
2022 年 12 月 27 日 
甲賀協同ガス株式会社 

管理課 
 

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」採択によるガス料金値引きのお知らせ 

 
平素より、甲賀協同ガスの都市ガスをご利用いただき誠にありがとうございます。 

当社は、2022 年 12 月 21 日に経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」（以下、
「本事業」）に採択されました。 

本事業は、国が小売事業者等を通じて、電気・都市ガスにおけるお客さまのご使用量に応
じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受けるご家庭・企業などを支援
するものです。値引きの詳細は、下記概要をご覧ください。 

当社といたしましても、お客さまのご負担軽減ができるよう、本事業の実施に最大限協力
してまいります。なお、本事業による値引きに際して、お客さまご自身でのお手続きや当社
へのご連絡は不要です。 

 

《電気・ガス価格激変緩和対策事業の概要》 

対象のお客さま 当社と都市ガスの契約があるお客さま 

対象期間 2023 年 2 月検針分 から 10 月検針分 

算定方法 
対象期間中は通常算定される単価から、値引き単価を控除したものを調整 
単位料金とし、ガス料金を算定します。 

値引き単価 

30 円/m3 (税込) 2023 年 2 月検針分 〜 2023 年 9 月検針分 

15 円/m3 (税込) 2023 年 10 月検針分 

 
本事業の詳細は資源エネルギー 庁「電気・ガス料金激変緩和対策特設サイト」をご覧くだ
さい。 https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/ 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/


