
全80施設（需要場所：全81か所）

1 本庁舎 総務室 吹田市泉町１丁目３番４０号 高圧電力AL 1,165 － 2,937,598

2 山田出張所 山田出張所 吹田市山田西２丁目５番１号 高圧電力AS 59 － 85,317

3 千里ニュータウンプラザ 千里出張所 吹田市津雲台1丁目2番1号 高圧電力AS 431 － 961,029

4 交流活動館 人権政策室交流活動館 吹田市岸部中1-22-2 高圧電力AS 102 － 64,829

5 男女共同参画センター 人権政策室男女共同参画センター 吹田市出口町2-1 高圧電力AS 58 － 149,490

6 内本町コミュニティセンター 市民自治推進室 吹田市内本町２－２－１２ 高圧電力AS 172 － 258,372

7 竹見台多目的施設 市民自治推進室 吹田市竹見台３－３－１ 高圧電力AS 67 － 49,192

8 亥の子谷コミュニティセンター 市民自治推進室 吹田市山田西１－２６－２０ 高圧電力AS 93 － 153,543

9 ことぶき保育園 保育幼稚園室 吹田市岸部中２丁目２－１ 高圧電力AS 62 － 76,081

10 はぎのきこども園 保育幼稚園室 吹田市古江台2丁目11番4号 高圧電力AS 86 － 144,997

11 こども発達支援センター こども発達支援センター 吹田市片山町２丁目１１番４０号 高圧電力AS 96 － 207,893

12 吹田市立障害者支援交流センター 障がい福祉室 吹田市千里万博公園12番27号 高圧電力AS 198 － 225,540

13 総合福祉会館 総合福祉会館 吹田市出口町19番2号 高圧電力AS 141 － 311,018

14 休日急病診療所 休日急病診療所 吹田市青山台4丁目31番20号 高圧電力AS 44 － 39,265

15 吹田市保健所 保健医療室 吹田市出口町19番3号 高圧電力AS 85 － 236,448

16 事業課庁舎 事業課 吹田市津雲台7-7-Ｄ138-101 高圧電力AS 29 － 96,232

17 南千里庁舎 総務交通室 吹田市佐竹台１－６－１ 高圧電力AS 64 － 181,405

18 中消防庁舎 総務予防室 吹田市五月が丘南５－２ 高圧電力AS 52 － 130,293

19 吹田第一小学校 学校管理課 吹田市元町３０番３５号 高圧電力AS 194 － 231,222

20 吹田第二小学校 学校管理課 吹田市泉町３丁目１５番１８号　 高圧電力AS 146 － 190,787

21 吹田第三小学校 学校管理課 吹田市高城町１８番３９号 高圧電力AS 187 － 232,384

22 吹田東小学校 学校管理課 吹田市幸町２０番１号 高圧電力AS 151 － 180,545

23 吹田南小学校 学校管理課 吹田市南吹田５丁目１２番１号 高圧電力AS 241 － 308,028

24 吹田第六小学校 学校管理課 吹田市南清和園町４３番１号 高圧電力AS 142 － 169,872

25 千里第一小学校 学校管理課 吹田市片山町４丁目３２番１０号 高圧電力AS 196 － 243,013

26 千里第二小学校 学校管理課 吹田市千里山松が丘２５番１号 高圧電力AS 227 － 272,517

27 千里第三小学校 学校管理課 吹田市千里山西２丁目１３番１号 高圧電力AS 242 － 291,111

28 千里新田小学校 学校管理課 吹田市春日４丁目１０番１号 高圧電力AS 213 － 275,367

29 佐井寺小学校 学校管理課 吹田市佐井寺３丁目３番１号 高圧電力AS 186 － 246,958

30 東佐井寺小学校 学校管理課 吹田市五月が丘西４番１号 高圧電力AS 239 － 247,908

31 岸部第一小学校 学校管理課 吹田市岸部中２丁目１９番１号 高圧電力AS 186 － 224,984

32 岸部第二小学校 学校管理課 吹田市岸部北４丁目１２番１号 高圧電力AS 214 － 257,645

33 豊津第一小学校 学校管理課 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 高圧電力AS 325 － 392,057

34 豊津第二小学校 学校管理課 吹田市江坂町２丁目５番１号 高圧電力AS 169 － 214,710

35 江坂大池小学校 学校管理課 吹田市江坂町３丁目１３番１号　 高圧電力AS 167 － 186,440

36 山手小学校 学校管理課 吹田市山手町２丁目１５番４３号 高圧電力AS 200 － 249,800

37 片山小学校 学校管理課 吹田市朝日が丘町１６番１号 高圧電力AS 271 － 286,450

38 山田第一小学校 学校管理課 吹田市山田東２丁目３３番２号 高圧電力AS 232 － 308,551

39 山田第二小学校 学校管理課 吹田市千里丘下１９番１号 高圧電力AS 151 － 212,299

40 山田第三小学校 学校管理課 吹田市山田西１丁目４番１号 高圧電力AS 170 － 204,969

41 山田第五小学校 学校管理課 吹田市山田西１丁目６番１号 高圧電力AS 119 － 170,790

42 東山田小学校 学校管理課 吹田市青葉丘南１５番１０号 高圧電力AS 264 － 316,409

43 南山田小学校 学校管理課 吹田市千里丘西９番１号 高圧電力AS 317 － 377,492

44 西山田小学校 学校管理課 吹田市山田西２丁目１０番１号 高圧電力AS 138 － 171,516

45 北山田小学校 学校管理課 吹田市山田北１番１号 高圧電力AS 178 － 215,007

46 千里丘北小学校 学校管理課 吹田市千里丘北１番３０号 高圧電力AS 341 － 380,945

47 佐竹台小学校 学校管理課 吹田市佐竹台４丁目１２番１号 高圧電力AS 256 － 268,102

48 高野台小学校 学校管理課 吹田市高野台２丁目１６番１号 高圧電力AS 115 － 147,360

49 津雲台小学校 学校管理課 吹田市津雲台４丁目７番１号 高圧電力AS 176 － 212,528

50 古江台小学校 学校管理課 吹田市古江台５丁目６番１号 高圧電力AS 170 － 221,576

51 藤白台小学校 学校管理課 吹田市藤白台３丁目３番１号 高圧電力AS 231 － 278,981

52 青山台小学校 学校管理課 吹田市青山台２丁目５番１号 高圧電力AS 139 － 157,679

53 桃山台小学校 学校管理課 吹田市桃山台１丁目５番１号 高圧電力AS 238 － 278,741

54 千里たけみ小学校 学校管理課 吹田市竹見台３丁目３番１号 高圧電力AS 198 － 242,394

55 第一中学校 学校管理課 吹田市千里山西２丁目２番１号 高圧電力AS 224 － 280,206

56 第二中学校 学校管理課 吹田市岸部北１丁目２１番１号 高圧電力AS 140 － 245,601

57 第三中学校 学校管理課 吹田市中の島町３番５１号 高圧電力AS 146 － 180,918

58 第五中学校 学校管理課 吹田市幸町２１番１号 高圧電力AS 146 － 216,563

59 第六中学校 学校管理課 吹田市穂波町１６番１号 高圧電力AS 147 － 186,445

60 片山中学校 学校管理課 吹田市竹谷町３５番１号 高圧電力AS 186 － 219,283

61 佐井寺中学校 学校管理課 吹田市五月が丘南５番１号 高圧電力AS 196 － 278,972

62 南千里中学校 学校管理課 吹田市桃山台４丁目２番１号 高圧電力AS 163 － 190,620

63 豊津中学校 学校管理課 吹田市垂水町３丁目３２番５０号 高圧電力AS 189 － 223,147

64 豊津西中学校 学校管理課 吹田市豊津町６番１号 高圧電力AS 146 － 221,340

65 山田中学校 学校管理課 吹田市山田市場１５番１号 高圧電力AS 163 － 248,096

66 西山田中学校 学校管理課 吹田市山田西２丁目１１番１号 高圧電力AS 141 － 180,775

67 山田東中学校 学校管理課 吹田市山田東４丁目３３番１号 高圧電力AS 188 － 218,662

68 千里丘中学校 学校管理課 吹田市青葉丘南１５番１号 高圧電力AS 220 － 228,364

69 高野台中学校 学校管理課 吹田市高野台４丁目５番１号 高圧電力AS 119 － 142,097

70 青山台中学校 学校管理課 吹田市青山台４丁目２番１号 高圧電力AS 137 － 164,655

71 竹見台中学校 学校管理課 吹田市竹見台１丁目３番１号 高圧電力AS 152 － 188,112

72 古江台中学校 学校管理課 吹田市古江台１丁目１番１号　 高圧電力AS 133 － 191,310

73 中央図書館 中央図書館 吹田市出口町１８－９ 高圧電力AS 108 － 311,121

74 千里山・佐井寺図書館 千里山・佐井寺図書館 吹田市千里山松が丘２５－２ 高圧電力AS 74 － 230,616

75 吹田市立博物館 文化財保護課 吹田市岸部北4丁目10番1号 高圧電力AS 132 － 310,326

76 青少年クリエイティブセンター 青少年クリエイティブセンター 吹田市岸部中1-16-1 高圧電力AS 39 － 71,022

77 江の木公園ポンプ 管路保全室 吹田市江の木町４番（江の木公園内） 高圧電力BS 65 － 9,625

78 上の川調節池 管路保全室 吹田市千里山東2丁目5-2 高圧電力BS 70 － 13,237

特別高圧電力Ｂ 3,200 2,033,460

特別高圧

自家発補給電力B
2,300 0

重負荷 6

昼間 962

夜間 2,364

重負荷 38,951

昼間 225,054

夜間 268,458

No.12の調達期間は令和4年10月～令和5年4月検針日の前日までとなります。

調達施設一覧（特別高圧又は高圧受電施設　負荷率40％以下）

No. 場所の名称 担当課 住所 契約種別
契約電力

（kW）

80

予定年間使用

電力量

（kWh/年）

区分

79 資源循環エネルギーセンター 資源循環エネルギーセンター 吹田市千里万博公園４番１号

資源循環エネルギーセンター

（太陽光発電設備）
資源循環エネルギーセンター 吹田市千里万博公園４番１号

(E)

(C)

高圧電力

BＬ-TOU
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－

施設

グループ

(D)

(A)

(B)

81 川園ポンプ場 水再生室 吹田市南高浜町33番1号

高圧電力
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2
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