
仕 様 書 

１．概要 

（１）対象建物          宇陀市役所本庁舎 

（２）需要場所          宇陀市榛原下井足１７番地の３ 

（３）業種および用途       官公署（事務所） 

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、契約受電設備、

発電設備等 

ア 電気方式交流       ３相３線式 

イ 標準電圧         ６，０００V 

ウ 計量電圧         ６，０００V 

工 標準周波数        ６０Hｚ 

オ 受電方式         常時受電方式（1回線のみ） 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   有 

キ 予定契約電力       ２０９kW 

ク 予定使用電力量      ６３４，５００kWh 

（使用期間の予定使用電力量は別紙２を参照のこと） 

ケ 契約受電設備       別紙１のとおり 

コ 発電設備 

  ・常用発電設備（アンシラリーサービス対象設備） 

    発電形式       太陽光発電 

    発電機容量      ４０キロワット時 

    用途         常用 

    系統連系の有無    高圧連系（逆潮流なし） 

    余剰電力の買取    無 

  ・非常用発電設備 

    定格出力       ２２５kVA 

    定格電圧       ２２０V 

（２）契約電力 

その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とす 

る。 

（３）各月の予定使用電力量及び使用電力量実績（契約電力、使用電力量、力率） 

別紙２のとおり 

（４）契約期間 

令和３年４月１日０時から令和６年３月３１日２４時まで 



（５）需給地点 

需要場所構内第１柱に施設した気中開閉器の電源側端子。 

（６）電気工作物の財産分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（７）保安上の責任分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（８）検針日および計量 

検針日及び検針方法は、供給者との協議により定めた日によるものとする。計量期 

間は、前月計量日の零時から当月計量日の前日の２４時までとし、計量は、計量器に

より記録された値によるものとする。 

（９）代金の算定期間 

代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。 

（10）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 

ものとする。 

（11）請求に係る料金の算定及び請求の明細 

ア 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨

五入することとする。  

イ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は切り捨てるこ

ととする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消

費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし､その端数はそれぞれ切り捨てることとす

る。 

ウ 請求書は施設毎に発行し、使用料金等の明細を付けることとする。 

（12）力率 

ア 力率は､その月のうち毎日午前８時から午後１０時までの時間における平均力率

とする。単位はパーセントとし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が

進み力率となる場合は、その瞬間力率は１００パーセントとする｡） 

イ 供給者は契約期間において、その１月の平均力率により、力率割引および割増し

を行うことができるものとする。なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、

供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（13）燃料費調整額 

供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費 

の調整を行うものとする。また、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の

規定によるものとする。 

なお、入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額は考慮しないこととする。 

（14）再生可能エネルギー発電促進賦課金 



再生可能エネルギー発電促進賦課金は、供給区域の一般電気事業者が定める特定規

模需要供給条件（託送供給約款）の規定によるものとする。 

なお､入札金額の算定に当たっては､再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しな

いこととする。 

（15）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、宇陀市は、

供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

（16）その他 

ア フリッカ発生器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

イ 力率の変動､その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他

の供給条件については､当該地域の一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件

による。なお、入札金額の算定に当たっては、力率は１００パーセント、燃料費調

整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮せず、令和３年４月１日以降の当

該地域を管轄する一般電気事業者が定める一般電気事業者が定める特定規模需要供

給条件を基本とする。 

ウ 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により単価契約が不

適当になった場合は、双方協議のうえ、契約単価を変更することができるものとす

る。ただし、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件の

変更の場合には、標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。 

 

 



（別紙１） 

受  電  設  備 

受電設備は以下のとおり。 

No 結線 相別 表示容量 台数 容量 

1 単三 単 150kVA×1 1 150kVA 

2 単三 単 150kVA×1 1 150kVA 

3 単三 単 150kVA×1 1 150kVA 

4 Ｙ－△ ３ 300kVA×1 1 300kVA 

5 Ｙ－△ ３ 500kVA×1 1 200kVA 

合計  1250kVA ５ 950kVA 

 



