電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議報告書（案）
のポイント

１．基本的考え方
（１）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電気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。
（２）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。
（３）一般電気事業者が自らの供給力のみに依存する安定供給確保か
ら、他社供給力や需要側の取組も活用した安定供給確保に転換す
ることを促す。

２．供給計画等の事前計画
電気料金算定の前提となる供給計画において、一定の需要抑制に効
果により安定供給に資することが見込めることに加え、効率的な設備
形成の確保にも寄与するため、これまで織り込んでこなかった随時調
整契約やデマンド・レスポンス等の需要抑制方策についても一定の評
価を行うことが適当。

３．原価の適正性の確保
①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
需要家に負担を求める電気料金の値上げ認可を行う場合には、電気
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こと
から、

1
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（ア）広告宣伝費（電気料金メニューの周知、電気の安全に関わる
周知、公益的な目的から行う情報提供を除く）
（イ）寄付金
（ウ）団体費
については料金原価に算入することを認めるべきではない。
②経営効率化の織り込み方法
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。
（ア）人件費
一般企業の平均値（従業員 1,000 人以上）を基本に、他の
公益企業の平均値とも比較しつつ査定。
（イ）修繕費
各社ごとに、過去実績を基にした基準（例えば、帳簿原価
に占める修繕費の割合である修繕費率）により査定。
また、各社ごとにわかれているスペックの標準化等につい
ても検討。
（ウ）燃料費、購入電力費
燃料においては共同調達の実施、購入電力については卸電
力取引所からの調達等の効率化努力を求める。特に燃料費は、
官民一体となった取組により、国全体として効率的な調達が
必要。
（エ）設備関係費（減価償却費、固定資産除却費）
原則として、入札等の実施を求め個別に査定。火力発電所
については、新しい火力入札制度を導入（下記、
「４．新しい
火力入札」を参照。
）。

2
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（オ）一般経費（委託費、消耗品費、普及開発関係費、研究費等）
従来、非件名案件としてまとめて原価算入されているもの
が多かったことから、個別査定を行う項目を可能な限り拡大。
個別査定に当たっては、入札等を原則として、入札等を行
わないものについては過去の類似事例の入札結果等を基準に
査定。個別査定を行わない項目については、ヤードスティッ
ク査定。

４．新しい火力入札
今後、一般電気事業者が火力電源を自社で新設・増設・リプレース
する場合は、既に建設プロセスが進んでいるため入札を実施しても運
転開始予定日に間に合わない案件等を除き、原則全ての火力電源につ
いて IPP 入札を実施。入札を行わない場合、入札した場合に想定され
る価格等を参考にして査定。

５．公正かつ適正な事業報酬
①レートベース対象資産の範囲
供給設備は、デマンド・レスポンス等を踏まえた需要見通しを前提
にした供給力に限定し、長期停止発電設備については、緊急時の即時
対応性、将来の稼働の確実性等を踏まえて算入の可否を判断。また、
正当な理由なく著しく低い稼働率となっている設備は対象外。
②事業報酬率
震災後の状況を勘案しつつ、過大な利益が生じないよう、一方、資
金調達に支障が生じないよう、公正報酬といった観点から、適正な事
業経営リスクを見極めた上で設定。
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６．原価算定期間及び電源構成変動への対応
①原価算定期間
一般電気事業者の料金改定が概ね２年ごとに実施されてきたこと、
一般的な企業の中期経営計画が３年であること等を踏まえ、認可時に
ついては３年を原則。
届出時は、自主的な経営効率化努力を料金に迅速に反映する観点か
ら、より柔軟に設定。
②電源構成の変動への対応
原価算定期間の複数年化を踏まえ、原価算定期間内に電源構成が原
子力発電の稼働状況等により大きく変動した場合には、料金値上げの
認可を経ていることを条件に電源構成による原価の変動分のみを料
金に反映させる改定を認める。

７．個別原価計算・レートメーク
託送料金について第三者が適切性・妥当性の確認を行えるよう、以下
について所要の情報公開を実施。
①「一般管理費等」・「変動費」・「販売費」の配分比率
配分のルールは料金算定規則等において定められているが具体的
な数値が明らかにされていないことから、競争・取引環境に悪影響が
生じないように配慮しつつ、諸元及び配分ルール等を公表する。
②事業者ルール
算定規則によらずに事業者が自ら設定する整理方法のうち、具体的
な算定方法が明らかにされていないものについては、届出に当たって、
具体的な算定方法がわかるようなものとする。
③アンシラリーサービス費の算定
算定規則による具体的な算定方法が明らかでないことから、算定方
法及びその値について具体的に公表する。

4
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８．デマンド・レスポンス料金とスマートメーターの導入
スマートメーターの普及までには一定のリードタイムが必要とな
ることから、それまでの間は、各電力会社が、スマートメーターがな
くとも対応可能な範囲において、需要家の受容性を踏まえ、時間帯別
料金の多様化や三段階料金の見直し、季節別料金の導入などを検討。
スマートメーターの導入に当たっては、効率的な調達の観点からオ
ープンな形で実質的な競争がある入札を行うことが原則。

