
学生宿舎入居者各位 

 

 

燃料費調整費制度の導入について（お知らせ） 

 

 学生宿舎の運営には日頃からご理解とご協力をいただき、厚くお礼を

申し上げます。 

 さて、学生宿舎は、入居者の方々が納付する共益費によって運営され

ていますが、近年その収支は運営に係る経費の高騰により、安定した運

営を行う事が困難な状況となっています。この最も大きな要因は、冬季

の暖房に必要な燃料費（宿舎の暖房は筑波大学の熱源=蒸気を使用して行

い、使用した蒸気の量に応じ、料金を大学に支払うもの）が大幅に増加

したことによります。 

 このような状況の中、共益費による安定した運営の継続のため、収支

バランスの改善が重要かつ喫緊の課題となっています。 

 共益費の額が実情に合わない場合は、原則としては共益費の額を改定

すべきものですが、現在のように、その時々の経済情勢により燃料費価

格が大幅に変動する状況にあっては、固定費である共益費を改定した場

合、その冬の状況によっては、燃料費価格がさらに上昇（または下降）

することも想定されるため、その時の状況に合わせて柔軟に価格を調整

できる仕組みを導入する方がより良い方法と考えられます。 

 以上のことから、暖房費の増減分を弾力的に調整するための「燃料費

調整費制度」の導入について、筑波大学と学生宿舎管理事務所の間で協

議を行ってまいりましたが、この度協議が整い、平成 26 年 12 月から下

記により実施することと致しますので、事情ご賢察の上ご理解とご協力

をお願い致します。 

 なお、個別空調設備の設置されている棟は、燃料費調整費制度の対象

外となりますので申し添えます。 

 

記 

 

１．燃料費調整費制度の仕組み 

（1）燃料費調整費＝(筑波大学が設定する当該年度の蒸気料単価×当該

年度の蒸気見込使用量 ）－ （共益費による負担額） とします。 

 (2) 蒸気料の単価は 4 半期毎に改定され、また、各月の入居者数も変

動するため、燃料費調整費の算出は、12 月（第 3 四半期）と 1～3 月

（第 4 四半期）に適用される単価及び各月の 1 日現在の入居者数に

基づき月毎に行います。 



 (3)  (1）,(2）に基づき得られた各月の燃料費調整費を、当該月の 1

日現在の入居者数（個別空調の設置された棟を除く）及び当該月の

暖房日数により除した額を当該月の一人 1 日当たりの燃料費調整費

額とし、当該月の入居日数に応じて徴収又は返還します。 

 

2． 各月の燃料費調整額は、共用棟の掲示板に掲示すると共に学生宿舎

管理事務所のホームページに掲載します。

（http://www.meikei.or.jp/shukusha/） 

 

3．徴収又は返還方法 

   退居時の精算において、徴収する場合は、未納分の光熱水料・清

掃費等と共に保証金の中から徴収し、返還する場合は、未納分の光

熱水料・清掃費等を差し引いた後の保証金に加算して返還します。 

 

4．燃料費調整費制度の対象とならない棟（個別空調設備設置棟） 

追越宿舎 25～27 号棟、一の矢宿舎 6号棟・8号棟・36～38 号棟 

春日宿舎 3 号棟（留学生会館） 

 

－ 参考 － 

・平成 25 年度の蒸気料単価・蒸気使用量・入居者数の実績値による 1

人 1 日当たり燃料費調整費額の試算（平成 26 年度に適用される燃料

費調整費の額ではありません） 

 

平成 25 年 12 月  

平成 26 年  1 月  

平成 26 年  2 月  

平成 26 年  3 月      （暖房期間終了までの７日間） 

 

  ※平成 25 年 12 月 1 日～平成 26 年 3 月 7 日（暖房期間の終了時）ま

で入居した場合の年間負担想定額  5,867 円  

 

                             以 上  

  

 

平成２６年１０月１０日 

学 生 宿舎 管 理事 務 所 

学 生 部 学 生 生 活 課 

39.6  

45.7  

78.5  

146.6  



To All Residents of the Student Residence Halls, 
 

Notice on the Implementation of a Fuel Surcharge 
System 

 
Due to the recent remarkable increase in fuel costs for dorm heating in winter, we have decided to 

introduce the Fuel Surcharge System for all dorm residents except those living in buildings 

equipped with individual heating appliances.  

The fixed fuel cost, which is included in the Common Service Fee, will be collected from each 

resident as usual, but an additional surcharge shall be added according to the updated cost of fuel.  

This measure aims to quickly counter the rising fuel cost by equally charging all residents and 

ensuring a sustainable and stable management of student residence halls.  

We kindly appreciate your understanding and cooperation concerning this matter from December 

2014 as follows. 

                           － System Details － 

1. Fuel surcharge calculation ;  

(1) Fuel Surcharge = Steam price(¥/ ㎥ )determined by the University ×  Estimated 

consumption volume(㎥)－Fuel cost included in the Common Service Fee. 

(2) As the steam price is revised quarterly and the number of residents is not fixed, the fuel 

surcharge will be calculated monthly according to the steam price in the 3rd and 4th fiscal 

quarter and the number of residents on the first day of each month.   

(3) Fuel surcharge from items (1) and (2) is divided by the number of residents and heating days 

for each month. Thus we calculate it as :Fuel Surcharge /number of residents/ day. 

Surcharge=Surcharge/month/day × the number of days occupied.   

2. Updated Fuel Surcharge/month/ day will be posted on the following website and the bulletin 

board at each Community Center.  

URL; http://www.meikei.or.jp/shukusha  

3. Charge or refund of the surcharge; 

Total amount of the surcharge for each resident will be calculated when you move out and 

deducted from your deposit along with other unpaid fees. You may get a refund in case you have 

a negative surcharge.    

4. This system will not be implemented for residents of the following buildings;   

Oikoshi Bldg. 25-27              (Equipped with individual heating appliance) 

Ichinoya Bldg. 6, 8 and 36-38          (Equipped with individual heating appliance) 

Kasuga Bldg. 3 (Int’l Student Residence Hall) (Equipped with individual heating appliance) 

< Surcharge Calculation Example> 
Below is an example showing the surcharge calculation for Academic year 2013(example only)  

Fuel Surcharge/each/day during the heating period from December to March are as follows 

(example). 

  December  

  January 

February 

  March 

  ¥5,867 is the total amount of the surcharge for the heating period from December 1 to March 7. 

 

                                      October 10, 2014 

                                      Student Residence Hall Administration Office  

                                      Division of Student Welfare 

:  ¥39.6/day × 31days =¥1,227. 

:   ¥45.7/day × 31days =¥1,416. 

:  ¥78.5/day × 28days =¥2,198. 

:  ¥146.6/day (only 7 days until the end of heating period) × 7days  =¥1,026. 


