
ガス水道だより ガス水道だより 
～ 水道事業特別号 ～

上越市ガス水道局

６月１日から７日は水道週間です。

上越市の水道は市民生活とともに歩んできました。

これからも、生活基盤のひとつとして

安全な水道水の安定的な供給に取り組んでまいります。

▲第一水源地（現在の南城町 4丁目）の工事の様子  大正末期 
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※このお知らせは、ガス事業法第15条に定める「書面交付義務」
に基づき配布するものです。 

このたび、令和元年5月より上越市ガス供給条例等
（以降、ガス契約）を変更しました。変更内容を掲載
しましたので、ご確認をお願いいたします。 

■契約期間の一部廃止について 

 現在のガス契約では、契約期間を 1 年間（以降、自
動更新）と定めています。変更後は下記の契約を除き、
契約期間を廃止いたします。そのため、契約を開始し
た日から解約の日まで契約が継続することとなります。
なお、変更に伴うお客さまの手続きは不要です。 

《契約期間の定めがある契約》 

 時間帯別Ｂ契約、コージェネレーションシステム契約 

■原料費調整額の上限廃止について 

 都市ガスの原料価格（輸入価格等）の変動をガス料金
に反映させる原料費調整制度を採用しています。経営安
定を図るため原料費調整額の上限を廃止いたします。 

■契約変更時の説明方法について 

 当市がガス料金等の供給条件を変更しようとする場
合、変更する事項のみ周知すること及びインターネット
等の電子媒体の活用、その他当市が適当と判断した方法
により行うことについて承諾をいただきます。また、法
令の改廃等で実質的に供給条件の変更が伴わない場合
について、書面交付をしないこと及びホームページ等で
概要のみ周知することについて承諾をいただきます。 

その他のガス契約に関する内容

お客さまが上越市ガス水道局（以下｢当市｣といいま
す。）にガスの使用をお申込みいただくにあたり、当市
がガス事業法に基づき説明し、お客さまにご理解いた
だきたい主要な供給条件は以下のとおりです。 
なお、ガスの供給及び使用に関する契約（以下｢ガス

契約｣といいます。）の詳細は、上越市ガス供給条例、
同規程及び同要綱（以下「上越市ガス供給条例等」とい
います。）に定めています。上越市ガス供給条例等
は 、 当 市 の 窓 口 の ほ か 、 当 市 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/）でもご確認
いただけます。 

１ ガス使用の申込み及びガス契約の成立 
・当市によるガス契約をご希望の方は、あらかじめ
上越市ガス供給条例等を承諾のうえ、当市にガスの
使用をお申込みいただきます。ガス契約は、お客さ
まからのお申込みを受け、当市が承諾したときに成
立します。 

・お申込みの受付場所は、当市料金センターとします。 

２ 使用開始予定日 
使用開始予定日は、原則としてお客さまが希望した

日時を基準として、協議することといたします。 

３ お客さまからの申出によるガス契約の変更及び解約  

・契約の変更及び引越し（転出）等に伴う解約につい
ては、当市料金センターまでご連絡ください。 

・時間帯別 B 契約及びコージェネレーションシステム
契約の契約期間は原則１年となります。契約期間が
満了する日までに双方意義がない場合は更に 1年間 

同一条件で更新されたものとします。また、契約条件
を満たさない場合は補償料が発生することがあります。

・上記以外の契約については、契約の締結の日から解
約の日まで継続となります。 

４ 当市からの契約の変更及び解約 
・当市は、上越市ガス供給条例等を変更することがあり

ます。この場合には、お客さまとのガス料金その他の
供給条件は、変更後の上越市ガス供給条例等によるも
のとし、その内容を当市ホームページ等によりお知ら
せいたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただ
けない場合は契約を解約することができます。 

５ ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法など 
・あらかじめ定めた日に毎月１度検針を行います。 
・ガス料金は、前回の検針日及び今回の検針日におけ

