
調達施設一覧（従量電灯A、従量電灯B及び低圧電力）
全239施設(需要場所：332か所)

1 原市民サービスコーナー 市民課 吹田市原町4-26-8 従量電灯A - 1,757

2 桃山台市民ホール（ＥＶ棟） 市民自治推進室 吹田市桃山台2-5-5 従量電灯A - 684

3 山田・千里丘地域備蓄倉庫 市民自治推進室 吹田市山田西2-10-1 従量電灯A - 2,748

4 いずみ保育園 保育幼稚園室 吹田市泉町2丁目11-43 従量電灯A - 428

5 吹田市吹一地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 内本町１-１１-７ 従量電灯A - 1,322

6 吹田市吹六地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 南清和園町４０-１ 従量電灯A - 728

7 吹田市吹三地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 南高浜町３４-１ 従量電灯A - 9,361

8 吹田市千一地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 原町２-１２-１ 従量電灯A - 2,158

9 吹田市東佐井寺地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 五月が丘西５-１ 従量電灯A - 318

10 吹田市佐井寺地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 佐井寺南が丘１-１ 従量電灯A - 802

11 吹田市千三地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 千里山西１-１２-１ 従量電灯A - 606

12 吹田市千里新田地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 千里山西６-３０-４１ 従量電灯A - 526

13 吹田市豊二地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 豊津町４７-１ 従量電灯A - 571

14 吹田市岸二地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 岸部北４-１５-２０ 従量電灯A - 0

15 吹田市北山田地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 山田東４-４３-２０ 従量電灯A - 705

16 吹田市山三地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 山田西１-２６-２ 従量電灯A - 716

17 吹田市山手地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 山手町1－6－1 従量電灯A - 2,060

18 吹田市青山台地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 青山台2－1－2 従量電灯A - 631

