
 

 

 

 

 

 

平成 27年 3月 4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４月検針分に適用される単位料金

を平成２７年３月検針分に比べ１ｍ３あたり０．１７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３月検針分と比べて、１か月あ

たり８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１１月～平成２７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が、前期（平成２６年１０月～平成２６年１２月）

より上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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、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（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３月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり０．１７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３．２４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 

４月 

（円／ｍ３） 

１２５．８９ １２４．１６ １２３．３０ 

調整単位料金 

（参考）３月 

（円／ｍ３） 

１２５．７２ １２３．９９ １２３．１３ 

 

【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４月 

適用料金 

平成２７年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，６２５円／月 ５，６１７円／月 ８円／月 ０．１４％ 

※ 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４月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年１１月～平成２７年１月 

（４月検針分に適用） 

平成２６年１０月～平成２６年１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３４，７３０円／㌧ ３４，５３０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 11月～平成 27月 1月貿易統計値）×0.3462 

         ＝９４，６５０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３２，７６７．８３０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 11月～平成 27月 1月貿易統計値）×0.0256 

         ＝７６，５００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，９５８．４００円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３２，７６７．８３０円／㌧＋１，９５８．４００円／㌧ 

         ＝３４，７２６．２３０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３４，７３０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 

         ＝３４，７３０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝４，０９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝４，０００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＋４，０００円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋３．２４０００円 

         ＝１２４．１６０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２４．１６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３．２４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 4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５月検針分に適用される単位料金

を平成２７年４月検針分に比べ１ｍ３あたり１．２２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２７年４月検針分と比べて、１か月あ

たり５２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１２月～平成２７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２６年１１月～平成２７年１月）よ

り下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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４月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり１．２２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２．０２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） 

１２５．８９ １２４．１６ １２３．３０ 

 

【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５月 

適用料金 

平成２７年４月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，５７３円／月 ５，６２５円／月 ▲５２円／月 ▲０．９２％ 

※ 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５月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２６年１２月～平成２７年２月 

（５月検針分に適用） 

平成２６年１１月～平成２７年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３３，１６０円／㌧ ３４，７３０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 12月～平成 27月 2月貿易統計値）×0.3462 

         ＝９０，７２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝３１，４０７．２６４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 26年 12月～平成 27月 2月貿易統計値）×0.0256 

         ＝６８，４２０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，７５１．５５２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝３１，４０７．２６４円／㌧＋１，７５１．５５２円／㌧ 

         ＝３３，１５８．８１６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３３，１６０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 

         ＝３３，１６０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝２，５２０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 5月 1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６月検針分に適用される単位料金

を平成２７年５月検針分に比べ１ｍ３あたり２．０２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２７年５月検針分と比べて、１か月あ

たり８４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２７年１月～平成２７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２６年１２月～平成２７年２月）より

下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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５月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり２．０２円（税込）の 

引下げとなります。 

なお、平成２７年６月に適用する基準単位料金に対しての調整はありません。 

   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） 

１２２．６５ １２０．９２ １２０．０６ 

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２７年６月 

適用料金 

平成２７年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，４８９円／月 ５，５７３円／月 ▲８４円／月 ▲１．５０％ 

※ 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６月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年１月～平成２７年３月 

（６月検針分に適用） 

平成２６年１２月～平成２７年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ３０，６７０円／㌧ ３３，１６０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 27年 1月～平成 27月 3月貿易統計値）×0.3462 

         ＝８３，９２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２９，０５３．１０４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 1月～平成 27月 3月貿易統計値）×0.0256 

         ＝６３，３２０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，６２０．９９２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２９，０５３．１０４円／㌧＋１，６２０．９９２円／㌧ 

         ＝３０，６７４．０９６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝３０，６７０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 

         ＝３０，６７０円／㌧－３０，６４０円／㌧ 

         ＝３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝０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＋０円／１００円×０．０７５円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円＋０円 

         ＝１２０．９２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２０．９２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ての、調整はありません。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 6月 1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７月検針分に適用される単位料金

