
 

 

 

 

 

 

平成 28年 2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４月検針分に適用される単位料金

を平成２８年３月検針分に比べ１ｍ３あたり０．８９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３月検針分と比べて、１か月あたり３７

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１１月～平成２８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２７年１０月～平成２７年１２月）

より下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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 

 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０．８９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８．８３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 

４月 

（円／ｍ３） 

１１３．８２ １１２．０９ １１１．２３ 

調整単位料金 

（参考）３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２８年４月 

適用料金 

平成２８年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，１１８円／月 ５，１５５円／月 ▲３７円／月 ▲０.７２％ 

※ 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４月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年１１月～平成２８年１月 

（４月検針分に適用） 

平成２７年１０月～平成２７年１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １９，６７０円／㌧ ２０，７９０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 11月～平成 28月 1月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５２，８３０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１８，２８９．７４６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 11月～平成 28月 1月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５３，９７０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，３８１．６３２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１８，２８９．７４６円／㌧＋１，３８１．６３２円／㌧ 

         ＝１９，６７１．３７８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１９，６７０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－１９，６７０円／㌧ 

         ＝１０，９７０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１０，９００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×１０，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－８．８２９００円 

         ＝１１２．０９１００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１２．０９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８．８３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 4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５月検針分に適用される単位料金

を平成２８年４月検針分に比べ１ｍ３あたり０．８９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４月検針分と比べて、１か月あたり３８

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１２月～平成２８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２７年１１月～平成２８年１月）よ

り下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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０．８９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９．７２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 

５月 

（円／ｍ３） 

１１２．９３ １１１．２０ １１０．３４ 

調整単位料金 

（参考）４月 

（円／ｍ３） 

１１３．８２ １１２．０９ １１１．２３ 

 

【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５月 

適用料金 

平成２８年４月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，０８０円／月 ５，１１８円／月 ▲３８円／月 ▲０.７４％ 

※ 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５月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２７年１２月～平成２８年２月 

（５月検針分に適用） 

平成２７年１１月～平成２８年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １８，６１０円／㌧ １９，６７０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 12月～平成 28月 2月貿易統計値）×0.3462 

         ＝５０，０４０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１７，３２３．８４８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 27年 12月～平成 28月 2月貿易統計値）×0.0256 

         ＝５０，３８０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，２８９．７２８円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１７，３２３．８４８円／㌧＋１，２８９．７２８円／㌧ 

         ＝１８，６１３．５７６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１８，６１０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－１８，６１０円／㌧ 

         ＝１２，０３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１２，０００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×１２，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－９．７２０００円 

         ＝１１１．２００００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１１．２０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９．７２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 5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２８年６月検針分に適用される単位料金

を平成２８年５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のご家庭では、平成２８年５月検針分と比べて、１か月あたり５１

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２８年１月～平成２８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２７年１２月～平成２８年２月）より

下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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１０．９４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 

６月 

（円／ｍ３） 

１１１．７１ １０９．９８ １０９．１２ 

調整単位料金 

（参考）５月 

（円／ｍ３） 

１１２．９３ １１１．２０ １１０．３４ 

 

【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６月 

適用料金 

平成２８年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ５，０２９円／月 ５，０８０円／月 ▲５１円／月 ▲１．００％ 

※ 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２８年６月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年１月～平成２８年３月 

（６月検針分に適用） 

平成２７年１２月～平成２８年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １７，０５０円／㌧ １８，６１０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 28年 1月～平成 28月 3月貿易統計値）×0.3462 

         ＝４６，０４０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１５，９３９．０４８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 1月～平成 28月 3月貿易統計値）×0.0256 

         ＝４３，３００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，１０８．４８０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１５，９３９．０４８円／㌧＋１，１０８．４８０円／㌧ 

         ＝１７，０４７．５２８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１７，０５０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－１７，０５０円／㌧ 

         ＝１３，５９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１３，５００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×１３，５００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－１０．９３５００円 

         ＝１０９．９８５００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１０９．９８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１０．９４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 28年 5月 30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７月検針分に適用される単位料金

を平成２８年６月検針分に比べ１ｍ３あたり１．１３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６月検針分と比べて、１か月あたり４７

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２８年２月～平成２８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２８年１月～平成２８年３月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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１．１３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１２．０７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） 

１１０．５８ １０８．８５ １０７．９９ 

調整単位料金 

（参考）６月 

（円／ｍ３） 

１１１．７１ １０９．９８ １０９．１２ 

 

