
東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力リニューアブルパワー分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【水力設備他】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

1 購買 水力土木 各（発）　ＩＴＶ設置工事 新設・購入 2022/05 2023/06/14 2023/09/20 1 式 福島県会津若松市 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
2 購買 水力土木 日橋川発電所　水槽除塵機コンベア設置 新設・購入 2022/04 2023/06/14 2023/08/20 1 式 福島県会津若松市 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
3 購買 水力土木 高瀬川第一発電所　取水口塵芥運搬装置設置工事 新設・購入 2022/08 2022/10/01 2022/11/25 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
4 購買 水力土木 早川第一発電所　沈砂池予備電源装置設置工事 新設・購入 2022/04 2023/01/10 2023/03/24 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
5 購買 水力土木 塩原（発）蛇尾川ダム浸水防止扉設置 新設・購入 2023/02 2023/08/01 2023/10/20 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
6 購買 水力土木 駒橋発電所土砂災害　自動断水装置設置工事 新設・購入 2022/06 2022/10/05 2023/01/28 1 式 山梨県都留市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
7 購買 水力土木 新高瀬川発電所　ＩＴＶ設置工事 新設・購入 2022/06 2022/08/01 2022/12/09 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
8 購買 水力土木 千曲川系　各所自動盤スイッチング取替 改造・取替 2022/10 2022/12/07 2023/03/23 1 式 長野県小海町、小諸市 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
9 購買 水力土木 沼田事業所　各所取水口等情報伝送装置改良 改造・取替 2022/07 2022/10/01 2023/02/28 1 式 群馬県沼田市ほか 据付渡 一括検収 沼田事業所
土木保守Ｇ

10 購買 水力土木 猪苗代第二発電所　水圧鉄管下部ドレーンバルブ取替 改造・取替 2022/05 2023/10/03 2023/12/23 1 式 福島県会津若松市 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
11 購買 水力土木 島川原発電所本取水口制水門巻上機取替他１件 改造・取替 2022/07 2022/11/10 2023/03/03 1 式 長野県小諸市 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
12 購買 水力土木 猪苗代事業所管内　監視制御装置改良（２０２２年度分） 改造・取替 2022/04 2022/06/14 2023/03/18 1 式 福島県会津若松市
福島県喜多方市 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
13 購買 水力土木 切明発電所　高橋橋吊り橋取替ならびに関連除却 改造・取替 2022/05 2022/10/03 2022/12/16 1 式 長野県栄村 据付渡 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
14 購買 水力土木 切明他３発電所　ＩＴＶ増設工事 改造・取替 2022/06 2022/11/07 2022/12/16 1 式 長野県栄村（切明）ほか 据付渡 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
15 購買 水力土木 落合発電所
放水路湖面フロート取替工事並びに関連除却工事 改造・取替 2022/10 2022/12/15 2023/03/10 1 式 神奈川県山北町 据付渡 一括検収 松田事業所
土木保守Ｇ
16 購買 水力土木 佐久発電所　水圧鉄管ドレーンバルブ取替工事 改造・取替 2022/05 2023/01/10 2023/03/24 1 式 群馬県渋川市 据付渡 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
17 購買 水力土木 山崎発電所
沈砂池排砂門巻上機取替工事並びに関連除却工事 改造・取替 2022/10 2022/12/15 2023/03/10 1 式 神奈川県箱根町 据付渡 一括検収 松田事業所
土木保守Ｇ
18 購買 水力土木 千曲川系　各所水槽除塵機遠制化工事 改造・取替 2022/08 2022/10/07 2023/03/23 1 式 長野県小海町・東御市 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
19 購買 水力土木 新高瀬川発電所　各種計測機器取替工事 改造・取替 2022/08 2022/10/01 2022/11/25 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
20 購買 水力土木 上牧発電所　小森ダム漏水量計取替 改造・取替 2022/04 2022/07/01 2022/10/31 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 据付渡 一括検収 沼田事業所
土木保守Ｇ
21 購買 水力土木 土村第三発電所相木川取水口導水路流量計取替他１件 改造・取替 2022/07 2022/11/11 2023/03/16 1 式 長野県小海町 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
22 購買 水力土木 沼田事業所　ダム放流警報装置改良 改造・取替 2022/05 2023/10/01 2024/02/28 1 式 群馬県沼田市および利根郡片品村 据付渡 一括検収 沼田事業所
土木保守Ｇ
23 購買 水力土木 早川第一発電所　取水ダム排砂ゲートおよび維持放流ゲート操作盤改良工事 改造・取替 2022/10 2023/01/10 2023/03/24 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
24 購買 水力土木 小田切発電所　取水口制水門巻上機取替ならびに関連除却 改造・取替 2023/02 2023/10/01 2024/03/15 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
25 購買 水力土木 水殿発電所　洪水吐門開度発信機増設工事 改造・取替 2022/06 2022/12/01 2023/03/28 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
26 購買 水力土木 水殿発電所　洪水吐予備電源装置改良工事 改造・取替 2022/10 2023/09/01 2023/12/21 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
27 購買 水力土木 安曇発電所　洪水吐予備電源装置改良工事 改造・取替 2022/10 2023/09/01 2023/12/21 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
28 購買 水力土木 霞沢発電所　水槽除塵機改良工事並びに関連除却 改造・取替 2022/04 2022/10/01 2022/11/30 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
29 購買 水力土木 霞沢発電所　大正池予備電源装置取替工事並びに関連除却 改造・取替 2022/10 2023/10/01 2023/11/30 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
30 購買 水力土木 穂積発電所取水口制水門巻上機取替他１件 改造・取替 2022/08 2022/10/14 2023/02/27 1 式 長野県小海町 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
31 購買 水力土木 八ッ沢発電所取水口制水ゲート巻上機改良工事並びに関連除却 改造・取替 2022/07 2022/11/04 2023/02/27 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
32 購買 水力土木 葛野川発電所各所ダム水位計増設工事 改造・取替 2022/11 2023/02/15 2023/05/20 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
33 購買 水力土木 鬼怒川発電所黒部ダム取水口除塵機・スクリーン取替 改造・取替 2022/04 2022/05/27 2023/01/23 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
土木保守Ｇ
34 購買 水力土木 秋元発電所　取水口フロート取替並びに関連除却 改造・取替 2022/09 2023/11/01 2023/12/23 1 式 福島県 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
35 購買 水力土木 所野第三発電所取水口制水門取替他１件 改造・取替 2022/07 2022/11/01 2023/05/01 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
土木保守Ｇ
36 購買 水力土木 早川第一発電所　沈砂池１３号排砂ゲート遠方制御化工事 改造・取替 2022/10 2023/01/10 2023/03/24 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
37 購買 水力土木 箒川発電所箒川ダム洪水吐他巻上機改良工事 改造・取替 2022/08 2022/10/01 2022/11/10 1 式 栃木県那須塩原市 据付渡 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
38 購買 水力土木 甲府事業所　早川水系ＩＴＶ監視装置機能改良（ページング機能追加） 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2022/12/23 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
39 購買 水力土木 松留発電所余水路警報装置改良工事 改造・取替 2022/07 2022/10/25 2023/02/15 1 式 山梨県上野原市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
40 購買 水力土木 塩原発電所蛇尾川ダム洪水吐巻上機改良工事 改造・取替 2022/08 2022/10/01 2022/11/10 1 式 栃木県那須塩原市 据付渡 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
41 購買 水力土木 鬼怒川発電所他操作盤取替工事 改造・取替 2022/05 2022/10/03 2023/03/17 1 式 栃木県日光市　他 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
土木保守Ｇ
42 購買 水力土木 蛇尾川（発）大蛇尾川取水口制水門改造 改造・取替 2022/09 2022/11/01 2022/12/10 1 式 栃木県那須塩原市 据付渡 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
43 購買 水力土木 那須野事業所ダム計測設備取替 改造・取替 2022/05 2022/10/01 2022/12/20 1 式 栃木県那須塩原市 据付渡 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
44 購買 水力土木 柏尾発電所取水ダム排砂門巻上機取替工事並びに関連除却 改造・取替 2022/07 2022/11/01 2023/02/27 1 式 山梨県甲州市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
45 購買 水力土木 葛野川発電所各所地震計取替工事並びに関連除却 改造・取替 2022/10 2023/02/01 2023/03/15 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
46 購買 水力土木 葛野川発電所気象観測装置修繕工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/11/25 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
47 購買 水力土木 生坂発電所　網場ワイヤーロープ他修理 修理 2022/09 2023/01/11 2023/02/22 1 式 長野県
東筑摩郡生坂村 据付渡 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
48 購買 水力土木 高瀬川第一発電所　導水路排砂門スピンドル修理 修理 2022/06 2022/08/22 2022/12/16 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
49 購買 水力土木 犀川系　各所バッテリー修理 修理 2022/08 2022/11/20 2022/12/15 1 式 長野県長野市
東筑摩郡生坂村 据付渡 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
50 購買 水力土木 生坂発電所　洪水吐門修理 修理 2022/09 2022/12/07 2023/03/08 1 式 長野県
東筑摩郡生坂村 据付渡 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
51 購買 水力土木 信濃川事業所管内　ダム管理制御システム自動盤ＰＬＣ修繕 修理 2022/06 2022/11/07 2023/03/20 1 式 新潟県津南町 据付渡 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
52 購買 水力土木 笹平発電所　洪水吐門修理 修理 2022/08 2022/11/16 2023/02/22 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
53 購買 水力土木 八汐ダム管理所給水装置補修 修理 2022/06 2022/10/01 2022/11/30 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
54 購買 水力土木 海瀬発電所余水路パッキン修繕工事 修理 2022/08 2022/10/13 2022/12/22 1 式 長野県小海町 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
55 購買 水力土木 田代川第二発電所　取水ダム維持放流ゲート修理 修理 2022/07 2022/10/07 2022/12/23 1 式 静岡県静岡市葵区大字田代 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
56 購買 水力土木 早川第三発電所　１号放水路２０号制水ゲート修繕工事 修理 2022/04 2022/07/11 2022/09/30 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
57 購買 水力土木 芦安発電所　沈砂池排砂ゲート修理 修理 2022/08 2022/11/01 2023/01/31 1 式 山梨県南アルプス市 据付渡 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
58 購買 水力土木 信濃川発電所　２号鉄管制水弁弁体水密部補修 修理 2022/06 2022/10/20 2022/12/09 1 式 新潟県津南町 据付渡 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
59 購買 水力土木 塩川発電所水槽除塵機修理 修理 2022/08 2022/09/21 2023/03/02 1 式 長野県東御市 据付渡 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
60 購買 水力土木 猪苗代第一発電所　布藤１・２号ポンプ修理 修理 2022/04 2022/09/01 2022/12/23 1 式 布藤ポンプ場 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
61 購買 水力発電 駒橋発電所　６６ｋＶ屋外鉄構購入 新設・購入 2022/10 2023/07/07 2023/07/07 1 式 山梨県大月市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

