
部所名 Ｇ・課名

【配電部】

1 2023高圧ケーブル絶縁劣化測定

･OLCM､水ﾄﾘｰ活線診断測定

･測定系統確認､接続切離作業

･変電所､お客さま担当箇所対応

･作業時の開閉器操作 他

別途指示 2023年5月 2024年1月 配電部
道央統括支店　地中セン

ター

2
ﾏﾝﾎｰﾙ点検清掃（超過密地域西、千

歳A地域）

･MH内部点検及び清掃(排水含)

･MH点検台帳整理､報告書作成

･道路使用許可申請

･ｹｰﾌﾞﾙﾙｰﾄ確認､外観点検

別途指示 2023年5月 2024年1月 配電部
道央統括支店　地中セン

ター

3 ﾏﾝﾎｰﾙ点検清掃（その他地域西）

･MH内部点検及び清掃(排水含)

･MH点検台帳整理､報告書作成

･道路使用許可申請

･ｹｰﾌﾞﾙﾙｰﾄ確認､外観点検

別途指示 2023年5月 2024年1月 配電部
道央統括支店　地中セン

ター

【工務部（送電）】

4
希少猛禽類の保全対策に関する指

導業務

希少猛禽類による感電などの事故

発生の際に実施する保全対策業務

に対する指導業務

別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電） 送電グループ

5 送電保守技術支援業務委託

設備診断および点検技術の支援・

指導。設備の各種データ収集・管

理。

別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）
道央統括支店　電力部

送変電保守技術グループ

6
根室１・２号線要請移設（別寒辺

牛１工区）のうち環境影響調査
送配電設備の環境影響調査業務 別途指示 2023年6月 2024年1月 工務部（送電） 釧路支店　送電グループ

7
(仮称)新小樽支線新設のうち環境

影響調査
動植物・希少猛禽類調査 別途指示 2023年7月 2024年3月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送

電グループ

8
(仮称)新小樽支線新設のうち環境

影響調査
動植物・希少猛禽類調査 別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送

電グループ

9
(仮称)新八雲支線新設のうち環境

影響調査
希少猛禽類モニタリング調査 別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送

電グループ

10
(仮称)新昆布支線新設のうち環境

影響調査
希少猛禽類モニタリング調査 別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送

電グループ

11
北斗今別直流幹線増強のうち実施

設計（遮風建屋）

吉岡ケーブルヘッド、竜飛ケーブ

ルヘッド　2箇所
別途指示 2023年7月 2024年9月 工務部（送電）

基幹系工事センター　送

電グループ

12
北斗今別直流幹線増強のうち地質

調査（遮風建屋）

吉岡ケーブルヘッド、竜飛ケーブ

ルヘッド　2箇所
別途指示 2023年5月 2023年9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）】

13 島嶼内燃力発電所運営業務委託
島嶼内燃力発電所の運転管理・運

営・保守業務
島嶼内燃力発電所 2024年4月 2024年3月 工務部（変電） 変電グループ

14 層雲峡変電所　屋外配開改良 地質調査 別途指示 2023年10月 2023年10月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

15 層雲峡変電所　屋外配開改良 基礎設計委託 別途指示 2023年12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

16 滝の上変電所　再設 用地造成・排水設計 別途指示 2023年5月 2023年6月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

17 滝の上変電所　再設 基礎設計 別途指示 2023年8月 2023年12月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

18 滝の上変電所　再設 鉄構設計 別途指示 2023年8月 2023年12月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

19
津別変電所　６６ｋV変圧器取替

および配開改良
鉄構強度検討・基礎設計委託 別途指示 2023年6月 2024年4月 工務部（変電）

道北統括支店　電力部

変電グループ

20 美深変電所　100kV昇圧再設 基礎設計 別途指示 2023年6月 2023年10月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

21 美深変電所　100kV昇圧再設 鉄構設計 別途指示 2023年5月 2023年7月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

