
部所名 Ｇ・課名

【配電部】

1 千歳変電所再設工事（管路） 管路工事　662ｍ 千歳変電所 2024年4月 2025年12月 配電部
道央統括支店　地中セン

ター

2 2024SNW3群不良ｹｰﾌﾞﾙ張替工事
ケーブル工事　新設　1,083ｍ　撤

去　1,032ｍ
別途指示 2024年6月 2025年1月 配電部

道央統括支店　地中セン

ター

3
札幌駅北5西1・2再開発要請工事

（管路撤去）
管路撤去1,165m 札幌駅前 2024年4月 2024年12月 配電部

道央統括支店　地中セン

ター

4 白石変電所再設工事（管路） 管路工事　510ｍ 白石変電所 2023年9月 2025年1月 配電部
道央統括支店　地中セン

ター

5
澄川変電所改良に伴うﾌｨｰﾀﾞ移設

（Aバンク）
管路工事　ホースライニング 澄川変電所 2023年5月 2023年12月 配電部

道央統括支店　地中セン

ター

6
配電自動化システム関連設備移設

工事（津波対策）

配電自動化システム監視制御サー

バ等移設
別途指示 2024年2月 2024年2月 配電部

道央南統括支店　配電部

配電グループ

7 検満工事 検満による出張検定工事 札幌市 2023年10月 2024年11月 配電部
道央統括支店　配電部　配

電技術グループ

8 特高計測器検満工事 検満による出張検定工事 札幌市 2023年7月 2024年8月 配電部
道央統括支店　配電部　配

電技術グループ

9
小樽変電所Ｃﾊﾞﾝｸ取替他関連配電

線工事(F5張替工事）

配変Cバンク取替に伴う配電線張替

工事
小樽変電所 2023年6月 2024年2月 配電部 小樽支店　配電グループ

10
小樽変電所Ｃﾊﾞﾝｸ取替他関連配電

線工事(本設）

配変Cバンク取替に伴う配電線張替

工事
小樽変電所 2023年9月 2024年2月 配電部 小樽支店　配電グループ

11
幌加PS更新に伴う供給対策工事（2

工区）
供給力増強工事 上士幌町 2023年7月 2024年2月 配電部

道東統括支店　配電部　配

電グループ

12 F標津22 系統整備工事
管路工事　2,050ｍ、ケーブル工事

新設　1,209ｍ
標津町 2023年9月 2023年2月 配電部

中標津ネットワークセン

ター　配電課

【工務部（送電）】

13
（仮称）美深支線新設（２０２

３）
100kV　2回線　鉄塔 4基 別途指示 2023年10月 2024年3月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

14
上富良野線支持物建替（２０２

３）および関連除却
66kV 1回線 鉄柱1基、PM2基 別途指示 2023年9月 2024年3月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

15
三条地中線旭川中央SS引込のうち

ケーブル延線および関連除却

CVT325、ケーブル延線2条、ケー

ブル引抜撤去6条
別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

16
美瑛線支持物建替および関連除却

（2023）
鉄柱2基、架線0.2km 別途指示 2023年9月 2024年2月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

17
風力発電所連系線新設および関連

除却
33kV　1回線　Ｔ分岐　ＰＭ1基 別途指示 2023年12月 2024年3月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

18
陸別線（留～置）留辺蘂変電所引

込口変更および関連除却

22kV　1回線　留辺蘂SS～№5　鉄

塔1基　架線0.1km
別途指示 2023年8月 2024年1月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

19
稚内線鉄塔建替（２０２３）およ

び関連除却

100kV　2回線　№130～134　鉄塔

4基　架線1.8km
別途指示 2023年5月 2024年3月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

20
稚内線鉄塔建替（２０２４）およ

び関連除却

100kV　2回線　№138～143　鉄塔

7基　架線1.8km
別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

21
上川線鉄塔建替およびＯＰＧＷ化

（２０２２～２０２５）Ⅲ工区

66kV　2回線　№1～6、17　鉄塔7

基
別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）

道北統括支店　電力部　送

電グループ

22

滝の上線（滝～西）新滝の上変電

所引込ルート変更

（２０２３）

22kV1回線　鉄塔 8基 別途指示 2023年9月 2024年3月 工務部（送電）
道北統括支店　電力部　送

電グループ

23

滝の上線（滝～西）新滝の上変電

所引込ルート変更

（２０２４）

22kV1回線　鉄塔 12基 別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）
道北統括支店　電力部　送

電グループ

24

宗谷1・2号線名寄変電所引込口変

更ならびにＯＰＧＷ張替共同工事

および関連除却

100kV　2回線

宗谷線（雨～名）№108～名寄変電

所　鉄塔3基　0.4ｋｍ

宗谷線（名～西）名寄変電所～№

3-1　0.6ｋｍ

別途指示 2024年5月 2025年3月 工務部（送電）
道北統括支店　電力部　送

電グループ

25 苫前線電線張替(2023)

６６ｋＶ　１回線　Ｎｏ．４４９

～５０８　電線張替　３．６ｋｍ

３条　７３年

別途指示 2023年5月 2023年11月 工務部（送電）
留萌ネットワークセンター

送電課

26
北星線故障情報システム取付

(2023)

