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家庭用暖房契約 

 

１．目的・趣旨 

（１）この選択供給条件は、家庭用ガスストーブの普及を通じ、金沢市（以下「本市」

といいます。）の製造設備等の効率的利用及び効率的な事業運営に資することを目

的といたします。 

（２）この選択供給条件説明書は、本市が行う金沢市ガス供給条例（昭和60年条例第

48号。以下「条例」といいます。）第24条第１項に規定する一般供給条件と異なる

供給条件（以下、「選択供給条件」という。）により行う小売供給の実施に関し、

本市が定める金沢市ガス一般供給条件説明書（平成29年4月1日実施）に記載の事

項とは別に、条例、金沢市ガス供給に関する規程（昭和60年公営企業管理規程第5

号）、金沢市ガス供給条例及び金沢市ガス供給に関する規程の実施に関する要綱

（昭和60年公営企業告示第3号）及び金沢市ガス供給における選択供給条件に関す

る要綱（平成29年4月1日実施）等（以下、「条例等」といいます。）に定める必要

な事項をまとめたものです。 

 

２．選択供給条件の変更 

（１）本市は、条例等を改正した場合、法令の改正によりこの選択供給条件の変更の

必要が生じた場合又はその他本市が必要と判断した場合には、この選択供給条件

を変更することがあります。この場合において、ガス事業法（昭和29年法律第51

号）第14条第１項の規定による料金等の供給条件の説明（以下「供給条件の説明」

といいます。）、同条第２項の規定による料金等の供給条件の書面の交付（以下

「契約締結前の書面交付」といいます。）及び法第15条第１項の規定による料金

等の供給条件の書面の交付（以下「契約締結後の書面交付」といいます。）は、

（３）及び（４）のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。   

（２）お客さまは、（１）によるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は、解約

をすることができます。  

（３）本市はこの選択供給条件の変更における供給条件の説明、契約締結前の書面交

付及び契約締結後の書面交付を次のとおり行うものといたします。ただし、（４）

による場合を除きます。  

①供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インタ

ーネット上での開示又は電子メールの送信その他本市が適当と判断した方法

（以下「本市が適当と判断した方法」といいます。）により行い、当該変更し

ようとする事項のみを説明し、記載いたします。  

②契約締結後の書面交付を行う場合は、本市が適当と判断した方法により行い、

本市の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号

を記載いたします。  
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（４）この選択供給条件の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式

的な変更等、当該供給条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明

及び契約締結前の書面交付については、当該変更しようとする事項の概要のみを

書面を交付することなく説明し、契約締結後の書面交付をしないものといたしま

す。 

 

３．用語の定義 

（１）「ガスストーブ」とは、専用住宅又は併用住宅の居住部分で、エネルギー源とし

てガスを使用し、放射熱又は対流熱で暖房を行う燃焼機器をいいます。 

（２）「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所

など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。 

（３）「併用住宅｣とは、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された

部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。 

（４）「冬期」とは１２月検針分から３月検針分までをいいます。 

（５）「平均使用量」とは、冬期の料金を算定する場合に、その直近の冬期以外に検針

される各月の使用量の合計を８で除し、小数点以下を切捨てたものをいいます。

冬期以外のうちガス使用実績が無い月がある場合は、その月の使用量はお客さま

のガスメーターの能力に応じて本市が定める値をもって平均使用量といたします。

このとき、ガス使用実績が無い月とは、この選択供給条件に申込みをされたお客

さまが、直近の冬期以外においてガスを解約した月、又はガスの使用を開始して

いない月（ガス使用開始日以降、最初の定例検針日が属する月を含みます。）のこ

とをいいます。 

（６）「通常使用量」とは、冬期に検針される各月の使用量のうち、平均使用量までの

使用量をいいます。 

（７）「暖房使用量」とは、冬期に検針される各月の使用量のうち、平均使用量を超え

る使用量をいいます。 

（８）「消費税等相当額」とは、消費税法にもとづき消費税が課される金額に、消費税

法にもとづく税率を乗じて得た金額、及び地方税法にもとづき地方消費税が課さ

れる金額に、地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、

その計算の結果、１円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切捨てま

す。 

（９）「単位料金」とは、11 に定める基準単位料金（税抜）又は調整単位料金をいい

ます。 

（１０）「基本料金（税込）、基準単位料金（税込）」とは、基本料金、基準単位料金そ

れぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法第 63条の規定にもとづき

記載します。 

（１１）「基本料金（税抜）、基準単位料金（税抜）」とは、基本料金、基準単位料金そ
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れぞれの消費税等相当額を含まない金額をいいます。 

 

４．適用条件 

ガスストーブを専用住宅又は併用住宅で使用されるお客さまで、１需要場所におい

て設置するガスメーターの能力（条例第５条ただし書きの規定によりガスメーターを

２個以上設置しているお客さまについてはそれぞれのガスメーターの能力とします。）

が１０立方メートル毎時以下であり、この選択供給条件の適用を希望される場合に適

用いたします。 

５．契約の申込み 

お客さまは、この選択供給条件を承諾の上、本市に所定の申込書によりこの選択供

給条件による契約を申し込んでいただきます。 

 

