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１  入札等実施要領

１  分任契約担当役等の氏名及び名称

  独立行政法人都市再生機構業務受託者

  株式会社ＵＲコミュニティ

泉北住まいセンター

センター長 本坊 知恵利

２  調達内容

(1) 調達件名及び数量

   独立行政法人都市再生機構西日本支社 助松団地 ほか 46 団地で使用する従量電灯及び低

圧電力

予定契約電力  ：仕様書による。

   予定使用電力量  ：仕様書による。

(2)  調達案件の仕様等

     仕様書による。

(3)  供給期間

   平成 28 年 10月の検針日から平成 30 年 3 月の検針日の前日まで。

(4)  供給場所

仕様書による。

３ 競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法

(1) 提出期間

平成 28 年 5月 23 日（月）から平成 28 年 6月 14 日（火）までの土曜日、日曜日、休日及

び祝日を除く毎日。

(2) 受付時間

10 時から 16時まで（ただし、12 時から 13 時の間は除く）。

（3）提出場所

〒590－0105    

大阪府堺市南区竹城台一丁 1番

独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ

泉北住まいセンターお客様相談課

電話 072-297-5444

（4）提出方法

持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。

４ 競争参加資格確認申請書の作成様式に関する事項等



2

(1) 競争参加資格確認申請書の作成様式

①～④について各様式に記載し、所定の添付資料を添えて、上記３により提出すること（詳

細は【別冊２】参照）。

① 競争参加資格確認申請書（様式１）

② 競争参加資格認定通知書の写し

③ 小売電気事業者の届出が確認できる資料の写し

④ 使用印鑑届・印鑑証明書（平成 27・28年度内に泉北住まいセンターに提出済みの場合

は不要）

５ 仕様書に関する質問と回答

(1)  仕様書に関する質問は、「質問書」（様式は自由）の提出をもって行うこと。

① 提出期限 平成 28 年 7月 19 日（火）午後 4 時 00 分

② 提出場所 ３（3）に同じ。

③ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこ

と。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。

(2)  原則として質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。

① 閲覧期間 平成 28 年 7月 25 日（月）から平成 28 年 7 月 29日（金）

② 閲覧場所 ３(3)に同じ。

６  入札方法

（1）競争参加資格の確認通知等

① 競争参加資格の確認通知

申請書等を提出した者について、当社で審査を行い、本入札に参加する資格を有する

者を選定し、平成 28 年 6 月 24 日（金）までにその旨を通知する。ただし、競争参加資

格確認申請書提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間

に指名停止措置を受けた者は選定しない。

また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を

当該者に通知する。

なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。

  ② 苦情申立て

申請書等を提出した者のうち、①で競争参加資格がないと認められた者は、通知した

日の翌日から起算して７日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第

１条に規定する行政機関の休日（以下｢休日｣という）を含まない）以内に、書面により、

当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。

当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求

めることができる最終日の翌日から起算して 10日以内（休日を含まない）に書面により

回答する。  

（2）入札手続き及び落札者の決定
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(1)①により競争参加資格を有すると当社が認めた者との間で、入札を行う。

① 入札書の受領期限及び提出場所 平成 28年 7月 29 日（金）午後 4時

（ただし、郵便による入札の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。）

株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンター

② 開札の日時及び場所 平成 28 年 8月 1 日（月）午前 10 時 00 分

独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンター会議室

③ 落札者の決定方法について

独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

④ その他

イ 入札金額は、各者において設定する契約電力等に対する単価（基本料金単価）及び使

用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠（小数点以下を含むことができる。）と

し、あらかじめ当社が別途提示する各契約における月ごとの予定契約電力等及び予定使用

電力量に基づき算出した各契約の対価の総価を入札金額とする。なお、入札書には、別紙

による入札価格の内訳書（入札書別紙内訳書）を添付し、力率割引及び割増、使用電力量

及び季節等により単価が変動する場合は、その根拠も記載すること。この場合において、

燃料価格変動の調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は加算しないものとする。

また、入札書別紙内訳書については、上記（1）①競争参加資格の確認通知の際に、競争

参加資格を有する者に対して様式データＣＤを送付するので、これを用いて作成し、入

札書と共に、書面及びデータＣＤの両方で提出すること。

ロ 上記イの入札書及び入札書別紙内訳書の提出方法は以下のとおりとする。

  二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々入札心得書のとおり必要事項を記載し封かん

すること。中封筒には入札書のみを入れ、表封筒には次の書類３点を入れること。

ａ入札書在中の中封筒

ｂ入札書別紙内訳書（書面）

ｃ入札書別紙内訳書（データＣＤ）

（注）上記に示した方法以外での入札書は一切受け付けない。

ハ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の８パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額とする。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札

書に記載すること。

７ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨
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８ 入札保証金及び契約保証金

免除

９ 入札の無効

本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記

載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札

は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の

時において２  競争参加資格等に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

10 入札不調時（不落）時の取扱い

  開札の結果、落札者がない場合は、一般電気事業者との従前の契約が継続される。

11 入札手続きにおける交渉の有無

無

12 契約書作成の要否

別に定める「契約書」の締結及び「覚書」の交換をするものとする。

13 支払条件

  毎月、検査後全箇所の一括払とする。電力使用量の算定は、直近の検針日を標準とする。な

お、請求にあたり、供給場所ごとに料金の根拠を示した資料を添付すること。（仕様書別紙２を

参照）

  

14 その他

（1） 事業者切り替え手続きに必要な情報（供給地点特定番号等）については、落札者に対し、

別途、通知する。

(2) 入札参加者は、入札心得書（物品購入等）を熟読し、入札心得を遵守すること。

(3)  入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(4)  当社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。

(5)  当社に一旦提出された書類は返却しない。

(6)  当社に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。

(7) 契約に係る情報公表の拡大について

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人が一定の関係を有する法人と契約をす

る場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開

するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表
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することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しく

は応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていた

だきますので、ご了知願います。

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしてい

ただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了

知願います。

①公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること

ロ 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当

職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職している

こと

②公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び

数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及び当機

構における最終職名

ロ 当機構との間の取引高

ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれか

に該当する旨

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上

ニ １者応札又は１者応募である場合はその旨

③ 当方に提供していただく情報

イ 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構

における最終職名等）

ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

④公表日

契約締結日の翌日から起算して７２日以内

以 上
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２  競争参加資格等

１ 競争参加資格

（1） 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。

イ 契約を締結する能力を有しない者

ロ 破産者で復権を得ない者

ハ 入札書受領期限の日から起算して２年前の日以降において、次に掲げる者の一に該当

している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についても、また同様

とする。

（イ） 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の

行為があった者

（ロ） 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者

（ハ） 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

（ニ） 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

（ホ） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

（ヘ） 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者

（ト） （イ）～（へ）に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履

行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者

（チ） （イ）～（ト）に該当する者を入札代理人として使用する者

（リ） 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者

（ヌ） 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者

ニ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の日から開札の時までの期間、独

立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止

対象期間中の者

ホ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構通達第

95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者ではないこと。

ヘ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続き開始の申立てがなされている者（一般競争参加資格の再認定を受けた者は除

