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3事業者の皆さまへ 電気

ガス

本事業の実施には、事業者の皆さまのご理解、ご協力が必要不可欠です。

事業者の皆さまにおかれては、電気料金・都市ガス料金の更なる上昇は、日

本の経済社会に広範な影響を与えるものであり、国民生活の基盤を守るとい

う本事業の趣旨をご理解賜り、

１．補助対象事業者としての事業登録・参画、

２．値引き単価の表示、

３．本事業に関する積極的な広報、

についてご協力、ご尽力賜りますよう、何卒、お願い申し上げます。

事業者の皆さまへ



1.事業概要



51.事業概要 事業目的と概要

世界情勢を背景としたエネルギー価格の高騰による電気・都市ガス料金の上昇は、日本の経済社会に

広範な影響を与えています。電気料金は、来年春以降さらに上昇する可能性があり、都市ガスも、今

後料金の上昇が見込まれます。これらにより、家庭や企業等の負担増加が見込まれます。

この状況に対応するため、国民のみなさまの負担緩和策として、各小売事業者等を通じて、電気・都

市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業等

を支援する事業を実施いたします。

事業目的

電気

ガス

事業概要

国が定める値引き単価により電気料金・都市ガス料金の値引きを行った電気・都市ガスの小売事業者

等に対して、以下の支援を行います。

A. 電気料金値引き原資の支援

値引き単価は、低圧契約：７円/kWh、高圧契約：3.5円/kWh

B. 都市ガス料金値引き原資の支援

値引き単価は、30円/㎥



61.事業概要 事業概要
ガス

項目 内容

支援対象期間

令和5年1月以降
※支援対象期間については、12月下旬に確定する燃料費調整単価（電気）、原料費調整単価
（ガス）が適用される検針分から開始となります。燃料費調整単価以外（電気）、原料費調
整単価以外（ガス）で値引きを行う場合は、原則、1月使用・2月検針分から開始となります。

手続期間
（登録・申請期間）

令和4年11月22日（火）15時から令和4年12月12日（月）17時まで
※締め切りを待たずに随時審査を行い採択決定いたします。

申請方法
電子申請
※特設サイトより交付規程/公募要領/申請様式等をダウンロードし申請フォームより申請
URL:https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

精算方法
毎月概算払いを実施
※最終概算払いを終了後、翌月以降に精算払いを実施予定

電気



71.事業概要 支援対象期間の考え方
ガス

電気

1月 2月 3月 ～ 9月 10月

※本補助事業は、然るべき予算措置の決定を前提としており、公表時点の本事業の内容に沿って作成されているものであるため、
今後、予告なく変更がなされる可能性がありますので、ご了承ください。

1月使用分

・・・・

本補助事業は1月～9月までの使用分を基にした
検針月ベースを支援対象期間としております。

補助金の支払における対象は検針月ベースとなる点ご留意ください。

本補助事業の支援対象期間
2023年2月検針分～2023年10月検針分

2月使用分 3月使用分 9月使用分

2月検針分 3月検針分 4月検針分 9月検針分 10月検針分

検針 検針 検針 検針 検針



81.事業概要 事業概要
電気

項目 内容

対象事業者
小売電気事業者等
※電気事業法に基づく小売電気事業者の登録を受けた者、一般送配電事業者、登録特定送配電事業
者、高圧一括受電事業者等、需要家に対して供給を行っている者を対象とします。

支援内容

値
引
き
原
資

需要家（家庭・企業等）の使用量に応じた電気料金の値引き原資を支援。
【低圧】値引き単価：７円/kWh （税込み）
【高圧】値引き単価：3.5円/kWh（税込み）
※補助金は税抜きで支払い

シ
ス
テ
ム
改
修
費
等

本事業を行うために、値引き処理及び値引きの事実を需要家に対して明示する機能が備わっていな
いシステムの改修費等を支援。
1. 値引き処理に係る機能
2. 値引きの事実を需要家に対して明示する機能
1.2.の合計で300万円（税抜き）/申請を上限とする。



91.事業概要 事業概要

項目 内容

対象事業者

ガス事業法に基づく都市ガスのガス小売事業者等
※ガス事業法に基づく都市ガス（旧簡易ガスを含まない）のガス小売事業者（一般ガス導管事業者
または特定ガス導管事業者の導管によりガスを供給する事業者）、ローリーによりLNGを工場や病
院などの需要家に供給する事業者、一般ガス導管や特定ガス導管またはローリーにより供給される
都市ガスやLNGを小売導管によりガス供給するガス小売事業者等を対象とします。

支援内容

値
引
き
原
資

需要家の使用量に応じた都市ガス料金の値引き原資を支援。
値引き単価：30円/㎥（税込み）
※対象需要家は家庭及び都市ガスの年間契約量が1000万㎥未満の企業等
※発電事業者向けの販売量は除く
※補助金は税抜きで支払い

