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≪１．開会≫
○丸山参事官

定刻 より 若干早いですけれど も、 委員の皆様方がそろ いま 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34回公共料 金等 専門調査会」を開催 いた します。
本日は、白山委員 、松 村委員、山内委員が御欠 席となっております 。
まず、議事に入り ます 前に、配付資料の確 認をさせていただきます 。
お手元の議事次第 下部のほうに資料一覧を 記載 しております。もし不足 等ございましたら、 事
務局までお知らせい ただ きますよう、よろし くお 願いいたします。
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．都市ガス小売自由化に伴う料金プラン等についてのヒアリング≫
○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「都 市ガ ス自由化に伴う料金 プラ ン等についてのヒア リン グ」です。
初めに、関西電力 によ るガス料金プラン等 につ いて御説明を伺いま す。 御承知のとおり、都 市
ガスの小売自由化以 降、 特に関西地域におい て事 業者間での活発な競 争が 行われているところ で
すので、こうした状 況等 についてヒアリング を行 いたいと思います。
本日は、関西電力 株式 会社より明徳毅営業 企画 部長、小南勤ガス営 業グ ループマネジャーに お
越しいただいており ます 。お忙しいところ御 出席 いただき、誠にあり がと うございます。
それでは、20分程 度で 御説明をお願いいた しま す。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

あ りが とうございます。関 西

電力でございます。
お手元の「関電ガ スの 料金プラン等につい て」 という資料で御説明 させ ていただきます。
めくっていただき まし て、目次でございます。関 西電力のガス事業に つい て、料金メニュー「な
っトクプラン」、販 売体 制、お問合せ対応体 制、 保安サービス体制の 順番 で御説明させていた だ
きます。
まず、関西電力の ガス 事業についてでござ いま す。
めくっていただい て、 右肩、３ページ目、「ガ ス事業参入の経緯」でご ざいます。
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当社は、天然ガス の取 扱い等、電気事業で 培っ た技術を生かして、 お客 様ニーズに応じて供 給
方法を拡大し、需要 家保 安業務を確実に遂行 する ことで、既にガス事 業に 参入して16年という 状
況でございます。
ガス事業につきま して は、御存じのとおり 、右 下に書いております とお り、ローリー供給、 託
送供給、自営導管供 給と いうものがございま すが 、左側に書いており ます とおり、平成12年に ロ
ーリーでのLNG販売を 開始 以降、平成14年に託送での 大口販売を開始、17年には 自営導管での販売
を開始しております 。そ の後、越前市営ガス の譲 渡を受けまして子会 社と して事業を続けてき て
いるという状況でご ざい ます。平成29年４月 から ガス小売全面自由化 に伴 い、家庭用分野等へ の
販売をまさに開始し たと ころでございます。
下側４ページ目、「ガ ス・LNG販売量実績」でご ざいます。黄色がLNG、青 色がいわゆる気化し
たガスの量を示して おり ます。足元、平成27年度 で72万トンの販売実 績が ございます。これは 、
大手の都市ガス会社 さん に次ぐ販売実績があ るよ うな状況でございま す。
めくっていただい て５ ページ目、「関西電 力グ ループ中期経営計画 にお けるガス事業の位置 づ
け」ということで、 昨年 ４月にグループの中 期経 営計画を発表させて いた だいておりまして、 こ
の中に、下のほうに 記載 しておりますとおり 、ガ ス事業の積極展開に つい ても記載させていた だ
いています。
左下に棒グラフで 販売 の目標を書いており ます が、先ほども御説明 しま した、平成27年、2015
年に72万トンである もの を、３年間で100万トン、 10年後には現状の２ 倍以 上の170万トンを目 指
して、順次活動を進 めて いるところです。
右側に「足元３カ 年の 取組み」を記載させ てい ただいておりますが 、電 気・ガスにグループ サ
ービスを組み合わせ た総 合営業の展開、ある いは ガス器具取扱店等と の販 売連携、それらを行 う
ことでの家庭分野で の販 売や、法人で新たに 自由 化になるお客様にも 拡大 を進めていきたいと 考
えております。その ため の事業基盤整備とし て、 熱量調整設備等の新 設を 含めたガス託送イン フ
ラの整備なども順次 進め ているところでござ いま す。
一番下、赤囲みで 、「初年度の平成29年度 には 、20万件以上」の獲 得を 目指して、現在、販 売
を進めているところ でご ざいます。
次に、「料金メニ ュー 「なっトクプラン」 につ いて」御説明させて いた だきます。
７ページ目は、「「な っトクプラン」の供 給エ リア」についてでご ざい ます。現状では、大 阪
ガスの都市ガス供給 エリ アで御利用いただけ るよ うになっておりまし て、 近畿の２府４県の大 阪
ガスさんでの託送供 給が 可能なエリアで御利 用い ただけるようにして おり ます。
下側８ページ目が「「 なっトクプラン」の 概要」でございます。
「なっトクプラン 」に つきましては、大阪 ガス の一般料金よりも御 使用 量が多くても少なく て
も、季節・時間帯に 関係 なくお得になるような料 金設定とさせていた だい ております。更に、 電
気とのセット割引で ３％。平成30年１月までの 早期 に申込みをいただい たお 客様につきましては、
早期契約割引として 平成31年４月分の料金ま で１％ お得になるような料 金設 定とさせていただい
ております。
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下側の右側に料金 単価 、左側に標準的な御 家庭 での御使用量での料 金比 較をさせていただい て
おります。大阪ガスさんの 一般料金、年間で６万3,348円に対しまして、セッ ト 割引等がない状況
で、真ん中に示して おり ますとおり、年間で５万7,744円ぐらいになり まし て、約5,600円、８％
ほどお得になります。更 に、先ほど御説明さ せて いただきました電気 のセ ット割引、早期契約 割
引を適用することで 、年 間で8,600円、約13％ お得 となるメニューにな って おります。
そのほか、後ほど御説明 させていただきます が、300円相当のはぴｅポイ ント というポイントが
たまるということで 、合わ せて年間8,900円ぐら いお 得になるようなメニ ュー 設定とさせていただ
いております。
めくっていただき まし て、９ページ目、こ れは インターネットに掲 載し ております「「なっ ト
クプラン」の概要」を示 しております。
先ほども御説明さ せて いただきましたとお り、 まずお得ということ で、 料金メニューにつき ま
して、大阪ガスの一 般料 金に比べて、誰でも お得 になりますよ、更に は、 電気のセット割３％ 、
早期のお申込みで１ ％と いうことで、結果 として8,600円お得になるとい うこ とをインターネット
でもPRさせていただ いて おります。
そのほか、左側に 書い ておりますが、豊富 な販 売実績等から来る安 心・ 安全ということ。
それから、切替え に当 たっては工事も必要 あり ませんし、切替え費 用も ないということで、切
替えも簡単であると いう こと。
それから、これも 後ほ ど御説明させていた だき ますが、はぴｅみる 電と 言いまして、光熱費 を
まとめて見られるウ ェブのサービスを提供さ せて いただいていますの で、 便利に使えるという こ
と。
この４点を積極的 にPRさせていただいてお りま す。
10ページ目は、「 当社 の電気・ガスをセッ トで 御契約いただいた場 合の メリット」を示して お
ります。
左側が平均的な御 使用 量のお客様、右側は 大阪 ガスさんが公表され まし た、電気・ガスの使 用
量が比較的多いお客様の 比較を示しておりま す。
関西電力の標準的 な電 気料金、それから大 阪ガ スさんの一般料金に 比べ まして、両方とも関 西
電力で御契約いただ いた 場合には、約8,600円お 得 になります。更に、大阪ガ スさんの電気のプラ
ンであるベースプラ ンＡ、それから大阪ガスさ んのGAS得プランもっと割 料金 のセットと比べまし
ても、標準的な御家 庭で約1,900円お得になる よう な設定でございます。
比較的使用量の多 いお 客様についても、同 様に 、大阪ガスさんで両 方契 約されるよりも低い 料
金設定とさせていた だい ております。
めくっていただい て、11ページ目、先ほど も御説 明しましたが、「は ぴｅ みる電の概要」とい
うことでございます 。
電気の使用量ある いは 料金の確認に加え、 暮ら しに役立ついろいろ なコ ンテンツを御提供さ せ
ていただいておりま す。 こちらのサービスで 、関 電ガスの使用量ある いは 料金も見ていただけ る
ような形になってお りま す。
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少し見づらいです が、真 ん中にイメージを示 して おりまして、過 去のガス料 金・使用量が月々、
前年との比較である とか 、あるいは前月との 比較 が簡単にできるよう にな っております。そう い
う意味では、ガスの 使用 量を毎月見ていただ くこ とで、より省エネを 意識 して取り組んでいた だ
けるのではないかと いう ことも考えておりま す。
下側、12ページ目 は、 「はぴｅポイントの 概要」についてでござい ます 。はぴｅみる電を御 利
用いただいているお 客様 が、はぴｅポイント クラ ブというクラブを設 定し ておりまして、この ク
ラブに登録いただき ます と、電気・ガスの使 用量 に応じてポイントが たま る仕組みになってお り
ます。
真ん中の左側に書 いて おりますが、ガスの場合に は、1,000円の利用につき ５ポイントたまると
いう形で、ポイント が月 々たまります。電気 ・ガ スを両方お使いのお 客様 で、毎月、はぴｅみ る
電を御利用いただき ます と、真ん中あたりに書いて おりますとおり、年間で約1,300円相当のポイ
ントがたまる形とな って おります。これにつ いて 、ポイントを使うと いう ことで、いろいろな ア
イテムあるいは他社 のポ イントへの交換など もで きるような仕組みに なっ ております。
めくっていただき まし て、13ページ目、「「関 電ガススタート！キ ャン ペーン」の概要」と い
うことで、この４月 １日 から６月30日までの 間に 「なっトクプラン」 にお 申込みいただいた
方に、抽選で1,000名の方 に３万円相当のギフ トカ タログなどが当たる キャ ンペーンを実施して 、
早期のお客様獲得に 努め ているような状況で ござ います。
14ページ目は、「 「な っトクプラン」のご使用 開始までの流れ」を 示し ております。
通常、お申込みか ら受 付完了まで、７営業 日程 度の日数が必要です が、 その手続を行った後 、
御契約内容の御案内 をさ せていただき、御使 用開 始となります。御使 用開 始につきましては、 手
続が終わった後、大 阪ガ スの検針日の翌日か らの 供給開始でスタート する 形となっております 。
めくっていただい て、15ページ目、「お申込 み方 法」についてでござ いま す。
ウェブでのお申込 みは 、料金のシミュレー ショ ンサイトを設けて、 シミ ュレーションをやっ て
もらった上でお申込 みが できるようなサイト を設 けております。その ほか 、申込書、紙ベース で
の申込み、それに加 えま して、電話でのお申 込み も受付させていただ いて おります。これら、 直
接的に関西電力にお申込 みいただけるものに 加え まして、後ほどこれ も御 説明させていただき ま
すが、販売代理店経 由で のお申込みについて も積 極的に受付を行って おり ます。
16ページ目は参考 です けれども、先ほど御 説明 しました料金シミュ レー ションサイトの主な 概
要を示しております 。
まず、先ほども御説明し ましたとおり、大阪ガスの 一般料金あるいはGAS得プ ランのエコジョー
ズ料金に対して、料 金メ リットが必ず出るよ うな 設定にさせていただ いて おりますので、その ど
ちらの料金のメニュ ーで あるかを御確認した 上で、一月の使用量を入力 して いただく、もしくは 、
この画面上は載って おり ませんが、月々のガ ス料 金を入力いただきま すと 、年間でこのぐらい お
得になりますよとい うこ とが試算できるサイ トに なっております。
一部、大阪ガスの 床暖 房なんかを使ってい るお 客様につきましては 、料 金が上がるケースが ご
ざいますので、このあた り は、一般料金をお使いで す か、GAS得プランのエコ ジ ョーズ料金をお使
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いですかということ をし っかりと確認するよ うな サイトとさせていた だい ております。
めくっていただき まし て、17ページ目、お 申込 みサイトの概要です 。
少し文字が潰れて いて 見にくいですが、ま ず、 お申込み者が本人な のか 、あるいは配偶者な の
か、それから連 絡先がどこ かをお聞きした上で 、右側 に示しておりますと おり、ガスの契約内容、
供給地点特定番号等 を入 力いただきまして、 それ を確認いただいてお 申込 み完了となります。 そ
のお申込み完了にな る前 に、供給条件とか重 要事 項説明についても確 認い ただくような画面を 設
定しております。記 載が ありませんが、そう いう 手続をとるような形 にな っております。
それから、18ペー ジ目 、こちらも参考です が、 紙ベースでの申込書 のイ メージを示しており ま
す。
こちらにつきまし ては、電気のお客様番号、ガスの 供給地点特定番号等 を記 載いただいた上で、
重要事項説明等につ いて も添付しております ので 、その内容を御理解 の上 、申込みをいただく よ
うな形でございます 。
19ページ目、こち らも 参考ですが、このよ うな ものをつくっている とい うことでございます 。
ガスの供給条件 、ガスの なっトクプランの料 金表、それから、右が 少し字が潰 れておりまして、
見にくいですけれど も、 重要事項説明を書い た紙 を用意させていただ いて おります。
特に、この画面上 は載 っておりませんが、 クー リングオフの制度等 につ いても文字の色を変 え
るなど工夫させてい ただ いて、消費者の方に より 理解いただけるよう な形 で御説明をさせてい た
だいております。
次に、「販売体制 につ いて」でございます 。
21ページ、「関電 ガス の販売における提携 先企 業・団体」というこ とで 、記載しております と
おり、14の企業・団 体の 方と販売代理の契約 をさ せていただいており ます 。現状、当社におき ま
しては、全て販売代 理と いう形で販売をさせてい ただいております。
22ページ目、「「 関電 ガスサポート株式会 社」の活動イメージ」と いう ことで、岩谷産業さ ん
と１月27日に共同で 関電 ガスサポートという 会社 を設立させていただ いて おります。
具体的には何をや るか といいますと、下側 にちょ っと書いております が、関 電ガスの販売代理、
それから、保安とい うこ とで、ガスの定期調 査に 加えまして、機器の 買替えあるいは修理の対 応
などを、関電ガスサ ポー トの傘下に関電ガス サポ ートショップとして 加盟 いただいて、こちら で
販売・保安の対応をやるこ ととしております 。現状、約80拠点、300名 以上のス タッフを整備でき
つつあるような状況 でご ざいます。
23ページ目、こち らも 参考ですが、「「関 電ガ ス」のPR活動」の状 況で ございます。
3月23日に岩谷産業 さん の岩谷水素ステーシ ョン、大阪市内にあります 水素 ステーションの横に、
関電ガスサポートシ ョッ プの旗艦店をオープ ンし ております。こちら では 、制度の概要を詳し く
御説明するとともに 、受 付もできるような体 制に しております。
それから、４月１ 日、 自由化開始に合わせ まし て、JR三ノ宮の駅前 で関 電ガススタート！キ ャ
ンペーンの告知を目 的と させていただいて、 当社 の副社長の香川以下 でPR行事などもやらせて い
ただいております。
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次に、「お問い合 せ対 応体制」についてで ござ います。
25ページ目に示し てお りますが、電話で専 用の「関電ガスお問合せダイ ヤル」というものも 設
けておりますし、メ ール でお問合せしていた だけ るようなサイトも準 備さ せていただいており ま
す。電話がつながり にく いことがないように 、十 分な席数も用意して 、現 状対応をさせていた だ
いております。
26ページ目は、ウ ェブに 載せております料金・契約 に関するＱ＆Ａの中 から 抜粋したものです。
まず、関電ガスの契約 期間ですけれども、 契約 期間は、ガスの需給 契約 が成立した日から、 契
約使用期間の満了日 まで となっています。
下にイメージを描 いて おりますが、その後 、３ 月末以降、自動更新 で１ 年契約での契約期間 と
させていただいてお りま す。一方、契約の途 中で 転宅、その他お客様 の都 合で解約された場合 に
つきまして、特に違 約金 等をいただくような 設定 には、現状しており ませ ん。
それから、27ペー ジ目 、関電ガスの電気の セッ ト割引の適用条件を 記載 させていただいてお り
ます。同一需要場所 にお いて、ガス需給契約 と同 一名義で当社の電気 をお 使いの方について、 基
本料金、従量料金の 合計 金額から３％を割引 する ということを記載さ せて いただいております 。
一番下に示してお りま すとおり、ガス料金 の割 引であって、電気の 割引 ではないということ も
しっかりとお知らせ させ ていただいておりま す。
最後に、「保安サ ービ ス体制」についてで ござ います。
29ページ目、「ガ ス保 安の概要」について は、 皆さん、既によく御 存じ だと思いますが、小 売
事業者につきまして は、 右下に書いておりま す４ 年に１度の消費機器 調査 、２年に１度の安全 周
知が義務づけられて おり ますが、こちらにつ きま しては、先ほど御説 明し ました関電ガスサポ ー
ト株式会社、それか ら当 社の子会社である関 電サ ービス株式会社と連 携し て、安心・安全にガ ス
を御使用いただける よう に取り組んでいきた いと 考えております。
30ページ目は、「 一般 周知」の内容でござ いま す。
契約いただいたお 客様 に、ステッカーで、 ガス 漏れの緊急時の場合 には 、大阪ガスの導管の 連
絡先、その他の問合 せに ついては、関西電力へと いうお知らせを、そ れか ら、下側の安全周知 の
パンフレットなどを 郵送 でお届けさせていた だき ますとともに、ウェ ブに も同様の内容を現在、
掲載しております。
最後に、31ページ 目、 警報器、ガス機器等 への 対応についてでござ いま す。
警報器につきまし ては 、先ほども御説明し まし た関電ガスサポート の提 携店、関電ガスサポ ー
トショップで対応す る形 にしておりまして、 大阪 ガスさんと同様の形 で警 報器の対応もさせて い
ただくようなことで 準備 をさせていただいていま す。
そのほか、ガス器 具の 修理、買替えにつき まし ても、先ほどの関電ガス サポートショップで エ
リア割をしまして体 制を 整えて、丁寧に対応する よう進めているよう な状 況でございます。
少し長くなりまし たが 、説明は以上でござ いま す。
○古城座長

