
（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２年９月～令和３年８月）

１．委員会の審議経過
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
専門会合の構成員の変更について
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
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
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289回 令和2年9月14日 容量市場2020年度メインオークションに係る監視の中間報告について 非公開開催
第290回 令和2年9月23日 ガス小売事業の変更登録について 書面開催

経済産業省令等の改正の建議について
令和元年度監査結果について
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
託送供給等約款等以外の供給条件の認可及び承認について
小売電気事業及び小売供給の登録について
電気の小売取引の監視について
ガス小売事業の登録について
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認可について
熱供給事業の変更登録について
ベースロード市場の監視について
容量市場2020年度メインオークションに係る監視の最終報告について

292回 令和2年10月12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関する意見聴取につ
いて

書面開催

293回 令和2年10月13日 令和2年台風第14号に伴う災害に係る離島供給約款の特例承認について 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 公開開催
卸電力取引所の市場監視等の在り方について
電気及びガスの小売取引の監視について
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
一般送配電事業者からの報告について

295回 令和2年10月26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認可について 書面開催
日本卸電力取引所の業務規程変更認可申請について 公開開催
小売電気事業の登録について
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認可について
一般送配電事業者からの報告について

297回 令和2年11月16日 ガス小売事業の変更登録申請について 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
ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業省大臣からの意見の求めに関する検討について
原価算定期間終了後のガス小売経過措置料金の事後評価について
ガス導管事業者2019年度託送収支の事後評価について
小売電気事業の登録について
電力の小売営業に関する行政指導事例集について
電力・ガス取引監視等委員会の検証に関する専門会合の取りまとめについて
ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について
ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について
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

300回 令和2年12月10日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 書面開催
301回 令和2年12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認可について 書面開催

料金制度ワーキンググループの設置等について
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の特例認可等について
「電力の小売営業に関する指針」の改定の建議について建議について
ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業大臣からの意見の求めに対する回答について
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
熱供給事業の登録について

303回 令和2年12月22日 令和2年12月16日からの大雪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
304回 令和3年1月12日 令和3年1月7日からの大雪による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について 書面開催
305回 令和3年1月13日 令和3年1月7日からの大雪による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について 書面開催
306回 令和3年1月15日 託送供給約款以外の供給条件の認可について 書面開催
307回 令和3年1月20日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 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
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について
電力・ガス取引監視等委員会の活動状況（令和元年9月～令和2年8月）について
「適正な電力取引についての指針」の改定に係るパブリックコメントの募集について
電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について
スポット市場価格の動向等について
ガス及び電気の小売取引の監視について

309回 令和3年2月1日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 書面開催
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」の改定に係るパブリックコメント募集について
電気小売経過措置料金に係る原価算定措置期間終了後の事後評価について
ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について
スポット市場価格の動向等について
電気の小売取引の監視について
一般ガス導管事業者からの報告について
託送供給等約款以外の供給条件の認可及び再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認について 公開開催
小売電気事業の登録について 非公開開催

312回 令和3年2月17日 令和3年福島県沖に震源とする地震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係る特定小売供給約款の特例認可等について
一般送配電事業社の2019年度収支状況等の事後評価について
日本卸電力取引所の業務規程変更認可について
小売電気事業の登録について
特定供給の認可について
ガスの特別な事後監査について
一般ガス導管事業者たる法人の分割の認可について

314回 令和3年3月2日 令和3年栃木県足利市における大規模火災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
315回 令和3年3月10日 令和3年新潟県糸魚川市における地滑りに係る特定小売供給約款等の特例認可について 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
一般送配電事業社の託送供給約款の変更認可について
広域運営推進機関の2021年度予算及び事業計画の認可について
一般送配電事業社の2019年度収支状況の事後評価について
「適正な電力取引についての指針」の改定等の建議について
日本卸電力取引所の2021年度事業計画及び収支予算の認可について
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
ガスの特別な事後監査について
熱供給事業の変更登録について
供給区域外に設置する電線路による供給の認可について
一般送配電事業者からの報告について
小売電気事業者の監視について

317回 令和3年3月19日
託送供給約款以外の供給条件の認可及び再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認に関する意見聴取に
ついて