シ
ス
テ
ム
改
修
費
等

本事業を行うために、値引き処理及び値引きの事実を需要家に対して明示する機能が備わっていな
いシステムの改修費等を支援。
1. 値引き処理に係る機能
2. 値引きの事実を需要家に対して明示する機能
1.2.の合計で300万円（税抜き）/申請を上限とする。

ガス



101.事業概要 需要家への明示について
電気

ガス

本補助事業では、需要家に対して
①値引き額の明示と、②値引き単価の公表をお願いします。

値引き額の明示

値引き単価の公表

①

②

・毎月の検針票、請求書、WEB明細等へ“値引き単価”の明示
※検針票、請求書、WEB明細のいずれかの明示でも可。

（記載例） 「政府の支援で、使用量×○円が値引きされています」
※「○円」は適用される値引き単価

・公式ホームページ等にて“値引き単価”と“値引き例”の明示

※各事業者毎に具体的な明示方法を申請時に提示して頂きます。
※上記以外の支援対象者の要件は公募要領をご確認ください。



111.事業概要 契約変更時の書面交付の扱いについて
電気

令和4年11月22日公布・11月23日施行

電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）の一部改正省令の概要

① 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の１３第２項及び第２条の１４第１項の経済産

業省令で定める場合として、小売電気事業者等が、令和４年１０月２８日の閣議決定「物価高克

服・経済再生実現のための総合経済対策」（以下「総合経済対策」という。）に基づき行われる電

気料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契

約を変更する場合をそれぞれ追加する。

② 電気事業法第２７条の２６第３項において読み替えて準用する電気事業法第２条の１３第２項及

び電気事業法第２７条の２６第３項において読み替えて準用する電気事業法第２条の１４第１項の

経済産業省令で定める場合として、登録特定送配電事業者等が、総合経済対策に基づき行われる電

気料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契

約を変更する場合をそれぞれ追加する。

値下げも含む契約変更時に求める書面交付義務について、
今回の措置を速やかに開始するため、不要とする特例を措置します。



121.事業概要 契約変更時の書面交付の扱いについて
ガス

値下げも含む契約変更時に求める書面交付義務について、
今回の措置を速やかに開始するため、不要とする特例を措置します。

令和4年11月22日公布・11月23日施行

ガス事業法施行規則（昭和４５年通商産業省令第９７号）の一部改正省令の概要

ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第１４条第２項及び第１５条第１項の経済産業省令で定め

る場合として、ガス小売事業者等が、令和４年１０月２８日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現