く）

（2） 次の要件をすべて満たしている者であること。

イ 独立行政法人都市再生機構西日本地区における平成 27・28 年度物品購入等の契約に係

る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であ

ること。

なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要が

ある。競争参加資格審査等に関する問合せ先は次のとおり。

〒536-8550  大阪府大阪市城東区森之宮一丁目 6 番 85 号

独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム 用度担当
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電話 06-6969-9019
ロ 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。

２ 競争参加者に求められる義務

（1） この一般競争に参加を希望する者は、本説明書に示す競争参加資格確認申請書及び上記

１（2）のイ、ロによる必要な証明書等を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなけ

ればならない。また、当社から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。

（2） 提出された証明書等は、当社において審査するものとし、本説明書に示した競争参加資

格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。

以 上
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３ 入札心得書

入札心得書（物品購入等）

（目的）

第１条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ（以下「当社」と

いう。）が締結する独立行政法人都市再生機構西日本支社助松団地 ほか46団地で使用する従

量電灯及び低圧電力の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いにつ

いては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。

（入札等）

第２条 一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札説明書及び

仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合

において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めること

ができる。

２ 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、1入札等実施要領６(2)①に示した

期限までに提出しなければならない。

３ 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重

封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒

に入札書のみを入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならな

い。

４ 前項の入札書は、1入札等実施要領６(2)①に示した期限までに到着しないものは無効と

する。

５ 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。

６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理

をすることはできない。

７ 入札書には、総額を記載すること。

  なお、根拠資料として、入札価格の内訳書（入札書別紙内訳書）を添付し、力率割引及

び割増、使用電力量及び季節等により単価が変動する場合は、その根拠も記載すること。

８ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額

とする。）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相

当する金額を入札書に記載すること。

９ 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又は

これに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓

約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。

（入札の辞退）

第２条の２ 入札参加者は、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退すること
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ができる。

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出

るものとする。

一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵

送（入札執行日の前日までに到着するものに限る。）して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する

者に直接提出して行う。

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受ける

ものではない。

（公正な入札の確保）

第２条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭22年法律

第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格

または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示

してはならない。

（内訳明細書）

第３条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければ

ならない。

（入札の取りやめ等）

第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入

札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

（入札書の引換の禁止）

第５条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引

換え、変更又は取消しをすることはできない。

（入札の無効）

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加す

ることはできない。

一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。

三 入札金額の記載を訂正したとき。

四 入札金額と入札価格の内訳書（入札書別紙内訳書）の金額が一致しないとき。

五 入札者（代理人を含む。）の記名押印のないとき又は記名（法人の場合はその名称及び

代表者の記名）の判然としないとき。

六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札

を行ったとき。

七 １人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき。
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八 明らかに連合によると認められるとき。

九 第２条第第９項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認め

られるとき。

十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件

を具備していないとき。

（開札等）

第７条 開札は、1入札等実施要領６(2)②に示した場所及び日時に、入札者またはその代理

人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合

は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

（落札者の決定）

第８条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により

入札した者を落札者とする。

（再度の入札）

第９条 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、

再度の入札を行うものとする。この場合において、入札をした者またはその代理人のすべ

てが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再

度の入札を行うものとする。

２ 前項の再度の入札は、原則として１回を限度とする。

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）

第10条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない

者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決

定するものとする。

（入札不調時の取扱い）

第11条 開札の結果、落札者がない場合は、一般電気事業者との従前の契約が継続されるも

のとする。

（入札参加者等の制限）

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後２年間競争入札等に参加

することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても

また同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不正の

行為があった者

二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれ

る行為または不正若しくは不誠実等の行為をした者

三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため

に連合した者

四 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者

五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
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六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

七 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者

九 不誠実な入札をなしたと認められた者

（契約書及び覚書の提出）

第13条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書及び覚書を提出しなければならない。

ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

２ 落札者が前項の期間内に契約書及び覚書を提出しないときは、当該落札はその効力を失

う。

（異議の申立）

第14条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不

明を理由として異議を申立てることはできない。

以 上
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４ 使用印鑑届及び委任状（様式）

独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンター

センター長 本坊 知恵利 殿

使 用 印 鑑 届

    使用印           実 印

    上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使用した

いので、お届けいたします。

   平成  年  月  日

                 住          所  

                                                  

                 商号または名称  

                 代 表 者 名                                 印

添付書類

    ・印鑑証明書（原本・１通）



13

委 任 状

私は              を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務

受託者株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンターの発注する「独立行政法人都市

再生機構西日本支社助松団地ほか 46 団地で使用する従量電灯及び低圧電力」に関し、

下記の権限を委任します。

記

１．入札に関する一切の件

２．

代理人使用印鑑

   平成  年  月  日

           住 所

           氏 名                印

  

                  

独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンター

センター長 本坊 知恵利 殿
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５ 入札書及び封筒（様式）

入 札 書

   

金         円也

ただし、独立行政法人都市再生機構西日本支社助松団地ほか 46 団地で使用する従量

電灯及び低圧電力

  入札心得書（物品購入等）及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。

   平成  年  月  日

           住 所

           氏 名                印

  

           代理人                印

  独立行政法人都市再生機構業務受託者

  株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンター

センター長 本坊 知恵利 殿

入札書には、入札価格の内訳書（入札書別紙内訳書）による入札価格の内訳

を１  入札等実施要領 6（2）④のとおり添付し、力率割引及び割増、使用電力

量及び季節等により単価が変動する場合は、その根拠も記載すること。
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表                裏

委任している場合は、代理人の氏名及び印
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所在地：

商号又は名称：

代表者氏名： 印

代理人氏名： 印

【入札書 記載金額：（④*100/108）】→

入札書別紙内訳書

件名：独立行政法人都市再生機構西日本支社助松団地ほか４６団地で使用する従量電灯及び低圧電力

低圧電力　　合計　（税込）　　① 円

従量電灯Ａ　合計　（税込）　　② 円

合　計　（税抜）　　　⑤ 円

従量電灯Ｂ　合計　（税込）　　③ 円

　合　　計　（税込）　④＝①+②+③ 円

別紙
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全電力管内共通

＜動力契約：低圧電力相当＞

◆ 内訳書（平成○○年○○月分）    【標記例】

基本料金
○○

割引・

○○割引・割増

摘要後料金

夏季月（７～9月）

○○円○○銭/KWｈ

その他季月

○○円○○銭/KWｈ

2 シティハイツ堺七道 堺市堺区七道東町162-1　ＵＲシティハイツ堺七道共用 3 170KWh

3 シティハイツ堺七道 堺市堺区七道東町162-1　ＵＲシティハイツ堺七道 23 950KWh

5 アーベイン堺市駅前 堺市堺区　田出井町1-4　ＵＲアーベイン堺市駅前共用 11 4,570KWh

9 中百舌鳥公園 堺市北区　中百舌鳥町 ６丁998-3　中百舌鳥公園団地4棟共用 20 17,040KWh

16 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地29棟共用 9 4,010KWh

18 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地30棟共用 9 4,180KWh

20 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地31棟共用 9 5,370KWh

22 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地32棟共用 9 4,310KWh

24 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地34棟共用 9 4,250KWh

26 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地35棟共用 9 5,550KWh

27 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地35棟 32 23,130KWh

29 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地36棟共用 7 3,430KWh

31 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地37棟共用 7 4,690KWh

44 戎之町 堺市堺区　戎之町東２丁1-27　ＵＲ戎之町住宅共用 24 22,470KWh

45 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁2番　ＵＲ白鷺団地Ｂ1棟 47 47,680KWh