書面開催

318回 令和3年3月24日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 書面開催
319回 令和3年3月25日 小売電気事業者の監視について 書面開催

一般送配電事業者の2019年度収支状況等の事後評価について（報告）
「一般送配電事業社が行う調整力の公募調達に係る考え方」の改定の建議について
小売電気事業の登録について 非公開開催

公開開催

非公開開催
第288回 令和2年9月2日

公開開催

非公開開催

298回 令和2年11月18日

公開開催

非公開開催

299回 令和2年12月7日

291回 令和2年9月28日

公開開催

非公開開催

296回 令和2年11月4日
非公開開催

294回 令和2年10月14日
非公開開催

非公開開催

308回 令和3年1月22日

公開開催

非公開開催

310回 令和3年2月8日

公開開催

非公開開催

302回 令和2年12月21日

公開開催

311回 令和3年2月12日

公開開催

非公開開催

令和3年2月24日313回

公開開催

非公開開催

令和3年3月15日316回

公開開催
令和3年3月29日320回



321回 令和3年4月7日 島根県松江市における大規模火災に係る特定小売供給約款等の特例認可について 書面開催
日本電力取引所の業務規程変更認可申請について
広域運営推進機関の業務規程及び送配電等用務指針の変更認可について
小売電気事業の登録について
一般送配電事業者の離島供給約款以外の供給条件の承認について
一般送配電事業者からの報告について

323回 令和3年4月20日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 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 公開開催
小売電気事業の登録について
経済産業局長等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
小売電気事業の登録について
特定供給の認可について

326回 令和3年5月21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供給区域等の変更許可について 書面開催
ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業大臣からの意見の求めに対する回答について 公開開催
小売電気事業の登録について
令和2年度監査結果について

328回 令和3年6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供給区域等の変更許可について 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
配電事業に係る行為規制の詳細について
広域的運営推進機関の業務規程及び送配電業務指針の変更認可について
監査規程の改正について
令和3年度監査計画等
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
ガスの特別な事後監査について

330回 令和3年6月24日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 書面開催
日本卸電力取引所の業務規程変更認可申請について
広域的運営推進機関の2020年度財務諸表等の承認について
令和2年度監査結果について
小売電気事業の登録について 非公開開催

332回 令和3年7月8日 令和3年7月1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
333回 令和3年7月12日 令和3年7月1日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について 書面開催
334回 令和3年7月13日 令和3年7月1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係る特定小売供給約款等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の一部の取消しについて
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

336回 令和3年7月27日 一般ガス導管事業の供給区域の変更の許可及び旧一般ガス小売事業の指定供給区域等の変更の認可について 書面開催
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

338回 令和3年8月13日 台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について 書面開催
339回 令和3年8月18日 令和3年8月11日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について 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等の特例認可等について
「適正な電力取引についての指針」の改定の建議について
電気の小売取引の監視について①
電気の小売取引の監視について②
一般送配電事業者からの報告について

341回 令和3年8月20日 令和3年8月11日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について 書面開催
342回 令和3年8月25日 ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について 書面開催

公開開催

非公開開催
令和3年7月14日335回

公開開催

非公開開催
令和3年8月20日340回

公開開催
令和3年6月28日331回

337回 令和3年7月28日 非公開開催

非公開開催
327回 令和3年5月28日

非公開開催

公開開催

令和3年6月14日329回

令和3年05月12日325回
非公開開催

公開開催

非公開開催
令和3年4月12日322回

非公開開催
令和3年4月23日324回



第2回 令和2年9月14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
第3回 令和2年10月28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

ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について
ガス導管事業者の２０１９年度託送収支の事後評価について
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

第5回 令和2年12月14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
配電事業制度の詳細設計について
電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について
ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について
次世代スマートメーターの仕様の検討状況について
配電事業制度の詳細設計について
次世代スマートメーターの仕様の検討状況について
一般送配電事業者の2019年度託送収支の事後評価について
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
ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について
バランシンググループ内のインバランス料金の連帯債務について
託送料金制度（レベニューキャップ）の詳細設計について