９．事後評価
①料金設定時における評価
値下げ届出時に、認可時に原価算入が認められない費用（広告宣伝
費、寄付金、団体費）について、事業者による説明責任が重要となる
ことから、これらの費用を算定規則上明確化。
②原価算定期間における評価
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、利益の使途や料金改定時に計画した効率化の進捗状況等
を需要家がわかりやすい形で説明。
併せて、これまで自由化部門が赤字の場合のみに公表していた部門
別収支を常に公表。
③原価算定期間終了後の事後評価
原価算定期間終了後、事業者が料金改定を行わない場合、事業者が
部門別収支ベースの原価と実績値、算定期間終了後の収支見通し、利
益の使途等について説明。
行政は、これを評価し、必要に応じて報告徴収を実施し、料金認可
申請命令の発動の要否を検討。
④行政における体制整備
料金認可時における査定メルクマールの設定等、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、専門的な知見を活用することが可能な分野については、
積極的に外部専門家の活用も検討。
5
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東京電力に関する経営・財務調査委員会の開催について
平成 23 年５月 24 日
閣
議
決
定
１．趣旨
「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の
枠組みについて」
（平成 23 年５月 13 日原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣
僚会合決定。以下「決定」という。
）において、東京電力株式会社（以下「東京電力」
という。
）は、
「厳正な資産評価、徹底した経費の見直し等を行うため、政府が設ける
第三者委員会の経営財務の実態の調査に応じること」を確認した上で、政府は、原子
力損害の賠償に関する法律（昭和 36 年法律第 147 号）の枠組みの下で、国民負担の
極小化を図ることを基本として東京電力に支援を行うこととした。
これを踏まえ、有識者からなる「東京電力に関する経営・財務調査委員会」（以下
「調査委員会」という。
）を開催し、東京電力の厳正な資産評価と徹底した経費の見
直しのため、経営・財務の調査を行い、その調査を政府の東京電力に対する支援に活
用するものとする。
２．構成
（１）調査委員会は、企業の財務・経営に関し識見を有する者により構成し、原子力経
済被害担当大臣が開催する。
（２）調査委員会の委員長は、原子力経済被害担当大臣が指名する。
（３）調査委員会は、必要に応じ、東京電力の職員その他の関係者の出席を求めること
ができる。
（４）調査委員会は、必要に応じ、分科会を置くことができる。
３．関係者の責務
政府は、決定を踏まえ、東京電力に対し、調査委員会による調査に応ずるとともに、
資料の提出又は説明の聴取等の要請があった場合には最大限協力するよう求めるこ
ととする。
経済産業大臣は、調査委員会からその調査に必要なものとして要請があった場合に
は、法令に定められた権限に基づき、東京電力に対し、必要な対応をするものとする。
４．運営
調査委員会の庶務は、経済産業省その他関係行政機関の協力を得て、内閣官房にお
いて処理する。
５．その他
前各項に定めるもののほか、調査委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、
委員長が定める。
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東京電力に関する経営・財務調査委員会

委員名簿

引頭 麻実

株式会社大和総研執行役員

葛西 敬之

東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長

○下河辺 和彦

松村 敏弘

川 廣和

弁護士

東京大学社会科学研究所教授

ＤＯＷＡホールディングス株式会社 代表取締役会長

（○：委員長）
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䐡Ꮚ♫䚸㛵㐃♫䠄ᮾ㟁ᙜึィ⏬䠖㻞㻘㻟㻜㻜൨䠅
ᮾ㟁ᙜึィ⏬䛿᰿ᣐ᫂☜䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸ጤဨ䛿䝊䝻䝧䞊䝇䛷సᴗ
㼇㻌㻠㻢♫㻔⣙㻠㻝㻑㻕䠖 㻝㻘㻟㻜㻝൨ 䛺䛚䚸䠔♫䜢Ύ⟬䚹㼉

䠐䠊୰㛗ᮇⓗ䛺䝁䝇䝖๐ῶ⟇

䠄䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䛿ᮍᫎ䠅

䠘ලయ䠚
䠄䠍䠅ྛ㟁ຊ♫䛜⊂⮬䛻タᐃ䛧䛶䛝䛯ᶵჾ䛾タィ䞉ᵝ䛾⤫୍
䠄䠎䠅ྛ㟁ຊ♫䛜䛭䜜䛮䜜ചୗ䛻᭷䛧䛶䛔䜛㛵ಀ♫䛾ᴗ⏺ᶓ᩿ⓗ䛺⦅
䠄䠏䠅䠥䠬䠬䠄⊂❧Ⓨ㟁ᴗ⪅䠅༺ධᮐ➼䛻䜘䜛እ㒊㟁※䛾ᑟධ

䠑䠊䛭䛾䛾㡯
䠄䠍䠅㛵ಀ⪅䜈䛾༠ຊせㄳ
䠄䠎䠅⤒Ⴀ㈐௵

5

ᮾி㟁ຊ䛾㈈ົ≧ἣ
䠍䠊⣧㈨⏘䛾ホ౯
㻔㻝㻕ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻟᭶ᮎ䛾ᐇែ㈚ᑐ↷⾲
䠘⤖ㄽ䠚䛂㈨⏘㉸㐣䛃䛸䛾ุ᩿
䠉ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻟᭶ᮎỴ⟬䞉㐃⤖䝧䞊䝇⣧㈨⏘㻦㻝㻢㻘㻜㻞㻡൨
䠉ᗫ⅔㈝⏝ᣑ䝸䝇䜽㻔㼀㻲᥎ィ㻕㻦㻠㻘㻣㻜㻜൨
䞉䝇䝸䞊䝬䜲䝹ᓥᨾ䛸䛾␗ྠ䜢⪃៖䠄䠖ከ㔞䛾ởᰁỈฎ⌮䠅
䞉ᮾ㟁䛜⚟ᓥ➨୍䠍䡚䠐ྕᶵ䛻㛵䛧䛶ぢ㎸䜣䛷䛔䜛⅏ᐖᦆኻ㈇ᢸ㔠㻔㻠㻘㻞㻡㻜൨㻕ཬ䜃㈨⏘㝖ཤമົ䠄㻝㻘㻤㻢㻣൨㻕䛻䚸
䛣䜜䜢ຍ䛘䜛䛸䠍㻤㻝㻣൨䛸䛺䜛䚹