48 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁6番　ＵＲ白鷺団地Ｂ24棟 9 1,710KWh

53 中安井町 堺市堺区　中安井町１丁4-1　ＵＲ中安井町住宅共用 15 11,540KWh

56 津久野 堺市西区　津久野町１丁3-2　ＵＲ津久野アパート2号棟共用 13 11,740KWh

60 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁15　サンヴァリエ津久野1号棟共用 7 3,570KWh

62 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁15　サンヴァリエ津久野2号棟共用 6 2,830KWh

64 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁15　サンヴァリエ津久野3号棟共用 9 2,230KWh

66 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁16　サンヴァリエ津久野4号棟共用 9 2,200KWh

68 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁16　サンヴァリエ津久野5号棟共用 6 1,820KWh

70 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サンヴァリエ津久野6号棟共用 9 4,580KWh

72 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サンヴァリエ津久野7号棟共用 11 2,780KWh

73 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サンヴァリエ津久野7号集会所 5 2,220KWh

75 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サンヴァリエ津久野8号棟共用 7 1,970KWh

77 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サンヴァリエ津久野9号棟共用 7 2,010KWh

79 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17 　サンヴ ァリエ 津久野10号棟共用 9 8,260KWh

80 泉北茶山台二丁 堺市南区　茶山台２丁３番　ＵＲ茶山台２丁団地1棟 11 11,760KWh

82 泉北茶山台二丁 堺市南区　茶山台２丁３番　ＵＲ茶山台２丁団地1棟共用 24 16,090KWh

84 泉北茶山台二丁 堺市南区　茶山台２丁３番　ＵＲ茶山台２丁団地23棟 33 32,740KWh

85 泉北茶山台三丁 堺市南区　茶山台３丁２２ 7 6,720KWh

87 泉北茶山台三丁 堺市南区　茶山台３丁２２番　公団茶山台３丁団地2棟共用 7 4,970KWh

89 泉北茶山台三丁 堺市南区　茶山台３丁２２番　公団茶山台３丁団地10棟共用 7 5,180KWh

93 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サンヴァリエ 金岡2棟共用 6 3,510KWh

95 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サンヴァリエ 金岡3棟共用 9 6,370KWh

97 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サンヴァリエ 金岡4棟共用 6 5,250KWh

99 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁5番　サンヴァリエ 金岡5棟共用 9 6,300KWh

100 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁5番　サンヴァリエ金岡5棟立体駐車場 12 170KWh

102 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁5番　サンヴァリエ金岡6棟エレベーター 9 5,560KWh

104 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁4　サンヴァリエ金岡7棟共用 5 2,680KWh

105 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁4 　サンヴ ァリエ金岡7棟中央集会所 15 3,770KWh

108 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁4　サンヴァリエ金岡8棟共用 5 3,380KWh

110 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番　サンヴァリエ 金岡9棟共用 6 4,130KWh

111 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番 　サンヴァリエ 金岡9棟駐車場 10 155KWh

113 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番　サンヴ ァリエ 金岡10棟共用 6 4,770KWh

115 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番　サンヴ ァリエ 金岡11棟共用 6 5,050KWh

117 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番 　ＵＲ泉北原山台１丁団地1棟共用 13 12,210KWh

120 泉北原山台一丁 堺市南区　竹城台１丁1（原山台1丁） 20 19,150KWh

121 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番 　ＵＲ泉北原山台１丁団地4棟共用 7 2,800KWh

124 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台１丁団地5棟 7 2,700KWh

125 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　公団泉北原山台１丁団地6棟 7 2,580KWh

127 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台１丁団地7棟 7 3,020KWh

138 鈴の宮 堺市中区　八田北町10-31　ＵＲ鈴の宮団地12棟 12 205KWh

140 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番 　ＵＲ泉北桃山台１丁団地1棟共用 7 3,210KWh

142 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番 　ＵＲ泉北桃山台１丁団地2棟共用 7 3,080KWh

144 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番 　ＵＲ泉北桃山台１丁団地3棟共用 7 3,040KWh

146 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番 　ＵＲ泉北桃山台１丁団地9棟共用 7 3,030KWh

147 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台１丁団地10棟 21 14,350KWh

149 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番 　ＵＲ泉北桃山台１丁団地10棟共用 7 3,190KWh

153 高石駅前 高石市　綾園１丁目10-1　公団高石駅前市街地住宅共用 11 9,410KWh

155 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地3棟共用 17 9,600KWh

157 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地4棟共用 25 16,060KWh

158 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地4棟 40 23,470KWh

159 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地6棟 33 24,360KWh

168 湊駅前 堺市堺区　出島町2丁7番　ＵＲ湊駅前団地48号棟共用 14 6,240KWh

169 湊駅前 堺市堺区　出島町2丁7番　ＵＲ湊駅前団地49号棟 13 14,170KWh

172 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地1棟共用 7 7,860KWh

174 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地2棟共用 7 8,050KWh

176 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地3棟共用 7 7,500KWh

178 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地4棟共用 7 8,240KWh

180 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地5棟共用 17 11,930KWh

合計
契約

電力

（KW ）

仕様書

№
団地名

供給場所

（住所）

予定使用

電力量

（ｋWｈ）

電力量料金（円）基本料金（円）

別紙
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182 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥1棟共用 5 2,370KWh

184 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥2棟共用 5 2,700KWh

186 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥3棟共用 5 3,100KWh

188 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥4棟共用 5 3,230KWh

190 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥5棟集会所 16 1,725KWh

192 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥5棟共用 4 2,390KWh

194 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥6棟共用 5 3,350KWh

196 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥7棟共用 5 3,380KWh

199 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥8棟共用 5 3,580KWh

202 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サンヴァリエ中百舌鳥9棟共用 4 2,900KWh