【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２８年７月 

適用料金 

平成２８年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，９８２円／月 ５，０２９円／月 ▲４７円／月 ▲０．９３％ 

※ 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７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年２月～平成２８年４月 

（７月検針分に適用） 

平成２８年１月～平成２８年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １５，７２０円／㌧ １７，０５０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 28年 2月～平成 28月 4月貿易統計値）×0.3462 

         ＝４２，４８０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１４，７０６．５７６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 2月～平成 28月 4月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３９，６００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，０１３．７６０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１４，７０６．５７６円／㌧＋１，０１３．７６０円／㌧ 

         ＝１５，７２０．３３６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１５，７２０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－１５，７２０円／㌧ 

         ＝１４，９２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１４，９００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×１４，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－１２．０６９００円 

         ＝１０８．８５１００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１０８．８５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１２．０７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 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２８年８月検針分に適用される単位料金

を平成２８年７月検針分に比べ１ｍ３あたり１．３０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７月検針分と比べて、１か月あたり５５

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２８年３月～平成２８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２８年２月～平成２８年４月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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１．３０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１３．３７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） 

１０９．２８ １０７．５５ １０６．６９ 

調整単位料金 

（参考）７月 

（円／ｍ３） 

１１０．５８ １０８．８５ １０７．９９ 

 

【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８月 

適用料金 

平成２８年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，９２７円／月 ４，９８２円／月 ▲５５円／月 ▲１．１０％ 

※ 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８月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年３月～平成２８年５月 

（８月検針分に適用） 

平成２８年２月～平成２８年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １４，１２０円／㌧ １５，７２０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 28年 3月～平成 28月 5月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３７，９６０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１３，１４１．７５２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 3月～平成 28月 5月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３８，３５０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝９８１．７６０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１３，１４１．７５２円／㌧＋９８１．７６０円／㌧ 

         ＝１４，１２３．５１２円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１４，１２０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－１４，１２０円／㌧ 

         ＝１６，５２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１６，５００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－０．０７５円×１６，５００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－１３．３６５００円 

         ＝１０７．５５５００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１０７．５５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１３．３７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 8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９月検針分に適用される単位料金

を平成２８年８月検針分に比べ１ｍ３あたり１．０５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８月検針分と比べて、１か月あたり４４

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２８年４月～平成２８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２８年３月～平成２８年５月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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１．０５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１４．４２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） 

１０８．２３ １０６．５０ １０５．６４ 

調整単位料金 

（参考）８月 

（円／ｍ３） 

１０９．２８ １０７．５５ １０６．６９ 

 

【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９月 

適用料金 

平成２８年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，８８３円／月 ４，９２７円／月 ▲４４円／月 ▲０．８９％ 

※ 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９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年４月～平成２８年６月 

（９月検針分に適用） 

平成２８年３月～平成２８年５月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，８３０円／㌧ １４，１２０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 28年 4月～平成 28月 6月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３４，１７０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１１，８２９．６５４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 4月～平成 28月 6月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３９，２５０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，００４．８００円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１１，８２９．６５４円／㌧＋１，００４．８００円／㌧ 

         ＝１２，８３４．４５４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１２，８３０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－１２，８３０円／㌧ 

         ＝１７，８１０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１７，８００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×１７，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－１４．４１８００円 

         ＝１０６．５０２００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１０６．５０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１４．４２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 9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１０月検針分に適用される単位料

金を平成２８年９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のご家庭では、平成２８年９月検針分と比べて、１か月あたり７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２８年５月～平成２８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２８年４月～平成２８年６月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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０．１６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１４．５８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） 

１０８．０７ １０６．３４ １０５．４８ 

調整単位料金 

（参考）９月 

（円／ｍ３） 

１０８．２３ １０６．５０ １０５．６４ 

 

【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１０月 

適用料金 

平成２８年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，８７６円／月 ４，８８３円／月 ▲７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２８年１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年５月～平成２８年７月 

（１０月検針分に適用） 

平成２８年４月～平成２８年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，５６０円／㌧ １２，８３０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 28年 5月～平成 28月 7月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３３，４２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１１，５７０．００４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 5月～平成 28月 7月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３８，８００円／㌧×０．０２５６ 

         ＝９９３．２８０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１１，５７０．００４円／㌧＋９９３．２８０円／㌧ 

