
仕 様 書 

１．概要 

（１）対象建物          宇陀市室生福祉保健交流センター（ぬくもりの郷） 

（２）需要場所          宇陀市室生大野３７７６－１ 

（３）業種および用途       官公署（健診等の保健業務施設） 

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       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１回線受電 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   有 

キ 予定契約電力       ７６kW 

ク 予定使用電力量      ８４，８００kWh 

（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       ２１０V 

（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、及び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  １ 100kVA ２ 200kVA 

2 －△ ３ 200kVA １ 200kVA 

合計  300kVA ３ 400kVA 

 



（別紙２） 宇陀市室生福祉保健交流センター（ぬくもりの郷）
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 76 5,100 100

令和３年５月 76 4,700 100

令和３年６月 76 5,800 100

令和３年７月 76 9,000 100

令和３年８月 76 8,300 100

令和３年９月 76 7,900 100

令和３年１０月 76 5,800 100

令和３年１１月 76 6,300 100

令和３年１２月 76 8,100 100

令和４年１月 76 8,200 100

令和４年２月 76 8,900 100

令和４年３月 76 6,700 100

合計 84,800

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 76 6,221 100

令和元年１１月 76 5,956 100

令和元年１２月 76 8,150 100

令和２年１月 76 7,771 100

令和２年２月 76 9,102 100

令和２年３月 76 5,719 100

令和２年４月 76 4,883 100

令和２年５月 76 4,013 100

令和２年６月 76 4,640 100

令和２年７月 76 7,047 100

令和２年８月 76 4,327 100

令和２年９月 67 6,755 100

合計 74,584

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          宇陀市榛原総合センター    

（２）需要場所          宇陀市榛原萩原２６１０－１    

（３）業種および用途       複合施設    

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       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       １０９kW 

ク 予定使用電力量      ８０６，０００kWh 

（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 

・非常用発電設備 

    定格出力       １５kVA 

    定格電圧       ２００V 

（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 Ｙ-△ 3 200kVA 1 200kVA 

合計   2 275kVA  

 

 



（別紙２） 宇陀市榛原総合センター
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 109 5,000 100

令和３年５月 109 4,300 100

令和３年６月 109 5,300 100

令和３年７月 109 6,800 100

令和３年８月 109 8,800 100

令和３年９月 109 6,500 100

令和３年１０月 109 5,600 100

令和３年１１月 109 5,700 100

令和３年１２月 109 7,900 100

令和４年１月 109 8,800 100

令和４年２月 109 8,600 100

令和４年３月 109 7,300 100

合計 80,600

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 88 5,348 100

令和元年１１月 88 5,758 100

令和元年１２月 88 7,590 100

令和２年１月 88 8,286 100

令和２年２月 89 8,472 100

令和２年３月 89 6,192 100

令和２年４月 89 4,531 100

令和２年５月 89 3,447 100

令和２年６月 89 4,911 100

令和２年７月 89 5,596 100

令和２年８月 109 9,329 100

令和２年９月 109 6,286 100

合計 75,746

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          宇陀市菟田野産業振興センター 

（２）需要場所          宇陀市菟田野古市場1596-21 

（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、発電設備、契

約受電設備等 

ア 電気方式交流       三相３銭式 

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       ５９kW 

ク 予定使用電力量      １８，７００kWh 

（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、及び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 50kVA×1 1 50kVA×1 

2 Ｙ－△ ３ 50kVA×1 1 50kVA×1 

合計   ２ 100kVA 

 



（別紙２） 宇陀市菟田野産業振興センター
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 59 1,400 100

令和３年５月 59 1,300 100

令和３年６月 59 1,200 100

令和３年７月 59 1,300 100

令和３年８月 59 1,400 100

令和３年９月 59 1,300 100

令和３年１０月 59 1,400 100

令和３年１１月 59 2,900 100

令和３年１２月 59 1,700 100

令和４年１月 59 1,800 100

令和４年２月 59 1,500 100

令和４年３月 59 1,500 100

合計 18,700

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 59 1,292 100

令和元年１１月 54 2,470 100

令和元年１２月 54 1,444 100

令和２年１月 54 1,326 100

令和２年２月 54 1,298 100

令和２年３月 54 1,274 100

令和２年４月 54 1,242 100

令和２年５月 54 1,235 100

令和２年６月 54 1,211 100

令和２年７月 54 1,242 100

令和２年８月 54 1,333 100

令和２年９月 54 1,275 100

合計 16,642

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          宇陀市医療介護あんしんセンター 

                 （奈良県宇陀川浄化センター 榛原保健センター） 

（２）需要場所          宇陀市榛原福地２８番地の１ 

（３）業種および用途       保健施設 

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       ３層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   なし 