ありが とう ございました。

それでは、御質問 や御 意見のある方は御発 言を お願いいたします。
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どうぞ。
○蟹瀬委員

御苦労 さま です。これから新し いチ ャレンジが始まると 思い ますが、ここに関電 ガ

スという表記がある ので すが、これは関西電 力が 電気とガスを両方一 緒に 売るときのお名前と し
て出てくるという解 釈で よろしいですか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

い わゆ る関西電力が売って い

るガスの総称でして 、お 客様の中には、電気 は他 の事業者さんから買 われ ている方も実際いら っ
しゃいます。
○蟹瀬委員

そうい う誤 解を今、したのです ね。 関西電力が電力とガ スを 一緒に売るための名 前

かなと。要するに、 消費 者の立場で聞いてい ます ので、今のように違 う電 力会社から買ってい ら
っしゃる方が、関西 電力 からガスを買うとき の名 前ということですね 。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

両 方買 われている方もいら っ

しゃいます。関西電 力が 扱っているガスとい う意 味で、関電ガスとし てお ります。
○蟹瀬委員

ですか ら、 関西電力から電力を 買っ ている方と、違う電 力会 社から買っていらっ し

ゃる方がいらっしゃ ると いうことですね。
もう一つ、９ペー ジと10ページで「なっト クプラ ン」の説明があるの です が、９ページ、一月
当たり33立方メート ル、 お使いの場合の年間 の金 額ですね。私もこう いう 世界にいたのでよく分
かるのですが、大き く数 字を見せることによ って 、お客様に得すると 思わ せることが結構ある の
ですけれども、ひと月当 たりという使用量を 書い ておきながら、年間 で得 する価格を表示して い
ますね。この辺りの お客様 への分かりやすさと いう か、誤解を招かない かとい う懸念があるので、
表記の仕方を統一し たほ うがいいかなという 感じ がしています。
もう一つは、大阪 ガス さんと比較していら っし ゃる10ページの電気 ・ガ ス両方を大阪ガスと 契
約する場合と比べて 、こ れだけお得ですとい う比 較の広告は、基本、 でき ないと思いますけれ ど
も、これは表記でき るも のですか。大阪ガス と契 約する場合と比べて 、平 均的なお客様が年間 で
1,900円お得ですとい う書 き方が、自己企業の中での 比較は大丈夫であっ ても、他企業との比較と
いうのは商業的には 表に 出てはいけないと思 って いるのですが、これ は単 純にここでの比較をお
っしゃっているので すか。広告業界の中にお いて 、自社調査ですとい う表 現は許されても、他 社
との比較表記はでき ない と私は理解していた ので すが、その辺りのと ころ はいかがでしょうか 。
もう１個あるので す。12ページのはぴｅポ イント の中で、これはとて も条 件が細かいものがあ
って、実はこんなに得しな いというのが結果的 に分かってしまうのです けれ ども、1,000円で８ポ
イント、ガスの場合1,000円で５ポイント。下 にｅおとくプラン、なっ トク プランで年間1,300円
相当ポイントがたま るみ たいなことが書いて あっ て、申し訳ないけれ ども、これは何が得なのか 、
私のほうで全然見え てこ なかった。1,300円はどう してたまるのか、ポイント はどういう計算がさ
れていくのかという のが、お客様にとってはち ょっ と分かりづらいかな と消 費者としては思って、
この辺りはどういう 意味 なのかを教えていた だけ たらと思います。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

ま ず、 ひと月の記載につい て

ですが、ガスの使用 量の 実態として、夏場と 冬場 ですごく使用量が違 いま す。ですから、何月 で
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比較するとか、そう いう ことが非常に難しい のか なと思っています。 そう いう意味で、年間で 標
準的な御家庭でとい う形 で、今は表記をさせ てい ただいています。
○蟹瀬委員

そうし た場 合、ひと月当たりと いう 表現よりも、１家族 の平 均をこういうふうに 見

た場合という表現の ほう が、下の8,600円、１か月 でもうかるわけでは なく て、年間で得をするわ
けですから、上で１か月 の使用量を書きなが ら、 下で年間の利益にな る差 額を書いているとい う
のが、お客様は分か りづ らいのではないです かと いう質問です。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

御 指摘 の点につきましては 、

少し考えさせていた だき たいと思います。
それから、事業者 との 比較につきまして、 我々 、月間使用量あるい は試 算条件を明確に示し た
上で、料金メニュー として 公表されているもの の比 較として記載してお りま す。そういう意味で 、
一般の商品とは少し 違う のではないかと思っ てお りますが、法にそれ ほど 詳しくないもので確 認
させていただきたい。
○蟹瀬委員

これは 、担当者の方がしっかり 調べ ていただきたいと思 うの ですが、商業の世界 の

中で他社比較という のは 、お客様にどこより どの ぐらいいいですよと いう ことを表現した紙と い
うのはほとんど見当 たら ないと私は思ってい るの です。他社の会社の 名前 がしっかり出てくる こ
とが余りないです。 大阪 ガスなら大阪ガスと いう ふうにして出てくる こと がほとんどないかと 私
は理解していますの で、 もしこういうふうに なさ りたいのであれば、Ａ社 比較、Ｂ社比較とい う
表現になっていきま す。 それが自社の過去と 比較 してみたいなことが あれ ば、単体で売ったと き
と合体で売ったときはこ んなに違いますよと いう ことが、業界では普 通に 言われています。
もし、この10ペー ジが そのままお客様の目 に触 れるとするならば、 恐ら くこういう比較でお 客
様を誘導するという こと はあり得ないのでは ない かと、私の理解では 思っ ているので、ひょっ と
してそれが自由化さ れて オーケーになってい るの であれば、それはそ れで 。
○古城座長

携帯は 、割 にこういうことをや って いますね。何々プラ ンと 、携帯の世界では普 通

にやっていますね。
○蟹瀬委員

社名は 出て いないですね。

○古賀委員

説明あ りが とうございました。

多分、蟹瀬委員が 言っ ているのは、景表法５条 との関係で、他社の 名前 を具体的に出して、他
社と比べてこれだけ 安く なるという表示をす るこ とが、比較広告上（管轄 としては消費者庁の 表
示制度課ですか、そ こが いろいろ調整されて いる と思うのですけれど も）それがまずいのでは な
いいかという質問で はな いかと思います。こ れが 広告紙として一般の 消費 者に行った場合には 、
かなり問題になるか もし れないですが、ここ にあ げられている数字と 比較 の対象、サービスが 全
く同等であるか、そ の内 容が同じであれば比 較と いうこともできると 思う のですが、このプラ ン
自体が、今度、大阪 ガス さんももちろん変わ って いく可能性もあるの で、 そこのところは注意 し
てやっていかれる必 要が あるのではないかと 思い ます。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