を平成２７年６月検針分に比べ１ｍ３あたり２．６０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２７年６月検針分と比べて、１か月あ

たり１１０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２７年２月～平成２７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２７年１月～平成２７年３月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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６月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり２．６０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２．６０円（税込）下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） 

１２０．０５ １１８．３２ １１７．４６ 

調整単位料金 

（参考）６月 

（円／ｍ３） 

１２２．６５ １２０．９２ １２０．０６ 

 

【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７月 

適用料金 

平成２７年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，３７９円／月 ５，４８９円／月 ▲１１０円／月 ▲２.００％ 

※ 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７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年２月～平成２７年４月 

（７月検針分に適用） 

平成２７年１月～平成２７年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２７，３９０円／㌧ ３０，６７０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 27年 2月～平成 27月 4月貿易統計値）×0.3462 

         ＝７４，５００円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２５，７９１．９００円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 2月～平成 27月 4月貿易統計値）×0.0256 

         ＝６２，３２０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，５９５．３９２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２５，７９１．９００円／㌧＋１，５９５．３９２円／㌧ 

         ＝２７，３８７．２９２円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２７，３９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２７，３９０円／㌧ 

         ＝３，２５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝３，２００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×３，２００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－２．５９２００円 

         ＝１１８．３２８００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１８．３２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２．６０円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 7月 1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８月検針分に適用される単位料金

を平成２７年７月検針分に比べ１ｍ３あたり２．３５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４１ｍ３の標準的なご家庭では、平成２７年７月検針分と比べて、１か月あ

たり９６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２７年３月～平成２７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２７年２月～平成２７年４月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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７月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり２．３５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４．９５円（税込）下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） 

１１７．７０ １１５．９７ １１５．１１ 

調整単位料金 

（参考）７月 

（円／ｍ３） 

１２０．０５ １１８．３２ １１７．４６ 

 

【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８月 

適用料金 

平成２７年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

４１ｍ３ ５，１６５円／月 ５，２６１円／月 ▲９６円／月 ▲１.８２％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４１ｍ３（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８月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年３月～平成２７年５月 

（８月検針分に適用） 

平成２７年２月～平成２７年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２４，５２０円／㌧ ２７，３９０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 27年 3月～平成 27月 5月貿易統計値）×0.3462 

         ＝６６，１５０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２２，９０１．１３０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 3月～平成 27月 5月貿易統計値）×0.0256 

         ＝６３，２００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，６１７．９２０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２２，９０１．１３０円／㌧＋１，６１７．９２０円／㌧ 

         ＝２４，５１９．０５０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２４，５２０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２４，５２０円／㌧ 

         ＝６，１２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝６，１００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×６，１００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－４．９４１００円 

         ＝１１５．９７９００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１５．９７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４．９５円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 8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９月検針分に適用される単位料金

を平成２７年８月検針分に比べ１ｍ３あたり２．２６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４１ｍ３の標準的なご家庭では、平成２７年８月検針分と比べて、１か月あ

たり９３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２７年４月～平成２７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２７年３月～平成２７年５月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７年９月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１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 

 営業保安課 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８月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３あたり２．２６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７．２１円（税込）下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） 

１１５．４４ １１３．７１ １１２．８５ 

調整単位料金 

（参考）８月 

（円／ｍ３） 

１１７．７０ １１５．９７ １１５．１１ 

 

【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９月 

適用料金 

平成２７年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

４１ｍ３ ５，０７２円／月 ５，１６５円／月 ▲９３円／月 ▲１.８０％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４１ｍ３（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９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年４月～平成２７年６月 

（９月検針分に適用） 

平成２７年３月～平成２７年５月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２１，６８０円／㌧ ２４，５２０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 27年 4月～平成 27月 6月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５７，９９０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２０，０７６．１３８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 4月～平成 27月 6月貿易統計値）×0.0256 

         ＝６２，４６０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，５９８．９７６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２０，０７６．１３８円／㌧＋１，５９８．９７６円／㌧ 