のための総合経済対策」に基づき行われる都市ガス料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な

範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更する場合をそれぞれ追加する。



13

対応例① 対応例② 対応例③

供給条件又は各料金表の附則に追記 「その他の供給条件」として別冊設定 ホームページ上に詳細を公表

1.事業概要 値引きに伴う供給約款変更等の対応例
電気

ガス

供給
条件

供給
条件

供給
条件

料金
表

自社
サイト

軽減措置の内容を
上書き規定

供給
条件

供給
条件

供給
条件

料金
表

その他
の供給
条件

供給
条件

供給
条件

供給
条件

料金
表

軽減措置の内容を
別冊で規定

軽減措置の内容を
自社サイトに公表

供給約款の変更については、各社の判断となりますが、次のような例が考えられます。



141.事業概要 値引きに伴う供給約款変更等の対応例
電気

１ 適用範囲

この△△供給条件は，□□供給約款にもとづき低圧または高圧で電気の供給を受けるお客さまに適用いたします。

２ 適用期間

適用期間は，2023年○月の検針日から2023年○月の検針日の前日までといたします。

３ 燃料費調整

燃料費調整とは，□□供給約款の電力量料金において，燃料費調整額を加えることまたは差し引くことをいいます。

４ 料金

２（適用期間）に定める適用期間における，□□供給約款に定める電力量料金は，

□□供給約款に定める燃料費調整によらず，燃料費調整単価が～により算定される場合は、別表によって算定される燃料費調

整単価を差し引くものとし、燃料費調整単価が～により算定される場合は、別表によって算定される燃料費調整単価を加えるもの

といたします。

別表

燃料費調整単価

(１) 基準燃料費調整単価（通常の燃料費調整単価）

(２) 燃料費調整単価

・燃料費調整単価＝基準燃料費調整単価 － 特別措置の燃料費調整単価

・特別措置の燃料費調整単価

(３) 燃料費調整額

(４) 基準単価

1キロワット時につき
低圧で供給を受ける場合 ７円００銭

高圧で供給を受ける場合 ３円５０銭

対応例①、対応例②の記載イメージ（燃料費調整額を通じて反映する例）



151.事業概要 値引きに伴う供給約款変更等の対応例
電気

１ 適用範囲

この△△供給条件は，□□供給約款にもとづき低圧または高圧で電気の供給を受けるお客さまに適用いたします。

２ 適用期間

適用期間は，2023年○月の検針日から2023年○月の検針日の前日までといたします。

３ 料金

２（適用期間）に定める適用期間における，□□供給約款に定める電力量料金は，

４（●●割引額）に定める●●割引額を差し引いたものといたします。

４ ●●割引額

●●割引額は，その１月の使用電力量に次に定める割引単価を適用して算定いたします。

1キロワット時につき
低圧で供給を受ける場合 ７円００銭

高圧で供給を受ける場合 ３円５０銭

対応例①、対応例②の記載イメージ（料金割引等を通じて反映する例）



161.事業概要 値引きに伴う供給約款変更等の対応例

（１）この□□約款は、2023年○月○日から実施します。

（２）2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づき、 2023年○月の検針日の翌日から

2023年○月の検針日までにおいては、年間契約量が1000万立方メートル未満のお客さまのこの□□約款に定める調整単位料金

（１立方メートル当たり）は、～によって算定される調整単位料金（１立方メートル当たり）から30円（１立方メートル当た

り）を引き下げたものとします。

対応例①、対応例②の記載イメージ（原料費調整額を通じて反映する例）

ガス

※原調がない料金については、「調整単位料金（１立方メートル当たり）」を「単位料金（１立方メートル当たり）」とすることが考

えられます。



2.申請



182.申請 申請概要
電気

ガス

※交付決定通知は予算措置確定後となります。

項目 内容

手続期間 令和4年11月22日（火）15時から令和4年12月12日（月）17時まで
※本公募は、締め切りを待たずに随時審査を行い採択決定いたします。

申請方法
特設Webサイトより電子申請

※電子申請以外の申請は原則受付不可

特設Webサイト
URL https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

申請手順

1. 特設Webサイトより公募要領等の必要書類をダウンロードし内容のご確認

2. 特設Webサイトの申請フォームからアカウントを作成し事業者情報の登録

3. 必要書類の作成（各種申請様式の作成・商業登記簿謄本などの必要書類の準備）

4. 申請様式と必要書類のアップロード

※“システム改修経費”が間に合わない場合は先に“料金値引き”のみで申請可能

審査 電気・ガス価格激変緩和対策事務局（以降事務局）にて申請内容を審査
※申請不備等がある場合は事務局より申請担当者へ連絡し修正等のご案内を差し上げます。

結果通知 採択された事業者へは交付決定通知を事務局より送付



192.申請 申請フロー
電気

ガス

小売事業者等
（申請者）

事務局

特設サイト 審査担当

申請前の問合せ 申請方法等案内

公募要領等の確認 様式一覧

サイトからダウンロード
・交付規程
・公募要領

・各種申請様式

①アカウント発行と
事業者情報の登録 申請フォーム

③書類のアップロード
/申請完了 申請フォーム

・各様式と必要書類のアップロード
審査実施

※不備等がある場合は個別にご連絡

審査完了連絡
交付決定通知

交付決定通知
受領

電子メールまたはマイページより通知

事業開始（システム改修実施） 特設サイトでの公表

※システム改修費等の申請に時間を要する場合は
先に料金値引きの申請のみ実施可能

※交付決定通知は予算措置確定後となります。

②申請様式の作成

様式 書類

次
ペ
ー
ジ
以
降
で
詳
細
説
明



202.申請 申請手順の詳細 ①アカウント発行と事業者情報の登録
電気

ガス

交付規程・公募要領等を確認

マイページのアカウント発行

事業者情報等の必要事項の登録

申請書類・自由書式の作成、添付書類の準備

必要書類のマイページへのアップロード

アップロードを終え「申請する」ボタンを押す

事務局審査

交付決定

・特設サイトからアカウント登録を行います。
・原則、電気１、ガス１のアカウントにて交付申請を行っていただきます。

・特設サイト
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

・事業者情報を登録します。
事務局との連絡窓口となる実務担当者等の連絡先を入力してください。

①アカウント発行と事業者情報の登録



212.申請 申請手順の詳細 ①アカウント発行と事業者情報の登録
電気

ガス

・本事業の特設サイトから左のページに遷移します。

・必要事項を入力します。

①「ID」を入力
※ご自身で設定

半角英数字4文字以上20文字以下

②メールアドレスを入力

③パスワードを入力
※ご自身で設定

半角の大小英字、数字、記号1文字以上含めた8字以上で
入力してください

「パスワード」「パスワード（確認用）」は同じものを入力

④「送信」を押下

アカウント発行

マイページのアカウント発行は、必ず申請者自身が行ってください。

ID、メールアドレス、パスワードのログインに必要な情報はメモし、
第三者に操作されないよう適切な管理をお願いします。

1

2

3

4



222.申請 申請手順の詳細 ①アカウント発行と事業者情報の登録
電気

ガス

アカウント発行

・入力したメールアドレス宛に
左図のメールが届きます。

・到着後、「メールアドレスを承認」ボタンを押し、
メールアドレス認証を行ってください。

・なお、メールはシステムからの自動送信です。
返信はできませんのでご注意ください。

・アカウントに関するメールが「迷惑メール」フォルダに
振り分けられる場合があります。
あらかじめ「@denkigas-gekihenkanwa.go.jp」のドメインからの
メールを受信できるよう設定してください。