６６ｋＶ　２回線　ＦＡＳＴ取付

西滝川ＳＳ　音江ＳＳ　北星ＳＷ

Ｓ　３電気所

別途指示 2023年9月 2023年12月 工務部（送電）
留萌ネットワークセンター

送電課

27
北見幹線OPGW張替共同工事

（2023）および関連除却

OPGW張替　№93-1～№100

OPGW60sq　2.0km
別途指示 2023年9月 2023年11月 工務部（送電） 北見支店　送電グループ

28
北見幹線碍子取替（2023）および

関連除却
187kV　2回線　碍子取替　23基 別途指示 2023年9月 2023年9月 工務部（送電） 北見支店　送電グループ

29
小清水線支持物建替（2023）およ

び関連除却

66kV　4回線　№17～№20　鉄

塔：2基、架線：0.81km　※66kV

網走線併架

別途指示 2023年9月 2024年1月 工務部（送電） 北見支店　送電グループ
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30
空知線（江）鉄塔建替（3期）およ

び関連除却
鉄塔7基、亘長1.7㎞ 別途指示 2023年11月 2024年6月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　送

電グループ

31
室蘭西幹線電線張替【1工区】

（2023）
電線地線張替：2.8km 別途指示 2023年7月 2023年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　送

電グループ

32
室蘭西幹線電線張替【2工区】

（2023）
電線地線張替：2.2km 別途指示 2023年7月 2023年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　送

電グループ

33 苗穂北線ＯＰＧＷ張替共同 ＯＰＧＷ張替　№16～22　1.9km 別途指示 2023年8月 2023年12月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　送

電運営グループ

34 苗穂北線地線張替(2023) 地線張替　№28～41　3.2km 別途指示 2023年8月 2024年3月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　送

電運営グループ

35 西札幌線要請移設(2023・2024) 鉄塔建替　№7，8　2基 別途指示 2024年1月 2024年9月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　送

電運営グループ

36 道央北幹線電線地線張替(2023) 電線地線張替　№46～49　1.0km 別途指示 2023年6月 2023年10月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　送

電運営グループ

37
（単）旧地中送電ケーブル撤去

（2024)
除却工事　0.3km(2024) 別途指示 2024年4月 2024年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

38 苗工地中支線CVケーブル張替 除却工事（2024） 別途指示 2024年7月 2025年2月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　地

中センター

39 石狩線（地中部）CVｹｰﾌﾞﾙ張替 管路工事 0.6km（2023） 別途指示 2023年6月 2024年3月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　地

中センター

40
石狩線（地中部）CVｹｰﾌﾞﾙ張替のう

ち管路工事
管路工事　0.5km(2024) 別途指示 2023年6月 2025年3月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

41

北口地中線（北口～大通）要請移

設（北海道新幹線）関連除却

（2023）

管路撤去 0.21ｋｍ（2023） 別途指示 2023年4月 2024年2月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　地

中センター

42
北口地中線要請移設（都心アクセ

ス道路関連）2023
管路工事　0.1km 別途指示 2023年5月 2023年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

43 樽川地中線要請移設 管路工事 0.06km（2023、2024） 別途指示 2023年6月 2024年12月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　地

中センター

44 樽川地中線要請移設 ケーブル延線工事 別途指示 2024年5月 2024年10月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部　地

中センター

45
地下鉄南郷地中線CVケーブル張替

のうち管路工事(2023)
管路工事　0.5km 別途指示 2023年5月 2024年1月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

46
地下鉄南郷地中線CVケーブル張替

のうち管路工事(2024)
管路工事　0.6km(2024) 別途指示 2024年4月 2024年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

47
幌北北口地中線要請移設（都心ア

クセス道路関連）2023
管路工事　0.6km（2023） 別途指示 2023年5月 2024年1月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

48
真駒内地中線CVケーブル張替のう

ち管路工事（2023)
管路工事　0.6km(2023) 別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

49
宮の沢地中線CVケーブル張替のう

ち推進工事
推進工事　0.2km 別途指示 2023年6月 2024年8月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

50
元町中央地中線要請移設（都心ア

クセス道路関連）2023
管路工事　0.5km(2023) 別途指示 2023年5月 2024年3月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

51
元村地中線OFケーブル張替（1

期）
ケーブル延線工事 別途指示 2024年7月 2024年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

52
元村地中線OFケーブル張替（1

期）
除却工事 （2024、2025) 別途指示 2024年7月 2026年2月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

53
元村地中線OFケーブル張替（2

期）
ケーブル延線工事 別途指示 2024年7月 2024年12月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

54
元村地中線OFケーブル張替（2

期）
除却工事 （2024、2025) 別途指示 2024年7月 2026年2月 工務部（送電）

道央統括支店　電力部　地

中センター

55 函館幹線他捻れ防止ダンパー取替

函館幹線(1L・2L)№1～17　17径

間

室蘭西幹線(1L)№157-1～172　16

径間

別途指示 2023年9月 2023年12月 工務部（送電）
倶知安ネットワークセン

ター　送電課

56 狩勝幹線鉄塔防錆塗装
187kV　2回線　鉄塔防錆塗装　計

6基
別途指示 2024年5月 2024年11月 工務部（送電）

道東統括支店　電力部　送

電グループ

57 道東幹線複導体スペーサ取替
187kV　2回線　スペーサ取替　計

14径間
別途指示 2023年8月 2023年12月 工務部（送電）

道東統括支店　電力部　送

電グループ

58 釧路幹線他巡視路補修
巡視路補修　釧路幹線他１線路

0.3km
別途指示 2023年6月 2023年8月 工務部（送電）

道東統括支店　電力部　送

電グループ

59
士幌線支持物建替および関連除却

（2023～2024）

66kV　1回線　新№65～82　新№

123～136

PC鉄柱12基　架線2.3km

別途指示 2023年9月 2024年3月 工務部（送電）
道東統括支店　電力部　送

電グループ

60 （仮称）湖畔支線新設（2023） 66kV　2回線　鉄塔14基 別途指示 2023年6月 2024年3月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

