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説明の内容

・ ガス事業法の条文・対象・定義等

・ そもそも「簡易ガス」とは

・ 簡易ガスの特徴

・ その他
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第５章 一般ガス事業、簡易
ガス事業及びガス導
管事業以外のガスの
供給等の事業

第７節 災害防止命令



ガス事業法の対象
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ガス事業法で定めるガス事業とは？

一般ガス事業：一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業

簡易ガス事業 ：一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備に

おいてガスを発生させ、導管により70戸以上の供給地点

に対してガスを供給する事業 （70戸未満は、液石法）

ガス導管事業 ：自ら維持・運用する一定規模以上の導管で大口供給

やガス事業者に対するガスの供給を行う事業

大口ガス事業 ：大口供給（10/万m3年以上）を行う事業

◎「プロパンガスをボンベ（個別シリンダー）で供給する事業」の適用法規は？

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」 （液石法）



ガス事業（以下の４事業（法第２条第１０項））
一般ガス事業

一般の需要に応じ導管によりガスの供給を行う事業
簡易ガス事業を除く。

簡易ガス事業
一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内
におけるガスの供給地点数が７０以上のもの。

ガス導管事業
自ら維持し及び運用する特定導管によりガスの供給を行う事業

卸供給、大口供給に限る。
簡易ガス事業を除く。
一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。
密接な関係を有する者に対して行うものを除く。

大口ガス事業
ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給を行う事業

一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、１０万ｍ３（４６ＭＪ／ｍ３換算）以上のもの。
簡易ガス事業を除く。
一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。
ガス導管事業を除く。

託送供給（法第２条第１２項）
ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の
場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動（１時間に±１０％）に応じて、当
該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。

みなし一般ガス事業（法第２条第１４項）
一般ガス事業者がその供給区域内において簡易ガス事業を営むときは、その簡易ガス事業は、一般ガス
事業とみなす。
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簡易ガス事業の根拠法例
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（定義）
第二条
３ この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備

（以下「特定ガス発生設備」という。）においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつ
て、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。

４ この法律において「簡易ガス事業者」とは、第三十七条の二の許可を受けた者をいう。

（事業の許可）
第三十七条の二 簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受

けなければならない。



簡易ガス事業の根拠法例
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（準用）
第三十七条の七 第七条から第十一条まで、第十三条から第十五条まで、第十七条から第十九条

まで、第二十一条、第二十五条の二、第二十六条第一項、第二十八条、第三十一条及び第三十六
条の規定は、簡易ガス事業者に準用する。この場合において、第八条第二項及び第十条第三項中
「第五条」とあるのは「第三十七条の四」と、第二十五条の二第二項中「大口供給」とあるのは「特定
ガス大口供給」と読み替えるものとする。
２ 第三十六条の二の二の規定は、簡易ガス事業の用に供する特定ガス工作物に準用する。この

場合において、同条第二項第一号中「前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画
（同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）」とあるのは「第三十七条
の二の許可を受けたところ又は第三十七条の七第一項において準用する第九条第一項若しくは第
二項（第六条第二項第四号の事項に係る部分に限る。）の規定により届け出たところ」と読み替える
ものとする。
３ 第三十条及び第三十五条第二項の規定は、簡易ガス事業者に関し準用する。この場合におい

て、第三十条第一項中「事業（第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その
工事）の開始前に」とあるのは、「事業（第三十七条の二の許可に係る工事（第三十七条の七第二項
において準用する第三十六条の二の二第一項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に
限る。）を伴う場合にあつては、その工事）の開始前に」と読み替えるものとする。（供給区域等の変
更）

（供給区域等の変更）
第八条 一般ガス事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣
の許可を受けなければならない。
２ 第五条の規定は、前項の許可に準用する。
３ 前条の規定は、第一項の場合（供給区域又は供給地点の減少の場合を除く。）に準用する。