19 府営吹田川園住宅だんらん室 高齢福祉室 川園町６０大阪府営吹田川園住宅３-９２ 従量電灯A - 4,204

20 吹田市立やすらぎ苑　別館 環境政策室 吹田市吹東町17番1号 従量電灯A - 3,016

21 吹田市垂水局 環境保全指導課 垂水町3-32-50 従量電灯A - 5,459

22 吹田簡易裁判所局 環境保全指導課 吹田市寿町1-5-5 従量電灯A - 9,889

23 吹田市高野台局 環境保全指導課 吹田市高野台4-5-1 従量電灯A - 5,223

24 南吹田１号揚水設備 環境保全指導課 吹田市南吹田2-3 従量電灯A - 13

25 南吹田２号揚水設備 環境保全指導課 吹田市南吹田2-3-27 従量電灯A - 19

26 南吹田３号揚水設備 環境保全指導課 吹田市南吹田1-17-1 従量電灯A - 36

27 阪急山田駅前南自転車駐車場 総務交通室 吹田市山田西４丁目1番25 従量電灯A - 25,355

28 阪急山田駅前南自転車駐車場自Ｐ進入路 総務交通室 吹田市山田西４丁目1番25 従量電灯A - 3,503

29 北大阪急行桃山台駅前東第2自転車駐車場 総務交通室 吹田市竹見台4丁目1番5号 従量電灯A - 1,765

30 南高浜自転車駐車場 総務交通室 吹田市南高浜町36番41号 従量電灯A - 5,918

31 阪急豊津駅前自転車駐車場管理事務所 総務交通室 吹田市山手町2丁目8－48 従量電灯A - 9,495

32 阪急豊津駅前北自転車駐車場 総務交通室 吹田市山手町２丁目557番33 従量電灯A - 2,582

33 阪急千里山駅前東自転車駐車場 総務交通室 吹田市千里山霧が丘22－6 従量電灯A - 22,502

34 阪急吹田駅南自転車駐車場 総務交通室 吹田市寿町１丁目2961番2 従量電灯A - 405

35 阪急吹田駅前東第２自転車駐車場 総務交通室 吹田市西の庄町2661番4 従量電灯A - 1,186

36 阪急吹田駅前東第１自転車駐車場 総務交通室 吹田市泉町２丁目2561番4 従量電灯A - 3,102

37 阪急吹田駅前西第２自転車駐車場 総務交通室 吹田市泉町１丁目5590番10 従量電灯A - 2,591

38 阪急北千里駅前南自転車駐車場 総務交通室 吹田市古江台４丁目2番10号 従量電灯A - 22,932

39 阪急北千里駅前東第２自転車駐車場 総務交通室 吹田市藤白台３丁目119番11 従量電灯A - 1,142

40 阪急関大前駅東自転車駐車場 総務交通室 吹田市山手町３丁目50番1号 従量電灯A - 8,730

41 阪急関大前駅中央自転車駐車場 総務交通室 吹田市円山町100番1号 従量電灯A - 4,791

42 江坂駅前西自転車駐車場 総務交通室 吹田市豊津町７－１ 従量電灯A - 6,093

43 ＪＲ岸辺駅前北自転車駐車場 総務交通室 岸部中4丁目8番1号 従量電灯A - 12,353

44 江坂保管所 総務交通室 吹田市南吹田5丁目50番1号 従量電灯A - 10,286

45 春日保管所 総務交通室 吹田市春日3丁目50番1号 従量電灯A - 4,671

46 第2保管所 総務交通室 吹田市西の庄町11 従量電灯A - 0

47 片山保管所 総務交通室 片山町1丁目22-36 従量電灯A - 4,468

48 千里北公園苗圃温室 公園みどり室 吹田市藤白台5-1-10 従量電灯A - 14,136

49 千里北公園農園事務所 公園みどり室 吹田市藤白台5-1-10 従量電灯A - 1,244

50 千里北公園（藤白台5） 公園みどり室 吹田市藤白台5-１ 従量電灯A - 0

51 桃山台駅前東第１駐輪場 総務交通室 桃山台2-9-1 従量電灯A － 89,911

52 阪急山田駅前東自転車駐車場 総務交通室 山田西4丁目2番36号 従量電灯A － 109,936

53 南苗圃 公園みどり室 吹田市佐竹台1-7 従量電灯A - 1,326

54 吉志部神社前遊園 公園みどり室 吹田市岸部北4-18 従量電灯A - 22,227

55 津雲公園（ポンプ） 公園みどり室 吹田市津雲台3-13 従量電灯A - 3,592

56 片山北ふれあい公園 公園みどり室 吹田市片山町2-14 従量電灯A - 15,116

57 千里山西2噴水 公園みどり室 吹田市千里山西6-25-29 従量電灯A - 1,726

58 千里山星が丘遊園 公園みどり室 吹田市千里山星が丘3-1 従量電灯A - 219

59 垂水上池公園 公園みどり室 吹田市円山町3-7 従量電灯A - 6,590

60 片山公園（出口町18） 公園みどり室 吹田市出口町18-8 従量電灯A - 308

61 片山公園（出口町19） 公園みどり室 吹田市出口町19-1 従量電灯A - 2,927

62 山田西4-1-1(山田駅)　※街灯照明設備 道路室 吹田市山田西4-1-1 従量電灯A - 8,038

63 山田北9-9(資材置き場)　※街灯照明設備 道路室 吹田市山田北9-9 従量電灯A - 9

64 津雲台１-１-１　※街灯照明設備 道路室 吹田市津雲台１-１-１ 従量電灯A - 912

65 朝日町1-5　※街灯照明設備 道路室 吹田市朝日町1-5 従量電灯A - 1,340

66 江坂町2-10-5　※街灯照明設備 道路室 吹田市江坂町2-10-5 従量電灯A - 67

67 桃山台2-9-1　※街灯照明設備 道路室 吹田市桃山台2-9-1 従量電灯A - 2,395

68 佐竹台１-4-2　※街灯照明設備 道路室 吹田市佐竹台１-4-2 従量電灯A - 2,124

69 正雀前処理場 水再生室 吹田市岸部中1丁目9番5号 従量電灯A - 2,338

70 川面下水処理場分室 水再生室 吹田市川岸町2２番１号 従量電灯A - 2,955

71 南吹田下水処理場分室１階 水再生室 吹田市南吹田5丁目34番3号 従量電灯A - 1,480

72 南吹田下水処理場分室２階 水再生室 吹田市南吹田５丁目３４番３号 従量電灯A - 17,558

73 吹一分団 総務予防室 吹田市内本町3-6-12 従量電灯A - 2,453

74 吹二分団 総務予防室 吹田市泉町1-50-1 従量電灯A - 1,769

75 千一分団 総務予防室 吹田市片山町4-5-1 従量電灯A - 1,322
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76 豊津分団 総務予防室 吹田市江坂町3-100-1 従量電灯A - 2,092

77 署長公舎 総務予防室 吹田市末広町1-16 従量電灯A - 344

78 千里たけみ小学校（北プール） 学校管理課 吹田市竹見台１丁目３番１号 従量電灯A - 47

79 千里たけみ小学校（南プール） 学校管理課 吹田市竹見台１丁目３番１号 従量電灯A - 18

80 片山中学校（プール） 学校管理課 吹田市竹谷町３５番１号 従量電灯A - 1,534

81 豊津中学校 学校管理課 吹田市垂水町３丁目３３番８号 従量電灯A - 182

82 古江台中学校 学校管理課 吹田市古江台１丁目１番１号 従量電灯A - 566

83 吹三地区公民館 まなびの支援課 吹田市高城町19-7 従量電灯A - 635

84 北山田地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田東4-43-20 従量電灯A - 4,310