22
留辺蘂変電所　接地用変圧器他取

替
基礎・鉄構設計委託 別途指示 2023年12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

23 留辺蘂変電所　連変Ｅ他取替 基礎設計 別途指示 2023年7月 2023年11月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

24 安足間変電所　屋外配開改良 地質調査 別途指示 2023年5月 2023年6月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

25 安足間変電所　屋外配開改良 基礎設計 別途指示 2023年8月 2023年12月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

26 安足間変電所　屋外配開改良 鉄構設計 別途指示 2023年5月 2023年7月 工務部（変電）
道北統括支店　電力部

変電グループ

27
千歳変電所　配電用A・Ｃ変圧器

他取替
変圧器基礎設計 別途指示 2023年11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

28 （仮称）都開閉所　新設 測量、地質調査、造成設計 別途指示 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

29 （仮称）都開閉所　新設 屋外鉄構設計、基礎設計 別途指示 2023年11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

30
岩見沢変電所　配電用C変圧器他

取替
基礎設計 別途指示 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

31 宮の沢変電所　配開改良
測量、地質調査、造成設計、ＧＩ

Ｓ基礎設計
別途指示 2023年6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
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32
真駒内変電所　駒岡清掃工場発電

所連係
基礎設計 別途指示 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

33
西札幌変電所　６６ｋＶ分路リア

クトル増設
基礎設計 別途指示 2023年11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

34
石狩変電所（仮称）石狩地域バイ

オマス発電所連系
基礎設計委託 別途指示 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

35 藤野変電所　配電用変圧器増設 基礎設計 別途指示 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

36 保守技術支援業務
経年設備に対する保守技術支援業

務
別途指示 2024年4月 2025年3月 工務部（変電）

道央統括支店　電力部

送変電保守技術グループ

37 磯分内変電所　配変A他取替 地質調査および基礎設計 別途指示 2023年8月 2024年3月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

38
西音更変電所　６６ｋＶ分路リア

クトル増設
分路リアクトル基礎設計 別途指示 2024年1月 2024年3月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

39
西音更変電所　６６ｋＶ分路リア

クトル増設
鉄構強度設計委託（増設箇所） 別途指示 2024年1月 2024年3月 工務部（変電） 釧路支店　変電グループ

40
（単）室蘭変電所　１８７ｋＶ連

変Ｄ他除却
連変4台　解体　他 別途指示 2023年6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

41
岩知志変電所　配電用変圧器他取

替
地質調査委託 別途指示 2023年7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

42
南早来変電所　中性点接地装置他

取替
基礎設計委託 別途指示 2024年3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

43 磯谷川第二変電所　配開改良 基礎設計 別途指示 2023年12月 2024年3月 工務部（変電）
道南統括支店　電力部

変電グループ

44
今金変電所　６６ｋV昇圧再設

（準備口）
地質調査・造成設計　１式 別途指示 2024年5月 2024年10月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部

変電グループ

45
上磯変電所　電力用蓄電器他取替

（2期）
基礎設計（SC-B）　他 別途指示 2024年2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

46
北七飯変電所　66kV電力ケーブル

終端ガス分析点検

66kV電力ｹｰﾌﾞﾙ終端箱ｶﾞｽ分析点検

6組
別途指示 2023年6月 2023年7月 工務部（変電）

道南統括支店　電力部

変電グループ

47 今別変換所　構内除雪
構内除雪：771m2（大門扉～VH入

口)×10回分
今別変換所 2023年12月 2024年3月 工務部（変電）

今別ネットワークセン

ター　変電課

48 今別変換所　構内除草
構内除草：30,400m2×2回（機

械・手鎌・抜根）
今別変換所 2023年6月 2023年10月 工務部（変電）

今別ネットワークセン

ター　変電課

49 恵庭変電所 187kV連変C増設 基礎設計 別途指示 2023年12月 2024年4月 工務部（変電）
基幹系工事センター　変

電１グループ

50
北静内変電所　１８７ｋＶ連変Ｂ

他取替
地質調査、基礎設計 別途指示 2024年4月 2024年9月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変