簡易ガス事業の根拠法例
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（許可の基準）
第三十七条の四 経済産業大臣は、第三十七条の二の許可の申請が次の各号に適
合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 その簡易ガ
ス事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 その簡易ガス事業の特定ガス発生設備の能力がその供給地点におけるガスの
需要に応ずることができるものであること。
三 その供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にあるものにあつては、その簡易

ガス事業の開始によつてその一般ガス事業者の事業の遂行に支障を及ぼすおそれ
がある地域についてその一般ガス事業者の適切かつ確実なガスの供給計画がある
場合には、その簡易ガス事業の開始により、当該地域におけるガスの使用者の当該
供給計画の実施によつて受けるべき利益が阻害されないこと。
四 その簡易ガス事業の開始によつてその供給地点についてガス工作物が著しく過
剰とならないこと。
五 その簡易ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力がある
こと。
六 その簡易ガス事業の特定ガス工作物が第三十七条の七第一項において準用す

る第二十八条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでない
こと。
七 その簡易ガス事業の計画の実施が確実であること。
八 その簡易ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。



簡易ガス事業の根拠法例
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（供給義務）
第三十七条の六 簡易ガス事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点におけ
る一般の需要に応ずるガスの供給を拒んではならない。
２ 簡易ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受

け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによ
つてする場合を除き、その供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管に
よりガスを供給してはならない



簡易ガス事業の許可制
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簡易ガス事業を勝手に始めてはけないの？

簡易ガス事業とは？

「一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発
生設備（以下「特定ガス発生設備」という。）にお
いてガスを発生させ、導管によりこれを供給する
事業であって、一の団地内におけるガスの供給
地点の数が七十以上のものをいう。（法第2条）

「簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地
点群ごとに、経済産業大臣の許可を受けな
ければならない。」（法第３７条の２）

許可制

☆なので、勝手にお客さんに供給はできません。



簡易ガス事業の定義
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一般の需要とは？ 不特定多数を相手とすること

導管とは？

「管状の物体を使用するという物理的手段の
意であって、導管の所有権がガスの供給者
にあると否とを問わない。

地中管や地上管を問わない。

簡易なガス発生設備（「特
定ガス発生設備」とは）

容器並びに当該容器内において発生するガ
スの集合装置及び当該容器に付随する気化
装置。



供 給 約 款
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認可制

法第17条第1項 （法第３７条の７により簡易ガスに準用）

一般ガス事業者は料金その他のガスの供給条件について供給約款を
定めて経済産業大臣の認可を得ること

☆なので、ガス料金は自由には決められません。
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「供給地点」とは？

