
 

 

 

 

 

 

平成 26年 3月 6日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年４月検針分に適用される調整単位

料金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

  

 今回のガス料金の調整は平成２５年１１月～平成２６年１月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

なお、４月１日より、基準平均原料価格を改定するとともに、原料ガスの熱量調整のためにＬＰＧ

を混入することから、平均原料価格の算式を改めました。 

また、原料費調整制度に伴う平成２６年４月検針分に適用する料金につきましては、広報上越３月

１５日号での記事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示等でお知らせいたします。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年 4月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（4月 1日より前から継続して使用している場合） 

   3月 31日までは改定前基準単位料金に 4.72円（税込：5％）上方調整し、4月 1日からは 

改定後基準単位料金に 1.18円（税込：5％）上方調整して料金を算出します。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

基準単位料金 

（円／ｍ３） 

１０２．２７ 

（１１９．２４） 

１００．５９ 

（１１７．５６） 

９９．７５ 

（１１６．７２） 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１０６．９９ 

（１２０．４２） 

１０５．３１ 

（１１８．７４） 

１０４．４７ 

（１１７．９０） 

※上段は改定前料金消費税率 5％の単位料金、下段（ ）内は改定後料金消費税率 5％の単位料金 

 

【平成 26年 4月ガス料金の算出方法】 

 検針した使用量について、4月 1 日を基準日として使用日数で按分し、3 月検針日の翌日から

3月 31日までの使用量に上段の調整単位料金を適用して算出した額と、4月 1日から 4月検針日

までの使用量に下段の調整単位料金を適用して算出した額を合計します。 

 

● 供給約款料金（4月 1日以降新たに使用された場合） 

 改定後基準単位料金に 1.21円（税込：8％）上方調整して料金を算定します。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

基準単位料金 

（円／ｍ３） 
１２２．６５ １２０．９２ １２０．０６ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１２３．８６ １２２．１３ １２１．２７ 

 

【平成 26年 4月ガス料金の算出方法】 

 使用開始日から 4月検針日までの使用量を上記の料金表（消費税率 8％）の調整単位料金を 

適用し、日割り計算して算出します。 

 

 

料 金 表 （平成２６年 4月） 



 

 

 

■4月 1日より前から継続して使用している場合 

（１）3月検針日の翌日から 3月 31日までの期間の算定（改定前料金・消費税率 5％） 

 平成２５年１１月～平成２６年１月 

平均原料価格※１ ２３，０５０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※2 １０，０４０円／㌧ 

◆ ※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

◆ ※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26月 1月貿易統計値）×0.27 

         ＝８５，３７０円／㌧×０．２７ 

         ＝２３，０４９．９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

         ＝２３，０５０円／㌧ 

※上越市ガス水道局一般ガス供給約款 30 条 2 項（2）で規定する平均原料価格の上限額を超え

たため、上限額１６，０６０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１６，０６０円／㌧－１０，０４０円／㌧ 

       ＝６，０２０円／㌧ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝６，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋６，０００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋４．７２５円  

   ＝１０５．３１５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０５．３１円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり４．７２円（税込）上方調整します。 

 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



（２）4月 1日以降 4月検針日までの期間の算定（改定後料金・消費税率 5％） 

 平成２５年１１月～平成２６年１月 

平均原料価格※１ ３２，１５０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※2 ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26月 1月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８５，３７０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，５５５．０９４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26月 1月貿易統計値）×0.0256 

         ＝１０１，３４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，５９４．３０４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，５５５．０９４円／㌧＋２，５９４．３０４円／㌧ 

         ＝３２，１４９．３９８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３２，１５０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３２，１５０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝１，５１０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１，５００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

         ＝１１７．５６円＋１，５００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

         ＝１１７．５６円＋１．１８１２５円 

         ＝１１８．７４１２５円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１８．７４円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．１８円（税込）上方調整します。 

 

 

 