204 津久野南 堺市西区　草部1800　公団津久野南団地1棟 7 4,730KWh

206 津久野南 堺市西区　草部1800　公団津久野南団地2棟 7 4,830KWh

208 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地3棟共用 13 7,650KWh

210 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地4棟共用 7 5,890KWh

212 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地5棟共用 13 9,540KWh

215 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地6棟 13 8,770KWh

230 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地44棟 10 6,090KWh

234 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地50 7 2,110KWh

237 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地51棟 7 2,090KWh

239 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地47棟 7 2,630KWh

241 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地48棟 7 1,980KWh

244 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地49棟 7 1,990KWh

246 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地52棟 7 2,840KWh

248 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地53棟 7 2,500KWh

250 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地58棟 7 2,400KWh

252 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地59棟 7 2,270KWh

255 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地60棟 7 2,400KWh

257 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地61棟 7 2,560KWh

259 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地66棟 7 2,610KWh

261 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地67棟 7 2,320KWh

263 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地70棟 7 2,490KWh

266 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地71棟 7 2,380KWh

270 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地1 4 1,440KWh

272 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地2-80 13 15,240KWh

274 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地2-82 13 13,330KWh

287 津田北町 貝塚市　津田北町17番　津田北町団地1-80 9 4,600KWh

291 津田北町 貝塚市　津田北町17番　津田北町団地２棟-80 9 4,590KWh

293 津田北町 貝塚市　津田北町17番地　津田北町団地３棟-80 4 2,190KWh

298 泉南尾崎 阪南市　尾崎町７丁目2　公団泉南尾崎団地12棟 22 16,680KWh

309 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目10　鶴山台団地98-10 19 21,730KWh

314 鶴山台 和泉市　鶴山台２丁目１　鶴山台団地2-81 17 15,060KWh

316 鶴山台 堺市南区竹城台　１丁１(鶴山台） 25 21,000KWh

317 鶴山台 和泉市　鶴山台２丁目１　鶴山台団地3-102 17 15,620KWh

324 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町 ２番　UR都市機構 サンヴァリエ 藤井寺1-80 5 2,810KWh

325 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町 ２番　UR都市機構 サンヴァリエ 藤井寺1-81 22 5,150KWh

327 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サンヴァリエ藤井寺2-80 5 3,020KWh

329 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サンヴァリエ藤井寺3-80 4 1,960KWh

331 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サンヴァリエ藤井寺4-80 4 1,710KWh

333 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サンヴァリエ藤井寺5-80 4 1,790KWh

335 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市　春日丘新町2 　サンヴァリエ 春日丘1号棟共用電力 5 3,990KWh

337 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市　春日丘新町2 　サンヴァリエ 春日丘2号棟共用電灯 5 3,010KWh

339 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲３丁目１　サンヴァリエ春日丘３号棟共用灯 5 2,570KWh

341 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲 ３丁目１　サンヴァリエ春日丘４号棟共用電灯 5 3,210KWh

344 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲３丁目１　サンヴァリエ春日丘５号棟共用灯 5 3,350KWh

346 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市　春日丘新町2　サンヴァリエ 春日丘6号棟-80 5 3,310KWh

347 千代田 河内長野市　木戸１丁目４５　千代田第二団地4-80 33 10,520KWh

348 南花台 河内長野市　南花台３丁目１　南花台団地5-8000 25 13,320KWh

352 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地18-80 7 2,550KWh

354 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地19-80 7 2,260KWh

355 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地19-85 33 17,730KWh

358 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地22-80 7 2,070KWh

360 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地23-80 7 1,870KWh

362 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地24-80 7 2,630KWh

366 南花台 河内長野市　南花台３丁目5　南花台団地46-80 25 14,340KWh

368 藤沢台中央 富田林市　藤沢台１丁目4-11 　UR都市機構藤沢台中央団地-80 13 13,100KWh

369 藤沢台第三 富田林市　藤沢台１丁目 １　UR都市機構藤沢台第３団地323-81 13 15,440KWh

合　　計 934,255KWh

※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

※基本料金における割引・割増しが複数ある場合は列を追加する。

※電力量料金の単価が3種類以上ある場合は列を追加し、1種類の場合は列を削除して記入する。
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関西・中国電力管内用

＜電灯契約：従量電灯A相当＞

◆ 内訳書（平成○○年○○月分）    【標記例】

15KW時を超え

120KW時まで
○○円○○銭/KWｈ

120KW時を超え300KW時

まで
○○円○○銭/KWh

300KWを超える

○○円○○銭/KWｈ

1 シティハイツ堺七道 堺市堺区七道東町162-1　ＵＲシティハイツ堺七道共用 12,180KWh

10 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地４棟共用 5,470KWh

11 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地８棟共用 6,890KWh

12 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地９棟共用 5,500KWh

13 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地１４棟共用 6,180KWh

14 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地17棟共用 9,290KWh

15 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地29棟共用 37,840KWh

17 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地30棟共用 33,970KWh

19 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地31棟共用 34,400KWh

21 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地32棟共用 32,830KWh

25 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地35棟共用 36,190KWh

33 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地2棟共用 7,110KWh

34 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地4棟共用 5,800KWh

35 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地8棟共用 7,120KWh

36 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地15棟共用 6,140KWh

37 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地16棟共用 7,010KWh

38 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地17棟共用 5,620KWh

40 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地25棟共用 5,280KWh

41 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地27棟共用 5,430KWh

42 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地29棟共用 7,540KWh

46 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁5番　ＵＲ白鷺団地Ｂ17棟共用 5,610KWh

47 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁6番　ＵＲ白鷺団地Ｂ23棟共用 6,550KWh

49 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁6番　ＵＲ白鷺団地Ｂ24棟共用 6,760KWh

50 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁3番　ＵＲ白鷺団地Ｂ25棟共用 11,670KWh

52 中安井町 堺市堺区　中安井町１丁4-1　ＵＲ中安井町住宅共用 42,300KWh

54 津久野 堺市西区　津久野町１丁１　公団津久野アパート１棟 16,330KWh

55 津久野 堺市西区　津久野町１丁１　ＵＲ津久野アパート1号棟 8,860KWh

57 津久野 堺市西区　津久野町１丁3-2　ＵＲ津久野アパート2号棟 23,390KWh

59 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁15　サン ヴァ リエ津久野１号棟共用 13,420KWh

61 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁15　サン ヴァ リエ津久野2号棟共用 16,850KWh

67 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁16　サン ヴァ リエ津久野5号棟共用 15,080KWh

69 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サン ヴァ リエ津久野6号棟共用 21,800KWh

71 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サン ヴァ リエ津久野7号棟共用 24,320KWh

74 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サン ヴァ リエ津久野8号棟共用 15,240KWh

76 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サン ヴァ リエ津久野9号棟共用 16,690KWh

78 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町１丁17　サン ヴァ リエ津久野10号棟共用 20,850KWh

91 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サン ヴァ リエ 金岡１棟共用 17,800KWh

92 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サン ヴァ リエ金岡2棟共用 15,850KWh

94 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サン ヴァ リエ金岡3棟共用 22,260KWh

96 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町2丁１番　サン ヴァ リエ金岡4棟共用 19,140KWh