６．契約の成立及び変更 

（１）選択供給条件によるガスの供給及び使用に関する契約（以下「選択契約」とい

います。）は、本市が５の申込みを承諾した日（以下「契約成立日」といいます。）

に成立いたします。この場合、本市は、料金の適用開始日をお客さまにお知らせ

いたします。 

（２）この選択契約の契約成立日から１年を経過する日前に他の選択契約への変更を

申し込まれた場合、本市はその申込みを承諾しない場合があります。ただし、当

該変更の申込みが、条例第 24条に規定する一般供給条件によるガスの供給及び使

用に関する契約（以下「一般契約」という。）への変更、設備の変更又は建物の改

築等のための一時的な不使用による場合はこの限りではありません。 

（３）過去にこの選択契約及び他の選択契約を契約成立日から１年を経過する日前に

解約又は一般契約への変更をされ、同一需要場所において再びこの選択契約及び

他の選択契約の申込みをされた場合で、その適用開始日が過去の選択契約の解約

又は一般契約への変更をされた日から 1 年を経過していない場合は、本市はその

申込みを承諾しない場合があります。ただし、当該変更の申込みが設備の変更又

は建物の改築等のための一時的な不使用による場合はこの限りではありません。 

（４）本市は、お客さまが本市とのこの選択契約、一般契約又は他の選択契約にもと

づく料金を、条例第 19条第３項に規定する支払期日を経過しても支払われていな

い場合は、使用の申込みを承諾できないことがあります。 

 

７．契約期間 

この選択契約の契約期間は、契約成立日から解約した日までといたします。 

 

８．検針 

本市は、規程第15条に規定する検針の他、この選択契約から一般契約への変更があ
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った場合、この選択契約の解約日に検針を行います。 

 

９．使用量の算定 

（１）各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーター

の読みにより算定いたします。ただし、当該月の検針日以降、翌月の検針日の前

日までに解約を行った場合には、当該月の定例検針日及び解約を行った日のガス

メーターの読みにより算定いたします。 

 （２）本市は、３（５）に定める「ガスメーターの能力に応じて本市が定める値」を

次のように定めます。 

「ガスメーターの能力に応じて本市が定める値」とは、一般契約でガスを専用住

宅又は併用住宅で使用する全てのお客さまの、当該月に検針される使用量をガス

メーターの能力毎に平均した値をいいます。 

このとき、平均を算定するガスメーターの能力区分は下表のとおりとします。 

 

ガスメーターの能力 

区
分 

１．６ ～ ２立方メートル毎時 

２．５ ～ ３立方メートル毎時 

４ ～ ５立方メートル毎時  

６ ～ ７立方メートル毎時 

１０立方メートル毎時 

 

10．料金 

（１）本市は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内（以

下「早収期間」といいます。）に行われる場合には、早収料金に消費税等相当額を

加えたものを、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を３パー

セント割り増ししたもの（以下「遅収料金」といいます。）に消費税等相当額を加

えたものを料金として支払っていただきます。なお、早収期間の最終日が休日の

場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸いたします。 

（２）本市は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定いたします。 

（３）料金適用開始日は、次のとおりといたします。 

①新たにガスの使用を開始した場合は、使用を開始した日といたします。 

②一般契約又は他の選択契約からこの選択契約へ変更する場合は、契約成立日以

降最初の定例検針日の翌日とします。 

（４）本市は、冬期にお客さまが新たにガスの使用を開始する場合の料金算定期間の

早収料金の算定に当たり、平均使用量を次の算式により日割計算します。ただし、

本市の都合により料金算定期間の日数が 36日以上になった場合は、この限りでは

ありません。  
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    日割後平均使用量 ＝ 平均使用量 × 日割計算日数 ／ 30 

               （備考） 

                 ア 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただ

し、料金算定期間の日数が 31日以上 35日ま

でのときは 30とし、本市の都合により料金

算定期間の日数が 36日以上になった場合は、

料金算定期間の日数とする。 

                 イ 計算結果の小数点以下は切捨てとする。 

 

11．単位料金の調整 

（１）本市は、毎月（２）②により算定した平均原料価格が（２）①に定める基準平

均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により、別表の各料金表の基準

単位料金（税抜）に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単

位料金（税抜）に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。

なお、調整単位料金の適用基準は、別表１（４）のとおりといたします。 

①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

  ＝基準単位料金（税抜）＋０．０８２円×原料価格変動額÷１００円 

②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

  ＝基準単位料金（税抜）－０．０８２円×原料価格変動額÷１００円 

（備考） 

上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点以下第３位の端数は切捨

てといたします。 

（２）（１）に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下

のとおりといたします。 

①基準平均原料価格（トン当たり） 

  ８９，５３０円 

②平均原料価格（トン当たり） 

別表１（４）に定める各３か月間における貿易統計の数量及び価額から算定し

たトン当たり液化天然ガス平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入

し１０円単位といたします。）及び同３か月間におけるトン当たり液化プロパン

平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し１０円単位といたします。）

をもとに次の算式で算定し、算定結果の１０円未満の端数を四捨五入した金額

といたします。ただし、その金額が、１４３，２５０円以上となった場合は、

１４３，２５０円といたします。 

  （算式） 
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    平均原料価格 

     ＝ （トン当たり液化天然ガス平均価格）×０．９２７３ 

      ＋（トン当たり液化プロパン平均価格）×０．０７７５ 

③原料価格変動額 

次の算式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切捨てた１００円単位の

金額といたします。 

   （算式） 

     （ａ）平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

         原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

     （ｂ）平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

         原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

 

