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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/11/29(火)10:00～22/11/30(水)17:00 連続 テクノポート変電所 ３ＴｒＢ
22/09/20(火)09:00～22/09/20(火)17:00 単日 阿南紀北直流幹線１Ｌ 阿南変換所～由良開閉所（１ＬＤ）
22/09/22(木)09:00～22/09/22(木)17:00 単日 阿南紀北直流幹線１Ｌ 阿南変換所～由良開閉所（１ＬＤ）
22/10/11(火)09:00～22/12/16(金)17:00 連続 阿南紀北直流幹線１Ｌ 阿南変換所～由良開閉所（１ＬＤ）
22/04/27(水)09:00～22/04/27(水)17:00 単日 阿南紀北直流幹線２Ｌ 阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所（２ＬＤ）
22/04/02(土)09:30～22/04/10(日)17:00 毎日 伊丹変電所 ２７５ｋＶ乙母線、６ＴｒＢ
22/05/09(月)09:30～22/05/13(金)17:00 毎日 伊丹変電所 ２７５ｋＶ乙母線、６ＴｒＢ
22/05/19(木)09:30～22/05/19(木)17:00 単日 伊丹変電所 ２７５ｋＶ甲／乙母線交互
22/04/18(月)09:30～22/04/22(金)17:00 毎日 伊丹変電所 ２７５ｋＶ甲母線、６ＴｒＢ
22/05/18(水)09:30～22/05/18(水)17:00 単日 伊丹変電所 ２７５ｋＶ甲母線、６ＴｒＢ
22/05/18(水)09:30～22/05/18(水)17:00 単日 伊丹変電所 ２７５ｋＶ母線連絡（ＣＢ５０）
22/10/31(月)09:30～22/10/31(月)17:00 単日 伊丹変電所 ４ＴｒＢ
22/06/19(日)09:30～22/06/19(日)17:00 単日 伊丹変電所 ５ＴｒＢ
22/03/28(月)09:30～22/06/16(木)10:00 連続 伊丹変電所 ６ＴｒＢ
22/05/22(日)09:30～22/05/22(日)17:00 単日 伊丹変電所 ６ＴｒＢ
22/05/22(日)09:30～22/05/22(日)17:00 単日 伊丹変電所 ６ＴｒＢ
22/05/23(月)09:30～22/05/23(月)17:00 単日 伊丹変電所 ６ＴｒＢ
22/05/23(月)09:30～22/05/23(月)17:00 単日 伊丹変電所 ６ＴｒＢ
22/10/17(月)09:30～22/10/17(月)17:00 単日 伊丹変電所 伊丹支線３Ｌ構内
22/12/08(木)13:00～22/12/09(金)16:00 連続 伊丹変電所 伊丹支線３Ｌ線路及び構内停止
22/12/07(水)09:00～22/12/09(金)17:00 連続 伊奈川支線１Ｌ 須原～伊奈川～上松～寝覚～御岳～常盤～中電松島
22/12/12(月)09:00～22/12/14(水)17:00 連続 伊奈川支線２Ｌ 須原～伊奈川～上松～寝覚～御岳～常盤～中電松島
22/09/17(土)09:00～22/11/27(日)17:00 連続 越前嶺南線２Ｌ 越前～嶺南
22/09/29(木)09:00～22/10/05(水)17:00 連続 越前嶺南線２Ｌ 越前～嶺南
23/01/16(月)09:30～23/03/22(水)13:00 連続 円町変電所 ７ＴｒＢ
22/11/21(月)10:00～22/11/21(月)14:00 単日 円町変電所 新円町支線線路および構内
22/11/22(火)10:00～22/11/22(火)14:00 単日 円町変電所 西京都円町線線路および構内
22/09/01(木)09:00～22/09/16(金)17:00 連続 猿飛線１Ｌ 黒三～黒二～新愛本
22/10/12(水)09:00～22/10/27(木)17:00 連続 猿飛線１Ｌ 黒三～黒二～新愛本
22/10/12(水)09:00～22/10/27(木)17:00 連続 猿飛線２Ｌ 黒三～黒二～新愛本
22/10/17(月)09:00～22/10/28(金)17:00 連続 奥吉野線１Ｌ 奥吉野～東大和
22/10/03(月)09:00～22/10/14(金)17:00 連続 奥吉野線２Ｌ 奥吉野～東大和
22/09/04(日)09:00～22/09/15(木)16:00 毎日 下小鳥線 下小鳥～鳩谷
22/09/06(火)09:00～22/09/15(木)16:00 毎日 下小鳥線 下小鳥～鳩谷
22/05/23(月)09:30～22/05/27(金)17:00 連続 下穂積変電所 ７ＴｒＢ
22/05/27(金)09:30～22/05/27(金)16:30 単日 下穂積変電所 ７ＴｒＢ
22/04/25(月)09:30～22/04/25(月)16:30 単日 下穂積変電所 ８ＴｒＢ
22/05/27(金)10:00～22/05/27(金)17:00 単日 下穂積変電所 下穂積支線１Ｌ線路、７ＴｒＢ
22/12/01(木)08:00～22/12/23(金)17:00 連続 海南火力線２Ｌ 海南港～紀の川
23/01/10(火)08:00～23/01/27(金)17:00 連続 海南火力線２Ｌ 海南港～紀の川
22/05/19(木)09:00～22/05/19(木)13:00 単日 海南港変電所 ７ＴｒＢ
22/09/21(水)09:00～23/06/16(金)12:00 連続 海南港変電所 ８ＴｒＢ
22/11/14(月)09:00～22/11/16(水)17:00 毎日 海南港変電所 ８ＴｒＢ
22/11/17(木)09:00～22/11/18(金)17:00 毎日 海南港変電所 ８ＴｒＢ
22/11/24(木)09:00～22/11/25(金)18:00 毎日 海南港変電所 ８ＴｒＢおよび２７５ｋＶ乙母線
22/11/21(月)09:00～22/11/22(火)18:00 毎日 海南港変電所 ８ＴｒＢおよび２７５ｋＶ甲母線
22/05/19(木)13:00～22/05/19(木)17:00 単日 海南港変電所 ９ＴｒＢ
22/10/04(火)13:00～22/10/04(火)16:30 単日 海南港変電所 海南火力線１Ｌ線路及び構内
22/10/03(月)13:00～22/10/03(月)16:30 単日 海南港変電所 海南火力線２Ｌ線路及び構内
22/08/01(月)12:00～22/09/01(木)13:00 連続 角川変電所 １ＴｒＢ、１５４ｋＶ‐１母線（１Ｔｒ側）、Ｎｏ１０１～角川
22/09/05(月)12:00～22/10/11(火)10:00 連続 角川変電所 ２ＴｒＢ、１５４ｋＶ‐２母線（２Ｔｒ側）、角川支線２Ｌ線路
22/10/11(火)10:00～22/10/26(水)13:00 連続 角川変電所 角川支線２Ｌ線路
22/12/16(金)09:00～22/12/16(金)17:00 単日 関開閉所 ２７５ｋＶ　甲２　ＢＵＳ　ＬＳ３０～ＬＳ６０１
22/10/25(火)10:00～22/10/25(火)16:00 単日 関開閉所 ２７５ｋＶ乙１母線（ＬＳ４０１～ＬＳ１０１）、丸山幹線（里）２Ｌ構内
22/12/12(月)09:00～22/12/13(火)17:00 連続 関開閉所 ２７５ｋＶ乙１母線（ＬＳ４０２～ＬＳ１０１）
22/12/14(水)09:00～22/12/15(木)17:00 連続 関開閉所 ２７５ｋＶ乙２母線（ＬＳ４０１～ＬＳ２０２）
22/10/18(火)10:00～22/10/18(火)16:00 単日 関開閉所 ２７５ｋＶ甲１母線（ＬＳ３０１～ＬＳ１０２）、丸山幹線（里）１Ｌ構内
22/10/19(水)10:00～22/10/19(水)16:00 単日 関開閉所 丸山幹線（里）１Ｌ構内
22/10/17(月)10:00～22/10/21(金)13:00 連続 関開閉所 丸山幹線（里）１Ｌ線路及び構内
22/10/26(水)10:00～22/10/26(水)16:00 単日 関開閉所 丸山幹線（里）２Ｌ構内
22/10/24(月)10:00～22/10/28(金)13:00 連続 関開閉所 丸山幹線（里）２Ｌ線路及び構内
22/04/12(火)09:00～22/04/15(金)17:00 連続 関西幹線１Ｌ 犬山～新奈良
22/04/12(火)09:00～22/04/19(火)17:00 連続 関西幹線１Ｌ 犬山～新奈良
22/04/12(火)09:00～22/04/21(木)17:00 連続 関西幹線１Ｌ 犬山～新奈良
22/03/01(火)09:00～22/04/11(月)17:00 連続 関西幹線２Ｌ 犬山～新奈良
22/04/04(月)09:00～22/04/11(月)17:00 連続 関西幹線２Ｌ 犬山～新奈良
22/04/05(火)09:00～22/04/08(金)17:00 連続 関西幹線２Ｌ 犬山～新奈良
22/08/15(月)09:00～22/08/19(金)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 関～甲賀