101 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁5番　サン ヴァ リエ 金岡6棟共用 22,330KWh

103 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁4　サン ヴァ リエ金岡7棟共用 18,540KWh

106 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁4　サン ヴァ リエ金岡7棟外灯 11,200KWh

112 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番　サン ヴァ リエ 金岡10棟共用 22,920KWh

114 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番　サン ヴァ リエ 金岡11棟共用 21,150KWh

116 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台 １丁団地１棟共用 24,920KWh

122 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台１丁団地4棟共用 8,700KWh

123 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台１丁団地5棟共用 8,910KWh

126 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　公団泉北原山台 １丁団地6棟共用 8,660KWh

128 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台１丁団地7棟共用 10,750KWh

130 新金岡第一 堺市北区　新金岡町1丁2番 　ＵＲ新金岡第1住宅12棟共用 5,350KWh

131 新金岡第一 堺市北区　新金岡町1丁2番 　ＵＲ新金岡第1住宅16棟共用 7,120KWh

132 新金岡第一 堺市北区　新金岡町1丁2番　ＵＲ新金岡第1住宅17棟 5,770KWh

133 新金岡第一 堺市北区　新金岡町1丁2番 　ＵＲ新金岡第1住宅19棟共用 5,130KWh

134 新金岡第一 堺市北区　新金岡町1丁2番 　ＵＲ新金岡第1住宅20棟共用 5,420KWh

135 新金岡第一 堺市北区　新金岡町１丁２番　ＵＲ新金岡第１住宅２１棟共用 5,540KWh

136 新金岡第一 堺市北区　新金岡町１丁２番　ＵＲ新金岡第１住宅23棟共用 5,910KWh

電力量料金（円）

合計
仕様書

№
団地名

供給場所

（住所）

予定使用

電力量

（ｋWｈ）

最低料金

最初の15KW時まで

(円）

別紙
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137 新金岡第一 堺市北区　新金岡町１丁7番　新金岡第１住宅26棟共用 6,800KWh

139 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台 １丁団地１棟共用 9,910KWh

141 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台１丁団地2棟共用 6,620KWh

143 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台１丁団地3棟共用 6,630KWh

145 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台１丁団地9棟共用 8,500KWh

148 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台 １丁団地10棟共用 9,100KWh

151 大浜南町第二 堺市堺区　大浜南町３丁1-11　ＵＲ大浜南町第2住宅共用 14,090KWh

161 泉北城山台二丁 堺市南区　城山台２丁３番　ＵＲ泉北城山台 ２丁団地17棟共用 6,020KWh

163 泉北城山台三丁 堺市南区　城山台３丁１番　泉北城山台３丁住宅12棟 8,490KWh

164 泉北城山台三丁 堺市南区　城山台３丁１番　泉北城山台３丁住宅22棟 7,900KWh

165 湊駅前 堺市堺区　出島町2丁7番　ＵＲ湊駅前団地46号棟共用 5,710KWh

166 湊駅前 堺市堺区　出島町2丁7番　ＵＲ湊駅前団地47号棟共用 6,250KWh

167 湊駅前 堺市堺区　出島町2丁7番　ＵＲ湊駅前団地48号棟共用 16,110KWh

170 湊駅前 堺市堺区　出島町2丁7番　ＵＲ湊駅前団地49号棟共用 5,990KWh

181 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥１棟共用 20,580KWh

183 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥2棟共用 24,710KWh

185 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥3棟共用 23,940KWh

187 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥4棟共用 22,970KWh

189 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥4棟外灯 5,380KWh

191 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥5棟共用 18,200KWh

193 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥6棟共用 22,580KWh

195 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥7棟共用 27,490KWh

197 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥7棟外灯 7,490KWh

198 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥8棟共用 26,530KWh

200 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥9棟外灯 6,120KWh

201 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区　金岡町1415-2　サン ヴァ リエ中百舌鳥9棟共用 27,450KWh

213 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地6棟 6,530KWh

216 津久野南 堺市西区　草部1800-6　ＵＲ津久野南団地7棟共用 7,940KWh

217 津久野南 堺市西区　草部1800-6　ＵＲ津久野南団地9棟共用 6,650KWh

218 津久野南 堺市西区　草部1800-6　ＵＲ津久野南団地10棟共用 7,660KWh

219 津久野南 堺市西区　草部1800-6　ＵＲ津久野南団地11棟共用 7,490KWh

220 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　泉南一丘団地9-1058 7,770KWh

221 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　泉南一丘団地14-1058 5,390KWh

222 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　泉南一丘団地17-1038 6,340KWh

223 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　泉南一丘団地25-1038 6,770KWh

224 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　泉南一丘団地26-1038 5,610KWh

225 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地27棟 6,040KWh

226 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地37棟 7,450KWh

227 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地40棟 7,500KWh

228 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地42棟 6,440KWh

229 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地43棟 6,040KWh

231 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地44棟 44,770KWh

233 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地46棟 11,100KWh

235 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地50 10,060KWh

236 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地50 8,900KWh

238 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地51棟 10,240KWh

240 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地47棟 12,310KWh

242 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地48棟 8,430KWh

243 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地48棟 5,980KWh

245 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地49棟 10,270KWh

247 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地52棟 11,510KWh

249 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地53棟 9,720KWh

251 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地58棟 8,590KWh

253 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地59棟 7,900KWh

254 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地59棟 10,320KWh

256 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地60棟 9,770KWh

258 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地61棟 9,120KWh

260 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地66棟 10,470KWh

262 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地67棟 9,310KWh

264 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地70棟 9,330KWh

265 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地70棟 6,070KWh

267 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地71棟 7,460KWh

268 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目５　鶴山台団地94-80 5,300KWh

269 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地1 7,650KWh
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275 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地2-90 10,080KWh

276 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目５　鶴山台団地93 6,380KWh

277 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目8　鶴山台団地66 5,500KWh

278 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目7　鶴山台団地72 5,530KWh

279 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地４棟 5,860KWh

281 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地7共用 5,340KWh

282 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地10 6,090KWh

283 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地13 5,810KWh

284 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地20-80 5,420KWh

285 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地23 7,540KWh

286 津田北町 貝塚市　津田北町17番　津田北町団地1-80 24,400KWh

289 津田北町 貝塚市　津田北町17番　津田北町団地1-84 14,800KWh

292 津田北町 貝塚市　津田北町17番地　津田北町団地３棟-80 14,870KWh

294 津田北町 貝塚市　津田北町17番地　津田北町団地３棟-81 6,360KWh

295 泉南尾崎 阪南市　尾崎町７丁目１　公団泉南尾崎団地6棟 6,170KWh

296 泉南尾崎 阪南市　尾崎町７丁目１　公団泉南尾崎団地7棟 10,180KWh

297 泉南尾崎 阪南市　尾崎町７丁目2　公団泉南尾崎団地12棟 11,870KWh

299 泉南尾崎 阪南市　尾崎町７丁目2　公団泉南尾崎団地12棟 7,190KWh

300 泉南尾崎 阪南市　尾崎町７丁目2　公団泉南尾崎団地16棟 16,090KWh

301 光明台 和泉市　光明台３丁目7番　光明台団地22-80 5,490KWh

302 光明台 和泉市　光明台３丁目7番　光明台団地29-80 5,440KWh

303 光明台 和泉市　光明台３丁目7番　光明台団地32-80 5,270KWh

304 光明台 和泉市　光明台３丁目7番　光明台団地33-80 5,460KWh

305 光明台 和泉市　光明台３丁目7番　光明台団地34-80 5,400KWh

306 光明台 和泉市　光明台３丁目7番　光明台団地35-80 6,580KWh

307 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目８　鶴山台団地56共用 5,230KWh

308 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目10　鶴山台団地98 7,430KWh

310 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目10　鶴山台団地99 8,200KWh

311 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目10　鶴山台団地100-80 6,280KWh