         ＝２１，６７５．１１４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２１，６８０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２１，６８０円／㌧ 

         ＝８，９６０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝８，９００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×８，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．２０９００円 

         ＝１１３．７１１００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．７１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７．２１円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 8月 31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１０月検針分に適用される単位料

金を平成２７年９月検針分に比べ１ｍ３あたり０．７３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２７年９月検針分と比べて、１か月あ

たり３１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２７年５月～平成２７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２７年４月～平成２７年６月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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０．７３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７．９４円（税込）下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） 

１１４．７１ １１２．９８ １１２．１２ 

調整単位料金 

（参考）９月 

（円／ｍ３） 

１１５．４４ １１３．７１ １１２．８５ 

 

【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１０月 

適用料金 

平成２７年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１５５円／月 ５，１８６円／月 ▲３１円／月 ▲０.６０％ 

※ 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１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年５月～平成２７年７月 

（１０月検針分に適用） 

平成２７年４月～平成２７年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２０，８２０円／㌧ ２１，６８０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 27年 5月～平成 27月 7月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５５，７２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１９，２９０．２６４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 5月～平成 27月 7月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５９，７２０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，５２８．８３２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１９，２９０．２６４円／㌧＋１，５２８．８３２円／㌧ 

         ＝２０，８１９．０９６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２０，８２０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２０，８２０円／㌧ 

         ＝９，８２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝９，８００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×９，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．９３８００円 

         ＝１１２．９８２００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１２．９８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７．９４円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 10月 1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１１月検針分に適用される単位料

金を平成２７年１０月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３２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２７年１０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２７年６月～平成２７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２７年５月～平成２７年７月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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０．３２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７．６２円（税込）下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） 

１１５．０３ １１３．３０ １１２．４４ 

調整単位料金 

（参考）１０月 

（円／ｍ３） 

１１４．７１ １１２．９８ １１２．１２ 

 

【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１１月 

適用料金 

平成２７年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１６９円／月 ５，１５５円／月 １４円／月 ０.２７％ 

※ 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１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年６月～平成２７年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成２７年５月～平成２７年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２１，２３０円／㌧ ２０，８２０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 27年 6月～平成 27月 8月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５７，０１０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１９，７３６．８６２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 6月～平成 27月 8月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５８，２４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，４９０．９４４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１９，７３６．８６２円／㌧＋１，４９０．９４４円／㌧ 

         ＝２１，２２７．８０６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２１，２３０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２１，２３０円／㌧ 

         ＝９，４１０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝９，４００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×９，４００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．６１４００円 

         ＝１１３．３０６００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．３０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７．６２円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 11月 4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１２月検針分に適用される単位料

金を平成２７年１１月検針分に比べ１ｍ３あたり０．４１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２７年１１月検針分と比べて、１か月

あたり１７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２７年７月～平成２７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２７年６月～平成２７年８月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２７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２７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 

 営業保安課 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０．４１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７．２１円（税込）下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） 

１１５．４４ １１３．７１ １１２．８５ 

調整単位料金 

（参考）１１月 

（円／ｍ３） 

１１５．０３ １１３．３０ １１２．４４ 

 

【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１２月 

適用料金 

平成２７年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１８６円／月 ５，１６９円／月 １７円／月 ０.３３％ 

※ 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１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年７月～平成２７年９月 

（１２月検針分に適用） 

平成２７年６月～平成２７年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２１，６９０円／㌧ ２１，２３０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 27年 7月～平成 27月 9月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５８，６１０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２０，２９０．７８２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 7月～平成 27月 9月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５４，６２０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，３９８．２７１円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２０，２９０．７８２円／㌧＋１，３９８．２７１円／㌧ 

         ＝２１，６８９．０５４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２１，６９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２１，６９０円／㌧ 

         ＝８，９５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝８，９００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×８，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．２０９００円 

         ＝１１３．７１１００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．７１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７．２１円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 12月 1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２８年１月検針分に適用される単位料金