■4月 1日以降新たに使用された場合 

 4月 1日以降 4月検針日までの期間の算定（改定後料金・消費税率 8％） 

 平成２５年１１月～平成２６年１月 

平均原料価格※１ ３２，１５０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※2 ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26月 1月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８５，３７０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，５５５．０９４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26月 1月貿易統計値）×0.0256 

         ＝１０１，３４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，５９４．３０４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，５５５．０９４円／㌧＋２，５９４．３０４円／㌧ 

         ＝３２，１４９．３９８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３２，１５０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３２，１５０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝１，５１０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１，５００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１，５００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１．２１５００円 

         ＝１２２．１３５００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．１３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．２１円（税込）上方調整します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 3月 28日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年５月検針分に適用される単位料金

を平成２６年４月検針分に比べ１ｍ３あたり０．８１円（税込）上方に調整させていただきます。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年４月検針分と比べて、１か月あ

たり３４円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２５年１２月～平成２６年２月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２５年１１月～平成２６年１月）よ

り上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年５月検針分に適用する料金につきましては、広報上越４月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年 5月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年４月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．８１円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては２．０２円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

５月 

（円／ｍ３） 

１２４．６７ １２２．９４ １２２．０８ 

調整単位料金 

（参考）４月 

（円／ｍ３） 

１２３．８６ １２２．１３ １２１．２７ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年５月 

適用料金 

平成２６年４月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５７３円／月 ５，５３９円／月 ３４円／月 ０．０１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年５月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２５年１２月～平成２６年２月 

（５月検針分に適用） 

平成２５年１１月～平成２６年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３３，２２０円／㌧ ３２，１５０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 25年 12月～平成 26月 2月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８８，１００円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３０，５００．２２０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 25年 12月～平成 26月 2月貿易統計値）×0.0256 

         ＝１０６，１４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，７１７．１８４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３０，５００．２２０円／㌧＋２，７１７．１８４円／㌧ 

         ＝３３，２１７．４０４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３３，２２０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３３，２２０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝２，５８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２，５００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２，５００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２．０２５００円 

         ＝１２２．９４５円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．９４円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．０２円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 4月 28日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年６月検針分に適用される単位料金

を平成２６年５月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２４円（税込）上方に調整させていただきます。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年５月検針分と比べて、１か月あ

たり１０円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年１月～平成２６年３月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２５年１２月～平成２６年２月）より

上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年６月検針分に適用する料金につきましては、広報上越５月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年６月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年５月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．２４円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては２．２６円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

６月 

（円／ｍ３） 

１２４．９１ １２３．１８ １２２．３２ 

調整単位料金 

（参考）５月 

（円／ｍ３） 

１２４．６７ １２２．９４ １２２．０８ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年６月 

適用料金 

平成２６年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５８３円／月 ５，５７３円／月 １０円／月 ０．０１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年６月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年１月～平成２６年３月 

（６月検針分に適用） 

平成２５年１２月～平成２６年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３３，５２０円／㌧ ３３，２２０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 1月～平成 26月 3月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８９，０６０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３０，８３２．５７２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 1月～平成 26月 3月貿易統計値）×0.0256 

         ＝１０５，０９０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，６９０．３０４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３０，８３２．５７２円／㌧＋２，６９０．３０４円／㌧ 

         ＝３３，５２２．８７６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３３，５２０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３３，５２０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝２，８８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２，８００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２，８００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２．２６８００円 

         ＝１２３．１８８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２３．１８円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．２６円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 5月 29日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年７月検針分に適用される単位料金

を平成２６年６月検針分に比べ１ｍ３あたり０．１６円（税込）下方に調整させていただきます。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年６月検針分と比べて、１か月あ

たり６円（税込）の引下げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年２月～平成２６年４月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年１月～平成２６年３月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年７月検針分に適用する料金につきましては、広報上越６月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年７月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年６月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．１６円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては２．１０円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

