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意思決定 ＝ 企画室会議・運営委員会
↓

教員会議

校長を中心とした効果的・機能的な組織・運営体制
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・運営委員会

・企画室会議

・入学者選抜委員会

・教務委員会

・厚生補導委員会

・寮務委員会

・専攻科委員会

・国際交流センター会議

・総合情報センター委員会

主な委員会等
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・地域テクノセンター委員会

・教育研究支援センター委員会

・相談室運営委員会

・進路支援等委員会

・広報委員会

・リスク管理室会議

・施設整備計画委員会

・男女共同参画委員会

・教育プログラム委員会



平成29年12月1日現在

・教員 ６４名（男性５９名、女性５名）

女性比率 7.8％ （全国高専女性教員比率 10.5％、H29.5.1現在）

校長、総合21（3）名、機械ｼｽﾃﾑ11名、電気情報11名、ﾏﾃﾘｱﾙ12（2）名、都市建築8名

・職員

事務部 ３２名（男性１８名、女性１４名）

教育研究支援センター ９名（男性９名）

女性比率 34.1％ （全国高専女性職員比率 29.3％ 、H29.5.1現在）

・FDの実施
> 授業の質の向上を図ることを目的としたオープン授業の実施

> メンタルヘルス研究集会、学生相談研修会等への参加報告会の実施 など

・各種研修等への参加

教職員およびFD
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平成28年度決算額 （単位：千円）

予算・決算

運営費交付金

（人件費相当）

821,494 
運営費交付金

（物件費相当）

166,204 

自己収入

233,486 

産学連携等

研究収入

13,003 

寄附金

8,640 

その他

補助金

35,675 

収 入

合計
1,278,502千円

人件費

821,494 

教育研究経

費

・教育研究

支援経費

365,366 

一般管理費

36,681 

産学連携等

研究経費

8,021 

寄附金事

業費

16,367 

その他補助

金事業費

35,675 

支 出

合計
1,283,604千円

※人件費は機構本部で管理しているが、人件費相当額を運営費交付金収入として計上した。



■収入 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

運営費交付金 97,835 142,450 123,312 268,313 166,204

（うち学科等再編経費） 0 0 8,868 61,977 46,536

（うち特殊要因経費） 0 41,087 0 115,903 0

施設整備費補助金 0 512149 37,400 12,690 0

自己収入 237,850 234,066 236,090 234,280 233,486

産学連携等研究収入 34,133 26,294 23,030 11,819 13,003

寄附金収入 42,749 44,417 12,850 13,349 8,640

その他補助金 1,329 124,183 8,768 35,771 35,675

合計 413,896 1,083,559 441,450 576,222 457,008

5

財源別決算額の推移

■支出 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

教育研究（支援）経費 296,217 338,868 316,248 352,600 365,366

一般管理費 43,092 44,065 54,113 152,660 36,680

施設整備費 0 512,149 37,400 12,690 0

産学連携等研究経費 28,385 18,484 17,720 5,917 8,021

寄附金事業費 16,652 17,217 57,782 28,287 16,367

その他補助金事業費 1,329 124,183 8,768 35,771 35,675

合計 385,675 1,054,966 492,031 587,925 462,109

（単位：千円）（単位：千円）
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（特殊要因経費） 施設整備費補助金

自己収入 産学連携等研究収入

寄附金収入 その他補助金

0

200,000

400,000

600,000
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

教育研究（支援）経費 一般管理費

施設整備費 産学連携等研究経費

寄附金事業費 その他補助金事業費

（27年度）
・ＰＣＢ廃棄物

処理経費
115,903千円

・学科等再編経費
61,977千円

（25年度）
・図書館改修
工事

・補正予算

（27年度）
ＰＣＢ廃棄物処理
経費措置による
一般管理費増

（千円） （千円）

（28年度）
・学科等再編経費

46,536千円

（25年度）
・図書館改修
工事

・補正予算

※人件費（機構本部で管理）を除く



• 養成しようとする技術者像
– 多角的視野を持ちつつ，実験・測定技術，数理的手法及び情報処理技術を

基盤に，得意とする専門技術分野の基本的素養を持った，ものづくりやシス
テムづくりに強い実践的な技術者

• 準学士課程において養成しようとする人材
– 「技術と技能の両面を有する人材」，「企画から設計・生産までの実務に携わ

る人材」，「自ら課題を発見しその解決に向けて探究する姿勢を持つ人材」

• 専攻科課程で養成しようとする人材
– 「理論を基礎とした高度な技術と技能を有する人材」，「技術開発から設計・生

産までの実務のみならず創造的な仕事ができる人材」，「問題解決型に留ま
らず課題設定型及び提案型の人材」

教育：養成しようとする人材

6

平成２９年３月に 「三つの方針（ポリシー）」
を策定・公表



9

本校では、以下に示す能力を身につけ、所定の単位を修得した学生に対して
卒業を認定します。

１．豊かな教養と幅広い視野を備え、地球環境や人類社会における科学・技術
の重要性を理解できる。

２．数学、自然科学の基礎知識、及び応用数学、応用物理、情報処理に関する
知識を身につけ、それらを問題解決に応用できる。

３．得意とする専門分野の知識と技術、及び他の専門分野の基礎知識を身につ
け、課題解決に応用できる。

４．自ら課題を発見して探究する姿勢を持ち、協調性を発揮してチームの一員と
して仕事に取り組むことができる。

５．地域の課題に関心を持ち、その解決に貢献しようとする姿勢を持つ。

６．異文化を理解する姿勢を持ち、討議・発表力と英語基礎力を身につけて研究
発表等で活用できる。

■ ディプロマ・ポリシー（卒業認定方針）
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10

ディプロマ・ポリシーに掲げた人材を育成するため、一般科目の学修と連携し
つつ低学年から専門科目を少しずつ配置する「くさび型教育」の特長を活かし、
知識と技術を体験的に身につけられるカリキュラムを編成します。学修の成果
は、試験や課題レポートなど、各科目のシラバスに記載された評価方法により評
価します。具体的なカリキュラム編成方針は以下のとおりです。

１．技術者として必要な教養と幅広い視野を身につけるため、国語、数学、英
語、理科、社会、体育、芸術などの科目を、低学年を中心に開講する。

２．専門科目の基礎となる数学、自然科学の基礎知識を身につけるため、応用
数学、応用物理、情報処理に関する科目を開講する。

３．得意とする専門分野の知識と技術を身につけるため、専門基礎及び応用科
目の講義と、実験、実習などの体験的授業を有機的に組み合わせたカリキュ
ラムを編成する。さらに、それらを課題解決に応用する能力を育成するため、
高学年において創成科目や卒業研究を開講する。

■ カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
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11

４．自ら課題を発見し、自立的に探究する姿勢を身につけるため、１学年から５学
年に自主探究を実施する。またチーム内での役割を自覚し、協調性を持って
仕事に取り組む姿勢を身につけるため、各種の実験・実習や創成科目、卒業
研究などにおいて、協働で取り組む内容を設ける。

５．地域の課題に関心を深めるため、地域志向科目を設ける。また地域の課題を
テーマとする自主探究や卒業研究などを奨励する。

６．討議発表力、異文化理解力を身につけるために日本語コミュニケーション、英
語コミュニケーションなどの科目を開講するとともに、短期海外研修などの機
会を設ける。またそれらを活用できる能力を身につけるため、全学年で自主探
究のポスター発表を実施するほか卒業研究の英語発表を奨励する。

■ カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
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学生の物理・数学の到達度評価の５年間の推移

10

数学

物理
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学年末成績（全学年平均点）
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学年ごとの不可科目数



■ 留年時の履修科目と先行履修制度

Ｈ２８年度まで

１～３学年

４・５学年

留年
全科目再履修

留年 未修得科目の
み再履修

Ｈ２９年度から

全学年
留年 未修得科目の

み再履修

・再履修科目を優先しつつ、空き時間に１学年上位の科目を履修

・合格すれば上位学年の単位として認定
（留年している学年の課程修了単位には含めない）

・単独の学期で完了する科目であること、再履修科目を含めて週20時間以内で
あることなど、いくつかの条件あり。

低学年で空き時間が発生
有効に利用してもらう

先行履修制度

目的：留年時の意欲低下を防ぎ、不合格科目の学習に時間を集中できるように
することで、再度留年（退学）を防ぐ。

13



• アドミッションポリシー（三つの方針の一つと位置づけ）

AP1：他人への思いやりができ、責任ある行動が取れる人

AP２：数学・理科や英語が好きで、学習意欲と知的探究心のある人

AP３：「ものづくり」や「科学・技術」に興味がある人

AP４：技術を通して社会に貢献する夢がある人

AP５：他の人々と積極的に対話しようとする人

• アドミッションポリシー実現のために

– 英語、数学、理科に傾斜配点

– 推薦選抜は面接重視

入試：アドミッションポリシー
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○準学士課程
• 推薦選抜 定員の50％以内

• 学力選抜 定員の50%程度，H28年度入試からマークシート方式

• 帰国子女特別選抜 （H30年度から開始）

○編入学
• 学力選抜（本科4学年に編入、H29年度入試から口頭試問方式）

• 社会人推薦選抜

○専攻科
• 推薦選抜： 本校出身者、書類審査で判定

• 学力選抜： 入学確約書期限7/6 ➪ 12/10（併願可能）

志願者H30=44名（推20､学24） 合格者35名（推20､学15） 入学者未定

志願者H29=46名（推15､学31） 合格者42名（推15､学27） 入学者29名

志願者H28=58名（推19､学39） 合格者49名（推19､学30） 入学者31名

• 社会人特別選抜

入試制度

15



受験者数、合格者数、入学者数、倍率の
５年間の推移
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中学生の１日体験入学の６年間の推移
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中学生の１日体験入学の６年間の推移

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

参加生徒数 476 402 418 369 405 383

参加保護者等 275 240 236 258 227 233

合 計 751 642 654 627 632 616
Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２８ Ｈ２８

参加中学校延べ数 144 125 114 116 116 112

131 144 125 114 116 112
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参加保護者等
合計
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

就職者数 87 103 109 104 90 76 95

進学者数 59 53 52 60 72 71 58

87

103 109 104
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76

95

59 53 52
60

72 71
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20

40

60

80

100

120

人
数

就職・進学者数
就職者数 進学者数

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

就職率 57.2 63.2 64.1 63 54.8 50.6 60.8

進学率 38.8 33.1 30.6 36.4 44.5 47 37.1

57.2
63.2 64.1 63

54.8 50.6
60.8

38.8 33.1 30.6 36.4
44.5 47

37.1
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20
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60

80

割
合

（
％

）

就職・進学割合 就職率 進学率

学生の就職・進学についての７年間の推移



◎平成３０年度八戸高専専攻科からの進学先
東北大6名、東工大２名、北大４名

◎昨年度 東北大、東大、東工大など ２２名

H25年度H26年度H27年度 28年度 29年度 30年度
北 海 道 大 学 大 学 院 1 1 1 1 1 4
東 北 大 学 大 学 院 1 4 4 9 16 6
宇 都 宮 大 学 大 学 院 1
東 京 農 工 大 学 大 学 院
東 京 大 学 大 学 院 2 1
東 京 工 業 大 学 大 学 院 2 3 4 2 2
山 形 大 学 大 学 院 1
長岡技術科学大学大学院 1
大 阪 大 学 大 学 院 1
九 州 大 学 大 学 院 1
筑 波 大 学 大 学 院 1 1 1

合　　　　　計 4 11 9 15 22 12
修 了 者 数 27 26 18 31 39 31

進　　学　　率 14.8% 42.3% 50.0% 48.4% 56.4% 38.7%

大学院名 進　学　年　度

■ 専攻科から大学院への進学実績

見込み
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Sheet1

		■専攻科入学・大学への編入学状況＜進学＞ センコウカ ニュウガク ダイガク ヘンニュウガク ジョウキョウ シンガク

																平成24年9月現在 ヘイセイ ネン ガツ ゲンザイ

				大学名等 ダイガク メイ トウ		進　学　年　度 ススム ガク トシ ド

						H20年度 ネンド		H21年度 ネンド		H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド				○本科生　補足 ホンカセイ ホソク

				八戸工業高等専門学校専攻科 ハチノヘ コウギョウ コウトウ センモン ガッコウ センコウカ		23		16		25		28		25		18				・機械工学科　１名（留学生）　進学先未定 キカイ コウガクカ メイ リュウガクセイ シンガク サキ ミテイ

				北海道大学 ホッカイドウ ダイガク		1														・建設環境工学科　１名　進学先未定（弘前大学合格、岩手大学合格であるがまだ迷っている） ケンセツ カンキョウ コウガクカ メイ シンガク サキ ミテイ ヒロサキ ダイガク ゴウカク イワテ ダイガク ゴウカク マヨ

				室蘭工業大学 ムロラン コウギョウ ダイガク						2		1								・八戸高専専攻科進学数には研究生１名（平成24年3月卒業）は含んでいない。 ハチノヘ コウセン センコウカ シンガク カズ ケンキュウセイ メイ ヘイセイ ネン ガツ ソツギョウ フク

				弘前大学 ヒロサキ ダイガク				5				3

				岩手大学 イワテ ダイガク		2		4		4		4		4		3

				東北大学 トウホク ダイガク		1		1						1		2

				秋田大学 アキタ ダイガク		1		1				1		1

				山形大学 ヤマガタ ダイガク				1				1		1

				福島大学 フクシマ ダイガク		1		1

				茨城大学 イバラキ ダイガク				1

				筑波大学 ツクバ ダイガク				3		1

				宇都宮大学 ウツノミヤ ダイガク		1		1

				群馬大学 グンマ ダイガク						1						1

				千葉大学 チバ ダイガク						2		1		1		4

				東京農工大学 トウキョウ ノウコウ ダイガク		1						2		1		1

				東京工業大学 トウキョウ コウギョウ ダイガク				1		1

				電気通信大学 デンキ ツウシン ダイガク		1		1		1						2

				横浜国立大学 ヨコハマ コクリツ ダイガク		1										1

				新潟大学 ニイガタ ダイガク		1										1

				長岡技術科学大学 ナガオカ ギジュツ カガク ダイガク		8		8		9		2		8		8

				信州大学 シンシュウ ダイガク										3		1

				豊橋技術科学大学 トヨハシ ギジュツ カガク ダイガク		7		7		13		8		4		15

				京都工芸繊維大学 キョウト コウゲイ センイ ダイガク		1

				神戸大学 コウベ ダイガク												1

				その他 タ		3		1				1		3

				合　　　　　計 ア ケイ		53		52		59		52		52		58

				卒業者数 ソツギョウシャ カズ		161		166		152		163		170		170

				進　　学　　率 ススム ガク リツ		32.9%		31.3%		38.8%		31.9%		30.6%		34.1%

				※平成25年度：進学予定者。卒業者数は平成24年度卒業予定者 ヘイセイ ネンド シンガク ヨテイシャ ソツギョウシャ カズ ヘイセイ ネンド ソツギョウ ヨテイシャ





																平成２９年４月現在 ヘイセイ ネン ガツ ゲンザイ

				大学院名 ダイガクイン メイ		進　学　年　度 ススム ガク トシ ド

						H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド

				北海道大学大学院 ホッカイドウ ダイガク ダイガクイン		1		1		1		1		1		4

				東北大学大学院 トウホク ダイガク ダイガクイン		1		4		4		9		16		6

		■専攻科から大学院への進学状況 センコウカ ダイガクイン シンガク ジョウキョウ		宇都宮大学大学院 ウツノミヤ ダイガク ダイガクイン										1

				東京農工大学大学院 トウキョウ ノウコウ ダイガク ダイガクイン

				東京大学大学院 トウキョウ ダイガク ダイガクイン						2				1

				東京工業大学大学院 トウキョウ コウギョウ ダイガク ダイガクイン		2		3				4		2		2

				山形大学大学院 ヤマガタ ダイガク ダイガクイン						1										○専攻科生　補足 センコウカ ナマ ホソク

				長岡技術科学大学大学院 ナガオカ ギジュツ カガク ダイガク ダイガクイン						1										・物質工学専攻　１名　進学先未定 ブッシツ コウガク センコウ メイ シンガク サキ ミテイ

				大阪大学大学院 オオサカ ダイガク ダイガクイン				1

				九州大学大学院 キュウシュウ ダイガク ダイガクイン				1

				筑波大学大学院 ツクバ ダイガク ダイガクイン				1				1		1

				合　　　　　計 ア ケイ		4		11		9		15		22		12

				修了者数 シュウリョウシャ カズ		27		26		18		31		39		31

				進　　学　　率 ススム ガク リツ		14.8%		42.3%		50.0%		48.4%		56.4%		38.7%

















Sheet2





Sheet3







大学名等 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
八戸 高専 ・専 攻科 18 32 40 31 29 26
北 海 道 大 学 1 3 1 1 2
室 蘭 工 業 大 学 1 3 1 3
弘 前 大 学 2 1 1
岩 手 大 学 3 2 3 7 3 3
東 北 大 学 2 3 3 3
秋 田 大 学 2 3
山 形 大 学 1
宇 都 宮 大 学 1 1 1 2 1
茨 城 大 学 1 1 2
筑 波 大 学 4 1 1 2
千 葉 大 学 4
東 京 大 学 1
東 京 農 工 大 学 1 3 1 3 2
東 京 工 業 大 学 1 2 1 3
電 気 通 信 大 学 2 1
横 浜 国 立 大 学 1 1
新 潟 大 学 1 2
長岡技術科学大学 8 6 7 7 1 7
金 沢 大 学 1
信 州 大 学 1 3 2 2
豊橋技術科学大学 15 4 3 6 2 1
そ の 他 の 大 学 4 7 2 5 4 1