（別紙２） 宇陀市役所本庁舎
予定使用電力量

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 想定力率（％）

令和３年４月 209 43,800 100

令和３年５月 209 43,100 100

令和３年６月 209 50,900 100

令和３年７月 209 61,900 100

令和３年８月 209 63,000 100

令和３年９月 209 55,800 100

令和３年１０月 209 48,600 100

令和３年１１月 209 49,500 100

令和３年１２月 209 55,900 100

令和４年１月 209 55,400 100

令和４年２月 209 51,500 100

令和４年３月 209 55,100 100

合計 634,500

値とする。

使用電力量実績【令和元年１０月～２年９月】

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 力率（％）

令和元年１０月 206 49,365 100

令和元年１１月 206 49,228 100

令和元年１２月 206 56,694 100

令和２年１月 206 54,340 100

令和２年２月 206 51,370 100

令和２年３月 206 54,843 100

令和２年４月 206 45,019 100

令和２年５月 206 43,252 100

令和２年６月 206 54,760 100

令和２年７月 206 59,927 100

令和２年８月 203 62,521 100

令和２年９月 209 57,272 100

合計 638,591

契約電力は、その月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい



仕 様 書 

１．概要 

（１）対象建物          宇陀市大宇陀地域事務所庁舎 

（２）需要場所          宇陀市大宇陀迫間２５番地 

（３）業種および用途       官公署（事務所） 

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、契約受電設備、

発電設備等 

ア 電気方式交流       ３相３線式 

イ 標準電圧         ６，０００V 

ウ 計量電圧         ６，０００V 

工 標準周波数        ６０Hｚ 

オ 受電方式         常時受電方式 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ２８kW  

ク 予定使用電力量      ７０，２００kWh 

（使用期間の予定使用電力量は別紙２を参照のこと） 

ケ 契約受電設備       別紙１のとおり 

コ 発電設備         無 

（２）契約電力 

その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とす 

る。 

（３）各月の予定使用電力量及び使用電力量実績（契約電力、使用電力量、力率） 

別紙２のとおり 

（４）契約期間 

令和３年４月１日０時から令和６年３月３１日２４時まで 

（５）需給地点 

需要場所構内第１柱に施設した気中開閉器の電源側端子。 

（６）電気工作物の財産分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（７）保安上の責任分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（８）検針日および計量 

検針日及び検針方法は、供給者との協議により定めた日によるものとする。計量期 

間は、前月計量日の零時から当月計量日の前日の２４時までとし、計量は、計量器に



より記録された値によるものとする。 

（９）代金の算定期間 

代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。 

（10）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 

ものとする。 

（11）請求に係る料金の算定及び請求の明細 

ア 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨

五入することとする。  

イ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は切り捨てるこ

ととする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消

費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし､その端数はそれぞれ切り捨てることとす

る。 

ウ 請求書は施設毎に発行し、使用料金等の明細を付けることとする。 

（12）力率 

ア 力率は､その月のうち毎日午前８時から午後１０時までの時間における平均力率

とする。単位はパーセントとし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が

進み力率となる場合は、その瞬間力率は１００パーセントとする｡） 

イ 供給者は契約期間において、その１月の平均力率により、力率割引および割増し

を行うことができるものとする。なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、

供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（13）燃料費調整額 

供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費 

の調整を行うものとする。また、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の

規定によるものとする。 

なお、入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額は考慮しないこととする。 

（14）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、供給区域の一般電気事業者が定める特定規

模需要供給条件（託送供給約款）の規定によるものとする。 

なお､入札金額の算定に当たっては､及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮

しないこととする。 

（15）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、宇陀市は、

供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

（16）その他 

ア フリッカ発生器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 



イ 力率の変動､その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他

の供給条件については､当該地域の一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件

による。なお、入札金額の算定に当たっては、力率は１００パーセント、燃料費調

整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮せず、令和３年４月１日以降の当

該地域を管轄する一般電気事業者が定める一般電気事業者が定める特定規模需要供

給条件を基本とする。 

ウ 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により単価契約が不

適当になった場合は、双方協議のうえ、契約単価を変更することができるものとす

る。ただし、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件の

変更の場合には、標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。 

 

 



（別紙１） 

受  電  設  備 

受電設備は以下のとおり。 

No 結線 相別 表示容量 台数 容量 

1 単三 単相 50kVA×1 1 50kVA 

2 Ｙ－△ 三相 150kVA×1 1 150kVA 

合計  200kVA ２ 200kVA 

 