キ 予定契約電力       ４１ｋｗ 

ク 予定使用電力量      ２６，０００ｋｗ 

（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 30KVA×１ １ 30KVA 

2 Ý－△ ３ 100KVA×１ １ 100KVA 

合計  130KVA ２ 130KVA 

 

 



（別紙２） 宇陀市医療介護あんしんセンター
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 41 1,700 100

令和３年５月 41 1,600 100

令和３年６月 41 1,800 100

令和３年７月 41 2,100 100

令和３年８月 41 2,800 100

令和３年９月 41 1,900 100

令和３年１０月 41 1,700 100

令和３年１１月 41 1,900 100

令和３年１２月 41 2,200 100

令和４年１月 41 3,300 100

令和４年２月 41 2,900 100

令和４年３月 41 2,100 100

合計 26,000

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 41 1,715 100

令和元年１１月 41 1,925 100

令和元年１２月 41 2,316 100

令和２年１月 41 2,494 100

令和２年２月 41 2,411 100

令和２年３月 41 2,032 100

令和２年４月 41 1,748 100

令和２年５月 41 1,691 100

令和２年６月 41 1,987 100

令和２年７月 41 1,989 100

令和２年８月 41 3,401 100

令和２年９月 41 2,028 100

合計 25,737

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          宇陀市立室生こども園 

（２）需要場所          宇陀市室生三本松１２８４番地 

（３）業種および用途       認定こども園 

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       交流３相３線式 

イ 標準電圧         ６０００V 

ウ 計量電圧         ６０００V 

工 標準周波数        ６０HZ 

オ 受電方式         常時１回線受電    

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ２４kW 

ク 予定使用電力量      ３１，２００kWh 

（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 

（電灯側） 

単 50kVA×１ １ 50kVA 

2 Y-△ 

（動力側） 

３ 50kVA×１ １ 50kVA 

合計  100kVA ２ 100kVA 

 



（別紙２） 宇陀市立室生こども園
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 24 2,200 100

令和３年５月 24 2,200 100

令和３年６月 24 2,500 100

令和３年７月 24 2,900 100

令和３年８月 24 3,100 100

令和３年９月 24 2,500 100

令和３年１０月 24 2,400 100

令和３年１１月 24 2,200 100

令和３年１２月 24 2,700 100

令和４年１月 24 3,000 100

令和４年２月 24 2,800 100

令和４年３月 24 2,700 100

合計 31,200

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 23 2,337 100

令和元年１１月 23 2,229 100

令和元年１２月 23 2,721 100

令和２年１月 23 2,946 100

令和２年２月 24 2,900 100

令和２年３月 24 2,870 100

令和２年４月 24 2,321 100

令和２年５月 24 2,044 100

令和２年６月 24 2,462 100

令和２年７月 24 2,625 100

令和２年８月 24 3,271 100

令和２年９月 24 2,743 100

合計 31,469

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          宇陀市子育て支援センター 

（宇陀市菟田野保健センター） 

（２）需要場所          宇陀市菟田野松井４７３－１ 

（３）業種および用途       子育て拠点及び成人健診及び事務所 

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         常時充電方式（１回線のみ） 

カ 蓄熱式負荷設備の有無   無 

キ 予定契約電力       ４８Ｗ 

ク 予定使用電力量      ３０，２００ｋＷｈ 

（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､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 50kVA×１ １ 50ｋVA 

2 Ｙ－△ ３ 100ｋVA×１ 1 100kVA 

合計  150kVA 2 150kVA 

 

 



（別紙２） 宇陀市子育て支援センター（宇陀市菟田野保健センター）
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 48 2,100 100

令和３年５月 48 2,000 100

令和３年６月 48 2,200 100

令和３年７月 48 2,600 100

令和３年８月 48 3,000 100

令和３年９月 48 2,500 100

令和３年１０月 48 2,200 100

令和３年１１月 48 2,400 100

令和３年１２月 48 2,800 100

令和４年１月 48 3,000 100

令和４年２月 48 2,700 100

令和４年３月 48 2,700 100

合計 30,200

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 48 2226 100

令和元年１１月 38 2233 100

令和元年１２月 38 2792 100

令和２年１月 34 2847 100

令和２年２月 39 2,615 100

令和２年３月 39 2,558 100

令和２年４月 39 1963 100

令和２年５月 39 1685 100

令和２年６月 39 2,311 100

令和２年７月 39 2,489 100

令和２年８月 39 3,345 100

令和２年９月 39 2,815 100

合計 29,879

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