䠉ື⏘ྵ䜏┈㻔㠀㟁Ẽᴗ⏝㈨⏘㻕㻦㻟㻘㻠㻜㻡൨
䋻ㄪᩚᚋ⣧㈨⏘㻦㻝㻞㻘㻥㻞㻞൨
䠘␃ព㡯䠚
䈜ᮾ㟁䛜ᐇ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾമົ䛾ᨭᡶ䛻䛶䜛䛯䜑䛾㈨㔠䛿䚸ᨭᶵᵓ䛜ᮾ㟁䛻ᑐ䛧䛶㈨㔠䛻䜘䜚
ຓ䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸ྠ㢠䛾┈ㄆ㆑䛜⾜䜟䜜䜛䛸䛾๓ᥦ䜢⨨䛔䛯ୖ䛷䚸ㄪᩚᚋ㐃⤖⣧㈨⏘䛻䛿䚸᪤䛻
Ⓨ⏕䛧䛯ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ㈝䛾ᚋィୖ䛩䜉䛝ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾᘬᙜ㔠䛻䛴䛔䛶䜒ᫎ䜢䛥䛫䛺䛔๓ᥦ䚹

䠎䠊㈨㔠⧞䜚
㻔㻝㻕ᖺᗘෆ㈨㔠⧞䜚
䠉ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻟᭶ᮎ䛾ண⌧㡸㔠ṧ㧗㻦㻤㻘㻟㻞㻡൨
㻔㻞㻕୰ᮇⓗ㈨㔠⧞䜚
䠉♫മൾ㑏㻔ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ㻦㻡㻘㻠㻤㻥൨䚸ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ㻦㻣㻘㻠㻣㻥൨㻕䜢᥍䛘䛶䛔䜛䚹
䠉㟁ຊ㟂せ䚸⇞ᩱ㈝㈇ᢸ䚸㈈ົᨭ䚸⚟ᓥ➨୍䞉➨䛾Ᏻᐃ䞉෭ Ṇ⥔ᣢ㈝⏝➼䛾ືྥ➼䛻ὀど䛜ᚲせ䚹
6
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せ㈺ൾ㢠䛾᥎ィ
䕿ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ⣮தᑂᰝ䛾୰㛫ᣦ㔪䛻ᇶ䛵䛝ྛ✀䝬䜽䝻⤫ィ䝕䞊䝍➼䜢⏝䛔䛶䚸ᮾி㟁ຊ䛾㈺ൾ㢠䛾
ヨ⟬䜢⾜䛳䛯䚹 䈜䝬䜽䝻᥎ィ䛾䛯䜑䚸㐣ホ౯䛾ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䕿ᖺᗘẖ䛾㈺ൾ㢠䠄ึᖺᗘศ䠖⣙㻝㻞㻠㻢൨䚸㻞ᖺᗘ┠௨㝆ศ䠖⣙㻤㻘㻥㻣㻞൨㻛ᖺ䠅ཬ䜃㈨⏘ศ䞉୍㐣ᛶศ䛾
㈺ൾ㢠䠄⣙㻞㻢㻘㻝㻤㻠൨䠅䜢᥎ィ䛧䛯䚹
䠍䠊᮰䜎䛷䛾ᮇ㛫䛻ᛂ䛨䛯せ㈺ൾ㢠䛾᥎ィ ึᖺᗘศ䠖⣙㻝㻞㻠㻢൨䚸㻞ᖺᗘ┠௨㝆ศ䠖⣙㻤㻘㻥㻣㻞൨㻛ᖺ
䕿ึᖺᗘせ㈺ൾ㢠䛾䛺ෆヂ
㑊㞴䞉ᖐᏯ㈝⏝䠖⣙㻝㻘㻝㻟㻥൨
⢭⚄ⓗᦆᐖ䠖⣙㻝㻘㻞㻣㻢൨ Ⴀᴗᦆᐖ䠖⣙㻝㻘㻥㻝㻡൨
ᑵປ⬟➼䛻క䛖ᦆᐖ䠖⣙㻞㻘㻢㻠㻥൨ ୍❧ධ㈝⏝䠖⣙㻣㻥൨
➼
᥎ィ᪉ἲ䠅Ⴀᴗᦆᐖ䛾⟬ฟ᰿ᣐ䛸䛧䛶䚸䛂⚟ᓥ┴ᕷẸ⤒῭ィ⟬䛃䛾ᕷ⏫ᮧูႠᴗవ䚸ᴗ⪅ᩘ➼䜢⏝

䠎䠊㈈≀౯್䛾႙ኻ䜔㢼ホ⿕ᐖ➼୍㐣ᛶ䛾ᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䛾せ㈺ൾ㢠䛾᥎ィ ⣙㻞㻢㻘㻝㻤㻠൨
㈈≀౯್䛾႙ኻཪ䛿ῶᑡ➼䠄᭚㟢䛻䜘䜛౯್႙ኻศ➼䠅䠖⣙㻡㻘㻣㻜㻣൨
䛔䜟䜖䜛㢼ホ⿕ᐖ䠄㎰ᯘ⁺ᴗ䚸ほග䚸〇㐀䞉䝃䞊䝡䝇ᴗ➼䠅䠖⣙㻝㻟㻘㻜㻟㻥൨
➼
᥎ィ᪉ἲ䠅㎰ᯘỈ⏘ᴗ䛾㢼ホ⿕ᐖ㢠䛾⟬ฟ᰿ᣐ䛸䛧䛶䚸䛂ᐙィㄪᰝ䛃䛾ᾘ㈝ᨭฟ㢠䚸䛂㈠᫆⤫ィ䛃䛾㍺ฟධ㢠➼䜢⏝

