
別紙１-１　 需給施設（豊明市）
NO．施設名 中部電力の場合の契約種別 施設住所 備考
1 豊明市役所本庁舎 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市新田町子持松1番地1
2 豊明市役所分庁舎 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市三崎町中ノ坪5番地1
3 豊明市立豊明小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市阿野町茶屋裏29
4 豊明市立栄小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市新栄町二丁目295
5 豊明市立中央小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市新田町西筋38
6 豊明市立沓掛小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市沓掛町一之御前16
7 豊明市立双峰小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市二村台7丁目3
8 豊明市立大宮小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市前後町大狭間1475
9 豊明市立唐竹小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市二村台1丁目27
10 豊明市立三崎小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市三崎町三崎2-1
11 豊明市立舘小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市栄町南舘3-758
12 豊明市立豊明中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市西川町横井4-1
13 豊明市立栄中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市栄町殿ノ山50
14 豊明市立沓掛中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市沓掛町下山1
15 豊明市総合福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市新田町吉池18-3
16 豊明市保健センター 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市西川町島原11-14
17 豊明市立沓掛保育園 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知県豊明市沓掛町森元4番地
18 豊明市中央調理場 高圧電力第２種プランＬ 愛知県豊明市新田町子持松前2-1
19 豊明市栄調理場 高圧電力第２種プランＬ 愛知県豊明市栄町殿ノ山72-1
20 豊明市農村環境改善センター 高圧業務用電力ＷＥプランＡ 愛知県豊明市沓掛町石畑141
21 豊明勤労会館 高圧業務用電力ＷＥプランＡ 愛知県豊明市新田町吉池18-8
22 豊明市立図書館 高圧業務用電力ＷＥプランＡ 愛知県豊明市西川町横井4番地11
23 豊明市沓掛浄化センター 高圧電力第１種プランＡ 愛知県豊明市沓掛町下山152



別紙１-２ 　需給施設（日進市）
NO．施設名 中部電力の場合の契約種別 施設住所 備考
1 日進市役所本庁舎 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 日進市蟹甲町池下268
2 日進市役所北庁舎 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市蟹甲町池下268
3 南部保育園 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市折戸町孫三ケ杁29
4 西部福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市赤池町下郷222
5 東部福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市米野木町仲田35-23
6 相野山福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市北新町二段場920-8
7 岩崎台香久山福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市香久山四丁目201-14
8 西小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市浅田町東田面76
9 東小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市米野木町北畑8-3
10 北小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市岩崎町芝田2-1
11 南小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市折戸町中屋敷70-3
12 相野山小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市北新町相野山1331-3
13 香久山小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市香久山五丁目1701
14 梨の木小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 日進市折戸町梨子ノ木28-31
15 赤池小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市赤池三丁目2101
16 日進中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 日進市本郷町西原中通980-1
17 日進西中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 日進市梅森町向江1597番地1
18 日進東中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市藤島町相山77
19 学校給食センター 高圧電力第２種　プランＬ 日進市本郷町西原23
20 保健センター 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市岩崎町兼場101-1
21 西部保育園 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市赤池町３丁目1403
22 南部福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市折戸町寺脇123-6
23 北部福祉会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 日進市岩崎町大塚1034
24 むつみ会館 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 日進市赤池町下郷208
25 竹の山小・日進北中 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 日進市竹の山四丁目502
26 図書館 高圧業務用電力　ＷＥプランＢ 日進市蟹甲町中島3
27 南部浄化センター 高圧電力第１種　プランＨ 日進市浅田町西田面158
28 五色園団地汚水処理施設 高圧電力第１種　プランＨ 日進市北新町相野山3



別紙１-３　 需給施設（みよし市）
NO．施設名 中部電力の場合の契約種別 施設住所 備考
1 みよし市役所本庁舎 高圧業務用電力　ＷＥプランＡ みよし市三好町小坂50番地
2 みよし市カリヨンハウス 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好丘二丁目２番地１
3 みよし市市民活動センター 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市西陣取山90番地
4 南部地区コミュニティ広場 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市打越町九蔵釜174番地
5 みよし市立福祉センター 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町陣取山39番地5
6 三好公園野球場 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町池ノ原１番地
7 三好公園陸上競技場 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町池ノ原１番地
8 三好公園総合体育館 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町池ノ原１番地
9 黒笹公園 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市黒笹いずみ三丁目26番地２
10 みよし市立中部小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町宮ノ越31番地
11 みよし市立北部小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市福谷町坂上12番地
12 みよし市立南部小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市明知町上細口27番地
13 みよし市立天王小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町天王51番地75
14 みよし市立三吉小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町半野木１番地27
15 みよし市立三好丘小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好丘七丁目１番地
16 みよし市立緑丘小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好丘緑一丁目１番地１
17 みよし市立黒笹小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市黒笹いずみ三丁目26番地１
18 みよし市立三好中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好町宮ノ越42番地
19 みよし市立北中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好丘桜一丁目１番地１
20 みよし市立南中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市打越町三百目３番地
21 みよし市立三好丘中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好丘二丁目14番地10
22 みよし市立学校給食センター 高圧電力第２種　プランＬ みよし市三好町笠松46番地１
23 みよし市旭グラウンド 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ みよし市三好丘旭五丁目１番地３
24 みよし市図書館学習交流プラザ 高圧業務用電力　ＷＥプランＢ みよし市三好町湯ノ前114番地



別紙１-４　 需給施設（東郷町）
NO．施設名 中部電力の場合の契約種別 施設住所 備考
1 東郷町役場庁舎 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1
2 給食センター 高圧電力　第２種プランＬ 愛知郡東郷町大字春木字蟹池15
3 診療所 高圧業務用電力　ＦＲプランＢ 愛知郡東郷町大字諸輪字北山158-90
4 愛知池運動公園 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字諸輪字百々51-236
5 東郷中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字諸輪字北山126
6 春木中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字春木字新池1
7 諸輪中学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字諸輪字後山60-65
8 東郷小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字諸輪字北山112
9 春木台小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町春木台四丁目5-1
10 諸輪小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字諸輪字大坊池29-110
11 兵庫小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町兵庫三丁目1番地
12 音貝小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町大字春木字音貝43-100
13 高嶺小学校 高圧業務用電力　ＦＲプランＡ 愛知郡東郷町白鳥二丁目5番地
14 いこまい館 高圧業務用電力　ウィークエンドプランＢ 愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225-4



別紙１-５　 需給施設（尾三消防組合）
NO．施設名 中部電力の場合の契約種別 施設住所 備考
1 尾三消防本部 高圧業務用電力　ＴＯＵ２ 愛知郡東郷町大字諸輪字曙１８番地
2 尾三消防本部日進消防署 高圧業務用電力　ＴＯＵ 日進市本郷町宮下３番地
3 尾三消防本部みよし消防署 高圧業務用電力　ＴＯＵ みよし市福谷町才戸５０番地
4 尾三消防本部東郷消防署 高圧業務用電力　ＴＯＵ２ 愛知郡東郷町大字春木字桝池１６番地
5 尾三消防本部豊明消防署 高圧業務用電力　ＴＯＵ２ 豊明市沓掛町宿２３４番地
6 尾三消防本部長久手消防署 高圧業務用電力　ＴＯＵ２ 長久手市岩作長池５１番地
7
8
9
10
11
12
13
14


