
（参考資料２）電力・ガス取引監視等委員会における審議経過（令和元年９月～令和２年８月）

１．委員会の審議経過

「適正な電力取引に着いての指針」の改定の建議について

ガス導管事業者及びそれらの特定関係事業者に係る行為規制について

一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について

都市ガスの卸取引に関する競争の促進について

ベースロード市場の監視について

小売電気事業の登録について

特定供給の許可について

指定旧供給区域熱供給規程の変更認可について

第225回 令和元年9月11日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

第226回 令和元年9月13日 令和元年台風第15号の影響による停電に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可等について 書面開催

第227回 令和元年9月13日 電力及びガスの小売取引の監視について 書面開催

第228回 令和元年9月20日 電力のネットワーク事業の監視について 書面開催

第229回 令和元年9月20日 令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害に係るガスの災害特別措置の認可について 書面開催

第230回 令和元年9月26日 令和元年台風第15号による災害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可等について 書面開催

第231回 令和元年9月27日
託送供給等約款以外の供給条件の認可、最終保障約款以外の供給条件の承認及び離島供給約款以外の供給
条件について

書面開催

「新しい火力電源入札の運用に係る指針」の改定について

離島供給約款以外の供給条件の承認について

小売電気事業の登録について

一般送配電事業者からの報告について

一般送配電事業者のエリアバランス実績量の誤算定について

第233回 令和元年10月9日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

小売電気事業の登録について

電気及びガスの小売取引の監視について

ベースロード市場の監視について

一般送配電事業者からの報告について

第235回 令和元年10月15日 令和元年台風第19号に伴う災害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可等について 書面開催