312 鶴山台 和泉市　鶴山台３丁目10　鶴山台団地101 7,500KWh

318 助松 泉大津市　助松団地1番　11-90 13,420KWh

319 助松 泉大津市　助松団地３番　37-9000 13,520KWh

321 鶴山台 和泉市　鶴山台２丁目2　鶴山台団地21共用 6,160KWh

322 鶴山台 和泉市　鶴山台２丁目2　鶴山台団地16棟 6,800KWh

328 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サン ヴァ リエ藤井寺3-80 10,590KWh

330 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サン ヴァ リエ藤井寺4-80 10,800KWh

336 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市　春日丘新町2　サン ヴァ リエ春日丘2号棟共用電灯 15,100KWh

338 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲３丁目１　サン ヴァ リエ春日丘３号棟共用灯 14,100KWh

340 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲３丁目１　サン ヴァ リエ春日丘４号棟共用電灯 17,090KWh

342 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲３丁目１　サン ヴァ リエ春日丘４号棟集会所 5,680KWh

343 サンヴァリエ春日丘 羽曳野市　高鷲３丁目１　サンヴァ リエ春日丘５号棟共用 14,080KWh

345 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市　春日丘新町2　サンヴァ リエ春日丘6号棟-80 15,410KWh

349 南花台 河内長野市　南花台３丁目2　南花台団地9-90 5,380KWh

350 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地17-200 8,740KWh

351 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地18-80 23,050KWh

353 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地19-80 22,780KWh

356 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地21-90 8,290KWh

357 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地22-80 16,350KWh

359 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地23-80 14,430KWh

361 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地24-80 27,680KWh

363 南花台 河内長野市　南花台３丁目3　南花台団地26-90 5,680KWh

364 南花台 河内長野市　南花台３丁目4　南花台団地33-90 10,240KWh

365 南花台 河内長野市　南花台３丁目4　南花台団地39-80 5,590KWh

367 藤沢台中央 富田林市　藤沢台１丁目4-11　UR都市機構藤沢台中央団地-80 37,500KWh

370 小金台 富田林市 　小金台 ４ 丁目 ２ 番 　 UR都 市機構小金台団地 １ 号棟共用 6,630KWh

371 小金台 富田林市　小金台４丁目２番　UR都市機構小金台団地3-10 5,600KWh

372 小金台 富田林市　小金台４丁目２番　UR都市機構小金台団地3-80 10,220KWh

376 金剛 富田林市　寺池台１丁目9　UR都市機構金剛団地206号棟共用 6,150KWh

377 金剛 富田林市　寺池台１丁目9　UR都市機構金剛団地207-80 7,340KWh

合　　計 2,122,800KWh

※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

※電力量料金の単価が４種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。
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関西・中国電力管内用

＜電灯契約：従量電灯B相当＞

◆ 内訳書（平成○○年○○月分）    【標記例】

最初の120KW時まで

○○円○○銭/KWｈ

120KW時を超え300KW時

まで

○○円○○銭/KWh

300KWを超える

○○円○○銭/KWｈ

4 アーベイン堺市駅前 堺市堺区　田出井町1-4　ＵＲアーベイン堺市駅前共用 10 42,100KWh

6 アーベイン堺市駅前 堺市堺区　田出井町1-6　ＵＲアーベイン堺市駅前共用 15 94,370KWh

7 下野池 堺市北区　長曽根町545-1　公団下野池住宅１棟 16 45,310KWh

8 中百舌鳥公園 堺市北区　中百舌鳥町６丁998-3　中百舌鳥公園団地4棟共用 24 54,490KWh

23 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地34棟共用 6 31,670KWh

28 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地36棟共用 7 34,330KWh

30 泉北竹城台一丁 堺市南区竹城台１丁２　ＵＲ竹城台１丁団地37棟共用 9 33,790KWh

32 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地１棟共用 14 32,850KWh

39 泉北竹城台二丁 堺市南区　竹城台２丁１番　ＵＲ竹城台２丁団地18棟集会所 13 11,480KWh

43 戎之町 堺市堺区　戎之町東２丁1-27　ＵＲ戎之町住宅共用 12 69,130KWh

51 白鷺 堺市東区　白鷺町2丁3番　ＵＲ白鷺団地Ｂ9棟 25 12,950KWh

58 津久野 堺市西区　津久野町 １丁4-3　ＵＲ津久野アパート3号棟-218 8 21,420KWh

63 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町 １丁15　サン ヴァ リエ津久野3号棟共用 9 18,640KWh

65 サンヴァリエ津久野 堺市西区　津久野町 １丁16　サン ヴァ リエ津久野4号棟共用 9 17,890KWh

81 泉北茶山台二丁 堺市南区　茶山台２丁３番　ＵＲ茶山台２丁団地1棟共用 22 77,450KWh

83 泉北茶山台二丁 堺市南区　茶山台２丁３番　ＵＲ茶山台２丁団地23棟 11 12,600KWh

86 泉北茶山台三丁 堺市南区　茶山台３丁２２番　公団茶山台３丁団地2棟共用 15 55,440KWh

88 泉北茶山台三丁 堺市南区　茶山台３丁２２番　公団茶山台３丁団地10棟共用 7 56,720KWh

90 甲斐町 堺市堺区　甲斐町東３丁1-13　ＵＲ甲斐町住宅共用 16 74,390KWh

98 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁5番　サン ヴァ リエ金岡5棟共用 11 20,670KWh

107 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町3丁4　サン ヴァ リエ金岡8棟共用 7 16,700KWh