61 （仮称）湖畔支線新設（2024） 66kV　2回線　鉄塔5基 別途指示 2024年5月 2025年12月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

62
旧地中送電ケーブル撤去（旧橋北

支線２０２４）

66KV　1回線　OFケーブル（ＰＣ

Ｂ）0.4ｋｍ
別途指示 2024年3月 2025年3月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ
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63
橋北支線地中部再設のうち関連除

却
油槽撤去４台　絶縁油撤去 別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

64 釧路北線部材取替 部材取替：釧路北線　1基 別途指示 2023年5月 2023年12月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

65
釧路線鉄塔建替（1期）のうち鉄塔

工事（2024）
66KV　2回線　鉄塔6基 別途指示 2024年5月 2025年3月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

66 十勝２号線鉄塔建替（2023） 66KV　鉄塔 10基　亘長 2.8km 別途指示 2023年8月 2024年3月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

67 根室1・2号線電線地線張替(2023) 66kV　2回線　架線5.4km 別途指示 2023年12月 2024年3月 工務部（送電）
中標津ネットワークセン

ター　送電課

68
根室1号線支持物建替(2023)（厚床

～根室）

66kV　1回線　鉄柱2基　架線

0.2km
別途指示 2023年12月 2024年3月 工務部（送電）

中標津ネットワークセン

ター　送電課

69 根室2号線巡視路補修
湿地橋補修・取替　根室２号線

0.3km
別途指示 2023年11月 2024年3月 工務部（送電）

中標津ネットワークセン

ター　送電課

70
(ア) 緑町地中支線ケーブル張替管

路補修
管路補修 別途指示 2023年11月 2024年3月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

71 港南火力線鉄塔防錆塗装（2023） 鉄塔防錆塗装№５，6（２基） 別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

72
白老支線電線張替および除却

（2023）

白老線№95～白老SS　０．８６４

ｋｍ
別途指示 2023年7月 2023年12月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

73 穂別支線単独除却（２０２３） PM：１３基 別途指示 2023年12月 2024年3月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

74 幌別線ケーブル張替関連除却 OFケーブル：0.74km 別途指示 2024年4月 2027年3月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

75
幌別線ケーブル張替のうち延線工

事
CVTSS325SQ:600m 別途指示 2024年1月 2024年5月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

76
幌別線ケーブル張替のうち管路工

事
管路工事：0.15km 別途指示 2023年6月 2024年3月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

77
幌別線再設備５期（２０２４）お

よび関連除却
架線：０．５ｋｍ 別途指示 2024年1月 2024年7月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

78
室蘭中央線再設架線工事他および

関連除却
架線工事：1.11km、擁壁工事 別途指示 2024年1月 2025年1月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

79 室蘭中央線再設のうち延線工事 ケーブル布設 別途指示 2023年12月 2024年12月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

80
室蘭中央線再設のうち管路工事

(2023)第5次管路
管路工事，1.2km(2023) 別途指示 2023年8月 2024年3月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

81 鷲別線ケーブル張替関連除却 OFケーブル：0.59km 別途指示 2024年1月 2026年3月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

82
鷲別線引出口変更（２０２３）お

よび関連除却
架線：0.5km 別途指示 2023年10月 2024年3月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

83
遠浅線電線張替・碍子取替および

除却（２０２３）

№１～№６　（下線）　１．１９

８ｋｍ
別途指示 2023年7月 2023年12月 工務部（送電）

道央南統括支店　電力部

送電グループ

84 狩勝幹線土留補強（２０２３） 狩勝幹線№４５土留補強 別途指示 2023年5月 2024年1月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

