
１　燃料費調整

 (1) 平均燃料価格

 (2) 燃料費調整単価

※　燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。

２　離島ユニバーサルサービス調整

 (1) 離島平均燃料価格

 (2) 離島ユニバーサルサービス調整単価

※　離島ユニバーサルサービス調整単価には、消費税等相当額を含みます。

貿易統計実績 換算係数 平均燃料価格
（A×a＋B×b＋C×c）

原　油　価　格 51,870 円/kl (A) 0.0053 (a)

29,800(b)

石　炭　価　格 16,693 円/ｔ (C） 1.0757 (c)

基準燃料価格 基準単価
燃料費調整単価

前月分との差

円/kl液化天然ｶﾞｽ価格 61,936 円/ｔ (B) 0.1861

（1月分）

低　　圧

27,400 円/kl

0.136 0.33 0.33
円/kWh 円/kWh 円/kWh

高　　圧
0.130 0.31 0.31
円/kWh 円/kWh 円/kWh

特別高圧
0.128 0.31 0.31

円/kWh 円/kWh

貿易統計実績 換算係数 離島平均燃料価格
（A×a＋B×b＋C×c）

原　油　価　格 51,870 円/kl (A) 1.0000 (a)

51,900

(c)

液化天然ｶﾞｽ価格 61,936 円/ｔ (B) 0.0000 (b)

石　炭　価　格 16,693 円/ｔ (C） 0.0000

離島基準燃料価格 離島基準単価
離島ユニバーサル
サービス調整単価 前月分との差

（1月分）

従　　量 52,500 円/kl
0.003 0.00 0.01

別　　紙

円/kWh 円/kWh 円/kWh

円/kl

円/kWh



(参考１) 燃料費調整

 (1) 平均燃料価格の推移

 (2) 燃料価格、為替レートの推移

(参考２) 離島ユニバーサルサービス調整

 (1) 離島平均燃料価格の推移

 (2) 離島燃料価格、為替レートの推移

以　上

(a)－(c)(c)(a)－(b)(b)

13.3

為替レート (円/$) 110 79 31 110 0

石 炭 価 格 ($/t) 151.2 127.3 23.9 137.9

1.5

液化天然ガス
価        格

($/t) 561.1 911.1 ▲350.0 526.8 34.3

原 油 価 格 ($/b) 74.7 105.9 ▲31.2 73.2

(電気料金適用月) （2022年1月分） (料金設定の基準) （2021年12月分）

平均燃料価格算定期間 2021年8月～10月 2012年7月～9月 基準との差 2021年7月～9月 前月分との差

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

1,508

平均燃料価格 (円/kl) 51,900
52,500

▲600 50,700 1,200

石 炭 価 格 (円/t) 16,693 10,039 6,654 15,185

1,192

液化天然ガス
価 格

(円/t) 61,936 71,841 ▲9,905 58,003 3,933

原 油 価 格 (円/kl) 51,870 52,519 ▲649 50,678

前月分との差

(電気料金適用月) （2022年1月分） (料金設定の基準) （2021年12月分）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

平均燃料価格算定期間 2021年8月～10月 2012年7月～9月 基準との差 2021年7月～9月

13.3

為替レート (円/$) 110 113 ▲3 110 0

石 炭 価 格 ($/t) 151.2 124.1 27.1 137.9

1.5

液化天然ガス
価        格

($/t) 561.1 571.8 ▲10.7 526.8 34.3

原 油 価 格 ($/b) 74.7 77.4 ▲2.7 73.2

(電気料金適用月) （2022年1月分） (料金設定の基準) （2021年12月分）

平均燃料価格算定期間 2021年8月～10月 2018年10月～12月 基準との差 2021年7月～9月 前月分との差

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

1,508

平均燃料価格 (円/kl) 29,800
27,400

2,400 27,400 2,400

石 炭 価 格 (円/t) 16,693 14,027 2,666 15,185

(円/t) 61,936 64,618 ▲2,682 58,003 3,933

（2021年12月分）

原 油 価 格 (円/kl) 51,870 55,009 ▲3,139 50,678 1,192

平均燃料価格算定期間 2021年8月～10月 2018年10月～12月 基準との差 2021年7月～9月 前月分との差

(a)

(電気料金適用月) （2022年1月分） (料金設定の基準)

液化天然ガス
価 格