ガスメーターの取り付け可能な家屋若しくは室数、分譲地等にあっては、分

譲区画数をいう。

法特定ガス発生設備において発生したガスをガスの使用者に供給すべき地点

をいい、具体的には個々のガスの使用者のガスの引き込み口がこれに当たる。

EX） 団地における個々の室（A棟１号室、２号室・・・・）

ただし、現に供給しているか否か、又はガスの使用者が存在するか否かは問わない



簡易ガス事業におけるガスの供給方式 （例）

13



14



15

既存市街地
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既存市街地

集団住宅 集団住宅

集団住宅 集団住宅

市街地化

市街地化
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既存市街地

集団住宅 集団住宅

集団住宅 集団住宅

市街地化

市街地化

一般ガス供給区域

導管

導管

導管

導管

導管

導管
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既存市街地

集団住宅 集団住宅

集団住宅 集団住宅

市街地化

市街地化

一般ガス供給区域

導管

導管

導管

導管

導管

導管

困
難

困
難

困
難

困
難

困難

困難
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既存市街地

集団住宅 集団住宅

集団住宅
集団住宅

市街地化

市街地化

一般ガス供給区域

小規模導管供給
事業

小規模導管供
給事業

小規模導管供
給事業

小規模導管供
給事業

小規模導管供
給事業

小規模導管供
給事業
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既存市街地

集団住宅 集団住宅

集団住宅 集団住宅

市街地化

市街地化

一般ガス供給区域

簡易ガス

簡易ガス

簡易ガス

簡易ガス

簡易ガス 簡易ガス
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簡易ガス事業

小規模な事業ではあるが、導管により生活に必須のガスを
供給する事業であり、従来の（一般ガス）ガス事業について

みられたのと同じ観点からの公益性を有している。

一度導管が敷設されると当該地域におけるガスの供給は事
実上独占状態になりその結果、損失がガスの使用者に転化

されるケースがある。

ガスの使用者は導管との直結、それに応じた器具等を使用
しており、選択の自由が制約されている。
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都市ガス事業は、その供給方式から、地域拡大性を有し、都市計画等
との整合性を保ちつつ、広域的かつ計画的な導管網の拡大によって
地域住民全体に対し生活に必需のガスをあまねく供給していくという特
色

昭和４５年の法改正により、ガス部会の答申の線に沿い、両事業の供給
方式の差異に着目して、液化石油ガス等小規模導管事業に新たに
「簡易ガス事業」の定義が定められた。同時に「供給地点」という新たな
概念も。

（これに伴い、従来のガス事業を「一般ガス事業」と改称）

液化石油ガス等小規模導管事業は、その供給の特性から、事業規
模は小さいが、その簡便性により需要に速やかに対応できる。



簡易ガス事業の定義
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なぜ供給地点７０地点以上なのか？

① ７０戸未満程度の小さな（集団の）消費者であれば、共同してガスの料金

その他供給条件についてまとまってガス事業者と折衝したり、事業者の切り替

えの行動がとりやすい。

② ７０戸未満程度であれば、設備投資額も比較的小さいため、二重投資の

弊害も極めて小さい。

（注）特定ガス発生設備の数は問わない。
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一般ガス供給区域

簡易ガス

一般ガス事業者が、その供給区域内における簡易ガス事業（簡易な発生設備にお
いてのガスの発生）を実施しても、簡易ガス事業にはならず、一般ガス事業とみなす。

一般ガスの導管が逐次拡充するまでの過渡的なものとされている。
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一般ガス供給区域

簡易ガス

一般ガス事業者の供給区域内おける別の事業者による簡易ガス事業は個々のケー
スごとに詳細に検討。
二重投資の弊害は、一般ガス同士の場合より少ないため、一般ガス供給区域内で
の簡易ガス事業を一切認めない運用は、かえって公共の利益を阻害する。

◎「一般ガス事業者の供給区域内における簡易ガス事業許可申請審査要領」
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１の団地とは？

客観的に一区画をなしていると認められる土地の区画

区画するメルクマールは道路、河川、鉄道、田畑、山林等
(以下道路等という）

但し、例えば河川で分断されていても、ガスの使用者観点から、密接不可分な場合は、
１の団地と取り扱う場合もある。

道路は道路法第３条（幅６．５メートル）、河川は河川法第４条、第５条、第１００
条ら規定の一級、二級河川及び準用河川
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道路等とは？

市街地の狭隘化・密集化といった立地条件の変化や、これまでの多くの事例の積み重ね
ると、「客観的に一区画をなす範囲」を規定するものとして、以下のもの存在する。

・「水路」「堀」 「崖」「他の建築物の用に供される敷地」「都市公園」

個々の地点について総合的に勘案し、個別に判断する必要あり。
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30

A:７０戸
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B:35 C:35
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D:35

H:６ I:６ J:６

E:６ F:６ G:６



ＢとＣが別の事業者による供給であれば、簡易ガスにはならない。
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７０地点について 「一の団地」において 1

A：70地点 簡易ガス

B（甲ガス事業者）３５地点 ＋ C（甲ガス事業者）３５地点

簡易ガス

個々の建物にガス発生設備が有るか無いかは問わない。
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７０地点について 「一の団地」において ２