を平成２７年１２月検針分に比べ１ｍ３あたり０．１６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のご家庭では、平成２７年１２月検針分と比べて、１か月あたり６

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２７年８月～平成２７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２７年７月～平成２７年９月）より

上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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 

 営業保安課 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０．１６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７．０５円（税込）下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） 

１１５．６０ １１３．８７ １１３．０１ 

調整単位料金 

（参考）１２月 

（円／ｍ３） 

１１５．４４ １１３．７１ １１２．８５ 

 

【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２８年１月 

適用料金 

平成２７年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１８６円／月 ６円／月 ０.１２％ 

※ 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２８年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年８月～平成２７年１０月 

（１月検針分に適用） 

平成２７年７月～平成２７年９月 

（１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２１，８５０円／㌧ ２１，６９０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 27年 8月～平成 27月 10月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５９，３１０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２０，５３３．１２２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 8月～平成 27月 10月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５１，５６０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，３１９．９３６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２０，５３３．１２２円／㌧＋１，３１９．９３６円／㌧ 

         ＝２１，８５３．０５８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２１，８５０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２１，８５０円／㌧ 

         ＝８，７９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝８，７００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×８，７００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．０４７００円 

         ＝１１３．８７３００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．８７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７．０５円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 27年 12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２８年２月検針分に適用される単位料金

を平成２８年１月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２４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のご家庭では、平成２８年１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２７年９月～平成２７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２７年８月～平成２７年１０月）よ

り下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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 

 営業保安課 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２８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０．２４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７．２９円（税込）下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） 

１１５．３６ １１３．６３ １１２．７７ 

調整単位料金 

（参考）１月 

（円／ｍ３） 

１１５．６０ １１３．８７ １１３．０１ 

 

【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２８年２月 

適用料金 

平成２８年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１８２円／月 ５，１９２円／月 ▲１０円／月 ▲０.１９％ 

※ 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２８年２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年９月～平成２７年１１月 

（２月検針分に適用） 

平成２７年８月～平成２７年１０月 

（１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２１，５７０円／㌧ ２１，８５０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 27年 9月～平成 27月 11月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５８，６１０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝２０，２９０．７８２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 9月～平成 27月 11月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５０，０７０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，２８１．７９２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝２０，２９０．７８２円／㌧＋１，２８１．７９２円／㌧ 

         ＝２１，５７２．５７４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２１，５７０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２１，５７０円／㌧ 

         ＝９，０７０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝９，０００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×９，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．２９０００円 

         ＝１１３．６３０００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．６３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７．２９円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 28年 1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２８年３月検針分に適用される単位料金

を平成２８年２月検針分に比べ１ｍ３あたり０．６５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のご家庭では、平成２８年２月検針分と比べて、１か月あたり２７

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２７年１０月～平成２７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２７年９月～平成２７年１１月）

より下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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 

 営業保安課 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２８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０．６５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７．９４円（税込）下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） 

１１４．７１ １１２．９８ １１２．１２ 

調整単位料金 

（参考）２月 

（円／ｍ３） 

１１５．３６ １１３．６３ １１２．７７ 

 

【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２８年３月 

適用料金 

平成２８年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１５５円／月 ５，１８２円／月 ▲２７円／月 ▲０.５２％ 

※ 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２８年３月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年１０月～平成２７年１２月 

（３月検針分に適用） 

平成２７年９月～平成２７年１１月 

（２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ２０，７９０円／㌧ ２１，５７０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 27年 10月～平成 27月 12月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５６，１９０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１９，４５２．９７８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 10月～平成 27月 12月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５２，２１０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，３３６．５７６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１９，４５２．９７８円／㌧＋１，３３６．５７６円／㌧ 

         ＝２０，７８９．５５４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝２０，７９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

         ＝３０，６４０円／㌧－２０，７９０円／㌧ 

         ＝９，８５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝９，８００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×９，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－７．９３８００円 

         ＝１１２．９８２００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１２．９８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７．９４円（税込）下方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 