※「メールアドレスを承認」ボタンをクリックできない場合は
メール下部に記載されているURLをコピーしてブラウザに貼付してください。

・メールが届かない場合は、左図の画面から再送信を行います。
「承認メールの再送信」をクリックしてください。



232.申請 申請手順の詳細 ①アカウント発行と事業者情報の登録
電気

ガス

事業者情報入力【法人情報】

・法人情報を入力します。

①「法人番号」を入力し、「法人番号入力」ボタンを押下
「事業者名」「郵便番号」「本社所在地」が自動入力されます
※法人番号がわからない場合は、
「こちら」からリンク先にて調べることができます。

②「事業者名」をカタカナで入力

③「代表者役職」を入力

④「代表者名」を入力

⑤「代表者名」をカタカナで入力

⑥「設立年月日」を入力
・西暦で入力してください
・1699年以前の設立の場合は1700/01/01で入力してください
・履歴事項全部証明書に記載されている

設立年月日を入力してください
・合併特例を利用する際には、合併年月日を入力してください
・NPO法人や公益法人等特例（寄附金等を主な収入源とする

NPO法人の場合）で申請する場合には、認証年月日を
入力してください

⑦「事業者概要ページのURL」を入力（任意）
・URLがない場合は、事業内容の概要を入力してください

1

2

3

4

5

6

7

※こちらのフォームは記入途中で中断しますと、
環境によりリセットがかかりますので、
すべてご記入いただいたうえで忘れずに「保存」ボタンを
押してください。



242.申請 申請手順の詳細 ①アカウント発行と事業者情報の登録
電気

ガス

事業者情報入力【事業者情報】【担当者情報】

・事業者情報を入力します。（左図は「電気」を選択した場合）
※補助金を申請するサービス（電気またはガス）の事業者情報を入力してください

両方申請する場合は両方の事業者情報を入力してください

①「申請区分」をプルダウンから選択

②「登録小売電気/ガス事業者番号」を入力
※登録小売電気/ガス事業者番号を5桁で入力してください

④「登録小売電気/ガス事業者 登録年月日」を入力

⑤「登録小売電気/ガス事業の開始年月日（予定含む）」を入力

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

・担当者情報を入力します。
①「担当者部署名」を入力（任意）

②「担当者役職名」を入力（任意）

③「担当者名」を入力

④「担当者名」をカタカナで入力

⑤「担当者電話番号」を入力

⑥「担当者メールアドレス」を確認（入力済み）
※アカウント登録時のメールアドレスです

・必要情報を誤りなく入力し、「保存」ボタンを押してください

【事業者情報】

【担当者情報】



252.申請 申請手順の詳細 ②申請様式の作成
電気

ガス

交付規程・公募要領等を確認

マイページのアカウント発行

事業者情報等の必要事項の登録

申請様式の作成、添付書類の準備

必要書類のマイページへのアップロード

アップロードを終え「申請する」ボタンを押す

事務局審査

交付決定

・申請書類を作成し、添付書類を準備します。
指定様式等は本事業の特設サイトからダウンロード可能です。

・特設サイト
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

②申請様式の作成



262.申請 申請様式一覧
電気

ガス

書類No 提出書類名 書式 形式 提出

事業者公募時 - 交付申請時のチェックリスト 指定 PDF ●全社

様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る交付申請書 指定 PDF ●全社

別紙1-1 値引き原資補助金計画書（電気） 指定 Excel
△小売電気事業者の場合、必須
（高圧一括受電事業者を除く）

別紙1-2 値引き原資補助金計画書（都市ガス） 指定 Excel △都市ガスの小売ガス事業者の場合、必須

別紙1-3 値引き原資補助金計画書（高圧一括受電事業者） 指定 Excel △高圧一括受電事業者の場合、必須

別紙1-4 誓約事項等 同意書 指定 PDF ●全社

別紙1-5 実施体制図 指定 PDF ●全社

別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 指定 PDF ●全社

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 指定 PDF ●全社

別紙1-8 システム改修等計画書 指定 PDF
△システム改修等に要する補助対象経費の
補助金を申請する場合

別紙1-9 役員名簿 指定 PDF ●全社

様式11 事前着手のための届出書 指定 PDF
△システム改修等に要する補助対象経費の
補助金を申請する場合、かつ交付決定前に
システム開発の事前着手を希望する場合

- 商業登記簿謄本 定形 PDF ●全社

- 法人税の納税証明書 定形 PDF ●全社

- 決算報告書（1期分） 自由 PDF ●全社

- 会社概要 自由 PDF ●全社

- 小売電気事業者・小売ガス事業者等の概要がわかる資料 自由 PDF ●全社

- 口座情報がわかる資料 自由 PDF ●全社

●：全社 △：一部

※ 上記書類の提出に合わせて実績を証明する書類（供給地点特定番号、売電力量等）の提出が必要となる可能性があります。
※ 必要項目等は今後変更される可能性があります。