電１グループ

51
西伊達変電所　１８７ｋＶ連変Ｂ

増設
地質調査 別途指示 2023年8月 2023年12月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変

電１グループ

52
東釧路変電所　１８７ｋＶ連変Ｂ

他取替
地質調査 別途指示 2023年9月 2023年11月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変

電１グループ

53
東釧路変電所　１８７ｋＶ連変Ｂ

他取替
基礎設計 別途指示 2023年12月 2024年4月 工務部（変電）

基幹系工事センター　変

電１グループ

【工務部（用地）】

54

滝の上線（西～滝）新滝の上変電

所引込ルート変更に伴う立木伐採

委託（施工管理）

作業管理、施工管理 別途指示 2023年9月 2023年12月 工務部（用地）
道北統括支店　電力部

用地グループ

55

滝の上線（西～滝）新滝の上変電

所引込ルート変更に伴う立木伐採

委託（立木伐採作業）

伐倒、幼齢木伐倒、除去、搬出 別途指示 2023年9月 2023年12月 工務部（用地）
道北統括支店　電力部

用地グループ

56
（仮称）都開閉所新設　立木伐採

（施工管理）
施工管理、安全管理、成果検査 別途指示 2023年10月 2023年12月 工務部（用地）

道央統括支店　電力部

用地グループ

57
（仮称）都開閉所新設　立木伐採

（伐採作業）
伐採作業 別途指示 2023年10月 2023年12月 工務部（用地）

道央統括支店　電力部

用地グループ

58
（仮称）都線新設　立木伐採（施

工管理）
施工管理、安全管理、成果検査 別途指示 2023年10月 2023年12月 工務部（用地）

道央統括支店　電力部

用地グループ

59
（仮称）都線新設　立木伐採（伐

採作業）
伐採作業 別途指示 2023年10月 2023年12月 工務部（用地）

道央統括支店　電力部

用地グループ

60
（仮称）新昆布支線新設に伴う用

地測量（施工管理）
施工管理、安全管理、成果検査 別途指示 2023年4月 2023年12月 工務部（用地）

道央統括支店　電力部

用地グループ

61
（仮称）新昆布支線新設に伴う用

地測量（測量作業）
測量作業 別途指示 2023年4月 2023年12月 工務部（用地）

道央統括支店　電力部

用地グループ

62
湖畔支線新設工事に伴う立木伐採

（１工区）【実作業】

準備工・伐倒・伐倒（危険木）・

清掃笹草刈り・集材・積込・搬出

等

別途指示 2023年5月 2023年12月 工務部（用地）
道東統括支店　電力部

用地グループ

63
湖畔支線新設工事に伴う立木伐採

（１工区）【施工管理】

準備工・施工管理・安全管理・成

果検査等
別途指示 2023年5月 2023年12月 工務部（用地）

道東統括支店　電力部

用地グループ

64
湖畔支線新設工事に伴う立木伐採

（２工区）【実作業】

準備工・伐倒・伐倒（危険木）・

清掃笹草刈り・集材・積込・搬出

等

別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（用地）
道東統括支店　電力部

用地グループ

65
湖畔支線新設工事に伴う立木伐採

（２工区）【施工管理】

準備工・施工管理・安全管理・成

果検査等
別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（用地）

道東統括支店　電力部

用地グループ
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66

室蘭東幹線再設2期（№148～158

号間）に伴う立木伐採【施工管

理】

施工管理・安全管理・成果検査 別途指示 2023年8月 2023年10月 工務部（用地）
道央南統括支店　電力部

用地グループ

67

室蘭東幹線再設2期（№148～158

号間）に伴う立木伐採【立木伐採

作業】

伐倒・幼令木伐倒・除去・集材・

積込・搬出・処分
別途指示 2023年8月 2023年10月 工務部（用地）

道央南統括支店　電力部

用地グループ

68

室蘭東幹線再設2期（№158～163

号間）に伴う立木伐採【施工管

理】

施工管理・安全管理・成果検査 別途指示 2023年4月 2024年6月 工務部（用地）
道央南統括支店　電力部

用地グループ

69

室蘭東幹線再設2期（№158～163

号間）に伴う立木伐採【立木伐採

作業】