あ りが とうございます。

ポイントにつきま して は、12ページの真 ん中にガ ス料金1,000円につき ５ポ イントと記載させて
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い た だ い て お り ま す 。 例 え ば 、 標 準 的 な 御 家 庭 で 、 先 ほ ど の 説 明 の 例 で い き ま す と 、 月 間 4,500
円ぐらいの料金にな りま す。ですから、５ポ イン ト掛ける４倍の20ポ イン トが毎月たまります 。
そのほか、毎月、料 金等 を御確認いただくこ とで ５ポイントたまりま すの で、月々25ポイント ず
つたまっていきます。５ポ イント掛ける４掛け る12の240ポイントと、見てい ただくことで５ポイ
ントつきまして、それの12倍で60ポイントつき ます。それで、ガスの使用だけ で すと300ポイント
がたまる形になりま す。
そのほか、電 気ですと、左側に書いておりま すが、1,000円で８ポイント たま る。標準的な使 用
量で、見ていただくとた ま るポイント等を含め て、1,000円相当たまるとい う形 で、こちらには細
かいことを書いてお りま せんが、ウェブ上で はこ の根拠などもきっち り書 いて御説明させてい た
だいております。
○蟹瀬委員

分かり にく くて、分かりました 。消 費者は、安くなるこ とと ポイントがたまるこ と

は非常に興味があっ て、 円と書かれた瞬間に 数字 に目が行くわけです が、 その数字が大きけれ ば
大きいほど、例えば御自分 の平均の使用量が違 った 場合に、8,600円も得する わけではないことに
なりますし、使用量 が多 い場合はもっと大き く得 することになるので すけ れども、平均で書か れ
ているものが何％ぐ らい、あるいは8,600円得す る人 たちが全体の何％ぐ らい いらっしゃるのです
か。これは平均では ある のですけれども、こ この パーセンテージはど のぐ らいいらっしゃるの で
すか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

ガ ス事 業に今、参入したと こ

ろですので、標準的 な使 用量として大阪ガス さん が公表されている数 字を ベースにしておりま す
ので、分布がどうな って いるかというところ まで は、分かりません。
○古城座長

次、矢 野委 員、どうぞ。

○矢野委員

御説明 、ど うもありがとうござ いま した。４点、質問さ せて いただきます。

最初に、５ページ のと ころで、中期経営計 画で 目標値を出していら っし ゃいますけれども、 今
回の新たな小売自由 化の ところでは、2017年度、今 年度が20万件という こと ですけれども、2018、
2025年度の中期計画 にお いても、新たな小売分野 の計画値もお持ちで 、も し公表できるようで し
たら教えていただき たい なと思います。
それから、２点目 です が、11ページのはぴ ｅみ る電でさまざまな見 える 化というところが説 明
されていますけれど も、 下のほうのエネルギ ー全 体を管理できるとい うの は、これはどういう こ
となのでしょうか、 少し 説明していただきた いな と思います。
それから、３点目 は、 保安に関してです。 保安 の部分は、ガス事業 に関 しては、利用者にと っ
てもすごく関心が大 きい し、不安も持つとこ ろで すけれども、さまざ まな ガス器具等で時々リコ
ールになるときもあ りま すけれども、そうい った 場合に顧客が管理さ れて いると思いますので 、
直接該当する器具等 が事 故とか、お知らせし なく てはいけないことを 、直 接関係するお客様に 知
らせる手立ては持っ てい らっしゃるのかどう か、 それをお聞きしたいと思 います。
それから、４点目 です が、消費者にとって は料 金がどれだけ安くな るか に一番関心があると こ
ろですけれども、あ とは 、検針票や請求書が分か りやすいものであるかと いうことも非常に重 要
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だと思います。今日、出 していただけている とあ りがたかったかなと 思い ますけれども、経産 省
から出された適正な ガス 取引についての指針 の中 に、請求書の中に託 送料 金の明記が望ましい 行
為として書かれてい ます けれども、この辺りについ てはどういう扱いを され ているのでしょうか。
以上４点、お願い しま す。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

あ りが とうございます。

初めに、中期経営 計画 の中でということで ござ いますが、この販売 量に つきましては、今回 、
自由化と合わせまし て、 保安の在り方が変更 にな りまして、いわゆる 大口 の業務用でも参入が 容
易になったと思って おり ます。こちらでの販 売等 を含めた数字として 記載 させていただいてお り
ます。この販売拡大 に併 せて、先ほども御説 明し ましたとおり、熱量 調整 の設備であるとか託 送
関係の設備について も、 順次、増強を進める 計画 で、足元でも工事を やっ ております。内訳に つ
きましては、社内的 には 持っておりますが、 この 場では御容赦いただ けれ ばと思っております 。
それから、２点目 、は ぴｅみる電について でご ざいます。みる電で 電気 料金・ガス料金だけ で
なく、家庭のエネル ギー 全体をという書き方 をさ せていただいており ます 。エネルギーになる か
どうかということは あり ますけれども、水道 料金 等も登録できる仕組 みに なっておりまして、 水
道光熱費を含めたも のが 一つのウェブの中で いろ いろ比較ができると いう 意味で、こういう書 き
方をさせていただい てお ります。灯油あるい はガ ソリンなどの使用量 も登 録できるようにして お
ります。
それから、保安の リコ ールにつきましては 、メ ール等で基本的には 料金 等も確認いただける よ
うにしていますので 、そ ういう通知の方法は ある かなというのが一つござ います。
それから、11ペー ジの 、少し文字が薄くて 恐縮 ですが、右上に家電 サポ ートというものを書 い
ています。これは、 家電機具の情報を登録い ただ きまして、その登録 の中 身によってリコール が
出た場合に通知する サー ビスを現在、やって おり ます。こういう形で のも のが使えるのではな い
かなと思っておりま す。 今後、御指摘の点も 含め て、そういう形での 通知 の方法も考えていき た
いと考えております 。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

料金ですけ れ

ども、はぴｅみる電 で見 ていただこうという のを 原則にしていまして 、御 希望のお客様につき ま
しては、少しお金を頂戴 す るのですけれども、108円 で検針票兼請求書、紙の も のをお送りしまし
て、託送料金はこう いう ふうにして算定する とい うことがここを見た ら分かりますという形で 、
ウェブではリンクを 張っ ていますし、紙の場 合は ここを見てください とい うことを記載し、計 算
はこうやりますよと いう のを、大阪ガスさん の託 送約款の基本料金（ 単価 ）と従量料金（単価 ）
を書きながら、これ で計 算してくださいと書 くよ うにしていますが、 実際 幾らなのかというの は
明記できていないの が実 態です。こういう ふうにし て計算してください と記 載しているだけです。
○古城座長

細かい 内訳 は見られるのですか。

○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

こういう計 算

をしますよと記載し ています。
○古城座長

はぴｅ みる 電でも計算式で、実 際、 計算した結果は出て いな いということですか。
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○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

はい。

現 状は 掲載できておりませ ん。

システム的な都合も あり ますし、今後、お客様の 希望の状況等も見ま して 課題とさせていただ き
ます。
○古城座長

今でき ない のは、システム上の 問題 、それともシステム 上は できるけれども、政 策

上の問題ですか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

い ろい ろなシステムの開発 が

かなり押していまし たの で、そういう都合も 現状 ございます。その上 で、 お客様の希望状況等 を
勘案して考えていき たい と思います。
○古城座長

内訳を 載せ るシステムは、お金 がか かるのですか。

○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

使用量に基 づ

いて計算しますと、ガス 料金の計算を２回す るよ うなイメージになり ます 。託送料金も計算し ま
すとなりますと、同 じこ とを２回、場合によ って は３回やらなきゃい けな いとなりまして、シ ス
テムはかなり複雑に なる のかなと思っている とこ ろでございます。今 後の検討課題と認識して い
ます。
○古城座長

矢野委 員、 どうぞ。

○矢野委員

今の託 送料 金の明記に関してで すけ れども、お客様の御 要望 という御説明もあり ま

したけれども、経産 省か ら出ている指針にも 望ま しい行為とはなって いま すけれども、事業者 と
しては積極的にそう いっ た指針を受け止めて対応 していくという姿勢 をぜ ひ持っていただきた い
なと思いますし、ち ゃん と明記されることを 望ん でおります。よろし くお 願いいたします。
○古城座長

陶山委 員。

○陶山委員

御説明 あり がとうございました 。

まず、感想を 申し上げた いと思います。８ページと か全体を通して 、当然と言 えば当然ですが、
大阪ガスさんとの比 較で 、使用量が多くても 少な くても、季節のいか んに かかわらず安くなり ま
すよと。多いところ で言 えば、大阪ガスさん のこ れは一般料金との比 較に 限られていますけれ ど
も、それとの比較で13％ 安くなりますよ、ポ イン トもつきますよ、早 く申 し込んだ方には３万 円
相当のカタログギフ トも ありますよと、消費 者は この辺りに非常に目 を奪 われてしまうなと思 い
ます。
ただ、大阪ガスさ んの 一般料金との比較と いう ことで、この辺りの 料金 も流動的ではありま す
し、大阪ガスさんも いろ いろなプランを提起 され るわけですので、こ の表 記自体が消費者にと っ
て本当に正しい実態 を伝 えるものかどうなの かと いうことは、ちょっ と心 配いたします。
それから、ほかの 委員 の方がそれぞれ言わ れま したけれども、今回 のガ スの小売自由化に向 け
て、関電ガスをスタ ート されるに当たってい ろい ろな取組をされるわ けで すけれども、ここま で
いろいろ下げられる ので あれば、ガスそのも のの 料金が下げられない のか 。基本的なガスの料 金
は本当に適正なのか と、 消費者としては思わ ざる を得ないところです 。
あと、お聞きした い点 ですけれども、申込 み受 付とお話しされてい まし たけれども、ウェブに

11

よる申込み、それか ら申 込書、それから電話 によ るという３種類書か れて います。当然、店舗 を
訪ねてというのもあ ると 思いますけれども、 この 中で電話による申込 みに ついて、重要事項の 説
明とか契約書の締結 、そ こにサインするかど うか も含めて、どのよう にし ていかれるのか。
それから、今回の ガス の自由化に向けては 、重 要事項の説明とか契 約書 、選んで一人一人が 契
約しますという行為 自体 が非常に重要かと思 いま すので、その契約書 なり 重要事項説明をした と
いう記録の保管とい うも のについてはどんな ふう に考えて、どの程度 の期 間されていくのか、教
えていただけたらと 思い ます。
以上です。
○古城座長

今の点 、お 願いいたします。

○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

比較対象と し

まして、大阪ガスさ んの 一般供給約款ですけ れど も、こちらにつきま して は規制料金でござい ま
して、オープンにな っており、今後とも経過 措置 で料金が残るもので すの で、それを明記の上 、
こういう使用条件で あれ ばこうなるというの は誰 がやっても計算でき ます ので、そういう形で 計
算させてもらってい ます 。
おっしゃるように 、こ れから自由メニュー にど んどんなってきまし て、 大阪ガスさんもいろ い
ろなメニューがある とい うことで、ほとんど の方 がばらついたときに は、 またいろいろ検討し て
いかないといけない 課題だと思っています。 今回 につきましては、料 金メ ニューと使用量が分か
ったら計算すれば分 かる ということですので 、こ ういう形にさせてい ただきましたということ で
す。
あと、下げ過ぎと いう 話があったかと思い ます 。
○陶山委員

下げ過 ぎと は言っていません。

○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

はい。我々 も

できるだけたくさん のお 客様に選んでいただ きた いという新規参入者 とい う立場で、我々ので き
る範囲で最大限の数 字を 出させていただいて いる のが13％というもの でご ざいまして、この料 金
をお示しすることに よっ て、たくさんのお客様に 選んでいただきたい とい う思いでございます 。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

補 足し ますと、選ばれる基 準

は全てが単純な料金 だけ ではないと思ってい ます 。いろいろな省エネ をや ろうとか、そういう こ
との参考となる情報 を、 うちで言いますと、 みる 電の中で見られると か、 そういう複合的なサ ー
ビスを皆さん、比較 され た上で申込みをされ ると 思いますので、どち らに どれだけお金をかけ る
かみたいなこともあ ると 思います。そこは、 単純 に何のサービスもな いで す、支払い方法は口 座
振替だけですとか、 どん どん限定していけば コス トは下げていけると 思い ますし、その辺のバ ラ
ンスは、お客様のあ るい は競合の状況も見な がらしっかりと考えてい きた いと考えております 。
それから、申込み の関 係でございますが、 電話で申込みをされたお 客様 については、事後で 締
結書面を送っており ます 。その中で、再度、重要 事項説明だとか、必 要な説明事項を書面でお 届
けするようにしてい ます 。一般的には、クー リン グオフの制度につき まし ては、訪問販売とかで
申し込んだ場合とな って おりますが、そのク ーリ ングオフの扱いに準 じて 、締結書面をお届け し
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たところから８日間 ぐら いは自由に解約いた だけ るような形での運用、お 客様にしっかり見てい
ただけるような状況 にし た上で判断いただけ るよ うな運用をさせてい ただ いているような状況 で
ございます。
それから、全ての お客様にしっかりと重要 事項 説明をすることとし てお りますので、それを や
った、やらないとい う記 録までは残しており ませ ん。
○古城座長