補助金交付申請時に提出が必要な申請様式等の一覧



272.申請 申請様式
電気

別紙1-1 値引き原資補助金計画書（電気）記入例

１

２

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

契約区分ごとに、2022年の電力販売量実績(2022年2月検針分以降)（kWh）を記入して下さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業補
助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

１

２

A



282.申請 申請様式
ガス

別紙1-2 値引き原資補助金計画書（都市ガス） 記入例

1

2

A

事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

事業形態ごとに、2022年のガス販売量合計(2022年2月検針分以降) （㎥またはt）を記入して下さい。

「補助金交付申請額」の計算結果が表示されます。この結果を、「様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業補
助金に係る交付申請書」の所定の場所に記入して下さい。

1 A

2



292.申請 申請様式
ガス

1 改修予定のシステム名を記入して下さい。

システムの所有者を記入して下さい。

システム改修が完了する時期（予定）を記入して下さい。

改修内容を具体的に記入して下さい。

システム改修を外部委託する場合は対応ベンダーを記入
して下さい。相見積もりを取る場合は複数社記入して下
さい。

対象ベンダーを選定した理由を記入して下さい。

システム改修に要する経費の見込み費用を税抜きで記入
して下さい。
記入した金額 を「様式第1 電気・ガス価格激変緩
和対策事業補助金に係る交付申請書」の所定の場所に記
入して下さい。

2

3

5

6

4

※ ガスおよび電気のいずれも販売している事業者は、ガスおよび電
気の計画書をそれぞれ提出して下さい。

※ 上限（3百万円）を超える場合は、3,000,000円と記入して下さい。

別紙1ｰ8 システム改修等計画書 記入例

B

7

システム改修に要する補助対象経費の補助金を申請する場合は
本計画書をご提出下さい。

電気

1

2

3

4

B

5

6

7



302.申請 申請様式
ガス

様式第1 電気・ガス価格激変緩和対策事業補助金に係る交付申請書 記入例

1

A

B

「別紙1ｰ1 値引き原資補助金計画書（電気）」 もしくは「別
紙1ｰ2 値引き原資補助金計画書（ガス）」の「補助金交付申請
額」を転記して下さい。

「別紙1ｰ8 システム改修計画書」に記入した、「見込み費用」
を転記して下さい。
※ 上限（3百万円）を超える場合は、3,000,000円と記入して

下さい。

「１．値引き原資（税抜き）」と 「２．システム改
修に要する経費（税抜き）」を合算した金額を記入して下さ
い。

電気

A B

１

A

B



312.申請 申請様式
ガス

別紙1-5 実施体制図 記入例

１ 事業者情報に入力する事業者名、担当者を記入して下さい。

事業者情報に入力する本補助事業の関わるスタッフの想定
人数を各担当者ごとに記入して下さい。

料金の値引き表示に関わる会社、および、システム改修費
の申請をする場合は、システム改修に関する会社を記入し
て下さい。
高圧一括受電事業者は、供給元の小売事業者も記入して下
さい。

２

３

電気

事業者名

担当者名

※本補助事業の実施に関する、具体的な実施体制を記載すること

全般担当者

値引き実績報告確認担当者

システム担当者

XX株式会社

XX

本補助事業
に関わる

スタッフ人数
（想定）

XX 名予定

XX 名予定

XX 名予定

実施体制図

※以下の赤枠・赤字は記入例。削除して新たに記載して下さい。
※料金の値引きに関わる会社（料金徴収事業者等）や、システム改修費の申請をする場合は、外部ベンダー
等を記入して下さい。
※高圧一括受電事業者は、供給元の小売事業者も記入して下さい。

事業者備考欄

料金徴収体制

システム開発体制

支払い
「料金値引き・

値引き表示」

当社（小売電気事業者）

関東地域：関東〇〇電力

中部地域：中部〇〇電力

需要家

関東地域：約3万世帯

中部地域：約1.5万世帯

事務局

外部ベンダー

実績値の報告

概算払い申請
補助金支払い

システム

開発委託

システム納入

１

２

３



32

証憑説明欄

別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの【証憑台紙】

2.申請 申請様式

別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 参考

電気

【証憑名称】
電気供給約款
ホームページの単価が記載されいてるページのスクリーンショット

【説明】
約款には値下げ前の料金を記載、ホームページ上で国による軽減措
置による値引きがされていることを記載

１ 料金計算における値引きの単価が確認可能かつ公募時
に値引き前の単価が確認可能な証憑を台紙に貼付して
下さい。
＜証憑例＞
• 約款内値引き単価、値引き前単価記載箇所等