62 購買 水力発電 西窪発電所　制御用ケーブル購入 新設・購入 2022/12 2023/06/01 2023/06/01 1 式 群馬県吾妻郡嬬恋村 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

63 購買 水力発電 大津発電所　６ｋＶ発電機キュービクル 新設・購入 2023/02 2024/01/16 2024/01/16 1 式 群馬県吾妻郡長野原町 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

64 購買 水力発電 原町発電所　１１／６６ｋＶ主要変圧器 新設・購入 2022/04 2023/10/23 2023/10/23 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

65 購買 水力発電 原町発電所　６６ｋＶガス遮断器 新設・購入 2022/06 2023/10/01 2023/10/01 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

66 購買 水力発電 原町発電所　６６ｋＶ断路器 新設・購入 2022/07 2023/10/01 2023/10/01 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

67 購買 水力発電 原町発電所　６６ｋＶ計器用変圧変流器 新設・購入 2022/10 2023/10/12 2023/10/12 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

68 購買 水力発電 土村第三発電所　所内ＡＣ・ＤＣ分電盤 新設・購入 2023/03 2024/04/03 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海４３３９－１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

69 購買 水力発電 駒橋発電所　２号天井クレーン購入 新設・購入 2022/07 2023/11/01 2023/12/25 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

70 購買 水力発電 西窪発電所　６６ｋＶガス遮断器購入 新設・購入 2022/06 2023/05/01 2023/10/01 1 式 群馬県吾妻郡嬬恋村 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

71 購買 水力発電 駒橋発電所　電力ケーブル購入 新設・購入 2022/12 2023/08/21 2023/08/21 1 式 山梨県大月市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G
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【水力設備他】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

72 購買 水力発電 駒橋発電所　制御ケーブル購入 新設・購入 2022/12 2023/06/01 2023/06/01 1 式 山梨県大月市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

73 購買 水力発電 内山発電所　水力発電所用キュービクル購入 新設・購入 2022/12 2024/06/01 2024/06/01 1 式 神奈川県南足柄市内山春日山１‐１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

74 購買 水力発電 内山発電所　自動定電圧充電装置購入 新設・購入 2023/03 2024/06/01 2024/06/01 1 式 神奈川県南足柄市内山春日山１‐１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

75 購買 水力発電 江草発電所　自動定電圧充電装置購入 新設・購入 2022/06 2023/07/04 2023/07/04 1 式 山梨県北杜市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

76 購買 水力発電 土村第三発電所　水車発電機制御装置 新設・購入 2023/02 2024/04/10 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海４３３９－１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

77 購買 水力発電 安曇発電所２号補機コントロールセンター購入 新設・購入 2022/09 2023/05/15 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
78 購買 水力発電 原町発電所　１１ｋＶ計器用変圧変流器 新設・購入 2022/10 2023/10/02 2023/10/02 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

79 購買 水力発電 安曇発電所計量器設置（ＰＧ依頼） 新設・購入 2023/02 2023/10/23 2023/12/25 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
80 購買 水力発電 所野第一発電所　天井クレーン購入 新設・購入 2022/04 2023/10/02 2023/12/20 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第一Ｇ

81 購買 水力発電 水殿発電所所内保護継電器盤購入 新設・購入 2022/10 2023/11/06 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
82 購買 水力発電 安曇発電所１号水車修理部品購入 新設・購入 2022/10 2023/12/04 2024/09/04 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
83 購買 水力発電 水殿発電所１号主要変圧器高圧電気絶縁油 新設・購入 2022/11 2023/04/19 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
84 購買 水力発電 安曇発電所６号主要変圧器高圧電気絶縁油 新設・購入 2022/12 2023/05/30 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
85 購買 水力発電 竜島発電所１５４ｋＶ計器用変圧器（母線用） 新設・購入 2023/02 2024/04/15 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
86 購買 水力発電 竜島発電所１５４ｋＶガス遮断器（Ｏ１２））購入 新設・購入 2023/02 2024/04/02 2024/05/22 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
87 購買 水力発電 西窪発電所　２２ｋＶ電力ケーブル購入 新設・購入 2022/12 2023/08/01 2023/08/01 1 式 群馬県吾妻郡嬬恋村 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

88 購買 水力発電 竜島発電所６ｋＶ真空遮断器（Ｏ３９１） 新設・購入 2023/02 2024/04/01 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
89 購買 水力発電 西窪発電所　６６ｋＶ断路器購入 新設・購入 2022/07 2023/05/01 2023/05/01 1 式 群馬県吾妻郡嬬恋村 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

90 購買 水力発電 箕輪発電所　２号調速機ほか購入 新設・購入 2022/06 2023/10/30 2024/02/28 1 式 長野県南佐久郡小海町 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
91 購買 水力発電 箕輪発電所　２号励磁装置購入 新設・購入 2022/06 2023/10/30 2024/02/28 1 式 長野県南佐久郡小海町 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
92 購買 水力発電 塩川発電所　取引用ＶＣＴ購入 新設・購入 2022/06 2024/01/24 1 式 長野県南佐久郡小海町 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
93 購買 水力発電 島川原発電所　１号フランシス水車ランナ購入 新設・購入 2022/09 2025/04/18 1 式 長野県東御市 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
94 購買 水力発電 島川原発電所　１号水車上カバー購入 新設・購入 2022/09 2025/04/18 1 式 長野県東御市 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
95 購買 水力発電 島川原発電所　２号水車発電機点検修理部品購入 新設・購入 2022/12 2024/05/21 1 式 長野県東御市 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
96 購買 水力発電 土村第三発電所　６ｋＶキュービクル 新設・購入 2023/02 2024/03/13 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海４３３９－１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

97 購買 水力発電 竜島発電所６６ｋＶ断路器購入 新設・購入 2023/02 2024/04/01 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
98 購買 水力発電 小田切発電所　自動定電圧充電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/06 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

99 購買 水力発電 平発電所　蓄電池 新設・購入 2022/04 2022/12/11 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

100 購買 水力発電 小田切発電所　共通制御装置 新設・購入 2022/05 2023/03/01 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

101 購買 水力発電 小田切発電所　６００Ｖ　ＣＶＶ－Ｓ、ＣＶケーブル 新設・購入 2022/07 2023/02/01 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

102 購買 水力発電 小田切発電所　電力ケーブル 新設・購入 2022/08 2023/03/01 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

103 購買 水力発電 小田切発電所　１１ｋＶ　キュービクル 新設・購入 2022/04 2023/05/08 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

104 購買 水力発電 小田切発電所　１５４ｋＶ断路器 新設・購入 2022/04 2023/05/01 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

105 購買 水力発電 土村第三発電所　　単独運転検出装置 新設・購入 2023/03 2024/04/10 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海４３３９－１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

106 購買 水力発電 小田切発電所　屋外機器架台 新設・購入 2022/10 2023/04/06 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

107 購買 水力発電 平発電所　ＣＶＶ－Ｓケーブル 新設・購入 2022/04 2022/10/21 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

108 購買 水力発電 小田切発電所　蓄電池 新設・購入 2022/08 2023/04/06 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

109 購買 水力発電 小田切発電所　所内ＡＣ・ＤＣ分電盤 新設・購入 2022/05 2023/05/01 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

110 購買 水力発電 犀川事業所　遠方監視制御装置新設 新設・購入 2023/03 2024/04/11 2024/04/11 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

111 購買 水力発電 生坂発電所　保護継電装置（ＩＥＤ） 新設・購入 2022/11 2024/01/08 1 式 長野県東筑摩郡生坂村 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

112 購買 水力発電 所野第三発電所　６６ｋＶ主要変圧器購入 新設・購入 2023/01 2024/05/20 2024/05/23 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第一Ｇ

113 購買 水力発電 所野第一発電所　６６ｋＶ主要変圧器購入 新設・購入 2023/01 2025/02/03 2025/02/05 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第一Ｇ

114 購買 水力発電 所野第一発電所　６６ｋＶ電力ケーブル及び付属品購入 新設・購入 2023/01 2025/01/27 2025/01/31 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第一Ｇ

115 購買 水力発電 小田切発電所　１５４ｋＶ計器用変圧器 新設・購入 2022/04 2023/05/01 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

116 購買 水力発電 箕輪発電所　　自動定電圧充電装置 新設・購入 2022/09 2023/12/19 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

117 購買 水力発電 土村第三発電所　　自動定電圧充電装置 新設・購入 2023/01 2024/04/03 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海４３３９－１ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

118 購買 水力発電 箕輪発電所　水車発電機制御装置ほか 新設・購入 2022/10 2023/11/29 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

119 購買 水力発電 箕輪発電所　保護継電装置（ＩＥＤ） 新設・購入 2022/06 2023/06/23 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

120 購買 水力発電 箕輪発電所　主要変圧器 新設・購入 2022/10 2023/11/22 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

121 購買 水力発電 箕輪発電所　６６ｋＶガス遮断器 新設・購入 2022/06 2023/11/21 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

122 購買 水力発電 箕輪発電所　６６ｋＶ断路器・接地断路器 新設・購入 2022/11 2023/11/20 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

123 購買 水力発電 箕輪発電所　６６ｋＶ接地形計器用変圧器 新設・購入 2022/07 2023/11/20 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

124 購買 水力発電 平発電所　自動定電圧充電装置 新設・購入 2022/04 2022/12/11 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

125 購買 水力発電 箕輪発電所　３ｋＶキュービクル・発電機中性点キュービクル 新設・購入 2022/11 2023/12/19 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

126 購買 水力発電 平発電所　電力ケーブル 新設・購入 2022/04 2022/10/24 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

127 購買 水力発電 沢渡発電所　保護継電装置（ＩＥＤ） 新設・購入 2022/04 2022/12/01 1 式 長野県松本市安曇 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

128 購買 水力発電 沢渡発電所　６ｋＶ遮水層付きＣＶケーブル 新設・購入 2022/07 2023/03/01 1 式 長野県松本市安曇 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

129 購買 水力発電 沢渡発電所　６００Ｖ　ＣＶＶ－Ｓ、ＣＶケーブル 新設・購入 2022/07 2023/02/01 1 式 長野県松本市安曇 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

130 購買 水力発電 沢渡発電所　６００Ｖ　ＣＶＶ－Ｓ、ＣＶケーブル 新設・購入 2022/10 2023/05/01 1 式 長野県松本市安曇 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

131 購買 水力発電 沢渡発電所　自動定電圧充電装置 新設・購入 2022/04 2023/02/01 1 式 長野県松本市安曇 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

132 購買 水力発電 平発電所　電気設備諸材料 新設・購入 2022/04 2022/11/07 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

