
旧一般ガスみなしガス小売事業者の経営効率化努力の実施状況  

 
 この資料は、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会都市ガス事業料金制度分科会
の報告を踏まえて、本省所管の旧一般ガスみなしガス小売事業者が、決算発表時等に公表し
た経営効率化目標及びその達成状況の主なものである。  
 

事業者名  効率化努力目標の内容  達成状況の内容  

 

 

 

東京ガス㈱ 

 

 

目標の発表 

平成２７年１０

 月 

 

達成状況の発表 

令和３年７月 

１．業務効率化・生産性向上による人員のスリム化 

・業務改革の推進やシステム活用、間接部門から営業・フィ

ールド業務分野への人員シフト等の取り組みにより、各業

務の徹底的な効率化と生産性の向上を進め、人員のスリム

化を図っていく。 

 （人） 

 平成 27年度末

見通し 

平成 30年度末 

見込み 
伸び率 

年度末 

在籍人員数 
７，５３１人 ７，２２４人 ▲４．１％ 

 

 

 令和２年度 

実績 

在籍人員数 

（統合会社

分※除く） 

7,524人 

（7,318人） 

・統合会社分206人※を除いた実

績は7,318人であり、左記取り
組みの推進により人員スリム
化を図っております。 

※平成２８年５月に千葉ガス
㈱・筑波学園ガス㈱・美浦ガ
ス㈱を東京ガス㈱へ統合した

時点の人数。 

２．安全かつ安定的な供給基盤の整備 

・平成 27 年度末見通しの導管総延長 57,496km を、平成 30

年度末までに 59,458km まで拡大し、天然ガスシフトを実

現するための安定的な供給基盤を整備する。合わせて経年

導管の入取替えを進め、供給の安全性向上を図る。 

・地震発生時の供給停止区域の極小化等を進め、早期の復旧

を目指すとともに、製造設備等の耐震対策についても引き

続き取り組んでいく。 

・設備投資を進めるにあたり、施工方法の工夫や競争入札等

によるコストダウンを徹底するとともに、積極的な需要開

発を進め、m3当たり固定費の抑制に努めていく。 

 平成 27年度末

見通し 

平成 30年度末

見込み 
伸び率 

年度末 

導管総延長 
57,496km 59,458km 3.4％ 

ガス販売量

（45MJ） 
15,238百万㎥ 16,588百万㎥ 8.8％ 

 

 

 令和２年度 

実績 

導管総延長 

（統合会社

分※除く） 

62,332km 

（60,018km） 

ガス販売量 12,796百万m3 

・積極的な需要開発を行い、導

管延長、ガス販売量の拡大に
取り組んでおります。 

※平成２８年５月に千葉ガス

㈱・筑波学園ガス㈱・美浦ガ
ス㈱を東京ガス㈱へ統合した
年度初めの導管総延長。 

３．省エネルギー・地球温暖化防止への取り組み 

・家庭用燃料電池（エネファーム）、高効率給湯器（エコジョ

ーズ）、高効率ガス空調等の普及拡大を通じ、お客さま先で

のエネルギーの効率的な利用を実現し、省エネルギー・地

球温暖化防止を進めていく。またこうした取り組みにより

負荷率の改善に資する良好な需要の獲得を進め、当社設備

の稼動効率を高める。 

・省エネルギー情報の提供、エコ・クッキングの開催、など

の環境コミュニケーション活動を積極的に進めていく。 

 

販売台数 令和２年度 

実績 

ｴﾈﾌｧｰﾑ 12,268台 

ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 91,431台 

※エネファーム：新築集合は成

約ベース、新築戸建・既築は
落成ベース 

※エコジョーズ：卸売＋支給台

数 
・環境に優しい省エネルギー機
器の普及拡大を図っておりま

す。 



 

事業者名 効率化努力目標の内容 達成状況の内容 

 

 

 

大阪ガス㈱ 

 

 

目標の発表 

  平成３１年２月 

 

達成状況の発表 

 令和３年４月 
 

１．生産性の向上 
ＩｏＴ、ロボティック・プロセス・オートメーションの取り

組みによる業務効率化や、サテライトオフィスの利用促進に
よる「効率的な働き方」の推進等により、生産性の向上を図り
ます。 
これらを通じ、大阪ガス社員数（出向含む）は、２０１７年

度末実績５，７７１人から、２０２０年度末には５，３７５人
となる見通しです。 

   

業務効率化や「効率的な働
き方」を推進した結果、２０２
０年度末の大阪ガス社員数
（出向含む）は、５，２６５人
となりました。 

２．ガス事業基盤の強化（設備投資） 
ガス事業関連の設備投資は、製造設備の需給変化対応

や、供給設備の保安防災力の向上、経年化対応、高圧幹線
の整備等を行い、製造・供給基盤の強靭化を進めます。そ
れとともに、新規顧客に対応する需要本支管・供給管の敷
設といった導管網の拡充等により、２０１８年度から２
０２２年度の累計設備投資額を２，６１４億円として計
画しています。これらの設備投資の実施にあたっては、工
期や仕様の見直し、競争購買のさらなる推進等のコスト
ダウンに従来よりも一層強化・継続して取り組んでいく
ことで、効率的な設備投資を進めていきます。 