７月 

（円／ｍ３） 

１２４．７５ １２３．０２ １２２．１６ 

調整単位料金 

（参考）６月 

（円／ｍ３） 

１２４．９１ １２３．１８ １２２．３２ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年７月 

適用料金 

平成２６年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５７７円／月 ５，５８３円／月 ▲６円／月 ▲０．０１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年２月～平成２６年４月 

（７月検針分に適用） 

平成２６年１月～平成２６年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３３，２９０円／㌧ ３３，５２０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 2月～平成 26月 4月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８８，８４０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３０，７５６．４０８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 2月～平成 26月 4月貿易統計値）×0.0256 

         ＝９８，９３０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，５３２．６０８円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３０，７５６．４０８円／㌧＋２，５３２．６０８円／㌧ 

         ＝３３，２８９．０１６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３３，２９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３３，２９０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝２，６５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２，６００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２，６００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２．１０６００円 

         ＝１２３．０２６円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２３．０２円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．１０円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 7月 7日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年８月検針分に適用される単位料金

を平成２６年７月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３２円（税込）下方に調整させていただきます。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年７月検針分と比べて、１か月あ

たり１４円（税込）の引下げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年３月～平成２６年５月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年２月～平成２６年４月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年８月検針分に適用する料金につきましては、広報上越７月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年８月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年７月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．３２円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

８月 

（円／ｍ３） 

１２４．４３ １２２．７０ １２１．８４ 

調整単位料金 

（参考）７月 

（円／ｍ３） 

１２４．７５ １２３．０２ １２２．１６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年８月 

適用料金 

平成２６年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５６３円／月 ５，５７７円／月 ▲１４円／月 ▲０．０３％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年８月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年３月～平成２６年５月 

（８月検針分に適用） 

平成２６年２月～平成２６年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３２，８８０円／㌧ ３３，２９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 3月～平成 26月 5月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８８，１７０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３０，５２４．４５４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 3月～平成 26月 5月貿易統計値）×0.0256 

         ＝９２，２００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，３６０．３２０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３０，５２４．４５４円／㌧＋２，３６０．３２０円／㌧ 

         ＝３２，８８４．７７４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３２，８８０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３２，８８０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝２，２４０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２，２００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２，２００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１．７８２００円 

         ＝１２２．７０２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．７０円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 8月 5日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年９月検針分に適用される単位料金

を平成２６年８月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３３円（税込）下方に調整させていただきます。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年８月検針分と比べて、１か月あ

たり１４円（税込）の引下げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年４月～平成２６年６月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年３月～平成２６年５月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年９月検針分に適用する料金につきましては、広報上越８月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年９月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年８月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．３３円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１．４５円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

９月 

（円／ｍ３） 

１２４．１０ １２２．３７ １２１．５１ 

調整単位料金 

（参考）８月 

（円／ｍ３） 

１２４．４３ １２２．７０ １２１．８４ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年９月 

適用料金 

平成２６年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５４９円／月 ５，５６３円／月 ▲１４円／月 ▲０．０３％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年４月～平成２６年６月 

（９月検針分に適用） 

平成２６年３月～平成２６年５月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３２，５００円／㌧ ３２，８８０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 4月～平成 26月 6月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８７，３４０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３０，２３７．１０８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 4月～平成 26月 6月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８８，５６０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，２６７．１３６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３０，２３７．１０８円／㌧＋２，２６７．１３６円／㌧ 

         ＝３２，５０４．２４４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３２，５００円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３２，５００円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝１，８６０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１，８００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１，８００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１．４５８００円 

         ＝１２２．３７８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．３７円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．４５円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 9月 3日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年１０月検針分に適用される単位料

金を平成２６年９月検針分に比べ１ｍ３あたり０．４０円（税込）下方に調整させていただきます。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年９月検針分と比べて、１か月あ

たり１６円（税込）の引下げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年５月～平成２６年７月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年４月～平成２６年６月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年１０月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１５日号での記事掲

載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知

らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年１０月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年９月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．４０円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１．０５円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１０月 