本補助金により、値引きが実施された事実がわかる箇
所にしるし等を記載して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を詳細
に記入して下さい。

３

２

電気供給約款

３

※政府の支援で、使用量×○円が値引きされ
ています

１

2

※概算払い時に値引き後の単価を確認させていただきます

燃料調整単価（１kWhあたり）

Ｎ月 Ｎ＋１月

低圧 〇〇 〇〇

高圧 〇〇 〇〇

特別高圧 〇〇 〇〇

関東

ご提供エリア 区分

HP等 燃料調整費単価公開画面

2
１



332.申請 申請様式
ガス

証憑説明欄

別紙1-6 料金計算における値引きの単価が確認可能なもの【証憑台紙】

別紙1-6 料金計算における値引き前の単価が確認可能なもの 参考

【証憑名称】
ガス供給約款
ホームページの単価が記載されているページのスクリーンショット

【説明】
約款には値下げ前の料金を記載、ホームページ上で国による軽減措
置による値引きがされていることを記載

１ 料金計算における値引きの単価が確認可能かつ公募時
に値引き前の単価が確認可能な証憑を台紙に貼付して
下さい。
＜証憑例＞
• 約款内値引き単価、値引き前単価記載箇所等

本補助金により、値引きが実施された事実がわかる箇
所にしるし等を記載して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を詳細
に記入して下さい。

３

２

ガス供給約款 HP等 原料調整費単価公開画面

2

３

※政府の支援で、使用量×○円が値引きされ
ています

１
１

2

※概算払い時に値引き後の単価を確認させていただきます

提供エリア
原料調整単価

N月 N＋１月

関東 〇〇 〇〇

中部 〇〇 〇〇



34

証憑説明欄

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの【証憑台紙】

2.申請 申請様式

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 参考

電気

【証憑名称】
電気ご使用量のお知らせ（検針票）

【説明】
検針票の余白欄に注記（※）として、国による軽減措置による値引
きがされていることを記載

ご使用期間

ご使用日数

今回検針日

次回検針日

営業所 地区作業区 番号 種別

××× ××× ××× ×××

ご使用量

最初の××kwhまで 当月 前月

××～××まで

××～

燃料費調整額＊

        ※ 燃料費調整単価には、国による電気料金軽減措置（▲〇円/kWh）を含んでいます。

×××円××銭

再エネ賦課金 ×××円××銭

口座振替割引 ー××円××銭

指示数
差引ご使用量

電力量料金

×,×××円××銭

×,×××円××銭 ××××××× ×××× ×××× ×××kwh

×××円××銭

ご請求予定額（税込） ×,×××円 ×××kwh

内訳

　基本料金 ×,×××円××銭
計器番号

（ご契約種別）従量電灯××× （ご契約容量）　×××アンペア

お客様番号 供給地点特定番号

計算区
××××××××××××××××××××××

×××

×××日
日本　太郎　様

×月×日～×月×日

×月×日～×月×日 （引込柱）×××××××

電気ご使用量のお知らせ いつもご利用いただきありがとうございます。

××××年×月×日

×月×日～×月×日

１ 需要家に対して値引き等が確認できる証憑を台紙
に貼付して下さい。
＜証憑例＞
• 電気・都市ガス使用量のお知らせ（検針票）
• 電気・都市ガスの請求書

本補助金により、値引きが実施された事実がわか
る箇所にしるし等を記入して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を
詳細に記入して下さい。

３

１

政府の支援で、使用量×○円が値引きされています
2

２

３

※②の実際の記載は申請時点での証憑には反映していなくても問題ございません。



352.申請 申請様式
ガス

証憑説明欄

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの【証憑台紙】

別紙1-7 需要家に対しての値引きの事実を明示できるもの 参考

【証憑名称】
ガスご使用量のお知らせ（検針票）

【説明】
検針票の余白欄に注記（※）として、国による軽減措置による値引
きがされていることを記載

１ 需要家に対して値引き等が確認できる証憑を台紙
に貼付して下さい。
＜証憑例＞
• 都市ガス使用量のお知らせ（検針票）
• 都市ガスの請求書

本補助金により、値引きが実施された事実がわか
る箇所にしるし等を記入して下さい。

証憑説明欄に、貼付した証憑の名称および説明を
詳細に記入して下さい。

３

２

３

１

政府の支援で、
使用量×○円
が値引きされ

ています
2

２

※②の実際の記載は申請時点での証憑には反映していなくても問題ございません。



362.申請 申請手順の詳細 ③書類アップロード/申請完了
電気

ガス

交付規程・公募要領等を確認

マイページのアカウント発行

事業者情報等の必要事項の登録

申請書類・自由書式の作成、添付書類の準備

必要書類のマイページへのアップロード

アップロードを終え「申請する」ボタンを押す

事務局審査

交付決定

・必要情報の入力、必要書類のアップロードを完了し、
事務局の定める期限までに、マイページの「申請する」
ボタンを押すことで、本事業への交付申請が完了します。
アカウント発行だけでは交付申請となりません。

