
 

 

 

 

 

 

平成 29年 3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２９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２８年１１月～平成２９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、原料ガスの購入価格の値下げに伴い基準単位料金を改めました。 

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２９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＞ 

 

 

 

① 3 月検針日の翌日から 3 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２９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０．７３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１１．８３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 ０～２４ｍ３ ２５～２４０ｍ３ ２４１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

４月 

（円／ｍ３） 

１１６．２２ １１４．４２ １１３．５２ 

調整単位料金 

（参考）３月 

（円／ｍ３） 

１１５．４９ １１３．６９ １１２．７９ 

 

【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４月 

適用料金 

平成２９年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，８７２円／月 ４，８４４円／月 ２８円／月 ０．５７％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月あたり平均使用量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 4月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年１１月～平成２９年１月 

（４月検針分に適用） 

平成２８年１０月～平成２８年１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １５，９６０円／㌧ １５，０９０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 11月～平成 29月 1月貿易統計値）×0.3462 

         ＝４２，６５０円／㌧×０．３４６２ 

         ＝１４，７６５．４３０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 11月～平成 29月 1月貿易統計値）×0.0256 

         ＝４６，４９０円／㌧×０．０２５６ 

         ＝１，１９０．１４４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝１４，７６５．４３０円／㌧＋１，１９０．１４４円／㌧ 

         ＝１５，９５５．５７４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝１５，９６０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－１５，９６０円／㌧ 

         ＝１４，６８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１４，６００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－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－０．０７５円×１４，６００円／１００円×１．０８ 

         ＝１２６．２５円－１１．８２６００円 

         ＝１１４．４２４００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１４．４２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１１．８３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 



＜別紙＞ 

 

 

 

② 4 月 1 日以降 4 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６．９５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） 

１１４．５３ １１２．８０ １１１．９３ 

 

【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２９年４月 

適用料金 

平成２９年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，８０９円／月 ４，８４４円／月 ▲３５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４月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年１１月～平成２９年１月 

（４月検針分に適用） 

平成２８年１０月～平成２８年１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４３，８８０円／㌧ １５，０９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 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 11月～平成 29月 1月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４２，６５０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４１，６７３．３１５円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 11月～平成 29月 1月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４６，４９０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，２０３．６２６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４１，６７３．３１５円／㌧＋２，２０３．６２６円／㌧ 

         ＝４３，８７６．９４１円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４３，８８０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 

         ＝４３，８８０円／㌧－３５，０９０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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×８，７００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋６．９５３０４円 

         ＝１１２．８０３０４円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１２．８０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０．０７９９２円（０．０７４

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６．９５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 29年 4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２９年５月検針分に適用される単位料金

を平成２９年４月検針分に比べ１ｍ３当たり１．８４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４月検針分と比べて、１か月当たり７２

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１２月～平成２９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２８年１１月～平成２９年１月）よ

り上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 

 総務課 経営企画室 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４月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり１．８４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８．７９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） 

１１６．３７ １１４．６４ １１３．７７ 

調整単位料金 

（参考）４月 

（円／ｍ３） 

１１４．５３ １１２．８０ １１１．９３ 

 

【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２９年５月 

適用料金 

平成２９年４月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，８８１円／月 ４，８０９円／月 ７２円／月 １．５０％ 

※ 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５月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２８年１２月～平成２９年２月 

（５月検針分に適用） 

平成２８年１１月～平成２９年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４６，０９０円／㌧ １５，９６０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 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 12月～平成 29月 2月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４４，６６０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４３，６３７．２８６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 28年 12月～平成 29月 2月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５１，７６０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，４５３．４２４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４３，６３７．２８６円／㌧＋２，４５３．４２４円／㌧ 

         ＝４６，０９０．７１０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４６，０９０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 

         ＝４６，０９０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１１，０００円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１１，０００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋８．７９１２０円 

         ＝１１４．６４１２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１４．６４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０．０７９９２円（０．０７４

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８．７９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 29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２９年６月検針分に適用される単位料金

を平成２９年５月検針分に比べ１ｍ３当たり０．７２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５月検針分と比べて、１か月当たり２８

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２９年１月～平成２９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２８年１２月～平成２９年２月）より

上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 

 総務課 経営企画室 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５月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．７２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９．５１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） 