22/10/14(金)09:00～22/10/21(金)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 関～甲賀
22/05/06(金)09:00～22/05/31(火)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 丸山～関
22/07/26(火)09:00～22/08/10(水)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 丸山～関
22/09/12(月)09:00～22/11/01(火)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 丸山～関
22/10/27(木)09:00～22/10/28(金)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 丸山～関
23/01/21(土)09:00～23/02/28(火)17:00 連続 丸山幹線１Ｌ 丸山～関
22/08/22(月)09:00～22/08/26(金)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 関～甲賀
22/10/22(土)09:00～22/10/28(金)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 関～甲賀
22/06/01(水)09:00～22/07/25(月)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 丸山～関
22/11/02(水)09:00～22/12/23(金)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 丸山～関
22/11/07(月)09:00～22/11/08(火)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 丸山～関
23/01/11(水)09:00～23/01/20(金)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 丸山～関
23/03/01(水)09:00～23/04/28(金)17:00 連続 丸山幹線２Ｌ 丸山～関
22/12/19(月)10:00～23/01/09(月)10:00 連続 丸山変電所 関西丸山支線１／２Ｌ構内，４ＴｒＢ
23/03/12(日)09:30～23/03/14(火)17:00 毎日 喜撰山開閉所 喜撰山線１Ｌ及び構内
23/03/13(月)09:30～23/03/14(火)17:00 連続 喜撰山開閉所 喜撰山線１Ｌ及び構内
23/03/15(水)09:30～23/03/16(木)17:00 連続 喜撰山開閉所 喜撰山線２Ｌ及び構内

転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2022年04月01日時点）
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
23/03/15(水)09:30～23/03/17(金)16:30 毎日 喜撰山開閉所 喜撰山線２Ｌ及び構内
23/03/05(日)09:30～23/03/07(火)17:00 毎日 喜撰山開閉所 湖南線１Ｌ及び構内
23/03/06(月)09:30～23/03/07(火)17:00 連続 喜撰山開閉所 湖南線１Ｌ及び構内
23/03/08(水)09:30～23/03/09(木)17:00 連続 喜撰山開閉所 湖南線２Ｌ及び構内
23/03/08(水)09:30～23/03/10(金)17:00 毎日 喜撰山開閉所 湖南線２Ｌ及び構内
22/11/29(火)09:00～22/12/09(金)17:00 連続 喜撰山線２Ｌ 喜撰山～南京都
22/06/28(火)09:00～22/06/30(木)17:00 毎日 紀の川線２Ｌ 多奈川～紀ノ川
22/05/10(火)08:00～22/05/10(火)18:00 単日 紀の川変電所 ２ＴｒＢ
22/05/18(水)09:30～22/09/10(土)17:00 連続 紀の川変電所 ４ＴｒＢ
22/06/09(木)08:00～22/06/09(木)19:00 単日 紀の川変電所 ７ＴｒＢ
22/06/06(月)09:00～22/06/06(月)17:00 単日 紀の川変電所 ８ＴｒＢ
22/06/13(月)09:00～22/06/13(月)12:00 単日 紀の川変電所 ８ＴｒＢ
22/06/13(月)09:00～22/06/15(水)17:00 毎日 紀の川変電所 ８ＴｒＢ
22/10/04(火)13:30～22/10/04(火)16:30 単日 紀の川変電所 海南火力線１Ｌ線路及び構内
22/10/03(月)13:00～22/10/03(月)16:30 単日 紀の川変電所 海南火力線２Ｌ線路及び構内
23/03/20(月)09:30～23/03/20(月)17:00 単日 紀北変換所 １ＴｈｙＶならびに５００ｋＶ丙１母線（ＬＳ５４４・ＬＳ５４９～ＬＳ７６０～１極側）、１ＴｒＢ、１１ＴｒＢ

23/03/13(月)08:00～23/03/24(金)17:00 連続
紀北変換所 １ＴｈｙＶ及び１ＴｒＢ（ＬＳ１１３～ＬＳ１．９１．１２～ＬＳ５６）ならびに阿南紀北直流幹線本線、
帰線１Ｌ

22/06/06(月)09:00～22/06/10(金)17:00 毎日 宮津線１Ｌ 宮津エネ研～新綾部
22/06/06(月)09:30～22/06/07(火)17:00 毎日 宮津線１Ｌ 宮津エネ研～新綾部
22/06/06(月)09:30～22/06/07(火)17:00 毎日 宮津線２Ｌ 宮津エネ研～新綾部
22/07/18(月)09:30～22/07/21(木)17:00 毎日 京北開閉所 山城北線１Ｌ線路及び構内
22/07/25(月)09:30～22/07/28(木)17:00 毎日 京北開閉所 山城北線２Ｌ線路及び構内
22/09/15(木)09:00～22/09/17(土)17:00 連続 京北開閉所 若狭幹線（山）１Ｌ構内
22/12/12(月)09:30～22/12/14(水)17:00 連続 京北開閉所 若狭幹線（山）１Ｌ構内
22/11/14(月)09:30～22/11/17(木)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（山）１Ｌ線路及び構内
23/03/07(火)09:30～23/03/08(水)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内
23/03/07(火)10:00～23/03/10(金)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内
23/03/21(火)10:00～23/03/24(金)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内
23/03/22(水)09:30～23/03/23(木)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内
23/03/13(月)09:30～23/03/14(火)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内
23/03/13(月)10:00～23/03/16(木)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内
23/03/27(月)09:30～23/03/28(火)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内
23/03/27(月)10:00～23/03/30(木)17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内
22/06/21(火)09:30～22/06/24(金)17:00 毎日 京北開閉所 第二大飯幹線１Ｌ線路及び構内
22/06/27(月)09:30～22/06/30(木)17:00 毎日 京北開閉所 第二大飯幹線２Ｌ線路及び構内
22/04/05(火)10:00～22/04/08(金)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/04/11(月)10:00～22/04/14(木)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/04/15(金)09:00～22/04/26(火)17:00 連続 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/04/18(月)09:30～22/04/19(火)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/04/19(火)09:30～22/04/22(金)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/05/10(火)10:00～22/05/13(金)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内