133 購買 水力発電 竜島発電所水車修理部品購入 新設・購入 2022/08 2023/10/10 2024/05/17 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
134 購買 水力発電 箕輪発電所　所内ＡＣ・ＤＣ分電盤 新設・購入 2022/12 2023/12/19 1 式 長野県南佐久郡小海町大字小海字山の神中３５００－２ 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

135 購買 水力発電 神流川発電所　共通運転制御装置他購入 新設・購入 2022/07 2024/01/15 2024/08/25 1 式 群馬県上野村 持込渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
136 購買 水力発電 黒川発電所　遠方監視制御装置購入 新設・購入 2022/07 2024/10/01 2024/10/01 1 式 栃木県那須郡那須町 据付渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
137 購買 水力発電 沢名川発電所　遠方監視制御装置購入 新設・購入 2022/09 2024/12/02 2024/12/02 1 式 栃木県那須塩原市 持込渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
138 購買 水力発電 黒川発電所　定電圧自動浮動充電装置購入 新設・購入 2023/03 2024/10/01 2024/10/01 1 式 栃木県那須郡那須町 持込渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
139 購買 水力発電 黒川発電所　各種配電盤購入 新設・購入 2023/03 2024/10/01 2024/10/01 1 式 栃木県那須郡那須町 持込渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
140 購買 水力発電 里見発電所　単独運転検出装置 新設・購入 2022/04 2023/03/06 2023/03/22 1 式 群馬県高崎市 持込渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
141 購買 水力発電 佐久発電所　４号発電機排気ダンパー修理部品 新設・購入 2022/05 2023/02/01 2023/02/01 1 式 群馬県渋川市北橘町 持込渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
142 購買 水力発電 山北発電所　６６ｋＶ計器用変圧器購入 新設・購入 2022/04 2023/01/23 1 式 神奈川県足柄上郡山北町前安戸３３６１‐１ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
143 購買 水力発電 羽根尾発電所　　主要変圧器 新設・購入 2022/10 2023/11/01 2023/12/27 1 式 群馬県吾妻郡長野原町 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
144 購買 水力発電 蛇尾川発電所　励磁制御盤購入 新設・購入 2022/06 2023/11/01 2023/12/10 1 式 栃木県那須塩原市 持込渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
145 購買 水力発電 神流川発電所　１号ＡＶＲ盤購入 新設・購入 2022/07 2024/01/15 2024/08/25 1 式 群馬県上野村 持込渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
146 購買 水力発電 佐久発電所　遠方監視制御装置購入 新設・購入 2022/07 2024/01/23 2024/03/08 1 式 群馬県渋川市北橘町 持込渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
147 購買 水力発電 矢木沢発電所　１号補機精密点検部品購入 新設・購入 2022/10 2023/10/19 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 持込渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
148 購買 水力発電 玉原発電所　１４ＧＣＴ購入 新設・購入 2022/10 2023/10/30 2023/10/30 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 持込渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
149 購買 水力発電 玉原発電所　４号ポンプ水車修理部品購入 新設・購入 2022/04 2023/11/03 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 持込渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
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【水力設備他】
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150 購買 水力発電 玉原発電所　４号発電電動機修理部品購入 新設・購入 2022/04 2023/11/03 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 持込渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
151 購買 水力発電 水殿発電所６ｋＶ受電用遮断器キュービクル購入 新設・購入 2022/10 2023/10/23 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
152 購買 水力発電 今井発電所　機器監視装置設置（Ｓ４） 新設・購入 2022/08 2022/10/03 2023/01/25 1 式 群馬県吾妻郡嬬恋村 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
153 購買 水力発電 今市発電所　１号調速機制御装置購入 新設・購入 2022/06 2023/12/11 2024/04/16 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
154 購買 水力発電 中岩発電所　１号水車精密点検部品 新設・購入 2022/10 2023/11/28 2024/04/12 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
155 購買 水力発電 今市発電所　２号入口弁精密点検部品 新設・購入 2022/10 2023/11/28 2024/04/12 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
156 購買 水力発電 鬼怒川発電所　油水分離装置濾材購入 新設・購入 2022/04 2022/09/20 2022/09/25 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
157 購買 水力発電 赤沢発電所　遠方監視制御装置購入 新設・購入 2022/05 2023/06/19 2023/06/19 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
158 購買 水力発電 中岩発電所　１号配電盤購入 新設・購入 2022/11 2024/01/29 2024/04/23 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
159 購買 水力発電 中岩発電所　１号自動電圧調整装置購入 新設・購入 2022/08 2024/01/29 2024/04/23 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
160 購買 水力発電 中岩発電所　１号調速機制御装置購入 新設・購入 2022/08 2024/01/29 2024/04/23 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
161 購買 水力発電 黒川発電所　入口弁購入 新設・購入 2022/07 2024/10/01 2025/01/29 1 式 栃木県那須郡那須町 据付渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
162 購買 水力発電 今市発電所　１号自動電圧調整装置購入 新設・購入 2022/06 2023/12/11 2024/04/16 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
163 購買 水力発電 黒川発電所　調速機購入 新設・購入 2022/07 2024/10/01 2025/01/29 1 式 栃木県那須郡那須町 据付渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
164 購買 水力発電 川俣発電所　調速機制御装置購入 新設・購入 2022/05 2024/01/01 2024/03/31 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
165 購買 水力発電 川俣発電所　保護継電器盤購入 新設・購入 2022/05 2024/01/01 2024/03/31 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
166 購買 水力発電 川俣発電所　自動電圧調整装置購入 新設・購入 2022/05 2024/01/01 2024/03/31 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
167 購買 水力発電 中岩発電所　主要変圧器（６６ｋＶ／１１ｋＶ　１０，０００ＭＶＡ） 新設・購入 2022/11 2024/01/15 2024/03/15 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
168 購買 水力発電 中岩発電所　６６ｋＶガス遮断器 新設・購入 2022/11 2024/01/15 2024/03/15 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
169 購買 水力発電 中岩発電所　取水口自動オイルフェンス設置 新設・購入 2022/11 2023/05/01 2023/09/30 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
170 購買 水力発電 三枚橋発電所　１．２号調速機・励磁制御盤購入 新設・購入 2022/12 2023/12/12 1 式 神奈川県足柄下郡箱根町湯本字前田１７０‐３ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
171 購買 水力発電 今市発電所　１号Ｇ／Ｍ保護盤購入 新設・購入 2022/07 2023/12/11 2024/04/16 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
172 購買 水力発電 水内発電所　１５４ｋＶアルミパイプ母線ほか購入 新設・購入 2022/12 2023/11/12 2023/11/30 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
173 購買 水力発電 新高瀬川発電所　　１号入口弁上流シート切替弁購入 新設・購入 2023/03 2023/10/05 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
174 購買 水力発電 中の沢発電所　七倉ダム管理所受電Ｃｕｂ 新設・購入 2022/05 2023/10/30 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
175 購買 水力発電 新高瀬川発電所　２号機シーケンスコントローラ 新設・購入 2023/01 2024/08/27 2025/02/20 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
176 購買 水力発電 中の沢発電所　１５４ｋＶ取引用計量器購入 新設・購入 2022/10 2023/10/17 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
177 購買 水力発電 中の沢発電所　２２ｋＶ取引用計量器購入 新設・購入 2022/10 2023/10/17 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
178 購買 水力発電 中の沢発電所　高瀬川第五線キュービクル　購入 新設・購入 2022/08 2023/10/17 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
179 購買 水力発電 生土発電所　６６ｋＶ計器用変圧器購入 新設・購入 2022/04 2023/01/23 1 式 静岡県駿東郡小山町生土５３４‐１ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
180 購買 水力発電 水内発電所　１１ｋＶ　ＣＶケーブル購入 新設・購入 2023/02 2023/09/15 2023/09/15 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
181 購買 水力発電 丸守発電所
　１号主弁パッキン購入 新設・購入 2023/01 2024/02/14 1 式 福島県郡山市 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
182 購買 水力発電 水内発電所　制御ケーブル購入 新設・購入 2023/02 2023/09/15 2023/09/15 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
183 購買 水力発電 水内発電所　１１ｋＶ屋外キュービクル購入 新設・購入 2022/07 2023/09/11 2023/11/08 1 式 長野県長野市 持込渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
184 購買 水力発電 水内発電所　放水庭水位計ほか購入 新設・購入 2022/06 2023/12/12 2024/02/20 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
185 購買 水力発電 平発電所　取水庭水位計ほか購入 新設・購入 2022/10 2024/05/07 2024/08/02 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
186 購買 水力発電 稲核発電所水車発電機水車修理部品購入 新設・購入 2022/04 2023/03/22 2023/04/27 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
187 購買 水力発電 湯川発電所充電器盤購入 新設・購入 2022/05 2023/04/10 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
188 購買 水力発電 水殿発電所２号主要変圧器高圧電気絶縁油 新設・購入 2022/06 2022/11/22 1 式 長野県松本市 持込渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
189 購買 水力発電 小田切発電所　予備電源装置購入 新設・購入 2022/04 2023/06/10 2023/08/04 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
190 購買 水力発電 小野川発電所
　遠方監視制御装置購入 新設・購入 2022/05 2023/10/03 1 式 福島県耶麻郡
北塩原村 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
191 購買 水力発電 須川発電所　１．２号調速機・励磁制御盤購入 新設・購入 2022/10 2023/10/16 1 式 静岡県駿東郡小山町菅沼１１２７－６ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
192 購買 水力発電 生土発電所給水ストレーナ購入 新設・購入 2022/06 2023/01/10 2023/03/08 1 式 静岡県駿東郡小山町生土５３４‐１ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
193 購買 水力発電 初鹿野発電所　蓄電池購入 新設・購入 2022/05 2022/11/09 1 式 山梨県甲州市 持込渡 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
194 購買 水力発電 葛野川発電所１号揚水監視装置ユニット他購入 新設・購入 2022/04 2023/04/11 1 式 山梨県大月市 持込渡 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
195 購買 水力発電 早川第一発電所　５号ＩＣＴ装置購入 新設・購入 2022/06 2023/01/16 2023/03/10 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 持込渡 一括検収 甲府事業所
発電保守G
196 購買 水力発電 沼上発電所
　２号水車軸購入 新設・購入 2022/05 2023/02/20 1 式 福島県郡山市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
197 購買 水力発電 沼上発電所
　２号水車他精密点検部品購入 新設・購入 2022/05 2023/02/20 1 式 福島県郡山市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
198 購買 水力発電 新高瀬川発電所　　３号入口弁上流シート切替弁購入 新設・購入 2022/10 2023/04/10 1 式 長野県大町市 持込渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
199 購買 水力発電 丸守発電所
　６６ｋＶＧＣＢ購入 新設・購入 2022/09 2023/09/22 1 式 福島県郡山市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
200 購買 水力発電 猪苗代第四発電所
　１号水車他精密点検部品購入 新設・購入 2022/08 2024/01/15 1 式 福島県喜多方市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
201 購買 水力発電 沼ノ倉発電所
　遠方監視制御装置購入 新設・購入 2022/05 2023/10/03 1 式 福島県耶麻郡
猪苗代町 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
202 購買 水力発電 沼ノ倉発電所
　据置蓄電池充電用整流装置購入 新設・購入 2023/01 2023/10/05 1 式 福島県猪苗代町 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
203 購買 水力発電 猪苗代第二発電所
　１５４ｋＶ主要変圧器購入 新設・購入 2022/06 2023/11/30 1 式 福島県会津若松市 据付渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
204 購買 水力発電 猪苗代第二発電所
　１５４ｋＶ計器用変圧器購入 新設・購入 2022/06 2023/11/01 1 式 福島県会津若松市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
205 購買 水力発電 小石ヶ浜水門
　受電キュービクル購入 新設・購入 2022/11 2023/11/01 1 式 福島県会津若松市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
206 購買 水力発電 猪苗代事業所
　長瀬川集約用ＩＰ－ＴＣ購入 新設・購入 2022/04 2023/08/22 1 式 福島県会津若松市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
207 購買 水力発電 忍野発電所　自動定電圧充電装置購入 新設・購入 2022/11 2023/11/20 2023/11/20 1 式 山梨県忍野村 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