合　　　　　計 60 72 71 70 58 50
卒 業 者 数 170 162 170 150 156 156

進　　学　　率 35.3% 44.4% 41.8% 46.7% 37.2% 32.1%
※平成30年度　その他　首都大学東京 １名　

■ 専攻科入学・大学への編入学（平成30年度）
ー国立大学（工学系）進学希望者の進学率100％

平成３０年度
北大 ２
筑波 ２
9大学 ４名

進学率 ３２％
9大学 合格者
４名（現役合格
者専攻科生を
除くと 16.7％）

見込み
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Sheet1

																平成29年4月現在 ヘイセイ ネン ガツ ゲンザイ

				大学名等 ダイガク メイ トウ		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド

				八戸高専・専攻科 ハチノヘ コウ センコウカ		18		32		40		31		29		26

				北　海　道　大　学 キタ ウミ ミチ ダイ ガク				1		3		1		1		2

				室蘭工業大学 ムロラン コウギョウ ダイガク						1		3		1		3

				弘前大学 ヒロサキ ダイガク				2						1		1

				岩手大学 イワテ ダイガク		3		2		3		7		3		3

				東北大学 トウホク ダイガク		2		3		3		3

				秋田大学 アキタ ダイガク						2				3

				山形大学 ヤマガタ ダイガク				1

				宇　都　宮　大　学				1		1		1		2		1

				茨　城　大　学 イバラ シロ ダイ ガク				1				1		2

				筑波大学 ツクバ ダイガク				4		1		1				2

				千葉大学 チバ ダイガク		4

				東京大学 トウキョウ ダイガク										1

				東京農工大学 トウキョウ ノウコウ ダイガク		1		3		1				3		2

				東京工業大学 トウキョウ コウギョウ ダイガク				1		2		1		3

				電気通信大学 デンキ ツウシン ダイガク		2		1

				横浜国立大学 ヨコハマ コクリツ ダイガク		1										1

				新潟大学 ニイガタ ダイガク		1				2

				長岡技術科学大学 ナガオカ ギジュツ カガク ダイガク		8		6		7		7		1		7

				金沢大学 カナザワ ダイガク								1

				信州大学 シンシュウ ダイガク		1		3				2		2

				豊橋技術科学大学 トヨハシ ギジュツ カガク ダイガク		15		4		3		6		2		1

				その他の大学 タ ダイガク		4		7		2		5		4		1

				合　　　　　計 ア ケイ		60		72		71		70		58		50

				卒業者数 ソツギョウシャ カズ		170		162		170		150		156		156

				進　　学　　率 ススム ガク リツ		35.3%		44.4%		41.8%		46.7%		37.2%		32.1%

				※平成30年度　その他　首都大学東京 １名　 ヘイセイ ネン ド タ シュト ダイガク トウキョウ メイ
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平成24年2月28日 全国64社の会社説明会を開催
平成25年2月27日 全国85社
平成26年2月27日 全国95社
平成27年3月3日 全国119社 （体育館最大限）
平成28年3月2日 全国138社応募 （⇒112社）

平成29年3月2日 全国113社

八戸高専キャリア教育（企業内容説明会）
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■卒業生へのアンケート調査（H29.9実施）
卒業後４～６年後の卒業生対象 郵送による依頼：４７７名

→ 有効回答：６８名（ＦＡＸまたはＷｅｂによる回答）
●同年代の方と比較してあなたは、
教養や国際社会への関心

7%

32%

52%

7%

2% 高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

17%

52%

28%

3%

0% 高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

数学･自然科学知識・情報処理
能力

41%

41%

13%

4%

1%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

専門的知識・技術力

19%

32%

42%

4% 3%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

主体的課題発見の姿勢・
協調性

3%

17%

39%

32%

9%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

コミュニケーション力･英語力

71%

20%

9%
役立っている

どちらとも言えない

役立っていない

高専の学習が仕事に役立って
いるか

22
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■進路先企業へのアンケート (H29.9実施)
過去５年の本校卒業生採用企業対象 郵送による依頼：２５０社

→ 有効回答：１３０社（ＦＡＸまたはＷｅｂによる回答）

●同年代の方と比較して本校卒業生は、
教養や国際社会への関心 数学･自然科学知識・情報処理

能力
専門的知識・技術力

コミュニケーション力･英語力 ●回答企業の業種

25%

26%

46%

3%

0%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

33%

31%

36%

0% 0%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い
38%

36%

24%

2% 0%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

27%

33%

36%

2% 2%
高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

主体的課題発見の姿勢・
協調性

17%

29%
48%

5%

1%

高い

少し高い

同程度

少し低い

低い

4%
6%

5%

5%

0%

12%

17%
6%

12%

4%

29%

一般機械器具関係

電気機械器具関係

輸送用機器関係

精密機械器具関係

繊維工業関係

化学工業関係

建設業関係

電気・ガス・水道関係

情報・サービス関係

公務関係

その他 23



学生支援・生活支援

24

１．わもなも（自分も他者も）お大事に

２．４学期制、各々が創造的に責任を持って学び考えよう

３．ロボコン（八戸大会）、高専大会を盛り上げよう

H29年度 年間実践目標（学生）

厚生補導委員会 H29年度 行動計画

１．学生指導・支援の充実（継続）

２．学生会活動・課外活動の活性化支援

３．学生の社会性醸成の支援（継続）

４．第３０回ロボコン東北大会（八戸）開催



奨学金関係

日本学生支援機構、自治体、企業からの奨学金

八戸高専奨学金

就職、進学関係

コース長、担任、進学相談担当

講習会、講演会関係

マナー講座 （４年生）

交通安全（３年生）

薬物乱用防止（２年生）

性に関する講演会（１年生）

ケータイ安全教室（１年生） 等

学生指導・支援の充実

25



学校行事の活性化

26

校内体育大会、球技大会

学生会行事委員会

高専祭

高専祭実行委員会

ハロウィン、クリスマス他

学生会執行部

学生が中心となって
企画、運営



課外活動（運動部）

27

運動部員数調査（地区大会種目） 平成２９年度

部員数 部員数の内訳

正式種目 男子 女子
１年 ２年 ３年 ４年 ５年

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

1 陸上競技 27 12 8 1 2 5 4 0 9 2 4 4

2 バスケットボール男子 23 2 9 0 4 0 3 0 1 1 6 1

3 バスケットボール女子 0 12 0 2 0 4 0 3 0 2 0 1

4 バレーボール男子 17 2 3 0 3 0 2 1 4 0 5 1

5 バレーボール女子 0 14 0 2 0 3 0 4 0 4 0 1

6 ソフトテニス 14 3 2 0 1 1 4 0 5 1 2 1

7 卓球 19 5 1 1 2 1 4 2 6 0 6 1

8 柔道 9 1 2 1 1 0 1 0 2 0 3 0

9 剣道 18 12 3 2 3 1 2 4 8 2 2 3

10 硬式野球 43 7 7 1 10 1 7 2 12 3 7 0

11 サッカー 28 3 2 0 0 0 7 2 13 0 6 1

12 ラグビーフットボール 17 2 9 0 0 0 0 0 3 1 5 1

13 ハンドボール 11 3 2 0 1 1 4 0 0 0 4 2

14 テニス 27 8 2 0 9 0 6 4 3 4 7 0

15 バドミントン 24 3 8 0 5 3 6 0 3 0 2 0

16 水泳 12 8 2 0 2 1 2 2 4 1 2 4

合計 289 97 60 10 43 21 52 24 73 21 61 21

％ 50 40 50 22 35 45 50 43 56 47 58 42



東北地区高専体育大会
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（平成２９年度より 分散開催）

６月３０日（金）～７月２日（日）

Ａ大会：陸上・バレーボール （鶴岡）

Ｂ大会：サッカー・バドミントン （秋田）

Ｃ大会：ソフトテニス・柔道 （一関）

Ｄ大会：卓球 （八戸）

Ｅ大会：硬式野球・ハンドボール （仙台広瀬）

Ｆ大会：水泳・バスケットボール （福島）

Ｇ大会：テニス・剣道 （仙台名取）

１０月２０日（金） ～２４日（火）

ラグビーフットボール （八戸）



課外活動等 平成29年度 結果

29

・高専体育大会
東北地区（団体競技）：

男子バレーボール、卓球、女子バスケットボール 優勝
柔道 準優勝 （→全国大会進出）

全国：卓球（団体） 第３位、 柔道（女子個人） 第３位
・平成２９年度秋期青森県高等学校野球選手権大会

第４位（準決勝進出） →※青森県２１世紀枠推薦

・全国高専ロボットコンテスト2017東北地区大会

Ａチーム（斑鳩）：技術賞・特別賞受賞

・本田宗一郎杯 Honda エコマイレッジチャレンジ2017 第37回全国大会

クラス グループⅢ（大学・短大・高専・専門学校生クラス）
ＢＧ号 1619.300km/L 第５位／74台・・・ 高専チーム中 第２位

ＮＰ号Ⅳ 1459.706km/L 第６位／74台・・・ 高専チーム中 第３位

・文化部

第24回東北地区高等専門学校文化部発表会 写真部門 特選

等



（部活顧問の労務負担は高専でも大きな課題）

課外活動支援の課題

30

◎日曜日のクラブ等課外活動の制限

①日曜日は大会への出場を除き、クラブ等課外活動を原則

禁止とする。

②学生は、日曜日にクラブ等課外活動を行う場合は「許可願」

を提出して許可を得ること。

③「許可願」の備考欄へは大会への出場を除き、「代休日

（原則土曜日または休日）」を必ず記入すること。

◎外部コーチ(21名)のほか、引率も可能な外部臨時指
導教員（非常勤教員 11名）を配置。

⇒顧問教員の負担軽減に役立っている。



(1)クラブの夏季合宿：8/4（金）～8/9（水）

8/17（木）～ 8/25（金）
・学寮使用、食事（3食）支給。
・宿直は外部委託。
・合宿費用 実費

（寮使用料、宿直・ボイラー人件費、給食費等）

(2)秋学期における部活動時間は、１５：００以降。

(3)高専祭：10/14(土)，15(日)

・夏学期までに露店募集等必要な事項を行い、秋学期に
計画通りに準備を進めた。

４学期制への対応

31



学生指導（懲戒処分）
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Ｈ２８年度

・到達度試験不正行為（停学１４日）

・飲酒（高学年4名、校長訓告）

・喫煙（高学年、校長訓告）

・自転車無断使用（停学１４日）

・SNSでの個人中傷（停学７日）

・窃盗（無期停学）

Ｈ２９年度（～12月）

・飲酒（高学年、校長訓告）

・遺失物の横領および隠滅（無期停学）



学生特別指導（学生主事訓告以上）
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学生特別指導（学生主事訓告以上） 件数（延べ人数） 主な件名

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科総件数
総延べ
人数

H28
２（2）

窃盗、ＳＮＳで
の迷惑行為

１（1）
自転車無断使用

３（7）
飲酒、喫煙
異性入寮

１（1）
試験不正行為 7 11

H27

１（３）
ＳＮＳへの猥褻
動画投稿・迷

惑行為

4（３）
試験不正行為

SNSへの虚偽記載
いじめ

１（1）
暴力行為

１（１）
住居侵入・

窃盗
7 6

H26
１（2）
飲酒

２（4）
暴力行為

飲酒

１（1）
飲酒

１（5）
飲酒

１（1）
窃盗 5 13

H25
１（3）

暴力行為
３（3）
喫煙

威圧行為

１（3）
喫煙

２（9）
寮内飲酒 7 18

H24
２（9）

暴力行為
試験不正行為

（１（１））
暴力行為

１（１）
無断入寮

３（４）
喫煙、交通違反
試験不正行為

３（3）
わいせつ行為

寮女子立ち入らせ
9 18

H23
３（9）
飲酒

深夜徘徊

２（2）
万引き
喫煙

５（6）
万引き
喫煙

10 17



【学寮】概要および入寮状況
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◎高専の学寮＝“教育寮”
“共同生活から人間形成の助長をはかる”

◎遠方等通学が困難な学生のための学寮
平成29年度から全寮制を廃止

◎寮費等
月額約３万円（寄宿料：700円/月、学寮運営費：約84,000円/年、

学寮給食費：約264,000円/年）

◎寮生の入寮状況（平成29年11月13日現在）

○定員４３３名 入寮者３８１名（男子２８７名、女子９４名）



◎平成２９年度寮務委員会行動計画
1.寮生会活動の活性化
2.施設・住環境の改善
3.運営・管理業務の見直し

○寮生会活動
(1)寮生会執行部
・男子寮への冷蔵庫の設置、管理
(2) 文化委員会
・新聞購読数の見直しを行い、購読数を削減
(3) 防犯・防災委員会
・防災訓練を見直し、避難場所を本来の避難場所であるグラウンドに変更
・防災訓練マニュアルの見直し

○施設・住環境
・補食室への電気ケトルの設置
・Ｎ棟の断熱工事（２年計画）終了
・所有者不明の自転車の廃棄
・１年生入寮者への個人用小型ロッカー（貴重品入れ）の貸与
・月１回の清掃業者による水回りおよび共通区域の清掃

【学寮】行動計画 寮生会活動、施設・住環境の改善
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(1)Ｎ棟の女子棟化
・女子寮生の入寮希望者が多いことから、Ｎ棟を男子寮から女子寮に変更
・玄関のカードキー化などセキュリティー関係を強化

(2)宿日直体制
・教員の業務負担の軽減のため、教員１名、外部委託の担当者１名の２名体制へ

(3)休前日の外泊申請の変更
・在寮・外泊申請名簿に寮生が自分で記入、そのコピーを点呼名簿に挿入する

ことで、寮事務および教員の昼指導の負担軽減

(4)指導寮生の仕事内容の変更
・フロア共通区域の清掃チェックと再清掃の指示
・在寮・外泊申請名簿（休前日用）の提出（毎週木曜日）
・補食室と談話室の鍵の管理をし、毎日の返却は不要。

(5)給食時の本人確認
・寮外生、欠食届の提出者の不正飲食の防止のため、給食時に学生証を持参し、

バーコード読み取りによる本人確認の実施。

(6)寮生への連絡
・重要な連絡には、学寮内の掲示板およびBlackboardを掲示板として利用。
・Office365に登録されている学生のメールアドレスへの一斉配信により、

連絡が容易になった。

【学寮】運営・管理業務の変更
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○寺子屋の再開
・今年度、学寮寺子屋を再開、再構築し、寮生どうしの教え合いの場を設けた。
・定期試験前に寺子屋を計5回開催し、初回約80名、その後50名程度が集まり、

互いに教え合っていた。

○秋学期の学寮日課等の変更
・日課は通常学期とほぼ同じ。
・女子・低学年フロアの平日の点呼は21:30で、朝点呼はない。
・男子の入浴は、大浴場のみとする。小浴場は使用しない。
・フロ清掃当番は、部屋単位ではなくフロア単位で割り振る。
・女子・低学年フロアのフロア集会は、２週に１回程度行う。

◎今後の整備計画（予算が限られているため可能なものから実施）
・老朽化した机、椅子、ロッカー、本棚等の補充
・Ａ，Ｗ棟の洗濯機・乾燥機の増設（洗濯室の増設）
・Ｎ棟へシャワー室の設置
・照明器具の更新・LED化（未整備部分）
・廊下への防犯カメラ設置（未整備棟）
・全棟玄関への学生証認証によるオートロックシステムの導入
・男子用シャワー設備の設置

【学寮】寺子屋、秋学期への対応
今後の整備計画
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図書館外観と内部

出入り口

図書館の概要
開館時間：平日 8：45～20：00

土曜日 10：00～17：00
蔵書数：70,350冊（和62,856冊、洋7,494冊）
雑誌：66種（和59種、洋7種）
H28年度受入冊数：420冊（和399冊、洋21冊）
H28年度利用状況：75,712人（学生74,913人）
H28年度貸出状況：6,599冊 38



図書館内

資格本・教科書コーナー

開放的な個人用スペース

カ ウ ン タ ー 39



図書館内／総合情報センター（パソコン室）

電動集密書庫

第２パソコン室
（H28年度システム更新）

パソコンコーナー・交流室

第１パソコン室
（H28年度システム更新）

40



図書館行事
学生によるブックハンティング

校内「ビブリオバトル大会」（予定）

学生会図書委員によるNews Letter発行

41



「教育環境の整備、情報セキュリティ等」八戸工業高等専門学校情報セキュリティ組織について
平成25年4月1日

役 職 ・ 組 織 名 役 職 ・ 組 織 名 氏 名

情

報

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

管

理

委

員

会

情報セキュリティ責任者 校長 圓山 重直

情報セキュリティ副責任者
企画担当副校長 赤垣 友治

事務部長 笹垣 義美

情報セキュリティ管理者

副校長（教務主事） 武尾 文雄

副校長（学生主事） 河村 信治

副校長（寮務主事） 中村 重人

副校長（専攻科長） 南 將人

副校長（地域テクノセンター長） 松本 克才

総合科学教育科長 菊地 康昭

機械システムデザインコース長 沢村 利洋

電気情報工学コース長 釜谷 博行

マテリアル・バイオ工学コース長 長谷川 章

環境都市・建築デザインコース長 藤原 広和

総務課長 深田 浩一

学生課長 宇野 裕之

情報セキュリティ推進責任者 副校長（総合情報センター長） 工藤 憲昌

管理運営部署
総務課課長補佐 鳥谷部 容市

総務課

「教育環境の整備、情報セキュリティ等」
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「教育環境の整備、情報セキュリティ等」「教育環境の整備、情報セキュリティ等」
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情報セキュリティ推進責
任者

総合情報センター長

副センター長・ネットワーク管理室
長
情報処理教育室長
情報課推進室長

情報セキュリティ推進員 技術職員（ネットワーク管理室）
（その他、情報セキュリティ責任者

が必要と認める者） 総合科学教育科担当者

機械システムデザインコース担当
者
電気情報工学コース担当者
マテリアル・バイオ工学コース担当
者
環境都市・建築デザインコース担
当者
総務課総務グループ担当者
総務課財務グループ担当者
学生課担当者

事務担当 総務課学術情報係

　

情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
推
進
委
員

情報セキュリティ推進員


Sheet1



				　情報セキュリティ推進委員　		情報セキュリティ推進責任者		総合情報センター長

						情報セキュリティ推進員		副センター長・ネットワーク管理室長

								情報処理教育室長

								情報課推進室長 ジョウホウカ スイシン シツチョウ

						情報セキュリティ推進員		技術職員（ネットワーク管理室）

						（その他、情報セキュリティ責任者が必要と認める者）		総合科学教育科担当者

								機械システムデザインコース担当者

								電気情報工学コース担当者

								マテリアル・バイオ工学コース担当者

								環境都市・建築デザインコース担当者

								総務課総務グループ担当者

								総務課財務グループ担当者

								学生課担当者

						事務担当		総務課学術情報係
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「教育環境の整備、情報セキュリティ等」