第236回 令和元年10月17日 令和元年台風第19号に伴う災害に係るガスの災害特別措置の認可について 書面開催

第237回 令和元年10月23日 令和元年台風第19号に伴う災害に係る電気の災害特別措置の承認について 書面開催

第238回 令和元年10月25日 令和元年台風第19号に伴う災害に係るガスの災害特別措置の認可について 書面開催

第239回 令和元年11月5日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価について

ガス導管事業者の平成30年度の収支状況の事後評価について

小売電気事業の登録について

ガス小売事業の登録について

電気及びガスの小売り取引の監視について

第241回 令和元年11月18日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

第242回 令和元年11月22日 電力の小売取引の監視について 書面開催

原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価について

ガス導管事業者の2018年度収支状況の事後評価について

電力広域推進機関の送配電等業務指針の変更認可について

「新しい火力電源入札の運用に係る指針」の改定の建議について

小売電気事業の登録について

ガス小売事業の登録及び変更登録について

一般送配電事業者からの報告について

第244回 令和元年12月6日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可について 公開開催

小売電気事業の登録について

ガスの特別な事後監視について

ベースロード市場の監視について

電気及びガスの小売取引の監視について

供給区域外に設置する電線路による供給の許可について

一般送配電事業者からの報告について

第246回 令和元年12月19日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

第247回 令和元年12月19日 電気の小売取引の監視について 書面開催

原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価について

一般送配電事業者の平成30年度収支状況の事後評価について

一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について

電力・ガス取引監視等委員会の活動状況（平成30年9月～令和元年8月）について

小売電気事業の登録について

電気の小売取引の監視について

第249回 令和2年1月27日 供給区域外に設置する電線路による供給の許可について 書面開催

第250回 令和2年1月30日 電力のネットワーク事業の監視について 書面開催

第251回 令和2年2月3日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

公開開催

第245回 令和元年12月9日
非公開開催

第248回 令和2年1月15日

非公開開催

令和元年11月6日

公開開催

第243回 令和元年11月25日

公開開催

非公開開催

公開開催

非公開開催

令和元年9月6日第224回

第232回 令和元年9月30日

公開開催

非公開開催

第234回 令和元年10月11日 非公開開催

第240回

非公開開催



原価算定期間終了後の経過措置料金の事後評価について

一般送配電事業者の2018年度収支状況の事後評価について

ガス導管事業者の2018年度収支状況の事後評価について

小売電気事業及び小売供給の登録について

ガス小売事業の登録について

電気の小売取引の監視について

ガスの特別な事後監視について（第二四半期）

一般送配電事業者からの報告について

第253回 令和2年2月18日 一般ガス導管事業の供給区域の変更許可について 書面開催

一般送配電事業者の2018年度収支状況等の事後評価について 公開開催

小売電気事業の登録について

一般送配電事業者からの報告について

第255回 令和2年3月2日 一般ガス導管事業の供給区域の変更許可について 書面開催

小売電気事業の登録について

一般送配電事業者及び送電事業者たる法人の分割の認可について

みなし小売電気事業者たる法人の分割の認可について

電気の小売取引の監視について

第257回 令和2年3月16日 業務改善命令について 書面開催

第258回 令和2年3月19日 新型コロナウイルス感染症の影響に係る経済産業大臣の電気及びガスの特別措置の認可等について 書面開催

託送供給約款以外の供給条件の認可及び離島供給約款以外の供給条件の承認について

電力広域推進機関の2020年度予算及び事業計画の認可について

電力広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更認可について

卸電力取引所の業務規程変更認可申請について

小売電気事業の登録について

卸電力取引所の令和２年度予算・事業計画の認可について

一般担保付社債の発行会社認定について

一般送配電事業者からの報告について

第260回 令和2年3月24日 新型コロナウイルス感染症の影響に係る経済産業大臣のガスの特例措置の認可について 書面開催

第261回 令和2年3月30日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

第262回 令和2年3月29日 業務改善命令について 書面開催

第263回 令和2年4月7日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について 公開開催

一般送配電事業者からの報告について 非公開開催

第265回 令和2年4月17日 書面により開催した委員会の議事録の作成方法について 書面開催

第266回 令和2年4月20日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

「適正な電力取引についての指針」の改定について

平成２８年熊本県熊本地方の地震に係る特定小売供給約款等以外の供給条件の認可について

新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款等以外の供給条件の認可等について

小売電気事業の登録について

一般送配電事業者からの報告について

経済産業局長に委任された事務の実績に係る定期報告

新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について 公開開催

小売電気事業及び小売供給の登録について

一般送配電事業者からの報告について

第269回 令和2年5月21日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

小売電気事業の登録について

ガスの特別な事後監視について（令和元年度第３四半期）

熱供給事業の変更登録について

令和２年度ガス事業監査計画等について

第271回 令和2年6月3日 電力及びガスの小売取引の監視について 書面開催

第272回 令和2年6月4日 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可について 書面開催

小売電気事業の登録について

一般送配電事業者からの報告について

第274回 令和2年6月22日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

電力広域的運営推進機関の２０１９年度財務諸表等の承認について

卸電力取引所の業務規程の変更について(市場停止・再開時のルール)

「適正な電力取引についての指針」の改定の建議について

一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について

小売電気事業の登録について

電気の小売取引の監視について

令和元年度監査結果について

一般送配電事業者からの報告について

第276回 令和2年7月3日 一般ガス導管事業の供給区域の変更許可について 書面開催

電力広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更認可について

一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可について

小売電気事業の登録について

電気の小売取引の監視について

第278回 令和2年7月7日 令和2年7月3日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について 書面開催

第279回 令和2年7月10日 令和２年７月３日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について 書面開催

第280回 令和2年7月14日 電力及びガスの小売取引の監視について 書面開催

公開開催

非公開開催

公開開催

非公開開催

公開開催

非公開開催

非公開開催

非公開開催

非公開開催

非公開開催

公開開催

非公開開催

第275回 令和2年6月24日

第277回 令和2年7月6日

第268回 令和2年5月13日

第270回 令和2年5月27日

第273回 令和2年6月10日

第259回 令和2年3月23日

第264回 令和2年4月14日

第267回 令和2年4月24日

第252回 令和2年2月6日

非公開開催

公開開催

第256回 令和2年3月5日

第254回 令和2年2月21日
非公開開催



第281回 令和2年7月17日 一般ガス導管事業の供給区域の変更許可について 書面開催

電力・ガス取引監視等委員会の検証に関する専門会合の設置について

新たな託送料金制度の詳細設計の検討について

新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる特定小売供給約款の特例認可等について

小売電気事業の登録について

ガス小売事業の変更登録について

一般送配電事業者からの報告について

電力・ガス取引監視等委員会の検証に関する専門会合の設置について

新たな託送料金制度の詳細設計の検討について

新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる特定小売供給約款の特例認可等について

小売電気事業の登録について

ガス小売事業の変更登録について

一般送配電事業者からの報告について

第284回 令和2年7月30日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

第285回 令和2年7月30日 令和2年7月3日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について 書面開催