䠄␃ព㡯䠅
䞉㝖ᰁ䜢⾜䛖㈝⏝䛜㈈≀౯್䜢ୖᅇ䜛ሙྜ䛿䚸⪃៖䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䞉୰㛫ᣦ㔪䛻䛚䛔䛶䛿ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛶䛔䛺䛔ᦆᐖ㡯┠䠄䠖⮬㑊㞴䠅䛿᥎ィ䛻ྵ䜣䛷䛔䛺䛔䛜䚸ᚋᨾ䛸䛾
┦ᙜᅉᯝ㛵ಀ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䜒䛾䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹
䞉ᮏヨ⟬䛿䛒䛟䜎䛷䝬䜽䝻᥎ィ್䛷䛒䜚䚸ᮾ㟁䛾ィୖ䛾ᘬᙜ䛾せྰ䛸䛿ఱ䜙↓㛵ಀ䛻᳨ウ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾
䛷䛒䜛䚹
7

Discussion Purposes Only

ᴗィ⏬䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 䠉 䝅䝘䝸䜸䛾タᐃ
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾✌ാ䛻㛵䛩䜛䝅䝘䝸䜸䛸䛧䛶䚸䐟ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛜ᢏ⾡ⓗ䞉ᡭ⥆䛝ⓗ䛻ᐃ䛧ᚓ䜛⠊
ᅖ䛷᭱䜒᪩ᮇ䛻㡰ḟ✌ാ䛩䜛䜿䞊䝇䠄䝯䜲䞁䜿䞊䝇䠅䚸䐠᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾✌ാ䛜䐟䜘䜚䜒ྛ
ᇶ䠍ᖺ䛪䛴㐜䜜䛶✌ാ䛩䜛䜿䞊䝇䚸䐡᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾✌ാ䜢10ᖺ௨ෆ䛻ぢ㎸䜎䛺䛔䜿䞊䝇䚸
䛾䠏䛴䜢タᐃ䛧䚸䝅䝘䝸䜸䛤䛸䛾ᕪ␗ศᯒ䜢ᐇ䛧䛯䚹
䝯䜲䞁䜿䞊䝇
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
✌ാ䜿䞊䝇

䠍ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
✌ാ䜿䞊䝇

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
㠀✌ാ䜿䞊䝇

᯽ᓮส⩚

ᖹᡂ24䡚26ᖺᗘ䛻
㡰ḟ✌ാ

ᕥグ䜘䜚ྛᇶ1ᖺ
㐜䜜䛶✌ാ

ィ⏬ᮇ㛫୰䛾✌ാ䛿
ぢ㎸䜎䛺䛔

⚟ᓥ➨୍䞉➨

ィ⏬ᮇ㛫୰䛾✌ാ䛿
ぢ㎸䜎䛺䛔

ྠᕥ

ྠᕥ

ᮾ㟁ᮾ㏻

ィ⏬ᮇ㛫୰䛾✌ാ䛿
ぢ㎸䜎䛺䛔

ྠᕥ

ྠᕥ

♫ཷ㟁

ᖹᡂ24䡚27ᖺᗘ䛻
⧊䜚㎸䜏

ྠᕥ

㛫䛛䜙䛾ཷ㟁䛿
⧊䜚㎸䜎䛺䛔
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Discussion Purposes Only

ᴗィ⏬䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 䠉 䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾๓ᥦ
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാ䜿䞊䝇䚸䠍ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാ䜿䞊䝇䚸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാ䜿䞊䝇䛾ྛ䝅䝘䝸
䜸䛻ᑐ䛧䛶䚸䝁䝇䝖๐ῶ⟇䜢⧊䜚㎸䜣䛰ୖ䛷䚸ᩱ㔠ᨵᐃ䠄್ୖ䛢䠅ධ䛾๓ᥦ䜢ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䛾䝅䝭䝳
䝺䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ䛧䛯䚹

䐟

䐠

䐡

ᩱ㔠ᨵᐃ
䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ䛛䜙㻟㻞ᖺᗘ
䜎䛷䛾್ୖ䛢ᖜ䠅

䛺䛧

㻡㻑

㻝㻜㻑

≉ู㈇ᢸ㔠䛾ᨭᡶ䛔㻝䠅

䛺䛧

䛺䛧

䛺䛧

㛗ᮇධ㔠䠄㟈⅏๓䠅
䛾㻞䠅

䛒䜚

䛒䜚

䛒䜚

♫മ᪂つⓎ⾜

䛺䛧

䛺䛧

䛺䛧

䝁䝇䝖๐ῶ⟇

䛒䜚

䛒䜚

䛒䜚

ᮏ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛷䛿䚸≉ู㈇ᢸ㔠䛾ᨭᡶ䛔䛿⪃៖䛧䛶䛔䛺䛔
ᖹᡂᖺ᭶᪥௨㝆䛻ᐇ䛥䜜䛯⥭ᛴ⼥㈨ྜィ㢠䠄൨䠅䛿⣙ᐃ㏻䜚䛻㏉῭䛸䛾๓ᥦ

9

Discussion Purposes Only

ᴗィ⏬䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 䠉 ⤖ᯝ䛾ᴫほ
䠘⣧㈨⏘䠚
¾ 䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾⤖ᯝ䚸ཎᏊຊ✌ື䜿䞊䝇䛻㛵䛧䛶䛿䚸䛔䛪䜜䛾ᩱ㔠䛾䝟
䝍䞊䞁䛻䛚䛔䛶䜒䚸㈨⏘㉸㐣䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛䛸ヨ⟬䛥䜜䛯䛜䚸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾
✌ືᮇ䛜㐜䜜䜛䛸䛸䜒䛻ᚎ䚻䛻⣧㈨⏘䛜ῶᑡ䛩䜛䝸䝇䜽䛜ᣑ䛧䛶䛔䛟䚹