○情報セキュリティ体制の整備及び強化
・ 01_情報セキュリティ関連の管理体制名簿作成
・ 02_ソフトウエア管理体制名簿作成
・ 03_危機管理体制 の整備

（情報漏洩・不正アクセス等に係る管理体制）
・ 04_情報セキュリティ関連規程の整備

情報セキュリティ管理規程
情報セキュリティ推進規程
情報セキュリティ教職員規程
情報セキュリティ利用者規程

・ 05_対応手順の周知徹底、点検等
・ 06_情報セキュリティ教育

「教育環境の整備、情報セキュリティ等」
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１．図書館関係

（１）学術情報のオープンアクセス化の推進

教育・研究の成果を公表する定期刊行物（研究紀要）の

J-STAGEによるインターネット公開

（２）地域貢献

八戸ブックセンターとの連携：教員の推薦図書を紹介

する「ひと棚選書」企画への協力

２．総合情報センター関係

（１）校内LANの更新

配線工事は平成２８年度～平成２９年８月にかけて実施

・光ファイバの再敷設 ・メタルケーブルのCAT6化

（２）校内無線LAN環境の整備

アクセスポイントの増設 合計：70台

（３）八戸高専情報戦略推進本部体制を構築

平成２９年度の主な活動内容



高専の情報戦略推進本部体制

情報戦略推進本部
CIO:紀理事、副CIO：上月理事、伊藤 義人

情報基盤
責任者： 工藤（憲）総合情報
センター長

情報推進室

教育
責任者： 武尾教務主事

教育研究
調査室

研究
責任者：松本地域テクノ

センター長

研究・産学
連携推進室

事務
責任者：笹垣事務部長

本部事務局
各事務課

情報セキュリティ
責任者：工藤（憲）情報セキュリ
ティ推進責任者

CISO
高専CSIRT

総合情報センター
委員会
各科・コース委員
総務課 学術情報係

教務委員会
各科・コース委員
学生課入試・教務係

地域テクノセンター委員会
各科・コース委員・技術室長
総務課 地域連携係

事務部
総務課
学生課

情報セキュリティ管理委員会
情報セキュリティ推進委員会

総務課学術情報係

実務担当者
伊藤技術専門員
橋場総務課学術情報係長

実務担当者
野中教務主事補
金渕入試･教務係主任

実務担当者
古谷地域テクノセンター
副センター長
池田総務課地域連携係長

実務担当者
橋場学術情報係長
鳥谷部課長補佐（総務担当）

実務担当者
橋場総務課学術情報係長
伊藤技術専門員

情報戦略
推進本部

八戸高専

機構本部
報告 指示
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「教育環境の整備、情報セキュリティ等」



1.  国際交流活動の体制

2.    国費留学生・マレーシア政府派遣留学生・モン

ゴル政府派遣留学生の受入

3. 平成29年度 外国人学生の短期受入・日本人

学生の海外派遣

4. 平成29年度 国際交流の採択プロジェクト

5.    グローバル高専事業

47

平成29年度 国際交流活動



1. 国際交流活動の体制

48

国際交流センター運営会議

国際交流センター

（各学科・コースからの代表者）

部活動 International Friendship Club
を中心とした、国際交流の企画・実施及び

積極的な参加

教員

学生
留学生

チューター

寮務委員
会と連携



【受入実績】 （ ）は女子内数を示す

【在籍状況（平成２８年度 長期留学生数）】 （ ）は女子内数を示す

＊フォローアップ事業として、同窓会の組織、里帰り講演会、交流会などの実施

49

国費留学生数
※国籍は下表

マレーシア政府
派遣留学生数

モンゴル政府
派遣留学生

計

平成 ４～２７年度 受入総数 ３４ （１０） ３０ （１０） ６３ （２０）

平成２９年度 新編入生受入数 １ （ ０） ２ （ ２） １ （ ０） ４ （ ２）

合計 ３５ （１０） ３２ （１２） １ （ ０） ６７ （２２）

２．国費留学生・マレーシア政府派遣留学生の受入

マレーシア インドネシア ラオス スリランカ モンゴル 計

3年生 ２（２） １（０） ３（２）

4年生 ３（３） １（０） ４（４）

5年生 ３（１） １（１） １（１） １（０） ６（３）

計 ８（６） １（１） ２（０） １（１） １（０） １３（９）
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3．平成29年度 外国人学生の短期受入・学生派遣

日程 国名（受け入れ校） 受入数

１ H29年4月～6月
H29年11月～H30年 1月

フランス共和国 （リールA技術短期大学 他）
同上

４
１

２ H30年3月 マレーシア（INTEC) 〔予定〕 １０

合計 １５

日程 国名（派遣校） 派遣数

１ H29年8月 アメリカ（ウェナッチ大学）
「三沢市ウェナッチバレーカレッジ夏休み英語研修」

２

２ H29年8月-9月 モンゴル（新モンゴル高専他） 「自主探究学習 in モンゴル」 １２

３ H29年8月-9月 ニュージーランド（オタゴ・ポリテクニク）
「平成２９年度オタゴ・ポリテクニク就業経験プログラム」

２

４ H29年8月-9月 中国 「大連短期留学プログラム－2017 夏」 ２

５ H29年9月 シンガポール共和国（テマセク･ポリテクニック） ３０

合計 ４８

【外国人学生の短期受入】

【日本人学生〔本科生〕の海外派遣】
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日時 国名（海外の教育機関） 派遣数

１ H29年8月 フィンランド （ISTS2017） 2

２ H29年8月-11月 フィンランド （トゥルク応用科学大学） 1

３ H29年9月-11月 フランス共和国 (リールA技術短期大学 他) 9

４ H29年9月 シンガポール共和国 (リパブリック･ポリテク
ニック） 「平成29 年度ファシリテーションスキル&
インターンシップ経験英語研修」

1

５ H29年9月-11月
H29年11月-3月

ニュージーランド（オタゴ・ポリテクニック）
オーストラリア （オーストラリア国立大学）
→3名中1名

3

６ H29年10月 中国 （大連交通大学他） 3

７ H30年1月-3月 フランス共和国 (リールA技術短期大学 他) 2

合計 21

【日本人学生〔専攻科生〕の海外派遣】



日本人学生(黒板側)とモンゴル人学生(手前)との相談会

チーズ保湿用プログラム作成

海外自主探究の事例 （モンゴル）

モンゴル国立大学留学中の日本人研究者
（東邦大学 加藤先生）のサポート

モンゴル人教員（国際交流担当ティムーレイ先生）の
サポート

52
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4.  平成29年度 国際交流の採択プロジェクト

交流国 プログラム名 受・派 備考(1名)
１ シンガポール

共和国
青森県高校生国際交流促進事業費 補助金（短
期派遣） 「テマセク・ポリテクニック研修」

派遣 補助金
60,000円

２ モンゴル 青森県高校生国際交流促進事業費 補助金（短
期派遣） 「モンゴル自主探究」

派遣 補助金
60,000円

３ シンガポール
共和国

JASSO海外留学支援制度（協定派遣）
「次世代グローバル・エンジニア育成プログラムin高専教
育－グローバル・コンピテンシーの涵養－」

派遣 奨学金
100,000円

４ ニュージーラン
ド

JASSO海外留学支援制度（協定派遣）

「ウッディブリッジの耐力コンテストを通じた技術教
育研修－ニュージランドへの派遣－」

派遣 奨学金
70,000円
(月額)

５ マレーシア JASSO海外留学支援制度（協定受入）
「日本留学予定者の、予備学習とギャップの克服」

受入 奨学金
80,000円

６ フランス共和国 JASSO海外留学支援制度（協定受入）
「学寮を活用した英語による技術教育研修ーフランス技術短期大
学（IUT）と東北地区6高専及び函館高専との相互交流（受入）」

受入 奨学金
80,000円
(月額)

７ フランス共和国 JASSO海外留学支援制度（協定受入）
「学寮を活用した英語による技術教育研修ーフランス技術短期大
学（IUT）と東北地区6高専及び函館高専との相互交流（受入）」

派遣 奨学金
80,000円
(月額)
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5. グローバル高専事業

平成28年度からグローバル高専事業（展開型）実施高専【ブロッ
ク拠点校】グローバル教育に関する知見等をブロック内の高専に
展開し、グローバル人材育成教育の向上に中核的な役割を果た
す（各ブロック1校）。年間予算:約2千万円

本校が第１ブロック（東北・北海道地区高専9校：福島除く）の

グローバル高専拠点校となった。

ブロック 第１ 第２ 第３ 第４ 第５

高専名 八戸 福島 岐阜 津山 鹿児島



55

平成28年度～ グローバル高専事業
－15歳から世界を舞台とし・活動できるグローバルエンジニアの育成－

１５歳から世界を舞台と意識し・活動できるグローバルエンジニア育成に向け、自律的な課題探究能力、調
査・研究を行う能力を備えた高専力育成の強化を図ることを目的とする。

本科1年生

本科2年生

本科3年生

本科4年生

本科5年生

専攻科1年生

専攻科2年生

・海外を舞台とした自主探求学習の導入
・15歳からの海外研修

・英語以外の授業で5分間英語の導入

・英語ネイティブによる授業
・オンライン英会話の導入
・英検の導入
・ボキャブラリー・コンテストの実施

・卒業研究を英語で発表 50%

・卒業研究を英語で発表 100%
・3ヶ月の海外インターンシップ （フ
ランス、フィンランド、タイ、中国等）
・一段上の英語コミュニケーション能力
向上に向けたセミナー実施 （プレゼン
テーション力、ディスカッション力、
ディベート力、ロジカルな思考力等）

事業の取り組み内容
（１）自主探究をコアとしたカリキュラムの開発および海外で
の自主探究学習の環境整備
（２）海外の教育機関と連携した自主探究学習の実施
（３）ツールとしてのEnglish（実践的英語教育）
（英語以外の授業で5分間英語の導入、英語ネイティブによる授
業、オンライン英会話の導入）
（４）専門分野としての研究を英語で発表・報告
（５）外部英語試験の資格(英検）
（６）ボキャブラリー・コンテストの実施
（７）一段上の英語コミュニケーション能力向上に向けたセミ
ナー (学生対象) の実施
（８）教職員のグローバル教育力向上の研修
・専門科目を英語で教えるトレーニング
・異文化コミュニケーション研修等

グローバルエンジニア企業
大学院

海外の連携校との協働プログラム
ツールとしての英語教育

英語での発表・ディスカッション
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グローバル高専事業と各校の取り組み・連携について

●グローバル高専事業

1.オンライン英会話

2. 異文化コミュニケーションWS

3. グローバルリーダーセミナー

●各校での取り組み

・英語でのプレゼンテーション実施

・英語テストの実施

・e-learningの活用

・図書館にグローバル書籍コーナー

・グローバルカフェ（留学生の交流）

●グローバル高専事業

・海外連携校との連携強化

●各校での取り組み

・学生の海外派遣

（語学研修・インターンシップ）

・教職員の海外派遣

・留学生の受入

●グローバル高専事業

1.アリゾナ大学教員研修

2. グローバル教育力向上フォーラム

・アリゾナ研修フォローアップ

・国際交流担当者向けWS

・異文化コミュニケーションWS

●各校での取り組み

・学内でのFD講習会

・学内での英語講習会

・海外ショートサバティカル制度

3. 海外派遣・受入の推進
2 .学生の英語コミュニケーション力向上

グローバルリーダーの育成

１. 教職員のグローバル
教育力向上
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1. 教職員のグローバル教育力向上

グローバル高専事業

1. アリゾナ大学教員研修

海外ショートサバティカル
制度専門分野の英語での授業実践

学内での講習・講座

【秋田】

・海外研修参加教員によるFD研修会

【一関】

・外国人講師による英語プレゼンテー

ション講座

【仙台】

・イングリッシュカフェ・語学研修

【八戸】

・英語倶楽部（英会話）

・グローバルカフェ（学生）

２．アリゾナ大学研修参加者フォーローアップ・
平成29年度参加予定者対象の事前研修

【函館】

平成28年度より毎月1人ずつ海外

の大学や研究所で研修を行う。

※海外ショートサバティカル制度

教育研究能力の研鑽と海外ネットワー

ク形成の支援のため、一定期間にわた

り海外研究機関等で研究に専念させる

制度

英語以外の授業での
5分間英語タイム導入

【八戸】

・専攻科での専門科目の英語での授業

（一部で実施）

・英語以外の教科の最初の5分を英語

タイムとし、前回の復習等を行う

実践

3. 異文化コミュニケーションＷＳ

平成28年度：北海道地区・八戸、平成29年度：全高専

平成28年度：函館、八戸

平成29年度：秋田、仙台



へへい
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2. 学生の英語コミュニケーション力向上

グローバル・リーダー育成

オンライン英会話 グローバルリーダー
セミナー

英語でのプレゼンテーション英語資格・学力テストの実施

e-learningの活用

グローバル高専事業

学内でのコーナー・イベント

独自カリキュラムの検討

【函館】1学年の授業で

リスニング強化

【秋田】ALC NetAcademy

を授業に導入

【釧路】【仙台】自学自習

【八戸】・1～3年に英検を実施

・TOEIC-IPを実施

【苫小牧】・1～3年「英検IBA」

・4～専攻科生「TOEIC-IP」

（単位認定）

【仙台】・TOEIC-IPを年5回実施

・TOEIC-Bridgeを年1回実施

【鶴岡】・英検を準会場として実施

・4年次にTOEIC受験義務化

・TOEIC試験を年5回実施

・パフォーマンステスト

（実施予定）

【仙台】図書館での多読コーナー

【八戸】グローバル書籍コーナー

【仙台】【八戸】交流カフェ

（留学生との交流の機会）

【八戸】

・本科生卒業研究の英語での発表

約50%

・専攻科生卒業研修の英語での発表

約100%

・プレゼンテーションセッション

（実施予定）

【鶴岡】

・専攻科成果発表ポスター英語作成

・専攻科成果発表英語発表

（実施予定）

【秋田】

・1～3年：グローバル基礎プロ
グラム

・4～5年：グローバルエンジニ
アリングプログラム

異文化コミュニケーション
WS

平成28年度：函館、八戸

平成29年度：旭川、八戸

秋田、一関、仙台、鶴岡

平成28年度：八戸

平成29年度：全高専

平成28年度：函館、八戸

平成29年度：秋田、仙台



オセアニア

北米・南米

アジア

ヨーロッパ
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●アメリカ

函館・釧路・八戸

函館・釧路・秋田

全校（アリゾナ大学教員研修）

●シンガポール

函館・八戸・秋田・鶴岡

●タイ

釧路・仙台・鶴岡

釧路

●マレーシア

鶴岡・秋田

●ベトナム

鶴岡

●インドネシア

鶴岡

●ニュージーランド

鶴岡

●イギリス

一関・鶴岡

●オーストラリア

一関・函館

●メキシコ

鶴岡

●ペルー・ボリビア・チリ
鶴岡

●フィンランド

仙台

●フランス

函館・八戸

一関・秋田

●モンゴル

八戸

学生派遣

教職員派遣

●ドイツ

函館

●スイス

函館

●中国

八戸

３-① 海外派遣の推進

※教職員派遣は、研修のみ記載

※参考 海外インターンシップ
機構本部の中期計画

第３期中期計画目標 246名
平成28年度までの実績 64名
平成29～30年目標数 182名

第一ブロック
9高専

（10キャンパス）

アリゾナ大学教員研修

平成28年度・第一ブロック 学生の海外派遣数 204名



ヨーロッパ

60

3-② 留学生の受入

●フランス

函館・釧路・八戸

仙台・秋田・鶴岡

●フィンランド

仙台・八戸

釧路・秋田・鶴岡

●ドイツ

仙台

アジア

●シンガポール

鶴岡

●タイ

釧路・八戸

仙台・鶴岡

●マレーシア

八戸・秋田

●モンゴル

苫小牧・八戸 ●ベトナム

鶴岡

北米

●アメリカ

八戸

平成28年度・第一ブロック 留学生の受入数 170名

第一ブロック
9高専

（10キャンパス）

【東北･北海道地区コンソーシアム】
・リールＡ、ベツーヌ、ヴァランシエンヌ、ラ
ンス、カレー、ルアブル技術短期大学
（フランス）
・トウルク応用科学大学（フィンランド）
【八戸】
・エドグレン高等学校（アメリカ）
・オタゴポリテクニック（ニュージーランド）
・Central Region College of Technology Economics and 
Water Resources （ベトナム）
・新モンゴル高専（モンゴル）
・大連交通大学（中国）
・アリゾナ大学人門学部（アメリカ）
・テマセクポリテクニック（シンガポール）



研究活動及び社会との連携

■ 主な業務
① 産・官・学・金交流に関する業務 ② 地域企業に対する技術指導・助言
③ 受託研究・試験研究・共同研究の実施
④ 公開講座（高度技術者養成研修含む）の実施
⑤ 講演会及び講習会の実施
⑥ 地域企業で主催する講演会及び講習会への協力及び講師派遣
⑦ 学内における学科横断プロジェクト研究の推進
⑧ センター報の発行 ⑨ 企業説明会の実施 等

■ 研究に関する事項
外部資金獲得，産官学金連携，知財管理 等

■ 社会との連携に関する事項
地域技術者への貢献，理科教育支援 等

地域テクノセンター・地域連携係
目的：産官学連携交流拠点・連携を推進・地域へ技術貢献

➪ 地域社会の発展に貢献すること．
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研究に関する事項（１）

■外部資金獲得
＊高専フォーラムの参加（平成２９年８月、長岡技術科学大学）

＊ 研究シーズ等のＰＲ

・「地域テクノセンター報」，「研究シーズ集」の発行 ➪ イベント等で配布

・デーリー東北「きたおおう研究室最前線」での研究シーズ紹介

➪ 平成25年2月～（継続中）

・デーリー東北「発言席」での研究シーズに基づいた投稿コラム

➪ 平成26年6月～（継続中）

・情報誌「てくのろじい Acros」での研究シーズ紹介（年１回）

（（公財）八戸地域高度技術振興センター発行）

・「企業見学会」 ➪企業ニーズ，平成29年9月19日実施

（永木精機・青森宝栄工業）
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外部資金
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科学研究費補助金
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地域連携（外部資金獲得件数）
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成果発表（口頭発表・論文発表）

口頭発表80-120件・論文数40-50件／年

66

本人の申告による



成果発表（学科別）

活発な論文発表に期待 67

口頭発表 論文本人の申告による
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研究に関する事項（２）

■産官学連携・知財関連（平成２９年度）
＊産官学連携イベント参加（シーズＰＲ，情報収集）

・四校学術交流会 ➪弘前大、岩手大、一関高専と研究開発交流

八戸高専， ９月１５日

・「あおもり産学官金連携Day2017」 出展

➪ イノベーション・ネットワークあおもり，１０月２４日

＊外部資金獲得状況報告と公募情報の紹介（教員会議）

＊青森県の知的財産連携会議への参加
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社会との連携に関する事項（１）

■ 地域技術者への貢献

■地域技術者の人材育成事業

＊「CAD／CAMシステムの基礎と実際」講座

➪5-9月 ３テーマで実施 （機械系ものづくりの基礎 他）
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■ 理科教育支援
＊『化学の学校－中学校と高専のジョイントレクチャー』