208 購買 水力発電 竹之内発電所
　６６ｋＶ接地形計器用変圧器購入 新設・購入 2022/10 2023/11/20 1 式 福島県郡山市 持込渡 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
209 購買 水力発電 江草発電所　制御ケーブル購入 新設・購入 2023/01 2023/07/05 2023/07/05 1 式 山梨県北杜市 持込渡 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

210 購買 水力発電 安曇発電所１号調速機取替・除却 改造・取替 2022/06 2023/12/04 2024/09/04 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
211 購買 水力発電 早川第三発電所　ＯＬＲ回路改修 改造・取替 2022/07 2023/02/01 2023/03/17 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
発電保守G
212 購買 水力発電 安曇発電所１号配電盤制御装置取替・除却 改造・取替 2022/06 2023/12/04 2024/09/16 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
213 購買 水力発電 早川第一発電所
１号調速機アキュームレータ蓄圧自動化 改造・取替 2022/06 2022/11/21 2022/12/19 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
発電保守G
214 購買 水力発電 高瀬川事業所ＣＶＣＦ取替 改造・取替 2022/11 2024/01/16 2024/03/13 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
215 購買 水力発電 新高瀬川発電所　２７５ｋＶＧＩＳ１号改造 改造・取替 2022/04 2023/09/13 2023/12/19 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
216 購買 水力発電 新高瀬川発電所　２７５ｋＶＧＩＳ２号改造 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/07/12 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
217 購買 水力発電 葛野川発電所　４号調相運転制御シーケンス改修 改造・取替 2022/04 2023/04/04 2023/05/29 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
218 購買 水力発電 安曇発電所１号励磁装置取替・除却 改造・取替 2022/06 2023/12/04 2024/09/16 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
219 購買 水力発電 早川第一発電所　ＨＢＶ遠制化 改造・取替 2022/07 2023/02/06 2023/03/17 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 据付渡 一括検収 甲府事業所
発電保守G
220 購買 水力発電 水殿発電所２号超音波流量計取替 改造・取替 2022/07 2023/06/10 2023/07/26 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
221 購買 水力発電 霞沢発電所遠方監視制御装置改造 改造・取替 2022/10 2024/07/04 2024/08/01 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
222 購買 水力発電 湯川発電所遠方監視制御装置改造 改造・取替 2022/10 2024/07/04 2024/08/01 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
223 購買 水力発電 安曇発電所１号超音波流量計取替 改造・取替 2022/12 2023/11/13 2023/12/26 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
224 購買 水力発電 島川原発電所　遠方監視制御装置改造 改造・取替 2022/09 2022/11/01 2022/12/06 1 式 長野県東御市 据付渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
225 購買 水力発電 土村第一発電所　遠方監視制御装置改造 改造・取替 2023/03 2023/05/01 2023/12/28 1 式 長野県南佐久郡小海町 据付渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
226 購買 水力発電 松本事業所ＣＶＣＦ取替・除却 改造・取替 2022/05 2023/05/15 2023/07/25 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
227 購買 水力発電 神流川発電所　５００ｋＶ　ＧＩＳ改造 改造・取替 2022/09 2024/02/14 2024/05/31 1 式 群馬県上野村 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
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228 購買 水力発電 今市発電所　２号相反転断路器取替 改造・取替 2022/10 2024/07/01 2024/09/30 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
229 購買 水力発電 今市発電所　２号並列用遮断器取替 改造・取替 2022/10 2024/07/01 2024/09/30 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
230 購買 水力発電 佐久発電所　圧縮空気発生装置取替ほか１件工事 改造・取替 2022/07 2023/02/01 2023/04/10 1 式 群馬県渋川市北橘町 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
231 購買 水力発電 鎌田発電所　現地自動化改造 改造・取替 2022/04 2022/10/03 2022/12/09 1 式 群馬県利根郡片品村 据付渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
232 購買 水力発電 神流川発電所　１号界磁遮断器５２Ｅ，５２ＩＥ取替ほか１件 改造・取替 2022/06 2022/11/08 2022/11/25 1 式 群馬県上野村 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
233 購買 水力発電 佐久発電所　共通シーケンサ他改造 改造・取替 2022/07 2024/01/23 2024/03/08 1 式 群馬県渋川市北橘町 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
234 購買 水力発電 栗山発電所　１号ランナ取替 改造・取替 2023/01 2024/10/01 2025/03/31 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
235 購買 水力発電 神流川発電所　所内ＶＣＢ取替ほか１件 改造・取替 2022/06 2022/11/17 2022/12/16 1 式 群馬県上野村 据付渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
236 購買 水力発電 箒川発電所　天井クレーン更新 改造・取替 2022/11 2024/05/01 2024/09/30 1 式 栃木県那須塩原市 据付渡 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
237 購買 水力発電 安曇発電所６号主要変圧器修理 修理 2022/06 2023/04/11 2023/07/13 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
238 購買 水力発電 今市発電所　１Ｂ低圧側ブッシング修理 修理 2022/07 2023/09/19 2023/11/01 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
239 購買 水力発電 島々谷発電所天井クレーン修理 修理 2022/08 2023/09/04 2023/09/25 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
240 購買 水力発電 安曇発電所５号調速機制御盤修理 修理 2022/11 2024/05/08 2024/06/20 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
241 購買 水力発電 安曇発電所３，４号自動同期装置ほか修理 修理 2022/04 2022/10/14 2023/01/13 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
242 購買 水力発電 鬼怒川発電所　１号冷却蛇管修理 修理 2022/06 2024/01/20 2024/03/20 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
243 購買 水力発電 鬼怒川発電所１号発電機コイル巻替修理 修理 2022/04 2023/10/10 2024/04/20 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
244 購買 水力発電 川俣発電所　調速機配圧弁修理 修理 2022/07 2024/01/08 2024/01/08 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
245 購買 水力発電 島川原発電所　２号水車ランナほか修理 修理 2022/12 2024/05/21 1 式 長野県東御市 持込渡 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
246 購買 水力発電 中津川第一発電所　電力システム改革に伴う発電電力量ＴＭ送信修理 修理 2022/04 2022/09/20 2022/12/13 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 据付渡 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
247 購買 水力発電 中津川第二発電所　電力システム改革に伴う発電電力量ＴＭ送信修理 修理 2022/04 2022/09/20 2022/12/13 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 据付渡 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
248 購買 水力発電 信濃川発電所　電力システム改革に伴う発電電力量ＴＭ送信修理 修理 2022/04 2022/09/20 2022/12/13 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 据付渡 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
249 購買 水力発電 今市発電所　２号自動弁修理 修理 2022/10 2023/11/28 2024/04/12 1 式 栃木県日光市 持込渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
250 購買 水力発電 鬼怒川発電所　２号埋設配管ライニング修理 修理 2022/05 2022/11/21 2023/02/15 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
251 購買 水力発電 玉原発電所　４号主要変圧器ブッシング修理 修理 2022/05 2024/01/08 2024/05/24 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 据付渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
252 購買 水力発電 玉原発電所　２号始動用変圧器ブッシング修理 修理 2022/05 2023/11/20 2024/03/15 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 据付渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
253 購買 水力発電 玉原発電所　３号励磁装置修理（４１，５２Ｅ，５２ＩＥ） 修理 2022/11 2023/11/03 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 持込渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
254 購買 水力発電 生土発電所２号水車部品工場持込修理 修理 2022/04 2023/01/19 2023/05/19 1 式 静岡県駿東郡小山町生土５３４‐１ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
255 購買 水力発電 三枚橋発電所１号水車備品工場持込修理 修理 2022/06 2023/12/12 2024/03/25 1 式 神奈川県足柄下郡箱根町湯本字前田１７０‐３ 持込渡 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
256 購買 水力発電 葛野川発電所　非常用電源装置点検修理 修理 2022/09 2023/10/10 2023/11/21 1 式 山梨県大月市 据付渡 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
257 購買 水力発電 安曇発電所６号調速機制御盤修理 修理 2022/05 2023/05/10 2023/06/27 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
258 購買 水力発電 神流川発電所　１号調速機盤修理 修理 2022/07 2024/01/15 2024/08/25 1 式 群馬県上野村 持込渡 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
259 購買 水力発電 今市発電所　２号相分離母線修理 修理 2022/10 2024/07/01 2024/09/30 1 式 栃木県日光市 据付渡 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
260 購買 水力発電 大町発電所　自動制御盤ほか修理 修理 2022/04 2023/11/13 2023/12/26 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
261 購買 水力発電 新高瀬川発電所　ＩＰ－ＴＣ修理（３号機） 修理 2022/04 2023/05/01 2023/07/13 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
262 購買 水力発電 小田切発電所　門型クレーン修理 修理 2022/04 2022/10/03 2022/11/26 1 式 長野県長野市 据付渡 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
263 購買 水力発電 玉原発電所　３号主要変圧器ブッシング修理 修理 2022/05 2023/09/18 2024/01/26 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 据付渡 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
264 購買 水力発電 稲核発電所調速機制御盤点検修理 修理 2022/04 2023/03/22 2023/05/26 1 式 長野県松本市 据付渡 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
265 購買 水力発電 新高瀬川発電所　ハロン用操作盤修理 修理 2022/05 2022/12/06 2023/01/19 1 式 長野県大町市 据付渡 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
266 購買 水力発電 八ツ沢発電所　非常用電源装置点検修理 修理 2022/06 2023/03/28 2023/05/25 1 式 山梨県上野原市 据付渡 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
267 工事 水力土木 熊川第一発電所　余水路手摺設置工事 新設・購入 2022/10 2022/12/10 2023/01/20 1 式 群馬県長野原町 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
268 工事 水力土木 神流川発電所　各所防油流出防止設備設置工事 新設・購入 2022/08 2022/11/01 2023/02/10 1 式 群馬県上野村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
269 工事 水力土木 千曲川系各所　ＩＴＶ増設工事 改造・取替 2022/07 2022/10/05 2023/02/15 1 式 長野県小海町、小諸市他 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