䠘㈨㔠㠃䠚
¾ 䛶䛾䜿䞊䝇䛷㈨㔠㊊䛜⏕䛨䛶䛚䜚䚸ཎᏊຊ✌ື䜿䞊䝇䛻䛚䛔䛶䜒䚸್ୖ
䛢⋡䛻ᛂ䛨䛶䚸⣙7,900൨䡚⣙38,000൨䜎䛷䛾㈨㔠㊊䛜⏕䛨䜛䛸
ヨ⟬䛥䜜䛶䛚䜚䚸㈨㔠ㄪ㐩⟇䛾᳨ウ䛜ᚲせ䛺≧ἣ䚹
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാ䜿䞊䝇䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᩱ㔠್ୖ䛢䛾䝟䝍䞊䞁䛻ᛂ䛨䛶䚸
⣙4 2,000 ൨䛛䜙⣙8 6,000 ൨䛾㈨㔠ㄪ㐩䛜ᚲせ䛸䛾⤖ᯝ䛜ฟ䛶
䛚䜚䚸ⴭ䛧䛔ᩱ㔠್ୖ䛢䜢ᐇ䛧䛺䛔㝈䜚䚸ᙜヱ๓ᥦ䛷ᴗィ⏬䛾⟇ᐃ䜢⾜
䛖䛣䛸䛿ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛺≧ἣ䚹
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Discussion Purposes Only

䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ศᯒ䛾ヲ⣽䠉䠄䠍䠅ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ື䜿䞊䝇䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
⣧㈨⏘
55,982

60,000

䐡್ୖ䛢10%

50,000
40,949

䐠್ୖ䛢5%

25,875

䐟್ୖ䛢䛺䛧

40,000
30,000
20,000
10,000
-

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

25ᖺᗘ

26ᖺᗘ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാࢣ࣮ࢫձ

27ᖺᗘ

28ᖺᗘ

29ᖺᗘ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാࢣ࣮ࢫղ

30ᖺᗘ

31ᖺᗘ

32ᖺᗘ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാࢣ࣮ࢫճ

せㄪ㐩㢠
-

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

25ᖺᗘ

26ᖺᗘ

27ᖺᗘ

28ᖺᗘ

29ᖺᗘ

30ᖺᗘ

31ᖺᗘ

(5,000)

32ᖺᗘ

(7,540)

(10,000)

䐡್ୖ䛢10%

(7,943)

(15,000)
(20,000)

(22,927)

䐠್ୖ䛢5%

(37,824)

䐟್ୖ䛢䛺䛧

(25,000)
(30,000)
(35,000)
(40,000)
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാࢣ࣮ࢫձ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാࢣ࣮ࢫղ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാࢣ࣮ࢫճ

11
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䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ศᯒ䛾ヲ⣽䠉䠄䠎䠅1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ാ䜿䞊䝇䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
⣧㈨⏘
60,000

51,448

䐡್ୖ䛢10%

36,380

䐠್ୖ䛢5%

50,000
40,000
30,000
21,391
20,000

䐟್ୖ䛢䛺䛧

10,000
-

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

(10,000)

25ᖺᗘ
(3,921)

1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ືࢣ࣮ࢫձ

26ᖺᗘ
(4,173)

27ᖺᗘ
(1,683)

28ᖺᗘ

29ᖺᗘ

1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ືࢣ࣮ࢫղ

30ᖺᗘ

31ᖺᗘ

32ᖺᗘ

1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ືࢣ࣮ࢫճ

せㄪ㐩㢠
-

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

25ᖺᗘ

26ᖺᗘ

27ᖺᗘ

28ᖺᗘ

29ᖺᗘ

30ᖺᗘ

31ᖺᗘ

32ᖺᗘ

(5,000)
(12,398)

(10,000)
(15,000)

䐡್ୖ䛢10%

(12,944)

(20,000)
(25,000)

(27,684)

䐠್ୖ䛢5%

(43,260)

䐟್ୖ䛢䛺䛧

(30,000)
(35,000)
(40,000)
(45,000)
(50,000)
1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ືࢣ࣮ࢫձ

1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ືࢣ࣮ࢫղ
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1ᖺᚋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ✌ືࢣ࣮ࢫճ

12

Discussion Purposes Only

䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ศᯒ䛾ヲ⣽䠉䠄䠏䠅ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ື䜿䞊䝇䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
⣧㈨⏘
25,779

30,000

䐡್ୖ䛢10%

20,000
6,529

10,000
-

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

(10,000)

25ᖺᗘ

26ᖺᗘ

27ᖺᗘ

28ᖺᗘ

29ᖺᗘ

30ᖺᗘ

31ᖺᗘ

(2,931)
(8,830)

32ᖺᗘ
(16,187)

(19,853)

(12,676)

䐠್ୖ䛢5%

䐟್ୖ䛢䛺䛧

(20,000)
(30,000)
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാࢣ࣮ࢫձ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാࢣ࣮ࢫղ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാࢣ࣮ࢫճ

せㄪ㐩㢠
-

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

25ᖺᗘ

26ᖺᗘ

27ᖺᗘ

28ᖺᗘ

29ᖺᗘ

30ᖺᗘ

31ᖺᗘ

32ᖺᗘ

(10,000)
(20,000)
(30,000)
(40,000)

(42,241)

䐡್ୖ䛢10%

(63,862)

䐠್ୖ䛢5%

(86,427)

䐟್ୖ䛢䛺䛧

(50,000)
(60,000)
(70,000)
(80,000)
(90,000)
(100,000)
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാࢣ࣮ࢫձ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാࢣ࣮ࢫղ