はい。

○陶山委員

それで は、 契約内容について、 いろ いろなトラブルが将 来的 に起こった場合は、 事

業者のリスクとして 考え るわけですけれども 、重 要事項説明をちゃん とし ましたからとか、消 費
者のほうもきちんと 確認 の上で契約されたの です かという、そこはど うや って証明していくと い
うお考えでしょうか 。契 約上のトラブルが起 こっ たときの対応の仕方 です 。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

コールセン タ

ーで言った、言わな いと いう話だと思います けれ ども、録音をさせて もら うことをお断りした 上
で、最終はそこにな るの ですけれども。あと 、最 低限、二十何項目、 説明する項目があるので す
けれども、これとこ れは 絶対言ってください ねと いう指導を（コール セン ターに対して）して お
ります。後、お客様 のお 急ぎ状況によって、他も 説明したいのですけ れど も、御説明し切れな い
というのもあったり しま すので、今、申しま した ように、コールセン ター でのご対応のフォロ ー
として、そういう書 面で 確認していただく、更に 、それでもなお、違 うで はないかという話が あ
ったら、録音でカバ ーし た運用で対応しよう かな というところを思っ てい る次第です。
○陶山委員

携帯電 話と かを契約するときに 、全 部チェックを入れて サイ ンしたりしますね。 何

かトラブルがあって も、ここできちんと御説 明し ていますねというこ とが 事業者側に残ってい れ
ばいいわけで、今の 御説 明だと非常にばらつ きが あるように思います が。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

ウェブ申込 み

とか申込書による申 込み は全てチェックして もら います。電話でとい う話 だったので、最終は 録
音を残しておくので すけ れども、電話ですと 短時 間にお話ししないと いけ ないということもあ り
まして、最低限必要 なこ とは必ず言いなさい、も ちろん、言わないと いけ ない部分もあります け
れども、それについ てはお客様の許される時 間と いうのもありますの で、 ケース・バイ・ケー ス
なのかなというとこ ろが ございます。
○陶山委員

ウェブ とか 書面での記録は、か なり 長い間残されているので すか。

○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企画部 門営業企画部長

も ちろ んそうです。販売代 理

をされる場合につい て、 いろいろなショップ で受 付する場合について は、 今、言われたように 、
かなりばらつきが出 るお それがありますので 、必 ず署名をいただくと か、 そういう運用で現在 さ
せていただいていま す。
○古城座長

次、井 手座 長代理、お願いしま す。

○井手座長代理

ま ず、 ８ページですけれど も、 これまで説明された よう に、大阪ガスの一般 料

金でということ。先 ほど 、床暖とかを利用さ れた 場合にはかえって割 高に なるケースがある。 本
来、選択約款という のは 自由化を前提として作ら れたものではなくて 、御 承知のとおりネット レ

13

ベニューで、規制料 金の ところでネットレベ ニュ ーテストをパスした ものとして設定されてい る
のですけれども、そ の選 択約款に全く勝てな いと いうか、それに対抗 する 料金が出来ないとい う
のは、関電ガスのほ うか ら見るとなぜ勝てな いの か。そこはどういう ふう に見ているのかとい う
のが１点です。それ は、 恐らく原材料に託送 料と 営業費用を乗せると どう いう料金ができるか と
いうのは分かると思 うの で、どうしてできな いの かという点が１点。
２点目は、保安体 制で 岩谷と一緒にやって いる ということですけれ ども 、一方でオール電化 と
いうのを関電とかは 進め ているわけで、その とき に岩谷はプロパンを やっ ていますので、そう い
うところには基本的 にオ ール電化営業をやら ない という、ある意味す み分 けみたいなものが、 こ
ういう体制を作るこ とに よってできてしまう ので はないか。一方で オール電 化というものを進め、
一方でガスも売ると いう 、関電さんの中で営 業体 制としては非常に難 しい のではないだろうか と
いう感じが２点目で す。
それから、もう一 点で すが、これは後でい いの で、２点だけお願い いた します。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

あ りが とうございます。

１点目につきまし ては 、確かに原料費と託 送料 を乗せて、あとどのぐら い経費が積めるかと い
うところで見ると、 かな り厳しいメニューな ので 、現状は少し対抗が 難し いところがあるので す
けれども、実際問題 とし て、我々がガス事業 ある いは家庭用ガスの使 用実 態について、データ 等
も余り持ち合わせて おり ませんが、全てのお 客様に勝てないわけでは ないのが現状です。
ただ、実態が勝て ない ケースがあるという こと で、先ほども御質問 があ りましたが、どの使 用
量帯でどんな使い方 の方 が多いかとか、その あた りももう少し勉強し てい く必要はあるのかな と
思っています。確か に、 残された部分が少な いと いうのは事実です。 その 上で、あとはどのお 客
様であれば取れるか とか 、そういうこともあ ると 思っていますので、 そこ はしっかり勉強して い
く必要があるのかな と思 っています。
それから、２点目 のオ ール電化の関係です けれ ども、基本的には我 々、 オール電化を進めて い
きたいということは 変わ っておりません。一 方で 、従前から、例えば 既築 のマンションのお客様
で電化はなかなか難 しい というお客様もたく さん いらっしゃいますし 、特 に都市部の狭小地で 、
エコキュートあるい は電 気式の給湯器を置く スペ ースがないお客様も たく さんいらっしゃいま す。
あるいは、足元で給 湯器 を変えたところだし 、ま だ使えるというお客様も たくさんいらっしゃ い
ますので、そういう お客様については、ガス を積 極的に、中心に売っ てい くのかなと思ってい ま
す。
それから、岩谷さ んと の関係で言えば、都 市ガ スの導管が順次エリ ア拡 大しておりますので 、
プロパンのエリアが 少し ずつ侵食されている 状況 にあります。そんな 中で 、岩谷さん、あるい は
傘下のショップから して も、当社と組むこと で都 市ガスの器具を売れ ると か、そういう意味で の
業況の拡大、自らの 商売 を拡大できるという 部分 で組み方みたいなと ころ もあります。確かに 御
指摘のとおり、こっ ちで オール電化を売りな がら 、ガスの器具をとい うと ころはありますけれ ど
も、そこはお客様の お望 みの状態に応じてバ ラン スを取りながらやっ てい くのかなというのが 今
の状況でございます 。
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○古城座長

ガスを 売っ てもらうということ で、 関電は岩谷が売って いる プロパンに対しての 全

電化攻勢を手控える ので はないかというと、 そう いうことはありませ んと いうお答えですか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

基 本は バランスをとりなが ら

だと思っています。
○古城座長

井手座 長代 理、どうぞ。

○井手座長代理

も う一 点だけですけれども 、ガ ス自由化をして関電 ガス は契約数を結構とっ て

いるのですけれども 、更 に伸ばしていくため には いろいろな障害があ ると 思うので、今の時点 で
どういう障害を実感 とし て持たれているかと いう 質問です。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

先 ほど もちょっとあったの で

すけれども、いろい ろな 代理店と契約させて いた だいています。例え ば、 通信の関係で、お店に
来られたお客様に、 そこ で関電ガスの広告を 見た ので申し込みたい、 ある いは興味を持たれた お
客様がいらっしゃる とき に、供給地点特定番 号と か御利用番号という もの を、そこの窓口で、 そ
れでは事業者さんに 電話 して聞いてください と言 うのですけれども、 その ときの本人確認の在 り
方、どこまで細かく 本人 確認するのかとか、 その あたりが今、問題に なっ ている部分が１つご ざ
います。
ある意味厳格に運 用し なければいけないと ころ もあると思いますが、厳 格過ぎますと、そこ の
場では本人だという こと が分からないみたい なこ とになってしまいま して 、そういうところは 少
し課題かなと思って いま す。
更に言いますと、 現在 、大阪ガスさんのエ リア についてのみやって おり ますが、それに導管 接
続している都市ガス 事業 者さんもございます 。そ ういうところについ ては 、大口のお客様につ い
ては、現在、やらせ てい ただいていますが、 スイ ッチングのシステム など がないもので、なか な
か手間もかかります し、 そこはどうしようか なと いうことを考えてい ます 。例えば、スイッチ ン
グのシステムについ ても 、データのやり取りとか を、今、少なくとも 大阪 ガスさんとやらせて い
ただいているのと同 じよ うな仕組みでやらせ てい ただけることができ れば 、我々のシステム開 発
の費用も少なくて済 みま すし、そういうとこ ろは ぜひお願いできれば と思 っております。
○古城座長

４ペー ジで すけれども、平成24年を ピークにして供給量 が減 っているのですけれ ど

も、これはどうして でし ょうか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

こ れは 、一部の大口のお客様

の稼働が落ちている 、あ るいは海外に生産拠 点を 移されたみたいなこ とが あって、その大口の お
客様の影響で少し減 って いるという状況です 。お 客様の数が減ってい ると いう状況では、決し て
ございません。
○古城座長

ありが とう ございます。

もう一つは、関電 が売 っていらっしゃるガ スと いうのはLNGで、LNGが発 電との取り合いにな っ
てしまうので、余りガス で売ってしまうと発 電の ほうにしわ寄せが来 るの で、供給能力に制約 が
あるのではないかと 心配 しているのですけれ ども 、その心配はどんな もの でしょうか。仮にお 客
様がいっぱいついて も、 関電ガスの供給能力 には 制約がないというこ とで しょうか。
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○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

特 に託 送につきましては、 今

まで熱量調整設備が 姫路 の方にしかなかった ので すけれども、堺に もLNGの 基地を持っておりま し
て、そちらで今 、まさに新 設の工事をやって 、今年度 にはそこの設備も出 来上 がってきますので、
我々が今、描いてお りま す中期経営計画に基 づく 販売量は、ガスとし て売 っていけるような状況
だと考えております 。
○古城座長

今の見 通し は、原発が動いたか ら、 ガスに回せるLNGがすごく 増えたということで 、

ネックは熱量調整設 備だ というのが現状とい うこ とですか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

熱 量調 整設備なり、あるい は

そこに送ることがで きるガスの量です。
○古城座長

それは 何で 決まってくるのです か。 結局、発電との関係 です か。

○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

つ なぎ 込んでいる導管側の 送

れる量でございます。
○古城座長

それは 何で 決まってくるのです か。 技術的に決まってく る、 設備的に決まってく る

のですか。それとも 、ガ ス供給用に使えるガ スの 量が決まってくるか らと いうことですか。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

一番のネッ ク

は熱量調整設備とい うこ とで、そこを通る量 でマ ックスが決まってく るの です。それを上回る 分
だけのガスは当然確 保し ていますし、接続で きる 場合もありますので 、今 の関電のトータル供 給
力がどれだけという と、熱 量調整設備で決まる ことになります。今、170万ト ン売りたいと申して
いるのですけれども 、そ の中には、ローリー 供給 、熱量調整しないで生ガ スを自営導管で売る こ
とが入っております 。も ちろん託送で売るの です けれども、そこは今 、言 いました熱量調整設 備
で目一杯使う形で売 りた いと思っているとい うこ とであり、量的には 大丈 夫です。
○古城座長

量的に は大 丈夫なのですか。

○関西電力株式会社小南お客さま本部ガス営業部門ガス営業グループマネジャー

170万 ト ン を

売る量は確保します 。
○井手座長代理

熱 量調 整設備は、別に御社 でや らなくても、大阪ガ スに委託して確保ができ る

のですけれども、そ れに 対する問題は何らな い、もし、そういうもの をや ろうというお考えはな
いのですか。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

自社で姫路 に

続きまして堺でつく って いきますので、関電 のガ スをもっとたくさん売る 場合には、そちらの 増
設もしていきたいな と思 っているところでご ざいます。ガスの加工も 含め て自社でやりたいな と
思っています。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

質問し よう と思ったことにほと んど 答えていただいたの で、確認させていただき た

いと思います。
そうしますと、４ 月か ら家庭用分野での自 由化 が始まるに当たって 、家 庭用に売るものにつ い
ては、３ページから ４ペ ージ、５ページのと ころ に御社の今後の営業 戦略 ・販売戦略が書いて あ
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るのですけれども、 基本 的にはすみません、 確認 ですけれども、ガス 託送 インフラの整備とい う
のは、あくまでも自前のガ スLNGを自前の託送設 備を 通じて販売していく、家 庭 用については、基
本的にはそこに示さ れた方向で行かれるとい う理 解でよろしいのでし ょう か。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

基 本的 には、お客様対応あ る

いは接点を利用して 、総 合エネルギー事業者 とし て電気もガスも、あ るい は附帯するいろいろ な
サービスを直接御提 供し ていきたいと考えて おり ますので、現状では 直接 、ガスについても販 売
するということで考 えて います。今後 、例えば卸 で 販売していくかどう かと か、そういうこ とは、
競争状況とかをトー タル 的に見て判断してい きた いと考えています。
○古賀委員