270 工事 水力土木 箒川発電所ダム耐震補強工事 改造・取替 2022/08 2022/10/01 2024/03/30 1 式 栃木県那須塩原市 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
271 工事 水力土木 早川第一発電所　導水路９号排砂ゲート遠方制御化工事 改造・取替 2022/10 2023/01/10 2023/03/24 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
272 工事 水力土木 塩谷発電所西古屋ダム堰堤線電線張替工事他１件 改造・取替 2022/08 2022/10/03 2023/01/23 1 式 栃木県塩谷郡塩谷町 一括検収 鬼怒川事業所
土木保守Ｇ
273 工事 水力土木 西鬼怒川発電所安全対策設備設置工事 改造・取替 2022/09 2022/11/10 2022/12/12 1 式 栃木県那須塩原市 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
274 工事 水力土木 赤川ダム付近浸水防止対策 改造・取替 2022/04 2022/06/01 2022/06/30 1 式 当社指定場所 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
275 工事 水力土木 土村第一発電所余水路空気孔防音壁設置工事 改造・取替 2022/06 2022/08/05 2022/09/22 1 式 長野県小海町 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
276 工事 水力土木 峰発電所　取水口制水門下部角落とし修繕工事 修理 2022/11 2023/01/10 2023/03/17 1 式 静岡県小山町 一括検収 松田事業所
土木保守Ｇ
277 工事 水力土木 山北発電所　沈砂池余水路修繕工事 修理 2022/10 2022/12/05 2023/03/10 1 式 神奈川県山北町 一括検収 松田事業所
土木保守Ｇ
278 工事 水力土木 田代川第二発電所　取水ダム洪水路修繕工事 修理 2022/07 2022/10/03 2023/01/20 1 式 静岡県静岡市葵区大字田代 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
279 工事 水力土木 穂積発電所水槽余水路修繕工事 修理 2022/09 2022/10/27 2023/01/20 1 式 長野県小海町 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
280 工事 水力土木 千曲川系各所　土木関係電源設備修繕工事 修理 2022/04 2022/05/20 2023/03/24 1 式 長野県小海町・小諸市・東御市他 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
281 工事 水力土木 塩川発電所羽毛山沈砂池除塵機修繕工事 修理 2022/09 2022/11/15 2023/03/02 1 式 長野県東御市 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
282 工事 水力土木 猪苗代第一発電所　水圧鉄管エキスパンションボルト修繕工事 修理 2022/07 2022/10/03 2023/01/20 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
283 工事 水力土木 柏尾発電所水槽排砂門スピンドル修理 修理 2022/10 2022/12/01 2023/01/31 1 式 山梨県甲州市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
284 工事 水力土木 葛野川発電所水圧鉄管データロガー修繕工事 修理 2022/07 2022/11/04 2022/12/27 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
285 工事 水力土木 鹿留発電所水槽巡視路修繕工事 修理 2022/07 2022/09/20 2022/11/30 1 式 山梨県都留市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
286 工事 水力土木 鹿留発電所水槽塵芥集積ステージ修繕工事 修理 2022/07 2022/09/20 2022/11/30 1 式 山梨県都留市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
287 工事 水力土木 中津川第一発電所　水路修繕工事 修理 2022/07 2022/09/12 2022/11/23 1 式 長野県栄村 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
288 工事 水力土木 清津川発電所　渓流取水口修繕工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/09 1 式 新潟県湯沢町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
289 工事 水力土木 切明発電所　渓流取水口修繕工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/09 1 式 長野県山ノ内町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
290 工事 水力土木 湯沢発電所　清津川第一測水所データーロガーカバー修理 修理 2022/06 2022/11/01 2022/12/09 1 式 新潟県十日町市 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
291 工事 水力土木 八ッ沢発電所取水ダム修繕工事 修理 2022/10 2022/12/01 2023/01/31 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
292 工事 水力土木 中津川第一発電所　滝ノ沢渓流第二沈砂池付近護岸根固め修繕工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/11/23 1 式 長野県栄村 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
293 工事 水力土木 信濃川事業所　管内電気設備修繕 修理 2022/06 2022/08/01 2023/03/20 1 式 新潟県津南町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
294 工事 水力土木 蛇尾川発電所水槽他見張所建物修理工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/10 1 式 栃木県那須塩原市 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
295 工事 水力土木 小武川第四発電所　取水ダム排砂路修繕工事 修理 2022/08 2022/11/01 2022/12/04 1 式 山梨県韮崎市円野町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
296 工事 水力土木 道谷原発電所古大谷川取水ダム護岸修繕工事 修理 2022/10 2022/12/14 2023/03/03 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
土木保守Ｇ
297 工事 水力土木 小諸発電所湯川堰堤下流護岸他修繕工事 修理 2022/07 2023/01/16 2023/03/10 1 式 長野県小諸市 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
298 工事 水力土木 川俣発電所他土木設備塗装工事 修理 2022/09 2022/11/01 2023/02/17 1 式 栃木県日光市　他 一括検収 鬼怒川事業所
土木保守Ｇ
299 工事 水力土木 芦安発電所　取水ダム排砂路修繕工事 修理 2022/08 2022/11/01 2022/12/20 1 式 山梨県南アルプス市 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
300 工事 水力土木 信濃川発電所　西大滝ダム沈砂池安全柵修理 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/16 1 式 長野県飯山市 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
301 工事 水力土木 清津川発電所　浅貝川取水ダム排砂門下流洗掘修繕工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/16 1 式 新潟県湯沢町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
302 工事 水力土木 中津川第一発電所　水圧鉄管路昇降安全装置修理 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/16 1 式 新潟県津南町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
303 工事 水力土木 中津川第一発電所　沈砂池安全柵他修理 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/16 1 式 長野県栄村 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
304 工事 水力土木 信濃川発電所　水圧鉄管路手摺修理 修理 2022/08 2022/10/03 2022/12/16 1 式 新潟県津南町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
305 工事 水力土木 芦安発電所　取水ダム下流左岸護岸修繕工事 修理 2022/08 2022/11/01 2022/12/20 1 式 山梨県南アルプス市 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
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306 工事 水力土木 小武川第四発電所　取水口巡視橋修繕工事 修理 2022/07 2022/10/03 2022/12/20 1 式 山梨県韮崎市円野町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
307 工事 水力土木 箒川発電所箒川ダムエプロン洗掘防止板修繕工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 式 栃木県那須塩原市 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
308 工事 水力土木 沢渡発電所　水槽外壁修繕工事 修理 2022/06 2022/09/05 2023/01/26 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
309 工事 水力土木 高瀬川各発電所　安全設備修繕工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/23 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
310 工事 水力土木 高瀬川第五発電所　巡視路修繕工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/11/25 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
311 工事 水力土木 水殿発電所　ガントリークレーン修繕工事 修理 2022/07 2022/10/01 2022/12/21 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
312 工事 水力土木 竜島発電所　取水口制水門塗装工事 修理 2022/04 2022/08/01 2022/12/01 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
313 工事 水力土木 高瀬川系発電所　各所塗装工事 修理 2022/07 2022/09/05 2022/12/23 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
314 工事 水力土木 西窪発電所　水圧鉄管内部塗装工事 修理 2022/04 2022/11/01 2023/03/25 1 式 群馬県嬬恋村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
315 工事 水力土木 渋川事業所管内　各所塗装工事 修理 2022/08 2022/11/01 2023/03/20 1 式 群馬県中之条町
群馬県昭和村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
316 工事 水力土木 沢渡発電所　水槽排砂門水密ゴム修理 修理 2022/04 2022/07/09 2022/08/30 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
317 工事 水力土木 西窪発電所　水路他各所修繕工事 修理 2022/09 2022/12/01 2023/03/20 1 式 群馬県嬬恋村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
318 工事 水力土木 西窪発電所　馬洗川取水口制水門修理 修理 2022/09 2022/12/01 2023/03/20 1 式 群馬県嬬恋村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
319 工事 水力土木 西窪発電所　コブ沢渓流取水ダム排砂門修繕工事 修理 2022/09 2022/12/01 2023/03/20 1 式 群馬県嬬恋村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
320 工事 水力土木 土村第三発電所相木川取水口ゲート電源ケーブル修繕工事 修理 2022/07 2022/11/11 2023/03/16 1 式 長野県小海町 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
321 工事 水力土木 新高瀬川発電所　照明修繕工事 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/25 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
322 工事 水力土木 安曇発電所　ダム背面点検通路修繕工事 修理 2022/06 2022/09/01 2022/12/21 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
323 工事 水力土木 原町発電所ほか　各所安全柵等修繕工事 修理 2022/10 2022/12/10 2023/02/20 1 式 群馬県東吾妻町 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
324 工事 水力土木 湯川発電所　犀川取水口上流右岸法面修繕工事 修理 2022/08 2022/11/01 2023/03/31 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
325 工事 水力土木 湯川発電所　湯川取水口修繕工事 修理 2022/08 2022/11/01 2022/12/21 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
326 工事 水力土木 新高瀬川発電所　高瀬ダム網場修繕工事 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/25 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
土木保守Ｇ
327 工事 水力土木 湯川発電所　セバ谷調整池右岸排水側溝修繕工事 修理 2022/04 2022/07/01 2022/08/30 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
328 工事 水力土木 湯川発電所　セバ谷ダム排砂路修繕工事 修理 2022/04 2022/07/04 2022/11/24 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
329 工事 水力土木 霞沢発電所　本多沢取水口他１水位検出器修理 修理 2022/05 2022/08/04 2022/09/30 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
330 工事 水力土木 霞沢発電所　余水路修繕工事 修理 2022/06 2022/09/01 2022/10/28 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
331 工事 水力土木 霞沢発電所　水圧鉄管伸縮管パッキン修繕工事 修理 2022/06 2022/09/01 2022/10/31 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
332 工事 水力土木 笹平発電所　ダムエプロン修繕工事 修理 2022/08 2022/11/01 2023/04/30 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
333 工事 水力土木 小田切発電所　調整池護岸修繕工事 修理 2022/09 2022/12/07 2023/02/22 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