85 山三地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田西1-26-2 従量電灯A - 7,138

86 佐井寺地区公民館 まなびの支援課 吹田市佐井寺南が丘1-1 従量電灯A - 7,461

87 千二地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里山東2-19-23 従量電灯A - 7,314

88 青少年クリエイティブセンター（運動広場） 青少年クリエイティブセンター 吹田市岸部中1-18-1 従量電灯A - 3,929

89 博物館（管理棟） 文化財保護課 吹田市五月が丘東4-1 従量電灯A - 1,299

90 交流活動館　車庫 交流活動館 吹田市岸部中1丁目２１－２１ 従量電灯A - 20

91 千里丘出張所 千里丘出張所 吹田市千里丘上１４番３０号 従量電灯B 14 9,915

92 津雲台市民ホール 市民自治推進室 吹田市津雲台4-1-1 従量電灯B 9 11,097

93 高野台市民ホール 市民自治推進室 吹田市高野台1-6-23 従量電灯B 18 13,753

94 佐竹台市民ホール 市民自治推進室 吹田市佐竹台2-5-1 従量電灯B 14 10,350

95 桃山台市民ホール（本館） 市民自治推進室 吹田市桃山台2-5-5 従量電灯B 14 6,576

96 青山台市民ホール（本館） 市民自治推進室 吹田市青山2-1-2 従量電灯B 8 4,210

97 藤白台市民ホール 市民自治推進室 吹田市藤白台2-9-1-114 従量電灯B 25 14,064

98 古江台市民ホール 市民自治推進室 吹田市古江台2-10-21 従量電灯B 12 8,471

99 竹見台市民ホール 市民自治推進室 吹田市竹見台3-5-4 従量電灯B 10 3,739

100 ＪＲ以南地域備蓄倉庫 市民自治推進室 吹田市幸町20-2 従量電灯B 11 2,956

101 千里丘児童会館 子育て政策室 吹田市千里丘上26-19 従量電灯B 10 8,096

102 高城児童会館 子育て政策室 吹田市高城町6-2 従量電灯B 11 12,216

103 朝日が丘児童センター 子育て政策室 吹田市朝日が丘町15-1 従量電灯B 18 18,307

104 五月が丘児童センター 子育て政策室 吹田市五月が丘西5-1 従量電灯B 17 22,114

105 南吹田児童センター 子育て政策室 吹田市南吹田5-21-27 従量電灯B 11 12,989

106 原町児童センター 子育て政策室 吹田市原町4-26-8 従量電灯B 19 11,437

107 山田西児童センター 子育て政策室 吹田市山田西1-5-1 従量電灯B 9 13,546

108 竹見台児童センター 子育て政策室 吹田市竹見台3-5-3 従量電灯B 11 16,366

109 豊一児童センター 子育て政策室 吹田市垂水町3-7-13 従量電灯B 11 14,539

110 寿町児童センター 子育て政策室 吹田市寿町2-8-16 従量電灯B 9 10,011

111 いずみ保育園 保育幼稚園室 吹田市泉町2丁目11-43 従量電灯B 10 27,870

112 垂水保育園 保育幼稚園室 吹田市垂水町1丁目6-9 従量電灯B 16 35,823

113 南千里保育園 保育幼稚園室 吹田市桃山台1丁目4-1 従量電灯B 15 36,868

114 吹六保育園 保育幼稚園室 吹田市南清和園町40-31 従量電灯B 15 31,879

115 吹一保育園 保育幼稚園室 吹田市内本町1丁目23-28 従量電灯B 17 36,892

116 東保育園 保育幼稚園室 吹田市南正雀4丁目1-1 従量電灯B 13 28,158

117 岸部保育園 保育幼稚園室 吹田市岸部北2丁目2-2 従量電灯B 7 24,364

118 山田保育園 保育幼稚園室 吹田市山田市場19-9 従量電灯B 14 21,055

119 山三保育園 保育幼稚園室 吹田市山田西1丁目27-15 従量電灯B 12 36,417

120 千三保育園 保育幼稚園室 吹田市千里山西1丁目12-1 従量電灯B 14 32,459

121 片山保育園 保育幼稚園室 吹田市出口町32-1 従量電灯B 16 30,011

122 千里山保育園 保育幼稚園室 吹田市千里山東2丁目19-22 従量電灯B 8 30,734

123 いずみ小規模園 保育幼稚園室 吹田市泉町2丁目11-43 従量電灯B 17 16,166

124 千里丘北留守家庭児童育成室 放課後子ども育成室 吹田市千里丘北1-31 従量電灯B 44 18,745

125 吹田市東地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 吹東町１７-８ 従量電灯B 11 945