109 サンヴァリエ金岡 堺市北区　東三国ヶ丘町4丁2番　サン ヴァ リエ金岡9棟共用 10 22,760KWh

118 泉北原山台一丁 堺市南区　原山台１丁５番　ＵＲ泉北原山台1丁団地2棟共用 10 80,800KWh

119 泉北原山台一丁 堺市南区　竹城台１丁１（原山台１丁） 10 76,740KWh

129 大浜北町 堺市堺区　大浜北町3丁4-7　ＵＲ大浜北町住宅共用 7 22,230KWh

150 泉北桃山台一丁 堺市南区　桃山台１丁３番　ＵＲ泉北桃山台１丁団地13棟 9 7,670KWh

152 高石駅前 高石市　綾園１丁目10-1　公団高石駅前市街地住宅共用 13 49,040KWh

154 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地3棟共用 12 43,580KWh

156 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地4棟共用 20 75,970KWh

160 泉北鴨谷台３丁 堺市南区　鴨谷台3丁3番　ＵＲ泉北鴨谷台3丁団地6棟共用 20 85,100KWh

162 泉北城山台二丁 堺市南区　城山台２丁３番　ＵＲ泉北城山台２丁団地19棟 13 5,520KWh

171 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台 ２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地１棟共用 6 15,320KWh

173 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台 ２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地2棟共用 7 16,660KWh

175 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台 ２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地3棟共用 6 13,150KWh

177 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台 ２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地4棟共用 6 18,010KWh

179 光明池駅前 堺市南区　新檜尾台 ２丁２番　ＵＲ光明池駅前団地5棟共用 8 19,920KWh

203 津久野南 堺市西区　草部1800　公団津久野南団地１棟共用 8 21,260KWh

205 津久野南 堺市西区　草部1800　公団津久野南団地2棟共用 8 20,610KWh

207 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地3棟共用 10 25,870KWh

209 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地4棟共用 12 22,630KWh

211 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地5棟共用 10 32,350KWh

214 津久野南 堺市西区　草部1800　ＵＲ津久野南団地6棟共用 10 28,010KWh

232 泉南一丘 泉南市　信達大苗代６２　一丘団地46棟 14 7,850KWh

271 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地2-80 6 45,370KWh

273 くすの木 泉大津市　虫取町１丁目5　公団クスノキ団地2-82 6 46,500KWh

280 春木 岸和田市　春木泉町１番　春木団地5-1000 9 5,560KWh

288 津田北町 貝塚市　津田北町17番　津田北町団地1-82 9 6,850KWh

290 津田北町 貝塚市　津田北町17番　津田北町団地２棟-80 8 24,310KWh

313 鶴山台 和泉市　鶴山台２丁目１　鶴山台団地2-81 13 100,880KWh

315 鶴山台 和泉市　鶴山台２丁目１ 　鶴山台団地3-100 23 137,490KWh

320 助松 泉大津市　助松団地2番　47-9000 17 18,530KWh

323 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２番　UR都市機構サン ヴァ リエ藤井寺1-80 8 15,890KWh

326 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サン ヴァ リエ藤井寺2-80 7 18,820KWh

332 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市　さくら町２　UR都市機構サン ヴァ リエ藤井寺5-80 7 10,880KWh

334 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市　春日丘新町2　サン ヴァ リエ春日丘１号棟共用灯 10 25,690KWh

373 金剛 富田林市　寺池台１丁目9-70 9 5,580KWh

374 金剛 富田林市　寺池台１丁目9-70 16 28,370KWh

375 金剛 富田林市　久野喜台 ２丁目3　UR都市機構金剛団地120-80 9 7,500KWh

378 金剛 富田林市　寺池台4丁目2　UR都市機構金剛団地324-100 20 15,140KWh

合　　計 2,058,800KWh

※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

※電力量料金の単価が４種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。

電力量料金（円）

合計
仕様書

№
団地名

供給場所

（住所）

契約容量

（KVA）

予定使用

電力量
（ｋWｈ）

基本料金

（円）

別紙



23

６ 単価契約書

契 約 書（案）

発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンターは、

受注者○○○○○○株式会社と、独立行政法人都市再生機構西日本支社 助松団地 ほか 46 団地

で使用する従量電灯及び低圧電力の需給について下記条項により契約を締結する。

（契約の目的）

第１条 受注者は、別添仕様書に基づき、独立行政法人都市再生機構西日本支社 助松団地ほか

46 団地で使用する従量電灯及び低圧電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支

払うものとする。

（契約金額）

第２条 契約金額は別表のとおりとする。

（供給場所及び期間）

第３条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。

    供給場所  別表による。

期  間  平成２８年１０月の検針日から平成３０年３月の検針日の前日まで

（契約保証金）

第４条 発注者は、この契約の保証金を免除するものとする。

（再委任等の制限）

第５条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負

わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。

（使用電力量の増減）

第６条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。

（契約電力、契約電流及び契約容量）

第７条 各月の契約電力、契約電流及び契約容量は、別表のとおりとする。

（料金の算定）

第８条 料金の算定は１月（前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいう。）ごとに、

その使用電力量等により行う。

（料金の請求、検査及び支払）

第９条 受注者は、第２条の規定に基づき、供給箇所ごとの料金を一括にまとめた支払請求書を

作成（円未満の端数切り捨て）し、供給場所ごとの料金の根拠を示した資料を添付の上、対価

の支払いを発注者に請求するものとする。

２ 発注者の指定する職員は、料金の根拠を示した資料に基づき、使用電力量等について検査を

実施する。

３ 発注者は、前項の規定に基づいた検査により適法な支払請求書であると認めた場合は、これ
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を受理した日から３０日以内に受注者に対価を支払わなければならない。

（支払遅延利息）

第１０条 発注者は、自己の責に帰すべき事由により、前条第２項の期間内に対価を支払わない

ときは、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年（３６５日当たり）２．８パーセントの

割合で計算した額（円未満の端数切り捨て）を遅延利息として、受注者に支払うものとする。

（事情変更）

第１１条 発注者及び受注者は、本契約締結後、供給場所の増減、契約容量の増減、送配電事業

者の定める託送供給等約款の改定、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契

約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者及び受注者が協議の上、本契

約の全部又は一部を変更することができる。

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者及び受注者

が協議の上書面により定めるものとする。

（契約の解除）

第１２条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除す

ることができる。

一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認め

られるとき。

二 正当な事由により解約を申し出たとき。

三 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。

四 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達することがで

きないと明らかに認められるとき。

２ 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除すること

ができる。

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体で

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であるとき。

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな  

  ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

３ 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

催告することなくこの契約を解除することができる。



25

一 暴力的な要求行為

二 法的な責任を超えた不当な要求行為

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為

五 その他各号に準ずる行為

（再受任者等に関する契約解除）

第１３条 受注者は、契約後に再受任者等（再受任者及び共同事業実施協力者並びに受注者、共

同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方を

いう。以下同じ。）が第１２条第２項及び第３項の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）

であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対

し契約を解除させるようにしなければならない。

２ 発注者は、受注者が、再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再

受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者

等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないと

きは、催告することなくこの契約を解除することができる。

（違約金）

第１４条 天災その他不可抗力の原因又は第１２条第１項第２号の規定によらないで受注者の

責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期間満了まで

に係る予定使用電力量に第２条に定める契約金額（電力量料金単価）を乗じて得た額と契約電

力に契約金額（基本料金単価）を乗じて得た額の合計額の１００分の１０に相当する金額を甲

に支払わなければならない。なお、消費税相当額等はこれに含まないものとする。

２ 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、

契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業

者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員

会が受注者に対し、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場合を含む。）

の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定

したとき（確定した当該納付命令が同法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含

む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これら

の命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対

して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行わ

れていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。

次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、同法第３

条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた

とき。
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三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた期間及び当該違反する行為