 
 ＜附帯事業を除く設備投資額＞       （単位：億円） 

 H29 

（17） 

H30 

（18） 

R1 

（19） 

R2 

（20） 

R3 

（21） 

R4 

（22） 

H30～R4 

累計 

目標 － 454 514 517 526 601 2,614 

実績 420 437 565 685 － － 1,688 

※金額は切り捨て表示 

 

製造所における経年設備の
更新、供給設備における高圧
幹線の整備や経年管対策な
ど、製造・供給基盤の強靭化を
推進した結果、２０２０年度
の設備投資額（附帯事業除く）
は６８５億円となりました。 



３．保安水準・サービス水準の向上等 

＜保安水準の向上＞ 
保安の確保は、ガス事業者の最大の社会的責任であり、事

業運営の前提であると認識しております。今後も、お客さ
まに安心してガスをお使いいただくために、以下の取組を
通じ、保安水準の向上に努めます。 

・最新想定に基づき、都市ガス製造設備における地震・津
波への対策を推進します。 

・ねずみ鋳鉄管・腐食劣化対策管（ねじ支管）などの経年
ガス導管を計画的に改修し、耐震性や耐食性に優れた導
管の導入を推進します。 

・腐食のおそれのあるお客さま先の古い埋設ガス管につ
いて、積極的に改修の提案活動を推進します。 

 
 
 
 
＜サービス水準の向上＞ 
お客さまの暮らしとビジネスの〝さらなる進化″のお

役に立つために、以下の取組を通じ、サービス水準の向上
に努めます。 
〇ご家庭のお客さまに 
・エネファームの高効率化・小型化・低価格化の実現など、

ガスによるお客さまの暮らしの、環境性・安全性・経済
性の向上に貢献します。 

・スマートフォン専用アプリでの入浴見守りやヘルスケ
ア管理を行うなど、ガス機器のＩｏＴ化により、「スマ
ートで安心・快適な暮らし」を推進します。 

 
 
〇業務用・産業用のお客さまに 
・コージェネレーションをはじめとした高効率なガス機

器の普及を通じて、省ＣＯ2、省エネルギー、分散型エ
ネルギーシステムによるエネルギーベストミックスの
実現に貢献します。 

・これらユーティリティに関する設備をお客さまに代わ
って調達し、保守・管理サービスからエネルギー調達ま
で一括で提供するユーティリティエージェントとして
のご提案を推進します。 

 
 
 
 
 
＜環境との調和と持続可能な社会への貢献＞ 
 地域の環境改善や持続可能な社会の発展に貢献するた
めに、以下の取組を通じ、環境との調和を図り、エネルギ
ーと資源の効率的な利用の実現に努めます。 
・お客さま先での天然ガスや高効率製品・システムの普及

拡大に加え、都市ガス製造所や事務所建物等での省エ
ネルギー推進等を通じ、ＣＯ2の削減に貢献します。 

・事業活動で発生する廃棄物やガス導管材料のリサイク
ル等の資源循環や、事業所での緑地管理等による生物
多様性などの環境マネジメントの取組を推進します。 

 

＜保安水準の向上＞ 
・安全確保対策として、沿岸防
災ブロックの形成、製造所
の自家発電設備の強化、お
よび重要建物の水密化など
の対策を完了しました。 

・経年ガス導管のうち、「ねず
み鋳鉄管（要対策導管）」に
ついて、２０２０年度から
２０１５年度に前倒して対
策を完了しました。引き続
き、「ねずみ鋳鉄管（維持管
理導管）」や「腐食劣化対策
管」の対策を行っています。 

＜サービス水準の向上＞ 
○ご家庭のお客さまに 
・２０２０年４月に発売した
新型「エネファームtype S」
の販売が好調に推移し、単
年で初めて２万台を超える
販売実績となりました（※
1） 

・日本初となるインターネッ
ト接続機能を搭載したＩｏ
Ｔ対応ツナガルｄｅ警報器
「スマぴこ」を２０２０年
８月に開発・発売しました 

○業務用・産業用のお客さまに 
・コージェネレーションシス
テムでは、飲食業種を主要
ターゲットとして店舗等の
省ＣＯ２・省エネルギーに
貢献する小形業務用燃料電
池ＳＯＦＣの営業を開始し
ており、今後も排熱の有効
活用が期待できるお客さま
に対し、更なる普及に取り
組んでいきます。 

 

 

＜環境との調和と持続可能な
社会への貢献＞ 
・エネファーム等の高効率ガ
ス機器の販売拡大、事務所
建物の省エネ活動の推進な
どにより、お客さま先なら
びに事業所からのＣＯ２排
出削減に努めました。 