85 道央東幹線土留補強（２０２３） 道央東幹線№５７土留補強 別途指示 2023年8月 2024年3月 工務部（送電）
道央南統括支店　電力部

送電グループ

86
日高線（本桐～浦河）ＰＭ無支線

化（２０２３）

３３ＫＶ１回線　Ｎｏ．４６～５

３　ＰＭ４基→ＰＭ４基（無支線

化）

別途指示 2023年10月 2024年3月 工務部（送電）
静内ネットワークセンター

送電課

87
虻田線（豊浦～大岸）電線張替他

および関連除却
電線張替・碍子取替 ：2.1km 別途指示 2023年9月 2023年12月 工務部（送電） 室蘭支店　送電グループ

88
今金線要請移設（２０２３・今金

北地区）
PM14基、架線1.2km 別途指示 2023年10月 2024年5月 工務部（送電）

道南統括支店　電力部　送

電グループ

89 知内線碍子取替（２０２３） 碍子取替　17基 別途指示 2023年9月 2023年12月 工務部（送電）
道南統括支店　電力部　送

電グループ

90 江差線電線地線張替（２０２４） 電線地線張替：3.6㎞ 別途指示 2024年6月 2024年11月 工務部（送電）
道南統括支店　電力部　送

電グループ

91 上磯西線鉄塔建替（２０２３）
鉄塔：１基，電線：0.2㎞，地線：

0.9㎞
別途指示 2023年11月 2024年2月 工務部（送電）

道南統括支店　電力部　送

電グループ

92
道南幹線電線地線張替（２０２

４）
電線地線張替：２．１ｋｍ 別途指示 2024年5月 2024年10月 工務部（送電）

道南統括支店　電力部　送

電グループ

93
熊石線電線張替および関連除却

（２０２３）
電線張替　３．７ｋｍ 別途指示 2023年10月 2024年1月 工務部（送電）

八雲ネットワークセンター

送電課

94
道南幹線碍子取替および関連除却

（２０２３）
碍子取替　１０基 別途指示 2023年5月 2023年8月 工務部（送電）

八雲ネットワークセンター

送電課

95
道南幹線鉄塔防錆塗装（２０２

３）

鉄塔防錆塗装　９基（上部５基、

下部４基）
別途指示 2023年5月 2023年8月 工務部（送電）

八雲ネットワークセンター

送電課

96
桧山線支持物建替および関連除却

（２０２３）

新設：鉄柱１３基、除却：ＰＭ１

８基　亘長：２．３ｋｍ
別途指示 2023年6月 2024年3月 工務部（送電）

八雲ネットワークセンター

送電課

97 (仮称)新昆布支線新設 鉄塔7基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ
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98 (仮称)新昆布支線新設 鉄塔8基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

99 (仮称)新昆布支線新設 鉄塔7基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

100 (仮称)新昆布支線新設 鉄塔3基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

101 (仮称)新昆布支線新設 架線2.2km 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

102 (仮称)新昆布支線新設 架線5.6km 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

103 (仮称)新八雲支線新設 鉄塔4基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

104 (仮称)新八雲支線新設 鉄塔4基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

105 (仮称)新八雲支線新設 鉄塔2基 別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）
基幹系工事センター　送電

グループ

106 (仮称)新八雲支線新設
ACSR/AC240mm2、OPGW80mm2

2.3km
別途指示 2024年5月 2028年11月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送電

グループ

107
北斗今別直流幹線増強のうち架線

工事（新１工区）
架線：35.3km 別途指示 2023年10月 2027年12月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送電

グループ

108
北斗今別直流幹線増強のうち架線

工事（新２工区）
架線：32.4km 別途指示 2023年10月 2027年12月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送電

グループ

109
北斗今別直流幹線増強のうち架線

工事（新３工区）
架線：29.8km 別途指示 2023年10月 2027年12月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送電

グループ

110
室蘭東幹線再設（２期）

第１次架線工事
架線：7.8km（№146～169-1） 別途指示 2024年4月 2025年2月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送電

グループ

111
北斗今別直流幹線増強のうち林道

補修
林道補修　２線路（国有林） 別途指示 2023年10月 2023年12月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送電

グループ

【工務部（変電）】

112
上士別変電所　配変A取替および関

連除却

１００ｋＶ配電用変圧器　１０Ｍ

ＶＡ１台，６ｋＶ電力ケーブル

１組

上士別変電所 2024年4月 2025年1月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部　変

電グループ

113
神居変電所　66kV中性点リアクト

ル設置

66kV中性点リアクトル設置　1式

他
神居変電所 2024年5月 2024年12月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

114
北見変電所　配変Cおよびキュービ

クル取替および関連除却
配電用変圧器１台　他 北見変電所 2024年5月 2025年1月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

115
（単）新旭川変電所　66kV接地変

圧器除却
66kV接地変圧器撤去　1式　他 新旭川変電所 2024年4月 2024年11月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

116
滝の上変電所　再設および関連除

却
用地造成　1式　他 滝の上変電所 2023年6月 2024年1月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

117
滝の上変電所　再設および関連除

却
造成・鉄構・基礎工事　1式　他 滝の上変電所 2024年4月 2025年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

118 （単）津別南変電所　除却 変電所機器全て撤去　他 津別南変電所 2024年4月 2024年10月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部　変

電グループ

119
津別変電所　66kV変圧器取替およ

び配開改良

配電用変圧器１台，72kVガス遮断

器３台，72kV断路器９台他
津別変電所 2023年10月 2025年2月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

120
美深変電所　100kV昇圧再設および

関連除却
鉄構・基礎工事　1式　他 美深変電所 2024年4月 2025年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

121 幌延変電所　転送遮断装置設置 転送遮断装置設置　１式　他 幌延変電所 2023年8月 2024年2月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部　変

電グループ

122
各変電所　系統安定化装置設置

（女満別）
系統安定化装置設置　１式　他 女満別変電所 2023年8月 2024年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

123
各変電所　系統安定化装置設置

（留辺蘂）
系統安定化装置設置　１式　他 留辺蘂変電所 2023年8月 2024年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

124
留辺蘂変電所　接地用変圧器他取

替
接地用変圧器１台　他 留辺蘂変電所 2024年5月 2024年12月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

125 稚内変電所　転送遮断装置設置 転送遮断装置設置　１式　他 稚内変電所 2023年8月 2024年2月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部　変

電グループ

126
旭川変電所　66KV保護継電装置取

替および関連除却

66ｋＶ送電線光パイロット保護継

電装置　１式　他
旭川変電所 2023年6月 2024年1月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

127
安足間変電所　屋外配開改良およ

び関連除却

鉄構・基礎工事　1式、配変他一部

屋外機器据付　1式　他
安足間変電所 2024年4月 2025年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

128
恵南変電所　恵庭ＬＮＧ発電所連

係および関連除却

７２ｋV遮断器１台、７２ｋＶ断路

器１台、配電盤２面他
恵南変電所 2024年5月 2025年12月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

129
西名寄変電所　100kV遮断器他取替

および関連除却
100kV遮断器取替　1式　他 西名寄変電所 2024年4月 2024年12月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