ありが とう ございます。

そうしますと、３ ペー ジに今、託送供給し てい る部分があると思い ます 。地方の都市ガスや 産
業用ユーザーに対し て、この託送は、大阪ガ スさ んの導管を使ってや って いらっしゃるのでし ょ
うか。これも今、自 前で やっていらっしゃるので すか。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

託送供給と い

うのは大阪ガスさん のも のを借りています。 自前 といいますのは、自 営導 管、自前の導管で送 る
という区分と理解い ただ ければと思います。
あと、地方都市ガ ス会 社ですと、ローリー で持 っていっているとい うの がございますので、 そ
れは自前といいます か、 協力会社も含めてで すけ れども、やらせてい ただ いています。
○古賀委員

そうす ると 、大阪ガスさんの導 管を 使っているのと、自 営で 導管を使っているも の

の割合というのはどれぐ らいなのでしょうか 。今 後、それが変わると いう こともあるのでしょ う
か。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

自営導管で は、

送れる量として３年 でネ ットワーク需要の4.5％と いうルールがござい ます。基本的には、その数
字がある中で、我々 も拡 大したいと思っても 、そ ういう制限があるの でで きないという事実が あ
ります。今、現実と して は、託送に比べたら 自営 導管はかなり少量で す。 メインは託送供給で や
っています。
○古賀委員

そうし ます と、託送料というの は、 今後のガスの料金を 決め る上でかなり大きなウ

エイトのものとなる と思 うのですが、これは 要望 なのですけれども、 請求 書に託送料を含めて、
紙で出すには108円か かる わけですけれども、これを 例えば無料にすると か、そういうことはでき
ないのでしょうか。 消費 者としては、託送料 金に ついての関心も非常 に高 いと思うのです。い ろ
いろなポイントがつ いた りするのも楽しいこ とで はあるのですけれど も、 具体的に料金の内容 と
いうのを消費者は知 りた いと思います。これ は要 望なのですけれども 、そ ういうものも御検討 い
ただければと思いま す。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

先 ほど の話かと思います。 現

状では108円をいただ いた から表示できるとい うも のではございません 。基本 的にはウェブで確認
いただくということ を条 件にさせていただい てい ますので、検針票あ るい は料金の請求書なり を
発行するに当たって は手 数料をいただきます とい う制度になっていま す。 託送料を別に表示で き
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るかについては、先 ほど の御議論のように、 御希 望としてはあるのだ なと 思っています。
○古賀委員

もう一 点、よろしいですか。26ペー ジの「なっトクプラ ン」 の料金契約について で

すけれども、これは 月の 途中で解約した場合 は日 割り計算になるわけ です か。
それから、スイッ チン グした場合には、基 本的 に違約金はないとお 聞き したのですが、これ は
特に告知期間とかを 設け ていなくて、どの時 点で 解約するとどこまで 料金 が発生するとか、そ う
いうことは決まって いる のでしょうか。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

１つ目です け

れども、日割り かどうかと いうのは日割りです 。日割 り相当をいただくと いう ことです。例え ば、
使用量区分はＡから Ｂ、 Ｃ、Ｄ・・・とある ので すけれども、ひと月たた なかったら使用量は 少
ないのですが、換算 して 、どのランクになる のか ということで日割り させ てもらいます。
あと、解約で すけれども 、解約金はいた だいていな いので、いつま でというの はございません。
スイッチングだろう と引 っ越しだろうと、１ 年に 満たないとか、そう いう 理由で解約金は申し 受
けないことにしてい ます 。
○古賀委員

そうす ると 、特に告知期間というの はなくて、次のとこ ろに スイッチングした場 合

には、次のところに 言え ば、基本的に前の契 約は終了することになるので すね。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

新しい小売 か

ら廃止取次という形 で連 絡が来るので、そこ で解 約金なしでオーケー（承 諾）というボタンを 押
すというのですか、 そん なイメージです。
○古賀委員

すみま せん、さっきの日割りの 話な のですが、日割りの 場合 は使用量に応じてラ ン

クが変わるとおっし ゃっ たのですが、そうす ると30立方メートルじゃ なくて10立方メートルしか
使っていないような 場合 には、前の基本料 金で計算 された日割り分とい うこ とになるわけですか。
細かい話で恐縮です 。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

ひと月で、 例

えば０から20とか、20か ら50、この料金区分を使 いますというのを分 けて いるのです。日割り す
る場合、例えば15日 で割 りまして、30日換算 して 、どのランクに当た るの かということを決め て
料金計算させてもら いま す。
○古城座長

蟹瀬委 員、 どうぞ。

○蟹瀬委員

確認で すが 、８ページの料金単 価な どのページがありま すが 、これは新しくガス を

売られるときの御社 の料 金体系ですか。右側 です 。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

そうです。 こ

の使用量区分がＡか らＨ とあります。ひと月 にこ れだけ使ったら、こ のラ ンクで見るというも の
でございまして、こ のラ ンクも大阪ガスさん と合 わせています。
○蟹瀬委員

それで ちょ っとお伺いしたいの です が、横で大阪ガスさ んの 電気料金を見ている の

ですけれども、同じ区分 の 中でＡの区分のとこ ろは 大阪ガスさんと745円、変 わらずです。Ａぐら
いしか使わない方は 、ガ スを切り替えても余 り得 はしないということ なの かどうか。それから 、
ＢとＣは明らかに大 阪ガ スさんより御社のほ うが 安く設定されていま す。 ですので、この方々 は
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かなり得をするだろ うと いうことが理解でき るの ですが、消費者は今 、便 利なスマホで情報を 全
部取ってまいりますので 、例えばＡの使用量 が非 常に少ない人にとっ ては 、大阪ガスから切り 替
えるメリットはないとい う理解でいいのかと いう のが質問の１つ。
もう一つは、Ｂと Ｃは 、大阪ガスさんのＢ とＣ に比べればかなり安 く設 定されていますが、 御
社のＢとＣの間の６ 円し か違わない理由とい いま すか、設定の仕方で 、Ｂ もＣも基本料金が余 り
変わらないですね。 この 辺りの設定の仕方の 根拠 というのは、どうい うと ころからなされてい る
かというのをちょっ とお 聞きしたい。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

Ａはもとも と

使用量が少ないので 、関 電ガスに切り替えるとメ リットは出ますが、 額的 には小さくなります 。
それは仕方がないと ころ もございます。あと 、Ｂ 、Ｃは多分ボリュー ムゾ ーンだと思っていま し
て、大方のお客様は ここ にいらっしゃるのか なと いうことで、ターゲ ット をここに置いて、ど れ
だけ引き下げるとい うの を決めていかないといけ ない中で、とりあえ ずＢ とかＣを引き下げな い
とボリュームゾーン のお 客様は選んでいただ けな いのかなと思ってい ると ころでございます。 そ
の結果として差が小 さく なっているというこ とも ございます。ボリュ ーム ゾーンだということ で
す。
○蟹瀬委員

文句を 言っ ているわけではない ので 、下げていただくの はい いかと思います。

○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

お 客様 ごとに使用実態も違 い

ますので、できるだ けシ ミュレーションして いた だいて、このぐらい メリ ットが出ますという こ
とをしっかりとお伝 えし ていきたいと思って いま す。先ほどもありま した とおり、一般料金と の
比較なのか、エコジ ョー ズとの比較なのか、 大阪 ガスさんが新たに出 され たメニューとの比較 な
のかみたいなところ もあ りますので、そのあ たり は丁寧に御説明して いき たいと思います。
○古城座長

次、長 田委 員、どうぞ。

○長田委員

26ペー ジの 契約期間のところで すけ れども、先ほどの御 説明 だと、契約を解除し て

も特に違約金も何も ない のに、１年ごとに自 動更 新というのを入れて いる 理由は、そのことの た
めに何か制約がほか にあ り得るかどうか教え てく ださい。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

現状で特に お

客様にどうこうとい うの はないのですけれど も、自由料金メニューと して 設定していますので 、
何らかの理由で供給 条件 を変更するケースも 将来 的に考えられます。 その ときにばらばらと契 約
期間がございますと 、い つお客様に通知する のか、ばらばら通知する 必要 がございます。そう い
う意味で、基本的に は年 度末で切れるという 運用 をさせていただいて おり ますと、その時点か ら
の供給条件の変更み たい なことを一斉にお伝 えす ることができると思 って います。そういう意 味
で、現状、特にそれ で不 都合があったり、違 約金 があるわけではない ので すけれども、契約期 間
というものを設けさ せて いただいているとい うこ とでございます。
○長田委員

そうす ると、御社の中で別なメ ニュ ーがもしもできた場 合、 この契約期間の間で移

行するということも 、こ の期間中であっても 可能 ということになりま すか 。電力とのセットで 、
電力のほうが別メニ ュー とのセットになる場 合と いうことは、この契 約期 間に縛られることな く
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移れるということで しょ うか。
○関西電力株式会社小南 お客さま本部ガス営 業部 門ガス営業グループ マネ ジャー

今は「なっ ト

クプラン」１種類し かな いのですけれども、 例え ばもう１種類できて 、そ っちのほうがいいと お
っしゃられれば、そ うい う運用になるのかな と思 っています。逆に、 我々 の料金は安くしてい る
のですけれども、値 上げ したいというときは 、契 約期間を待って値上 げの お願いもしなければ な
らないかもしれませ ん。 それは、今後そうい う事 態が起きたら、丁寧 に説 明してまいりたいと 思
っています。
○古城座長

最後の 質問 にさせていただきま す。 陶山委員、どうぞ。

○陶山委員

小売の 自由 化がスタートして、 まだ １か月もたっていま せん けれども、契約は１か

月前の３月から。こ れま で契約された消費者 との 対応の中で、想定外 のト ラブルがあったとか 、
難しい事案がありま した ら教えていただけま すで しょうか。
○関西電力株式会社 明徳お客さま本部営業企 画部 門営業企画部長

事 前受 付は１月からさせて い

ただいておりまして 、既 にスイッチングの数 でも 公表されていますが 、先 週木曜日時点で約13万
件、申込みをいただ いて います。順次、現在 、サ ービスインしている 状況 でございますが、特 段
大きくトラブルにな った という事象は今のと ころ は発生していません 。
ただ、問合せが多 いの が、契約手続の関係 とか 料金メニューについ てと か、そういう問合せは
結構ございます。あ るい は、先ほど最後に御 説明 しましたが、現状、 ガス の警報器をつけてい る
のだけれども、どう いう 扱いになりますかと か、あるいはガス会社さ んか ら器具をリースして い
る契約を結んでいる 場合 にどうなりますか、みた いなお問合せは、か なり の数いただいている の
は事実です。
○古城座長

ありが とう ございました。

ちょっと時間が押 して おりますので、皆さ ん、 まだ御質問したいか と思 いますけれども、以 上
とさせていただきま す。
明徳様、小南様に おか れましては、お忙し い中 、審議に御協力いた だき まして、ありがとう ご
ざいました。
（関西電力株式会社
（西部ガス
○古城座長

退 席）

着席）

続きま して 、西部ガスによるガ ス料 金プラン等について 御説 明を伺います。都市 ガ

スの小売自由化に伴 い、12の事業者の供給区 域では 経過措置料金規制が 残さ れましたが、それ以
外の地域では料金規 制が 撤廃されています。 西部 ガスが事業を行っている 北九州地域もその一 つ
ですので、規制撤廃 によ る影響も含め、ヒア リン グを行いたいと思い ます 。
本日は、西部ガス 株式 会社より山内洋介営 業計 画部長、山下秋史経 営企 画室長にお越しいた だ
いております。お忙 しい ところ御出席いただ き、 ありがとうございま す。
それでは、20分程 度で 説明をお願いいたし ます 。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