D３５地点＋E６地点＋F６地点＋G６地点＋H６地点＋I６地点＋J６地点

合計７１地点（すべて丙ガス事業者）

簡易ガス

個々の建物にガス発生設備が有るか無いかは問わない。

別の事業者による供給を除けば７０戸に満たない場合は、
簡易ガスにはならない。



「一の団地」事例 （１）
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【事例１】 【事例３】

フェンス

Ｂ
Ｈ

導管

【事例４】

ＢＨ

Ｂ
Ｈ

Ｃ棟６０戸

【事例２】

【事例１】及び【事例８】は一つの簡易ガス発生設備（ＢＨ）から各需要家建物全てに導管により供給。
【事例２】、【事例３】、【事例４】、【事例５】、【事例６】及び【事例７】は、建物ごとに簡易ガス発生設備（ＢＨ）を設置。
【事例４】及び【事例６】は、田畑、宅地等によって供給地点が分断されている。

一つの簡易ガス発生設備（ＢＨ）からＡ棟及びＢ棟に
対し導管により供給（総供給地点数80戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

簡易ガス発生設備（ＢＨ）はＡ棟及びＢ棟のそれぞれ
に設置。（Ａ棟及びＢ棟は導管接続されてない。）両
建物の間には、道路、河川、鉄道、田畑、山林、宅
地等分断するものが何もない（総供給地点数80戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

Ａ棟とＢ棟は事例２のとおり、一の団地内となる。Ｂ棟とＣ棟の間には道があるが、道路法第３条
に規定する道路であって道路幅が6.5ｍ以上ないため、分断しているとはいえない（総供給地点数

140戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

田畑又は
宅地又は
山林等

Ｄ棟５０戸

Ｂ棟
３０戸

ＢＨ

Ａ棟及びＢ棟の間にはフェンスがあるが、フェン
ス・柵・塀は恒久的な構築物ではないため分断
しているとはいえない（総供給地点数80戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

ガス事業法第２条第３項に規定する「一の団地」の事例

Ｂ
Ｈ

Ｂ棟
３０戸

Ｂ
Ｈ

Ａ棟５０戸
ＢＨ

簡易ガス発生設備

簡易ガス事業の許可が必要

Ｂ棟
３０
戸

Ａ棟５０戸

Ａ棟５０戸

Ｃ棟とD棟の間は、田畑等により分断されてお
り、Ｄ棟は70戸未満である（供給地点数50戸）

→簡易ガス事業の許可が不要

ＢＨ
Ａ棟５０戸

Ｂ棟
３０戸

Ｂ
Ｈ

道路幅
６ｍ



「一の団地」 事例 （２）
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【事例５】 【事例６】

ＢＨ

Ｂ
Ｈ

Ｃ棟のみ他

社供給

Ｂ
Ｈ

ＢＨ ＢＨ

ＢＨ

【事例７】 【事例８】  道路幅６．５ｍ

水路 導管

ＢＨ
Ｂ
Ｈ

田畑

Ｄ棟
５０戸

Ｂ棟
50戸

Ａ
棟
2
0
戸

住宅
1戸

住宅

Ｃ棟
３０戸

ＢＨ

Ａ棟
５0戸

Ｄ棟40戸

Ａ棟５0戸

畑

住宅

住宅

住宅

Ｃ棟３０戸

Ｂ棟
30戸

住宅

1戸

　水路

住宅

1戸

Ａ棟
５0戸

Ｂ棟１０戸

Ａ棟とＢ棟とを区切るものとして田畑があるが、Ａ棟とＢ棟の一部がＡ棟の駐車場によ
り繋がっており、完全に区切られていない（総供給地点数80戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

具体的な事案については経済産業局にご相談下さい。

Ａ・Ｂ棟とＤ棟を区切るものとしてＣ棟（他社供給）があるが、完全に区切られておらず
一の団地内と判断（総供給地点数100戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

ＢＨ

住宅

一つの簡易ガス発生設備（ＢＨ）からＡ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟及び住宅に対
し導管により供給（総供給地点数153戸）