甲賀協同ガス株式会社

【 2023年 3月 検針の一般ガス料金　　　】

2023年 3月 検針に適用する単位料金は、下記の通りとなりますのでお知らせ致します。

ガス料金算定式

基準原料平均価格 65,740 円……①

平均原料価格 139,950 円……②

＝ （100円未満切捨て）

（原料価格変動額）

0.081 × 74,200 ÷ 100 × 1.10 ＝ 66.11 （少数点第3位切捨て）
（定数） (原料価格変動額） （消費税）

66.11 − 30 ＝ 36.11

(政府支援単価) （当月調整額）

■ 2023年 3月 ガス料金表　　■ 消費税率 10%

（税込）

※　政府の支援を踏まえて１ｍ3あたり　税込30円値引きをしております。

※　ガス料金　＝　基本料金　＋　単位料金×ご使用量 （円未満切り捨て）

※　選択約款（ガス暖房契約及びガス温水暖房契約）は11月検針から翌年4月検針までが「適用期間」になります。

■ 　　標準家庭における影響　　■

（税込）

24 ｍ3 － 214　円

※　算定方法

　　例えば、１ヶ月のご使用が24ｍ3なら「料金表B 」を適用

ご使用量 × ＋ ＝ 今月のガス料金

24ｍ3 × ＋ ＝ (小数点以下切捨て）

料金表Bの単位料金 料金表Bの基本料金

210.66円 1,074.83円 6,130円

6,344円 6,130円

１ヶ月のご使用量
適用料金　

増　　減
2023年 2月 2023年 3月

料金表E 　６７ｍ3を超えるもの ¥3,101.87 ¥172.51

料金表D 　４５ｍ3を超え６７ｍ3まで ¥1,848.97 ¥191.21

料金表Ｃ 　３３ｍ3を超え４５ｍ3まで ¥1,353.97 ¥202.21

料金表Ｂ 　１８ｍ3を超え３３ｍ3まで ¥1,074.83 ¥210.66
選択約款

（ガス温水暖房契約）

料金表Ａ 　　０ｍ3 から１８ｍ3まで ¥777.63 ¥227.18

料金表E 　６７ｍ3を超えるもの ¥2,706.97 ¥180.21

料金表Ｃ 　３３ｍ3を超え４５ｍ3まで ¥1,353.97 ¥202.21

料金表Ｂ 　１８ｍ3を超え３３ｍ3まで ¥1,074.83 ¥210.66
選択約款

（ガス暖房契約）

料金表Ａ 　　０ｍ3 から１８ｍ3まで ¥777.63 ¥227.18

料金表D 　４５ｍ3を超え６７ｍ3まで ¥1,601.47 ¥196.71

料金表Ｃ 　６７ｍ3を超えるもの ¥1,641.58 ¥202.21

料金表Ｂ 　１８ｍ3を超え６７ｍ3まで ¥1,074.83 ¥210.66
一般ガス
供給約款

料金表Ａ 　　０ｍ3 から１８ｍ3まで ¥777.63 ¥227.18

契約種別 適用区分 １ヶ月のご使用量 基本料金（円/月） 単位料金（円/ｍ3）

(2022年10月～2022年12月平均）

②　－　① 74,200



甲賀協同ガス株式会社

【 2023年 4月 検針の一般ガス料金　　　】

2023年 4月 検針に適用する単位料金は、下記の通りとなりますのでお知らせ致します。

ガス料金算定式

基準原料平均価格 65,740 円……①

平均原料価格 130,960 円……②

＝ （100円未満切捨て）

（原料価格変動額）

0.081 × 65,200 ÷ 100 × 1.10 ＝ 58.09 （少数点第3位切捨て）
（定数） (原料価格変動額） （消費税）

58.09 − 30 ＝ 28.09

(政府支援単価) （当月調整額）

■ 2023年 4月 ガス料金表　　■ 消費税率 10%

（税込）

※　政府の支援を踏まえて１ｍ3あたり　税込30円値引きをしております。

※　ガス料金　＝　基本料金　＋　単位料金×ご使用量 （円未満切り捨て）

※　選択約款（ガス暖房契約及びガス温水暖房契約）は11月検針から翌年4月検針までが「適用期間」になります。

■ 　　標準家庭における影響　　■

（税込）

24 ｍ3 － 192　円

※　算定方法

　　例えば、１ヶ月のご使用が24ｍ3なら「料金表B 」を適用

ご使用量 × ＋ ＝ 今月のガス料金

24ｍ3 × ＋ ＝ (小数点以下切捨て）5,938円

料金表Bの単位料金 料金表Bの基本料金

202.64円 1,074.83円

2023年 3月 2023年 4月

6,130円 5,938円

¥3,101.87 ¥164.49

１ヶ月のご使用量
適用料金　

増　　減

料金表E 　６７ｍ3を超えるもの

¥1,353.97 ¥194.19

料金表D 　４５ｍ3を超え６７ｍ3まで ¥1,848.97 ¥183.19

料金表Ｃ 　３３ｍ3を超え４５ｍ3まで

¥777.63 ¥219.16

料金表Ｂ 　１８ｍ3を超え３３ｍ3まで ¥1,074.83 ¥202.64

¥2,706.97 ¥172.19

選択約款
（ガス温水暖房契約）

料金表Ａ 　　０ｍ3 から１８ｍ3まで

料金表D 　４５ｍ3を超え６７ｍ3まで ¥1,601.47 ¥188.69

料金表E 　６７ｍ3を超えるもの

¥1,074.83 ¥202.64

料金表Ｃ 　３３ｍ3を超え４５ｍ3まで ¥1,353.97 ¥194.19

料金表Ａ 　　０ｍ3 から１８ｍ3まで ¥777.63 ¥219.16

料金表Ｂ 　１８ｍ3を超え３３ｍ3まで
選択約款

（ガス暖房契約）

¥1,074.83 ¥202.64

料金表Ｃ 　６７ｍ3を超えるもの ¥1,641.58 ¥194.19

料金表Ａ 　　０ｍ3 から１８ｍ3まで ¥777.63 ¥219.16

料金表Ｂ 　１８ｍ3を超え６７ｍ3まで

適用区分 １ヶ月のご使用量 基本料金（円/月） 単位料金（円/ｍ3）

一般ガス
供給約款

契約種別

(2022年11月～2023年1月平均）

②　－　① 65,200