334 工事 水力土木 福岡発電所　調整池除塵機コンベア修理 修理 2022/10 2022/12/10 2023/02/20 1 式 群馬県みどり市 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
335 工事 水力土木 佐久発電所　側溝修繕 修理 2022/10 2022/12/10 2023/02/20 1 式 群馬県渋川市 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
336 工事 水力土木 猪苗代第一発電所　水圧鉄管上部ドレーン排水管修繕工事 修理 2022/07 2022/10/03 2022/11/25 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
337 工事 水力土木 塩川発電所羽毛山取水口制水門巻上機修繕工事 修理 2022/09 2022/11/15 2023/03/02 1 式 長野県東御市 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
338 工事 水力土木 猪苗代第一発電所水路橋修繕工事 修理 2022/07 2022/10/03 2022/11/25 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
339 工事 水力土木 猪苗代第一発電所　水圧鉄管外部塗装工事 修理 2022/07 2022/09/05 2023/01/20 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
340 工事 水力土木 山崎発電所　水槽余水管内部部分塗装工事 修理 2022/10 2022/12/12 2023/03/15 1 式 神奈川県箱根町 一括検収 松田事業所
土木保守Ｇ
341 工事 水力土木 葛野川発電所４号ドラフトゲート充水管修繕工事 修理 2022/12 2023/03/01 2023/04/27 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
342 工事 水力土木 鎌田発電所　車沢ダム巡視橋修繕工事 修理 2022/06 2022/10/03 2022/11/10 1 式 群馬県利根郡片品村 一括検収 沼田事業所
土木保守Ｇ
343 工事 水力土木 塩川発電所羽毛山取水口ピア修繕工事 修理 2022/06 2022/11/07 2023/03/15 1 式 長野県東御市 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
344 工事 水力土木 戸倉発電所　片品川沈砂池修繕工事 修理 2022/06 2022/10/03 2022/11/10 1 式 群馬県利根郡片品村 一括検収 沼田事業所
土木保守Ｇ
345 工事 水力土木 猪苗代第二発電所　水槽制水門塗装工事 修理 2022/07 2022/09/01 2022/10/21 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
346 工事 水力土木 丸守発電所　日沢取水堰エプロン他修繕工事 修理 2022/07 2022/10/03 2022/11/18 1 式 福島県郡山市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
347 工事 水力土木 塩原発電所空調設備取除却 除却 2023/03 2023/06/01 2023/07/30 1 式 当社指定場所 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
348 工事 水力土木 安曇発電所　水殿川巡視路橋梁除却工事 除却 2022/05 2022/09/05 2022/11/29 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
349 工事 水力土木 神流川発電所　南相木ダム百年の森内土砂搬出工事（含む撤去板柵、支障木） 除却 2022/07 2022/10/03 2023/02/20 1 式 長野県南相木村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
350 工事 水力土木 安曇発電所　奈川渡ダム網場設置工事に伴う関連除却工事　【部分除却】 除却 2022/06 2022/09/01 2022/11/30 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
351 工事 水力土木 羽根尾発電所　廃止横坑（１号横坑）対策工事 その他 2022/06 2022/10/03 2023/03/24 1 式 群馬県長野原町 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
352 工事 水力土木 神流川発電所　上野ダム第一測水所堰堤内他土砂搬出工事 その他 2022/08 2022/11/01 2022/12/20 1 式 群馬県上野村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
353 工事 水力土木 石打発電所　取水ダム内泥排除工事 その他 2022/08 2022/10/18 2022/12/22 1 式 新潟県南魚沼市 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
354 工事 水力土木 小諸発電所水槽内土砂排除工事 その他 2022/10 2022/12/15 2023/02/22 1 式 長野県小諸市 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
355 工事 水力土木 清津川発電所　渓流取水口改良 その他 2022/08 2022/10/03 2022/12/09 1 式 新潟県湯沢町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
356 工事 水力土木 霞沢発電所　大正池調整池浚渫工事 その他 2022/06 2022/10/01 2023/05/31 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
357 工事 水力土木 葛野川発電所導・放水路点検用仮設工事 その他 2022/12 2023/02/20 2023/05/18 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
358 工事 水力土木 箕輪発電所海尻取水堰堤土砂排除工事 その他 2022/06 2023/01/16 2023/03/22 1 式 長野県小海町 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
359 工事 水力土木 八ッ沢発電所水路内部水苔除去工事 その他 2022/10 2022/12/01 2023/01/31 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
360 工事 水力土木 塩原（発）八汐ダム予備電源装置ケーブル敷設工事 その他 2022/08 2022/10/01 2022/11/10 1 式 栃木県那須塩原市 一括検収 那須野事業所
土木保守Ｇ
361 工事 水力土木 釜無川第一発電所　深沢川渓流取水ダム下流護岸改良工事 その他 2022/07 2022/10/03 2023/02/28 1 式 山梨県北杜市小淵沢町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
362 工事 水力土木 安曇発電所　ダム下流左岸法面保護工事 その他 2022/07 2022/10/01 2023/03/28 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
363 工事 水力土木 島々谷発電所　庄沢渓流巡視路新設工事 その他 2022/04 2022/08/01 2023/01/30 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
364 工事 水力土木 沢渡発電所　止水対策工事 その他 2022/04 2022/08/01 2023/03/28 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
365 工事 水力土木 沢渡発電所　第四号横坑閉塞工事 その他 2022/06 2022/09/05 2023/01/26 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
366 工事 水力土木 神流川発電所　上野ダム第一測水所線移設工事 その他 2022/06 2022/08/19 2022/12/20 1 式 群馬県上野村 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
367 工事 水力土木 水殿発電所　専用道路側溝新設工事 その他 2022/05 2022/08/05 2022/09/28 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
368 工事 水力土木 中津川第二発電所　穴藤ダム右岸専用道路法面防護工設置工事 その他 2022/07 2022/09/01 2022/12/09 1 式 新潟県津南町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
369 工事 水力土木 田代川第二発電所　取水ダム土砂排除工事 その他 2022/07 2022/10/03 2023/01/20 1 式 静岡県静岡市葵区大字田代 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
370 工事 水力土木 田代川第二発電所　調整池土砂排除工事 その他 2022/07 2022/10/03 2022/12/23 1 式 静岡県静岡市葵区大字田代 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
371 工事 水力土木 切明発電所　渓流取水口河川還元改良 その他 2022/08 2022/10/03 2022/12/09 1 式 長野県山ノ内町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
372 工事 水力土木 猪苗代第四発電所　大谷川取水ダム土砂排除 その他 2022/08 2022/11/01 2022/12/20 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
373 工事 水力土木 早川第三発電所　加良沢土止柵内土砂排除工事 その他 2022/05 2022/08/08 2022/11/25 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
374 工事 水力土木 鹿留発電所明見取水口防護柵等設置工事 その他 2022/10 2023/01/10 2023/03/26 1 式 山梨県富士吉田市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
375 工事 水力土木 沢渡発電所　取水口進入路補修工事 その他 2022/06 2022/09/01 2023/03/28 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
376 工事 水力土木 葛野川発電所葛野川ダム調整池護岸改良工事 その他 2022/12 2023/02/15 2023/05/19 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
377 工事 水力発電 綾戸発電所　ＩＴＶカメラ設置ほか 新設・購入 2022/05 2022/08/01 2022/09/20 1 式 群馬県昭和村
群馬県上野村 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
378 工事 水力発電 葛野川発電所　所内回路取引用計量器設置関連工事 新設・購入 2022/06 2023/04/04 2023/05/29 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
379 工事 水力発電 葛野川発電所　小金沢線取引用計量器設置関連工事 新設・購入 2022/06 2023/04/04 2023/05/29 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
380 工事 水力発電 鎌田発電所　計量器設置関連工事 新設・購入 2022/06 2022/09/05 2022/12/22 1 式 群馬県利根郡片品村 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
381 工事 水力発電 中津川第一発電所　上流側ダンパ―設置工事 新設・購入 2022/07 2022/09/08 2022/10/25 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
382 工事 水力発電 千曲川各所　ＩＴＶカメラ設置工事 新設・購入 2022/07 2022/09/01 2022/10/31 1 式 長野県南佐久郡小海町
長野県南佐久郡佐久穂町
長野県小諸市 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
383 工事 水力発電 中津川第一発電所　４号計量器設置関連工事他１件 新設・購入 2022/05 2022/07/12 2023/03/23 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
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384 工事 水力発電 中津川第一発電所　１－３号計量器設置関連工事他１件 新設・購入 2022/05 2022/07/12 2023/03/23 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
385 工事 水力発電 玉原発電所　玉原線１号他計量器設置関連工事 新設・購入 2022/06 2022/09/05 2022/12/09 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
386 工事 水力発電 柏尾発電所　水槽水位計設置工事 新設・購入 2022/07 2022/10/24 2023/02/14 1 式 山梨県甲州市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
387 工事 水力発電 中の沢発電所　計量器設置工事 新設・購入 2023/03 2023/09/25 2023/12/19 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
388 工事 水力発電 水殿発電所計量器設置工事（ＰＧ依頼） 新設・購入 2022/09 2023/01/23 2023/06/04 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
389 工事 水力発電 新高瀬川発電所　２２ｋＶ所内　計量器設置関連工事 新設・購入 2022/07 2022/10/04 2022/12/12 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
390 工事 水力発電 猪苗代事業所
　ＩＰ－ＴＣ設置工事 新設・購入 2023/02 2023/08/01 2023/09/14 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
391 工事 水力発電 水内発電所　計量器設置工事 新設・購入 2022/11 2023/10/01 2024/02/01 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
392 工事 水力発電 丸守発電所
　排水装置設置工事 新設・購入 2022/07 2022/09/15 2022/10/20 1 式 福島県郡山市 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
393 工事 水力発電 大町発電所　計量器設置工事 新設・購入 2023/03 2023/09/25 2023/12/19 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
394 工事 水力発電 沼田事業所管内　センシング用簡易センサー取付工事 新設・購入 2022/05 2022/07/17 2023/03/10 1 式 群馬県利根郡みなかみ町・群馬県利根郡片品村・群馬県沼田市 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
395 工事 水力発電 新高瀬川発電所　２７５ｋＶ高瀬川線１号　計量器設置関連工事 新設・購入 2023/03 2023/08/10 2023/12/19 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
396 工事 水力発電 葛野川発電所　葛野川線２号線取引用計量器設置関連工事 新設・購入 2022/06 2023/04/04 2023/05/29 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
397 工事 水力発電 新高瀬川発電所　２７５ｋＶ高瀬川線２号　計量器設置関連工事 新設・購入 2022/12 2023/03/13 2023/07/12 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
398 工事 水力発電 鎌田発電所　計量器設置工事 新設・購入 2022/06 2022/09/05 2022/12/22 1 式 群馬県利根郡片品村 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
399 工事 水力発電 藤原発電所　ＩＴＶ設置工事 新設・購入 2022/05 2022/07/27 2022/09/16 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