22/05/16(月)10:00～22/05/19(木)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内
22/05/24(火)09:00～22/06/04(土)17:00 連続 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内
22/05/24(火)09:30～22/05/27(金)17:00 毎日 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内
23/03/06(月)09:30～23/03/06(月)16:30 単日 空心町変電所 ７ＴｒＢ
23/03/07(火)09:30～23/03/07(火)16:30 単日 空心町変電所 ８ＴｒＢ
22/12/08(木)09:00～22/12/09(金)17:00 毎日 栗東線１Ｌ 栗東～湖南
22/12/15(木)09:00～22/12/16(金)17:00 毎日 栗東線２Ｌ 栗東～湖南
23/01/19(木)08:00～23/02/17(金)17:00 毎日 栗東線２Ｌ 栗東～湖南
22/11/28(月)10:00～22/11/28(月)16:00 単日 栗東変電所 ２ＴｒＢ
22/11/25(金)09:00～22/11/25(金)12:00 単日 栗東変電所 ３ＴｒＢ
22/11/25(金)13:00～22/11/25(金)16:00 単日 栗東変電所 ４ＴｒＢ
22/09/01(木)09:00～22/09/14(水)17:00 毎日 原電敦賀線１Ｌ 敦賀第２～嶺南
22/09/01(木)09:00～22/09/16(金)17:00 毎日 原電敦賀線１Ｌ 敦賀第２～嶺南
22/09/07(水)09:00～22/09/09(金)17:00 毎日 原電敦賀線１Ｌ 敦賀第２～嶺南
22/09/20(火)09:00～22/09/27(火)17:00 毎日 原電敦賀線２Ｌ 敦賀第２～嶺南
22/09/20(火)09:00～22/09/29(木)17:00 毎日 原電敦賀線２Ｌ 敦賀第２～嶺南
22/10/08(土)10:00～22/10/09(日)17:00 毎日 古川橋変電所 １５４ｋＶ乙母線、１ＴｒＢ
22/11/06(日)10:00～22/11/06(日)17:00 単日 古川橋変電所 １５４ｋＶ乙母線、１ＴｒＢ
22/10/10(月)10:00～22/10/10(月)17:00 単日 古川橋変電所 １５４ｋＶ甲母線、１ＴｒＢ
22/11/05(土)10:00～22/11/05(土)17:00 単日 古川橋変電所 １５４ｋＶ甲母線、１ＴｒＢ
22/04/01(金)10:00～22/09/26(月)10:00 連続 古川橋変電所 １ＴｒＢ
22/09/26(月)10:00～23/10/24(火)10:00 連続 古川橋変電所 １ＴｒＢ
22/10/15(土)10:00～22/10/15(土)17:00 単日 古川橋変電所 １ＴｒＢ
22/10/16(日)10:00～22/10/16(日)17:00 単日 古川橋変電所 １ＴｒＢ、２ＴｒＢ
21/09/13(月)09:30～22/10/19(水)17:00 連続 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/05/25(水)08:00～22/05/25(水)17:00 単日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/05/26(木)08:00～22/05/27(金)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/05/30(月)08:00～22/06/03(金)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/06/06(月)08:00～22/06/10(金)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/09/20(火)08:00～22/09/21(水)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/10/06(木)10:00～22/10/06(木)13:00 単日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/10/06(木)13:00～22/10/06(木)17:00 単日 湖東変電所 ４ＴｒＢ
22/05/10(火)08:00～22/05/11(水)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/05/19(木)08:00～22/05/20(金)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/05/23(月)08:00～22/05/25(水)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/09/13(火)08:00～22/09/14(水)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/05/14(土)08:00～22/05/18(水)17:00 毎日 湖東変電所 ４ＴｒＢ、２７５ｋＶ甲母線
22/10/20(木)09:00～23/10/21(土)13:00 連続 湖東変電所 ５ＴｒＢ
22/10/29(土)09:00～22/10/30(日)17:00 毎日 湖東変電所 ５ＴｒＢ
22/10/31(月)09:00～22/11/02(水)17:00 毎日 湖東変電所 ５ＴｒＢ
22/10/22(土)09:00～22/10/24(月)17:00 毎日 湖東変電所 ５ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/10/20(木)09:00～22/10/21(金)17:00 毎日 湖東変電所 ５ＴｒＢ、２７５ｋＶ甲母線
22/11/04(金)10:00～22/11/04(金)17:00 単日 湖東変電所 ６ＴｒＢ
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
23/02/10(金)10:00～23/02/10(金)16:00 単日 湖東変電所 ６ＴｒＢ
22/04/13(水)09:30～22/04/13(水)17:00 単日 湖南変電所 １ＴｒＢ
22/05/30(月)09:30～22/05/30(月)17:00 単日 湖南変電所 １ＴｒＢ
22/05/31(火)09:30～22/06/03(金)17:00 毎日 湖南変電所 １ＴｒＢ
22/06/15(水)09:30～22/06/17(金)17:00 毎日 湖南変電所 １ＴｒＢ
23/02/10(金)09:00～23/02/10(金)17:00 単日 湖南変電所 １ＴｒＢ
22/05/27(金)09:00～22/05/27(金)16:30 単日 湖南変電所 ２７５ｋＶ乙母線
22/05/24(火)09:00～22/05/26(木)16:30 毎日 湖南変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/04/13(水)10:00～23/06/10(土)13:00 連続 湖南変電所 ２ＴｒＢ
22/11/07(月)09:00～22/11/11(金)17:00 毎日 御幣島線１Ｌ 伊丹～神崎～御幣島
22/11/22(火)09:00～22/12/01(木)17:00 連続 御幣島線１Ｌ 伊丹～神崎～御幣島
22/11/14(月)09:00～22/11/18(金)17:00 毎日 御幣島線２Ｌ 伊丹～神崎～御幣島
22/12/06(火)09:00～22/12/08(木)17:00 毎日 御幣島線２Ｌ 伊丹～神崎～御幣島
22/07/12(火)10:00～22/07/14(木)17:00 連続 御母衣開閉所 御母衣北幹１Ｌ線路及び構内
22/05/15(日)09:00～22/05/15(日)12:00 単日 御母衣開閉所 御母衣北幹線＃１Ｌ構内と御母衣北幹線＃１Ｌ同時
22/05/09(月)13:00～22/05/09(月)16:00 単日 御母衣開閉所 御母衣北幹線＃２Ｌ構内と御母衣北幹線＃２Ｌ同時
22/05/14(土)09:00～22/05/14(土)17:00 単日 御母衣開閉所 新北幹２Ｌ（栗東側）線路及び構内
22/05/12(木)13:00～22/05/14(土)17:00 連続 御母衣開閉所 新北幹２Ｌ（椿原側）線路及び構内
22/09/26(月)08:00～22/10/12(水)17:00 連続 御母衣北幹線１Ｌ 関開閉所～御母衣開閉所