の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、

当該納付命令における課徴金の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見

積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４

０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第

１号に規定する刑が確定したとき。

３ 受注者が前二項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（損害賠償）

第１５条 発注者は、第１２条第２項、第３項又は第１３条第２項の規定によりこの契約を解除

した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな

い。

２ 受注者は、第１２条第２項、第３項又は第１３条第２項の規定によりこの契約を解除した場

合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（表明確約）

第１６条 受注者は、第１２条第２項及び第３項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

（不当介入に関する通報・報告）

第１７条 受注者は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ

ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受

けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不

当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（秘密の保全）

第１８条 発注者及び受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又

は第三者に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。

ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合は、この限りではない。

（権利義務の譲渡等の制限）

第１９条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。

（協議事項）

第２０条 この契約に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、別に定める覚書による

ほか発注者及び受注者が協議して定めるものとする。

上記契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、双方記名捺印の上各自１通を保
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有するもとする。

平成 28 年  月  日

発注者 住 所  大阪府堺市南区竹城台一丁1番

    氏 名  独立行政法人都市再生機構業務受託者

         株式会社ＵＲコミュニティ

泉北住まいセンター

センター長  本坊 知恵利   印

受注者 住 所

氏 名                   印
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全電力管内共通

＜動力契約＞

夏季月

（7～９月）
その 他季月

数値 単位 （円／月） （円／1kWh） （円／1kWh）

1 kW

2 kW

3 kW

4 kW

5 kW

6 kW

7 kW

8 kW

9 kW

10 kW

11 kW

12 kW

13 kW

14 kW

15 kW

16 kW

17 kW

18 kW

19 kW

20 kW

21 kW

22 kW

23 kW

24 kW

25 kW

26 kW

27 kW

28 kW

29 kW

30 kW

31 kW

32 kW

33 kW

34 kW

35 kW

36 kW

37 kW

38 kW

39 kW

40 kW

※基本料金、電力量料金単価については、消費税及び地方消費税を含む。

基本料金
契約電力

（円／月）

　契約書第２条の別表について（標記例：基本料金における割引・割増しが複数ある場合は列を追加する。電力量料金の単価が3種類以上ある場合は列を追加し、1種類の場合は列を削除して記入する。）

NO 団地名
供給地点
特定番号

供給場所（住所） ○○

割引・
割増

○○割引・割増

摘要後料金
（円／月）

電力量料金単価まったく電気を
使用しない月の

基本料金

別 表



29

関西 ・中国電力管内用

＜電灯契約：従量電灯A相当＞

15KW時を超え

120KW時まで

120KW時を超え

300KW時まで
300KW時を超える

（円／月） （円／1kWh） （円／1kWh） （円／1kWh）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

※基本料金、電力量料金単価 については、消費税及び地方消費税を含む 。

　契約書第２条の別表について（標記例：電力量料金 の単価が４種類以上ある場合 は列を追加し、2種類以下の 場合は列を 削除して記入する。）

NO 団地名
供給地点
特定番号

供給場所（住所）

最低料金

最初 の15KW時 まで

電力量料金単価

別 表
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関西・中国電力管内用

＜電灯契約：従量電灯B相当＞

最初 の120KW 時 まで
120KW 時を超え

300KW時まで
300KW 時を超える

数値 単位 （円／月） （円／月） （円／1kWh） （円／1kWh） （円／1kWh）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

※基本料金、電力量料金単価については、消費税及び地方消費税を含む。

　契約書第２条の別表について（標記例：電力量料金の単価が４種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。）

NO 団地名
供給地点
特定番号

供給場所（住所）
契約容量 基本料金

電力量料金単価まったく電気を
使用しない月の

基本料金

別 表
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７ 覚書

覚 書（案）

発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ泉北住まいセンターと

受注者○○○○○○株式会社（以下｢乙｣という｡) は、発注者及び受注者の間において平成２８年

○○月○○日に締結した独立行政法人都市再生機構西日本支社 助松団地 ほか 46 団地で使用す

る従量電灯及び低圧電力の需給に係る契約（以下「原契約」という。）第２０条に基づき、原契約

に付帯して、次の通り覚書を交換する。

（覚書の適用期間）

第１条 本覚書の適用期間は、平成２８年１０月の検針日から平成３０年３月の検針日の前日ま

でとする。

（計量値及び計量期間）

第２条 計量値は、供給場所の地域を管轄する一般送配電事業者が定めた検針日に基づき通知さ

れた値を用いる。

２ 計量期間とは、原契約第８条に定める料金の算定期間をいう。

（料金の算定）

第３条 原契約第８条に定める１月の料金は、次の第一号から第四号の合計額を加えたものとす

る。

一 基本料金又は最低料金

二 電力量料金

三 再生可能エネルギー発電促進賦課金

四 燃料費調整額

  各月の電気料金の算定において、電力量料金の燃料費調整額及び電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、供給場所の地域を管轄

するみなし小売電気事業者（旧一般電気事業者）の特定供給小売約款によるものとする。

（遅延利息の算定及び請求方法）

第４条 原契約第１０条で定める遅延利息は、前条第一号と第二号の合計額から消費税及び地方

消費税相当額を差し引いた額を対象に算定する。

２ 遅延利息が発生した場合、受注者は、原則として発注者が遅延利息の算定の対象となる料金

を支払った直後に発生する１月の料金とあわせて請求するものとする。

（情報公開請求）

第５条 発注者は、本契約にかかる情報公開の請求を受けた場合、速やかに受注者に意見を求め

るものとする。

（データの提供）

第６条 受注者は発注者の業務運営上必要な使用量等のデータを求められた場合、速やかに提供

するものとする。なお、契約終了後において原契約期間における使用量等のデータを求められ
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た場合についても同様である。

（協議事項）

第７条 原契約及び本覚書に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、供給場所の地域

を管轄するみなし小売電気事業者（旧一般電気事業者）が定める特定小売供給約款によるほか

発注者及び受注者が協議して定めるものとする。

上記覚書交換を証するため、この証書２通を作成し、双方記名捺印の上、各自１通を保

有するもとする。

平成  年  月  日

発注者 住 所  大阪府堺市南区竹城台一丁1番

    氏 名  独立行政法人都市再生機構業務受託者

         株式会社ＵＲコミュニティ

泉北住まいセンター

センター長  本坊 知恵利  印

受注者 住 所

氏 名                 印


