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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

＜書面の交付＞第十四条＜書面の交付＞第十四条

液化石油ガ 販売事業者は 般消費者等と液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と
液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅
滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消
費者等に 交付しなければならない。費者等 交付しなければならな 。

当該交付した書面に記載した事項を変更した当該交付した書面に記載した事項を変更した
ときは、当該変更した部分についても、同様とす
るる。



液石法（取引の適正化）液石法（取引の適正化）

販売事業者
と消費者間書面内容をご確

取引条件

書面

販売方法

販売価格

と消費者間
の契約

書面内容をご確
認ください。

設備貸与等

規則第１３条

○第５号

「価格算定の方法」「価格算定の方法」

LPｶﾞｽ の消費量に対して幾ら請求されるのか、その価格の算定方法
（例：料金＝基本料金＋従量料金×使用量 等）

「算定の基礎となる項目」

使用量毎に請求する額、使用量の外に請求する額等、計算の基礎算
となる項目（例：基本料金○○円、従量料金１立米当たり○○円等）

（例：液化石油ガス料金表）



「算定の基礎となる項目についての内容説明」

基本料金 重量料金等にはどのような費用が含まれるかについて基本料金・重量料金等にはどのような費用が含まれるかについて
簡明な記載

（例：基本料金はボンベ・メーター等の固定費を回収するものである等）（例：基本料金はボン メ タ 等の固定費を回収するものである等）

○第６号 （規則第１６条第１１号関連説明含む）

「所有関係」所有関係」

消費設備・供給設備の所有権を誰が有しているか

（販売事業者が所有していない設備について、書面上に所有して
いる旨記載しても、その設備の所有権が販売事業者に発生する訳
ではない）

供給設備は販売事業者、
消費設備は消費者等が所
有 れ す有と区分されています。

消費設備の所有権が販売
事業者にある場合は消費事業者にある場合は消費
者等との間に認識の齟齬
が無いこと。



賃貸住宅の場合等 （設備の所有者が消費者か家主が不明な場合等）賃貸住宅の場合等 （設備の所有者が消費者か家主が不明な場合等）

消費設備に係る配管等家屋に敷設されている設備について

所有権の記載は「販売事業者」「お客様」
等 何れにあるかわかる程度の内容で差等、何れにあるかわかる程度の内容で差
し支えない

注意：設備設置費用を販売事業者が負担した場合

法第１４条の書面交付の際に、
設備を販売事業者の所有として

これらの理由をもって、
所有権が販売事業者に

設備を販売事業者の所有として
賃借契約を締結

所有権が販売事業者に
帰属する訳ではないこと
に留意



○第８号

「当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法」

消費設備を利用する場合の具体的な利用料について、毎月、あ
るいは毎年一定額を払うのか等、契約解除までに、いつ、どれ
だけの額を払うのか

液化石油ガス販売事業者所有

消費設備

○第９号（第７号関連含む）

液化石油ガス販売事業者所有
配管

○第９号（第７号関連含む）

「精算額の計算方法」

消費設備に係る配管について 般消費者が支払うべき金額が消費設備に係る配管について、一般消費者が支払うべき金額が
明確に分かるように記載（契約解除が何時であれば、精算額が
幾らになるか）幾 なる ）

残存価格と精算額が一致するように行う方法等、当該配管の設置費
用、設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法



○第１５号の２

「新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合におい「新たに 般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合におい
て、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油
ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているとき

般 費 液 ガ 売事 液は、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液
化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経
過するまでは 当該供給設備を撤去しないこと。過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。

ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガ
販売事業者 意を得 るときは 限り なス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。」



「解約の申し出」「解約の申し出」

契約の当事者である一般消費者等と液化石油ガス
販売事業者において 般消費者等からの契約を解販売事業者において一般消費者等からの契約を解
除する明確な伝達のこと。

本来、供給設備の撤去はその設備を所有する液化石油ガス販
売事業者が行うべきものとして、撤去のための準備期間が必要
であるとし、解除の申し出があってから「相当期間」を経過しない
うちに他の液化石油ガス事業者が供給設備を撤去する事を禁
止している止している。

ただし、当該供給設備について撤去することについて当該液化
石油販売業者 同意を得 る場合は 限り な石油販売業者の同意を得ている場合はこの限りでない。

「相当期間」期 」

当該液化石油販売業者の業務状況や一般消費者等との料金等
の精算手続のために必要な期間



○第１６号○第１６号

「一般消費者等から液化石油ガス販売契約の般消費者等から液化石油ガス販売契約の
解除の申し出があった場合において、当該一
般消費者等から要求があった場合には 液化般消費者等から要求があった場合には、液化
石油ガス販売事業者はその所有する供給設
備を遅滞なく撤去すること備を遅滞なく撤去すること。

