
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♬インフォメーション 

◆水道週間 

◇都市ガス料金の割引制度 

 ◆都市ガス機器の助成金制度のご案内 

・家庭用燃料電池『エネファーム』 

  ・省エネ高効率給湯器『エコジョーズ』 

◇ガス水道今昔物語 No.1 

 

ガス水道局では、『家庭用燃料電池 エネファーム』

と『省エネ高効率給湯器 エコジョーズ』の設置につい

て、助成金制度をご用意しております。 

家庭用燃料電池 エネファーム 

省エネ高効率給湯器 エコジョーズ 

※エコジョーズの助成は、温水暖房機能付きの機種

で、温水暖房機器（床暖房や温水ルームヒーターな

ど）を同時に設置することが条件となります。 

 
平成 2９年度 ＶＯＬ.1 

編集・発行 

上越市ガス水道局 

総務課 経営企画室 営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  HP http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/ 

料金のお問い合わせ先 

 TEL 025-522-7030（料金センター） 

助成金 万円/台 

助成台数 ３台 （先着） 

助成金 ３ 万円/台 

助成台数 ７０台 （先着） 

助成金制度の詳しい内容は… 

経営企画室営業開発係まで 

TEL 025-522-5514 

募集期間 
平成 29 年 4 月 10 日～平成 30 年 3 月 15 日 まで 

※ガス水道料金等の支払いは、便利な口座振替をご利用ください。  

ガス水道今昔物語 

高田の市営ガス事業は、大

正2年4月に設立された高田

瓦斯㈱を、大正 7年 10 月に

買収したのが始まりです。当

初は、北本町ガス製造所から

409 戸へ主に燈火用のガス

を供給しました。 北本町ガス製造所 

～ガス事業の始まり～ 

Ｎo.1 

○ 旧高田市 

直江津の市営ガス事業は、昭和 31 年 1 月に事業認可

を得て発足しました。同年 7 月には川原町ガス供給所

が完成し、天然ガスを原料として 924 戸に供給を開始

しました。 

○ 旧直江津市 

○ 旧柿崎町 
昭和 36 年 7 月に事業認可を得て発足しました。昭和

37 年 6 月にガスホルダーが完成し、同年 7 月より天然

ガスを原料として 800 戸に供給を開始しました。 

○ 旧大潟町 
昭和 33 年 8 月に事業

認可を得て発足しまし

た。昭和 34 年 1 月より

地元から産出された天

然ガスを原料として

888 戸に供給を開始し

ました。 

○ 旧中郷村 
昭和 38 年 8 月に事業認可を得て発足しました。昭

和 38年 12 月より天然ガスを原料として 935 戸に供給

を開始しました。 

全国初の村営ガスとして注目されました。 

 

昭和 34 年頃の大潟町のガスホルダー 
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昭和 33 年 8 月に事業

認可を得て発足しまし

た。昭和 34 年 1 月より

地元から産出された天

然ガスを原料として

888 戸に供給を開始し
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昭和 38 年 8 月に事業認可を得て発足しました。昭
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昭和 34 年頃の大潟町のガスホルダー 
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◇都市ガス料金の割引制度 
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ガス水道局では、『家庭用燃料電池 エネファーム』

と『省エネ高効率給湯器 エコジョーズ』の設置につい

て、助成金制度をご用意しております。 

家庭用燃料電池 エネファーム 

省エネ高効率給湯器 エコジョーズ 

※エコジョーズの助成は、温水暖房機能付きの機種

で、温水暖房機器（床暖房や温水ルームヒーターな

ど）を同時に設置することが条件となります。 
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経営企画室営業開発係まで 

TEL 025-522-5514 

募集期間 
平成 29 年 4 月 10 日～平成 30 年 3 月 15 日 まで 

※ガス水道料金等の支払いは、便利な口座振替をご利用ください。  
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正2年4月に設立された高田

瓦斯㈱を、大正 7年 10 月に

買収したのが始まりです。当

初は、北本町ガス製造所から
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37 年 6 月にガスホルダーが完成し、同年 7 月より天然
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地元から産出された天
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888 戸に供給を開始し

ました。 
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昭和 34 年頃の大潟町のガスホルダー 



平成 29 年 4 月より、都市ガス料金の割引制度を

始めました。 

新築や建替などで都市ガスを使用される方の都市

ガス料金を割引きいたします。 

くらしの中の水道 

スローガン 「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」 

水道水が届くまで 

私たちの生活に必要な水道水は、

ダム周辺の水源の森に降った雨が

源です。水源の森に貯まった水は、

湧き水や地下水となって川へ流れ

込んできます。 

川に流れ込んだ水はダムで

貯水されます。上越市では、

正善寺ダムと柿崎川ダムのほ

か、名立川、桑取川水系など

の川の水を主な水源に利用し

ています。 

ダムで貯められた水は、

浄水場で浄化され、水道水

となります。 

水は、浄水場から水道管を

通して各家庭や工場などへ運

ばれ、私たちのもとに届きま

す。 

 はじまりました！ 

詳しくは経営企画室営業開発係 

までお問い合わせください。 

☎025-522-5514

適用イメージ 

子育てプラス割  5％ 

新築お祝い３年割（３年間） 

新築お祝い３年割 5％（３年間） 

子育てプラス割 出産 

◆新築の場合

 
新築時に中学卒業までの 

お子さまが同居している場合 

プラス 5％で 10％割引！ 

◆新築お祝い３年割期間中にお子さまが生まれた

場合

※お客さまからのお申込みが必要です。

※アパートやマンション等の集合住宅は適用になりません。

 

家庭での水の使われ方 

 

 

※平成 27 年度家庭用実績値

用途ごとの水道料金の目安 

  

 

  

※上記料金は平成 27 年度口径 20 ㎜平均単価により試算。

※使用量はご家庭の機器により異なります。

生活のどの場面に

使われているかは、左

のグラフのとおりで

す。 

出典：東京都水道局平成 24 年度 

一般家庭水使用目的別実態調査 
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水道週間は、水道についてのご理解と関心を高めるとともに、水道事業の発展を目的として毎年開

催されています。 

ガス水道局では、お客さまに水道事業の仕組みや水道水の安全性を知っていただくために、「じょ

うえつの水源めぐり」や小学生向けの「水道出前講座」などを行っています。 

 

市内では、一人あたり 1 日約 230 リットル※

の水道水が使用されています。上越市の水道水

は、厳しい水質検査を受け安全な上、500 ミリ

リットルのペットボトル 10 本分で約 1 円とな

り、とても安価です。 

お風呂（200ℓ） 3７.３円 

トイレ（13ℓ） 2.４円 

洗たく（100ℓ） 1８.６円 

お風呂（200ℓ） 3７.３円 

トイレ（ 13ℓ） 2.４円 

洗たく（100ℓ） 1８.６円 