12．設置確認 

本市は、４に定める適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合

があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾してい

ただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、本市は、この選択契約の

申込みを承諾しない、又はすみやかにこの選択契約を解約し、解約日以降一般契約を

適用いたします。 

 

13．契約の解約 

ガスストーブを取り外した場合など、４に定める適用条件を満たさなくなった場合

は、ただちにその旨を本市へ連絡していただきます。なお、４に定める適用条件を満

たさなくなった場合は、この選択契約にもとづく契約を解約したものとみなし、解約

日以降一般契約を適用いたします。 

 

14．その他 

（１）その他の事項については、一般供給条件を適用いたします。 

（２）この選択供給条件及び一般供給条件に定めのない細目的事項は、必要に応じて

この選択供給条件の趣旨に則り、その都度お客さまと本市との協議によって定め

ます。 
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（別表） 

１．早収料金の算定方法 

（１）冬期以外の早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。 

（２）冬期の早収料金は、通常使用量の基本料金及び暖房使用量の基本料金に、通常

使用量の基準単位料金に通常使用量を乗じて得た額及び暖房使用量の基準単位料

金に暖房使用量を乗じて得た額を加算して算定する。 

（３）従量料金は、基準単位料金（税抜）又は 11の規定により調整単位料金を算定し

た場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 

（４）調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。 

①料金算定期間の末日が１月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、前年８月から１０月までの３か月間の平均原料価

格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

②料金算定期間の末日が２月１日から同月末日までに属する料金算定期間の早収

料金の算定にあたっては、前年９月から１１月までの３か月間の平均原料価格

にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

③料金算定期間の末日が３月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、前年１０月から１２月までの３か月間の平均原料

価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

④料金算定期間の末日が４月１日から同月３０日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、前年１１月から当年１月までの３か月間の平均原

料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑤料金算定期間の末日が５月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、前年１２月から当年２月までの３か月間の平均原

料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑥料金算定期間の末日が６月１日から同月３０日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、当年１月から３月までの３か月間の平均原料価格

にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑦料金算定期間の末日が７月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、当年２月から４月までの３か月間の平均原料価格

にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑧料金算定期間の末日が８月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、当年３月から５月までの３か月間の平均原料価格

にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑨料金算定期間の末日が９月１日から同月３０日までに属する料金算定期間の早

収料金の算定にあたっては、当年４月から６月までの３か月間の平均原料価格

にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑩料金算定期間の末日が１０月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の
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早収料金の算定にあたっては、当年５月から７月までの３か月間の平均原料価

格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑪料金算定期間の末日が１１月１日から同月３０日までに属する料金算定期間の

早収料金の算定にあたっては、当年６月から８月までの３か月間の平均原料価

格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑫料金算定期間の末日が１２月１日から同月３１日までに属する料金算定期間の

早収料金の算定にあたっては、当年７月から９月までの３か月間の平均原料価

格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

 

２．料金表 

（１）料金表 

適用区分 

基本料金 

（ガスメーター１個当たり

１箇月につき） 

基準単位料金 

（１立方メートルにつき） 

冬期以外 

Ａ 
10立方メートルまで 

の場合 

 669.6円（税込） 267.7968円（税込） 

 620円（税抜） 247.96円（税抜） 

Ｂ 

10 立方メートルを超え

20 立方メートルまでの

場合 

 691.2円（税込） 265.6368円（税込） 

 640円（税抜） 245.96円（税抜） 

Ｃ 

20 立方メートルを超え

60 立方メートルまでの

場合 

 961.2円（税込） 252.1368円（税込） 

 890円（税抜） 233.46円（税抜） 

Ｄ 

60 立方メートルを超え

130 立方メートルまで

の場合 

 1,080円（税込） 250.1604円（税込） 

 1,000円（税抜） 231.63円（税抜） 

Ｅ 
130 立方メートルを超

える場合 

 1,782円（税込） 244.7604円（税込） 

 1,650円（税抜） 226.63円（税抜） 

冬期 

通常使用量 Ａ～Ｅ表を適用 

Ｆ 暖房使用量 

324円（税込） 169.182円（税込） 

300円（税抜） 156.65円（税抜） 

 

（２）調整単位料金 

  （１）の基準単位料金（税抜）をもとに、11の規定により算定した１立方メート

ル当たりの単位料金といたします。 