伐倒・幼令木伐倒・除去 別途指示 2023年4月 2024年6月 工務部（用地）
道央南統括支店　電力部

用地グループ

70
北斗今別直流幹線増強工事に伴う

区域測量（施工管理：北海道側）
施行管理・安全管理・成果検査 別途指示 2023年5月 2023年12月 工務部（用地）

基幹系工事センター　用

地グループ

71
北斗今別直流幹線増強工事に伴う

区域測量（測量作業：北海道側）
測量作業 別途指示 2023年5月 2023年12月 工務部（用地）

基幹系工事センター　用

地グループ

72
北斗今別直流幹線増強工事に伴う

立木伐採（施工管理：北海道側）
施行管理・安全管理・成果検査 別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（用地）

基幹系工事センター　用

地グループ

73
北斗今別直流幹線増強工事に伴う

立木伐採（伐採作業：北海道側）
伐採作業 別途指示 2023年6月 2023年12月 工務部（用地）

基幹系工事センター　用

地グループ

【情報通信技術部】

74
系統運用自動化ＩＰネットワーク

設備保守業務委託

系統自動化ＮＷ装置ハードウェ

ア、ソフトウェア保守業務委託
別途指示 2024年4月 2025年3月 情報通信技術部 中央情報通信所

75
通信ケーブル要請移設工事等関連

業務

通信ケーブル要請工事受付対応お

よび管理データ修正
別途指示 2024年4月 2025年3月 情報通信技術部 中央情報通信所

【流通総務部】

76 総務・福利厚生業務委託
宿舎入退去、宿舎使用料算定他総

務管財業務および福利厚生業務
本店社屋・別館ビル 2024年4月 2025年3月 流通総務部 総務グループ

77
苫小牧支店電力部従業員通勤バス

運行業務委託

苫小牧支店電力部従業員の通勤バ

ス運行業務

苫小牧支店電力部～ 苫

小牧市内
2024年4月 2025年3月 流通総務部 総務グループ

78 計測器受払管理業務

検定完了済の新品計器の受入検

収、修理調整・試験および検定完

了済の計器類の受入検収、受入検

収後の保管管理業務ほか

別途指示 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

79 貯蔵品運送委託
貯蔵品の購入・移管・撤去に関す

る運送ほか
別途指示 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

80 配電工事用社給中資材運送委託

社給中資材および撤去された貯蔵

品および社給中資材の返納品に関

する運送ほか

別途指示 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

81 屑がいし処理業務 破砕処理 受注先 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

82 屑ｺﾝｸﾘｰﾄ柱収集運搬業務 産業廃棄物収集運搬 電柱置場～指定処理先 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

83 屑ｺﾝｸﾘｰﾄ柱収集運搬業務 産業廃棄物収集運搬 電柱置場～指定処理先 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

84 屑ｺﾝｸﾘｰﾄ柱処理業務 破砕処理 受注先 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

85 屑ｺﾝｸﾘｰﾄ柱処理業務 破砕処理 受注先 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

86 資材受払管理業務

配電用資材および工務用資材の受

払、修理変圧器の受払、不用品の

受払、端末機ﾃﾞｰﾀ処理ほか

受注先 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

87
撤去柱上変圧器受入および微量

PCB保管管理業務

保管管理、抜油、PCB不含品出

荷、PCB含有品出荷業務ほか
苫小牧発電所 2024年4月 2025年3月 流通総務部 資材グループ

88
滝川テクニカルセンター管理運営

委託業務

管理運営、施設管理、衛生管理、

食堂運営

滝川テクニカルセン

ター
2024年4月 2025年3月 流通総務部 滝川テクニカルセンター

89
滝川テクニカルセンター緑化維持

業務委託

樹木剪定、冬囲い、芝生管理、草

刈り、薬剤散布など

滝川テクニカルセン

ター
2024年4月 2024年11月 流通総務部 滝川テクニカルセンター


