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電気事業法の一部改正に伴う、電ガネット入力
方法の変更点について

電ガネットお知らせ(添付資料)
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11/14から電気事業法の一部改正に伴い、一部手続が事前届出制になります。また、蓄電用の電気工作物の届
出が必要となります。それぞれの入力例についてご説明いたします。

電気事業法一部改正に伴う11/14以降の電ガネットへの入力変更点について

【電気事業法の改正内容】 https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221108003/20221108003.html より
① 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の出力等の変更を事後届出制から事前届出制に改める。
② 発電事業等の用に供する蓄電用の電気工作物を改正法の施行日以後も引き続き維持及び運用しようとするときは、
施行日前に設置場所、出力及び容量等を経産大臣に届け出なければならないこととする。

届出種別

提出時期
（○:該当 / ー:該当なし、
赤字は今回変更箇所）

事後
届出

事前届出*

10日前 9か月前

発電事業届出 ○

発電事業変更
届出

電気工作物（発電所）
の変更の場合 ○ ○ ○

電気工作物（原動力）
の変更の場合 ○ ○ ○

上記以外の変更の場合 ○ ー ー

発電事業承継届出 ○ ー ー

発電事業休止（廃止）届出 ー ○ ○

発電事業解散届出 ー ○ ○

事前届出制の対象

1. 発電事業変更届出
⁃ 例）設置場所変更の届出

⁃ 届出入力画面イメージ

2. 発電事業休止(廃止)届出
⁃ 例１）全発電所の廃止の届出

⁃ 届出入力画面イメージ

⁃ 例２）全発電所の休止の届出
⁃ 届出入力画面イメージ

※発電事業解散届出については発電事業休止
(廃止)届出と同様のため割愛いたします。
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本資料でのご説明内容
本資料では以下のケースに沿って、説明いたします。

【事前届出制に関するご説明】
1. 発電事業変更届出

⁃ 例）設置場所変更の届出
⁃ 届出入力画面イメージ

2. 発電事業休止(廃止)届出*
⁃ 例１）全発電所の廃止の届出

⁃ 届出入力画面イメージ

⁃ 例２）全発電所の休止の届出
⁃ 届出入力画面イメージ

【蓄電用の電気工作物に関するご説明】
3. 発電事業届出

⁃ 例）蓄電用の電気工作物の届出

*発電事業解散届出については発電事業休止(廃止)届出と同様のため割愛いたします。
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発電事業変更届出においては、事前届出における変更内容によって、電気工作物情報もしくは原動力情報の「備
考」欄に変更内容の詳細を記載いただくようお願いいたします。

１．発電事業変更届出

事業者情報

発電事業

• 事業者ID
• 事業者名 等

• 事業状況
• 事業開始日 等

電気工作物（発電所）
• 設置場所
• 周波数 等

電気工作物（原動力）
• 原動力の種類
• 出力 等

担当者連絡先
担当者連絡先A

担当者連絡先B

営業所
担当者連絡先A

担当者連絡先B

手続に含まれる情報イメージ

以下に関する変更届出の場合は、システム内
「発電用の電気工作物」にある備考欄に変更
内容を記載します。
• 発電事業の用に供する発電用の電気工作

物に係る設置の場所
• 周波数

以下に関する変更届出の場合は、システム内
「原動力情報」内にある備考欄に変更内容を
記載します。
• 原動力の種類
• 発電事業の用に供する発電用の電気工作

物に係る出力
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１．発電事業変更届出
設置場所変更に伴う事前届出（入力例）1/３

発電所移転を予定している場合を例に、入力例を記載いたします。

-変更予定日:2022/12/01

-変更内容:発電所移転に伴う設置場所の変更（電気工作物情報の備考欄に変更内容を記載します。）

変更日欄には変更予定日を入力します。
※電気工作物の備考欄に変更内容を記載す
る場合であっても省略することなく記載をお願い
いたします。

変更理由詳細・変更項目欄に変更予定内容
を記載します。
※電気工作物の備考欄に変更内容を記載す
る場合であっても省略することなく記載をお願い
いたします。

該当する変更箇所を指定します。

【変更事項欄】 ※従来通り
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１．発電事業変更届出
設置場所変更に伴う事前届出（事業者入力例）2/３

【発電用の電気工作物-備考 入力サンプル】
記載ルールあり

従来通り、変更箇所を変更します。

備考欄に以下をします。日付はyyyy/mm/dd形式として頂くようお願いいたします。
例）2023/03/31
＜記載頂きたい内容＞
・届出年月日（提出年月日）:yyyy/mm/dd
・変更予定年月日: yyyy/mm/dd
・変更箇所:[項目名]を○○から××へ変更
※変更箇所は変更前と変更後の情報を記載

※複数回の変更届出がある場合は、上書きはせずに、備考欄に記載の前回内容に
追記頂くようお願いいたします。
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2023/08/01