130
上川変電所　屋外配開改良および

関連除却

110kV変電機器据付１式、フェンス

工事　他
上川変電所 2024年4月 2025年1月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ
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131
留辺蘂変電所　連変Ｅ他取替関連

除却
旧連絡用変圧器　撤去　1式　他 留辺蘂変電所 2024年4月 2024年7月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

132 網走変電所　再設および関連除却
鉄構・基礎工事　1式、各機器据付

1式、各種試験　1式　他
網走変電所 2024年4月 2025年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

133 沓形発電所　１２号機定期点検
沓形発電所　１２号機分解点検、

調速機整備
沓形発電所 2024年5月 2024年6月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

134 沓形発電所　９号機定期点検 沓形発電所　９号機分解点検 沓形発電所 2024年6月 2024年6月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部　変

電グループ

135 沓形発電所　１１号機定期点検
沓形発電所　１１号機分解点検、

調速機整備
沓形発電所 2024年2月 2024年2月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

136 沓形発電所　８号機定期点検
沓形発電所　８号機分解点検、主

軸受けメタル交換
沓形発電所 2024年2月 2024年3月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部　変

電グループ

137 西名寄変電所　空調設備取替 空調設備　１式 西名寄変電所 2023年9月 2023年10月 工務部（変電）
名寄ネットワークセンター

変電課

138
遠軽変電所　６６ｋＶ計器用変圧

器取替および関連除却
７２ｋＶＰＤ：６台　他 遠軽変電所 2024年4月 2025年2月 工務部（変電） 北見支店　変電グループ

139
苫前開閉所　直流電源装置取替お

よび関連除却
直流電源装置　1組 苫前開閉所 2024年5月 2024年5月 工務部（変電）

留萌ネットワークセンター

変電課

140 白石変電所　再設

配電用変圧器：3台、72kVGIS：8

ユニット、6kVキュービクル：３バ

ンク他

白石変電所 2024年4月 2026年12月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

141
バイオマス発電所連係および関連

除却

７２ｋVGIS１式、配電盤５面、Ｔ

Ｃ盤１面、フェンス１式他
別途指示 2023年6月 2026年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

142
野花南変電所　72kV遮断器他取替

及び関連除却

７２ｋV遮断器１台、７２ｋＶ断路

器１台、６６ｋＶＧＰＴ他
野花南変電所 2023年8月 2024年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

143
岩見沢変電所　配電用C変圧器他取

替および関連除却

配電用変圧器１台、７２ｋV遮断器

１台、６kVキュービクル１組他
岩見沢変電所 2024年3月 2025年2月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

144
宮の沢変電所　配開改良および関

連除却

配電用変圧器１台、７２ｋVGIS１

式、６kVキュービクル１組他
宮の沢変電所 2024年4月 2026年2月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

145
砂川変電所　一律調整システム設

置
一律調整システム装置１式 砂川変電所 2023年6月 2023年9月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

146
篠路変電所　保守情報伝送装置整

備関連除却
画像伝送装置　１式 篠路変電所 2023年10月 2024年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

147
真駒内変電所　駒岡清掃工場発電

所連係および関連除却
７２ｋVGIS１式、配電盤３面他 真駒内変電所 2024年4月 2025年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

148
澄川変電所　配開改良および関連

除却

配電用変圧器２台、７２ｋVGIS１

式他
澄川変電所 2023年9月 2026年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

149
西札幌変電所　６６ｋＶ分路リア

クトル増設および関連除却

６６ｋV分路リアクトル１台、７２

ｋＶ遮断器１台、７２ｋＶ断路器

２台他

西札幌変電所 2024年4月 2024年12月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

150
千歳変電所　配電用Ａ・Ｃ変圧器

他取替および関連除却

配変：1台，Cub：7函，配電盤：1

面，電力ケーブル他
千歳変電所 2024年1月 2026年1月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

151 銭函変電所　バンク逆潮流対策 簡易ＣＤＴ盤取付１面 銭函変電所 2023年6月 2024年1月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

152 大通変電所　再設関連除却

配電用変圧器３台、７２ｋＶＧＩ

Ｓ１式、６ｋＶキュービクル１式

他

大通変電所 2023年8月 2024年9月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

153
大麻変電所　６６ｋＶ大麻線保護

継電装置取替および関連除却
６６ｋV保護継電器盤２面 大麻変電所 2023年8月 2023年12月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

154 拓北変電所　バンク逆潮流対策 バンク逆潮流保護盤1面 拓北変電所 2024年4月 2024年6月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

155 当別変電所　バンク逆潮流対策 バンク逆潮流対策関連試験１式 当別変電所 2024年4月 2024年5月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

156
藤野変電所　配電用変圧器増設お

よび関連除却

配電用変圧器１台、６ｋＶキュー

ビクル：１組他
藤野変電所 2023年7月 2024年10月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

157
南九条変電所　６６ｋV保護継電器

盤取替および関連除却
６６ｋV保護継電器盤１面 南九条変電所 2023年6月 2024年2月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

158
美香保変電所　直流電源装置取替

および関連除却
直流電源装置1組　他 美香保変電所 2023年12月 2024年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

159
苗穂変電所　連変二次中性点電力

ケーブル取替および関連除却
６６ｋＶ電力ケーブル１式 苗穂変電所 2024年4月 2024年10月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