22/05/30(月)08:00～22/06/03(金)17:00 毎日 御母衣北幹線２Ｌ 関～御母衣
22/06/07(火)09:00～22/06/07(火)17:00 単日 御坊幹線１Ｌ 御坊～信貴
22/06/08(水)09:00～22/06/08(水)17:00 単日 御坊幹線２Ｌ 御坊～信貴
22/06/29(水)10:00～22/06/29(水)17:00 単日 御坊変電所 ４ＴｒＢ
22/06/08(水)10:00～22/06/08(水)17:30 単日 御坊変電所 御坊幹線２Ｌ構内及び５００ｋＶ母線一部（ＬＳ５３～３ＰＤ側）と５ＴｒＢ
22/11/05(土)09:00～22/11/05(土)17:00 単日 甲賀線１Ｌ 甲賀～南京都
22/11/12(土)09:00～22/11/12(土)17:00 単日 甲賀線２Ｌ 甲賀～南京都
22/10/20(木)10:00～22/10/20(木)17:00 単日 甲賀変電所 丸山幹線１Ｌ線路および構内
22/10/21(金)10:00～22/10/21(金)15:00 単日 甲賀変電所 丸山幹線１Ｌ線路および構内
22/10/27(木)10:00～22/10/27(木)17:00 単日 甲賀変電所 丸山幹線２Ｌ線路および構内
22/10/28(金)10:00～22/10/28(金)15:00 単日 甲賀変電所 丸山幹線２Ｌ線路および構内
22/11/05(土)10:00～22/11/05(土)17:00 単日 甲賀変電所 甲賀線１Ｌ線路および構内
22/11/06(日)10:00～22/11/06(日)15:00 単日 甲賀変電所 甲賀線１Ｌ線路および構内
22/11/12(土)10:00～22/11/12(土)17:00 単日 甲賀変電所 甲賀線２Ｌ線路および構内
22/11/13(日)10:00～22/11/13(日)15:00 単日 甲賀変電所 甲賀線２Ｌ線路および構内
22/12/19(月)09:00～22/12/22(木)17:00 毎日 荒神口支線１Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 毎日 荒神口支線２Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
22/12/23(金)09:00～22/12/28(水)17:00 毎日 荒神口支線２Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
21/12/01(水)10:00～23/03/24(金)10:00 連続 高砂変電所 １ＴｒＢ
22/09/12(月)09:00～22/10/21(金)17:00 連続 高砂変電所 １ＴｒＢ
22/12/01(木)09:00～22/12/01(木)17:00 単日 高砂変電所 １ＴｒＢ
22/12/02(金)09:00～22/12/02(金)17:00 単日 高砂変電所 １ＴｒＢ
23/03/09(木)10:00～23/03/09(木)16:00 単日 高砂変電所 １ＴｒＢ
23/03/09(木)10:00～23/03/09(木)16:00 単日 高砂変電所 １ＴｒＢ
22/11/30(水)09:30～22/11/30(水)17:00 単日 高砂変電所 １ＴｒＢ
22/11/29(火)09:00～22/11/29(火)17:00 単日 高砂変電所 ２７５ｋＶ乙母線、１ＴｒＢ
22/04/11(月)10:00～22/04/14(木)17:00 連続 高砂変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/04/15(金)09:00～22/05/27(金)17:00 毎日 高砂変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/05/30(月)10:00～22/06/02(木)17:00 連続 高砂変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/11/28(月)09:00～22/11/28(月)17:00 単日 高砂変電所 ２７５ｋＶ甲母線、１ＴｒＢ
23/03/27(月)09:30～23/03/27(月)17:30 単日 高砂変電所 ３ＴｒＢ
22/04/11(月)10:00～22/04/11(月)17:00 単日 高砂変電所 三菱日立高砂線１Ｌ線路及び構内
21/11/18(木)09:00～22/04/14(木)17:00 連続 高島線１Ｌ 高島～東大阪
21/11/18(木)09:00～22/04/14(木)17:00 連続 高島線１Ｌ 高島～東大阪
22/04/05(火)09:00～22/04/08(金)17:00 毎日 高島線１Ｌ 高島～東大阪
22/04/11(月)09:00～22/04/13(水)17:00 毎日 高島線１Ｌ 高島～東大阪
22/11/07(月)09:00～22/11/11(金)17:00 毎日 高島線１Ｌ 高島～東大阪
22/12/06(火)09:00～22/12/07(水)17:00 毎日 高島線１Ｌ 高島～東大阪
22/04/15(金)09:00～22/04/28(木)17:00 連続 高島線２Ｌ 高島～東大阪
22/04/18(月)09:00～22/04/21(木)17:00 毎日 高島線２Ｌ 高島～東大阪
22/04/25(月)09:00～22/04/27(水)17:00 毎日 高島線２Ｌ 高島～東大阪
22/09/30(金)09:00～22/10/02(日)17:00 連続 高島線２Ｌ 高島～東大阪
22/10/25(火)09:00～22/10/28(金)17:00 連続 高島線２Ｌ 高島～東大阪
22/10/25(火)10:00～22/10/25(火)16:00 単日 高島変電所 ７ＴｒＢ
22/11/14(月)10:00～22/11/18(金)16:00 連続 高島変電所 ７ＴｒＢ
22/11/17(木)09:30～22/11/17(木)17:00 単日 高島変電所 ７ＴｒＢ
22/11/14(月)10:00～22/11/14(月)16:00 単日 高島変電所 高島線１Ｌ構内、北陸幹線１Ｌ構内、１５４ｋＶ母線区分（ＣＢ５０）構内
22/11/18(金)10:00～22/11/18(金)16:00 単日 高島変電所 高島線１Ｌ構内、北陸幹線１Ｌ構内、１５４ｋＶ母線区分（ＣＢ５０）構内
22/04/27(水)09:00～22/04/29(金)17:00 毎日 高浜線１Ｌ 高浜～新綾部
22/04/27(水)09:00～22/04/30(土)17:00 毎日 高浜線１Ｌ 高浜～新綾部
22/04/27(水)09:00～22/05/01(日)17:00 毎日 高浜線１Ｌ 高浜～新綾部
22/05/09(月)09:00～22/05/11(水)17:00 毎日 高浜線２Ｌ 高浜～新綾部
22/10/12(水)09:00～22/10/16(日)17:00 連続 黒部川第三変電所 １ＴｒＢ、猿飛線１Ｌ構内、猿飛線２Ｌ構内
22/10/19(水)09:00～22/10/20(木)17:00 連続 黒部川第三変電所 猿飛線１Ｌ線路及び構内
22/10/21(金)09:00～22/10/22(土)17:00 連続 黒部川第三変電所 猿飛線２Ｌ線路及び構内
22/10/11(火)09:00～22/10/11(火)12:00 単日 黒部川第四開閉所 新北陸幹線１Ｌ線路及び構内
22/10/10(月)13:00～22/10/10(月)16:00 単日 黒部川第四開閉所 新北陸幹線２Ｌ線路及び構内
22/10/07(金)09:00～22/10/12(水)17:00 連続 堺港長曽根線１Ｌ 堺港～長曽根
22/05/23(月)10:00～22/05/23(月)17:00 単日 堺港長曽根線２Ｌ 堺港～長曽根
22/09/19(月)09:00～22/09/20(火)17:00 連続 堺港長曽根線２Ｌ 堺港～長曽根
22/05/10(火)09:00～22/05/13(金)17:00 毎日 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/05/10(火)09:00～22/05/19(木)17:00 連続 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/05/10(火)12:00～22/05/15(日)13:00 連続 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/05/12(木)09:00～22/05/16(月)17:00 毎日 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/05/16(月)09:00～22/05/19(木)17:00 連続 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/05/16(月)09:00～22/05/19(木)17:00 毎日 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/10/13(木)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/10/13(木)09:00～22/10/19(水)17:00 連続 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/10/13(木)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/10/13(木)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/10/17(月)09:00～22/10/20(木)17:00 連続 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/10/24(月)09:00～22/10/29(土)17:00 毎日 堺港八尾線１Ｌ 堺港～八尾