（円／ｍ３） 

１２３．７０ １２１．９７ １２１．１１ 

調整単位料金 

（参考）９月 

（円／ｍ３） 

１２４．１０ １２２．３７ １２１．５１ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年１０月 

適用料金 

平成２６年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５３３円／月 ５，５４９円／月 ▲１６円／月 ▲０．０３％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年５月～平成２６年７月 

（１０月検針分に適用） 

平成２６年４月～平成２６年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３１，９７０円／㌧ ３２，５００円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 5月～平成 26月 7月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８５，７９０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，７００．４９８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 5月～平成 26月 7月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８８，７４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，２７１．７４４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，７００．４９８円／㌧＋２，２７１．７４４円／㌧ 

         ＝３１，９７２．２４２円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３１，９７０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３１，９７０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝１，３３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１，３００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１，３００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１．０５３００円 

         ＝１２１．９７３円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．９７円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．０５円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 10月 6日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年１１月検針分に適用される単位料

金を平成２６年１０月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２４円（税込）下方に調整いたします。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年１０月検針分と比べて、１か月

あたり１０円（税込）の引下げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年６月～平成２６年８月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年５月～平成２６年７月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年１１月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１０月１５日号での記事

掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお

知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年１１月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年１０月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．２４円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては０．８１円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１１月 

（円／ｍ３） 

１２３．４６ １２１．７３ １２０．８７ 

調整単位料金 

（参考）１０月 

（円／ｍ３） 

１２３．７０ １２１．９７ １２１．１１ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年１１月 

適用料金 

平成２６年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５２３円／月 ５，５３３円／月 ▲１０円／月 ▲０．０１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年６月～平成２６年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成２６年５月～平成２６年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３１，７２０円／㌧ ３１，９７０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 6月～平成 26月 8月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８５，０００円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，４２７．０００円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 6月～平成 26月 8月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８９，５４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，２９２．２２４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，４２７．０００円／㌧＋２，２９２．２２４円／㌧ 

         ＝３１，７１９．２２４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３１，７２０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３１，７２０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝１，０８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１，０００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋０．８１０００円 

         ＝１２１．７３０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．７３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり０．８１円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 11月 6日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年１２月検針分に適用される単位料

金を平成２６年１１月検針分に比べ１ｍ３あたり０．０９円（税込）下方に調整いたします。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年１１月検針分と比べて、１か月

あたり４円（税込）の引下げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年７月～平成２６年９月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年６月～平成２６年８月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２６年１２月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１１月１５日号での記事

掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお

知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２６年１２月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年１１月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．０９円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては０．７２円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１２月 

（円／ｍ３） 

１２３．３７ １２１．６４ １２０．７８ 

調整単位料金 

（参考）１１月 

（円／ｍ３） 

１２３．４６ １２１．７３ １２０．８７ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２６年１２月 

適用料金 

平成２６年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５１９円／月 ５，５２３円／月 ▲４円／月 ▲０．０１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２６年１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年７月～平成２６年９月 

（１２月検針分に適用） 

平成２６年６月～平成２６年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３１，５９０円／㌧ ３１，７２０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 7月～平成 26月 9月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８４，７００円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，３２３．１４０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 7月～平成 26月 9月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８８，６５０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，２６９．４４０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，３２３．１４０円／㌧＋２，２６９．４４０円／㌧ 

         ＝３１，５９２．５８０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３１，５９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３１，５９０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝９５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝９００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋９００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋０．７２９００円 

         ＝１２１．６４９円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．６４円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり０．７２円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 26年 12月 2日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２７年１月検針分に適用される単位料金

を平成２６年１２月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３３円（税込）上方に調整いたします。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２６年１２月検針分と比べて、１か月

あたり１４円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年８月～平成２６年１０月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年７月～平成２６年９月）より

上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７年１月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１２月１５日号での記事掲

載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知

らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２７年１月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２６年１２月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．３３円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１．０５円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１月 