・１者１アカウントのみ交付申請できます。

・必要書類をマイページにアップロードします。
原本は廃棄せずに保管すること。
※提出を求めることがあります。

③書類アップロード/申請完了



372.申請 申請手順の詳細 ③書類アップロード/申請完了
電気

ガス

・ マークをクリックし、添付の提出書類を
アップロードしてください。

提出書類アップロード

・トップページをクリックし、申請TOPページへ移動します。

・マイページTOPの「申請する」ボタンを押し、
提出書類ページに移動します。

・ 「ファイルを追加」をクリックすると
ファイルを増やすことができます。

・ファイルのアップロードが完了したら、
「確認画面へ」をクリックします。



382.申請 申請手順の詳細 ③書類アップロード/申請完了
電気

ガス

・誤りがなければ、「申請する」ボタンをクリックして
申請します。

交付申請内容確認

・事業者情報と合わせて、内容確認画面となります。
入力内容に誤りがないか確認してください。

※内容に修正がある場合は「戻る」を押下してください



392.申請 申請手順の詳細 ③書類アップロード/申請完了
電気

ガス

申請完了

・申請完了画面が表示されます。

・申請後のトップページでは、
ステータスが「審査中」となります。



402.申請 その他：パスワードを忘れた場合①
電気

ガス

パスワードを忘れた場合-1

・設定したパスワードを忘れてしまった場合は、
以下の方法でパスワードの再設定ができます。

※なお、確認にあたっては「ログインID」
「登録したメールアドレス」の情報が必要です

①ログインページの「パスワードを忘れた方はこちら」をクリック

1

②「登録したメールアドレス」を入力し、
「送信」ボタンを押下

2



412.申請 その他：パスワードを忘れた場合②
電気

ガス

パスワードを忘れた場合-2

３

・登録したメールアドレスに送付されたメールを確認

・「パスワードのリセット」をクリックします。

③新しく設定するパスワードを入力
※ご自身で設定

半角の大小英字、数字、記号1文字以上含めた8字以上で
入力してください

「パスワード」「パスワード（確認用）」は同じものを入力

・「送信」をクリックします。



422.申請 その他：ログインIDを忘れた場合
電気

ガス

ログインIDを忘れた場合

・設定したログインIDを忘れてしまった場合は、
以下の方法で確認ができます。

※なお、確認にあたっては「登録したメールアドレス」の情報が必要です

①ログインページの「IDを忘れた方はこちら」をクリック1

②「登録したメールアドレス」を入力し、「送信」ボタンを押下

2

③登録したメールアドレスに送付された
「ログインIDを忘れた方へメールを送信しています」メールを確認

メール本文にログインIDが記載されています。

3



432.申請 その他：メールアドレスの変更
電気

ガス

メールアドレスの変更

・メールアドレスを変更したい場合は、
以下の方法でパスワードの再設定ができます。

・左のページ一覧より「メールアドレス変更」をクリックし
変更ページへ移動します。

1
①新しく登録したいメールアドレスを入力

2

③新しく登録したメールアドレスに送付された
「メールアドレスの変更」メールを確認

3

・「メールアドレスを承認」をクリックします。

②①と同じメールアドレスを再入力

・「送信」をクリック



3.精算



453.精算 概算払いと精算払いの定義
電気

ガス

項目 定義

概算払い
事業者から事務局への販売量実績の報告を受けて、毎月概算払いを行
う制度です。検針月の翌月20日までに申請いただき、原則、検針月の
翌月末までに支払いを行います。

精算払い

最終の値引きを実施し、さらに最終の概算払い終了後、事業者から実
績報告書の提出をしていただきます。初回申請からの証憑等をチェッ
クした上で適正な補助金額を確定し、実績報告書の提出から翌々月末
までに精算払いを行います。なお、交付すべき補助金額が確定した場
合において、既にその額を超える概算払い、前払いによる支払が行わ
れていたときは、その超える部分の補助金は返還していただくことと
なります。
※精算払い申請の際に各需要家の販売量実績等をご提出いただく場合
もございます。
※精算払いの上で事業が終了



463.精算 料金値引き原資に関する概算払い
電気

項目 基本方針

概算払いの頻度 毎月実施

実績根拠 販売量実績

補助対象額の算出方法
販売量実績に対して、国が定める単価を乗じて算出。
※料金プランによる差額補正を行う可能性があります。

補助額の差額補正
（精算払い）

料金プラン等により販売量実績により算出された補助対象額と実際の
値引き額に差分が生じた場合は、精算払いにより差額分の補正を実施
する可能性があります。

前払いについて

通常の概算払いの支払い時期では本事業の遂行が著しく困難であり、
かつ事務局の追加審査で妥当性が認められた場合に限り、概算払いよ
り早い支払時期での前払いを行う。
前払い金額は前年同月実績等を基に算出し、販売量実績を基に翌月に
前払い分の差額調整を行う。（差額調整申請）