それでは、お手元の 資料 ２によりまして、西 部

ガスの説明をさせて いた だきたいと思います 。
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１ページめくって いた だいて、目次に今回 の説 明の順番というか、 内容 が簡単に記載されてお
ります。
最初が私ども西部 ガス の会社の概要。それ から 、４月１日以降、お 客様 に御提供させていた だ
いている料金メニュ ーの 一覧。４月１日から 新た に追加させていただ いた ヒナタメリット契約 と
でんき割という料金 説明 。それと一緒に私ど もが お客様にお勧めして 加入 していただいていま す
生活支援サービス、 ヒナ タかけつけサービス と呼 んでいますけれども 、こ れの御説明。あとは 、
お問合せとかガス料 金プ ランの受付の体制、 現状 でのお申込み件数と いう 内容になってござい ま
す。
それでは、１ペー ジめ くっていただいて、 ３ペ ージでございます。 私ど もの「会社概要」で ご
ざいます。
西 部 ガ ス と い う 会 社 で ご ざ い ま し て 、 北 部 九 州 の ３ 県 、 福 岡 と 熊 本 と 長 崎 で 15市 16町 の 約 110
万件のお客様に都市 ガス を供給させていただ いて いる会社でございま す。 創立は昭和５年でご ざ
いますので、もう少 しす ると90年になるとい う会 社です。従業員は、 そこ に書いていますよう に
1,365名です。
こういった会社で ある ことを頭に入れてい ただ いて、次の４ページ 目が 現在、御提供させて い
ただいている「ガス 料金 一覧」になります。
家庭用と業務用を 合わ せて、そこに16のメ ニュ ーがございます。そ のう ち15は、３月31日、 規
制料金だった時代に 供給 約款料金と選択約款 料金 という形で御提供さ せて いただきました。今回、
４月１日をもって、 それ らの料金を全て同じ 料金 表で新しいメニュー とし て設定させていただき
ます。ですから、３ 月31日までと４月１日以 降で 何が変わっているか とい いますと、その料金 表
の一覧の右の一番上 にヒ ナタメリット契約と いう ものがあると思いま すけ れども、このヒナタ メ
リット契約を新たに 追加 させていただいたと いう 形になっています。 それ 以外は全く同じ料金 表
で、従来のメニュー をそ のまま継続して新し く作 らせていただいてい ると いうのが、この料金 の
ところでございます 。
ヒナタメリット契 約に 関しましては、この 表の 欄外、一番下のとこ ろに でんき割というのが 書
いてございますけれ ども 、ヒナタメリット契 約を お選びのお客様には 、西 部ガス、私ども、去 年
の４月１日に電力が 自由 化されたときに電力 の小 売にも参入しており ます 。私どもの電力を契 約
していただいている お客 様に関しては、更にでん き割というものを適 用さ せていただきますと い
うことが、この内容 でご ざいます。
次の５ページでご ざい ます。ここが「ヒナ タメ リット契約」の概要 でご ざいます。
ヒナタメリット契 約と いうのは、すみませ ん、 １つ前の４ページ目 にい ろいろなメニューが た
くさん書いてあるの です けれども、一般契約 以外 の料金メニューに関 しま しては、何らか使用 機
器の制限がついてい ます 。例えば、床暖房契 約で あれば床暖房をお使 いで ないといけないとい っ
たような制約です。 そう いう制約が一切ない のが 一般契約という料金 だっ たのですけれども、 ヒ
ナタメリット契約に 関しましても、一般料金 契約 と同じように、用途 や機 器条件の設定はあり ま
せん。つまり、どな たで もお申込みいただけ る料 金になってございま す。
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契約期間は１年と して おりますけれども、 変更 や解約のお申込みが ない 場合は、同一条件で ず
っと継続をさせてい ただ く形になっています 。先 ほど関電さんの関電 ガス の話でもありました け
れども、契約期間中 に解 約されても違約金等 は一 切発生しない形にな って います。
料金表は、次 に掲げてい ますように、よ く似ていま すけれども、区 分としては 非常に簡素です。
３区分しかございま せん 。毎月の使用量に応 じて 、基本料金と従量料 金を 設定させていただい て
いるところでござい ます 。
３番目に書いてい ます のが標準的な御使用 に基 づく料金の目安とい うこ とで、年間の御使用 量
276立方メートルとい う中 途半端な数字ですけ れど も、これで申しますと、一 般契約で契約してい
ただいているお客様 は６ 万5,323円、年間ガス代が かかります。ヒナタメリッ トで契約していただ
くと６万4,345円とい うこ とで、年間で978円、率に して1.5％ほどお得に なる という料金メニュー
でございます。
次、６ページでご ざい ます。先ほどちょっ と申 し上げました「でん き割 」の説明になります 。
ヒナタメリット契 約を お選びのお客様で、 西部 ガスの電気の契約も して いただいているお客 様
に関しては、自動で でん き割を適用させてい ただ きます。これも同じ よう に、契約期間は１年 と
いうことですが、お 申出がなければ自動更新 する 。同じように、途中 で解 約されても違約金等 は
一切発生しないとい う割 引のメニューです。
具体的には、その 割引 率という形で２番に 書い ていますけれども、 ヒナ タメリットで計算し た
ガス料金から、更に３％、お引きします。ただ、月に1,080円を上限とさせ てい ただきますという
割引の内容でござい ます 。
３番目に、同じように 年 間276立方メートル、お 使 いいただく標準的な 御使 用で見ますと、一般
契約が先ほどと同じ ６万5,323円。ヒナタメリ ット のでんき割だと６万2,421円になりまして、年
間2,902円、率で4.4％ほ どお得になるという 料金 でございます。
今まで一般契約と ヒナ タメリット、ヒナタ メリ ット契約（でんき割 ）と いう形で御説明して き
ましたけれども、そ れを 使用量別に比較させ てい ただいたのが次の７ ペー ジの資料になります 。
３つの固まりでグ ラフ を表示していますけ れど も、一番左側は比較 的少 量のお客様、月に10立
方メートルほどお使 いの お客様、年間120立 方メー トル。真ん中が、今 まで 申し上げてきました 、
標準的と私どもが呼 んで いる年間276立方メー トル。一番右側が、家庭用とし ては比較的量が多い
お客様、年間480立方メ ー トルほどお使いのお 客様。それぞれをグレーの 部分 が一般契約、青がヒ
ナタメリット、黄色 がヒ ナタメリット（でん き割 ）という形で年間の ガス 代を比較したもので ご
ざいます。
ここで見ていただ くと分かるように、一般 契約 のところで月10立方 メー トル、お使いのとこ ろ
だけは、一般契約 よりヒナ タメリットのほうが 年間 のガス代が少し高く なる 設定にしております。
ただ、この場合もで んき 割になりますと、一 般契 約よりも安くなると いう 形です。あとは、先 ほ
ど申し上げたように 、276立方メートル、お使 いの 場合には、ヒナタメ リッ トが1.5％、ヒナタ メ
リットのでんき割が4.4％ ほどお得になるとい う話 を差し上げました。更に480立方メートルほど
お使いのお客様にな りま すと、率にすると一般契約 とヒナタメリットが2.6％ 、ヒナタメリットの
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でんき割になると5.5％、 一般契約よりもお安 くな るという形になりま す。
次の８ページが、 私ど ものヒナタメリット 、で んき割とともに、今 回４ 月１日から新しくお 客
様にサービスを開始 させ ていただきました生 活関 係の支援サービス、「ヒナ タかけつけサービス」
の御説明になります 。
ヒナタメリットを お選 びいただいたお客様 は、 ここに書いています ２つ のかけつけサービス 、
ガス機器かけつけサ ービ スと住まいのトラブ ルの かけつけサービスを 、ガ ス機器かけつけサー ビ
スについては契約期 間中 、ずっと。住まいの トラ ブルかけつけサービ スに 関しては、契約開始 か
ら２年間、無償で御 提供 するということにし てい ます。これは、それ ぞれ 個別に御加入いただ く
と月に324円かかるサ ービ スになっていまして 、こ れを無償で御提供す ると いう形でございます。
ガス機器のかけつ けサ ービスは、そこに書 いて いますように、ガス 機器 が故障した場合、通 常
だと故障してお客様 のと ころに行って修理す るわ けですけれども、そ のと きには出張料とか技 術
料とか部品代といっ たも のがかかってまいり ます 。このかけつけサー ビス に御加入いただくと 、
出張料と技術料を無 料に します。つまり、部 品代 だけくださいという 形に しております。
住まいのトラブル かけ つけサービスは、お 住ま いの中で水漏れをし たと か、鍵が壊れた、ガ ラ
スが割れたといった いろ いろなトラブルがあ ると 思いますけれども、 それ の応急処置を無償で や
らせていただきます 。交 換修理は、すみませ ん、 お金をいただく形に なる のですけれども、と り
あえずの応急処置は 無償 でやらせていただく 。
この２つのサービ スを 無償で御提供できる とい うことです。無償期 間に ついては、少し差が ご
ざいます。こういっ たこ とを４月１日からお 客様 に対して御提供を開 始し たというところでご ざ
います。
こういう新しい料 金と かを開始しているわ けで すけれども、そちら をど ういう形でお客様か ら
お申込みを受けて処 理し ているのかというの が９ ページ目に書かれて いる ところでございます 。
２ポツを先に見て いた だくと分かりやすい と思 いますけれども、ガス料金 プランの受付体制で、
大きく分けて、西部 ガス に直接申し込んでい ただ く場合は①から③の 方法 をとっております。 ①
は、私どものホーム ペー ジからウェブで申込 みを していただく形。２ つ目 は、紙の申込書で書 い
ていただいて申し込んで いただく。３つ目は 、こ れはお客様に私ども のほ うからダイレクトメ ー
ルをお送りして、加 入を 御希望されるお客様 はダ イレクトメールの返 信は がきで返信していた だ
いて申し込んでいた だく というやり方をとっ てお ります。
あと、私どもには 、い ろいろな委託業務と かガ ス機器の販売をやっ てい る西部ガスリビング メ
イトという販売店が ござ います。その販売店 に関 しては、ほとんどの 場合 は紙で申込みいただ い
て、それを私どもの ほう に渡していただくと いう 形で処理するという 形で ございます。
受付の時間とか体 制は 、１番に書いてある とお りでございます。
それぞれの申込みの方 法を簡単に御紹介す ると 、10ページ目はウェ ブを 通じて申し込んでい た
だくやり方です。
これに関しては、 私ど も、ガス事業者で、 お客 様のガスの使用量が分か りますので、ウェブを
通じてお客様の自分 の使 用者番号を入れてい ただ くと、お客様の１年 間の 御使用量に応じて、 一
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般契約もしくは契約 して いただいている料金 と、 このヒナタメリット を比 べて幾らお得になる か
というのを、個別に 計算 しています。それを 御提 示した上で申し込ん でい ただくということを や
っております。
次の11ページがダ イレ クトメールによりお 客様 に御連絡しているも ので す。縦と横が混在し て
いて見にくくて申し 訳な いのですけれども、 下の ダイレクトメールの 右半 分が、今、ウェブで 使
用量が分かるので、 それ でシミュレーション する と申し上げましたけ れど も、そのシミュレー シ
ョン結果がここにお 客様 ごとに印刷されてい ます 。お客様は、これを 見て いただいて、これだ と
申し込もうかと思っ てい ただいたら、左側 の下３分 の２ぐらいが返信用 はが きになっていまして、
ここに必要事項を記 入し て送っていただくと申込 みが完了するという 仕つ けにしております。
12ページが「西部 ガス リビングメイトによ る受 付」、私どもの販売 店で す。販売店は、今、 お
手元にチラシがある と思 いますけれども、基 本的 にはこのチラシを用 いて お客様に御説明する と
いう方法。あとは、 私ど もの委託業務でガス開栓 作業の際にタブレッ トを 使ってやっているの で
すけれども、そのタ ブレ ットの中に、ホーム ペー ジにあるシミュレー ショ ンと同じものが入っ て
いまして、お客様と 面対した上で、お客様に 対し てシミュレーション 結果 を提示して御判断い た
だいてから、紙の申 込書 をいただくというこ とを やっております。
販売店に関しては 、そ こに書いていますよ うに 、福岡、熊本、佐世 保、 長崎、島原、北九州 、
私どもの営業区域全区域 に店舗がございます ので 、こちらのほうから お客 様のところに行って 面
対した上で、実際に 申し 込んでいただくとい うこ とをやっておるとこ ろで ございます。
一番最後、13ペー ジ目 、これは数字が先週 の分 になりますけれども 、４ 月16日時点でどのぐ ら
いのお客様から反応 をい ただいているのかと いう のをまとめたもので ござ います。
一番上がお客さまセン ター、私どもの電話 を受 けるほうに契約のお問合 せをいただいている の
が5,500件。ウェブの特 設 サイト、これはシミュレ ー ションを行うサイト です けれども、こちらに
訪れていただいたお 客様 が14万3,000件。そのうち １割強のお客様がシ ミュ レーションを実際に 実
施していただいてい ます 。16日現在でヒナタ メリ ットを御契約いただ いて いるお客様の件数が 大
体9,000件という形で 推移 しています。毎日、 少し ずつ増えてきている とこ ろでございます。
私のほうからの説 明は 、雑ぱくでございま すが 、以上でございます 。
○古城座長

ありが とう ございました。

それでは、御質問 や御 意見のある方は御発 言を お願いいたしますが 、ち ょっと時間が押して お
りますので、なるべ く質 問を絞ってお願いい たし ます。
最初に基本的なこ とだ け伺いたいのですけ れど も、西部ガス管内で はガ スの新規参入者とい う
のは今のところいる ので しょうか。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