１１７．０９ １１５．３６ １１４．４９ 

調整単位料金 

（参考）５月 

（円／ｍ３） 

１１６．３７ １１４．６４ １１３．７７ 

 

【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２９年６月 

適用料金 

平成２９年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９０９円／月 ４，８８１円／月 ２８円／月 ０．５７％ 

※ 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６月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年１月～平成２９年３月 

（６月検針分に適用） 

平成２８年１２月～平成２９年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４７，０２０円／㌧ ４６，０９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 1月～平成 29月 3月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４５，４００円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４４，３６０．３４０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 1月～平成 29月 3月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５６，０３０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，６５５．８２２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４４，３６０．３４０円／㌧＋２，６５５．８２２円／㌧ 

         ＝４７，０１６．１６２円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４７，０２０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 

         ＝４７，０２０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１１，９３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１１，９００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１１，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋９．５１０４８円 

         ＝１１５．３６０４８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１５．３６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０．０７９９２円（０．０７４

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９．５１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 29年 6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７月検針分に適用される単位料金

を平成２９年６月検針分に比べ１ｍ３当たり０．４８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６月検針分と比べて、１か月当たり１９

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２９年２月～平成２９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２９年１月～平成２９年３月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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６月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．４８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９．９９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） 

１１７．５７ １１５．８４ １１４．９７ 

調整単位料金 

（参考）６月 

（円／ｍ３） 

１１７．０９ １１５．３６ １１４．４９ 

 

【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７月 

適用料金 

平成２９年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９２８円／月 ４，９０９円／月 １９円／月 ０．３８％ 

※ 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７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年２月～平成２９年４月 

（７月検針分に適用） 

平成２９年１月～平成２９年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４７，６２０円／㌧ ４７，０２０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 2月～平成 29月 4月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４６，０００円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４４，９４６．６００円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 2月～平成 29月 4月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５６，４７０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，６７６．６７８円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４４，９４６．６００円／㌧＋２，６７６．６７８円／㌧ 

         ＝４７，６２３．２７８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４７，６２０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 

         ＝４７，６２０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１２，５３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１２，５００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１２，５００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋９．９９０００円 

         ＝１１５．８４０００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１５．８４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０．０７９９２円（０．０７４

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９．９９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 29年 7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２９年８月検針分に適用される単位料金

を平成２９年７月検針分に比べ１ｍ３当たり０．７１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７月検針分と比べて、１か月当たり２７

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２９年３月～平成２９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２９年２月～平成２９年４月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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７月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．７１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１０．７０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） 

１１８．２８ １１６．５５ １１５．６８ 

調整単位料金 

（参考）７月 

（円／ｍ３） 

１１７．５７ １１５．８４ １１４．９７ 

 

【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８月 

適用料金 

平成２９年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９５５円／月 ４，９２８円／月 ２７円／月 ０．５４％ 

※ 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 8月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年３月～平成２９年５月 

（８月検針分に適用） 

平成２９年２月～平成２９年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４８，５７０円／㌧ ４７，６２０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 3月～平成 29月 5月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４７，０４０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４５，９６２．７８４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 3月～平成 29月 5月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５５，０００円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，６０７．０００円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４５，９６２．７８４円／㌧＋２，６０７．０００円／㌧ 

         ＝４８，５６９．７８４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４８，５７０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 

         ＝４８，５７０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１３，４８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１３，４００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１３，４００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１０．７０９２８円 

         ＝１１６．５５９２８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１６．５５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０．０７９９２円（０．０７４

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１０．７０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 29年 8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９月検針分に適用される単位料金

を平成２９年８月検針分に比べ１ｍ３当たり０．７２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８月検針分と比べて、１か月当たり２８

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２９年４月～平成２９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２９年３月～平成２９年５月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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８月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．７２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１１．４２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） 

１１９.００ １１７．２７ １１６．４０ 

調整単位料金 

（参考）８月 

（円／ｍ３） 

１１８．２８ １１６．５５ １１５．６８ 

 

【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９月 

適用料金 

平成２９年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９８３円／月 ４，９５５円／月 ２８円／月 ０．５６％ 

※ 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９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年４月～平成２９年６月 