（別紙２） 宇陀市大宇陀地域事務所

予定使用電力量

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 想定力率（％）

令和３年４月 28 5,400 100

令和３年５月 28 5,100 100

令和３年６月 28 5,400 100

令和３年７月 28 6,600 100

令和３年８月 28 7,200 100

令和３年９月 28 5,600 100

令和３年１０月 28 5,600 100

令和３年１１月 28 5,600 100

令和３年１２月 28 6,000 100

令和４年１月 28 6,000 100

令和４年２月 28 5,700 100

令和４年３月 28 6,000 100

合計 70,200

値とする。

使用電力量実績【令和元年１０月～２年９月】

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 力率（％）

令和元年１０月 28 5,546 100

令和元年１１月 28 5,326 100

令和元年１２月 28 5,698 100

令和２年１月 28 5,998 100

令和２年２月 28 5,719 100

令和２年３月 28 5,674 100

令和２年４月 28 4,880 100

令和２年５月 28 4,692 100

令和２年６月 28 5,402 100

令和２年７月 28 5,437 100

令和２年８月 28 6,999 100

令和２年９月 28 5,142 100

合計 66,513

契約電力は、その月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい



仕 様 書 

１．概要 

（１）対象建物         宇陀市菟田野地域事務所           

（２）需要場所         宇陀市菟田野松井４８６番地の１     

（３）業種および用途      官公署（事務所）        

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、契約受電設備、

発電設備等 

ア 電気方式交流      ３相３線式  

イ 標準電圧        ６，０００V  

ウ 計量電圧        ６，０００V  

工 標準周波数       ６０Hz 

オ 受電方式        常時受電方式（１回線のみ）  

カ 蓄熱式負荷設備の有無  無  

キ 予定契約電力      ８３kW 

ク 予定使用電力量     １３１，５００kWh 

（使用期間の予定使用電力量は別紙２を参照のこと） 

ケ 契約受電設備      別紙１のとおり 

コ 発電設備 

  ・非常用発電設備 

    定格出力      ３０kVA  

    定格電圧      １１０V  

（２）契約電力 

その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 

（３）各月の予定使用電力量及び使用電力量実績（契約電力、使用電力量、力率） 

別紙２のとおり 

（４）契約期間 

令和３年４月１日０時から令和６年３月３１日２４時まで 

（５）需給地点 

需要場所構内第１柱に施設した気中開閉器の電源側端子。 

（６）電気工作物の財産分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（７）保安上の責任分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（８）検針日および計量 



検針日及び検針方法は、供給者との協議により定めた日によるものとする。計量期 

間は、前月計量日の零時から当月計量日の前日の２４時までとし、計量は、計量器に

より記録された値によるものとする。 

（９）代金の算定期間 

代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。 

（10）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 

ものとする。 

（11）請求に係る料金の算定及び請求の明細 

ア 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨

五入することとする。  

イ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は切り捨てるこ

ととする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消

費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし､その端数はそれぞれ切り捨てることとす

る。 

ウ 請求書は施設毎に発行し、各施設の使用料金等の明細を付けることとする。 

（12）力率 

ア 力率は､その月のうち毎日午前８時から午後１０時までの時間における平均力率

とする。単位はパーセントとし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が

進み力率となる場合は、その瞬間力率は１００パーセントとする｡） 

イ 供給者は契約期間において、その１月の平均力率により、力率割引および割増し

を行うことができるものとする。なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、

供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（13）燃料費調整額 

供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費 

調整を行うものとする。また、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の規

定によるものとする。 

なお、入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額は考慮しないこととする。 

（14）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、供給区域の一般電気事業者が定める特定規

模需要供給条件（託送供給約款）の規定によるものとする。 

なお､入札金額の算定に当たっては､再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しな

いこととする。 

（15）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、宇陀市は、

供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 



（16）その他 

ア フリッカ発生器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

イ 力率の変動､その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他

の供給条件については､当該地域の一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件

による。なお、入札金額の算定に当たっては、力率は１００パーセント、燃料費調

整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮せず、令和３年４月１日以降の当

該地域を管轄する一般電気事業者が定める一般電気事業者が定める特定規模需要供

給条件を基本とする。 

ウ 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により単価契約が不

適当になった場合は、双方協議のうえ、契約単価を変更することができるものとす

る。ただし、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要供給条件の

変更の場合には、標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。 

 



（別紙１） 

受  電  設  備 

受電設備は以下のとおり。 

No 結線 相別 表示容量 台数 容量 

1 単三 単 150kVA 1 150kVA 

2 ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 単 200kVA 1 200kVA 

合計  350kVA 2 350kVA 

 



（別紙２） 宇陀市菟田野地域事務所
予定使用電力量

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 想定力率（％）

令和３年４月 83 10,200 100

令和３年５月 83 8,900 100

令和３年６月 83 9,800 100

令和３年７月 83 12,800 100

令和３年８月 83 14,200 100

令和３年９月 83 10,400 100

令和３年１０月 83 8,900 100

令和３年１１月 83 9,300 100

令和３年１２月 83 11,400 100

令和４年１月 83 12,800 100

令和４年２月 83 11,400 100

令和４年３月 83 11,400 100

合計 131,500

値とする。

使用電力量実績【令和元年１０月～２年９月】

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 力率（％）

令和元年１０月 83 8,352 100

令和元年１１月 83 8,846 100

令和元年１２月 83 11,018 100

令和２年１月 73 12,065 100

令和２年２月 70 10,962 100

令和２年３月 70 10,747 100

令和２年４月 70 9,481 100

令和２年５月 70 7,522 100

令和２年６月 70 8,852 100

令和２年７月 70 9,753 100

令和２年８月 70 12,075 100

令和２年９月 70 9,088 100

合計 118,761

契約電力は、その月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい



仕 様 書 

１．概要 

（１）対象建物          宇陀市室生地域事務所庁舎（室生振興センター庁舎） 

（２）需要場所          宇陀市室生大野１６４１番地 

（３）業種および用途       官公署（事務所） 

２．仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、契約受電設備、

発電設備等 

ア 電気方式交流       ３相３線式 

イ 標準電圧         ６，６００V 

ウ 計量電圧         ６，６００V 

工 標準周波数        ６０Hz 

オ 受電方式         常時受電方式（１回線のみ） 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ６６kW 