第9回

第6回 令和3年2月1日

第7回 令和3年3月8日

令和3年10月13日第8回

２．料金制度専門会合の審議経過

令和2年11月30日第4回

令和3年10月28日



非化石証書制度の変更を踏まえた小売営業ガイドラインの改定につい
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について
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
発電・小売間の不当な内部補助防止策について④
モニタリングレポート(令和2年4月～6月期)
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について
小売市場重点モニタリングについて
非化石証書制度の変更を踏まえた小売営業ガイドラインの改定につい
時間前市場の活性化について
ガス大手3者の小売経過措置料金規制に関する検討について
非化石証書制度の変更を踏まえた小売営業ガイドラインの改定につい
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について
2024年度向けブラックスタート機能公募結果の監視について
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について
発電側基本料金の見直しについて
モニタリングレポート(令和2年7月～9月期)
調整力公募ガイドラインにおける逆潮流アグリケーションの取扱いに
発電側基本料金の見直しについて
需要地近接性評価割引の対象地域等の更新時期について
スポット市場価格の動向等について
再給電方式における費用負担のあり方について
スポット市場価格の動向等について

第56回 令和3年2月25日 スポット市場価格の動向等について
三次調整力②向け連系線容量の確保量について
発電側基本料金の見直しについて
スポット市場価格の動向等について
スポット市場価格の動向等について
先物・先渡市場等の活用について
再給電方式の費用負担の在り方について
一般送配電事業者に2021年度調整力公募結果について
調整力公募における簡易指令システム工事の改善について
スポット市場価格の動向等について
発電側課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（令和2年10月～12月期）
旧一般電気事業者の内外無差別な卸売に関する今後の検討について
スポット市場価格高騰の分析のとりまとめについて
小売電気事業者による環境負担の情報開示のあり方について
再給電方式における費用負担等のあり方について
発電側課金の詳細設計について
2020年度冬期スポット市場価格高騰を踏まえた検討について
需給調整市場（三次調整力②）の運用状況について
今年度実施する調整力公募調達等について
配電事業に係る行為規制の詳細について
発電側課金の詳細設計について
「2020年度冬期スポット市場価格の高騰について」の報告書に関する
意見公募の結果について
旧一般電気事業者の不当な内部補助防止策について
旧一般電気事業者のスポット市場における自主的取組について
2020年度冬季の需給ひっ迫を踏まえた調整力の調達・運用の改善等に
時間前市場等のあり方について
需給調整市場（三次調整力②）の運用状況について
再給電方式における費用負担等のあり方について
自主的取組・競争状態のモニタリング報告（令和3年1月～3月期）
需給調整市場（三次調整力②）の運用状況について
2020年度冬季の需給ひっ迫を踏まえた調整力の調達・運用の改善等に
発電関連情報の公開について
市場連動型小売電気料金の説明・情報提供について
東京エリアにおける2021年度冬季の追加供給力の確保に向けた公募に
グロス・ビディングについて
市場連動型小売電気料金の説明・情報提供について②

令和3年3月24日第58回

令和3年4月16日第59回

令和3年7月30日第63回

令和3年4月27日第60回

令和3年5月31日第61回

令和3年6月29日第62回

第64回

第50回 令和2年9月8日

令和2年10月20日

令和3年8月31日

第51回

令和2年12月1日第52回

令和2年12月15日第53回

令和3年1月25日第54回

令和3年2月5日第55回

令和3年3月2日第57回

３．制度設計専門会合の審議経過



電力・ガス取引監視等委員会の検証について
電力システム改革の進捗と委員会の取組について
電力システム改革の進捗と委員会の取組について
関西電力における金品受領問題等への対応について
ガスシステム才覚の進捗と委員会の取組について
委員会のこれまでの活動の振り返り（八田委員長）
電力・ガス取引監視等委員会の組織及び運営について
これまでの議論の振り返り

第4回 令和2年11月25日 電力・ガス取引監視等委員会の検証結果とりまとめについて

第3回 令和2年10月27日

４．電力・ガス取引監視等委員会の検証に関する専門会合の審議経過

第1回 令和2年8月4日

第2回 令和2年9月18日
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