126 吹田市東山田地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 新芦屋上３２-１ 従量電灯B 7 943

127 吹田市南山田地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 山田市場１８-６ 従量電灯B 7 1,823

128 吹田市江坂大池地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 江坂町３-６３-６ 従量電灯B 10 1,197

129 府営吹田古江台住宅だんらん室 高齢福祉室 古江台５-５-５-３B４７ 従量電灯B 8 3,328

130 市営吹田岸部中住宅だんらん室 高齢福祉室 岸部中１-２６市営岸部中住宅１棟 従量電灯B 11 12,137

131 環境監視庁舎 環境保全指導課 吹田市南吹田2-12-47 従量電灯B 9 2,460

132 事業課業務グループ庁舎 事業課 川岸町２０番１号 従量電灯B 12 7,182

133 阪急山田駅前西自転車駐車場 総務交通室 吹田市津雲台５丁目19番5号 従量電灯B 8 13,572

134 阪急吹田駅前西第１自転車駐車場 総務交通室 吹田市泉町２丁目16番1号 従量電灯B 11 22,703

135 阪急北千里駅前北自転車駐車場 総務交通室 吹田市青山台4丁目1番1号 従量電灯B 8 24,324

136 阪急関大前駅西自転車駐車場 総務交通室 吹田市円山町100番2号 従量電灯B 8 8,007

137 阪急豊津駅前南自転車駐車場 総務交通室 吹田市垂水町2丁目617番2先 従量電灯B 8 10,283

138 ＪＲ吹田駅前中央自転車駐車場 総務交通室 吹田市朝日町1番5号 従量電灯B 9 40,313

139 阪急南千里駅前西第１自転車駐車場 総務交通室 津雲台１丁目20番40 従量電灯B 15 32,671

140 南吹田公園集会所 公園みどり室 吹田市南金田1-12-1 従量電灯B 11 3,888

141 岸部南1-25-4　※街灯照明設備 道路室 吹田市岸部南1-25-4 従量電灯B 15 51,725

142 芳野町16-15　※街灯照明設備 道路室 吹田市芳野町16-15 従量電灯B 6 177

143 吹三分団 総務予防室 吹田市高城町6-17 従量電灯B 10 1,995

144 千二分団 総務予防室 吹田市千里山西5-29-27 従量電灯B 10 2,120

145 岸部出張所 総務予防室 吹田市岸部北5-2-2 従量電灯B 13 33,081

146 南正雀出張所 総務予防室 吹田市南正雀4-4-8 従量電灯B 12 21,944

147 千里出張所 総務予防室 吹田市円山町25-36 従量電灯B 15 48,827

148 北消防署　無線基地局 総務予防室 吹田市藤白台1-103-60 従量電灯B 7 6,898

149 佐竹台幼稚園 学校管理課 吹田市佐竹台５丁目１２番１号 従量電灯B 30 31,031

150 吹田南幼稚園 学校管理課 吹田市南金田1丁目4番16号 従量電灯B 27 29,065

151
千一地区公民館

（千一コミュニティセンターとの複合施設）
まなびの支援課 吹田市原町2-12-2 従量電灯B 30 8,603

152 吹二地区公民館 まなびの支援課 吹田市泉町3-15-29 従量電灯B 21 13,160

153 豊一地区公民館 まなびの支援課 吹田市垂水町3-15-35 従量電灯B 10 14,146

154 豊二地区公民館 まなびの支援課 吹田市豊津町47-1 従量電灯B 13 6,102

155 吹六地区公民館 まなびの支援課 吹田市南清和園町40-1 従量電灯B 13 5,342

156 吹一地区公民館 まなびの支援課 吹田市内本町3-19-21 従量電灯B 9 4,327

157 吹田東地区公民館 まなびの支援課 吹田市吹東町3-6 従量電灯B 10 6,391

158 岸一地区公民館 まなびの支援課 吹田市岸部中3-20-1 従量電灯B 15 8,676

159 東山田地区公民館 まなびの支援課 吹田市新芦屋上32-1 従量電灯B 23 8,436

160 北千里地区公民館 まなびの支援課 吹田市古江台4-2　Ｄ-7 従量電灯B 14 30,801
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161 岸二地区公民館 まなびの支援課 吹田市岸部北4-15-20 従量電灯B 9 8,198