22/05/31(火)09:00～22/06/01(水)17:00 毎日 堺港八尾線２Ｌ 堺港～八尾
22/09/21(水)09:00～22/09/29(木)17:00 毎日 堺港八尾線２Ｌ 堺港～八尾
22/09/21(水)09:00～22/09/30(金)17:00 連続 堺港八尾線２Ｌ 堺港～八尾
22/09/21(水)09:00～22/10/06(木)17:00 連続 堺港八尾線２Ｌ 堺港～八尾
22/09/21(水)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 堺港八尾線２Ｌ 堺港～八尾
22/09/21(水)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 堺港八尾線２Ｌ 堺港～八尾
22/05/23(月)09:00～22/05/23(月)17:00 単日 堺港変電所 １２ＴｒＢ
22/05/26(木)10:00～22/05/26(木)17:00 単日 堺港変電所 １２ＴｒＢ
22/05/26(木)10:00～22/05/26(木)17:00 単日 堺港変電所 １２ＴｒＢ
22/05/23(月)09:00～22/05/29(日)17:00 連続 堺港変電所 １２ＴｒＢ、堺港長曽根線２Ｌ線路及び構内
22/04/26(火)10:00～22/04/26(火)17:00 単日 堺港変電所 １４ＴｒＢ
22/06/09(木)10:00～22/06/09(木)16:00 単日 堺港変電所 １５４ｋＶ母線連絡（ＣＢ８１０）構内
22/06/20(月)10:00～22/06/20(月)16:00 単日 堺港変電所 １５４ｋＶ母線連絡（ＣＢ８２０）構内
22/06/10(金)10:00～22/06/10(金)16:00 単日 堺港変電所 １５４ｋＶ母線連絡（ＣＢ８３０）構内
22/12/21(水)10:00～22/12/21(水)17:00 単日 堺港変電所 １５４ｋＶ母線連絡（ＣＢ８４０）
22/05/30(月)10:00～22/05/30(月)17:00 単日 堺港変電所 １５ＴｒＢ
22/05/30(月)10:00～22/05/31(火)16:00 連続 堺港変電所 １５ＴｒＢ
22/05/23(月)10:00～22/05/27(金)17:00 毎日 堺港変電所 堺港長曽根線２Ｌ線路
22/05/31(火)10:00～22/06/04(土)17:00 毎日 堺港変電所 堺港長曽根線２Ｌ線路
22/05/07(土)09:00～22/05/08(日)17:00 連続 堺港変電所 堺港長曽根線２Ｌ線路及び構内
22/06/02(木)09:00～22/06/02(木)17:00 単日 堺港変電所 堺港長曽根線２Ｌ線路及び構内
22/09/30(金)10:00～22/09/30(金)17:00 単日 堺港変電所 堺港八尾線２Ｌ構内
22/11/30(水)14:00～22/11/30(水)17:00 単日 笹津開閉所 １５４ｋＶ母線連絡（ＣＢ８０）
22/07/13(水)09:00～22/07/14(木)17:00 連続 笹津開閉所 飛騨旧幹線１Ｌ線路
22/10/24(月)09:00～22/10/25(火)17:00 連続 笹津開閉所 飛騨旧幹線２Ｌ線路
22/11/07(月)09:00～22/11/08(火)17:00 連続 笹津開閉所 飛騨新幹線１Ｌ線路
22/11/14(月)09:00～22/11/15(火)17:00 連続 笹津開閉所 飛騨新幹線２Ｌ線路
22/11/10(木)09:00～22/11/10(木)12:00 単日 笹津開閉所 北陸幹線１Ｌ線路及び構内
22/11/17(木)13:00～22/11/17(木)16:00 単日 笹津開閉所 北陸幹線２Ｌ線路及び構内
22/11/14(月)09:00～22/11/25(金)17:00 連続 三浦支線 滝越～三浦～飛騨新幹線Ｎｏ．２５８ー１
22/05/23(月)10:00～22/05/23(月)16:00 単日 三宮線１Ｌ 神戸～三宮
22/09/28(水)09:00～22/09/28(水)11:00 単日 三宮線１Ｌ 神戸～三宮
22/09/28(水)11:00～22/09/28(水)14:00 単日 三宮線２Ｌ 神戸～三宮
22/09/28(水)14:00～22/09/28(水)17:00 単日 三宮線３Ｌ 神戸～三宮
22/04/12(火)09:30～22/04/12(火)17:00 単日 三宮変電所 ８ＴｒＢ
22/04/18(月)09:30～22/04/18(月)17:00 単日 三宮変電所 ９ＴｒＢ
22/09/12(月)09:00～22/09/13(火)17:00 毎日 三重東近江線１Ｌ 三重～東近江
22/09/14(水)09:00～22/09/15(木)17:00 毎日 三重東近江線２Ｌ 三重～東近江
22/07/04(月)09:00～22/07/08(金)17:00 毎日 山城東線１Ｌ 東近江～南京都
22/07/11(月)09:00～22/07/15(金)17:00 毎日 山城東線２Ｌ 東近江～南京都
22/07/18(月)09:00～22/07/19(火)17:00 毎日 山城北線１Ｌ 南京都～京北
22/07/18(月)09:00～22/07/20(水)17:00 毎日 山城北線１Ｌ 南京都～京北
22/07/18(月)09:00～22/07/21(木)17:00 毎日 山城北線１Ｌ 南京都～京北
22/07/26(火)09:00～22/07/27(水)17:00 毎日 山城北線２Ｌ 京北～南京都
22/07/25(月)09:00～22/07/26(火)17:00 毎日 山城北線２Ｌ 南京都～京北
22/07/25(月)09:00～22/07/27(水)17:00 毎日 山城北線２Ｌ 南京都～京北
22/07/25(月)09:00～22/07/28(木)17:00 毎日 山城北線２Ｌ 南京都～京北
22/12/06(火)09:00～22/12/08(木)17:00 連続 市荒川線 市荒川～松岡
22/09/15(木)09:00～22/09/17(土)17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北
22/09/15(木)09:00～22/09/17(土)17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北
22/12/12(月)09:30～22/12/14(水)17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北
22/12/12(月)09:30～22/12/14(水)17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北
22/12/12(月)09:30～22/12/14(水)17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北
22/09/17(土)17:00～22/12/12(月)09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北トラス
22/09/19(月)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北トラス
22/11/14(月)09:00～22/12/12(月)09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北トラス
22/12/06(火)09:00～22/12/07(水)17:00 毎日 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南～京北トラス
22/03/20(日)17:00～22/06/26(日)09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南トラス～京北トラス
22/06/29(水)09:00～22/06/29(水)17:00 単日 若狭幹線山側２Ｌ 嶺南～京北