         ＝１２，５６３．２８４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１２，５６０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－１２，５６０円／㌧ 

         ＝１８，０８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１８，０００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×１８，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－１４．５８０００円 

         ＝１０６．３４０００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１０６．３４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１４．５８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 10月 11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１１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２８年６月～平成２８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に基づくものです。 

 なお、１１月１日より、原料ガスの熱量変更に伴い基準単位料金を改めました。 

また、平成２８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２８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＞ 

 

 

 

① 10月検針日の翌日から 10月 31日までの期間の算定 

● 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０．１６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１４．４２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） 

１０８．２３ １０６．５０ １０５．６４ 

調整単位料金 

（参考）１０月 

（円／ｍ３） 

１０８．０７ １０６．３４ １０５．４８ 

 

【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１１月 

適用料金 

平成２８年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，８８３円／月 ４，８７６円／月 ７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２８年１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年６月～平成２８年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成２８年５月～平成２８年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，７６０円／㌧ １２，５６０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 28年 6月～平成 28月 8月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３４，１２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１１，８１２．３４４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 6月～平成 28月 8月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３６，９７０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝９４６．４３２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１１，８１２．３４４円／㌧＋９４６．４３２円／㌧ 

         ＝１２，７５８．７７６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１２，７６０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－１２，７６０円／㌧ 

         ＝１７，８８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１７，８００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×１７，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２０．９２円－１４．４１８００円 

         ＝１０６．５０２００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１０６．５０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１４．４２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 



＜別紙＞ 

 

 

 

② 11月 1日以降 11月検針日までの期間の算定 

● 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） 

   基準単位料金に対しては１４．４２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 ０～２４ｍ３ ２５～２４０ｍ３ ２４１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１１月 

（円／ｍ３） 

１１３．６３ １１１．８３ １１０．９３ 

 

【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１１月 

適用料金 

平成２８年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ― ４，８７６円／月 

７円／月 ０．１４％ 

４０ｍ３ ４，８８３円／月 ― 

※ 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）、４０

ｍ３（４５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１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年６月～平成２８年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成２８年５月～平成２８年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，７６０円／㌧ １２，５６０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 28年 6月～平成 28月 8月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３４，１２０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１１，８１２．３４４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 6月～平成 28月 8月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３６，９７０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝９４６．４３２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１１，８１２．３４４円／㌧＋９４６．４３２円／㌧ 

         ＝１２，７５８．７７６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１２，７６０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－１２，７６０円／㌧ 

         ＝１７，８８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１７，８００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 

         ＝１２６．２５円－０．０７５円×１７，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－１４．４１８００円 

         ＝１１１．８３２００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１１．８３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１４．４２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 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２８年１２月検針分に適用される単位料

金を平成２８年１１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４０ｍ３のご家庭では、平成２８年１１月検針分と比べて、１か月あたり１

３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２８年７月～平成２８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２８年６月～平成２８年８月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２８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２８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２８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０．３２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１４．１０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 ０～２４ｍ３ ２５～２４０ｍ３ ２４１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１２月 

（円／ｍ３） 

１１３．９５ １１２．１５ １１１．２５ 

調整単位料金 

（参考）１１月 

（円／ｍ３） 

１１３．６３ １１１．８３ １１０．９３ 

 

【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１２月 

適用料金 

平成２８年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４０ｍ３ ４，８９６円／月 ４，８８３円／月 １３円／月 ０．２６％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量４０ｍ３（４５．０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１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年７月～平成２８年９月 

（１２月検針分に適用） 

平成２８年６月～平成２８年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，２１０円／㌧ １２，７６０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 28年 7月～平成 28月 9月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３５，５４０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１２，３０３．９４８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 7月～平成 28月 9月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３５，５８０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝９１０．８４８円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１２，３０３．９４８円／㌧＋９１０．８４８円／㌧ 

         ＝１３，２１４．７９６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１３，２１０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－１３，２１０円／㌧ 

         ＝１７，４３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１７，４００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 

         ＝１２６．２５円－０．０７５円×１７，４００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－１４．０９４００円 

         ＝１１２．１５６００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１２．１５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１４．１０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 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２９年１月検針分に適用される単位料金

を平成２８年１２月検針分に比べ１ｍ３当たり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３９ｍ３のご家庭では、平成２８年１２月検針分と比べて、１か月当たり１

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２８年８月～平成２８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２８年７月～平成２８年９月）より