162 山一地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田東2-33-1 従量電灯B 11 7,053

163 山二地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里丘下23-19 従量電灯B 16 9,014

164 南山田地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田市場18-6 従量電灯B 15 10,718

165 山五地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田南45-13 従量電灯B 13 7,373

166 千三地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里山西1-12-1 従量電灯B 11 6,049

167 千里新田地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里山西6-30-41 従量電灯B 9 17,782

168 江坂大池地区公民館 まなびの支援課 吹田市江坂町3-63-6 従量電灯B 15 5,858

169 吹田南地区公民館 まなびの支援課 吹田市南吹田4-18-15 従量電灯B 20 7,670

170 山手地区公民館 まなびの支援課 吹田市山手町1-6-1 従量電灯B 14 9,754

171 千里丘図書館 千里丘図書館 吹田市千里丘上14番33号 従量電灯B 20 47,777

172 千里丘出張所 千里丘出張所 吹田市千里丘上１４番３０号 低圧電力 17 9,771

173 津雲台市民ホール 市民自治推進室 吹田市津雲台4-1-1 低圧電力 40 8,168

174 高野台市民ホール 市民自治推進室 吹田市高野台1-6-23 低圧電力 31 8,844

175 佐竹台市民ホール 市民自治推進室 吹田市佐竹台2-5-1 低圧電力 22 8,994

176 桃山台市民ホール（本館） 市民自治推進室 吹田市桃山台2-5-5 低圧電力 26 3,758

177 桃山台市民ホール（ＥＶ棟） 市民自治推進室 吹田市桃山台2-5-5 低圧電力 5 1,435

178 青山台市民ホール（本館） 市民自治推進室 吹田市青山2-1-2 低圧電力 9 2,390

179 藤白台市民ホール 市民自治推進室 吹田市藤白台2-9-1-114 低圧電力 14 2,229

180 古江台市民ホール 市民自治推進室 吹田市古江台2-10-21 低圧電力 9 2,276

181 竹見台市民ホール 市民自治推進室 吹田市竹見台3-5-4 低圧電力 11 573

182 山田・千里丘地域備蓄倉庫 市民自治推進室 吹田市山田西2丁目10-1 低圧電力 17 2,762

183 ＪＲ以南地域備蓄倉庫 市民自治推進室 吹田市幸町20-2 低圧電力 15 3,193

184 千里丘児童会館 子育て政策室 吹田市千里丘上26-19 低圧電力 32 13,378

185 高城児童会館 子育て政策室 吹田市高城町6-2 低圧電力 20 11,080

186 朝日が丘児童センター 子育て政策室 吹田市朝日が丘町15-1 低圧電力 8 11,662

187 五月が丘児童センター 子育て政策室 吹田市五月が丘西5-1 低圧電力 16 18,361

188 南吹田児童センター 子育て政策室 吹田市南吹田5-21-27 低圧電力 17 13,496

189 原町児童センター 子育て政策室 吹田市原町4-26-8 低圧電力 17 17,407

190 山田西児童センター 子育て政策室 吹田市山田西1-5-1 低圧電力 21 8,648

191 竹見台児童センター 子育て政策室 吹田市竹見台3-5-3 低圧電力 22 16,018

192 豊一児童センター 子育て政策室 吹田市垂水町3-7-13 低圧電力 18 19,020

193 寿町児童センター 子育て政策室 吹田市寿町2-8-16 低圧電力 19 8,872

194 いずみ保育園 保育幼稚園室 吹田市泉町2丁目11-43 低圧電力 14 8,460

195 垂水保育園 保育幼稚園室 吹田市垂水町1丁目6-9 低圧電力 13 10,273

196 南千里保育園 保育幼稚園室 吹田市桃山台1丁目4-1 低圧電力 19 14,349

197 吹六保育園 保育幼稚園室 吹田市南清和園町40-31 低圧電力 18 11,166

198 吹一保育園 保育幼稚園室 吹田市内本町1丁目23-28 低圧電力 18 11,328

199 東保育園 保育幼稚園室 吹田市南正雀4丁目1-1 低圧電力 13 12,368

200 岸部保育園 保育幼稚園室 吹田市岸部北2丁目2-2 低圧電力 16 10,312

201 山田保育園 保育幼稚園室 吹田市山田市場19-9 低圧電力 16 10,838

202 山三保育園 保育幼稚園室 吹田市山田西1丁目27-15 低圧電力 22 16,618

203 千三保育園 保育幼稚園室 吹田市千里山西1丁目12-1 低圧電力 16 9,403

204 片山保育園 保育幼稚園室 吹田市出口町32-1 低圧電力 7 9,175

205 千里山保育園 保育幼稚園室 吹田市千里山東2丁目19-22 低圧電力 8 13,351

206 いずみ小規模園 保育幼稚園室 吹田市泉町2丁目11-43 低圧電力 14 11,045

207 千里丘北留守家庭児童育成室 放課後子ども育成室 吹田市千里丘北1-31 低圧電力 3 2,816

208 吹田市吹三地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 南高浜町３４-１ 低圧電力 7 7,218