23/03/13(月)09:00～23/03/14(火)17:00 毎日 若狭幹線里側２Ｌ 京北～西京都
22/04/18(月)09:30～22/04/22(金)17:00 連続 蹴上変電所 ７ＴｒＢ
22/04/11(月)09:30～22/04/15(金)17:00 連続 蹴上変電所 ８ＴｒＢ
22/12/05(月)09:00～22/12/08(木)17:00 毎日 小森新宮線 小森～新宮
22/12/07(水)09:00～22/12/09(金)17:00 毎日 小森新宮線 小森～新宮
22/12/09(金)09:00～22/12/14(水)17:00 毎日 小森新宮線 小森～新宮
22/05/07(土)13:00～22/05/22(日)09:00 連続 小曽根支線 小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ～小曽根
22/11/06(日)13:00～22/12/03(土)09:00 連続 小曽根支線 小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ～小曽根
22/12/05(月)10:00～22/12/05(月)16:00 単日 小曽根変電所 ３ＴｒＢ
22/12/06(火)10:00～22/12/23(金)16:00 連続 小曽根変電所 ４ＴｒＢ
22/05/07(土)10:00～22/05/07(土)16:00 単日 小曽根変電所 小曽根支線１Ｌ線路
22/04/19(火)10:00～22/04/19(火)13:00 単日 小曽根変電所 北大阪小曽根線１Ｌ線路
22/05/30(月)10:00～22/05/30(月)13:00 単日 小曽根変電所 北大阪小曽根線２Ｌ線路
22/09/05(月)09:00～23/01/25(水)15:00 連続 小牧変電所 ３ＴｒＢ
22/10/25(火)09:00～22/10/27(木)17:00 連続 小牧変電所 ３ＴｒＢ
22/11/10(木)09:00～22/11/10(木)12:00 単日 小牧変電所 北幹（笹津側）１Ｌ線路
22/11/21(月)13:00～22/11/21(月)16:00 単日 小牧変電所 北幹（笹津側）２Ｌ線路
22/06/08(水)11:00～22/06/08(水)17:00 単日 松岡開閉所 関西連絡母線（ＬＳ４１，４２～ＬＳ５，６）
22/10/15(土)12:00～22/10/18(火)09:00 連続 松岡開閉所 関西連絡母線（ＬＳ４１，４２～ＬＳ５，６）
22/10/16(日)09:00～22/10/16(日)12:00 単日 松岡開閉所 関西連絡母線（ＬＳ４１，４２～ＬＳ５，６）、北陸幹線（高島側）１Ｌ線路及び構内

転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2022年04月01日時点）
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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/10/17(月)13:00～22/10/17(月)16:00 単日 松岡開閉所 関西連絡母線（ＬＳ４１，４２～ＬＳ５，６）、北陸幹線（高島側）１Ｌ線路及び構内
22/05/19(木)09:30～22/05/19(木)16:30 単日 城見変電所 ２ＴｒＢ
22/06/23(木)12:00～22/06/24(金)17:00 連続 城端開閉所 ２７５ｋＶ関西側乙母線、ＬＳ１０２～ＬＳ１０４（北電）
22/06/22(水)09:00～22/06/23(木)12:00 連続 城端開閉所 ２７５ｋＶ関西側甲母線、ＬＳ１０１～ＬＳ１０３
22/11/11(金)10:00～22/11/13(日)17:00 連続 城端開閉所 ２７５ｋＶ母線連絡構内（ＣＢ８０）
22/04/20(水)13:00～22/04/20(水)16:00 単日 城端開閉所 新北幹１Ｌ（新愛本側）構内、２７５ｋＶ関西側乙母線、２７５ｋＶ母線連絡構内（ＣＢ８０）
22/04/20(水)09:00～22/04/20(水)12:00 単日 城端開閉所 新北幹１Ｌ（新愛本側）構内、２７５ｋＶ関西側甲母線、２７５ｋＶ母線連絡構内（ＣＢ８０）
22/09/30(金)09:00～22/10/31(月)17:00 連続 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内
22/10/12(水)10:00～22/10/12(水)17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内
22/11/08(火)10:00～22/11/10(木)17:00 連続 城端開閉所 大黒幹線２Ｌ線路及び構内
22/11/09(水)10:00～22/11/09(水)17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線２Ｌ線路及び構内
22/12/20(火)10:00～22/12/20(火)17:00 単日 飾磨港変電所 ６ＴｒＢ
22/12/21(水)10:00～22/12/21(水)13:00 単日 飾磨港変電所 ７ＴｒＢ
22/12/21(水)14:00～22/12/21(水)17:00 単日 飾磨港変電所 ８ＴｒＢ
22/12/23(金)10:00～22/12/23(金)16:00 単日 飾磨港変電所 飾磨港線１Ｌ線路及び構内
22/12/22(木)10:00～22/12/22(木)16:00 単日 飾磨港変電所 飾磨港線２Ｌ線路及び構内
22/09/20(火)09:00～22/09/21(水)17:00 毎日 信貴線（阪奈線）１Ｌ 新生駒～信貴
22/09/20(火)09:00～22/09/22(木)18:00 毎日 信貴線（阪奈線）１Ｌ 新生駒～信貴
22/09/26(月)09:00～22/09/28(水)18:00 毎日 信貴線（阪奈線）２Ｌ 新生駒～信貴
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 毎日 信貴八尾線１Ｌ 信貴～八尾
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 毎日 信貴八尾線１Ｌ 信貴～八尾
23/03/18(土)09:00～23/03/19(日)17:00 毎日 信貴八尾線２Ｌ 信貴～八尾
22/05/31(火)09:00～22/06/02(木)17:00 毎日 信貴百済線１Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/09/21(水)09:00～22/09/23(金)17:00 毎日 信貴百済線１Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/09/21(水)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 信貴百済線１Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/09/21(水)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 信貴百済線１Ｌ 信貴～猪飼野～百済
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 毎日 信貴百済線１Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/05/07(土)09:00～22/05/07(土)12:00 単日 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/05/26(木)09:00～22/05/28(土)17:00 毎日 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/06/10(金)09:00～22/06/16(木)17:00 毎日 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/10/07(金)09:00～22/10/09(日)17:00 毎日 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/10/07(金)09:00～22/10/12(水)17:00 毎日 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/10/07(金)09:00～22/10/12(水)17:00 毎日 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/12/02(金)09:00～22/12/13(火)17:00 連続 信貴百済線２Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/05/07(土)13:00～22/05/07(土)16:00 単日 信貴百済線３Ｌ 信貴～矢田～百済