るガスメーターの読みにより算定した使用量に基づ
くものとし、基本料金、従量料金（原料費調整額を
含む。）の合計といたします。 

・契約いただくガス料金は、「使用量・料金のお知らせ
(検針票)」でご確認ください。 

・実際の料金算定は、基準単位料金に原料価格の変動を
加味した調整単位料金（円／㎥）により計算します。

〔1 か月のガス料金の計算方法〕 

ガス料金＝基本料金＋調整単位料金（基準単位料金±原料 

価格の変動分調整額）×使用量

・当市はお客さまの使用量などを、原則として「使用量・
料金のお知らせ(検針票)」にてお知らせいたします。

・新築等を対象とした割引制度（新規割引、子育て家
庭割引）を希望されるお客さまは申込みが必要です。

６ ガス料金の支払い方法 
・ガス料金は、口座振替又は納入通知書により、毎月

お支払いいただきます。郵便局での払込みをご希望
の場合は、別途払込通知書の発行をお申出ください。

７ 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 
・当市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガス

を供給いたします。 
・供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、

当市の類別は 13Ａですので、消費機器は 13Ａとされ
ているものが適合いたします。 

 熱量（ＭＪ） 
ガス栓の出口における

圧力（ｋＰａ） 

燃焼性（ガス

グループ）

標準： 

45.00 

最低：

41.86 

最高： 

2.5 

最低： 

1.0 
13Ａ 

８ ガス工事 
・ガス工事が必要な場合は、別途定める工事約款に基

づきお申込みいただきます。 
・ガス工事に伴う費用は、上記に基づき、お客さまに

ご負担いただきます。 

９ お客さまの責任及び協力のお願い 
ガス使用にあたり、保安等の観点から承諾いただき

たい主な事項は以下のとおりです。 
①必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費

機器の設置の場所へ立入ること。 
②ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さ

まのガスの使用を中止又は制限すること。 
③お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメ

ーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当市
に通知していただくこと。 

④内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設
について、お客さまの責任において管理いただくこと。

10 お客さまの供給地点特定番号 
・お客さまの管理番号である供給地点特定番号は「使
用量・料金のお知らせ(検針票)」に記載する施設番
号となります。 

上越市ガス供給条例等に 

関する変更のお知らせ

＜上越市 都市の ガスをご利用のお客さまへ＞

このお知らせによりお客さまが特別な手続き等を行う必要はありません 



これまでも、これからも。～上越市水道事業の歩み～

上越市の水道事業は、大正 15 年 6 月 2 日、当時の北出丸町（現

在の南城町 4 丁目）の第一水源地と尾張町（現在の南城町 1 丁目）

の第二水源地にそれぞれ井戸を掘削し地下水を水源として 825 戸へ

給水したのが始まりです。 

浄水場のしくみ ～飲み水ができるまで～

 山から湧き出た水やダムに貯められた水は、川を流れ浄水場へと運ばれ

てきます。浄水場で泥やゴミなどが取り除かれ消毒された水は配水池へと

送られ、適切な水量に調整しながら各家庭に給水されます。

▼第１水源地（南城浄水場）建設工事の様子 

大正 15年頃 

大正

15年 6月　 旧高田市で給水開始 

昭和

12年 1月　 旧直江津町で給水開始 

31～52年　 現在の 13区の水道事業が相次いで創設 

40年 8月 年々増加する水需要に対応するため、水源を名立川、
桑取川水系に求め、新潟県が発電を、高田・直江津両
市が発電後の放流水を上水道に利用する上越利水総
合開発事業が着工。 
昭和 44年 3月に城山浄水場完成 