➪ 中学生対象． 平成２９年８月７日・８日開催
中学生８５名参加

＊『クリスマスレクチャー in 八戸高専2017』
➪中学校理科教員対象．平成２９年１２月２５日に開催



社会との連携に関する事項（２）

■ 地域への貢献

■出前講座（講師派遣）
➪根城公民館，上長公民館，八戸市立第一中学校，柏崎小学校，

八戸小学校，吹上小学校，千葉幼稚園，階上町，青森市，
原燃サイエンスフェスティバル、サイエンス体験事業等派遣

■公開講座（各学科で実施）： 小学生，中学生，一般市民対象

➪「メカnoワールドAコース，Bコース」，「ロケットはなぜ飛ぶか」
「ジュニアロボット教室」，「第2種電気工事士事前講習会」
「 建設環境公開講座シリーズ－まちづくり講演－」 ， 「無線LANって」
「ジュニア柔道 クリニック」 ， 「Trip to the Galaxy:Adventure in 
English」 ，「 Read to ACT!」等
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地域連携

・産学交流の日 ⇒ グランドサンピア八戸，１１月６日

・八戸高専ＣＯＣ+平成２９年度イノベーション・ベンチャーアイデアコンテスト２０１７ ⇒ 八戸プラザホテル，１２月９日

・八戸高専まちなか文化祭 ⇒ ラピア，１２月１６日

*その他（平成２９年度）
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• １．相談室運営委員会（関係教職員）

・インテーカー 看護師１名

・相談員（各科教員）５名

・２課長

• ２．学生向け相談員

精神科医師、産業カウンセラー、

臨床心理士（３名）

• ３．教職員向け（学生も可）相談員

名誉教授（３名）

「学生相談室」ではなく「相談室」

【相談室運営委員会】相談室の体制
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医師•カウンセラーの担当表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

第１週 名誉教授 名誉教授 産業カウンセ
ラー◎
名誉教授

臨床心理
士

第２週 名誉教授
臨床心理士

精神科医師
名誉教授

臨床心理士◎
名誉教授

第３週 名誉教授 臨床心理士◎
名誉教授

名誉教授

第４週 名誉教授 精神科医師
名誉教授

臨床心理士◎
名誉教授

注１） 黒文字は学生対象、赤文字は教職員対象（学生も可）
注２） ◎： 女性の担当者
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• ① 国立高等専門学校の教職員を対象としたメンタルヘルスに関する

研修会に教職員を派遣するとともに、その他の研修会にも必要に応じ
て教職員を派遣する。そして、その内容について、ＦＤで報告し、メンタ
ルヘルスの啓蒙を行い、学生の面談につなげる。

• ②教職員を対象とした学生のメンタルヘルス等に関する講演会等を実
施する。また相談室主催の学生向けの講演会も実施する。

9月6日 ハラスメント防止講演会実施(ﾘｽｸ管理委員会と共催)
12月6日 １年生向け講演会実施予定

「目指そう！グッドコミュニケーションー相互尊重のススメー」

• ③教員による懇話室での学生との交流と保健室の看護師（インテーカ
ー）を窓口としたカウンセラー（精神科医、臨床心理士等）の面談によ
る学生のメンタルヘルスの支援体制を維持する。

【相談室運営委員会】
平成29年度行動計画＜メンタルヘルス＞
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• ⑤人間関係づくりや思いやりのある学級づくりに効果が期待される
構成的グループエンカウンターを低学年に実施する。

【特色ある取組①】一年生の入学後は、特に重要。

【相談室運営委員会】
平成29年度行動計画＜メンタルヘルス＞
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構成的グループエンカウンター

• ④要支援学生については、特別支援体制（チーム）で支援する。

障害者相談室の設置－障害者の相談窓口

（室長、副室長、看護師、カウンセラーで構成）



• ⑥低学年でQ-U（Questionnaire-Utilities）検査を実施し、
学級運営や学生個人の支援に生かす。

全学年に「こころと体の健康調査」（高専機構作成）

を年２回実施。

【相談室運営委員会】
平成29年度行動計画＜メンタルヘルス＞
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• ⑦学生が相談しやすく
なり、しかも相談できる
相手の選択肢を広げる
ために、｢話してみよう
！１分間｣を１年生に実
施する。

【特色ある取組②】

7月と12月に実施

【相談室運営委員会】
平成29年度行動計画＜メンタルヘルス＞

77



『話してみよう! 1分間』を実施したことにより、相談しやすくなっ
たと思いますか？（H28）

１回目 ２回目

思う
94％
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• 高専機構の掲げる男女共同参画の目標(H26.1.27改訂）
①本科入学者に占める女子学生の比率 30％以上

②新規採用教員に占める女性比率 専門学科20%以上、全体で30%以上

③教授職に占める女性比率 7%以上

④管理職（課長以上）に占める女性比率 10%以上

• 本校の現状 (平成29年12月1日現在)
①H28年度新入生の女子比率27.3%…昨年度 30.1% 低下傾向!

（入学者実数 29年度45:120, 28年度50:116, 27年度57:102 )
②新規採用教員に占める女性比率 専門学科0%、全体で0%

（採用実数 29年度 0:2名、28年度 0:3名)
③教授職に占める女性比率 7.69%  (実数 2:26名)
④管理職（課長以上）に占める女性比率 0% (実数 0:3名)

男女共同参画 1
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• 高専機構の男女共同参画（継続事業）
H27年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）及び（連携型）」

事業期間：H27-32
補助金学：年間30,000千円上限

◎目標

①女性研究者在職比率の向上 11.3%までに

②女性上位職比率の向上 校長1名以上、教授5.5%以上

→現在、女性校長2名

◎主な取り組み事業

「めざせ高専研究者の道」プログラム、同居支援プログラム、

Re-Start支援プログラム、外部資金獲得支援プログラム、研究支援員配置制度、

上位職登用のためのポジティブ・アクション

男女共同参画 2
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八戸高専におけるH29年度実施の事業

①平成28年度科学技術人材育成補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ（牽引型）」（代表：岩手大学）の共同研究機関としての活動

・共同研究4件への参加（計約70万円）
・女性研究者 研究・交流会、各種セミナー等への参加
・ロール・モデル講演会等の主催
・本校女性研究者・OGの活動紹介

②【八戸高専女子学生キャリア塾】継続中
・女子学生のオープン・キャンパス（弘前大学）参加引率

---COC事業
・女子学生のオープン・キャンパス（岩手大学）参加引率

---男女共同参画委員会主催

③高専女子フォーラムin関西への発表女子学生2名派遣（12月予定）

④高専女子フォーラムin東北・北海道への発表女子学生派遣（3月予定）

男女共同参画 3
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• 本校の現状と課題
①女性研究者採用実績 0
・・・現在、英語科目担当教員の女性限定公募を実施中

②女性研究者の研究支援の継続

平成28年度採択の科学技術人材育成補助事業「ダイバーシティ研究環

境実現イニシアティブ（牽引型）」（代表：岩手大学）により、女性研究者
を代表とする共同研究への支援が実現・・・今後の成果へつなげるには
何が必要か？

研究業績の充実→上位職への登用

男女共同参画 4
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• 本校の現状と課題 2
③将来の女性研究者・高専教員養成にむけて
本科卒業生
26年度編入学 進学率 女子31.3% 全体43.9%
27年度編入学 進学率 女子39.5% 全体42.0%
28年度編入学 進学率 女子30.8% 全体43.8%

29年度編入学 進学率 女子37.2% 全体34.7%
30年度編入学 進学率 女子33.3% 全体33.8%の見込み

専攻科修了生

29年度大学院入学 進学率 女子54.5% 全体48.8%
30年度大学院入学 進学率 女子42.9% 全体40.0%

の見込み

女性研究者裾野拡大のため、
女子学生の進学促進、研究職への進路指導が課題

男女共同参画 5
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＊校内規則の整備とリスク管理室の設置
・校内緊急連絡体制の整備

・危機管理規則制定（平成23年度） ➪ 平成28年度改訂

・リスク管理室設置（平成23年度）

・高専機構本部との連携（平成24年度）

・緊急時のメール一斉配信システムの構築

➪Office365による安否確認訓練（平成28年度実施）

平成29年度は1月頃に実施予定

・いじめ防止対策ポリシーの制定と公開（平成26年度）

＊平成27～29年度の活動
・校内危険箇所等の調査（安全衛生専門委員会）：毎月実施（継続中）

・消防訓練の実施：H29.9.1実施（継続中）

・AEDの適正配置（8箇所）とレンタル化（レンタル化はH28年度）

AED講習会実施：H29.6.23実施（継続中）教職員・ｸﾗﾌﾞ部員・学生対象

リスク管理関係（これまでの活動）
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◎施設
○耐震化
・主要建物 ： 平成22年度に完了

・大規模天井等 ： 照明器具の落下防止対策済（武道館）

→今後は小規模建物の耐震調査及び補強が必要

○改修計画
・学生寮：生活環境改善に向けた整備、女子寮不足、国際交流のための整備

（シャワー室、洗濯乾燥室整備、女子寮セキュリティ、管理棟トイレ等改修）
寄宿舎N棟シャワー室他改修、寄宿舎E棟改修（営繕要求中）

・地域テクノセンター：全面改修（概算要求中）

○中村宿舎跡地
・国庫への現物納付、譲渡に向けて協議中

◎効率化
○省エネ
・光熱水料を会議等で報告、啓発ポスター掲示、照明灯LED化

○弘前大学との共同調達
・A重油、蛍光灯、トイレットペーパー、ごみ袋及び小荷物運送業務

＊参考資料：学校施設関係 施設と効率化
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過去の主な工事及び今後の予定…(１)

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・寄宿舎Ｓ棟耐震改
修

・校舎系統受水槽
改修

・職員宿舎（中村）と
りこわし（５棟）

・職員宿舎（上野平）
外壁改修

・第二体育館バス
ケットゴールの一部
取替え

・プール塗装塗り替
え

・校舎廊下照明の
省電力化工事

・災害復旧工事（東
日本大震災関連）

・寄宿舎Ｗ棟東側ト
イレ等改修

・寄宿舎Ｓ棟宿直室
改修

・校舎廊下照明・外
灯の省電力化工事

・書棚・ロッカー等の
耐震対策工事

・寄宿舎Ｌ棟洗面所
等改修

・サークル共用室屋
上防水改修

・寄宿舎Ｎ棟内部仕
上改修（廊下等）

・寄宿舎Ｓ棟浴室
シャワー増設

・寄宿舎渡り廊下塗
装改修

・寄宿舎食堂照明の
省電力化工事

・自動車工学部室の
環境整備（暖房・給
湯設備）

・野球場等補修

・図書館改修

・図書館機能の一時
移転 先整備

・平成24年度補正予
算の設備導入・更新
に伴う電源等設置工
事

・寄宿舎Ｂ棟２・３階
の暫定女子フロア化
のための改修

・野球場防球ネット修
繕

・５０周年記念ホール
整備

・講義棟３階合併教
室エアコン設置

・教育研究支援セン
ター室
の整備

・寄宿舎のトイレ等水
廻り
改修（Ｅ棟）

・寄宿舎厨房内部改
修

・屋外運動場ＡＥＤ用
電源設置
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過去の主な工事及び今後の予定…(２)

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度以降

・寄宿舎浴室の給湯設備
増設

・寄宿舎のトイレ等水回り
の改修（Ｗ棟西側）

・校舎無線ＬＡＮ用配線・電
源の整備

・女子寮セキュリティ（防犯
カメラ）整備

・寄宿舎廊下等照明の省
電力化工事

・寄宿舎の屋上防水・外壁
改修（Ｎ棟１期）

・構内ネットワーク通信
ケーブル更新

・都市建築棟屋上防水改
修

・都市建築棟エアコン更新

・プール塗装改修

・寄宿舎N棟（女子寮化）

・寄宿舎の外壁改修（Ｎ棟
２期）

・ゼミナール棟保健室移転
改修

・福利厚生会館サークル
室、ゼミ室改修

・課外活動施設男子更衣
室整備

・プールサード滑り止め改
修

・寄宿舎B棟S棟防犯設備
新設

・マテリアル棟防水補修

・記念会館の整備

・地域テクノセンター改修

・寄宿舎N棟シャワー室他
改修

・第二体育館他改修

・寄宿舎E棟改修（女子寮
への転換）

・構内防犯カメラ設置
・構内電気錠設置
・体育トレーニングセンター改修
・寄宿舎の暖房管改修
・寄宿舎温水ボイラー修繕
・蒸気ボイラー修繕
・ゼミナール棟外部改修
・テニスコート改修
・インフラ改修（排水設備）
・プール鉄骨塗装改修
・電話交換機設備改修
・受電室内電気設備改修
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水道光熱費の推移（平成27-28年度）…（１）
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水道光熱費の推移（平成27-28年度）…（２）
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水道光熱費の推移（過去５年間）…（１）
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水道光熱費の推移（過去５年間）…（２）
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平成28年度水道光熱費･･･（１）電気
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電気使用量
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

千円

電気料金

平成２８年度 平成２７年度

電気
(kWh) (円） (kWh) (円） (使用量) （金額）

4月 134,033 2,843,678 123,747 2,331,523 92.33% 81.99%
5月 122,364 2,574,218 125,481 2,305,489 102.55% 89.56%
6月 124,294 2,518,123 121,908 2,215,350 98.08% 87.98%
7月 130,766 2,716,104 128,704 2,435,204 98.42% 89.66%
8月 99,674 2,163,960 104,761 2,050,876 105.10% 94.77%
9月 110,805 2,321,102 125,808 2,359,815 113.54% 101.67%
10月 135,356 2,607,474 141,900 2,460,821 104.83% 94.38%
11月 140,942 2,677,040 142,882 2,507,797 101.38% 93.68%
12月 139,392 2,654,228 140,418 2,497,384 100.74% 94.09%
1月 156,748 2,866,958 151,581 2,695,089 96.70% 94.01%
2月 158,944 2,862,428 141,835 2,582,377 89.24% 90.22%
3月 124,868 2,319,940 119,700 2,315,866 95.86% 99.82%
合計 1,578,186 31,125,253 1,568,725 28,757,591 99.40% 92.39%

平成２７年度 平成２８年度 対前年度比


入力

		電気 デンキ

				平成２３年度 ヘイセイ ネンド				平成２４年度 ヘイセイ ネンド				平成２５年度 ヘイセイ ネンド				平成２６年度 ヘイセイ ネンド				平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド

		4月 ガツ		119,801		1,878,648		121,093		1,962,601		129,966		2,146,174		127,074		2,705,489		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523

		5月		119,986		1,885,836		112,802		1,826,494		129,262		2,164,820		123,831		2,645,222		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489

		6月		116,078		1,836,857		104,649		1,730,628		118,849		2,036,558		127,850		2,661,022		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350

		7月		103,020		1,844,635		112,979		2,012,658		116,111		2,130,901		130,548		2,361,986		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204

zai: Ｈ28.6吉成誤計上分の調整
’＋10,904円

		8月		87,762		1,795,934		103,440		1,928,641		98,789		1,879,088		96,724		2,290,332		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876

		9月		99,401		1,818,001		115,321		2,014,443		113,285		2,388,243		117,392		2,591,976		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815

		10月		122,148		2,004,551		123,994		1,961,786		130,612		2,538,432		134,393		2,753,586		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821

		11月		136,055		2,170,893		136,309		2,121,089		133,403		2,528,055		141,163		2,879,910		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797

		12月		140,479		2,243,663		138,804		2,159,418		136,630		2,622,002		147,967		3,013,925		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384

		1月		157,529		2,436,770		162,781		2,467,146		175,731		3,279,057		176,964		3,546,167		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089

		2月		151,330		2,332,768		146,344		2,249,612		152,282		2,916,121		144,361		2,986,466		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377

		3月		119,393		2,101,507		107,931		1,839,054		124,660		2,556,819		118,447		2,563,318		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866

		合計 ゴウケイ		1,472,982		24,350,063		1,486,447		24,273,570		1,559,580		29,186,270		1,586,714		32,999,399		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591





		水道 スイドウ																										プール水道料は含めない！ スイドウリョウ フク

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,353		509,520		1,372		511,178		1,210		445,802		1,325		495,674		1,108		408,387		953		352,313

		5月		1,132		426,356		1,363		507,089		1,302		478,772		1,660		619,500		1,298		479,185		1,184		436,641

		6月		843		317,530		1,290		478,832		1,230		448,868		878		327,539		785		288,625		941		346,858

		7月		934		351,772		609		226,687		769		282,812		1,115		416,911		860		316,916		1,060		390,769

		8月		1,013		380,823		961		361,134		959		361,726		964		374,758		783		299,472		427		163,229

		9月		766		288,498		1,093		407,010		998		366,939		840		313,995		653		243,855		720		267,675

		10月		1,288		477,965		957		399,545		1,234		441,692		1,138		411,840		1,225		454,141		994		368,168

		11月		1,038		385,711		1,573		567,418		1,345		481,760		1,267		466,912		816		300,993		999		369,132

		12月		892		332,156		1,040		382,782		666		242,801		745		275,681		1,063		393,313		969		359,008

		1月		1,414		526,355		1,637		598,739		1,281		465,186		1,587		584,863		1,006		373,049		1,151		425,869		1,473		544,004

		2月		876		325,927		777		285,718		941		342,208		734		271,178		1,061		391,768		924		342,015

		3月		793		299,387		692		264,885		1,077		404,580		771		304,211		689		258,184		888		332,811

		合計 ゴウケイ		12,342		4,622,000		13,364		4,991,017		13,012		4,763,146		13,024		4,863,062		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488





		プロパンガス

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,245		339,885		1,088		314,160		1,340		386,925		1,211		366,206		1,305		387,585		1,412		346,165				2,528

		5月		372		101,556		385		111,168		980		283,177		288		87,091		147		43,659		401		98,309

		6月		79		21,567		120		34,650		192		55,440		120		36,288		196		58,212		72		17,602

		7月		123		33,579		406		117,232		449		129,648		440		133,056		528		156,816		99		23,925

		8月		266		72,618		594		171,517		522		150,814		255		77,112		342		101,574		201		48,625

		9月		145		39,585		620		179,025		285		82,438		163		49,291		102		30,294		113		27,336

		10月		517		141,141		578		166,897		1,035		298,942		918		277,603		876		260,172		1,004		229,830

		11月		1,061		289,653		1,385		399,918		1,757		507,564		1,643		496,843		2,025		601,425		2,530		579,154

		12月		2,286		624,078		2,702		780,202		2,468		712,692		3,396		1,026,950		2,715		806,355		2,735		626,205

		1月		3,249		886,977		3,706		1,070,107		3,895		1,288,469		4,091		1,237,057		3,657		1,007,137		3,190		788,950

		2月		3,185		869,505		3,632		1,048,740		3,455		1,142,873		3,537		1,012,289		3,474		956,739		2,978		736,518

		3月		1,871		510,783		1,746		504,157		2,134		705,820		2,660		761,292		2,390		658,206		2,279		563,642

		合計 ゴウケイ		14,399		3,930,927		16,962		4,897,773		18,512		5,744,802		18,722		5,561,078		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261