家庭用に限って言い ます と、九州電力さん、 １

社でございます。大 口ま で入れると、ほかに 数社 ございます。
○古城座長

分かり まし た。

井手座長代理、ど うぞ 。
○井手座長代理

ま ず、 基本的なところです けれ ども、料金規制は外 され ているのに、一般契 約
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として西部ガスは残 して いる。なぜ、これは 残し ているのかというの をお 聞きしたい。
２点目は、ヒナタメリッ ト契約というので9,000件 ということでしたけ れど も、これは自由料金
ですから、どういう 料金 を作ってもいいので すが 、どのぐらいの需要 がつ くというところで計 算
して、この料金を作 って いるのか、どのぐら いの 需要家件数を想定し てい るのかというのをお 聞
きしたい。
それから、３点目 は、 九州電力とかが対抗 的に 安い料金を提示して きた ときに、御社がヒナ タ
メリット契約を更に引き 下げるとすれば、一 般契 約料金を引き下げる べき という声も当然出て く
ると思うのですけれ ども 、その点をどういう ふう に考えているのかと いう ３点、お聞きしたい 。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

まず最初に、経過措 置が ないのになぜ一般契 約

を残したのかという お話 ですけれども、大多 数の お客様は当然、一般 契約 が一番多い契約でご ざ
いまして、３月31日 をも って、それが全くな くな って、違う料金メニ ュー になりますという話 に
なってしまうと、私ども、110万件ぐらいお客様 がい らっしゃるのですけ れど も、そのうち90万件
とか95万件が一般契 約のお客様でございまし て、 そちらのお客様がど のメ ニューにしようと戸 惑
われたり、困られた りす るのではないかとい うの を事業者として考え まし て、一番スムーズに 、
今と同じ料金にして いた だくのが、お客様の 不安 とかがないのではな いか と考えた上で、全く 同
じ料金表で作らせていた だいたというのが現 状で ございます。
それから、ヒナタ メリ ットの需要想定のお 話で すけれども、これは 、１ つは当然、九州電力 さ
んが新規参入される とい うのを大分前に表明 され ましたので、分かっ てい ましたので、どの辺り
をターゲットに狙っ てこ られるかを考えまし た。 先ほど関電さんのお 話の 中にもありましたけ れ
ども、家庭用で使 用量が比 較的多いところを当 然タ ーゲットにしてこら れる だろうということで、
料金表そのものは、料金 使用量が比較的多い とこ ろがきちんとメリッ トが 出るような形にしな い
といけないと考えて作り ました。
需要量に関しては 、正 直言って何件ぐらい 来る から幾らにしようと いう作り方はしておりま せ
ん。どのくらいの値 下げ 原資と言うとおかし いで すけれども、費用投 下が できるのか、減収に な
るのかという話はあ るの ですけれども、まず どの ぐらいの水準で九電 さん が来られるのかとい う
ところが見えない段 階で 、あの料金を作りま したので、むしろ、どの ぐら いの水準だったらお 客
さんにこれを選んで いた だけるだろうかとい うと ころで、料金水準設 定をし ております。だから 、
需要想定を厳密にや って 、この料金原価を配賦し たという形にはなっ てお りません。
最後の一般料金を 下げ るべきではないかと いう お話ですけれども 、これに 関して申し上げると、
投入できる原資が、会社 の体力とか、その辺りで おのずと制限がござ いま すので、なるべく効 果
的に料金表にそれを 反映 させたいと考えまし た。 それで、ヒナタメリ ット という別の契約を作 っ
てやる形にしたとい うこ とでございまして、 一般 契約を下げるという 御意 見は当然あるだろう と
思いますけれども、 私ど もはなるべく効果的 に値 下げ原資を配分して 、競 争に勝てるようなメ ニ
ューを作っていこう と考 えたところで、そう いう ふうにしたところで ござ います。
○古城座長

はい。

○井手座長代理

今 の説 明だと、10立方メー トルとかのお客さんはも ちろ ん一般契約のほうが い
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いのだけれども、そ れを 超えるお客さんは、 皆、 ヒナタメリットに移 ってください。それのほ う
が料金が安くなりま すよ という宣伝は全くし てい ないということです か。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

いや、当然、メリッ トが お客様一人一人に分か

るように、シミュレ ーシ ョンを実際にやった り、 ダイレクトメールを 送っ たりしていますので 、
そういった意味での 広報 はずっとしておりま す。
○井手座長代理

そ れで も9,000件。

○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

そうです。今のとこ ろ、 まだそういうスピー ド

ですね。
○井手座長代理

分 かり ました。ありがとう ござ います。

○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

御説明 、ど うもありがとうござ いま した。

今の井手座長代理のお 話に関連するのです が、 経過措置料金の対象 では ない西部ガスさんと し
て、将来的にこの一 般料金の扱い方はどんな ふう に変化を考えておら れる のか、今時点のお考 え
で結構ですので、教 えて いただけたらと思い ます。
それで、確認です が、 ヒナタメリット契約 とい うのは、ここに用途 や機 器条件の設定はあり ま
せんと書いてありま すが 、16のメニュー、ど の利 用者に対しても、こ のヒ ナタメリットの契約 が
できるということな ので しょうか。一般料金 の使 用者だけを対象にし てい るメニューなのでし ょ
うか。ちょっとそこ が分からないので、教え てい ただけたらと思いま す。
それから、先ほど 関電 ガスさんの御説明で 、電 話による契約もある と理 解しましたが、西部 ガ
スさんのところでは 、ウ ェブと申込書と返信 はが きという３つが挙げ られ ていましたので、問 合
せには対応するけれ ども 、電話での契約はな いと 理解していいのかど うかの確認です。
あわせて、先ほど 関電 さんにもお伺いしま した が、重要事項説明の 記録 と契約書の保管年数 と
か、もし社内の規定 をお 持ちだったら教えて いた だきたいということ。
それから、検針票 、請 求書は、紙ベースの 場合 は関電さんの場合は 有料 というお話をお聞き し
ましたけれども、西 部ガ スさんはどうなのか 。そ して、その中に料金 の計 算式等も含んで欲し い
と思いますが、それ は消 費者がその検針票な りを 見たときに、こうい う利 用したので、この料 金
だと納得できるように、 明確な料金の成り立 ちと いいますか、その辺りが きちんと確認できる よ
うになっているので しょ うかということ。
幾つかありまして 、申 し訳ありません。よ ろし くお願いします。
○西部ガス株式会社 山下 理事経営企画室長

それ では、お答え申し上 げま す。

一般料金の戦略の 考え 方ですけれども、こ の場 で将来の戦略までお 約束 することは当然でき な
いのですけれども、 御案 内のように、ガス業 界は 、プロパンガスとか オー ル電化、そして今回 、
４月から異業種から の参 入者の方と、非常に 競合 が厳しくなってきて おり まして、これまで原 価
がこのぐらいだから 料金 がこれという発想を して いたのですけれども 、今 後はお客様に受け入 れ
ていただける料金が この ぐらいだから原価が この ぐらいといった発想 の転 換をしないといけな い
と思っておりまして 、供 給約款料金につきま して も、将来、競合の状 況で すとかお客様の反応 で
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すとか、こういった もの を総合的に勘案しな がら 対応していくと考え てお ります。
○古城座長

すみま せん、やや手短にお願い いた します。

○西部ガス株式会社 山下 理事経営企画室長

分か りました。

２点目のヒナタメ リッ トは、ほかのどの料 金か らも切替えはできま す。 ただ、切替えするこ と
がお客様にとって値 上が りにつながるので、 やる 意味がないというも のが ございます。
それから、電話で 完結 するような申込みの 方法 はとっておりません 。こ れは、メリットの御 説
明、重要事項の御説 明に 時間がかかるもので すか ら、書面でやるとい う安 全側に立った判断で ご
ざいます。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

そこで補足すると、 そう いうお客様に関して 言

うと、御希望を聞い てお 申込書を郵送してい ます 。
○西部ガス株式会社 山下 理事経営企画室長

それ から、重要事項の御 説明 に関しましては、お 客

様から確認したとい う書 面をいただいており ます けれども、保存年 限につき ましてはすみません、
情報を持っておりま せん ので、改めましてお 答えいたします。
それから、検針票 は無 料でございます。検 針票 には、お客様に適用 の料 金表の名前、料金表 そ
のもの、そしてＡ区 画、 Ｂ区画、Ｃ区画など がご ざいますので、今月 は何 区画を適用しました と
いう情報も併せて記 載す るようにしておりま す。
以上です。
○古城座長

ありが とう ございます。

古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

御説明 あり がとうございました 。

御社のウェブを拝 見し ますと、総売上高と いう のを出されていらっ しゃ るのですが、2014年 が
約1,540億円、2015年が1,380億円ということで、160億円減少されていら っし ゃるのですが、2016
年の総売上げはどの ぐら いあるのかというこ と。
それから、ヒナタ の名 前ですけれども、こ れを 使うほど安くなると いう イメージなのですけ れ
ども、むしろヒナタ であ れば使わなくてもい いの で、逆に日陰メリッ トで はないかと、すみま せ
ん、ふざけているわ けで はないのですけれど も、 思ったのです。一方 で、 御社は太陽光発電と か
電力のほうにも力を 入れ ていらっしゃる。自 然エ ネルギーの開発にも 力を 入れていらっしゃる よ
うですが、今回のこ のヒ ナタメリット契約と いう のと、電気の併売と いう ことでメリットがあ る
とイメージとしてあ るの ですけれども、こ れは今後 どのように告知され るか分からないのですが、
一般の契約をされて いる 方には、電力との併 売の メリットというもの を考 えていないというプ ラ
ンだと理解してよろ しい のでしょうか。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

2016年の総売上高は 、大体 出ているのですけれ

ども、すみません、 まだ 決算発表前なので、 この 場ではっきりした数 字は 申し上げられないの で
すけれども、ガスの売上 がほとんどでござい ます ので、原料費の調整制度 で2016年はかなりマ イ
ナスのほうで調整さ せて いただきましたので 、売 上高という意味で見 ると 少し下がっていると 思
います。
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それから、ヒナタ と日 陰の話ですけれども 、私 ども、温水式の床暖 房を 主力商品で売ってい ま
して、その昔のキャ ッチ フレーズが陽だまり のよ うな暖かさでして、 そこ から私どものショー ル
ームも全部ヒナタ何 とか という名前にしてい ます 。ヒナタ福岡とかヒ ナタ 北九州。今回、家庭 用
の選択約款の主力に なる 部分を作るときにネ ーミ ングを考えたときに 、ヒ ナタが一番いいだろ う
という経緯でヒナタ メリ ットにしております 。
あと、電力のでん き割 に関しては、御指摘 のと おりで、とりあえず 当面 、ヒナタメリットに 付
加されるという形で 御用 意させていただいて いる のですけれども、今 後、 ほかの旧選択約款に合
わせてやっていくの か、 一般契約にもこれを 付加 するのかというのは 検討 していきたいと思っ て
いますけれども、今 のと ころ、確たる、こう しよ うという方針は持っ てお りません。
○古城座長

矢野委 員、 どうぞ。

○矢野委員

御説明 あり がとうございました 。

私のほうからは、 先ほ ど関電ガスさんにもお聞 きしましたが、指針 では 望ましい行為として 、
経産省のほうから 、検針票 もしくは請求書に託 送料 金のことが出されて いる と思いますけれども、
託送料の明記がされ てい るのかどうかをお伺 いし たいと思います。
それから、11ペー ジで 、一人一人のお客様 に個 別にシミュレーショ ンを 全部出されるという 、
かなり丁寧な対応を され ているので、動きが たく さんあるかなと思っ たの ですけれども、今の と
ころ9,000件という のは、 これだけメリット感 が書 いてあると動きそう な感 じなのですけれども 、
その辺りの受け止めはど うされているのか。
それから、実際に 九電 ガスとの競合状況は いか がでしょうか。どの ぐら い九電ガスに流れて い
るのか、その辺り、 お話 しできる範囲で結構 です ので、お願いいたし ます 。
以上です。
○西部ガス株式会社 山下 理事経営企画室長

検針 票の託送料金でござ いま すが、関西電力様も お

っしゃっておりまし たけ れども、システム上 の対 応。それから、私ど もは 紙で検針票をお客様 に
全部投函しておりま すの で、フォーマット変 更の ためのハンディター ミナ ルの改修とか、シス テ
ム上の課題が多くご ざい まして、現在、検討 課題 として認識している とこ ろでございます。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

あと、9,000件が 多いのか 少ないのかという話 で

すけれども、この中 でDMを お客さんにお送りし てい くのは、とりあえず ３月末 にお送りしました。
その反応がようやく ４月 上旬・中旬ぐらいか ら少 しずつ出てきている とい う話でございまして 、
DMも全件に対して一 斉に 送ったわけではなく て、 最初は福岡と北九州 のヒ ナタメリットがお得 に
なるお客様に絞って 送っ ています。そろそろ 第２ 弾で、福岡、北九州 以外 の同様のお客様にも 送
るというふうに、一 遍で はなくて、何回かに 分け て送っていますので 、多 分、これからいろい ろ
増えてくるのではな いか と思っております。
九電さんとの競合 状況 ですけれども、スイ ッチ ングの件数は定期的 に月 ２回ほど御報告差し 上
げていまして、直近 のス イッチングの件数は たし か4,500、4,600件だ った と思います。九電ガ ス
さんにスイッチされ た数 です。そんな形で今 、推 移しておるところで ござ います。
○古城座長