新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる特定小売供給約款の特例認可等について

一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可等について

電気事業監査規程の改正について

令和２年度電気事業監査計画等について

小売電気事業の登録について

電気の小売取引の監視について

第287回 令和2年8月26日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

非公開開催

公開開催

第283回 令和2年7月20日

第286回 令和2年8月6日

非公開開催

公開開催

非公開開催

公開開催

第282回 令和2年7月20日



（１）料金審査専門会合
原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価について
ガス導管事業者の2018年度収支状況等の事後評価について
ガス導管事業者の2018年度収支状況等の事後評価について
原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価について
一般送配電事業者の2018年度収支状況等の事後評価について

（２）料金制度専門会合
第1回 令和2年7月30日 託送料金制度（レベニューキャップ制度）の詳細設計について

２．料金制度専門会合（令和2年7月20日に料金審査専門会合を改組）の審議経過

令和元年11月20日

令和2年1月21日

第38回

第39回



ガス導管事業者の法的分離に伴う行為規制の検討について
2021年度以降のインバランス料金制度について
需給調整市場における情報公表及び三次調整力②の連系線容量確保について
発電側基本料金の詳細設計について
自主的取組・競争状態のモニタリング報告（平成31年4月～令和元年6月期）
電力卸市場に関する市場間相場操縦規制について
ガス導管事業者の法的分離に伴う行為規制の検討について
2021年度以降のインバランス料金制度について
2020年度に実施する2024年度向けブラックスタート機能公募について
発電側基本料金の詳細設計について
ガス導管事業者の法的分離に伴う行為規制の検討について
発電側基本料金の詳細設計について
2022年度以降のインバランス料金制度について
調整力公募ガイドラインにおける逆潮流アグリゲーションの取扱いについて
電力卸市場における相場操縦規制等の在り方について
公営電気事業における売電契約の実態調査について
2022年度以降のインバランス料金の詳細設計について
電力卸市場における相場操縦規制等の在り方について
需給調整市場の監視と価格規律の在り方について
発電側基本料金の詳細設計について
一般送配電事業者による2020年度向け調整力の公募調達結果等について
自主的取組・競争状態のモニタリング報告（2019年７－９月期）
約款上の送電ロス率の変更について
ガス導管事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について
需給調整市場の監視と価格規律の在り方について
発電側基本料金の詳細設計について
発電・小売間の不当な内部補助防止策について
ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について
2020年2月23日のインバランス料金の動き及びそれを踏まえた対応について
2022年度以降のインバランス料金制度について（中間とりまとめ）に対するパブリックコメント実施結果について
新たなインバランス料金制度を踏まえた収支管理のあり方等について
需給調整市場における一次調整力～三次調整力①向けの連系線容量の確保量について
小売市場重点モニタリング調査結果及び発電・小売間の不当な内部補助防止策について
卸電力市場のモニタリングについて
発電側基本料金の詳細設計について
自主的取組・競争状態のモニタリング報告（2019年10月～12月）
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方
今年度実施する調整力の公募調達について
卸電力市場のモニタリングについて（発電所の情報公開関係）
発電・小売間の不当な内部補助防止策について③

 スマートメーターにより計測された発電電力量データ（速報値）の発電事業者等への提供について
2022年度以降のインバランス料金の詳細設計等について
2021年度向け電源I’の連系線確保量について
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について
モニタリングレポート(令和2年1月～3月期)
新たなインバランス料金制度を踏まえた収支管理のあり方等について
スマートメーターにより計測された発電電力量データ（速報値）の発電事業者等への提供について
2020年6月21日のインバランス料金の動きについて（報告）

３．制度設計専門会合の審議経過

令和元年12月17日

第41回 令和元年9月13日

第44回

令和元年11月15日第43回

令和元年10月18日第42回

第49回 令和2年7月31日

第48回 令和2年6月30日

令和2年2月10日第45回

第46回 令和2年3月31日

第47回 令和2年5月18日



４．火力電源入札専門会合の審議経過
第6回 令和元年9月2日 火力電源入札制度の在り方について