（円／ｍ３） 

１２３．７０ １２１．９７ １２１．１１ 

調整単位料金 

（参考）１２月 

（円／ｍ３） 

１２３．３７ １２１．６４ １２０．７８ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２７年１月 

適用料金 

平成２６年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５３３円／月 ５，５１９円／月 １４円／月 ０．０２％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２７年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年８月～平成２６年１０月 

（１月検針分に適用） 

平成２６年７月～平成２６年９月 

（１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３２，０３０円／㌧ ３１，５９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 8月～平成 26月 10月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８６，０２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，７８０．１２４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 8月～平成 26月 10月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８８，０００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，２５２．８００円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，７８０．１２４円／㌧＋２，２５２．８００円／㌧ 

         ＝３２，０３２．９２４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３２，０３０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３２，０３０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝１，３９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１，３００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１，３００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋１．０５３００円 

         ＝１２１．９７３円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．９７円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．０５円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 1月 6日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２７年２月検針分に適用される単位料金

を平成２７年１月検針分に比べ１ｍ３あたり０．９７円（税込）上方に調整いたします。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２７年１月検針分と比べて、１か月あ

たり４０円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年９月～平成２６年１１月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年８月～平成２６年１０月）よ

り上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７年２月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２７年２月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２７年１月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．９７円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては２．０２円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

２月 

（円／ｍ３） 

１２４．６７ １２２．９４ １２２．０８ 

調整単位料金 

（参考）１月 

（円／ｍ３） 

１２３．７０ １２１．９７ １２１．１１ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２７年２月 

適用料金 

平成２７年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５７３円／月 ５，５３３円／月 ４０円／月 ０．０７％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２７年２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年９月～平成２６年１１月 

（２月検針分に適用） 

平成２６年８月～平成２６年１０月 

（１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３３，１４０円／㌧ ３２，０３０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 9月～平成 26月 11月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８９，３３０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３０，９２６．０４６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 9月～平成 26月 11月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８６，３４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，２１０．３０４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３０，９２６．０４６円／㌧＋２，２１０．３０４円／㌧ 

         ＝３３，１３６．３５０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３３，１４０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３３，１４０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝２，５００円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２，５００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２，５００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋２．０２５００円 

         ＝１２２．９４５円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．９４円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．０２円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 2月 3日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２７年３月検針分に適用される単位料金

を平成２７年２月検針分に比べ１ｍ３あたり１．０５円（税込）上方に調整いたします。  

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２７年２月検針分と比べて、１か月あ

たり４４円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２６年１０月～平成２６年１２月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均

価格（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２６年９月～平成２６年１１月）

より上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７年３月検針分に適用する料金につきましては、広報上越２月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２７年３月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２７年２月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり１．０５円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては３．０７円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

３月 

（円／ｍ３） 

１２５．７２ １２３．９９ １２３．１３ 

調整単位料金 

（参考）２月 

（円／ｍ３） 

１２４．６７ １２２．９４ １２２．０８ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２７年３月 

適用料金 

平成２７年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，６１７円／月 ５，５７３円／月 ４４円／月 ０．０１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２７年３月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年１０月～平成２６年１２月 

（３月検針分に適用） 

平成２６年９月～平成２６年１１月 

（２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３４，５３０円／㌧ ３３，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３０，６４０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．３４６２＋ＬＰＧ平均価格×０．０２５６ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２５年６月から８月までのＬＮＧ平均価格８２，４１０円× 

０．３４６２＋平成２５年６月から８月までのＬＰＧ平均価格８２，２３０円×０．０２５６） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 26年 10月～平成 26月 12月貿易統計値）×0.3462 

         ＝９３，５７０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３２，３９３．９３４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 10月～平成 26月 12月貿易統計値）×0.0256 

         ＝８３，４４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝２，１３６．０６４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３２，３９３．９３４円／㌧＋２，１３６．０６４円／㌧ 

         ＝３４，５２９．９９８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３４，５３０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝３４，５３０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝３，８９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝３，８００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋３，８００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋３．０７８００円 

         ＝１２３．９９８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２３．９９円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０８１００円（０．０７５

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり３．０７円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 