・掘削土リサイクルの促進に
より、掘削土の再生率は９
９％以上の水準を維持しま
した。また、ガス導管で用い
られるポリエチレン管の廃
材を１００％再生利用しま
した。 

・製造所内の緑地モニタリン
グを継続することで、特定
外来生物の移動に関する法
令違反を未然に防止すると
ともに、維持管理コストの
低減につなげました。 



 

（※１）エネファームの累計販売台数の推移 

 

 

 

 

（参考）経営効率化にともなう料金改定の推移（一般ガス供給約款） 

実施日 改定率 実施日 改定率 

H14年 3月 1日 ▲3.67％ H24年 2月 1日 ▲1.25％ 

H15年 2月 27日 ▲0.69％ H27年 1月 1日 ▲1.38％ 

H18年 11月 1日 ▲1.58％ H31年 3月 29日 ▲0.50％ 

H20年 11月 1日 ▲0.95％  

 

  

(単位：台） H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

販売台数 23,000 37,021 48,340 64,048 82,289 100,958 119,653 141,588 



事業者名 効率化努力目標の内容 達成状況の内容 

 

 

 

東邦ガス㈱ 

 

 

目標の発表 

平成２７年７月 

 

達成状況の発表 

令和３年７月 

当社は、これまでも経営効率化を着実に推進してまいりま

した。今後も、お客さま数・ガス販売量などの成長を目指し

ていくなかで、供給安定性と安全・安心の確保、サービスの

向上などを図りつつ、引き続き、経営効率化に取り組んでま

いります。 

今後５年間の経営効率化目標は以下のとおりです。 

 

（１）設備投資（天然ガス需要の拡大、供給基盤の整備） 

潜在需要の動向を踏まえつつ、広域的な導管網の整備やガ

ス輸送能力の向上を図ることで、需要開発を効率的に推進い

たします。それとともに、防災・保安に対する取組みを継続

することで、供給基盤を強靭なものとして、お客さまの安

全・安心を確保いたします。 

これらの実施にあたっては、仕様の見直しや競争入札など

によるコストダウン・効率化を推進してまいります。 

 

 
平成 26年度 

（実績） 

令和元年度 

（計画） 
伸び率 

年度末導管 

延長 
28,197km  30,045km ＋6.6％ 

ガス販売量 

（45MJ/㎥） 
3,958百万 m3 4,410百万 m3 ＋11.4％ 

 

（２）生産性の向上 

現状の要員数を維持する中で、需要開発などによる事業の

成長を図るとともに、人材力・現場力の強化に向けた取組み

を継続することで、従業員一人当たりの生産性を向上してま

いります。 

 

 
平成 26年度末 

（実績） 

令和元年度末 

（計画） 

従業員数 

<一人当たりガス販売量[＊]> 

2,860人  

<100> 

2,860人程度 

<111> 

[＊] 平成 26年度末の一人当たり販売量を 100とした場合の指数 

 

（３）安全・安心の確保、サービスの向上等 

生産・供給設備では、「南海トラフ巨大地震」にも備えた

防災対策に加えて、生産・供給設備の経年化対策、白ガス支

管の取替等によるガス導管の耐震性向上に向けた取組みを進

めてまいります。また、お客さま設備では、家庭用では不良

給排気設備の改善、安全型ガス機器への取替促進、業務用で

は厨房換気センサーの設置完了を目指すなどの安全・安心の

確保に向けた取組みを実施してまいります。 

サービス面では、「省エネ診断ソフト（ｅごこち診断）」や

「ガス機器メンテナンスサービス」によりお客さま一人ひと

りのご要望にお応えするサービスを提供するとともに、お客

さま情報システム「CusTo-net」を活用し、保安や修理業務

の品質向上を図ってまいります。 

お客さま先での省エネルギー・環境負荷の低減や、次世代

への環境教育支援などの取組みを通して、地域社会とともに

環境調和型社会の実現に貢献してまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹路線の建設など、供給基盤の整

備を着実に進め導管延長の拡大を図る

とともに、需要開発に努めておりま

す。         

 

 

 

  

 
令和 2年度 

（実績） 

年度末導管 

延長 
30,069km  

ガス販売量 

（45MJ/㎥） 
3,556百万 m3 

 

 

要員の効率化に努めるとともに、ガ

ス販売量を伸ばすことにより、一人当

たりの生産性向上に努めております。 

 

 

 令和2年度末 

(実績) 

従業員数 

<一人当たりガス販売量[＊]> 

2,750人 

<93> 

 

 

生産・供給設備では、地震・津波対

策や復旧期間の短縮に向けた取り組

み、日常の保安レベルの維持向上を進

めております。 

サービス面では、ガス機器の修理出

張時間の延長や「らくらく暮らしサポ

ート」のサービスの拡充など、お客さ

まの多様なニーズにお応えするサービ

スの提供に取り組んでおります。 

 