22/05/12(木)09:00～22/05/16(月)17:00 毎日 信貴百済線３Ｌ 信貴～矢田～百済
22/10/13(木)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 信貴百済線３Ｌ 信貴～矢田～百済
22/10/13(木)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 信貴百済線３Ｌ 信貴～矢田～百済
23/03/18(土)09:00～23/03/19(日)17:00 毎日 信貴百済線３Ｌ 信貴～矢田～百済
22/09/24(土)09:00～22/09/27(火)17:00 毎日 信貴敷津線１Ｌ 信貴～敷津
22/10/07(金)09:00～22/10/09(日)17:00 連続 信貴敷津線１Ｌ 信貴～敷津
22/10/07(金)09:00～22/10/12(水)17:00 毎日 信貴敷津線１Ｌ 信貴～敷津
22/10/11(火)09:00～22/10/12(水)17:00 連続 信貴敷津線１Ｌ 信貴～敷津
22/04/01(金)09:00～22/04/05(火)17:00 毎日 信貴敷津線２Ｌ 信貴～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/30(日)17:00 毎日 信貴敷津線２Ｌ 信貴～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/31(月)13:00 毎日 信貴敷津線２Ｌ 信貴～敷津
22/10/24(月)09:00～22/10/27(木)17:00 毎日 信貴敷津線２Ｌ 信貴～敷津
22/10/24(月)09:00～22/10/28(金)17:00 連続 信貴敷津線２Ｌ 信貴～敷津
22/03/12(土)14:00～22/05/30(月)10:00 連続 信貴敷津線４Ｌ Ｎｏ７１ＴＷ～敷津
22/05/30(月)09:00～22/05/30(月)13:00 単日 信貴敷津線４Ｌ 信貴～長曽根～敷津
22/05/16(月)09:00～22/05/18(水)17:00 連続 信貴変電所 ＬＳ５４４～ＬＳ５４６
22/09/26(月)10:00～22/09/27(火)16:00 連続 信貴変電所 信貴敷津線１Ｌ線路および構内
22/10/20(木)10:00～22/10/21(金)16:00 連続 信貴変電所 信貴敷津線２Ｌ線路および構内
22/10/21(金)10:00～22/10/21(金)17:00 単日 信貴変電所 信貴矢田線　線路および構内
22/05/23(月)09:00～22/05/25(水)17:00 毎日 信貴矢田線 信貴～矢田～上本町
22/09/09(金)09:00～22/09/16(金)17:00 連続 信貴矢田線 信貴～矢田～上本町
22/10/20(木)09:00～22/10/30(日)17:00 毎日 信貴矢田線 信貴～矢田～上本町
22/10/20(木)09:00～22/10/30(日)17:00 毎日 信貴矢田線 信貴～矢田～上本町
22/10/24(月)09:00～22/10/28(金)17:00 毎日 信貴矢田線 信貴～矢田～上本町
22/10/25(火)09:00～22/10/25(火)17:00 単日 新愛本変電所 １５４ＫＶ乙（山）母線、１５４ＫＶ乙（川）母線
22/06/29(水)10:00～22/06/29(水)17:00 単日 新愛本変電所 １５４ＫＶ甲（山）（川）母線
22/10/18(火)09:00～22/10/18(火)17:00 単日 新愛本変電所 １５４ＫＶ甲（山）母線、１５４ＫＶ甲（川）母線
22/10/17(月)09:00～22/10/17(月)17:00 単日 新愛本変電所 １５４ｋＶ母線連絡（ＣＢ８０）、１５４ＫＶ甲（山）母線
22/10/24(月)09:00～22/10/24(月)17:00 単日 新愛本変電所 黒部幹線１Ｌ構内、１５４ＫＶ乙（川）母線
22/10/19(水)09:00～22/10/19(水)17:00 単日 新愛本変電所 黒部幹線１Ｌ構内、１５４ＫＶ甲（川）母線
22/10/18(火)09:00～22/10/18(火)17:00 単日 新愛本変電所 黒部幹線２Ｌ構内
22/10/21(金)09:00～22/10/21(金)17:00 単日 新愛本変電所 黒部幹線２Ｌ構内、１５４ＫＶ乙（川）母線
22/10/20(木)09:00～22/10/20(木)17:00 単日 新愛本変電所 黒部幹線２Ｌ構内、１５４ＫＶ甲（川）母線
22/10/11(火)10:00～22/10/11(火)17:00 単日 新愛本変電所 新北幹（新黒三側）１Ｌ構内
22/10/17(月)09:00～22/10/17(月)17:00 単日 新愛本変電所 柳河原線（里）２Ｌ構内
22/10/12(水)09:00～22/10/12(水)17:00 単日 新愛本変電所 柳河原線（里）２Ｌ構内、１５４ＫＶ甲（山）母線
22/09/19(月)09:00～22/09/23(金)17:00 毎日 新綾部変電所 １ＴｒＢ
22/09/20(火)09:30～22/09/20(火)17:00 単日 新綾部変電所 １ＴｒＢ
22/09/29(木)09:00～22/09/30(金)17:00 毎日 新綾部変電所 １ＴｒＢ
22/11/21(月)09:30～22/11/22(火)17:00 連続 新綾部変電所 ２ＴｒＢ
22/11/22(火)09:30～22/11/22(火)17:00 単日 新綾部変電所 ２ＴｒＢ
22/09/19(月)09:00～22/09/23(金)17:00 毎日 新綾部変電所 ５００ｋＶ甲３母線
22/09/29(木)09:00～22/09/30(金)17:00 毎日 新綾部変電所 ５００ｋＶ甲３母線
23/03/15(水)09:30～23/03/15(水)17:00 単日 新綾部変電所 ５００ｋＶ甲３母線
22/10/31(月)09:30～22/11/01(火)17:00 連続 新綾部変電所 ５ＴｒＢ
22/05/09(月)09:30～22/05/13(金)17:00 連続 新綾部変電所 ＬＳ５１４～ＬＳ５１６
22/04/27(水)09:30～22/05/01(日)17:00 連続 新綾部変電所 ＬＳ５２４～ＬＳ５２６
23/03/21(火)09:30～23/03/22(水)17:00 毎日 新綾部変電所 ＬＳ５５４～ＬＳ５５６
22/10/17(月)09:00～22/10/21(金)17:00 連続 新綾部変電所 ＬＳ５５７～ＬＳ５５９
23/03/16(木)09:30～23/03/16(木)17:00 単日 新綾部変電所 ＬＳ５６１～ＬＳ５６３
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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/09/06(火)09:30～22/09/08(木)17:00 連続 新綾部変電所 ＬＳ５６４～ＬＳ５６６
23/03/23(木)09:30～23/03/24(金)17:00 毎日 新綾部変電所 ＬＳ５６４～ＬＳ５６６
22/08/30(火)09:30～22/09/01(木)17:00 連続 新綾部変電所 ＬＳ５６７～ＬＳ５６９
22/09/19(月)09:00～22/09/30(金)17:00 連続 新綾部変電所 大河内線２Ｌ、ＬＳ５５１～ＬＳ５５６
21/12/01(水)09:00～22/08/26(金)17:00 連続 新加古川線１Ｌ 新加古川～宝塚
22/08/26(金)17:00～23/07/28(金)17:00 連続 新加古川線１Ｌ 新加古川～宝塚
21/12/01(水)09:00～22/08/26(金)17:00 連続 新加古川線２Ｌ 新加古川～宝塚
22/08/26(金)17:00～23/07/28(金)17:00 連続 新加古川線２Ｌ 新加古川～宝塚
22/05/30(月)09:00～22/06/10(金)17:00 毎日 新加古川変電所 ２７５ｋＶ乙母線
22/11/07(月)09:00～22/11/12(土)17:00 連続 新加古川変電所 ２７５ｋＶ乙母線
22/06/13(月)09:00～22/06/24(金)17:00 毎日 新加古川変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/10/24(月)09:00～22/10/29(土)10:00 連続 新加古川変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/10/26(水)09:00～22/10/26(水)17:00 単日 新加古川変電所 ２７５ｋＶ母連ＣＢ５０（ＬＳ５５～ＬＳ５６）
22/11/12(土)09:00～22/11/12(土)17:00 単日 新加古川変電所 ２７５ｋＶ母連ＣＢ６０（ＬＳ６５～ＬＳ６６）
22/11/02(水)09:00～22/11/02(水)17:00 単日 新加古川変電所 ２７５ｋＶ母連ＣＢ８０（ＬＳ８５～ＬＳ８６）