（９月検針分に適用） 

平成２９年３月～平成２９年５月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４９，４２０円／㌧ ４８，５７０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 4月～平成 29月 6月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４８，１１０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４７，００８．２８１円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 4月～平成 29月 6月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５０，８７０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，４１１．２３８円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４７，００８．２８１円／㌧＋２，４１１．２３８円／㌧ 

         ＝４９，４１９．５１９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４９，４２０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 

         ＝４９，４２０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１４，３３０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１４，３００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１４，３００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１１．４２８５６円 

         ＝１１７．２７８５６円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１７．２７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０．０７９９２円（０．０７４

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１１．４２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 29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２９年１０月検針分に適用される単位料

金を平成２９年９月検針分に比べ１ｍ３当たり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３９ｍ３のご家庭では、平成２９年９月検針分と比べて、１か月当たり１３

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２９年５月～平成２９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２９年４月～平成２９年６月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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９月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり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１１．７４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） 

１１９.３２ １１７．５９ １１６．７２ 

調整単位料金 

（参考）９月 

（円／ｍ３） 

１１９.００ １１７．２７ １１６．４０ 

 

【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１０月 

適用料金 

平成２９年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９９６円／月 ４，９８３円／月 １３円／月 ０．２６％ 

※ 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１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年５月～平成２９年７月 

（１０月検針分に適用） 

平成２９年４月～平成２９年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４９，８００円／㌧ ４９，４２０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 5月～平成 29月 7月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４８，６４０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４７，５２６．１４４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 5月～平成 29月 7月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４８，０１０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，２７５．６７４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４７，５２６．１４４円／㌧＋２，２７５．６７４円／㌧ 

         ＝４９，８０１．８１８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４９，８００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 

         ＝４９，８００円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１４，７１０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１４，７００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１４，７００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１１．７４８２４円 

         ＝１１７．５９８２４円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１７．５９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０．０７９９２円（０．０７４

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１１．７４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 29年 10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２９年１１月検針分に適用される単位料

金を平成２９年１０月検針分に比べ１ｍ３当たり０．６４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３９ｍ３のご家庭では、平成２９年１０月検針分と比べて、１か月当たり２

５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２９年６月～平成２９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２９年５月～平成２９年７月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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１０月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．６４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１１．１０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 

１１月 

（円／ｍ３） 

１１８.６８ １１６．９５ １１６．０８ 

調整単位料金 

（参考）１０月 

（円／ｍ３） 

１１９.３２ １１７．５９ １１６．７２ 

 

【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１１月 

適用料金 

平成２９年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９７１円／月 ４，９９６円／月 －２５円／月 －０．５０％ 

※ 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１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年６月～平成２９年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成２９年５月～平成２９年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４９，０８０円／㌧ ４９，８００円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 6月～平成 29月 8月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４７，９８０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４６，８８１．２５８円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 6月～平成 29月 8月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４６，４９０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，２０３．６２６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４６，８８１．２５８円／㌧＋２，２０３．６２６円／㌧ 

         ＝４９，０８４．８８４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４９，０８０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 

         ＝４９，０８０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１３，９９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１３，９００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１３，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１１．１０８８８円 

         ＝１１６．９５８８８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１６．９５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０．０７９９２円（０．０７４

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１１．１０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 29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２９年１２月検針分に適用される単位料

金を平成２９年１１月検針分に比べ１ｍ３当たり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３９ｍ３のご家庭では、平成２９年１１月検針分と比べて、１か月当たり９

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２９年７月～平成２９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２９年６月～平成２９年８月）より下

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成２９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２９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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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１１月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり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１０．８６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） 

１１８.４４ １１６．７１ １１５．８４ 

調整単位料金 

（参考）１１月 

（円／ｍ３） 

１１８.６８ １１６．９５ １１６．０８ 

 

【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２９年１２月 

適用料金 

平成２９年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９６２円／月 ４，９７１円／月 －９円／月 －０．１８％ 

※ 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１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年７月～平成２９年９月 

（１２月検針分に適用） 

平成２９年６月～平成２９年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４８，７３０円／㌧ ４９，０８０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 7月～平成 29月 9月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４７，５７０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４６，４８０．６４７円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 7月～平成 29月 9月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４７，５００円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，２５１．５００円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４６，４８０．６４７円／㌧＋２，２５１．５００円／㌧ 

         ＝４８，７３２．１４７円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４８，７３０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 