160
富岡変電所　配電用変圧器他取替

および関連除却

配電用変圧器２台、７２ｋV断路器

２台他
富岡変電所 2024年2月 2026年2月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

161 望来変電所　バンク逆潮流対策 フェンス１式 望来変電所 2023年6月 2023年10月 工務部（変電）
道央統括支店　電力部　変

電グループ

162
北口変電所　直流電源装置取替お

よび関連除却
直流電源装置1組　他 北口変電所 2023年12月 2024年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部　変

電グループ

163
新十津川変電所　バンク逆潮流対

策（Ｂ）および関連除却

遠方監視制御装置１面，所内盤１

面他
新十津川変電所 2024年5月 2024年7月 工務部（変電） 岩見沢支店　変電グループ
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164
鹿追変電所　Ａバンク所内変圧器

取替
所内変圧器据付ほか 鹿追変電所 2023年7月 2023年9月 工務部（変電）

道東統括支店　電力部　変

電グループ

165
西帯広変電所　Ｂバンク逆潮流対

策
バンク逆潮流保護盤据付ほか 西帯広変電所 2023年9月 2023年10月 工務部（変電）

道東統括支店　電力部　変

電グループ

166
宇円別変電所　66kV分路リアクト

ル増設

66kV分路リアクトル1台，72kV遮

断器1台他
宇円別変電所 2023年6月 2024年3月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

167
北新得変電所　１８７ｋV計器用変

圧器取替

１８７線路用計器用変圧器取替　2

台
北新得変電所 2023年8月 2023年12月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

168 （単）橋北変電所　配変D除却 配変D抜油 橋北変電所 2023年6月 2023年9月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

169 橋北変電所　再設（2023）
配電用変圧器（20MVA）2台、

72kVGIS7組
橋北変電所 2023年9月 2025年2月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

170
釧路変電所　貝塚線保護継電器盤

取替
光PW保護継電装置　2面 釧路変電所 2023年10月 2025年2月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

171
釧路変電所　興津線保護継電器盤

取替
回線選択保護継電装置　2面 釧路変電所 2023年10月 2024年2月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

172 湖畔変電所　機器移設 66kV接地型計器用変圧器1台 湖畔変電所 2024年4月 2025年1月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

173
湖畔変電所　湖畔支線（仮称）引

込（２０２３）

７２ｋＶ遮断器２台、７２ｋＶ断

路器６台
湖畔変電所 2024年2月 2025年1月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

174 湖畔変電所　取付道路移設 取付道路移設 湖畔変電所 2023年5月 2023年9月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

175
然別第二変電所　１１ｋVキュービ

クル改造

１１ｋVキュービクル改造、　１１

ｋV電力ケーブル布設　1式
然別第二変電所 2023年8月 2024年1月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

176
別保変電所　貝塚線保護継電器盤

取替

光PW保護継電装置　2面　母線保

護継電装置撤去　2面
別保変電所 2023年6月 2025年2月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

177 本別変電所他　画像伝送装置設置 各電気所　画像伝送装置設置 本別変電所他 2023年10月 2024年2月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

178 磯分内変電所　配変A他取替
66kV変圧器1台，N型キュービクル

他
磯分内変電所 2024年4月 2025年1月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

179
釧路変電所　移動機器保管場所整

備
移動機器保管場所整備 釧路変電所 2023年10月 2023年11月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

180
新岩松変電所他　線路用計器用変

圧器取替

VD化2台（新岩松）、PD取替3台

（宇円別）

新岩松変電所、宇円別変

電所
2023年6月 2024年1月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

181
西音更変電所　６６ｋＶ分路リア

クトル増設

66kV分路リアクトル1台，72kV遮

断器1台他
西音更変電所 2024年5月 2025年1月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

182
北芽室変電所　１８７ｋＶ遮断器

他取替および関連除却

２０４ｋＶ遮断器１台、７２ｋＶ

遮断器１台
北芽室変電所 2023年8月 2024年2月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

183
竹浦変電所　配変Ａ容変および関

連除却

配電用変圧器1台　6kV電力ｹｰﾌﾞﾙ1

式
竹浦変電所 2023年6月 2023年11月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

184
静内変電所　66kV計器用変圧器取

替および関連除却
６６ｋV計器用変圧器　１台 静内変電所 2024年4月 2024年6月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

185 （仮称）弁天変電所　新設

配電用変圧器１台、７２ｋV遮断器

３台、７２ｋV断路器７台、６ｋV

キュービクル１組、配電盤４面ほ

か

（仮称）弁天変電所 2024年3月 2025年1月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ

186 浦河変電所　連変逆潮流対策
バンク逆潮流保護盤　1面　、制御

ケーブル工事　１式
浦河変電所 2023年9月 2024年2月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

187
北静内変電所　１１ｋＶ配電用変

圧器他取替および関連除却
二段積Cub３函、バンク盤１面ほか 北静内変電所 2023年9月 2024年3月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

188
御崎変電所　バンク逆潮流保護盤

設置
バンク逆潮流保護盤設置　１面 御崎変電所 2024年4月 2024年12月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

189
（単）室蘭変電所　１８７ｋＶ連

変Ｄ他除却

連絡用変圧器１台、２０４ｋV遮断

器１台、６６ｋV遮断器１台、２０

４ｋV断路器２台、６６ｋV断路器

２台、鉄構１式、母線１式

室蘭変電所 2023年7月 2024年7月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ

190

北静内変電所　１１ｋ母線用

キュービクル他取替および関連除

却

１１ｋＶキュービクル２函ほか 北静内変電所 2023年9月 2024年3月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ

191 浦河変電所　配変逆潮流対策
６ｋＶ制御保護装置　２面　６ｋ

Ｖキュービクル改造　２組
浦河変電所 2024年4月 2024年10月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