(参考)原動力-備考欄 への入力例

「発電用の電気工作物に係る出力増加/減少」「再稼働の見込みがない一部休止/廃止 」等にかかる変更の場合
は、「原動力情報の編集」内にある「備考欄」に、変更予定の内容を入力してください。

【原動力の備考欄 入力サンプル】

備考欄に以下をします。日付はyyyy/mm/dd形式として頂くようお願い
いたします。
例）2023/03/31
＜記載頂きたい内容＞
・届出年月日（提出年月日）:yyyy/mm/dd
・変更予定年月日: yyyy/mm/dd
・変更箇所:[項目名]を○○から××へ変更
※変更箇所は変更前と変更後の情報を記載

※複数回の変更届出がある場合は、上書きはせずに、備考欄に記載の
前回内容に追記頂くようお願いいたします。

記載ルールあり

１．発電事業変更届出
設置場所変更に伴う事前届出（事業者入力例）3/３

従来通り、変更箇所について変更後の内容を入力します。
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全発電所の廃止を予定している場合のシステム入力例を記載いたします。

２．発電事業休止(廃止)届出
事業者入力具体例:全発電所の廃止に伴う事前届出

【詳細情報 発電事業情報】

発電事業情報の備考欄に以下情報を明記するようお願いいたします。
日付はyyyy/mm/dd形式としてください。
例）2023/03/31

・届出年月日（提出年月日）:yyyy/mm/dd
・廃止予定年月日: yyyy/mm/dd
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全発電所の休止を予定している場合のシステム入力例を記載いたします。

２．発電事業休止(廃止)届出
事業者入力具体例:全発電所の休止に伴う事前届出

【詳細情報 発電事業情報】

発電事業情報の備考欄に以下情報を明記するようお願いいたします。日付は
yyyy/mm/dd形式としてください。
例）2023/03/31

・届出年月日（提出年月日）:yyyy/mm/dd
・廃止予定年月日: yyyy/mm/dd
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経過措置により、蓄電用の電気工作物は様式31の17による届出（発電事業届出）が必要となりますが、電ガネッ
ト上での入力方法は以下とします。

3．発電事業届出
蓄電用の電気工作物を届出する場合

①新規の発電事業者が
発電事業届出を提出す
る場合

電子申請時に、発電用の電気工作物の備考欄に、蓄電用の電気工作物である旨
を追加して記載します。
※入力例は次ページ参照

②過去に発電事業届出
を提出した事業者が発
電事業届出を提出する
場合

既存の発電事業者は、発電事業届出を電ガネットから電子申請することができない
ため、紙様式での届出のみを受付とします。担当の経済産業局に紙様式で提出し
てください。
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3．発電事業届出
新規事業者が蓄電用の電気工作物を届出する入力例（1/2）

【発電用の電気工作物-備考 入力サンプル】
記載ルールあり

容量を特定電気工作物の出力、特定発電用
電気工作物の接続最大電力、の欄に入力し
てください

備考欄に蓄電用の電気工作物である旨を
記載してください

「特定発電用電気工作物の接続
最大電力のうち自己託送に係る電
力」には「0」を、「自己託送を行うが、
電気工作物ごとの自己託送電力を
特定できないため記入不可」は
チェックを外して入力してください

「供給の相手方」は記入不要です。
「供給の内容」の選択肢に該当す
るものがない場合は備考欄に記載
してください。
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【発電用の電気工作物-原動力情報 入力サンプル】

記載ルールあり

3．発電事業届出
新規事業者が蓄電用の電気工作物を届出する入力例（2/2）

「原動力の種類」は「その他」を選択し、「原動力（その他）」に「蓄電池」
と入力してください

「原動力の燃料（主燃料）」は「その他」を選択し、「原動力の燃料（主
燃料）（その他）」に「蓄電池」と入力してください
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発電事業休止（廃止）届出の注意点
・廃止予定の事前届出を提出後、廃止予定年月日よりも前に変更届出を出さなくてはならない場合は、電子
申請ができません。その場合は事前に電ガネットヘルプデスク宛てにご連絡を頂くようお願いいたします。

主な留意事項

発電事業変更届出の注意点
・11/14以降に、一部の発電所、または、一部の原動力の廃止を伴う変更予定の事前届出を提出後、再度
変更届出を提出する必要がある場合は、手続起票時に初期セットされる発電所・原動力の情報が欠損してい
る可能性があります。この場合は、提出時点の発電所情報・原動力情報の再入力が必要となる事がございま
す。

発電事業届出の注意点
・蓄電池の入力について不明な点については、電ガネットヘルプデスク宛てにご連絡を頂くようお願いいたします。

電ガネット ヘルプデスク
電話:050-2018-7696
受付時間:平日9時～18時