撤 がただし、撤去が著しく困難である場合その他正
当な事由があると認められる場合は、この限り
でない。 」



「遅滞なく」

一般消費者等から解約の要求があった場合、事情の許す限り
も早くとのことで、合理的な期間内で撤去を行うべき

切替工事の日程等新旧販売事業者間で調整が必要な場合は、速やかに調
整を行い解決を図る

遅滞なく撤去することとの規定であり、○月○日○時に撤去せよとの請求権
を一般消費者等に付与するものではない

「撤去すること」

当該販売事業者に撤去義務を課しているだけであって、撤去する権
利を付与するものではない利を付与するものではない

「撤去が著しく困難である場合」

小規模導管供給 業務用への供給の場合等 物理的に撤去が困難小規模導管供給、業務用への供給の場合等、物理的に撤去が困難
な場合をいう

「その他正当な理由」その他正当な理由」

契約解除の際に精算されるべき精算額の支払いと供給設備
の撤去は同時に履行するとの契約条項がある場合、消費者が
料金の支払いを不当に遅らせている場合等が該当する。



○第１７号○第１７号

般消費者等から液化石油ガス販売契約の一般消費者等から液化石油ガス販売契約の
解除の申し出があった場合において、消費設
備に係る配管 あ 液化石油ガ 販売事備に係る配管であって液化石油ガス販売事
業者が所有するものについては、当該一般消
費者等が別段の意思表示をする場合、その
他やむを得ない事情がある場合を除き、適正他やむを得ない事情がある場合を除き、適正
な対価で一般消費者等に所有権を移転する
こと （当該配管の所有権が液化石油ガス販こと。（当該配管の所有権が液化石油ガス販
売事業者にある場合に限る。）



「適正な対価」適正な対価」

規則第１３条第９号に定める精算額の計算方法による。

消費設備に係る配管について 液化石油ガスの販売契約解除時に消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に
液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する
場合の精算額の計算方法（当該配管の所有権が液化石油ガス販
売事業者にある場合に限る。）

「当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむ得ない事情
がある場合」がある場合」

当該一般消費者等（＊）が当該配管の所有権の移転を望まない旨の明確
な意思を示す場合等な意思を示す場合等

当該一般消費者等が賃貸住宅に居住するなど 家屋所有者が別の者であ当該 般消費者等が賃貸住宅に居住するなど、家屋所有者が別の者であ
る場合は、所有権は当該家屋所有者。



○切替え時のトラブル回避のために

＜旧販売事業者への確実な通知＞ 新事事業者は委任を受けた者とし
て責任と速やかな手続対応

①営業所時間内に連絡（休業日に注意）①営業所時間内に連絡（休業日に注意）

②原則当該消費者の管轄販売営業所へ（事
前に十分確認）

新旧事業者間で調整・解決、
消費者の意向を尊重

前に十分確認）

③解約のＦＡＸを送付（相手を間違えないこと）

④責任のある人に（転送電話に注意）

旧事業者は撤去義務者として責任

④責任のある人に（転送電話に注意）

⑤確認の電話をいれる（送付先と一致）注意 FAX送信の間違えによるトラブルが
多 と 事業者と 調整を確

＜消費者との関係＞

多いことや、旧事業者との調整を確
実に行うため、内容を確認する。

＜消費者との関係＞

●契約等の取引関係が明確であり、消費者との間に理解の齟齬が無い
●消費者のエネルギー選択の自由を尊重
●ガス料金の合理性 料金算出方法などが消費者に理解●ガス料金の合理性、料金算出方法などが消費者に理解
●保安の確保の徹底、安定供給など



特商法・割販法の改正特商法・割販法の改正

特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律が、平

成２０年６月１８日に公布され、平成２１年１２月１日から施行。

＜規制の抜け穴の解消＞

○別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引

（訪問販売、電話勧誘販売、通信販売）を規制対象に（改正特商法第２条、改正割販法第２

条）

○その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務（例：生鮮食料品、葬儀）等は、○その上で、ク リング オフになじまない商品 役務（例：生鮮食料品、葬儀）等は、

該当規制から除外（改正特商法第26条、改正割販法第３５条の３の６０）

○割賦の定義を見直し、２ヶ月以上後の１回払い、２回払いも規制対象に（改正前は３

回払い以上） （改正割販法第２条）

＜訪問販売の規制強化＞

○訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧

誘をすることを禁止（改正特商法第３条の２）

○訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ

場合、契約後１年間は契約の解除等が可能に（消費者にその契約を結ぶ特別の事情が

あったときは例外）

（改正特商法第９条の２）



その他関係法令その他関係法令その他関係法令その他関係法令

［法律］［法律］

消費者契約法（平成１２年法律第６１号）

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（略称「独占禁止法」）（昭和２２年第５４号）

民法（明治２９年法律第８９号）

「不当な消費者誘因の禁止」

・不当に競争者の消費者を自己と取引するよう誘引し、又は強制する。

「優良誤認の禁止」

・一つの条件をもって、他の条件が同様であると誤解させ、

全体として取引条件が有利であると誤認させる。

「自力救済の禁止」

無断撤去・無断撤去



ご清聴をありがとうございましたご清聴をありがとうございましたご清聴をありがとうございました。ご清聴をありがとうございました。

関 東 経 済 産 業 局関 東 経 済 産 業 局
資源エネルギー環境部資源・燃料課