192
荷負変電所　３６ｋＶ遮断器他取

替

36kV遮断器1台　36kV断路器1台

N型TC1組　所内盤1面
荷負変電所 2023年9月 2024年2月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

193
岩清水開閉所　１８７ｋＶ計器用

変流器他取替

１８７ｋＶＰＤ　１２台，遠方監

視制御装置　１組ほか
岩清水開閉所 2023年7月 2024年1月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

194
岩知志変電所　配電用変圧器他取

替

配電用変圧器１台、７２ｋV遮断器

１台、７２ｋV断路器１台、６ｋV

キュービクル１組、配電盤４面、

基礎１式ほか

岩知志変電所 2024年3月 2025年2月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ

195 御崎変電所　７２ｋＶ遮断器取替

７２ｋV遮断器１台

（遮断器は良品倉入れ品を流用す

るため７２ｋV遮断器の購買はな

し）

御崎変電所 2023年7月 2023年12月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ
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196 厚賀変電所　６６ｋＶ昇圧・再設
基礎工事１式、フェンス工事１式

ほか
厚賀変電所 2023年7月 2024年1月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

197 厚賀変電所　６６ｋＶ昇圧・再設

配電用変圧器１台、７２ｋV遮断器

３台、７２ｋV断路器７台、６ｋV

キュービクル１組、配電盤４面ほ

か

厚賀変電所 2024年4月 2024年12月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ

198
高見開閉所　２０４ｋＶ送電線遮

断器他取替

２０４ｋV遮断器２台、母線用PD

３台、線路用PD２台
高見開閉所 2024年4月 2024年12月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

199 振内変電所他　構内整備 構内整備(敷砂利等敷設）
振内、荷負、占冠、厚

真、平取変電所
2023年6月 2023年10月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

200
苫小牧中央変電所　配電用Ｂ変圧

器増設

配電用変圧器１台、７２ｋV－ＧＩ

Ｓ３ユニット、６ｋVキュービクル

１組、配電盤１面ほか

苫小牧中央変電所 2024年4月 2024年10月 工務部（変電）
道央南統括支店　電力部

変電グループ

201
勇払変電所　６６ｋＶ日軽金地中

線保護継電器盤取替
６６ｋＶ送電線保護盤　１面 勇払変電所 2024年4月 2024年6月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

202
勇払変電所　７２ｋＶ遮断器他取

替および関連除却

66kV回線制御盤３面、SC用Ry盤１

面ほか
勇払変電所 2024年4月 2024年11月 工務部（変電）

道央南統括支店　電力部

変電グループ

203
室蘭変電所　ＳＶＣ用接地型計器

用変圧器取替および関連除却
６６ｋＶ計器用変圧器１台 室蘭変電所 2023年7月 2023年9月 工務部（変電） 室蘭支店　変電グループ

204
磯谷川第二変電所　配開改良およ

び関連除却

配電用変圧器　1台，遮断器　3

台，断路器　6台　他
磯谷川第二変電所 2024年2月 2025年1月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

205 今別変換所　排水ポンプ設置 排水ポンプ設置他　１式 今別変換所 2023年9月 2023年11月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

206 北斗変換所　排水ポンプ設置 排水ポンプ設置他　１式 北斗変換所 2023年6月 2023年8月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

207
鰔川変電所　７２ｋV遮断器取替他

および関連除却

７２ｋV遮断器取替　２台、フェン

ス・門扉取替　１式
鰔川変電所 2023年5月 2023年12月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

208 大野変電所　66kV分路ﾘｱｸﾄﾙ設置
66kVShR 1台，72kVCB 1台，ShR

用Ry盤 1面　　他
大野変電所 2023年8月 2024年6月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

209
大野変電所　排水ポンプ取替他お

よび関連除却
排水ポンプ取替他　１式 大野変電所 2023年6月 2023年8月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

210 上磯変電所　空調設備修繕 空調設備修繕　１式 上磯変電所 2023年11月 2023年12月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

211
上磯変電所　電力用蓄電器他取替

（2期）および関連除却

電力用蓄電器取替　2台，66kVPD

取替　4台他
上磯変電所 2024年4月 2026年3月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

212
上ノ国変電所　直流電源装置取替

および関連除却
直流電源装置　１組 上ノ国変電所 2023年11月 2024年2月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

213
北七飯変電所　６６ｋV八雲線潮流

調整システム設置
潮流調整システム設置　１台 北七飯変電所 2023年9月 2024年6月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

214

北七飯変電所　DLR演算装置設

置・潮調システム改造（DLR２

４）

DLR演算装置据付他　１式 北七飯変電所 2024年4月 2024年6月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

215 熊石変電所　バンク逆潮流対策 ﾊﾞﾝｸ逆潮流盤　1面 熊石変電所 2023年10月 2023年12月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

216
七重浜変電所　66kV配開改良およ

び関連除却

C-GIS 1台(2回線・3ﾊﾞﾝｸ)，電力ｹｰ

ﾌﾞﾙ付帯工事 1式　　他
七重浜変電所 2024年4月 2025年1月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

217
各変電所　空調設備整備および関

連除却
空調設備整備　１式 函館管内 2023年5月 2023年8月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

218
各変電所　構内整備他および関連

除却
構内整備・フェンス取替　１式 函館管内 2023年5月 2023年10月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

219
（単）函館変電所　移動変圧器車

除却（５３－T）
移動発電機車除却　１式 函館変電所 2023年10月 2023年12月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