400 工事 水力発電 【Ｒ電２０２３－１１５】
小野川発電所
　遠方監視制御装置取替工事他３件 改造・取替 2023/03 2023/09/08 2023/11/29 1 式 福島県耶麻郡
北塩原村

福島県耶麻郡
猪苗代町 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
401 工事 水力発電 鬼怒川発電所　油水分離装置濾材取替工事 改造・取替 2022/04 2022/09/20 2022/09/25 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
402 工事 水力発電 里見発電所　充電器取替工事他１件 改造・取替 2022/12 2023/02/15 2023/03/29 1 式 群馬県高崎市 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
403 工事 水力発電 【Ｒ電２０２３－２０１】
竹之内発電所
　６６ｋＶ接地形計器用変圧器取替工事他１件 改造・取替 2023/02 2023/09/20 2023/11/22 1 式 福島県郡山市 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
404 工事 水力発電 新高瀬川発電所上段Ｃｕｂ変圧器取替ほか１件工事 改造・取替 2022/06 2022/09/28 2022/12/06 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
405 工事 水力発電 玉原発電所　２７５ｋＶ１号母線　ＰＤ取替他１件 改造・取替 2022/06 2022/09/05 2022/12/09 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
406 工事 水力発電 岩本発電所　所内予備線高圧受電化工事 改造・取替 2022/06 2022/09/19 2022/11/11 1 式 群馬県沼田市 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
407 工事 水力発電 鎌田発電所　１５４ｋＶガス遮断器取替工事他１件 改造・取替 2022/06 2022/09/05 2022/12/22 1 式 群馬県利根郡片品村 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
408 工事 水力発電 猪苗代第三発電所他
　発電警報装置取替工事他２件 改造・取替 2022/05 2022/09/15 2022/12/15 1 式 福島県会津若松市

福島県郡山市

福島県耶麻郡
北塩原村 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
409 工事 水力発電 安曇発電所　４号並列用遮断器Ｏ１６４取替関連工事 改造・取替 2022/08 2022/11/01 2023/01/13 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
410 工事 水力発電 新高瀬川発電所　１号発電々動機保護盤取替ほか１件工事 改造・取替 2022/07 2023/08/04 2023/11/28 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
411 工事 水力発電 大町発電所　計量器設置関連およびＯ１４１取替ほか１件工事 改造・取替 2023/03 2023/09/25 2023/12/19 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
412 工事 水力発電 水内発電所制御盤取替ほか１件工事 改造・取替 2022/12 2023/04/03 2024/02/22 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
413 工事 水力発電 中の沢発電所　計量器キュービクル取替ほか１件工事 改造・取替 2023/03 2023/09/25 2023/12/19 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
414 工事 水力発電 江草発電所他　ＩＴＶ増設工事 改造・取替 2022/04 2022/07/08 2022/08/24 1 式 山梨県北杜市 一括検収 甲府事業所
発電保守G
415 工事 水力発電 水内発電所　受電設備改造工事他３件 改造・取替 2022/11 2023/05/15 2024/05/21 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
416 工事 水力発電 柏尾発電所　制御装置取替工事他１件工事 改造・取替 2022/07 2022/10/10 2023/02/25 1 式 山梨県甲州市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
417 工事 水力発電 鎌田発電所　現地自動化改造 改造・取替 2022/04 2022/10/03 2022/12/09 1 式 群馬県利根郡片品村 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
418 工事 水力発電 信濃川発電所　浸水対策扉改造他１件 改造・取替 2022/06 2022/08/09 2022/12/15 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
419 工事 水力発電 清津川発電所　火災報知設備取替工事 改造・取替 2022/04 2022/06/15 2022/11/16 1 式 新潟県
南魚沼郡湯沢町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
420 工事 水力発電 切明発電所　浸水対策工事ほか１件 改造・取替 2022/06 2022/08/09 2022/12/15 1 式 長野県
下高井郡山ノ内町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
421 工事 水力発電 清津川発電所　水路線水槽用変圧器取替工事 改造・取替 2022/07 2022/09/20 2022/10/13 1 式 新潟県
南魚沼郡湯沢町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
422 工事 水力発電 中津川第一発電所　逆調線遮断器取替他１件 改造・取替 2022/05 2022/07/12 2023/03/23 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
423 工事 水力発電 中津川第一発電所　充電器取替工事 改造・取替 2022/06 2022/08/22 2022/12/15 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
424 工事 水力発電 佐久発電所　４号主軸封水装置漏水修理ほか工事 修理 2022/11 2023/01/16 2023/03/28 1 式 群馬県渋川市北橘町 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
425 工事 水力発電 厚田発電所　橋形クレーン修理工事 修理 2022/05 2022/10/17 2023/03/31 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
426 工事 水力発電 稲核発電所水車発電機ほか精密点検修理工事 修理 2022/12 2023/03/06 2023/05/18 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
427 工事 水力発電 鬼怒川発電所　水槽線巡視路階段修理 修理 2022/06 2022/09/05 2022/10/19 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
428 工事 水力発電 大津発電所　　クレーンガーター修理
（塗装） 修理 2022/09 2022/12/01 2022/12/20 1 式 群馬県吾妻郡長野原町 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
429 工事 水力発電 切明発電所　水調用水位計修理工事 修理 2022/04 2022/06/15 2022/07/14 1 式 長野県
下高井郡山ノ内町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
430 工事 水力発電 信濃川発電所ほか　扉警報回路修理工事 修理 2022/06 2022/08/24 2022/09/24 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
431 工事 水力発電 信濃川発電所　電動給水弁修理工事 修理 2022/08 2022/11/07 2022/12/20 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
432 工事 水力発電 矢木沢発電所　３号水面押下コンプレッサ制御盤他修理工事 修理 2022/08 2022/10/10 2022/11/18 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
433 工事 水力発電 信濃川発電所　ブレーキ用Ｃｏｐ安全弁修理工事 修理 2022/07 2022/09/12 2023/03/15 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
434 工事 水力発電 土村第二発電所　階段修理工事 修理 2022/07 2022/08/18 2022/09/28 1 式 長野県南佐久郡小海町 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
435 工事 水力発電 塔之沢発電所　吊橋踏板修理工事 修理 2022/07 2022/09/26 2023/03/15 1 式 神奈川県足柄下郡箱根町塔之沢字台ヶ嶽１７４－１ 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
436 工事 水力発電 箱島発電所　冷却水配管修理工事 修理 2022/11 2023/01/23 2023/03/04 1 式 群馬県吾妻郡東吾妻町 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
437 工事 水力発電 佐久発電所　４号発電機排気ダンパー修理工事 修理 2022/11 2023/01/16 2023/03/28 1 式 群馬県渋川市北橘町 一括検収 渋川事業所
発電保守Ｇ
438 工事 水力発電 新高瀬川発電所　　３号水車発電機点検ほか修理工事 修理 2022/12 2023/02/15 2023/07/10 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
439 工事 水力発電 信濃川発電所他　安全柵補修塗装工事 修理 2022/05 2022/07/14 2022/12/15 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
440 工事 水力発電 各所　発電所建物入口扉リミットスイッチ修理工事 修理 2022/07 2022/09/05 2022/12/23 1 式 長野県南佐久郡小海町
長野県南佐久郡佐久穂町
長野県小諸市 一括検収 千曲川事業所
発電保守Ｇ
441 工事 水力発電 各所　防草シート修理工事 修理 2022/05 2022/07/15 2022/11/16 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
442 工事 水力発電 早川第一発電所　５号水車塗装工事 修理 2022/04 2022/09/15 2023/03/29 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 一括検収 甲府事業所
発電保守G
443 工事 水力発電 新高瀬川発電所
発電所内３号ジェットポンプ配管ほか修理工事（設計込み） 修理 2022/10 2023/05/20 2023/12/25 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
444 工事 水力発電 中津川第一発電所　１－３号漏油修理工事 修理 2022/07 2022/09/22 2022/11/24 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
445 工事 水力発電 須田貝発電所　１５４ｋＶ　２号ＣＴ撤去工事 除却 2022/04 2022/07/11 2022/09/23 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
446 工事 水力発電 水内発電所制御盤取替関連除却２期 除却 2022/12 2023/04/03 2024/03/04 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
447 工事 水力発電 平発電所　予備電源装置取替関連除却工事 除却 2022/06 2022/10/01 2022/12/10 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
448 工事 水力発電 須田貝発電所　碍子型しゃ断器（Ｏ１２）撤去工事 除却 2022/04 2022/07/11 2022/09/23 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
449 工事 水力発電 小田切発電所　予備電源装置取替関連除却工事 除却 2022/08 2022/12/01 2023/01/20 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
450 工事 水力発電 矢木沢発電所　２号サイクロコンバータ撤去工事 除却 2022/06 2022/10/03 2024/07/18 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
451 工事 水力発電 竹之内発電所
　断路器Ｒ１１他除却工事 除却 2022/06 2022/09/26 2022/11/21 1 式 福島県郡山市 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
452 工事 水力発電 信濃川発電所　下船渡連絡線８号鉄塔基礎撤去工事 除却 2022/05 2022/08/02 2022/12/21 1 式 新潟県
中魚沼郡津南町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
453 工事 水力発電 須田貝発電所　１５４ｋＶ断路器（１２）撤去工事 除却 2022/04 2022/07/11 2022/09/23 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
454 工事 水力発電 矢木沢発電所　２号ポンプ水車・発電電動機撤去工事 除却 2022/06 2022/10/03 2024/07/18 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
455 工事 水力発電 須田貝発電所　Ｌ８１０撤去工事 除却 2022/04 2022/07/11 2022/09/23 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
456 工事 水力発電 竹之内発電所他
　水槽巡視路外灯除却工事 除却 2022/12 2023/04/12 2023/09/08 1 式 福島県郡山市 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
457 工事 水力発電 今市発電所　２・３号主回路点検 点検手入 2022/12 2023/05/15 2023/06/21 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
458 工事 水力発電 矢木沢発電所　１号補機精密点検工事 点検手入 2022/10 2023/10/16 2023/12/15 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
459 工事 水力発電 生土発電所　主要変圧器課電洗浄 点検手入 2022/07 2022/12/20 2023/02/15 1 式 静岡県駿東郡小山町生土５３４‐１ 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
460 工事 水力発電 菅沼発電所　主要変圧器課電洗浄 点検手入 2022/07 2022/10/11 2022/11/28 1 式 静岡県駿東郡小山町菅沼８３４‐３ 一括検収 松田事業所
発電保守Ｇ
461 工事 水力発電 鬼怒川発電所　１号発電機コイル巻替分解組立工事 点検手入 2023/03 2023/07/20 2024/04/20 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
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【水力設備他】