51年 ７月　 上越地域水道用水供給企業団（以下、企業団）設立 

59年 10月　 正善寺ダム完成。企業団からの受水開始 

平成

15年 ７月　 柿崎川ダム完成。10月から供給開始 

17年 1月 上越地域 14市町村が合併し現在の上越市となる。 
１水道事業と 13簡易水道事業を運営 

25年 4月 企業団解散により上越市が事業を承継。妙高市への 
水道用水供給事業を創設 

29年 4月 簡易水道事業及び小規模水道事業を水道事業に統合 

※各区の水道事業の成り立ちは、ガス水道だより「ガス水道今昔物語」

で紹介しています。 

▼配水管布設工事の様子（八千浦地区） 昭和36年頃 

▼深谷 6号井掘削工事の様子 昭和 38年頃 

６月１～７日は水道週間

〇第 61回 水道週間スローガン 

『 いつものむ いつもの水に 日々感謝 』

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、お客さまへの良質な水の安定供給の

ために水源かん養事業に取り組み、水道事業の仕組みや

水道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「浄水場見学会」を行っています。

水質検査について

浄水場や給水栓(蛇口)で、水道法に定められた水質

検査項目のほか、より安全で良質な水を提供するため

市独自に項目を設定し、合計 77 項目の検査を実施し

＊詳細はホームページに掲載しています。

検 査 頻 度 検 査 項 目 

毎 日 検 査 色、濁り、消毒の残留効果 

定　期 
毎 月 検 査 一般細菌、大腸菌、PH値など 

年 4回検査 カドミウム、水銀、鉛など 

水中のゴミを 
固める 

水中のゴミを
取り除く 

水中のゴミを
沈める 

消毒
1回目

消毒
2回目

ダムからの水量を調節

水と薬品を混ぜる 水中の土やゴミを 

薬品で固める 

固まった土や 

ゴミを沈める 

砂の層で細かな汚れ

を取り除く 

消毒 

飲み水を貯え配水先の 

最大給水時に備える 

▼城山浄水場見学会の様子 

正善寺浄水場の場合 

▼平成 30年度「みどりのフェスティバル」

で水処理実験を行う様子 ガス・水道メーター

の定期取替について

お客さま宅に設置しているガスメーター

は10年、水道メーターは8年に1回、 定期

的に取り替えています（計量法による）。 

対象となるお客さまには、事前に「取替のお知

らせ」ハガキを郵送の上、ガス水道局から委託を

受けた業者がお伺いしますので、ご理解とご協力

をお願いいたします。取替費用は無料です。 

なお、取替に伺う業者は、ガス水道局発行の身分

証明書を携帯しています。 

▼ お問い合わせ…維持管理課（☎025-522-5512） ガス水道設備が損傷していませんか

冬期間、雪の影響により水道管の保温材やガス器具

の煙突が損傷している場合がありますので、ご確認を

お願いします。

▼水道管の保温材の損傷 ▼ガス器具の煙突の折れ

保温材が 

はがれて 

いませんか？ 

曲がったり、

折 れ て い ま

せんか？ 

～上越市の水道事業の沿革～

配 水（上越市・妙高市）

　これ以前の明治36年に赤痢や腸チフスが流行したことを受け上水道
の建設が計画されましたが、事業運営への不安から一度頓挫していま
す。その後、明治41年に入城した師団の要請等により計画が再燃し、
大正元年に市議会の満場一致の賛同で建設を決定しました。しかし、
間もなく第一次世界大戦が勃発し、物価の高騰から工事が一時中断さ
れ、給水まで実に15年もの歳月を要しました。

　それから90年余り、市勢の伸展や市民のライフスタイルの変化に伴
う水需要の増加に対応するため、3次に渡る拡張事業や配水管の整備に
より供給体制の拡充を図ってまいりました。今では給水計画人口19万4,500人。今後も水道管や老朽化した施設の
更新を進め、市民の皆さまの大切なライフラインである水道を将来にわたって安全で安定的に供給し続けるよう取
り組んでいきます。

ています。平成30年度に実施した検査では、すべて
の項目で水質基準を満たしています。