上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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２８年１２月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり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１３．６９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 ０～２４ｍ３ ２５～２４０ｍ３ ２４１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１月 

（円／ｍ３） 

１１４．３６ １１２．５６ １１１．６６ 

調整単位料金 

（参考）１２月 

（円／ｍ３） 

１１３．９５ １１２．１５ １１１．２５ 

 

【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２９年１月 

適用料金 

平成２８年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，８００円／月 ４，７８４円／月 １６円／月 ０．３３％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２９年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年８月～平成２８年１０月 

（１月検針分に適用） 

平成２８年７月～平成２８年９月 

（１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，６７０円／㌧ １３，２１０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 28年 8月～平成 28月 10月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３６，９００円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１２，７７４．７８０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 8月～平成 28月 10月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３４，８６０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝８９２．４１６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１２，７７４．７８０円／㌧＋８９２．４１６円／㌧ 

         ＝１３，６６７．１９６円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１３，６７０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－１３，６７０円／㌧ 

         ＝１６，９７０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１６，９００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 

         ＝１２６．２５円－０．０７５円×１６，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－１３．６８９００円 

         ＝１１２．５６１００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１２．５６円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり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当たり１３．６９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 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２９年２月検針分に適用される単位料金

を平成２９年１月検針分に比べ１ｍ３当たり０．５６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３９ｍ３のご家庭では、平成２９年１月検針分と比べて、１か月当たり２２

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２８年９月～平成２８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２８年８月～平成２８年１０月）よ

り上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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２９年１月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．５６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１３．１３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 ０～２４ｍ３ ２５～２４０ｍ３ ２４１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

２月 

（円／ｍ３） 

１１４．９２ １１３．１２ １１２．２２ 

調整単位料金 

（参考）１月 

（円／ｍ３） 

１１４．３６ １１２．５６ １１１．６６ 

 

【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２９年２月 

適用料金 

平成２９年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，８２２円／月 ４，８００円／月 ２２円／月 ０．４５％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２９年２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年９月～平成２８年１１月 

（２月検針分に適用） 

平成２８年８月～平成２８年１０月 

（１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １４，３５０円／㌧ １３，６７０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 28年 9月～平成 28月 11月貿易統計値）×0.3462 

         ＝３８，６８０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１３，３９１．０１６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 9月～平成 28月 11月貿易統計値）×0.0256 

         ＝３７，３４０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝９５５．９０４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１３，３９１．０１６円／㌧＋９５５．９０４円／㌧ 

         ＝１４，３４６．９２０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１４，３５０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－１４，３５０円／㌧ 

         ＝１６，２９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１６，２００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 

         ＝１２６．２５円－０．０７５円×１６，２００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－１３．１２２００円 

         ＝１１３．１２８００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．１２円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり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当たり１３．１３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 29年 1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２９年３月検針分に適用される単位料金

を平成２９年２月検針分に比べ１ｍ３当たり０．５７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３９ｍ３のご家庭では、平成２９年２月検針分と比べて、１か月当たり２２

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２８年１０月～平成２８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２８年９月～平成２８年１１月）

より上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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２９年２月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．５７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１２．５６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 ０～２４ｍ３ ２５～２４０ｍ３ ２４１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

３月 

（円／ｍ３） 

１１５．４９ １１３．６９ １１２．７９ 

調整単位料金 

（参考）２月 

（円／ｍ３） 

１１４．９２ １１３．１２ １１２．２２ 

 

【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２９年３月 

適用料金 

平成２９年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，８４４円／月 ４，８２２円／月 ２２円／月 ０．４５％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成２９年 3月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年１０月～平成２８年１２月 

（３月検針分に適用） 

平成２８年９月～平成２８年１１月 

（２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １５，０９０円／㌧ １４，３５０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 28年 10月～平成 28月 12月貿易統計値）×0.3462 

         ＝４０，５６０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１４，０４１．８７２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 10月～平成 28月 12月貿易統計値）×0.0256 

         ＝４０，９２０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，０４７．５５２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１４，０４１．８７２円／㌧＋１，０４７．５５２円／㌧ 

         ＝１５，０８９．４２４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１５，０９０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－１５，０９０円／㌧ 

         ＝１５，５５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１５，５００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－０．０７５円×１５，５００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－１２．５５５００円 

         ＝１１３．６９５００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１３．６９円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり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当たり１２．５６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 
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