ク 予定使用電力量      １２７，０００kWh 

（使用期間の予定使用電力量は別紙２を参照のこと） 

ケ 契約受電設備       別紙１のとおり 

コ 発電設備         無 

（２）契約電力 

その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 

（３）各月の予定使用電力量及び使用電力量実績（契約電力、使用電力量、力率） 

別紙２のとおり 

（４）契約期間 

令和３年４月１日０時から令和６年３月３１日２４時まで 

（５）需給地点 

関西電力の柱上に施設した気中開閉器の負荷端子側 

（６）電気工作物の財産分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（７）保安上の責任分界点 

（５）需給地点と同じ。 

（８）検針日および計量 

検針日及び検針方法は、供給者との協議により定めた日によるものとする。計量期 

間は、前月計量日の零時から当月計量日の前日の２４時までとし、計量は、計量器に

より記録された値によるものとする。 



（９）代金の算定期間 

代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。 

（10）料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 

ものとする。 

（11）請求に係る料金の算定及び請求の明細 

ア 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨

五入することとする。  

イ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は切り捨てるこ

ととする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消

費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし､その端数はそれぞれ切り捨てることとす

る。 

ウ 請求書は施設毎に発行し、使用料金等の明細を付けることとする。 

（12）力率 

ア 力率は､その月のうち毎日午前８時から午後１０時までの時間における平均力率

とする。単位はパーセントとし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が

進み力率となる場合は、その瞬間力率は１００パーセントとする｡） 

イ 供給者は契約期間において、その１月の平均力率により、力率割引および割増し

を行うことができるものとする。なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、

供給者が定める約款の規定によるものとする。 

（13）燃料費調整額 

供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費 

の調整を行うものとする。また、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の

規定によるものとする。 

なお、入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額は考慮しないこととする。 

（14）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、供給区域の一般電気事業者が定める特定規

模需要供給条件（託送供給約款）の規定によるものとする。 

なお､入札金額の算定に当たっては､再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しな

いこととする。 

（15）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、宇陀市は、

供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

（16）その他 

ア フリッカ発生器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

イ 力率の変動､その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその



他の供給条件については､当該地域の一般電気事業者が定める特定規模需要供給

条件による。なお、入札金額の算定に当たっては、力率は１００パーセント、燃

料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮せず、令和３年４月１日

以降の当該地域を管轄する一般電気事業者が定める一般電気事業者が定める特定

規模需要供給条件を基本とする。 

ウ 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により単価契約が

不適当になった場合は、双方協議のうえ、契約単価を変更することができるもの

とする。ただし、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要供給

条件の変更の場合には、標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないことと

する。 

 

 



（別紙１） 

受  電  設  備 

受電設備は以下のとおり。 

No 結線 相別 表示容量 台数 容量 

1 単三 

（電灯用） 

単 75kVA×1 1 75kVA 

2 Ｙ－△ 

（動力用） 

３ 200kVA×1 １ 200kVA 

合計  275kVA ２ 275kVA 

 



（別紙２） 宇陀市室生地域事務所
予定使用電力量

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 想定力率（％）

令和３年４月 66 9,900 100

令和３年５月 66 8,900 100

令和３年６月 66 9,400 100

令和３年７月 66 11,200 100

令和３年８月 66 11,500 100

令和３年９月 66 9,800 100

令和３年１０月 66 9,500 100

令和３年１１月 66 9,800 100

令和３年１２月 66 11,700 100

令和４年１月 66 11,600 100

令和４年２月 66 12,000 100

令和４年３月 66 11,700 100

合計 127,000

値とする。

使用電力量実績【令和元年１０月～２年９月】

使用月 契約電力（ｋｗ） 使用電力量（ｋｗｈ） 力率（％）

令和元年１０月 64 9,477 100

令和元年１１月 64 9,530 100

令和元年１２月 65 11,406 100

令和２年１月 65 11,199 100

令和２年２月 66 11,821 100

令和２年３月 66 10,483 100

令和２年４月 66 9,137 100

令和２年５月 66 8,214 100

令和２年６月 66 9,104 100

令和２年７月 66 9,923 100

令和２年８月 66 11,202 100

令和２年９月 66 9,337 100

合計 120,833

契約電力は、その月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい


