
仕 様 書 

１．概要 

（１）対象建物          宇陀市平成榛原子供のもり公園 

（２）需要場所          宇陀市榛原檜牧２１０７番地４ 

（３）業種および用途       公園及び管理棟 

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       ７０kW 

ク 予定使用電力量      ８５，６００kWh 

（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､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 100kVA 1 100kVA 

2 ｽﾀｰﾍﾞﾙﾀ ３ 200kVA １ 200kVA 

3 単三 単  50kVA １  50kVA 

4 ｽﾀｰﾍﾞﾙﾀ ３  75kVA １  75kVA 

合計  425kVA ４ 425kVA 

 

 



（別紙２） 宇陀市平成榛原子供のもり公園
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 70 6000 100

令和３年５月 70 7300 100

令和３年６月 70 8200 100

令和３年７月 70 9900 100

令和３年８月 70 10900 100

令和３年９月 70 8900 100

令和３年１０月 70 8400 100

令和３年１１月 70 5700 100

令和３年１２月 70 5100 100

令和４年１月 70 5100 100

令和４年２月 70 4800 100

令和４年３月 70 5300 100

合計 85,600

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 70 8,128 100

令和元年１１月 70 5,730 100

令和元年１２月 70 5,069 100

令和２年１月 70 5,105 100

令和２年２月 70 4,881 100

令和２年３月 70 4,672 100

令和２年４月 70 4,960 100

令和２年５月 70 4,588 100

令和２年６月 70 8,119 100

令和２年７月 70 8,936 100

令和２年８月 42 10,642 100

令和２年９月 57 9,628 100

合計 80,458

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          宇陀市基幹集落センター（たかぎふるさと館） 

（２）需要場所          宇陀市榛原高井６１２番地 

（３）業種および用途       文化施設 

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       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） 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ６９kW 

ク 予定使用電力量      ２５，０００kWh 

（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 

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 人－△ ３ 75kVA １ 75kVA 

2 一－三 １ 75kVA １ 50kVA 

合計  150kVA ２ 125kVA 

 



（別紙２） 宇陀市基幹集落センター（たかぎふるさと館）
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 69 1,900 100

令和３年５月 69 1,800 100

令和３年６月 69 1,800 100

令和３年７月 69 2,000 100

令和３年８月 69 2,000 100

令和３年９月 69 1,900 100

令和３年１０月 69 1,800 100

令和３年１１月 69 2,100 100

令和３年１２月 69 2,500 100

令和４年１月 69 2,600 100

令和４年２月 69 2,300 100

令和４年３月 69 2,300 100

合計 25,000

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 69 1,836 100

令和元年１１月 69 2,171 100

令和元年１２月 69 2,742 100

令和２年１月 58 2,567 100

令和２年２月 60 2,476 100

令和２年３月 60 2,095 100

令和２年４月 60 1,901 100

令和２年５月 60 1,808 100

令和２年６月 60 1,915 100

令和２年７月 60 1,868 100

令和２年８月 60 1,853 100

令和２年９月 60 1,779 100

合計 25,011

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          宇陀市菟田野農村環境改善センター（農林センター） 

（２）需要場所          宇陀市菟田野松井５０４番地 

（３）業種および用途       文化施設 

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       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） 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ２６kW 

ク 予定使用電力量      １０，３００kWh 

（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､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 単相三線 １ 50kVA １ 50kVA 

2 人－△ ３ 50kVA １ 50kVA 

合計  100kVA ２ 100kVA 

 



（別紙２） 宇陀市菟田野農村環境改善センター（農林センター）
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 26 800 100

令和３年５月 26 700 100

令和３年６月 26 900 100

令和３年７月 26 900 100

令和３年８月 26 800 100

令和３年９月 26 800 100

令和３年１０月 26 900 100

令和３年１１月 26 700 100

令和３年１２月 26 900 100

令和４年１月 26 1,000 100

令和４年２月 26 1,000 100

令和４年３月 26 900 100

合計 10,300

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 26 739 100

令和元年１１月 26 722 100

令和元年１２月 26 973 100

令和２年１月 26 979 100

令和２年２月 26 1,154 100

令和２年３月 26 953 100

令和２年４月 26 837 100

令和２年５月 26 590 100

令和２年６月 26 907 100

令和２年７月 26 903 100

令和２年８月 26 845 100

令和２年９月 23 626 100

合計 10,228

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          宇陀市農村環境改善センター（農林会館） 