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㠀✌ാࢣ࣮ࢫճ

13

㟁Ẽᴗ㛵㐃ไᗘ➼䛻㛵䛩䜛ᣦ㡯䠉ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠄䠍䠅
1.ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠖⌧⾜ไᗘ䛾ᴫせ
䠄䠍䠅つไᩱ㔠䛸⮬⏤ᩱ㔠
䞉ᡃ䛜ᅜ䛾㟁Ẽᩱ㔠䛿䚸つไᩱ㔠䛸⮬⏤ᩱ㔠䛻ศ䛛䜜䛶䛔䜛䚹
䞉ᮾ㟁䛻䛚䛔䛶䛿䚸┤㏆5ᖺ䛷䛿䚸㈍㟁ຊ㔞䛿⮬⏤㒊㛛䛜⣙6䜢༨䜑䜛୍᪉䚸
㟁Ẽᴗ┈䛷䛿ྠ㒊㛛䛜⣙1䜢༨䜑䜛䛻Ṇ䜎䛳䛶䛔䜛䚹䠄ྑᅗ䠅

䠄䠎䠅㟁Ẽᩱ㔠
㟁Ẽᩱ㔠 䠙 ᇶᮏᩱ㔠䠇㟁ຊ㔞ᩱ㔠 㼼 ⇞ᩱ㈝ㄪᩚ㢠

䠇 ኴ㝧ගⓎ㟁ಁ㐍ຍ㔠

䠄䠏䠅⥲ᣓཎ౯᪉ᘧ
䞉ᇶᮏᩱ㔠䛸㟁ຊ㔞ᩱ㔠䛿䚸䛔䜟䜖䜛䛂⥲ᣓཎ౯᪉ᘧ䛃䛻䜘䜚䚸ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
⥲ཎ౯

䠙

Ⴀᴗ㈝

䠇

ᴗሗ㓘䠄䝺䞊䝖䝧䞊䝇㽢ᴗሗ㓘⋡䠅

䠉

᥍㝖┈䠄㟁ຊ䜈䛾㟁➼䠅

ྜィ 㻡㻢㻠㻜㻝൨

䈜ᮾி㟁ຊ䠄ᖹᡂ㻞㻜ᖺᩱ㔠ᨵᐃ䠅
බṇሗ㓘㸦ᴗሗ㓘㸧

㐺ṇ㈝⏝㸦Ⴀᴗ㈝㸧

൨

൨

ᴗሗ㓘 ே௳㈝ ಟ⧋㈝ ῶ౯ൾ༷㈝ බ⛒බㄢ ㉎ධ㟁ຊ㔞 ࡑࡢ⤒㈝ ⇞ᩱ㈝
൨ ൨ ൨ ൨ ൨ ൨ ൨ ൨
㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧

䠄䠐䠅್ୗ䛢ᒆฟไ

⥲ཎ౯

൨

>⇞ᩱ㈝ㄪᩚไᗘ@
⇞ᩱ༢౯ᛂࡌ࡚
ኚື

㟁※ᵓᡂẚࡢኚ
ࡼࡿ⇞ᩱ౯᱁ࡢ
ኚືࡣᩱ㔠ࡣ
ᫎࡉࢀ࡞࠸ࠋ
᥍㝖┈
൨

䞉ᩱ㔠ᨵᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᩱ㔠ᨵᐃᚋ䛾ᩱ㔠䛜䚸⇞ᩱ㈝ㄪᩚ㢠䜢ຍ䛘䛯ᨵᐃ๓䛾ᩱ㔠䜢ୗᅇ䜛ሙྜ䛻䛿⤒῭⏘ᴗ
⮧䜈䛾ᒆฟ䛾䜏䚹
䞉ᮾ㟁䛿್ୗ䛢ᒆฟไᑟධᚋ䠄ᖹᡂ㻝㻞ᖺ௨㝆䠅䛾㻡ᅇ䛾ᩱ㔠ᨵᐃ䛷䚸䛔䛪䜜䜒ᒆฟ䛻䜘䜛್ୗ䛢ᨵᐃ䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸
ᑡ䛺䛟䛸䜒┤㏆㻝㻜ᖺ㛫䛿ᮾ㟁䛾ཎ౯䛾㐺ṇᛶ➼䛻䛴䛔䛶䛿つไᙜᒁ䛻䜘䜛ᑂᰝ䛿䚸ไᗘୖ⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䚹
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㟁Ẽᴗ㛵㐃ไᗘ➼䛻㛵䛩䜛ᣦ㡯䠉ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠄䠎䠅
䠍䠊ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠖᳨ド䛾䝫䜲䞁䝖䛸⤖ᯝ

䠄䠍䠅ཎ౯䠄Ⴀᴗ㈝䠅䛾㐺ṇᛶ
䠘᳨ド䛾䝫䜲䞁䝖䠚
䞉ᒆฟ䜙䜜䛯ཎ౯䛜䚸ᐇ㝿䛻ᨭฟ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䝁䝇䝖䜢㐺ṇ䛻ᫎ䛧䛶䛔䜛䛛䜢᳨ド䚹