蟹瀬委 員、 どうぞ。
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○蟹瀬委員

私は九 州の 出身で、西部ガスさ んには子供の頃から大変 お世 話になりました。あ り

がとうございます。 こん なに高い料金だった とは 知らなかったという のが 事実なのですが。
全国に比べて基本 料金 が非常に高くなって いま すので、もともとガ スの 会社の方なので、そ こ
から電気を一緒に組 み合 わせてヒナタにする とい うことにおいての下 げ幅 が非常に少ないイメ ー
ジがどうしてもあっ て、 今、九州電力さんの ほう を見ますと、西部ガ スさ んから変わるときに か
なり下げて提案をお 客様 になさっている。そ うす ると、消費者の立場 から 見たときには、西部 ガ
スさんが電気と一緒 に売 られるものよりも、九州 電力がガスを一緒に 売っ てくださるほうに動 い
ていくというイメー ジが ちょっとあるのです ね。 それで、先ほど関西 電力 の方が、御自分たち の
基本料金を言われた とき に非常に低い料金を 言わ れて、一番小さい Ａクラス で200円の差が出てい
ます。
その辺りの差を今 後ど ういうふうにしてい かれ るのかというのを、 さっ きの質問に関係する の
ですけれども、競合 が大 変激しくなってきた とき に、これで勝ち抜い てい けるのだろうかとい う
心配があって、どう なさ りたいのかというの があ ればお聞かせくださ い。
そ れ か ら 、 も う 一 つ 、 ヒ ナ タ か け つ け サ ー ビ ス に は ２ つ の サ ー ビ ス が あ っ て 、 一 つ ず つ が 324
円ということであり ます が、これをお客様は １個 ずつ契約することが でき るのか、あるいはセ ッ
トでしかできないの か。なので、セットしかできない ので648円得するよと 書い ていらっしゃるの
か。ガスかけつけサ ービ スと住まいのトラブ ルか けつけサービスは、 一般 の方が多分契約なさ っ
ているサービスです ね。 違いますか。今までの方 。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

有料サービスとして 始め たのは４月１日から で

ございますので、過 去に そういうお客様がい らっ しゃったかと言われ ると 、いません。
○蟹瀬委員

そうで すか 。そうすると、これ は一 つ一つ契約すること がで きる。

○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長
○蟹瀬委員

それが 両方 無料になりますよと いう ことですね。

○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長
○蟹瀬委員

一つ一つ契約するこ とが できます。

そうです。

分かり まし た。お客様にとって 、こ れが一つ一つできる ので あれば、どちらかと い

うと住まいのトラブ ルか けつけサービスのほ うが 、ひょっとするとガ スと 余り関係ないので要 ら
ないとおっしゃるか もし れない。ということ にな ると、ヒナタかけつ けサ ービスは両方がただ で
すよという表現は、 その 辺りを分かっていた だく というか、大変得し てい ますよという理解を し
ていただかないと、 聞い たときに、自分でお 金を 払うのは１個でいい なら 、半分でいいという イ
メージがちょっとし たの で、その辺りのとこ ろを お客様が誤解しない よう にしていただければ と
思います。
１つだけ御質問に お答 えいただければ。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

九州電力さんと私ど もの ヒナタメリット（で ん

き割）の料金の水準 の比 較ですけれども、私 ども が検証した中では、 ここ には資料を載せてい ま
せんけれども、確か に九 電さんのほうが少し お安 いです。ただ、ガス 機器 のかけつけサービス 月
額324円、１つだと そうな るわけですけれども 、12カ月、年間掛けると4,000円ぐらいになるので
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す。では、4,000円以上 、九電さんとの私ども の料 金が大きく違うかと いう と、使用量によ って違
いますけれども、そ こま での差はないと認識 して います。ですから、 ガス 機器のかけつけサー ビ
ス等の生活支援サー ビス、こちらのほうがいい とお っしゃっていただけ るお 客様に関して言うと、
私どもを十分選んで いた だけるのではないか と今 、思っておる次第で ござ います。
○蟹瀬委員

現在、 ガス の問題が起こったと きに、故障しましたと出 張な さったときも有料な の

ですか。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長
○古城座長

有料です。

ですか ら、 九電からガスを買っ て、 かけつけサービスを 御社 に頼むということは で

きるのですか。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

ガス機器かけつけサ ービ スは当社の都市ガス を

お使いの家庭用のお 客様 が対象になっている ので 、九電のガスのお客 様は サービスを受けるこ と
はできません。
○古城座長

矢野委 員、 もう一回ですか。

○矢野委員

今の質 問に 関連して。８ページ の今 のかけつけサービス です けれども、これは一 般

契約のお客様は全員 契約 していらっしゃるの です か。これも選べるの です か。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

先ほど申し上げたよ うに 、４月１日から有料 サ

ービスとしてやり始 めて 、一般契約のお客様 がこ れをされているとい うこ とではないです。
○古城座長

井手座 長代 理、どうぞ。

○井手座長代理

今 のガ ス機器のかけつけの 場合 、九電のガスをして いる 人は、保安は西部ガ ス

さんが受けているの で、 西部ガスさんが行か れる のですか。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

保安出動であれば西 部ガ スから行きます。こ れ

はあくまでも機器の 故障 とか、そういう話な ので 、保安の話とはまた 別の お話になります。
○井手座長代理

消 費器 具は、九電さんの場 合は どうされているので すか 。御社に聞くのもお か

しいですが。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

消費機器で法定検査 しな いといけない部分が ご

ざいますけれども、 それ は私どもが受託を受 けて 関連会社がやる形に なっ ています。ただ、こ こ
で申し上げている機 器の かけつけサービスと いう のは、あくまでも機 器の不具合とか故障とい っ
たところになります ので 、それを九電さんが どう されているかという のは 、私もすみません、 存
じ上げていません。
○古城座長

いかが でし ょうか。もう時間も 押し ておりますので、特 にと いうのがなければ。

はい。
○古賀委員

すみま せん、１点だけ。

いただいたチラシ です が、これはどういう とこ ろに配布されている ので すか。
○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

主に、先ほど申し上 げた リビングメイトがお 客

様と会って、プラン の説 明を紙ベースでする とき に使っています。
○古賀委員

資料と してですか。
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○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長

はい。タブレットで シミ ュレーションと同じ も

のがその中に入って いま すので、御興味を持 たれ たお客様に関しては 、実 際にそこでシミュレ ー
ションして差し上げ て、 御契約のほうに進ん でい くというやり方をし てい ます。
○古賀委員

では、 この 九州電力という名称 は入 っているわけですね 。

○西部ガス株式会社 山内 執行役員営業計画部 長
○古城座長

それは入っています 。

井手座 長代 理、簡単にお願いし ます。

○井手座長代理

も う一 点だけ、ヒナタメリ ット 契約で、先ほど競争 対抗 的に料金を作ってい る

ので、需要がどのぐ らい つくか、余り考えて いな いということでした けれ ども、では、値下げ の
原資はどこから出て いる のでしょうか。
○西部ガス株式会社 山下 理事経営企画室長

それ に対しては、企業努 力、 経営効率化で捻出す る

としか、申し上げら れま せん。私ども、長期 的に 料金を作って、料金 収入 がこのぐらい減る。 そ
の上で、企業として 存続するためには、どう いう ところを効率化させ ない といけないのかみた い
なシミュレーション を当 然やって、今回のこ の料 金を設定しているわ けで ございます。
○古城座長

井手座 長代 理の質問は、このか けつ けサービスのコスト がか かっているわけで、 要

するにヒナタでサー ビス 提供しているコスト は収 入を上回っている、 コス ト割れになっている こ
とはないのでしょう かと 、それを確認してい るの ですかということで す。
○西部ガス株式会社 山下 理事経営企画室長

その 確認は、ざっくりと どの ぐらいのボリューム と

いうことは、いろい ろな ケースを想定しなが らチ ェックはやっており ます 。
○古城座長

分かり まし た。

時間もありますの で、 ほかにも聞きたいこ とが あるかと思いますけ れど も、これにて議論は 終
了させていただきま す。
山内様、山下様に おか れましては、お忙し い中 、審議に御協力いた だき まして、ありがとう ご
ざいました。
（西部ガス

退席）

≪３．その他≫
○古城座長

最後に 「そ の他」ですが、３月23日 の公共料金等専門調 査会 での電力・ガス取引監

視等委員会事務局に 対す る質問事項について 、同 事務局から回答が来 てお ります。本調査会の 事
務局から説明を行っ てい ただきます。
それでは、説明を お願 いします。
○丸山参事官

お手 元に 横組みで右肩、参考 資料 という形で配られて いる 資料があるかと思い ま

す。そちらに基づき まし て説明させていただ きま す。
３月23日の公共料 金等 専門調査会におきま して 、具体的には４点ほ ど監 視等委員会に対して委
員から御質問がありまし た。１件ずつ回答が 経産 省から寄せられまし たの で、御説明させてい た
だきます。
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まず１点目ですけ れど も、井手座長代理か ら、 旧電力会社のもとも との 供給区域の域外の家 庭
用にどれぐらい出て いる かということで御質 問が ありました。
回答ですけれども 、参 考資料の１ページ目 を御 覧になっていただけ ます でしょうか。みなし 小
売電気事業者及びそ の子 会社による旧供給区 域外 への進出は進んでお らず 、旧供給区域外への 供
給は全体の約0.8％と いう 回答がありました。地域別 では、沖縄を除く全ての地 域で域外供給が発
生しているというこ とで す。具体的には、こ ちら の資料の緑と赤を足 した ものが、ほかの地域 へ
の進出とカウントさ れる かと思いますので、 そち らを御覧になってい ただ ければと思います。
それから、２点目 です けれども、古賀委員 から 、適正なガス取引に つい ての指針の改正ポイ ン
トとして、ガス導管 事業 者が導管網への接続 の検 討に関する情報提供 を行 うことを、望ましい 行
為と位置づけるとあ りま すが、電力の指針に 関し てもこのような規定 があ るかということでご ざ
いました。
こちらでございま すけ れども、同じく参考 資料 の２ページ目を御覧にな っていただければと 思
います。その上段に、電 力についても適正な 電力 取引についての指針 にお いて、旧一般電気事 業
者が系統接続検討に 関す る情報提供を行うこ とを 、望ましい行為と位 置づ けているという回答 が
ございました。
それから、同じく 古賀 委員からもう一点、 託送 を受ける、系統接続 をす る上で、送配電事業 者
やガス導管事業者が うま く接続させてくれな いと いった苦情はあった のか という御質問がありま
した。
こちらにつきまし ては 、電気事業法、ガス 事業 法に基づく苦情の申 出は ない。ただし、関係 事
業者のほうから電力 系統 やガス導管網への接 続な どに関する多くの相 談を 受けているという回 答
がございました。
最後、４点目でご ざい ますけれども、白山 委員 から、消費者が電力 会社 や料金プランをスイ ッ
チングしない理由は 調査 しているのかという こと で御質問がありまし た。
こちらの回答です が、 参考資料の３ページ 目を御覧になっていただ けま すでしょうか。先日 の
公共料金等専門調査 会に て報告した、電力小 売自 由化における消費者 の選 択行動アンケート調 査
の中で把握している とい うことです。それに より ますと、電気の購入 先や 料金プランを比較検 討
したが変更しなかっ た理 由として、「思った より 電気料金が安くなら なか ったから」「変更す る
ことのメリットがよ く分からないから」「な んとなく変更してしまう こと に不安があるから」と
いう回答が高い結果 だっ たという回答があり まし た。こちらは、具体 的な グラフの青いところ の
部分を上位３件とい う形 で回答があったとい うこ とです。
他方、解決された ら変 更すると思うものに つい ては、ということで 、下 の赤のところで記さ れ
ているのが該当する とこ ろですけれども、こ ちら については、料金に 関す る項目が高いという 結
果が出ているという 回答 がございました。
こちらの報告につ いては以上です。
○古城座長

今の報 告に つきまして、何か質 問や 御意見はございます でし ょうか。

それでは、議論は 以上 といたします。
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≪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 。

次回の会合につき まし ては、４月26日水曜 日、 午後４時からの開催 を予 定しております。詳 細
等につきましては、 事務 局から追って御連絡 させ ていただきます。
○古城座長
○丸山参事官
○古城座長

次回は 、報 告書の論点を議論す るこ とになりますか。
そこ も含 めて事務局のほうで 検討 させていただきたい と思 います。
それで は、本日はこれにて閉会 とさ せていただきます。 お忙 しいところをお集ま り

いただきまして、あ りが とうございました。
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