209 吹田市山手地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 山手町1－6－1 低圧電力 3 95

210 吹田市青山台地区高齢者いこいの間 高齢福祉室 青山台2－1－2 低圧電力 2 94

211 吹田市立やすらぎ苑　別館 環境政策室 吹田市吹東町17番1号 低圧電力 7 1,084

212 環境監視庁舎 環境保全指導課 吹田市南吹田2-12-47 低圧電力 6 172

213 南吹田１号揚水設備 環境保全指導課 吹田市南吹田2-3 低圧電力 1 3,631

214 南吹田２号揚水設備 環境保全指導課 吹田市南吹田2-3-27 低圧電力 1 3,757

215 南吹田３号揚水設備 環境保全指導課 吹田市南吹田1-17-1 低圧電力 1 5,978

216 事業課業務グループ庁舎 事業課 川岸町２０番１号 低圧電力 32 14,671

217 阪急千里山駅前東自転車駐車場 総務交通室 吹田市千里山霧が丘22番6号 低圧電力 4 3,731

218 阪急北千里駅前南自転車駐車場 総務交通室 吹田市古江台４丁目2番10号 低圧電力 3 279

219 ＪＲ吹田駅前西自転車駐車場 総務交通室 吹田市元町1番1号 低圧電力 3 510

220 江坂駅前中央駐輪場 総務交通室 豊津町9-10 低圧電力 7 0

221 江坂駅前中央駐輪場 総務交通室 豊津町9-10 L-1 低圧電力 16 90,690

222 江坂駅前中央駐輪場 総務交通室 豊津町9-10 L-2 低圧電力 16 77,648

223 桃山台駅前東第１駐輪場 総務交通室 桃山台2-9-1 低圧電力 4 492

224 阪急山田駅前東自転車駐車場 総務交通室 山田西4丁目2番36号 低圧電力 13 5,071

225 阪急南千里駅前西第１自転車駐車場 総務交通室 津雲台１丁目20番40 低圧電力 28 10,001

226 江坂大池公園 公園みどり室 吹田市江坂町3-13 低圧電力 2 1,797

227 豊津公園 公園みどり室 吹田市豊津町7-1 低圧電力 13 20,952

228 菩提池 公園みどり室 吹田市佐竹台3-4 低圧電力 5 8,721

229 国土遊園 公園みどり室 吹田市南正雀2-41-9 低圧電力 5 8,563

230 宮が谷池公園 公園みどり室 吹田市原町2-27-1 低圧電力 2 0

231 王子池水中ポンプ 公園みどり室 吹田市山田西4-１6-12 低圧電力 9 12

232 片山北ふれあい公園 公園みどり室 吹田市片山町2-14 低圧電力 2 0

233 佐井寺南が丘公園 公園みどり室 吹田市佐井寺南が丘14-30 低圧電力 7 10,674

234 千里山第一噴水 公園みどり室 吹田市千里山西5-9-1 低圧電力 2 3,499

235 垂水上池公園 公園みどり室 吹田市円山町3-7 低圧電力 1 0

236 片山公園（出口町18） 公園みどり室 吹田市出口町18-8 低圧電力 31 52,693

237 岸部南1-25-4（排水ポンプ） 道路室 吹田市岸部南1-25-4 低圧電力 28 9,645

238 山田西4-1-1(山田駅)EV･ES分 道路室 吹田市山田西4-1-1 低圧電力 30 23,319

239 竹谷町38(佐井寺南線)（ポンプ） 道路室 吹田市竹谷町1-2 低圧電力 2 0

240 佐井寺南ヶ丘13-28(佐井寺南線)（ポンプ） 道路室 吹田市佐井寺南ヶ丘13-28 低圧電力 25 24,228

241 上山手町63-6(佐井寺南線)（ポンプ） 道路室 吹田市上山手町63-6 低圧電力 15 5,355

242 千里山霧が丘15-1(EV分) 道路室 吹田市霧が丘15-1 低圧電力 4 1,424

243 津雲台１-１-１（EV） 道路室 吹田市津雲台１-１-１ 低圧電力 5 1,403

244 岸部中5-13-50(せせらぎポンプ) 道路室 吹田市岸部中5-13-50 低圧電力 4 2,298
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245 南高浜町33-10（ポンプ） 道路室 吹田市南高浜町33-10 低圧電力 5 3,710