（２）需要場所          宇陀市榛原下井足８２５番地 

（３）業種および用途       文化施設 

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       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） 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ４０kW 

ク 予定使用電力量      ３０，６００kWh 

（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､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 人－△ ３ 75kVA １ 75kVA 

2 一－三 １ 50kVA １ 50kVA 

合計  125kVA ２ 125kVA 

 

 



（別紙２） 宇陀市農村環境改善センター（農林会館）
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 40 2,300 100

令和３年５月 40 2,200 100

令和３年６月 40 2,300 100

令和３年７月 40 3,300 100

令和３年８月 40 2,900 100

令和３年９月 40 2,400 100

令和３年１０月 40 2,000 100

令和３年１１月 40 2,200 100

令和３年１２月 40 2,800 100

令和４年１月 40 2,600 100

令和４年２月 40 2,900 100

令和４年３月 40 2,700 100

合計 30,600

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 36 1,955 100

令和元年１１月 36 2,145 100

令和元年１２月 36 2,692 100

令和２年１月 36 2,614 100

令和２年２月 38 2,778 100

令和２年３月 38 2,251 100

令和２年４月 38 2,241 100

令和２年５月 38 2,117 100

令和２年６月 38 2,163 100

令和２年７月 38 2,555 100

令和２年８月 40 3,007 100

令和２年９月 40 2,312 100

合計 28,830

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          宇陀市室生山上公園芸術の森 

（２）需要場所          宇陀市室生１８１ 

（３）業種および用途       公園 

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       ３５kW 

ク 予定使用電力量      ４７，３００kWh 

（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､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 1 75kVA 1 75kVA 

2 人人 3 30kVA 1 30kVA 

3 単三 1 50kVA 1 50kVA 

4 人△ 3 75kVA 1 75kVA 

合計   4 230kVA 

 

計量装置の場所  キュービクル内 

 



（別紙２） 宇陀市室生山上公園芸術の森
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 35 3,200 100

令和３年５月 35 2,900 100

令和３年６月 35 3,400 100

令和３年７月 35 4,600 100

令和３年８月 35 6,100 100

令和３年９月 35 3,900 100

令和３年１０月 35 3,600 100

令和３年１１月 35 4,500 100

令和３年１２月 35 5,600 100

令和４年１月 35 2,800 100

令和４年２月 35 2,500 100

令和４年３月 35 4,200 100

合計 47,300

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 30 3,499 100

令和元年１１月 30 4,604 100

令和元年１２月 27 5,602 100

令和２年１月 27 2,708 100

令和２年２月 27 2,538 100

令和２年３月 27 3,484 100

令和２年４月 27 3,260 100

令和２年５月 27 2,403 100

令和２年６月 27 3,579 100

令和２年７月 27 4,225 100

令和２年８月 35 7,867 100

令和２年９月 35 4,049 100

合計 47,818

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          宇陀市文化芸術活動体験交流施設 ふるさと元気村 

（２）需要場所          宇陀市室生下田口１１１２ 

（３）業種および用途       文化芸術活動体験交流施設（旧田口小学校） 

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       ２６kW 

ク 予定使用電力量      ２５，３００kWh 

（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 

（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 

No 結線 相別 表示容量 台数 容量 

1 単三 1 50kVA 1 50kVA 

2 人△ 3 50kVA 1 50kVA 

合計   2 100kVA  

 



（別紙２） 宇陀市文化芸術活動体験交流施設　ふるさと元気村
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 26 2,100 100

令和３年５月 26 2,100 100

令和３年６月 26 2,100 100

令和３年７月 26 2,300 100

令和３年８月 26 2,300 100

令和３年９月 26 2,200 100

令和３年１０月 26 2,000 100

令和３年１１月 26 2,100 100

令和３年１２月 26 2,100 100

令和４年１月 26 2,000 100

令和４年２月 26 2,000 100

令和４年３月 26 2,000 100

合計 25,300

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 26 1,810 100

令和元年１１月 26 2,085 100

令和元年１２月 26 2,031 100

令和２年１月 26 1,932 100

令和２年２月 26 1,970 100

令和２年３月 26 1,985 100

令和２年４月 26 1,752 100

令和２年５月 26 1,659 100

令和２年６月 26 1,801 100

令和２年７月 22 1,932 100

令和２年８月 22 1,925 100

令和２年９月 21 1,879 100

合計 22,761

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