		Ａ重油 ジュウユ

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		27,730		2,474,903		21,611		1,826,669		22,512		1,862,642		17,571		1,561,781		23,854		1,383,437		18,839		695,837

		5月		0		0		4,760		402,339		0		0										0		0

		6月		0		0		0		0		0		0										0		0

		7月		0		0		0		0														0

		8月		0		0		0		0														0

		9月		0		0		0		0														0

		10月		5,818		379,973		4,760		352,858		10,880		877,363		5,744		503,726		6,189		307,470		7,564		312,877

		11月		39,450		2,614,346		49,837		3,694,416		30,581		2,466,051		37,836		3,268,634		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553

		12月		52,454		3,618,539		48,789		3,616,728		43,123		3,613,276		40,550		3,351,448		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733

		1月		61,482		4,383,359		54,451		4,087,908		52,252		4,526,329		51,264		3,488,003		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715

		2月		59,929		4,398,488		62,402		4,987,866		40,968		3,548,853		50,000		3,133,209		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369

		3月		37,000		2,931,390		16,000		2,627,520		40,000		3,465,000		16,000		1,019,520		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841

		合計 ゴウケイ		283,863		20,800,998		262,610		21,596,304		240,316		20,359,514		218,965		16,326,321		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925







		トータル		平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ				5,202,956				4,614,608				4,841,543				5,129,150				5,023,087				3,725,838

		5月				2,413,748				2,847,090				2,926,769				3,351,813				3,097,062				2,840,439

		6月				2,175,954				2,244,110				2,540,866				3,024,849				2,864,960				2,579,810

		7月				2,229,986				2,356,577				2,543,361				2,911,953				3,189,836				2,849,898

		8月				2,249,375				2,461,292				2,391,628				2,742,202				2,565,006				2,262,730

		9月				2,146,084				2,600,478				2,837,620				2,955,262				2,595,251				2,654,826

		10月				3,003,630				2,881,086				4,156,429				3,946,755				3,629,257				3,371,696

		11月				5,460,603				6,782,841				5,983,430				7,112,299				5,593,982				5,128,636

		12月				6,818,436				6,939,130				7,190,771				7,668,004				5,521,057				5,330,330

		1月				8,233,461				8,223,900				9,559,041				8,856,090				6,246,406				6,238,623

		2月				7,926,688				8,571,936				7,950,055				7,403,142				6,282,752				6,333,279

		3月				5,843,067				5,235,616				7,132,219				4,648,341				4,807,621				4,443,160

		合計 ゴウケイ				53,703,988				55,758,664				60,053,732				59,749,860				51,416,277				47,759,265









































































































































































































































&"HGP創英角ｺﾞｼｯｸUB,標準"&A	




対前年度比－金額

		光熱水料（対前年度比） コウネツ ミズ リョウ タイ ゼンネンドヒ



		電気 デンキ		平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対前年度比 タイ ゼンネンドヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523		92.33%		81.99%

		5月		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489		102.55%		89.56%

		6月		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350		98.08%		87.98%

		7月		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204		98.42%		89.66%

		8月		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876		105.10%		94.77%

		9月		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815		113.54%		101.67%

		10月		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821		104.83%		94.38%

		11月		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797		101.38%		93.68%

		12月		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384		100.74%		94.09%

		1月		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089		96.70%		94.01%

		2月		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377		89.24%		90.22%

		3月		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866		95.86%		99.82%

		合計 ゴウケイ		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591		99.40%		92.39%







		水道		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,108		408,387		953		352,313		86.01%		86.27%

		5月		1,298		479,185		1,184		436,641		91.22%		91.12%

		6月		785		288,625		941		346,858		119.87%		120.18%

		7月		860		316,916		1,060		390,769		123.26%		123.30%

		8月		783		299,472		427		163,229		54.53%		54.51%

		9月		653		243,855		720		267,675		110.26%		109.77%

		10月		1,225		454,141		994		368,168		81.14%		81.07%

		11月		816		300,993		999		369,132		122.43%		122.64%

		12月		1,063		393,313		969		359,008		91.16%		91.28%

		1月		1,006		373,049		1,151		425,869		114.41%		114.16%

		2月		1,061		391,768		924		342,015		87.09%		87.30%

		3月		689		258,184		888		332,811		128.88%		128.90%

		合計 ゴウケイ		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488		98.79%		98.73%







		プロパンガス		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,305		387,585		1,412		346,165		108.20%		89.31%

		5月		147		43,659		401		98,309		272.79%		225.17%

		6月		196		58,212		72		17,602		36.73%		30.24%

		7月		528		156,816		99		23,925		18.75%		15.26%

		8月		342		101,574		201		48,625		58.77%		47.87%

		9月		102		30,294		113		27,336		110.78%		90.24%

		10月		876		260,172		1,004		229,830		114.61%		88.34%

		11月		2,025		601,425		2,530		579,154		124.94%		96.30%

		12月		2,715		806,355		2,735		626,205		100.74%		77.66%

		1月		3,657		1,007,137		3,190		788,950		87.23%		78.34%

		2月		3,474		956,739		2,978		736,518		85.72%		76.98%

		3月		2,390		658,206		2,279		563,642		95.36%		85.63%

		合計 ゴウケイ		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261		95.82%		80.63%







		Ａ重油		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		23,854		1,383,437		18,839		695,837		78.98%		50.30%

		5月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,189		307,470		7,564		312,877		122.22%		101.76%

		11月		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553		99.72%		83.02%

		12月		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733		127.52%		110.83%

		1月		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715		99.49%		116.48%

		2月		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369		100.47%		128.99%

		3月		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841		61.01%		78.33%

		合計 ゴウケイ		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925		96.09%		97.69%







		合計 ゴウケイ		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				5,023,087				3,725,838				74.17%

		5月				3,097,062				2,840,439				91.71%

		6月				2,864,960				2,579,810				90.05%

		7月				3,189,836				2,849,898				89.34%

		8月				2,565,006				2,262,730				88.22%

		9月				2,595,251				2,654,826				102.30%

		10月				3,629,257				3,371,696				92.90%

		11月				5,593,982				5,128,636				91.68%

		12月				5,521,057				5,330,330				96.55%

		1月				6,246,406				6,238,623				99.88%

		2月				6,282,752				6,333,279				100.80%

		3月				4,807,621				4,443,160				92.42%

		合計 ゴウケイ				51,416,277				47,759,265				92.89%





		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対前年度 タイ ゼンネンド

		4月 ガツ		9.9		9.2		▲ 0.7

		5月		15.3		15.5		0.2

		6月		17.2		17.1		▲ 0.1

		7月		22.0		20.4		▲ 1.6

		8月		22.3		23.8		1.5

		9月		18.6		19.9		1.3

		10月		12.2		12.7		0.5

		11月		8.1		5.3		▲ 2.8

		12月		3.1		2.3		▲ 0.8

		1月		-0.4		-0.5		▲ 0.1

		2月		0.6		0.4		▲ 0.2

		3月		4.5		3.0		▲ 1.5



										4月からの累計 ガツ ルイケイ		0

































電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2843678	2574218	2518123	2716104	2163960	2321102	2607474	2677040	2654228	2866958	2862428	2319940	

千円









月別気温推移（前年度との差）



対前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	-0.70000000000000107	0.19999999999999929	-9.9999999999997868E-2	-1.6000000000000014	1.5	1.2999999999999972	0.5	-2.8	-0.80000000000000027	-9.9999999999999978E-2	-0.19999999999999996	-1.5	







水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	408387	479185	288625	316916	299472	243855	454141	300993	393313	373049	391768	258184	千円











プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	387585	43659	58212	156816	101574	30294	260172	601425	806355	1007137	956739	658206	千円











A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1383437	0	0	0	0	0	307470	2014524	1667161	1999262	2071817	1571291	千円











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5023087	3097062	2864960	3189836	2565006	2595251	3629257	5593982	5521057	6246406	6282752	4807621	



千円







電気使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	134033	122364	124294	130766	99674	110805	135356	140942	139392	156748	158944	124868	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1108	1298	785	860	783	653	1225	816	1063	1006	1061	689	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1305	147	196	528	342	102	876	2025	2715	3657	3474	2390	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	23854	0	0	0	0	0	6189	40550	33558	45821	49957	37888	ℓ













対平年比－金額



		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平年値 ヘイネンチ		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対平年度 タイ ヘイネン ド

		4月 ガツ		8.5		9.2		0.7

		5月		13.1		15.5		2.4

		6月		16.2		17.1		0.9

		7月		20.1		20.4		0.3

		8月		22.5		23.8		1.3

		9月		18.9		19.9		1.0

		10月		13.0		12.7		▲ 0.3

		11月		6.9		5.3		▲ 1.6

		12月		1.8		2.3		0.5

		1月		-0.9		-0.5		0.4

		2月		-0.5		0.4		0.9

		3月		2.7		3.0		0.3

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	474112.2	502180.4	372278.8	319019.59999999998	355582.6	324059.40000000002	437036.6	440558.8	325346.59999999998	509638.40000000002	323359.8	306249.40000000002	



千円







プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	358952.2	125330.2	41231.4	114066.2	114727	76126.600000000006	228951	459080.6	790055.4	1097949.3999999999	1006029.2	628051.6	



千円







A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1821886.4	134113	0	0	0	0	484278	2811594.2	3173430.4	3696972.2	3628046.6	2322944.2000000002	



千円







合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円







電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2307318	2219318	2156637.6	2213256.7999999998	2011591	2226753	2373165.7999999998	2475397.4	2538647.2000000002	2919219.6	2669479	2276127.6	



千円







月別気温推移（平年との差）



対平年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.69999999999999929	2.4000000000000004	0.90000000000000213	0.29999999999999716	1.3000000000000007	1	-0.30000000000000071	-1.6000000000000005	0.49999999999999978	0.4	0.9	0.29999999999999982	









×対平年比－使用量





		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ ヘイネン





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ ネンブン				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		247,762		17,939,152		228,525		10,760,925		92.24%		59.99%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



電力使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	126393.4	121649	118344	118684.8	97277.8	111240.8	129300.6	137574.39999999999	140654.39999999999	165950.6	150652.20000000001	119059.8	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1273.5999999999999	1351	1005.2	857.4	936	870	1168.4000000000001	1207.8	881.2	1385	877.8	804.4	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1237.8	434.4	141.4	389.2	395.8	263	784.8	1574.2	2713.4	3719.6	3456.6	2160.1999999999998	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	22655.599999999999	1586.6666666666667	0	0	0	0	6678.2	39650.800000000003	43694.8	53054	52651.199999999997	29377.599999999999	㍑











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円
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千円
水道料金

平成２８年度 平成２７年度

水道
(㎥) (円） (㎥) (円） (使用量) （金額）

4月 1,108 408,387 953 352,313 86.01% 86.27%
5月 1,298 479,185 1,184 436,641 91.22% 91.12%
6月 785 288,625 941 346,858 119.87% 120.18%
7月 860 316,916 1,060 390,769 123.26% 123.30%
8月 783 299,472 427 163,229 54.53% 54.51%
9月 653 243,855 720 267,675 110.26% 109.77%
10月 1,225 454,141 994 368,168 81.14% 81.07%
11月 816 300,993 999 369,132 122.43% 122.64%
12月 1,063 393,313 969 359,008 91.16% 91.28%
1月 1,006 373,049 1,151 425,869 114.41% 114.16%
2月 1,061 391,768 924 342,015 87.09% 87.30%
3月 689 258,184 888 332,811 128.88% 128.90%
合計 11,347 4,207,888 11,210 4,154,488 98.79% 98.73%

平成２７年度 平成２８年度 対前年度比


入力

		電気 デンキ

				平成２３年度 ヘイセイ ネンド				平成２４年度 ヘイセイ ネンド				平成２５年度 ヘイセイ ネンド				平成２６年度 ヘイセイ ネンド				平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド

		4月 ガツ		119,801		1,878,648		121,093		1,962,601		129,966		2,146,174		127,074		2,705,489		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523

		5月		119,986		1,885,836		112,802		1,826,494		129,262		2,164,820		123,831		2,645,222		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489

		6月		116,078		1,836,857		104,649		1,730,628		118,849		2,036,558		127,850		2,661,022		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350

		7月		103,020		1,844,635		112,979		2,012,658		116,111		2,130,901		130,548		2,361,986		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204

zai: Ｈ28.6吉成誤計上分の調整
’＋10,904円

		8月		87,762		1,795,934		103,440		1,928,641		98,789		1,879,088		96,724		2,290,332		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876

		9月		99,401		1,818,001		115,321		2,014,443		113,285		2,388,243		117,392		2,591,976		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815

		10月		122,148		2,004,551		123,994		1,961,786		130,612		2,538,432		134,393		2,753,586		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821

		11月		136,055		2,170,893		136,309		2,121,089		133,403		2,528,055		141,163		2,879,910		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797

		12月		140,479		2,243,663		138,804		2,159,418		136,630		2,622,002		147,967		3,013,925		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384

		1月		157,529		2,436,770		162,781		2,467,146		175,731		3,279,057		176,964		3,546,167		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089

		2月		151,330		2,332,768		146,344		2,249,612		152,282		2,916,121		144,361		2,986,466		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377

		3月		119,393		2,101,507		107,931		1,839,054		124,660		2,556,819		118,447		2,563,318		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866

		合計 ゴウケイ		1,472,982		24,350,063		1,486,447		24,273,570		1,559,580		29,186,270		1,586,714		32,999,399		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591





		水道 スイドウ																										プール水道料は含めない！ スイドウリョウ フク

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,353		509,520		1,372		511,178		1,210		445,802		1,325		495,674		1,108		408,387		953		352,313

		5月		1,132		426,356		1,363		507,089		1,302		478,772		1,660		619,500		1,298		479,185		1,184		436,641

		6月		843		317,530		1,290		478,832		1,230		448,868		878		327,539		785		288,625		941		346,858

		7月		934		351,772		609		226,687		769		282,812		1,115		416,911		860		316,916		1,060		390,769

		8月		1,013		380,823		961		361,134		959		361,726		964		374,758		783		299,472		427		163,229

		9月		766		288,498		1,093		407,010		998		366,939		840		313,995		653		243,855		720		267,675

		10月		1,288		477,965		957		399,545		1,234		441,692		1,138		411,840		1,225		454,141		994		368,168

		11月		1,038		385,711		1,573		567,418		1,345		481,760		1,267		466,912		816		300,993		999		369,132

		12月		892		332,156		1,040		382,782		666		242,801		745		275,681		1,063		393,313		969		359,008

		1月		1,414		526,355		1,637		598,739		1,281		465,186		1,587		584,863		1,006		373,049		1,151		425,869		1,473		544,004

		2月		876		325,927		777		285,718		941		342,208		734		271,178		1,061		391,768		924		342,015

		3月		793		299,387		692		264,885		1,077		404,580		771		304,211		689		258,184		888		332,811

		合計 ゴウケイ		12,342		4,622,000		13,364		4,991,017		13,012		4,763,146		13,024		4,863,062		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488





		プロパンガス

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,245		339,885		1,088		314,160		1,340		386,925		1,211		366,206		1,305		387,585		1,412		346,165				2,528

		5月		372		101,556		385		111,168		980		283,177		288		87,091		147		43,659		401		98,309

		6月		79		21,567		120		34,650		192		55,440		120		36,288		196		58,212		72		17,602

		7月		123		33,579		406		117,232		449		129,648		440		133,056		528		156,816		99		23,925

		8月		266		72,618		594		171,517		522		150,814		255		77,112		342		101,574		201		48,625

		9月		145		39,585		620		179,025		285		82,438		163		49,291		102		30,294		113		27,336

		10月		517		141,141		578		166,897		1,035		298,942		918		277,603		876		260,172		1,004		229,830

		11月		1,061		289,653		1,385		399,918		1,757		507,564		1,643		496,843		2,025		601,425		2,530		579,154

		12月		2,286		624,078		2,702		780,202		2,468		712,692		3,396		1,026,950		2,715		806,355		2,735		626,205

		1月		3,249		886,977		3,706		1,070,107		3,895		1,288,469		4,091		1,237,057		3,657		1,007,137		3,190		788,950

		2月		3,185		869,505		3,632		1,048,740		3,455		1,142,873		3,537		1,012,289		3,474		956,739		2,978		736,518

		3月		1,871		510,783		1,746		504,157		2,134		705,820		2,660		761,292		2,390		658,206		2,279		563,642

		合計 ゴウケイ		14,399		3,930,927		16,962		4,897,773		18,512		5,744,802		18,722		5,561,078		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261





		Ａ重油 ジュウユ

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		27,730		2,474,903		21,611		1,826,669		22,512		1,862,642		17,571		1,561,781		23,854		1,383,437		18,839		695,837

		5月		0		0		4,760		402,339		0		0										0		0

		6月		0		0		0		0		0		0										0		0

		7月		0		0		0		0														0

		8月		0		0		0		0														0

		9月		0		0		0		0														0

		10月		5,818		379,973		4,760		352,858		10,880		877,363		5,744		503,726		6,189		307,470		7,564		312,877

		11月		39,450		2,614,346		49,837		3,694,416		30,581		2,466,051		37,836		3,268,634		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553

		12月		52,454		3,618,539		48,789		3,616,728		43,123		3,613,276		40,550		3,351,448		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733

		1月		61,482		4,383,359		54,451		4,087,908		52,252		4,526,329		51,264		3,488,003		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715

		2月		59,929		4,398,488		62,402		4,987,866		40,968		3,548,853		50,000		3,133,209		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369

		3月		37,000		2,931,390		16,000		2,627,520		40,000		3,465,000		16,000		1,019,520		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841

		合計 ゴウケイ		283,863		20,800,998		262,610		21,596,304		240,316		20,359,514		218,965		16,326,321		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925







		トータル		平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ				5,202,956				4,614,608				4,841,543				5,129,150				5,023,087				3,725,838

		5月				2,413,748				2,847,090				2,926,769				3,351,813				3,097,062				2,840,439

		6月				2,175,954				2,244,110				2,540,866				3,024,849				2,864,960				2,579,810

		7月				2,229,986				2,356,577				2,543,361				2,911,953				3,189,836				2,849,898

		8月				2,249,375				2,461,292				2,391,628				2,742,202				2,565,006				2,262,730

		9月				2,146,084				2,600,478				2,837,620				2,955,262				2,595,251				2,654,826

		10月				3,003,630				2,881,086				4,156,429				3,946,755				3,629,257				3,371,696

		11月				5,460,603				6,782,841				5,983,430				7,112,299				5,593,982				5,128,636

		12月				6,818,436				6,939,130				7,190,771				7,668,004				5,521,057				5,330,330

		1月				8,233,461				8,223,900				9,559,041				8,856,090				6,246,406				6,238,623

		2月				7,926,688				8,571,936				7,950,055				7,403,142				6,282,752				6,333,279

		3月				5,843,067				5,235,616				7,132,219				4,648,341				4,807,621				4,443,160

		合計 ゴウケイ				53,703,988				55,758,664				60,053,732				59,749,860				51,416,277				47,759,265
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対前年度比－金額

		光熱水料（対前年度比） コウネツ ミズ リョウ タイ ゼンネンドヒ



		電気 デンキ		平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対前年度比 タイ ゼンネンドヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523		92.33%		81.99%

		5月		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489		102.55%		89.56%

		6月		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350		98.08%		87.98%

		7月		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204		98.42%		89.66%

		8月		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876		105.10%		94.77%

		9月		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815		113.54%		101.67%

		10月		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821		104.83%		94.38%

		11月		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797		101.38%		93.68%

		12月		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384		100.74%		94.09%

		1月		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089		96.70%		94.01%

		2月		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377		89.24%		90.22%

		3月		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866		95.86%		99.82%

		合計 ゴウケイ		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591		99.40%		92.39%







		水道		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,108		408,387		953		352,313		86.01%		86.27%

		5月		1,298		479,185		1,184		436,641		91.22%		91.12%

		6月		785		288,625		941		346,858		119.87%		120.18%

		7月		860		316,916		1,060		390,769		123.26%		123.30%

		8月		783		299,472		427		163,229		54.53%		54.51%

		9月		653		243,855		720		267,675		110.26%		109.77%

		10月		1,225		454,141		994		368,168		81.14%		81.07%

		11月		816		300,993		999		369,132		122.43%		122.64%

		12月		1,063		393,313		969		359,008		91.16%		91.28%

		1月		1,006		373,049		1,151		425,869		114.41%		114.16%

		2月		1,061		391,768		924		342,015		87.09%		87.30%

		3月		689		258,184		888		332,811		128.88%		128.90%

		合計 ゴウケイ		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488		98.79%		98.73%







		プロパンガス		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,305		387,585		1,412		346,165		108.20%		89.31%

		5月		147		43,659		401		98,309		272.79%		225.17%

		6月		196		58,212		72		17,602		36.73%		30.24%

		7月		528		156,816		99		23,925		18.75%		15.26%

		8月		342		101,574		201		48,625		58.77%		47.87%

		9月		102		30,294		113		27,336		110.78%		90.24%

		10月		876		260,172		1,004		229,830		114.61%		88.34%

		11月		2,025		601,425		2,530		579,154		124.94%		96.30%

		12月		2,715		806,355		2,735		626,205		100.74%		77.66%

		1月		3,657		1,007,137		3,190		788,950		87.23%		78.34%

		2月		3,474		956,739		2,978		736,518		85.72%		76.98%

		3月		2,390		658,206		2,279		563,642		95.36%		85.63%

		合計 ゴウケイ		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261		95.82%		80.63%







		Ａ重油		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		23,854		1,383,437		18,839		695,837		78.98%		50.30%

		5月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,189		307,470		7,564		312,877		122.22%		101.76%

		11月		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553		99.72%		83.02%

		12月		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733		127.52%		110.83%

		1月		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715		99.49%		116.48%

		2月		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369		100.47%		128.99%

		3月		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841		61.01%		78.33%

		合計 ゴウケイ		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925		96.09%		97.69%







		合計 ゴウケイ		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				5,023,087				3,725,838				74.17%

		5月				3,097,062				2,840,439				91.71%

		6月				2,864,960				2,579,810				90.05%

		7月				3,189,836				2,849,898				89.34%

		8月				2,565,006				2,262,730				88.22%

		9月				2,595,251				2,654,826				102.30%

		10月				3,629,257				3,371,696				92.90%

		11月				5,593,982				5,128,636				91.68%

		12月				5,521,057				5,330,330				96.55%

		1月				6,246,406				6,238,623				99.88%

		2月				6,282,752				6,333,279				100.80%

		3月				4,807,621				4,443,160				92.42%

		合計 ゴウケイ				51,416,277				47,759,265				92.89%





		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対前年度 タイ ゼンネンド

		4月 ガツ		9.9		9.2		▲ 0.7

		5月		15.3		15.5		0.2

		6月		17.2		17.1		▲ 0.1

		7月		22.0		20.4		▲ 1.6

		8月		22.3		23.8		1.5

		9月		18.6		19.9		1.3

		10月		12.2		12.7		0.5

		11月		8.1		5.3		▲ 2.8

		12月		3.1		2.3		▲ 0.8

		1月		-0.4		-0.5		▲ 0.1

		2月		0.6		0.4		▲ 0.2

		3月		4.5		3.0		▲ 1.5



										4月からの累計 ガツ ルイケイ		0

































電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2843678	2574218	2518123	2716104	2163960	2321102	2607474	2677040	2654228	2866958	2862428	2319940	

千円









月別気温推移（前年度との差）



対前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	-0.70000000000000107	0.19999999999999929	-9.9999999999997868E-2	-1.6000000000000014	1.5	1.2999999999999972	0.5	-2.8	-0.80000000000000027	-9.9999999999999978E-2	-0.19999999999999996	-1.5	







水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	408387	479185	288625	316916	299472	243855	454141	300993	393313	373049	391768	258184	千円











プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	387585	43659	58212	156816	101574	30294	260172	601425	806355	1007137	956739	658206	千円











A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1383437	0	0	0	0	0	307470	2014524	1667161	1999262	2071817	1571291	千円











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5023087	3097062	2864960	3189836	2565006	2595251	3629257	5593982	5521057	6246406	6282752	4807621	



千円







電気使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	134033	122364	124294	130766	99674	110805	135356	140942	139392	156748	158944	124868	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1108	1298	785	860	783	653	1225	816	1063	1006	1061	689	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1305	147	196	528	342	102	876	2025	2715	3657	3474	2390	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	23854	0	0	0	0	0	6189	40550	33558	45821	49957	37888	ℓ













対平年比－金額



		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平年値 ヘイネンチ		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対平年度 タイ ヘイネン ド

		4月 ガツ		8.5		9.2		0.7

		5月		13.1		15.5		2.4

		6月		16.2		17.1		0.9

		7月		20.1		20.4		0.3

		8月		22.5		23.8		1.3

		9月		18.9		19.9		1.0

		10月		13.0		12.7		▲ 0.3

		11月		6.9		5.3		▲ 1.6

		12月		1.8		2.3		0.5

		1月		-0.9		-0.5		0.4

		2月		-0.5		0.4		0.9

		3月		2.7		3.0		0.3

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	474112.2	502180.4	372278.8	319019.59999999998	355582.6	324059.40000000002	437036.6	440558.8	325346.59999999998	509638.40000000002	323359.8	306249.40000000002	



千円







プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	358952.2	125330.2	41231.4	114066.2	114727	76126.600000000006	228951	459080.6	790055.4	1097949.3999999999	1006029.2	628051.6	



千円







A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1821886.4	134113	0	0	0	0	484278	2811594.2	3173430.4	3696972.2	3628046.6	2322944.2000000002	



千円







合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円







電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2307318	2219318	2156637.6	2213256.7999999998	2011591	2226753	2373165.7999999998	2475397.4	2538647.2000000002	2919219.6	2669479	2276127.6	



千円







月別気温推移（平年との差）



対平年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.69999999999999929	2.4000000000000004	0.90000000000000213	0.29999999999999716	1.3000000000000007	1	-0.30000000000000071	-1.6000000000000005	0.49999999999999978	0.4	0.9	0.29999999999999982	









×対平年比－使用量





		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ ヘイネン





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ ネンブン				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		247,762		17,939,152		228,525		10,760,925		92.24%		59.99%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



電力使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	126393.4	121649	118344	118684.8	97277.8	111240.8	129300.6	137574.39999999999	140654.39999999999	165950.6	150652.20000000001	119059.8	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1273.5999999999999	1351	1005.2	857.4	936	870	1168.4000000000001	1207.8	881.2	1385	877.8	804.4	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1237.8	434.4	141.4	389.2	395.8	263	784.8	1574.2	2713.4	3719.6	3456.6	2160.1999999999998	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	22655.599999999999	1586.6666666666667	0	0	0	0	6678.2	39650.800000000003	43694.8	53054	52651.199999999997	29377.599999999999	㍑











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円
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平成28年度水道光熱費･･･（３）プロパンガス
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千円
プロパンガス料金

平成２８年度 平成２７年度

プロパンガス
(㎥) (円） (㎥) (円） (使用量) （金額）

4月 1,305 387,585 1,412 346,165 108.20% 89.31%
5月 147 43,659 401 98,309 272.79% 225.17%
6月 196 58,212 72 17,602 36.73% 30.24%
7月 528 156,816 99 23,925 18.75% 15.26%
8月 342 101,574 201 48,625 58.77% 47.87%
9月 102 30,294 113 27,336 110.78% 90.24%
10月 876 260,172 1,004 229,830 114.61% 88.34%
11月 2,025 601,425 2,530 579,154 124.94% 96.30%
12月 2,715 806,355 2,735 626,205 100.74% 77.66%
1月 3,657 1,007,137 3,190 788,950 87.23% 78.34%
2月 3,474 956,739 2,978 736,518 85.72% 76.98%
3月 2,390 658,206 2,279 563,642 95.36% 85.63%
合計 17,757 5,068,174 17,014 4,086,261 95.82% 80.63%

平成２７年度 平成２８年度 対前年度比


入力

		電気 デンキ

				平成２３年度 ヘイセイ ネンド				平成２４年度 ヘイセイ ネンド				平成２５年度 ヘイセイ ネンド				平成２６年度 ヘイセイ ネンド				平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド

		4月 ガツ		119,801		1,878,648		121,093		1,962,601		129,966		2,146,174		127,074		2,705,489		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523

		5月		119,986		1,885,836		112,802		1,826,494		129,262		2,164,820		123,831		2,645,222		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489

		6月		116,078		1,836,857		104,649		1,730,628		118,849		2,036,558		127,850		2,661,022		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350

		7月		103,020		1,844,635		112,979		2,012,658		116,111		2,130,901		130,548		2,361,986		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204

zai: Ｈ28.6吉成誤計上分の調整
’＋10,904円

		8月		87,762		1,795,934		103,440		1,928,641		98,789		1,879,088		96,724		2,290,332		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876

		9月		99,401		1,818,001		115,321		2,014,443		113,285		2,388,243		117,392		2,591,976		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815

		10月		122,148		2,004,551		123,994		1,961,786		130,612		2,538,432		134,393		2,753,586		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821

		11月		136,055		2,170,893		136,309		2,121,089		133,403		2,528,055		141,163		2,879,910		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797

		12月		140,479		2,243,663		138,804		2,159,418		136,630		2,622,002		147,967		3,013,925		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384

		1月		157,529		2,436,770		162,781		2,467,146		175,731		3,279,057		176,964		3,546,167		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089

		2月		151,330		2,332,768		146,344		2,249,612		152,282		2,916,121		144,361		2,986,466		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377

		3月		119,393		2,101,507		107,931		1,839,054		124,660		2,556,819		118,447		2,563,318		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866

		合計 ゴウケイ		1,472,982		24,350,063		1,486,447		24,273,570		1,559,580		29,186,270		1,586,714		32,999,399		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591





		水道 スイドウ																										プール水道料は含めない！ スイドウリョウ フク

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,353		509,520		1,372		511,178		1,210		445,802		1,325		495,674		1,108		408,387		953		352,313

		5月		1,132		426,356		1,363		507,089		1,302		478,772		1,660		619,500		1,298		479,185		1,184		436,641

		6月		843		317,530		1,290		478,832		1,230		448,868		878		327,539		785		288,625		941		346,858

		7月		934		351,772		609		226,687		769		282,812		1,115		416,911		860		316,916		1,060		390,769

		8月		1,013		380,823		961		361,134		959		361,726		964		374,758		783		299,472		427		163,229

		9月		766		288,498		1,093		407,010		998		366,939		840		313,995		653		243,855		720		267,675

		10月		1,288		477,965		957		399,545		1,234		441,692		1,138		411,840		1,225		454,141		994		368,168

		11月		1,038		385,711		1,573		567,418		1,345		481,760		1,267		466,912		816		300,993		999		369,132

		12月		892		332,156		1,040		382,782		666		242,801		745		275,681		1,063		393,313		969		359,008

		1月		1,414		526,355		1,637		598,739		1,281		465,186		1,587		584,863		1,006		373,049		1,151		425,869		1,473		544,004

		2月		876		325,927		777		285,718		941		342,208		734		271,178		1,061		391,768		924		342,015

		3月		793		299,387		692		264,885		1,077		404,580		771		304,211		689		258,184		888		332,811

		合計 ゴウケイ		12,342		4,622,000		13,364		4,991,017		13,012		4,763,146		13,024		4,863,062		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488





		プロパンガス

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,245		339,885		1,088		314,160		1,340		386,925		1,211		366,206		1,305		387,585		1,412		346,165				2,528

		5月		372		101,556		385		111,168		980		283,177		288		87,091		147		43,659		401		98,309

		6月		79		21,567		120		34,650		192		55,440		120		36,288		196		58,212		72		17,602

		7月		123		33,579		406		117,232		449		129,648		440		133,056		528		156,816		99		23,925

		8月		266		72,618		594		171,517		522		150,814		255		77,112		342		101,574		201		48,625

		9月		145		39,585		620		179,025		285		82,438		163		49,291		102		30,294		113		27,336

		10月		517		141,141		578		166,897		1,035		298,942		918		277,603		876		260,172		1,004		229,830

		11月		1,061		289,653		1,385		399,918		1,757		507,564		1,643		496,843		2,025		601,425		2,530		579,154

		12月		2,286		624,078		2,702		780,202		2,468		712,692		3,396		1,026,950		2,715		806,355		2,735		626,205

		1月		3,249		886,977		3,706		1,070,107		3,895		1,288,469		4,091		1,237,057		3,657		1,007,137		3,190		788,950

		2月		3,185		869,505		3,632		1,048,740		3,455		1,142,873		3,537		1,012,289		3,474		956,739		2,978		736,518

		3月		1,871		510,783		1,746		504,157		2,134		705,820		2,660		761,292		2,390		658,206		2,279		563,642

		合計 ゴウケイ		14,399		3,930,927		16,962		4,897,773		18,512		5,744,802		18,722		5,561,078		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261





		Ａ重油 ジュウユ

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		27,730		2,474,903		21,611		1,826,669		22,512		1,862,642		17,571		1,561,781		23,854		1,383,437		18,839		695,837

		5月		0		0		4,760		402,339		0		0										0		0

		6月		0		0		0		0		0		0										0		0

		7月		0		0		0		0														0

		8月		0		0		0		0														0

		9月		0		0		0		0														0

		10月		5,818		379,973		4,760		352,858		10,880		877,363		5,744		503,726		6,189		307,470		7,564		312,877

		11月		39,450		2,614,346		49,837		3,694,416		30,581		2,466,051		37,836		3,268,634		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553

		12月		52,454		3,618,539		48,789		3,616,728		43,123		3,613,276		40,550		3,351,448		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733

		1月		61,482		4,383,359		54,451		4,087,908		52,252		4,526,329		51,264		3,488,003		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715

		2月		59,929		4,398,488		62,402		4,987,866		40,968		3,548,853		50,000		3,133,209		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369

		3月		37,000		2,931,390		16,000		2,627,520		40,000		3,465,000		16,000		1,019,520		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841

		合計 ゴウケイ		283,863		20,800,998		262,610		21,596,304		240,316		20,359,514		218,965		16,326,321		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925







		トータル		平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ				5,202,956				4,614,608				4,841,543				5,129,150				5,023,087				3,725,838

		5月				2,413,748				2,847,090				2,926,769				3,351,813				3,097,062				2,840,439

		6月				2,175,954				2,244,110				2,540,866				3,024,849				2,864,960				2,579,810

		7月				2,229,986				2,356,577				2,543,361				2,911,953				3,189,836				2,849,898

		8月				2,249,375				2,461,292				2,391,628				2,742,202				2,565,006				2,262,730

		9月				2,146,084				2,600,478				2,837,620				2,955,262				2,595,251				2,654,826

		10月				3,003,630				2,881,086				4,156,429				3,946,755				3,629,257				3,371,696

		11月				5,460,603				6,782,841				5,983,430				7,112,299				5,593,982				5,128,636

		12月				6,818,436				6,939,130				7,190,771				7,668,004				5,521,057				5,330,330

		1月				8,233,461				8,223,900				9,559,041				8,856,090				6,246,406				6,238,623

		2月				7,926,688				8,571,936				7,950,055				7,403,142				6,282,752				6,333,279

		3月				5,843,067				5,235,616				7,132,219				4,648,341				4,807,621				4,443,160

		合計 ゴウケイ				53,703,988				55,758,664				60,053,732				59,749,860				51,416,277				47,759,265
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対前年度比－金額

		光熱水料（対前年度比） コウネツ ミズ リョウ タイ ゼンネンドヒ



		電気 デンキ		平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対前年度比 タイ ゼンネンドヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523		92.33%		81.99%

		5月		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489		102.55%		89.56%

		6月		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350		98.08%		87.98%

		7月		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204		98.42%		89.66%

		8月		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876		105.10%		94.77%

		9月		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815		113.54%		101.67%

		10月		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821		104.83%		94.38%

		11月		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797		101.38%		93.68%

		12月		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384		100.74%		94.09%

		1月		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089		96.70%		94.01%

		2月		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377		89.24%		90.22%

		3月		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866		95.86%		99.82%

		合計 ゴウケイ		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591		99.40%		92.39%







		水道		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,108		408,387		953		352,313		86.01%		86.27%

		5月		1,298		479,185		1,184		436,641		91.22%		91.12%

		6月		785		288,625		941		346,858		119.87%		120.18%

		7月		860		316,916		1,060		390,769		123.26%		123.30%

		8月		783		299,472		427		163,229		54.53%		54.51%

		9月		653		243,855		720		267,675		110.26%		109.77%

		10月		1,225		454,141		994		368,168		81.14%		81.07%

		11月		816		300,993		999		369,132		122.43%		122.64%

		12月		1,063		393,313		969		359,008		91.16%		91.28%

		1月		1,006		373,049		1,151		425,869		114.41%		114.16%

		2月		1,061		391,768		924		342,015		87.09%		87.30%

		3月		689		258,184		888		332,811		128.88%		128.90%

		合計 ゴウケイ		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488		98.79%		98.73%







		プロパンガス		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,305		387,585		1,412		346,165		108.20%		89.31%

		5月		147		43,659		401		98,309		272.79%		225.17%

		6月		196		58,212		72		17,602		36.73%		30.24%

		7月		528		156,816		99		23,925		18.75%		15.26%

		8月		342		101,574		201		48,625		58.77%		47.87%

		9月		102		30,294		113		27,336		110.78%		90.24%

		10月		876		260,172		1,004		229,830		114.61%		88.34%

		11月		2,025		601,425		2,530		579,154		124.94%		96.30%

		12月		2,715		806,355		2,735		626,205		100.74%		77.66%

		1月		3,657		1,007,137		3,190		788,950		87.23%		78.34%

		2月		3,474		956,739		2,978		736,518		85.72%		76.98%

		3月		2,390		658,206		2,279		563,642		95.36%		85.63%

		合計 ゴウケイ		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261		95.82%		80.63%







		Ａ重油		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		23,854		1,383,437		18,839		695,837		78.98%		50.30%

		5月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,189		307,470		7,564		312,877		122.22%		101.76%

		11月		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553		99.72%		83.02%

		12月		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733		127.52%		110.83%

		1月		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715		99.49%		116.48%

		2月		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369		100.47%		128.99%

		3月		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841		61.01%		78.33%

		合計 ゴウケイ		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925		96.09%		97.69%







		合計 ゴウケイ		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				5,023,087				3,725,838				74.17%

		5月				3,097,062				2,840,439				91.71%

		6月				2,864,960				2,579,810				90.05%

		7月				3,189,836				2,849,898				89.34%

		8月				2,565,006				2,262,730				88.22%

		9月				2,595,251				2,654,826				102.30%

		10月				3,629,257				3,371,696				92.90%

		11月				5,593,982				5,128,636				91.68%

		12月				5,521,057				5,330,330				96.55%

		1月				6,246,406				6,238,623				99.88%

		2月				6,282,752				6,333,279				100.80%

		3月				4,807,621				4,443,160				92.42%

		合計 ゴウケイ				51,416,277				47,759,265				92.89%





		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対前年度 タイ ゼンネンド

		4月 ガツ		9.9		9.2		▲ 0.7

		5月		15.3		15.5		0.2

		6月		17.2		17.1		▲ 0.1

		7月		22.0		20.4		▲ 1.6

		8月		22.3		23.8		1.5

		9月		18.6		19.9		1.3

		10月		12.2		12.7		0.5

		11月		8.1		5.3		▲ 2.8

		12月		3.1		2.3		▲ 0.8

		1月		-0.4		-0.5		▲ 0.1

		2月		0.6		0.4		▲ 0.2

		3月		4.5		3.0		▲ 1.5



										4月からの累計 ガツ ルイケイ		0

































電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2843678	2574218	2518123	2716104	2163960	2321102	2607474	2677040	2654228	2866958	2862428	2319940	

千円









月別気温推移（前年度との差）



対前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	-0.70000000000000107	0.19999999999999929	-9.9999999999997868E-2	-1.6000000000000014	1.5	1.2999999999999972	0.5	-2.8	-0.80000000000000027	-9.9999999999999978E-2	-0.19999999999999996	-1.5	







水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	408387	479185	288625	316916	299472	243855	454141	300993	393313	373049	391768	258184	千円











プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	387585	43659	58212	156816	101574	30294	260172	601425	806355	1007137	956739	658206	千円











A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1383437	0	0	0	0	0	307470	2014524	1667161	1999262	2071817	1571291	千円











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5023087	3097062	2864960	3189836	2565006	2595251	3629257	5593982	5521057	6246406	6282752	4807621	



千円







電気使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	134033	122364	124294	130766	99674	110805	135356	140942	139392	156748	158944	124868	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1108	1298	785	860	783	653	1225	816	1063	1006	1061	689	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1305	147	196	528	342	102	876	2025	2715	3657	3474	2390	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	23854	0	0	0	0	0	6189	40550	33558	45821	49957	37888	ℓ













対平年比－金額



		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平年値 ヘイネンチ		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対平年度 タイ ヘイネン ド

		4月 ガツ		8.5		9.2		0.7

		5月		13.1		15.5		2.4

		6月		16.2		17.1		0.9

		7月		20.1		20.4		0.3

		8月		22.5		23.8		1.3

		9月		18.9		19.9		1.0

		10月		13.0		12.7		▲ 0.3

		11月		6.9		5.3		▲ 1.6

		12月		1.8		2.3		0.5

		1月		-0.9		-0.5		0.4

		2月		-0.5		0.4		0.9

		3月		2.7		3.0		0.3

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	474112.2	502180.4	372278.8	319019.59999999998	355582.6	324059.40000000002	437036.6	440558.8	325346.59999999998	509638.40000000002	323359.8	306249.40000000002	



千円







プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	358952.2	125330.2	41231.4	114066.2	114727	76126.600000000006	228951	459080.6	790055.4	1097949.3999999999	1006029.2	628051.6	



千円







A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1821886.4	134113	0	0	0	0	484278	2811594.2	3173430.4	3696972.2	3628046.6	2322944.2000000002	



千円







合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円







電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2307318	2219318	2156637.6	2213256.7999999998	2011591	2226753	2373165.7999999998	2475397.4	2538647.2000000002	2919219.6	2669479	2276127.6	



千円







月別気温推移（平年との差）



対平年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.69999999999999929	2.4000000000000004	0.90000000000000213	0.29999999999999716	1.3000000000000007	1	-0.30000000000000071	-1.6000000000000005	0.49999999999999978	0.4	0.9	0.29999999999999982	









×対平年比－使用量





		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ ヘイネン





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ ネンブン				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		247,762		17,939,152		228,525		10,760,925		92.24%		59.99%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



電力使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	126393.4	121649	118344	118684.8	97277.8	111240.8	129300.6	137574.39999999999	140654.39999999999	165950.6	150652.20000000001	119059.8	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1273.5999999999999	1351	1005.2	857.4	936	870	1168.4000000000001	1207.8	881.2	1385	877.8	804.4	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1237.8	434.4	141.4	389.2	395.8	263	784.8	1574.2	2713.4	3719.6	3456.6	2160.1999999999998	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	22655.599999999999	1586.6666666666667	0	0	0	0	6678.2	39650.800000000003	43694.8	53054	52651.199999999997	29377.599999999999	㍑











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円











95

平成28年度水道光熱費･･･（４）Ａ重油

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ℓ
A重油使用量

平成２８年度 平成２７年度

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

千円
A重油料金

平成２８年度 平成２７年度

Ａ重油
(ℓ) (円） (ℓ) (円） (使用量) （金額）

4月 23,854 1,383,437 18,839 695,837 78.98% 50.30%
5月 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6月 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7月 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8月 0 0 0 0 0.00% 0.00%
9月 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10月 6,189 307,470 7,564 312,877 122.22% 101.76%
11月 40,550 2,014,524 40,435 1,672,553 99.72% 83.02%
12月 33,558 1,667,161 42,793 1,847,733 127.52% 110.83%
1月 45,821 1,999,262 45,586 2,328,715 99.49% 116.48%
2月 49,957 2,071,817 50,191 2,672,369 100.47% 128.99%
3月 37,888 1,571,291 23,117 1,230,841 61.01% 78.33%
合計 237,817 11,014,962 228,525 10,760,925 96.09% 97.69%

平成２７年度 平成２８年度 対前年度比


入力

		電気 デンキ

				平成２３年度 ヘイセイ ネンド				平成２４年度 ヘイセイ ネンド				平成２５年度 ヘイセイ ネンド				平成２６年度 ヘイセイ ネンド				平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド

		4月 ガツ		119,801		1,878,648		121,093		1,962,601		129,966		2,146,174		127,074		2,705,489		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523

		5月		119,986		1,885,836		112,802		1,826,494		129,262		2,164,820		123,831		2,645,222		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489

		6月		116,078		1,836,857		104,649		1,730,628		118,849		2,036,558		127,850		2,661,022		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350

		7月		103,020		1,844,635		112,979		2,012,658		116,111		2,130,901		130,548		2,361,986		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204

zai: Ｈ28.6吉成誤計上分の調整
’＋10,904円

		8月		87,762		1,795,934		103,440		1,928,641		98,789		1,879,088		96,724		2,290,332		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876

		9月		99,401		1,818,001		115,321		2,014,443		113,285		2,388,243		117,392		2,591,976		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815

		10月		122,148		2,004,551		123,994		1,961,786		130,612		2,538,432		134,393		2,753,586		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821

		11月		136,055		2,170,893		136,309		2,121,089		133,403		2,528,055		141,163		2,879,910		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797

		12月		140,479		2,243,663		138,804		2,159,418		136,630		2,622,002		147,967		3,013,925		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384

		1月		157,529		2,436,770		162,781		2,467,146		175,731		3,279,057		176,964		3,546,167		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089

		2月		151,330		2,332,768		146,344		2,249,612		152,282		2,916,121		144,361		2,986,466		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377

		3月		119,393		2,101,507		107,931		1,839,054		124,660		2,556,819		118,447		2,563,318		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866

		合計 ゴウケイ		1,472,982		24,350,063		1,486,447		24,273,570		1,559,580		29,186,270		1,586,714		32,999,399		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591





		水道 スイドウ																										プール水道料は含めない！ スイドウリョウ フク

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,353		509,520		1,372		511,178		1,210		445,802		1,325		495,674		1,108		408,387		953		352,313

		5月		1,132		426,356		1,363		507,089		1,302		478,772		1,660		619,500		1,298		479,185		1,184		436,641

		6月		843		317,530		1,290		478,832		1,230		448,868		878		327,539		785		288,625		941		346,858

		7月		934		351,772		609		226,687		769		282,812		1,115		416,911		860		316,916		1,060		390,769

		8月		1,013		380,823		961		361,134		959		361,726		964		374,758		783		299,472		427		163,229

		9月		766		288,498		1,093		407,010		998		366,939		840		313,995		653		243,855		720		267,675

		10月		1,288		477,965		957		399,545		1,234		441,692		1,138		411,840		1,225		454,141		994		368,168

		11月		1,038		385,711		1,573		567,418		1,345		481,760		1,267		466,912		816		300,993		999		369,132

		12月		892		332,156		1,040		382,782		666		242,801		745		275,681		1,063		393,313		969		359,008

		1月		1,414		526,355		1,637		598,739		1,281		465,186		1,587		584,863		1,006		373,049		1,151		425,869		1,473		544,004

		2月		876		325,927		777		285,718		941		342,208		734		271,178		1,061		391,768		924		342,015

		3月		793		299,387		692		264,885		1,077		404,580		771		304,211		689		258,184		888		332,811

		合計 ゴウケイ		12,342		4,622,000		13,364		4,991,017		13,012		4,763,146		13,024		4,863,062		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488





		プロパンガス

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		1,245		339,885		1,088		314,160		1,340		386,925		1,211		366,206		1,305		387,585		1,412		346,165				2,528

		5月		372		101,556		385		111,168		980		283,177		288		87,091		147		43,659		401		98,309

		6月		79		21,567		120		34,650		192		55,440		120		36,288		196		58,212		72		17,602

		7月		123		33,579		406		117,232		449		129,648		440		133,056		528		156,816		99		23,925

		8月		266		72,618		594		171,517		522		150,814		255		77,112		342		101,574		201		48,625

		9月		145		39,585		620		179,025		285		82,438		163		49,291		102		30,294		113		27,336

		10月		517		141,141		578		166,897		1,035		298,942		918		277,603		876		260,172		1,004		229,830

		11月		1,061		289,653		1,385		399,918		1,757		507,564		1,643		496,843		2,025		601,425		2,530		579,154

		12月		2,286		624,078		2,702		780,202		2,468		712,692		3,396		1,026,950		2,715		806,355		2,735		626,205

		1月		3,249		886,977		3,706		1,070,107		3,895		1,288,469		4,091		1,237,057		3,657		1,007,137		3,190		788,950

		2月		3,185		869,505		3,632		1,048,740		3,455		1,142,873		3,537		1,012,289		3,474		956,739		2,978		736,518

		3月		1,871		510,783		1,746		504,157		2,134		705,820		2,660		761,292		2,390		658,206		2,279		563,642

		合計 ゴウケイ		14,399		3,930,927		16,962		4,897,773		18,512		5,744,802		18,722		5,561,078		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261





		Ａ重油 ジュウユ

				平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ		27,730		2,474,903		21,611		1,826,669		22,512		1,862,642		17,571		1,561,781		23,854		1,383,437		18,839		695,837

		5月		0		0		4,760		402,339		0		0										0		0

		6月		0		0		0		0		0		0										0		0

		7月		0		0		0		0														0

		8月		0		0		0		0														0

		9月		0		0		0		0														0

		10月		5,818		379,973		4,760		352,858		10,880		877,363		5,744		503,726		6,189		307,470		7,564		312,877

		11月		39,450		2,614,346		49,837		3,694,416		30,581		2,466,051		37,836		3,268,634		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553

		12月		52,454		3,618,539		48,789		3,616,728		43,123		3,613,276		40,550		3,351,448		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733

		1月		61,482		4,383,359		54,451		4,087,908		52,252		4,526,329		51,264		3,488,003		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715

		2月		59,929		4,398,488		62,402		4,987,866		40,968		3,548,853		50,000		3,133,209		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369

		3月		37,000		2,931,390		16,000		2,627,520		40,000		3,465,000		16,000		1,019,520		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841

		合計 ゴウケイ		283,863		20,800,998		262,610		21,596,304		240,316		20,359,514		218,965		16,326,321		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925







		トータル		平成２３年度				平成２４年度				平成２５年度				平成２６年度				平成２７年度				平成２８年度

		4月 ガツ				5,202,956				4,614,608				4,841,543				5,129,150				5,023,087				3,725,838

		5月				2,413,748				2,847,090				2,926,769				3,351,813				3,097,062				2,840,439

		6月				2,175,954				2,244,110				2,540,866				3,024,849				2,864,960				2,579,810

		7月				2,229,986				2,356,577				2,543,361				2,911,953				3,189,836				2,849,898

		8月				2,249,375				2,461,292				2,391,628				2,742,202				2,565,006				2,262,730

		9月				2,146,084				2,600,478				2,837,620				2,955,262				2,595,251				2,654,826

		10月				3,003,630				2,881,086				4,156,429				3,946,755				3,629,257				3,371,696

		11月				5,460,603				6,782,841				5,983,430				7,112,299				5,593,982				5,128,636

		12月				6,818,436				6,939,130				7,190,771				7,668,004				5,521,057				5,330,330

		1月				8,233,461				8,223,900				9,559,041				8,856,090				6,246,406				6,238,623

		2月				7,926,688				8,571,936				7,950,055				7,403,142				6,282,752				6,333,279

		3月				5,843,067				5,235,616				7,132,219				4,648,341				4,807,621				4,443,160

		合計 ゴウケイ				53,703,988				55,758,664				60,053,732				59,749,860				51,416,277				47,759,265
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対前年度比－金額

		光熱水料（対前年度比） コウネツ ミズ リョウ タイ ゼンネンドヒ



		電気 デンキ		平成２７年度 ヘイセイ ネンド				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対前年度比 タイ ゼンネンドヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		134,033		2,843,678		123,747		2,331,523		92.33%		81.99%

		5月		122,364		2,574,218		125,481		2,305,489		102.55%		89.56%

		6月		124,294		2,518,123		121,908		2,215,350		98.08%		87.98%

		7月		130,766		2,716,104		128,704		2,435,204		98.42%		89.66%

		8月		99,674		2,163,960		104,761		2,050,876		105.10%		94.77%

		9月		110,805		2,321,102		125,808		2,359,815		113.54%		101.67%

		10月		135,356		2,607,474		141,900		2,460,821		104.83%		94.38%

		11月		140,942		2,677,040		142,882		2,507,797		101.38%		93.68%

		12月		139,392		2,654,228		140,418		2,497,384		100.74%		94.09%

		1月		156,748		2,866,958		151,581		2,695,089		96.70%		94.01%

		2月		158,944		2,862,428		141,835		2,582,377		89.24%		90.22%

		3月		124,868		2,319,940		119,700		2,315,866		95.86%		99.82%

		合計 ゴウケイ		1,578,186		31,125,253		1,568,725		28,757,591		99.40%		92.39%







		水道		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,108		408,387		953		352,313		86.01%		86.27%

		5月		1,298		479,185		1,184		436,641		91.22%		91.12%

		6月		785		288,625		941		346,858		119.87%		120.18%

		7月		860		316,916		1,060		390,769		123.26%		123.30%

		8月		783		299,472		427		163,229		54.53%		54.51%

		9月		653		243,855		720		267,675		110.26%		109.77%

		10月		1,225		454,141		994		368,168		81.14%		81.07%

		11月		816		300,993		999		369,132		122.43%		122.64%

		12月		1,063		393,313		969		359,008		91.16%		91.28%

		1月		1,006		373,049		1,151		425,869		114.41%		114.16%

		2月		1,061		391,768		924		342,015		87.09%		87.30%

		3月		689		258,184		888		332,811		128.88%		128.90%

		合計 ゴウケイ		11,347		4,207,888		11,210		4,154,488		98.79%		98.73%







		プロパンガス		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,305		387,585		1,412		346,165		108.20%		89.31%

		5月		147		43,659		401		98,309		272.79%		225.17%

		6月		196		58,212		72		17,602		36.73%		30.24%

		7月		528		156,816		99		23,925		18.75%		15.26%

		8月		342		101,574		201		48,625		58.77%		47.87%

		9月		102		30,294		113		27,336		110.78%		90.24%

		10月		876		260,172		1,004		229,830		114.61%		88.34%

		11月		2,025		601,425		2,530		579,154		124.94%		96.30%

		12月		2,715		806,355		2,735		626,205		100.74%		77.66%

		1月		3,657		1,007,137		3,190		788,950		87.23%		78.34%

		2月		3,474		956,739		2,978		736,518		85.72%		76.98%

		3月		2,390		658,206		2,279		563,642		95.36%		85.63%

		合計 ゴウケイ		17,757		5,068,174		17,014		4,086,261		95.82%		80.63%







		Ａ重油		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		23,854		1,383,437		18,839		695,837		78.98%		50.30%

		5月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,189		307,470		7,564		312,877		122.22%		101.76%

		11月		40,550		2,014,524		40,435		1,672,553		99.72%		83.02%

		12月		33,558		1,667,161		42,793		1,847,733		127.52%		110.83%

		1月		45,821		1,999,262		45,586		2,328,715		99.49%		116.48%

		2月		49,957		2,071,817		50,191		2,672,369		100.47%		128.99%

		3月		37,888		1,571,291		23,117		1,230,841		61.01%		78.33%

		合計 ゴウケイ		237,817		11,014,962		228,525		10,760,925		96.09%		97.69%







		合計 ゴウケイ		平成２７年度				平成２８年度				対前年度比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				5,023,087				3,725,838				74.17%

		5月				3,097,062				2,840,439				91.71%

		6月				2,864,960				2,579,810				90.05%

		7月				3,189,836				2,849,898				89.34%

		8月				2,565,006				2,262,730				88.22%

		9月				2,595,251				2,654,826				102.30%

		10月				3,629,257				3,371,696				92.90%

		11月				5,593,982				5,128,636				91.68%

		12月				5,521,057				5,330,330				96.55%

		1月				6,246,406				6,238,623				99.88%

		2月				6,282,752				6,333,279				100.80%

		3月				4,807,621				4,443,160				92.42%

		合計 ゴウケイ				51,416,277				47,759,265				92.89%





		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対前年度 タイ ゼンネンド

		4月 ガツ		9.9		9.2		▲ 0.7

		5月		15.3		15.5		0.2

		6月		17.2		17.1		▲ 0.1

		7月		22.0		20.4		▲ 1.6

		8月		22.3		23.8		1.5

		9月		18.6		19.9		1.3

		10月		12.2		12.7		0.5

		11月		8.1		5.3		▲ 2.8

		12月		3.1		2.3		▲ 0.8

		1月		-0.4		-0.5		▲ 0.1

		2月		0.6		0.4		▲ 0.2

		3月		4.5		3.0		▲ 1.5



										4月からの累計 ガツ ルイケイ		0

































電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2843678	2574218	2518123	2716104	2163960	2321102	2607474	2677040	2654228	2866958	2862428	2319940	

千円









月別気温推移（前年度との差）



対前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	-0.70000000000000107	0.19999999999999929	-9.9999999999997868E-2	-1.6000000000000014	1.5	1.2999999999999972	0.5	-2.8	-0.80000000000000027	-9.9999999999999978E-2	-0.19999999999999996	-1.5	







水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	408387	479185	288625	316916	299472	243855	454141	300993	393313	373049	391768	258184	千円











プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	387585	43659	58212	156816	101574	30294	260172	601425	806355	1007137	956739	658206	千円











A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1383437	0	0	0	0	0	307470	2014524	1667161	1999262	2071817	1571291	千円











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5023087	3097062	2864960	3189836	2565006	2595251	3629257	5593982	5521057	6246406	6282752	4807621	



千円







電気使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	134033	122364	124294	130766	99674	110805	135356	140942	139392	156748	158944	124868	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1108	1298	785	860	783	653	1225	816	1063	1006	1061	689	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1305	147	196	528	342	102	876	2025	2715	3657	3474	2390	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平成２７年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	23854	0	0	0	0	0	6189	40550	33558	45821	49957	37888	ℓ













対平年比－金額



		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



		平均気温（℃） ヘイキン キオン		平年値 ヘイネンチ		平成28年度 ヘイセイ ネンド		対平年度 タイ ヘイネン ド

		4月 ガツ		8.5		9.2		0.7

		5月		13.1		15.5		2.4

		6月		16.2		17.1		0.9

		7月		20.1		20.4		0.3

		8月		22.5		23.8		1.3

		9月		18.9		19.9		1.0

		10月		13.0		12.7		▲ 0.3

		11月		6.9		5.3		▲ 1.6

		12月		1.8		2.3		0.5

		1月		-0.9		-0.5		0.4

		2月		-0.5		0.4		0.9

		3月		2.7		3.0		0.3

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水道料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	352313	436641	346858	390769	163229	267675	368168	369132	359008	425869	342015	332811	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	474112.2	502180.4	372278.8	319019.59999999998	355582.6	324059.40000000002	437036.6	440558.8	325346.59999999998	509638.40000000002	323359.8	306249.40000000002	



千円







プロパンガス料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	346165	98309	17602	23925	48625	27336	229830	579154	626205	788950	736518	563642	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	358952.2	125330.2	41231.4	114066.2	114727	76126.600000000006	228951	459080.6	790055.4	1097949.3999999999	1006029.2	628051.6	



千円







A重油料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	695837	0	0	0	0	0	312877	1672553	1847733	2328715	2672369	1230841	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1821886.4	134113	0	0	0	0	484278	2811594.2	3173430.4	3696972.2	3628046.6	2322944.2000000002	



千円







合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円







電気料金



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2331523	2305489	2215350	2435204	2050876	2359815	2460821	2507797	2497384	2695089	2582377	2315866	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2307318	2219318	2156637.6	2213256.7999999998	2011591	2226753	2373165.7999999998	2475397.4	2538647.2000000002	2919219.6	2669479	2276127.6	



千円







月別気温推移（平年との差）



対平年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	0.69999999999999929	2.4000000000000004	0.90000000000000213	0.29999999999999716	1.3000000000000007	1	-0.30000000000000071	-1.6000000000000005	0.49999999999999978	0.4	0.9	0.29999999999999982	









×対平年比－使用量





		平成28年度光熱水料（対平年比） ヘイセイ ネンド コウネツ ミズ リョウ ヘイネン





		電力		平年値（5年分） ヘイネンチ ネンブン				平成２８年度 ヘイセイ ネンド				対平年比 タイ ヘイネン ヒ

				(kWh)		(円） エン		(kWh)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		126,393		2,307,318		123,747		2,331,523		97.91%		101.05%

		5月		121,649		2,219,318		125,481		2,305,489		103.15%		103.88%

		6月		118,344		2,156,638		121,908		2,215,350		103.01%		102.72%

		7月		118,685		2,213,257		128,704		2,435,204		108.44%		110.03%

		8月		97,278		2,011,591		104,761		2,050,876		107.69%		101.95%

		9月		111,241		2,226,753		125,808		2,359,815		113.10%		105.98%

		10月		129,301		2,373,166		141,900		2,460,821		109.74%		103.69%

		11月		137,574		2,475,397		142,882		2,507,797		103.86%		101.31%

		12月		140,654		2,538,647		140,418		2,497,384		99.83%		98.37%

		1月		165,951		2,919,220		151,581		2,695,089		91.34%		92.32%

		2月		150,652		2,669,479		141,835		2,582,377		94.15%		96.74%

		3月		119,060		2,276,128		119,700		2,315,866		100.54%		101.75%

		合計 ゴウケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		1,536,782		28,386,911		1,568,725		28,757,591		102.08%		101.31%





		水道		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,274		474,112		953		352,313		74.83%		74.31%

		5月		1,351		502,180		1,184		436,641		87.64%		86.95%

		6月		1,005		372,279		941		346,858		93.61%		93.17%

		7月		857		319,020		1,060		390,769		123.63%		122.49%

		8月		936		355,583		427		163,229		45.62%		45.90%

		9月		870		324,059		720		267,675		82.76%		82.60%

		10月		1,168		437,037		994		368,168		85.07%		84.24%

		11月		1,208		440,559		999		369,132		82.71%		83.79%

		12月		881		325,347		969		359,008		109.96%		110.35%

		1月		1,385		509,638		1,151		425,869		83.10%		83.56%

		2月		878		323,360		924		342,015		105.26%		105.77%

		3月		804		306,249		888		332,811		110.39%		108.67%

		合計 ゴウケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		12,618		4,689,423		11,210		4,154,488		88.84%		88.59%





		プロパンガス		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(㎥)		(円） エン		(㎥)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		1,238		358,952		1,412		346,165		114.07%		96.44%

		5月		434		125,330		401		98,309		92.31%		78.44%

		6月		141		41,231		72		17,602		50.92%		42.69%

		7月		389		114,066		99		23,925		25.44%		20.97%

		8月		396		114,727		201		48,625		50.78%		42.38%

		9月		263		76,127		113		27,336		42.97%		35.91%

		10月		785		228,951		1,004		229,830		127.93%		100.38%

		11月		1,574		459,081		2,530		579,154		160.72%		126.16%

		12月		2,713		790,055		2,735		626,205		100.80%		79.26%

		1月		3,720		1,097,949		3,190		788,950		85.76%		71.86%

		2月		3,457		1,006,029		2,978		736,518		86.15%		73.21%

		3月		2,160		628,052		2,279		563,642		105.50%		89.74%

		合計 ゴウケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		17,270		5,040,551		17,014		4,086,261		98.52%		81.07%





		Ａ重油		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

				(ℓ)		(円） エン		(ℓ)		(円） エン		(使用量) シヨウリョウ		（金額） キンガク

		4月 ガツ		22,656		1,821,886		18,839		695,837		83.15%		38.19%

		5月		1,587		134,113		0		0		0.00%		0.00%

		6月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		7月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		8月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		9月		0		0		0		0		0.00%		0.00%

		10月		6,678		484,278		7,564		312,877		113.26%		64.61%

		11月		39,651		2,811,594		40,435		1,672,553		101.98%		59.49%

		12月		43,695		3,173,430		42,793		1,847,733		97.94%		58.23%

		1月		53,054		3,696,972		45,586		2,328,715		85.92%		62.99%

		2月		52,651		3,628,047		50,191		2,672,369		95.33%		73.66%

		3月		29,378		2,322,944		23,117		1,230,841		78.69%		52.99%

		合計 ゴウケイ		249,349		18,073,265		228,525		10,760,925		91.65%		59.54%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ		247,762		17,939,152		228,525		10,760,925		92.24%		59.99%





		合計 ゴウケイ		平年値（5年分）				平成２８年度				対平年比

						(円） エン				(円） エン				（金額） キンガク

		4月 ガツ				4,962,269				3,725,838				75.08%

		5月				2,927,296				2,840,439				97.03%

		6月				2,570,148				2,579,810				100.38%

		7月				2,646,343				2,849,898				107.69%

		8月				2,481,901				2,262,730				91.17%

		9月				2,626,939				2,654,826				101.06%

		10月				3,523,431				3,371,696				95.69%

		11月				6,186,631				5,128,636				82.90%

		12月				6,827,480				5,330,330				78.07%

		1月				8,223,780				6,238,623				75.86%

		2月				7,626,915				6,333,279				83.04%

		3月				5,533,373				4,443,160				80.30%

		合計 ゴウケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%

		当月までの累計 トウゲツ ルイケイ				56,136,504				47,759,265				85.08%



電力使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	123747	125481	121908	128704	104761	125808	141900	142882	140418	151581	141835	119700	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	126393.4	121649	118344	118684.8	97277.8	111240.8	129300.6	137574.39999999999	140654.39999999999	165950.6	150652.20000000001	119059.8	

kWh









水道使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	953	1184	941	1060	427	720	994	999	969	1151	924	888	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1273.5999999999999	1351	1005.2	857.4	936	870	1168.4000000000001	1207.8	881.2	1385	877.8	804.4	㎥











プロパンガス使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1412	401	72	99	201	113	1004	2530	2735	3190	2978	2279	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1237.8	434.4	141.4	389.2	395.8	263	784.8	1574.2	2713.4	3719.6	3456.6	2160.1999999999998	㎥











A重油使用量



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	18839	0	0	0	0	0	7564	40435	42793	45586	50191	23117	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	22655.599999999999	1586.6666666666667	0	0	0	0	6678.2	39650.800000000003	43694.8	53054	52651.199999999997	29377.599999999999	㍑











合計金額



平成２８年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3725838	2840439	2579810	2849898	2262730	2654826	3371696	5128636	5330330	6238623	6333279	4443160	平年値（5年分）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4962268.8	2927296.4	2570147.7999999998	2646342.6	2481900.6	2626939	3523431.4	6186631	6827479.5999999996	8223779.5999999996	7626914.5999999996	5533372.7999999998	



千円











・後援会（会員：保護者）
課外活動（各種大会・コンテスト）、学生会、国際交流、学会発表等への

経費補助
平成２９年度予算：約2,794万円

・同窓会
卒業生ネットワーク構築、卒業生を活用したセミナー・講演会 田面木塾など

・産業技術振興会（会員：企業など１５４社）※平成29年10月末現在

企業説明会、学術交流会、シーズ集作成など産学連携に関する事業等への
経費補助

平成２９年度予算：約811万円

・白樺会（会員：本校OB・OG）
課外活動業務を依頼

支援団体
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平成２８年度「企業内容説明会」を開催 
学生に将来の職業観や勤労観を涵養させることを目的に、

本科４年生と専攻科１年生を対象に平成２９年３月２日に実

施。６回目となる今回は参加企業が 

１１３社にのぼり、企業側の注目の 

高さをうかがわせた。 

午前は３４社がプレゼンによる事業 

概要説明を行い、午後は企業ブース 

を訪問し、学生は時折質問を織り 

交ぜながらより詳細な説明を受けた。 

「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）」による 

「化学の学校」を開催 

平成２９年８月７日～8日の 2日間、中学生を対象とした「化

学の学校～マテリアル・バイオ工学の世界へようこそ！～」 
を開催し、模擬授業やものづくりなどの 
体験実験に臨んだ。参加した中学生や 
保護者は、教員や高専学生の話に熱心に 
耳を傾けたり、質問などがなされ、 
有意義な二日間となった。 
 

三沢市と八戸高専との連携協定の締結について 
平成２８年７月２７日に三沢市と八戸高専は、学術研究・教

育の両分野で協力するための連携協定を三沢市役所で締結し

た。協定締結により、相互が所有する人的・知的資源及び物的

資源の活用などを通して、新たな 
産業の育成や人材育成などが期待 
される。八戸高専との自治体との 
協定締結は、八戸市に続き２例目 
となった。 

 

トピックス 
 

独立行政法人国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校 2017年12月 

本 校 の 話 題 と 取 組 
○新モンゴル高専との交流（海外自主探究活動、図書寄贈、教員研修） 

本校は、平成 29 年 3 月に新モンゴル高専と学術交流協定を締結した。平成 29 年度は両校の相互交流の 

スタート年として、本科１学年から４学年の学生 12 名（及び引率教員 2 名）が、平成 29 年 8 月 20 日から

9 月 10 日までの約 3 週間、モンゴル国ウランバートル市 

にある新モンゴル高専で「自ら課題を発見し、調査・実験 

を行い、答えを導き出す『自主探究活動』」に取り組んだ。 

「ヨーロッパ・チーズの移動式熟成庫」「モンゴルでの 

放線菌の培養」など各々のテーマで臨み、テーマ別に 

新モンゴル高専の学生と協力して活動を行った。研修期間 

の最後には新モンゴル高専の全 3、4 年生と全教員の前で 

研究内容を発表した。 

学生は帰国後も自主探究活動を続け、平成 29 年 11 月 

7 日から 10 日に開催された八戸高専自主探究ポスター発表会において自主探究活動の成果を発表した。 

また、本校の図書館で不用となった図書 450 冊を平成 29 年 4 月に新モンゴル高専へ寄贈したところ、7 月

に新モンゴル高専から圓山校長へ図書の寄贈に対する感謝状が贈呈された。 

さらに、7 月 12 日から 22 日までモンゴル国の教員 6 名及び行政官 1 名が本校で研修を受けており、その

中には新モンゴル高専の教員の姿もあった。 

なお、高専機構では日本型高専教育モデルの海外事業を展開しており、モンゴル・タイ・ベトナムの３国を重

点国に定めている。その中で八戸高専はモンゴル国との海外展開事業実施の協力支援校に選定された。今後ます

ますのモンゴル国との交流が期待される。 

 

○「八戸高専自主探究ポスター発表会」を開催 

本校では平成 27 年度から４学期制を導入した。 

４学期制を導入した最大の目的は、「自主探究活動」という 

全く新しい教育活動を本校の主要な教育として取り入れることに 

あり、学生は８～１０月の自主探究期間に自ら調査や実験を行い、 

自分で見つけた課題に答えを導き出そうと取り組んだ。 

そして、この活動の成果を発表する機会として、平成２９年 

１１月７日～１０日の４日間にわたり本科全学年対象の 

「八戸高専自主探究ポスター発表会」を開催した。開催期間中は、本校教職員・学生はもとより、 

文科省高等教育局審議官、高専機構理事、県内研究機関等職員、他高専校長、保護者など延べ 900 名を超える

来場者があり、活発な質疑応答を行いながら、慎重に各ポスターを審査していた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地  域  貢  献 



社会還元が期待される研究シーズ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
進  路  状  況                   入学志願者状況 
○2017 年度求人（2017/12）              ○2017年度本科入試 

 本科卒業予定者 専攻科修了予定者 推薦選抜 1.8倍 

求人数（求人倍率） 2,293（24.7倍） 1,787（99.3 倍） 学力選抜 3.3倍 

進学希望者数（合格率） 56（96％） 13（100％） 合  計 2.2倍 
 

 
【その他の八戸高専トピックス】 
 

・201７年９月：４校学術交流会の開催 
きざん八戸を会場に、弘前大学大学院理工学研究科・岩手大学理工学部・ 

一関工業高等専門学校・八戸工業高等専門学校の４校学術交流会が９月１５日に 
開催された。今年度は、本校が当番校として開催され、４校から合計３３テーマ 
の発表があり、参加した学生や教職員は、４校の学生の発表に熱心に耳を傾けて 
いた。 

 

・201７年９月：「ＣＯＣ+事業」あおもり県企業内容説明会の開催 
２０１６年度に引き続き、今年度も青森県内の企業を知ってもらう目的で学生や 

教職員を対象に「あおもり県企業内容説明会」を９月２３日に八戸商工会館で 

実施した。今回は青森県内に事業所を置く企業５２社、教職員や学生約１８０名 

が参加し、盛況な説明会となった。 

 

・２０１７年１１月：「産学交流の日」の開催 
グランドサンピア八戸を会場に、１１月６日に東北工学教育協会高専部会 

主催の「産学交流の日」を開催した。今年度は本校が主管校として開催された。 

当日は、東北大学未来科学技術共同センター長の長谷川 史彦氏の特別講演など 

が行われ、東北地区の高専・大学教職員や企業の方々などを含め、参加者は 

６０名を越えた。 

 

 
【八戸高専学生の活躍】 

・201７年 ３月：ジュニア農芸化学会で八戸高専学生グループが銅賞を受賞。 

・201７年 ５月：平成２８年度優秀団体として日本英語検定協会から文部科学大臣賞を受賞。 

・201７年 ５月：第７１回セメント技術大会で本校専攻科学生が最優秀講演者賞を受賞。 

・201７年 ９月：第１回全国高専「発酵を科学する」アイディア・コンテストで 

八戸高専チームが最優秀賞を受賞。 

・201７年 ９月：秋季青森県高等学校野球選手権大会で本校硬式野球部が４強入り。 

・201７年１０月：第３８回青森県高校総合文化祭で写真部門団体最優秀学校賞を受賞。 

・201７年１０月：Honda エコマイレッジチャレンジ２０１７第３６回全国大会  

グループⅢ（大学等クラス）に出場し、5 位入賞。高専チーム中では全国第２位。 

・201７年１１月：第 24 回東北地区高等専門学校文化部発表会絵画部門入選、写真部門特選及び入選。 
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