246 朝日町1-5　（ES分） 道路室 吹田市朝日町1-5 低圧電力 18 24,057

247 朝日町2　(EV分) 道路室 吹田市朝日町2 低圧電力 6 4,618

248 朝日町3　(EV分) 道路室 吹田市朝日町3 低圧電力 8 4,385

249 岸部南1(１号線地下道)（ポンプ） 道路室 吹田市岸部南1-1 低圧電力 9 129

250 古江台4-2(北ﾛｰﾀﾘｰ)（ポンプ） 道路室 吹田市古江台4-2 低圧電力 11 9,132

251 津雲台5-19-1(EV分) 道路室 吹田市津雲台5-19-1 低圧電力 6 2,072

252 芳野町16-15（ポンプ） 道路室 吹田市芳野町16-15 低圧電力 8 4,016

253 桃山台2-9-1(EV分) 道路室 吹田市桃山台2-9-1 低圧電力 6 3,044

254 南吹田2(ｶﾞｰﾄﾞ下地下道ﾎﾟﾝﾌﾟ) 道路室 吹田市南吹田2-18 低圧電力 1 165

255 穂波町1-22(ｵｵｲｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 道路室 吹田市穂波町1-22 低圧電力 9 932

256 佐竹台１-4-2(南千里EV) 道路室 吹田市佐竹台１-4-2 低圧電力 6 4,764

257 川面下水処理場分室 水再生室 吹田市川岸町2２番１号 低圧電力 9 950

258 南吹田下水処理場分室１階 水再生室 吹田市南吹田5丁目34番3号 低圧電力 11 1,384

259 南吹田下水処理場分室２階 水再生室 吹田市南吹田5丁目34番3号 低圧電力 20 9,570

260 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日2 管路保全室 吹田市春日2丁目1-4 低圧電力 6 816

261 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日1 管路保全室 吹田市春日2丁目1-6 低圧電力 2 291

262 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日3 管路保全室 吹田市春日2丁目2-7 低圧電力 6 388

263 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日6 管路保全室 吹田市春日2丁目14-12 低圧電力 2 62

264 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日5 管路保全室 吹田市春日2丁目14-14 低圧電力 2 126

265 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日4 管路保全室 吹田市春日2丁目14-23 低圧電力 2 151

266 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日7 管路保全室 吹田市春日2丁目15-20 低圧電力 4 471

267 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日10 管路保全室 吹田市春日3丁目1-1 低圧電力 4 67

268 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日8 管路保全室 吹田市春日3丁目1-14 低圧電力 13 7,547

269 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ春日9 管路保全室 吹田市春日3丁目3-4 低圧電力 4 182

270 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田1 管路保全室 吹田市山田東1丁目12-29 低圧電力 2 197

271 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田2 管路保全室 吹田市山田東2丁目3-5 低圧電力 4 1,536

272 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田3 管路保全室 吹田市山田東2丁目6-15 低圧電力 2 1,193

273 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田21 管路保全室 吹田市山田東2丁目10-15 低圧電力 6 833

274 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田6 管路保全室 吹田市山田東2丁目14-1 低圧電力 6 4,171

275 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田7 管路保全室 吹田市山田東2丁目29-13 低圧電力 6 3,866

276 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田5 管路保全室 吹田市山田東2丁目33-2 低圧電力 6 1,054

277 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田4 管路保全室 吹田市山田東2丁目43-10 低圧電力 4 241

278 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田9 管路保全室 吹田市山田東4丁目1-38 低圧電力 9 4,860

279 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田10 管路保全室 吹田市山田東4丁目3-23 低圧電力 2 239

280 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田11 管路保全室 吹田市山田東4丁目5-4 低圧電力 17 10,272

281 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田13 管路保全室 吹田市山田東4丁目6-19 低圧電力 2 304

282 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田15 管路保全室 吹田市山田東4丁目9-7 低圧電力 2 79

283 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田18 管路保全室 吹田市山田東4丁目9-29 低圧電力 6 2,000

284 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田16 管路保全室 吹田市山田東4丁目9-35 低圧電力 2 165

285 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田19 管路保全室 吹田市山田東4丁目12-3 低圧電力 4 123

286 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田20 管路保全室 吹田市山田東4丁目20-3 低圧電力 4 284

287 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田17 管路保全室 吹田市山田東4丁目25-18 低圧電力 6 1,685

288 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田14 管路保全室 吹田市山田東4丁目26-25 低圧電力 4 258