         ＝４８，７３０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１３，６４０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１３，６００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１３，６００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１０．８６９１２円 

         ＝１１６．７１９１２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１６．７１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０．０７９９２円（０．０７４

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１０．８６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 29年 11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３０年１月検針分に適用される単位料金

を平成２９年１２月検針分に比べ１ｍ３当たり０．５６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３９ｍ３のご家庭では、平成２９年１２月検針分と比べて、１か月当たり２

２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２９年８月～平成２９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２９年７月～平成２９年９月）より

下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０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３０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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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０．５６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１０．３０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） 

１１７.８８ １１６．１５ １１５．２８ 

調整単位料金 

（参考）１２月 

（円／ｍ３） 

１１８.４４ １１６．７１ １１５．８４ 

 

【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３０年１月 

適用料金 

平成２９年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９４０円／月 ４，９６２円／月 －２２円／月 －０．４４％ 

※ 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３０年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年８月～平成２９年１０月 

（１月検針分に適用） 

平成２９年７月～平成２９年９月 

（１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４８，０７０円／㌧ ４８，７３０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 8月～平成 29月 10月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４６，６５０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４５，５８１．７１５円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 8月～平成 29月 10月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５２，４６０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，４８６．６０４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４５，５８１．７１５円／㌧＋２，４８６．６０４円／㌧ 

         ＝４８，０６８．３１９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４８，０７０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 

         ＝４８，０７０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１２，９８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１２，９００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１２，９００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１０．３０９６８円 

         ＝１１６．１５９６８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１６．１５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０．０７９９２円（０．０７４

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１０．３０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 29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３０年２月検針分に適用される単位料金

を平成３０年１月検針分に比べ１ｍ３当たり０．０８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３９ｍ３のご家庭では、平成３０年１月検針分と比べて、１か月当たり３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２９年９月～平成２９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２９年８月～平成２９年１０月）よ

り下がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０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３０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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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３０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０．０８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１０．２２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） 

１１７.８０ １１６．０７ １１５．２０ 

調整単位料金 

（参考）１月 

（円／ｍ３） 

１１７.８８ １１６．１５ １１５．２８ 

 

【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３０年２月 

適用料金 

平成３０年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９３７円／月 ４，９４０円／月 －３円／月 －０．０６％ 

※ 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３０年２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年９月～平成２９年１１月 

（２月検針分に適用） 

平成２９年８月～平成２９年１０月 

（１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４７，９７０円／㌧ ４８，０７０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 9月～平成 29月 11月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４６，１５０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４５，０９３．１６５円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 9月～平成 29月 11月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６０，７１０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，８７７．６５４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４５，０９３．１６５円／㌧＋２，８７７．６５４円／㌧ 

         ＝４７，９７０．８１９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４７，９７０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 

         ＝４７，９７０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１２，８８０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１２，８００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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１２，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１０．２２９７６円 

         ＝１１６．０７９７６円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１６．０７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０．０７９９２円（０．０７４

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１０．２２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 30年 2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３０年３月検針分に適用される単位料金

を平成３０年２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３０年２月検針分と比べて、１か月当たり２１

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２９年１０月～平成２９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２９年９月～平成２９年１１月）

より上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０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３０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 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜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３０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０．５６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１０．７８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 

３月 

（円／ｍ３） 

１１８.３６ １１６．６３ １１５．７６ 

調整単位料金 

（参考）２月 

（円／ｍ３） 

１１７.８０ １１６．０７ １１５．２０ 

 

【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３０年３月 

適用料金 

平成３０年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ４，９５８円／月 ４，９３７円／月 ２１円／月 ０．４２％ 

※ 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３０年３月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年１０月～平成２９年１２月 

（３月検針分に適用） 

平成２９年９月～平成２９年１１月 

（２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ４８，６１０円／㌧ ４７，９７０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 10月～平成 29月 12月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４６，５６０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４５，４９３．７７６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 10月～平成 29月 12月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６５，７３０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，１１５．６０２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４５，４９３．７７６円／㌧＋３，１１５．６０２円／㌧ 

         ＝４８，６０９．３７８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝４８，６１０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 

         ＝４８，６１０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１３，５２０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＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１３，５００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１０．７８９２０円 

         ＝１１６．６３９２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１６．６３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０．０７９９２円（０．０７４

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１０．７８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 