→簡易ガス事業の許可が必要

Ｂ棟１０戸

Ｃ棟４０戸

Ａ・Ｂ棟とＣ棟の間は、水路及び住宅で分断されており、Ａ・Ｂ棟、Ｃ棟そ
れぞれに70戸未満である（Ａ・Ｂ棟総供給地点数60戸、C棟40戸）

→簡易ガス事業の許可が不要

Ａ棟駐車場



37

時折耳にする誤った解釈（噂）

一つの導管で７０戸以上つながってなければ、簡易ガスにならない。
→ ×

特定ガス発生設備の数は問わない。（通達）

一の団地の中にある、集合住宅（簡易ガスの導管とつないでいない）は、
液石法で対応してよい。 → ×

特定ガス発生設備の数は問わない。（通達）
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建物のオーナーが違えば、一の団地の中で７０戸以上でも、
簡易ガスにならない。 → ×

ガス事業法上、一の団地関係法令において
建物のオーナーの規定は、存在しない

M&Aに要注意

同じ会社になることにより、一の団地になってしまうことがある。



法令違反について

未許可地点にガスを供給
◦ ガス事業法第３７条の２に違反
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（事業の許可）
第三十七条の二 簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受

けなければならない。

第五十五条 第三条又は第三十七条の二の許可を受けないで一般ガス事業又は簡易ガス事業を
営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【例示】



プレスにて公表
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                平成 ２ ４年 ●月 ●日 

関 東 経 済 産 業 局 

関東東北産業保安監督部 

  

ガス事業法違反に対する厳重注意について 

 

関東経済産業局及び関東東北産業保安監督部は、●●ガス株式会社に対し現地確認調査等を行

、同社がガス事業法に基づく事業の許可を受けずに、LPガスを導管により７０戸以上に供給し

いる事業を行っている事実を確認しました。 
このため、本日（●月●日）、同社に対し厳重注意を行うとともに、速やかに是正措置を講じ

再発防止策を策定し報告するよう指示しました。 

 

１．経 緯 

（１） 関東経済産業局及び関東東北産業保安監督部は、●●ガス株式会社から●●県●

●町において、LP ガスを導管により７０戸以上へ供給する事実について、必要なガス

事業法の許可を受けずに行っている懸念があるとの申し出を受けた。 
 
（２） このため、関東経済産業局及び関東東北産業保安監督部は、現地確認調査等を実

施し、その結果、ガス事業法第３７条の２に基づく事業の許可を受けずにガスを供給し

ている事実を確認した。 
 

    

２．●●ガス株式会社に対する指示 

  関東経済産業局及び関東東北産業保安監督部は、本日（●月●日）、●●ガス株

式会社に対し文書により厳重注意を行うとともに、速やかに是正措置を講じ、再発防

止策について報告するよう指示した。 

 

 

 

 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 
関東経済産業局 

   資源エネルギー環境部 ガス事業課 
担当者：関根、篠原 

   電話：０４８－６００－０４１４（直通） 



ガス料金はどうやって決まるの？

～ガス事業法第１７条（その２）～

・供給義務を全うするため必要なコスト
・ガス事業法が求める保安義務を果たすため必要なコスト

「適正な原価」

「原価主義」

能率的な経営の下における
「適正な原価」 申請時、原価の内容をチェック

経済産業局

「ガス料金決定の原則」

ガス料金＝ 「適正な原価」 ＋ 「適正な利潤」

ガス事業を行うために投資した設備に対する資本コスト
（株主に対する配当金、社債権者に対する社債利息 等）

「適正な利潤」

「原価主義の原則」
「公正報酬の原則」
「ガスの使用者に対する公平の原則」
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標準係数方式の採用

「料金は個別認可とし、手続きは簡易なものとする」
（昭和４３年１２月２４日の総合エネルギー調査会ガス部会）

①供給方式が容器等を設置するという簡易な設備であって、定型化している。

原価主義に基づき、かつ手続きは簡易なものとするため、
「標準係数方式」が採用

②需要の内容が主として家庭用で需要の種別が単純であることなどのために、
料金原価が比較的類型化できる項目が多い。

③簡易ガス事業者の大部分が兼業部門を持っており、それらとの正確な区分経
理が困難な上、供給地点群ごとの実績原価の想定は更に困難であることなど
の理由から、原価要素については、できるだけ標準化が図られている。
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