220 東山変電所　バンク逆潮流対策 ケーブル布設・試験他　１式 東山変電所 2024年4月 2024年8月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

221
湯川変電所　66kV計器用変圧器取

替および関連除却
66kV接地形計器用変圧器　2台 湯川変電所 2023年10月 2024年1月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

222 湯川変電所他　画像伝送装置設置 画像伝送装置設置　１式 湯川変電所他 2023年9月 2024年2月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部　変

電グループ

223
今金変電所　３３ｋＶ計器用変成

器取替および関連除却
接地型計器用変圧器（GPT）　1台 今金変電所 2023年9月 2023年12月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部　変

電グループ

224
西旭川変電所　１８７ｋＶ連変Ｃ

他取替

187kV連変1台，204kV断路器２台

他
西旭川変電所 2023年10月 2025年1月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

１グループ

225
西春別変電所 187kV連変保護継電

器盤取替
187kV連変保護継電器盤2面他 西春別変電所 2024年3月 2024年8月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

１グループ

226 恵庭変電所 187kV連変C増設
187kV連変１台,204ｋV遮断器1台

他
恵庭変電所 2024年6月 2025年9月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

１グループ

227
北芽室変電所　１８７ｋＶ連変Ａ

他取替
187kV連変1台，204kV遮断器1台他 北芽室変電所 2023年8月 2025年2月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

１グループ
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228
北芽室変電所　１８７ｋＶ連変Ａ

他取替関連除却
187kV連変1台，204kV遮断器1台他 北芽室変電所 2024年9月 2025年12月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

１グループ

229
北斗・今別変換所　交直変換設備

他増設および関連除却
今別変換所 2023年9月 2027年9月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

２グループ

230
北斗・今別変換所　交直変換設備

他増設および関連除却
北斗変換所 2023年9月 2027年9月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変電

２グループ

【情報通信技術部】

231 札幌管内特定用途光ケーブル撤去 架空光ケーブル撤去 80km 札幌管内 2023年7月 2023年12月 情報通信技術部
道央統括支店　電力部　通

信グループ

232 西札幌変電所無線鉄塔整備
無線鉄塔　塗装・トリカルネット

整備
西札幌変電所 2024年6月 2026年11月 情報通信技術部

道央統括支店　電力部　通

信グループ

233
函館支店電力部本館給排水設備改

修工事
給排水設備改修工事 函館支店電力部 2023年5月 2023年9月 流通総務部 総務グループ（建築）

234
網走変電所再設のうち本館新築工

事
変電所新築工事 別途指示 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

235 澄川変電所関連　壁改修工事 変電所耐震補強、本館改修工事 澄川変電所 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

236
西旭川SSキュービクル建屋新築工

事
変電所関連新築工事 西旭川変電所 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

237
弁天変電所新設のうち本館新築工

事
変電所新築工事 別途指示 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

238
厚賀変電所66kV昇圧・再設のうち

本館新築工事
変電所新築工事 別途指示 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

239
磯谷川第二変電所配電用変圧器他

取替工事のうち本館新築工事
変電所新築工事 磯谷川第二変電所 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

240 旭川支店電力部本館外装修繕工事 外装修繕工事 旭川支店電力部 2023年5月 2023年10月 流通総務部 総務グループ（建築）

241 琴似変電所外装修繕工事 外装修繕工事 琴似変電所 2023年8月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

242 東苗穂アパート（B棟）外部修繕 外装修繕工事 東苗穂アパート（B棟） 2023年5月 2023年10月 流通総務部 総務グループ（建築）

243 帯広西７アパート外部修繕 外装修繕工事 帯広西７アパート 2023年5月 2023年10月 流通総務部 総務グループ（建築）

244 緑ヶ岡第一アパート外部修繕 外装修繕工事 緑ヶ岡第一アパート 2023年5月 2023年10月 流通総務部 総務グループ（建築）

245 高砂第２アパート外部修繕 外装修繕工事 高砂第２アパート 2023年5月 2023年10月 流通総務部 総務グループ（建築）

246
帯広支店社屋空調設備改修工事

（Ⅱ期）
空調設備改修工事 帯広支店 2023年9月 2024年2月 流通総務部 総務グループ（建築）

247
滝川テクニカルセンター配電研修

棟空調設備改修
空調設備改修工事 滝川テクニカルセンター 2023年9月 2024年2月 流通総務部 総務グループ（建築）

248
紋別ネットワークセンター空調設

備改修
空調設備改修工事

紋別ネットワークセン

ター
2023年9月 2024年2月 流通総務部 総務グループ（建築）

249
千歳ネットワークセンター空調設

備改修
空調設備改修工事

千歳ネットワークセン

ター
2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

250
中標津ネットワークセンター空調

設備改修
空調設備改修工事

中標津ネットワークセン

ター
2023年9月 2024年2月 流通総務部 総務グループ（建築）

251 室蘭支店発電機車車庫移改築 車庫新築工事 室蘭支店 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

252 薄野変電所除却工事 変電所除却工事 薄野変電所 2023年5月 2023年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

253
白石変電所再設のうち本館新築工

事
変電所新築工事 別途指示 2024年4月 2024年11月 流通総務部 総務グループ（建築）

254
滝川テクニカルセンター研修棟空

調設備改修
空調設備改修工事 滝川テクニカルセンター 2024年9月 2025年2月 流通総務部 総務グループ（建築）

255 函館支店受電設備改修 受電設備改修工事 函館支店 2024年5月 2024年12月 流通総務部 総務グループ（建築）

【流通総務部】