No. 契約種別 設備区分 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

462 工事 水力発電 湯沢発電所　落雪防止柵増設工事 その他 2022/06 2022/08/24 2022/09/24 1 式 新潟県
南魚沼郡湯沢町 一括検収 信濃川事業所
発電保守Ｇ
463 工事 水力発電 平発電所　予備電源装置用ケーブル布設ルート作成工事 その他 2022/06 2022/10/01 2022/12/10 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
464 工事 水力発電 日光第一発電所　急傾斜地防草工事 その他 2022/04 2022/07/01 2022/09/30 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
465 工事 水力発電 霞沢発電所上高地水路線・制御線地中化ケーブル布設工事ほか１件 その他 2022/04 2022/10/15 2023/04/25 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
466 工事 水力発電 鬼怒川発電所　急傾斜地防草工事 その他 2022/04 2022/07/01 2022/09/30 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
467 委託 水力土木 葛野川発電所鉄管他点検委託 点検手入 2022/12 2023/02/20 2023/05/18 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
468 委託 水力土木 葛野川発電所上日川ダム放流バルブ他点検委託 点検手入 2022/12 2023/02/20 2023/05/18 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
469 委託 水力土木 葛野川発電所葛野川ダム選択取水設備他点検委託 点検手入 2022/12 2023/02/20 2023/05/18 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
470 委託 水力土木 鹿留（発）明見土捨場内産業廃棄物分別処理委託 その他 2022/11 2023/01/17 2023/03/15 1 式 山梨県富士吉田市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
471 委託 水力土木 芦川第一発電所および芦川第二発電所
発電所改造に伴う調査設計検討委託 その他 2022/07 2022/09/01 2024/08/01 1 式 山梨県西八代郡
市川三郷町 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

472 委託 水力土木 千鳥発電所
発電所改造に伴う詳細設計委託 その他 2022/11 2023/01/10 2023/10/31 1 式 群馬県沼田市 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第二Ｇ

473 委託 水力土木 谷村発電所水槽余水路竪坑安定性確認委託 その他 2022/05 2022/07/01 2022/11/28 1 式 山梨県都留市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
474 委託 水力土木 駒橋事業所各所廃止作業坑調査委託 その他 2022/06 2022/08/01 2023/01/27 1 式 山梨県大月市他 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
475 委託 水力土木 島々谷発電所
水車発電機基礎設計検討委託 その他 2022/07 2022/10/03 2023/10/27 1 式 長野県松本市 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

476 委託 水力土木 箕輪発電所
水車発電機基礎設計検討委託 その他 2022/05 2022/08/01 2023/07/28 1 式 長野県南佐久郡小海町 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

477 委託 水力土木 生坂発電所
水車発電機基礎設計検討委託 その他 2022/05 2022/08/01 2023/07/28 1 式 長野県東筑摩郡生坂村 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

478 委託 水力土木 小武川第四発電所
発電所改造に伴う調査設計検討委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/01 1 式 山梨県韮崎市 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第三G

479 委託 水力土木 猪苗代第二発電所水圧鉄管固定台修繕設計検討委託 その他 2022/07 2022/09/01 2022/10/21 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
480 委託 水力土木 ２０２２年度　高瀬調整池堆砂状況調査委託 その他 2022/07 2022/10/01 2023/03/10 1 式 長野県大町市大字平字高瀬入 一括検収 高瀬川事業所再編事業推進Ｇ

481 委託 水力土木 梓川系　廃止作業坑基礎資料整備委託 その他 2022/07 2022/10/01 2023/03/24 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
土木保守Ｇ
482 委託 水力土木 松谷発電所　久森沢渓流取水設備改良に伴う設計・申請図書作成委託 その他 2022/06 2022/09/01 2023/03/24 1 式 群馬県長野原町 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
483 委託 水力土木 原町発電所　水路修繕工事（恒久対策）に伴う設計委託 その他 2022/06 2022/10/03 2023/03/24 1 式 群馬県東吾妻町 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
484 委託 水力土木 早川事業所　管内水路設備図面台帳整備委託 その他 2022/08 2022/11/01 2023/03/24 1 式 山梨県韮崎市,早川町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
485 委託 水力土木 箱島発電所　山田川取水堰堤洪水吐ゲート改造工事に伴う詳細設計委託 その他 2022/06 2022/10/03 2023/03/24 1 式 群馬県東吾妻町 一括検収 渋川事業所
土木保守Ｇ
486 委託 水力土木 所野第一発電所水車発電機基礎改造設計委託 その他 2022/04 2022/06/01 2023/12/01 1 式 栃木県日光市 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第一Ｇ

487 委託 水力土木 犀川系　各所門扉健全度調査委託 その他 2022/07 2022/10/05 2023/03/15 1 式 長野県長野市
東筑摩郡生坂村 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
488 委託 水力土木 犀川系　ダム放流自動制御高度化検討委託 その他 2022/07 2022/10/05 2023/03/15 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
土木保守Ｇ
489 委託 水力土木 猪三　産業廃棄物運搬処理 その他 2022/08 2022/10/20 2022/11/30 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
490 委託 水力土木 伏田発電所他　耐震対策に伴う調査設計委託 その他 2022/06 2022/09/01 2023/01/27 1 式 群馬県沼田市ほか 一括検収 沼田事業所
土木保守Ｇ
491 委託 水力土木 猪苗代事業所管内各所土木設備制御システム構築に伴うソフトウェア作成委託（２０２２年度分） その他 2022/04 2022/06/14 2023/03/18 1 式 福島県会津若松市 一括検収 猪苗代事業所
土木保守Ｇ
492 委託 水力土木 松田事業所管内
水路設備耐震対策詳細補強検討委託 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/17 1 式 静岡県小山町
神奈川県山北町 一括検収 松田事業所
土木保守Ｇ
493 委託 水力土木 早川第一発電所　取水ダム排砂ゲートおよび維持放流ゲート操作盤改良工事に伴うソフトウェア改修委託 その他 2022/10 2023/01/10 2023/03/24 1 式 山梨県韮崎市若宮 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
494 委託 水力土木 甲府事業所　資料電子化委託 その他 2022/08 2022/11/01 2023/03/24 1 式 山梨県韮崎市 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
495 委託 水力土木 千曲川系　各所沈砂池排砂門遠制化に伴うソフトウェア改良委託 その他 2022/10 2022/12/01 2023/01/27 1 式 長野県小諸市 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
496 委託 水力土木 千曲川系各所　横坑調査委託 その他 2022/06 2022/08/01 2023/03/03 1 式 長野県小諸市他 一括検収 千曲川事業所
土木保守G
497 委託 水力土木 芦川系発電所　各所取水設備洪水対策検討委託 その他 2022/04 2022/06/20 2023/03/24 1 式 山梨県西八代郡市川三郷町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
498 委託 水力土木 田代川第一発電所　導水路健全性調査委託 その他 2022/08 2022/11/01 2023/03/24 1 式 山梨県南巨摩郡早川町 一括検収 甲府事業所
土木保守Ｇ
499 委託 水力土木 信濃川発電所　水路内部調査委託 その他 2022/09 2022/10/20 2023/01/18 1 式 長野県栄村 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
500 委託 水力土木 川茂発電所取水口上流左岸護岸修繕工事に伴う調査設計委託 その他 2022/08 2022/10/11 2023/01/31 1 式 山梨県都留市 一括検収 駒橋事業所土木保守Ｇ
501 委託 水力土木 信濃川事業所　設計補助・工事監理業務委託（２０２３年度分） その他 2022/12 2023/01/16 2023/12/15 1 式 新潟県津南町 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
502 委託 水力土木 信濃川事業所　廃止作業坑基礎資料整備委託 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/15 1 式 長野県栄村（中津川第一・信濃川）ほか 一括検収 信濃川事業所
土木保守Ｇ
503 委託 水力発電 葛野川発電所　４号二次励磁装置点検業務委託 点検手入 2023/01 2023/04/11 2023/05/26 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
504 委託 水力発電 新高瀬川発電所　３号水車ランナカバープレート点検業務委託 点検手入 2022/12 2023/03/10 2023/07/20 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
505 委託 水力発電 葛野川発電所　４号回転子点検業務委託 点検手入 2023/01 2023/04/18 2023/05/18 1 式 山梨県大月市 一括検収 駒橋事業所
発電保守Ｇ
506 委託 水力発電 塩原発電所　２号主回路点検業務委託 点検手入 2022/07 2022/10/03 2022/11/20 1 式 栃木県那須塩原市 一括検収 那須野事業所
発電保守Ｇ
507 委託 水力発電 秋元発電所
　１５４ｋＶ１，２号主要変圧器課電洗浄業務委託 点検手入 2023/03 2023/10/23 2023/12/11 1 式 福島県耶麻郡猪苗代町 一括検収 猪苗代事業所
発電保守Ｇ
508 委託 水力発電 玉原発電所　３・４号，共通シーケンサ点検 点検手入 2022/07 2022/10/03 2022/11/25 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
509 委託 水力発電 安曇発電所６号主要変圧器低濃度ＰＣＢ汚損機器およびＰＣＢ微量混入絶縁油収集運搬・焼却処理業務委託 その他 2022/06 2023/04/20 2023/06/27 1 式 長野県松本市 一括検収 松本事業所
発電保守Ｇ
510 委託 水力発電 新高瀬川発電所　主変、起変ＰＣＢ分析　採油 その他 2023/03 2023/09/13 2023/11/14 1 式 長野県大町市 一括検収 高瀬川事業所
発電保守Ｇ
511 委託 水力発電 鬼怒川事業所　ＨＣＴ－Ｉ／Ｆソフトウエア他変更業務委託 その他 2022/04 2022/06/13 2022/07/06 1 式 栃木県日光市 一括検収 鬼怒川事業所
発電保守Ｇ
512 委託 水力発電 上牧発電所　配電盤裏面接続図調査委託 その他 2022/04 2022/07/04 2023/03/17 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
513 委託 水力発電 水内発電所　主要変圧器取替関連除却工事他８件 その他 2023/02 2023/10/09 2024/05/14 1 式 長野県長野市 一括検収 犀川事業所
発電保守Ｇ
514 委託 水力発電 矢木沢発電所　ＰＣＢ機器収集・運搬業務委託 その他 2023/01 2023/06/12 2023/12/22 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
515 委託 水力発電 玉原発電所　ＰＣＢ機器収集・運搬業務委託 その他 2023/03 2023/11/13 2024/03/29 1 式 群馬県利根郡みなかみ町 一括検収 沼田事業所
発電保守Ｇ
516 委託 水力発電 小田切発電所　ＰＣＢ機器解体・処理業務委託 その他 2022/12 2023/03/01 2023/04/25 1 式 長野県長野市 一括検収 水力部水力工事Ｃ工事第四Ｇ

517 委託 その他 大規模地震に対する水路構造物の耐震性能照査 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/15 1 式 机上業務 一括検収 水力部計画・技術G
518 委託 その他 大規模地震に対する水路構造物の耐震性能照査のうち地質調査委託 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/15 1 式 未定 一括検収 水力部計画・技術G
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