ガス

※概算払いに必要な各種様式は別途特設サイトにて公開いたします。



473.精算 料金値引き原資に対する概算払いフロー
ガス

n-1月
使用月

n月
検針月

n＋1月
概算払い申請→補助金支払い

事
業
者

需
要
家

事
務
局

供給

使用

検針
販売量実績

確定
請求・受領

支払

概算払
申請

審査 支出

当月末に支払
（不備が無い場合）

電気

概算払い申請は販売量実績の確定後に実施し
申請後不備等が無い場合でn+1月末に補助金を支出

受領

※対象事業者によっては概算払い支払い時期が異なる場合があります。

当月20日まで



48

n-1月
使用月

n月
検針月

n＋1月
販売量実績提出→差額補正

事
業
者

事
務
局

n月
前払い申請

3.精算 料金値引き原資に対する前払いフロー
ガス

n-1月
前払い申請

販売量実績
確定

差額調整申請
（実績提出）

審査 支出

当月末に支払
（不備が無い場合）

電気

前払いは毎月4日までに前年同月実績等をもとに申請し月末に支払い
翌月の前払い支払時に販売量実績との差額を補正

受領

n月4日まで

支出
n-1月

前払い審査

受領

ｎ-1月分との差額金額を調整
した額にてn月分を支出

ｎ月
前払い審査

n+1月4日まで

※対象事業者によっては支払い時期が異なる場合があります。
※前払い終了後、翌月以降に差額調整申請を行い、補助額の調整等を実施。

当月20日まで



493.精算 システム改修費等に関する概算払い
ガス

項目 基本方針

概算払いの頻度 システム改修後1回

実績根拠
対象のシステム改修における
見積書、仕様書、請求書、納品書、支払証明証憑類等

補助対象額 対象システム改修費等（上限300万円）

事前着手
事前着手を希望して申請した場合は、事務局からの交付決定を待たず
に公募開始後からシステム改修への着手が可能。
※事前着手の届出は必要

電気

※概算払いに必要な各種様式は別途特設サイトにて公開いたします。



503.精算 システム改修費等に関する概算払いフロー
ガス

申請から発注まで 概算払い申請

事
業
者

シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー

事
務
局

電気

システム改修完了後、システムベンダーへの支払い完了を以て概算払い申請を実施
当月7日までに申請、不備等が無い場合当月末に支払

※概算払い終了後、翌月以降に精算払い申請を行い、補助額の補正等を実施。

見積取得
仕様確定

申請

改修 納品

受領及び
支払

審査 交付決定

発注

※事前着手にて申請した場合
交付決定を待たずに申請後に発注可能

概算払い
申請

審査

当月7日まで

支出

受領

当月末に支払い
（不備が無い場合）



4.全体スケジュール
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令和4年 令和5年

11月 12月 1月 2月 3月 4月以降

6.全体スケジュール 本事業の全体スケジュール
電気

ガス

値引き対象期間

11/22（火）
15時手続き開始

12/12（月）
17時公募〆切

12月下旬
値引き後の

料金単価の確定

・・・・・・

・・・・・・概算払い期間

登録・申請
期間

補助金申請・採択
（順次採択を実施）



5.不正防止



547.不正防止 不正防止対応について

不正防止の観点から事務局にて各種帳票等を基に厳格に審査いたします。

不正が判明した場合には、電気事業法及びガス事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧
告等を行う場合があります。
悪質な事例については、電気事業法に基づく小売電気事業登録取消及びガス事業法に基づ
くガス小売事業登録取消の事案の公表及び債権回収、賠償請求の実施、刑事告発等の法的
措置をとる場合があります。

事務局は値引き先である需要家の実在性等のサンプルチェックを実施いたします。

申請不備を含め不正疑義が発見された場合は、事務局よりお電話等で確認依頼をさせていただくこと
があります。

不正が発覚した場合には補助金を返還していただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

電気

ガス



557.不正防止 サンプルチェックの実施
電気

ガス

項目 基本方針

サンプルチェック頻度 毎月実施

チェック実施方法
事務局より指定する対象需要家の実績情報を基に需要家への支払実態
等のサンプルチェックを実施
※詳細については別途お知らせいたします。



6.お問合せ先



576.お問合せ先 電気・ガス価格激変緩和対策 事務局

電気・ガス価格激変緩和対策事務局

事業特設サイト

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

事業者向け窓口

03-6372-7821

平日9:00～17:00（土日、祝日、年末年始を除く）

需要家向け窓口

0120-013-305

平日9:00～17:00（土日、祝日、年末年始を除く）

補助事業の制度内容に係る
需要家からのご質問は需要家向け窓口へ

※12月以降土日対応を実施予定

事務局より本事業に関するアンケートをメールで送付いたしますので、
各社様ご回答の程よろしくお願い申し上げます。