䠘᳨ド⤖ᯝ䠚
䞉ᩱ㔠ᒆฟ䛾ᅛᐃ㈝ཬ䜃⇞ᩱ㈝௨እ䛾ྍኚ㈝䛿䚸⤖ᯝⓗ䛻䛂㐺ṇ䛺ཎ౯䛃䜘䜚㐣䛷┈䜢␃ಖ䛷䛝䜛ᵓ㐀䚹
䞉ᒆฟ䛸ᐇ⦼䛾ᩱ㔠ཎ౯䛾㞳䛾䛝䛺せᅉ䛿ಟ⧋㈝䚹䠄つไ㒊㛛䚸⮬⏤㒊㛛య䛷┤㏆10ᖺ㛫䛷5,505൨䛾
㞳䠄ᐇ⦼䠘ᒆฟ䠅䚹䠅
䞉᪉䚸⇞ᩱ㈝䛿ᆅ㟈➼䛻䜘䜚䚸ཎⓎ䛾Ṇ➼䛾Ⓨ㟁ᵓᡂẚ䛜䛝䛟ኚ䜟䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ኚ䛻ᑐᛂ䛷䛝䛪ᦆኻ䜢
⏕䛪䜛ᵓ㐀䚹
䞉つไ㒊㛛䚸⮬⏤㒊㛛య䛷䛿䚸┤㏆10ᖺ㛫䛷5,926൨䛾㞳䠄ᐇ⦼䠘ᒆฟ䠅䚹
⌧⾜䛾ᩱ㔠䛿䚸つไᙜᒁ䛻䛚䛔䛶ཎ౯䛾㐺ṇᛶ䜢ᢕᥱ䛧䛯ୖ䛷タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛟䚸ཎ౯
⩏䛾ཎ๎䛜⥔ᣢ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶⩏䛜䛒䜛䚹

䠘ぢ┤䛧䛾᪉ྥᛶ䠚
䞉Ⴀᴗ㈝⏝䛾⟬ᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸つไᙜᒁ䛜ᐇ⦼䜢༑ศ຺䛧䛶䚸ᐇែ䛸䛛䛡㞳䜜䛯ཎ౯䜢ㄆ䜑䛺䛔䚹
䞉⥲ཎ౯䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛Ⴀᴗ㈝⏝䛻䛴䛔䛶䛿䚸㟁Ẽ䛾Ᏻᐃ౪⤥䛻┿䛻ᚲせ䛺㈝⏝䛻㝈ᐃ䛧䚸䛭䜜௨እ䛾㈝⏝䠄:䜸䞊䝹
㟁᥎㐍㛵ಀ㈝䚸ᗈ࿌ᐉఏ㈝䚸ᐤ㔠䚸ᅋయ㈝➼䠅䛿⥲ཎ౯䛾ᑐ㇟䛛䜙እ䛧䚸┈䛾⠊ᅖ䛷ᴗ䛜⮬ⓗุ᩿䛷
ᐇ䛩䜛䛣䛸䜢᳨ウ䚹
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㟁Ẽᴗ㛵㐃ไᗘ➼䛻㛵䛩䜛ᣦ㡯䠉ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠄䠏䠅
䠍䠊ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠖᳨ド䛾䝫䜲䞁䝖䛸⤖ᯝ䠄䛴䛵䛝䠅
䠄䠎䠅ᴗሗ㓘䛾㐺ṇᛶ
䠘᳨ド䛾䝫䜲䞁䝖䠚
䞉ᒆฟ䛾ᴗሗ㓘㢠䛸ᐇ㝿䛾ᨭᡶᜥ䚸㓄ᙜ㔠ཬ䜃┈వ㔠䛸䛾㛵ಀ䜢᳨ド䚹

䠘᳨ド⤖ᯝ䠚
䞉ᖹᡂ12ᖺᗘ䛛䜙21ᖺᗘ䜎䛷䛾ᒆฟ䛾ᴗሗ㓘㢠ྜィ䠙35,958൨
䞉ྠᮇ㛫䛾ᨭᡶᜥཬ䜃㓄ᙜ㢠䛾ྜィ䠙27,498൨䚸ྠᮇ㛫䛾┈వ㔠䠙4,826൨䚸
ྜィ䠙32,324൨
ᜥ䚸㓄ᙜ㔠䜢ᨭᡶ䛔䚸┈వ㔠䜢✚䜏ቑ䛧䛯ୖ䛷䛥䜙䛻వ⿱䛾䛒䜛ไᗘタィ䚹

䠘ぢ┤䛧䛾᪉ྥᛶ䠚
䞉⌧⾜䛾ᴗሗ㓘䛿䚸ෆ㒊␃ಖ䛾✚➼䜢⾜䛖䛣䛸䛜ྍ⬟䛺వ⿱䛾䛒䜛ไᗘタィ䛷䛒䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䛯
ୖ䛷䚸ᮾ㟁䛾ሙྜ䛻䛿䚸ᙜ㠃䛾㈨㔠ㄪ㐩⎔ቃ䜔≉ู㈇ᢸ㔠䛾Ꮡᅾ䛻䛴䛔䛶䜒⪃៖䛜ᚲせ䚹
䞉䝺䞊䝖䝧䞊䝇䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㈨⏘䛻䛴䛔䛶䛿䚸㟁Ẽ䛾Ᏻᐃ౪⤥䛻┿䛻ᚲせ䛺㈨⏘䛻㝈ᐃ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
✌ാ⋡䛾㧗ప䜢⪃៖䛩䜛䛣䛸䜒᳨ウ䚹㟁ຊィ䛻䛴䛔䛶䛿䚸୰ᮇⓗ䛻୍ᐃ䛾せ௳䜢䛯䛧䛯䝇䝬䞊䝖
䝯䞊䝍䞊䛾䜏䜢㈨⏘䛸䛧䛶ィୖ䛩䜛䛣䛸䜢᳨ウ䚹
16