289 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田12 管路保全室 吹田市山田東4丁目31-1 低圧電力 6 1,636

290 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ高川 管路保全室 吹田市桃山台4丁目3-1 低圧電力 40 16,653

291 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ尺谷 管路保全室 吹田市尺谷30-1 低圧電力 2 285

292 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ青葉丘 管路保全室 吹田市青葉丘南4-25 低圧電力 4 629

293 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ山田南 管路保全室 吹田市岸部北5丁目18-19 低圧電力 4 173

294 榎木裏樋 管路保全室 吹田市江の木町40-19 低圧電力 3 0

295 渡樋 管路保全室 吹田市芳野町18-23 低圧電力 3 0

296 新田樋 管路保全室 吹田市南吹田5丁目22-2 低圧電力 2 504

297 宮が谷池ポンプ 管路保全室 吹田市原町2丁目2884 低圧電力 5 975

298 再生水圧送ポンプ（岸部ポンプ場） 管路保全室 吹田市南正雀3丁目5-1 低圧電力 18 602

299 岸部出張所 総務予防室 吹田市岸部北5-2-2 低圧電力 33 21,126

300 南正雀出張所 総務予防室 吹田市南正雀4-4-8 低圧電力 12 4,413

301 千里出張所 総務予防室 吹田市円山町25-36 低圧電力 22 27,921

302 千里たけみ小学校（南プール） 学校管理課 吹田市竹見台１丁目３番１号 低圧電力 7 15,225

303 片山中学校（プール） 学校管理課 吹田市竹谷町３５番１号 低圧電力 9 22,448

304 豊津中学校 学校管理課 吹田市垂水町３丁目３３番８号 低圧電力 13 29,888

305 佐竹台幼稚園 学校管理課 吹田市佐竹台５丁目１２番１号 低圧電力 12 4,090

306 吹田南幼稚園 学校管理課 吹田市南金田1丁目4番16号 低圧電力 9 4,736

307
千一地区公民館

（千一コミュニティセンターとの複合施設）
まなびの支援課 吹田市原町2-12-2 低圧電力 4 7,898

308 吹二地区公民館 まなびの支援課 吹田市泉町3-15-29 低圧電力 23 8,427

309 江坂大池地区公民館 まなびの支援課 吹田市江坂町3-63-6 低圧電力 12 2,515

310 豊一地区公民館 まなびの支援課 吹田市垂水町3-15-35 低圧電力 30 8,867

311 豊二地区公民館 まなびの支援課 吹田市豊津町47-1 低圧電力 9 1,752

312 吹六地区公民館 まなびの支援課 吹田市南清和園町40-1 低圧電力 10 2,215

313 吹一地区公民館 まなびの支援課 吹田市内本町3-19-21 低圧電力 7 1,122

314 吹三地区公民館 まなびの支援課 吹田市高城町19-7 低圧電力 19 377

315 吹田東地区公民館 まなびの支援課 吹田市吹東町3-6 低圧電力 9 1,464

316 岸一地区公民館 まなびの支援課 吹田市岸部中3-20-1 低圧電力 32 7,749

317 東山田地区公民館 まなびの支援課 吹田市新芦屋上32-1 低圧電力 16 5,070

318 北千里地区公民館 まなびの支援課 吹田市古江台4-2　Ｄ-7 低圧電力 26 17,157

319 岸二地区公民館 まなびの支援課 吹田市岸部北4-15-20 低圧電力 7 2,045

320 山一地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田東2-33-1 低圧電力 15 4,536

321 北山田地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田東4-43-20 低圧電力 7 1,586

322  まなびの支援課 吹田市千里丘下23-19 低圧電力 22 7,277

323 南山田地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田市場18-6 低圧電力 7 3,177

324 山五地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田南45-13 低圧電力 10 2,918

325 山三地区公民館 まなびの支援課 吹田市山田西1-26-2 低圧電力 12 4,673

326 佐井寺地区公民館 まなびの支援課 吹田市佐井寺南が丘1-1 低圧電力 7 2,494
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327 千三地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里山西1-12-1 低圧電力 14 3,236

328 千二地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里山東2-19-23 低圧電力 20 3,861

329 千里新田地区公民館 まなびの支援課 吹田市千里山西6-30-41 低圧電力 7 1,989

330 吹田南地区公民館 まなびの支援課 吹田市南吹田4-18-15 低圧電力 29 6,696

331 山手地区公民館 まなびの支援課 吹田市山手町1-6-1 低圧電力 20 3,369

332 千里丘図書館 千里丘図書館 吹田市千里丘上14番33号 低圧電力 7 2,379

No.83及び314の調達期間は、令和4年10月～令和4年11月のみです。
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