-161-

㟁Ẽᴗ㛵㐃ไᗘ➼䛻㛵䛩䜛ᣦ㡯䠉ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠄䠐䠅
䠍䠊ᩱ㔠ไᗘ㛵㐃䠖᳨ド䛾䝫䜲䞁䝖䛸⤖ᯝ䠄䛴䛵䛝䠅
䠄䠏䠅⤒Ⴀຠ⋡䛻ྥ䛡䛯㐺ษ䛺䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾
䠘ぢ┤䛧䛾᪉ྥᛶ䠚
䞉䝧䞊䝇䝷䜲䞁䛸䛺䜛ྜ⌮ィ⏬䛻䛴䛔䛶つไᙜᒁ䛸ᴗ⪅䛜ྜព䛩䜛䛣䛸䜢๓ᥦ䛻䚸䛭䜜䜢㉸䛘䜛
ྜ⌮ດຊ䜢ᴗ⪅䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䠄ෆ㒊␃ಖ䠅䛸䛧䛶ㄆ䜑䜛➼ຠ⋡䜢ಁ䛩⤌䜏䜢᳨ウ䚹

䠄䠐䠅㟁※ᵓᡂ䛾☜ᐇᛶ䜈䛾㓄៖
䠘ぢ┤䛧䛾᪉ྥᛶ䠚
䞉ཎⓎ䛾Ṇ➼䛻䜘䜛㟁※ᵓᡂ䛾ኚ䛻క䛖⇞ᩱ㈝➼䛾ኚື䛻䛴䛔䛶䚸ᩱ㔠䛻㐺ษ䛻ᫎ䛷䛝䜛
ไᗘタィ䜢᳨ウ䚹

䛾㟁ຊ♫䜒ྵ䜑䛶䚸つไᙜᒁ䛻䛚䛔䛶ไᗘయ䛾ぢ┤䛧䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䚹

17

㟁Ẽᴗ㛵㐃ไᗘ➼䛻㛵䛩䜛ᣦ㡯䠉༺㟁ຊධᮐไᗘ
䠎䠊༺㟁ຊධᮐไᗘ
䠘⌧⾜ไᗘ䛾ၥ㢟Ⅼ䠚
䞉ᖹᡂ㻣ᖺ䛾㟁Ẽᴗἲᨵṇ䛷ⅆຊⓎ㟁ᡤ䛾᪂つᘓタ䛻䛴䛔䛶䛿䚸༺ධᮐ䜢⩏ົ䛡䜛ไᗘ
䜢タ⨨䚹ྠไᗘ䛿ᖹᡂ㻝㻡ᖺ䛾ᨵṇ䛷༺㟁ຊྲྀᘬᡤ䛾Ⓨ㊊䛻䛒䜟䛫䛶ᗫṆ䛥䜜䛯䛜䚸
୍᪉䛷༺㟁ຊྲྀᘬᡤ䛷䛾ྲྀᘬ䛿పㄪ䛾䜎䜎᥎⛣䚹
䠷ᖹᡂ㻤䡚㻝㻝ᖺᗘᮾி㟁ຊⅆຊධᮐ䛾ᖹᆒⴠᮐ༢౯ᐇ⦼䠹
ᮾ㟁ᐃ౯᱁
䠄ᮾ㟁⮬㌟䛾䝁䝇䝖䠅

ᖹᆒⴠᮐ౯᱁

䝢䞊䜽䞉䝭䝗䝹㟁※

15.43

10.06

䝧䞊䝇㟁※

8.97

5.78

(/kWh)

䠘ぢ┤䛧䛾᪉ྥ䠚
㻔㻝㻕༺㟁ຊධᮐไᗘ䛾ά
䞉ᚋ㻝㻜ᖺ㛫䛾ᮾ㟁䛾ⅆຊⓎ㟁ᡤ᪂タィ⏬䛾䛖䛱ᮍ╔ᕤศ㻔㻡㻤㻞㼗㼃㻕䜢ධᮐᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
㻨せ㻵㻼㻼ᴗ⪅ᩘ♫䜈䛾䝠䜰䝸䞁䜾⤖ᯝ㻪
䛔䛪䜜䜒ཧධ䛻✚ᴟⓗ䛷䚸㻝㻘㻜㻜㻜㼗㼃⛬ᗘ㻔㻝㻢䞄ᡤ㻕ཧධవᆅ䛒䜚䚹
㻔㻞㻕᪂䛧䛔ⅆຊධᮐ䛾䛒䜚᪉
䞉㟁ຊ౪⤥ඛ䛾⮬⏤ᗘ䜢☜ಖ㻔㛗ᮇዎ⣙እ䛾㒊ศ䜢᭱⤊㟂せᐙ䞉༺ྲྀᘬᡤ䛻౪⤥㻕
䞉᪂タ㟁※䛾䜏䛺䜙䛪䝸䝥䝺䞊䝇䜒ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
18
䞉㻵㻼㻼䛾ཧධྍ⬟ᛶ䜢㋃䜎䛘䛶㏦㟁⥙ᩚഛィ⏬䜢ぢ┤䛧䚸බ⾲䚹
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✚䜏ṧ䛥䜜䛯ㄢ㢟䠄䠅
䕿ᨻᗓ䛸㟁ຊᴗయ䛸䛾㛵ಀ䛾ぢ┤䛧
䕿⥲ᣓཎ౯᪉ᘧ䛻௦⾲䛥䜜䜛㟁ຊᴗ䛻ಀ䜛ྛ✀ไᗘ䞉ᨻ⟇䛾᳨ウ
䕿ᆅᇦ⊂༨䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㟁ຊᴗᵓ㐀䛾䛒䜚᪉
䕿Ⓨ㏦㟁ศ㞳䛾᳨ウ
䕿ཎᏊຊᴗ䛾㐠Ⴀయ䜔䝸䝇䜽㈇ᢸ䛾ぢ┤䛧
䕿ཎᏊຊⓎ㟁䛾䝞䝑䜽䜶䞁䝗㈝⏝
䕿ኳ↛䜺䝇➼䛾䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛺ㄪ㐩䛾⤌䜏

19
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