22/11/11(金)09:00～22/11/11(金)17:00 単日 新加古川変電所 ２７５ｋＶ母連ＣＢ９０（ＬＳ９５～ＬＳ９６）
22/11/03(木)09:00～22/11/03(木)13:00 単日 新加古川変電所 ２ＴｒＢ
22/05/28(土)09:00～22/05/29(日)17:30 連続 新加古川変電所 ３ＴｒＢ
22/11/03(木)13:00～22/11/03(木)17:00 単日 新加古川変電所 ３ＴｒＢ
22/11/02(水)09:00～22/11/02(水)17:00 単日 新加古川変電所 ＣＢ８０構内
22/11/01(火)09:00～22/11/01(火)17:00 単日 新加古川変電所 高砂火力線１Ｌ線路及び構内
22/11/02(水)09:00～22/11/02(水)17:00 単日 新加古川変電所 高砂火力線２Ｌ線路及び構内
22/05/30(月)09:00～22/05/30(月)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線１Ｌ線路及び構内
22/05/30(月)09:00～22/05/30(月)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線１Ｌ線路及び構内
22/05/30(月)09:00～22/05/30(月)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線１Ｌ線路及び構内
22/11/07(月)09:00～22/11/07(月)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線１Ｌ線路及び構内
22/05/31(火)09:00～22/05/31(火)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線２Ｌ線路及び構内
22/05/31(火)09:00～22/05/31(火)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線２Ｌ線路及び構内
22/05/31(火)09:00～22/05/31(火)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線２Ｌ線路及び構内
22/11/10(木)09:00～22/11/10(木)17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線２Ｌ線路及び構内
22/11/05(土)09:00～22/11/05(土)13:00 単日 新加古川変電所 西神戸線１Ｌ線路及び構内
22/11/05(土)09:00～22/11/05(土)13:00 単日 新加古川変電所 西神戸線１Ｌ線路及び構内
22/11/05(土)13:00～22/11/05(土)17:00 単日 新加古川変電所 西神戸線２Ｌ線路及び構内
22/11/05(土)13:00～22/11/05(土)17:00 単日 新加古川変電所 西神戸線２Ｌ線路及び構内
22/11/09(水)09:00～22/11/09(水)17:00 単日 新加古川変電所 姫一火力線１Ｌ線路及び構内
22/11/08(火)09:00～22/11/08(火)17:00 単日 新加古川変電所 姫一火力線２Ｌ線路及び構内
22/11/09(水)09:00～22/11/09(水)17:00 単日 新加古川変電所 姫―火力線１Ｌ線路及び構内
22/05/10(火)09:00～22/05/12(木)17:00 連続 新加古川変電所 姫―火力線２Ｌ線路及び構内
22/11/08(火)09:00～22/11/08(火)17:00 単日 新加古川変電所 姫―火力線２Ｌ線路及び構内
22/04/12(火)09:00～22/04/13(水)17:00 連続 新加古川変電所 姫路火力東線１Ｌ線路及び構内
22/11/04(金)09:00～22/11/04(金)17:00 単日 新加古川変電所 姫路火力東線１Ｌ線路及び構内
22/04/25(月)09:00～22/04/26(火)17:00 連続 新加古川変電所 姫路火力東線２Ｌ線路及び構内
22/11/11(金)09:00～22/11/11(金)17:00 単日 新加古川変電所 姫路火力東線２Ｌ線路及び構内
22/12/09(金)09:00～22/12/14(水)17:00 毎日 新宮線１Ｌ 十津川第２～新宮
22/12/09(金)09:00～23/01/23(月)17:00 連続 新宮線１Ｌ 十津川第２～新宮
22/12/05(月)09:00～22/12/08(木)17:00 毎日 新宮線２Ｌ 十津川第２～新宮
23/01/28(土)09:00～23/02/08(水)17:00 連続 新宮線２Ｌ 十津川第２～新宮
22/10/15(土)08:00～25/06/26(木)10:00 連続 新宮変電所 １５４ｋＶ母線一部（ＬＳ５７～新宮線２Ｌ側）
22/04/07(木)09:30～22/04/07(木)17:00 単日 新宮変電所 新宮線１Ｌ線路及び構内
22/10/15(土)08:00～22/10/20(木)13:00 連続 新宮変電所 新宮線２Ｌ構内
22/10/03(月)08:00～22/10/03(月)16:00 単日 新宮変電所 新宮線２Ｌ構内及び１５４ｋＶ母線一部（ＬＳ５５～新宮線２Ｌ側）並びに６ＴｒＢ
22/10/15(土)08:00～22/10/15(土)16:00 単日 新宮変電所 新宮線２Ｌ構内及び１５４ｋＶ母線一部（ＬＳ５５～新宮線２Ｌ側）並びに６ＴｒＢ
22/04/08(金)09:30～22/04/08(金)17:00 単日 新宮変電所 新宮線２Ｌ線路及び構内
22/09/24(土)09:00～22/09/24(土)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（黒四側）構内、２７５ＫＶ母線
22/10/11(火)09:00～22/10/11(火)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（黒四側）構内および新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）構内
22/09/22(木)09:00～22/09/22(木)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（黒四側）線路及び構内
22/09/23(金)09:00～22/09/23(金)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（黒四側）線路及び構内
22/09/27(火)09:00～22/09/27(火)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）構内、２７５ＫＶ母線
22/09/25(日)09:00～22/09/25(日)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）線路及び構内
22/09/26(月)09:00～22/09/26(月)17:00 単日 新黒部川第三開閉所 新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）線路及び構内
22/04/25(月)09:30～22/04/25(月)16:30 単日 新寝屋川変電所 ２ＴｒＢ
22/10/20(木)09:30～22/10/20(木)16:30 単日 新寝屋川変電所 ２ＴｒＢ
22/05/06(金)09:30～22/05/06(金)16:30 単日 新寝屋川変電所 ３ＴｒＢ
22/05/01(日)09:00～22/05/04(水)17:00 連続 新神戸変電所 ２７５ｋＶ乙母線
22/09/23(金)09:30～22/09/25(日)17:30 毎日 新神戸変電所 ２７５ｋＶ甲母線、３ＴｒＢ
22/07/02(土)09:00～22/07/03(日)17:00 毎日 新神戸変電所 ２ＴｒＢ
22/06/26(日)09:30～22/06/26(日)12:00 単日 新神戸変電所 ３ＴｒＢ
22/07/09(土)09:00～22/07/10(日)17:00 毎日 新神戸変電所 ３ＴｒＢ
22/09/12(月)09:30～24/02/02(金)10:00 連続 新神戸変電所 ３ＴｒＢ
22/09/21(水)09:30～22/09/22(木)17:00 毎日 新神戸変電所 ３ＴｒＢ
22/06/25(土)09:30～22/06/25(土)17:00 単日 新神戸変電所 ４ＴｒＢ
22/05/01(日)09:00～22/05/04(水)17:00 連続 新神戸変電所 ５ＴｒＢ
22/10/13(木)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 新生駒古川橋線１Ｌ 新生駒～古川橋
22/10/25(火)08:00～22/10/25(火)18:00 単日 新生駒古川橋線２Ｌ 新生駒～古川橋
22/10/25(火)09:00～22/10/27(木)17:00 毎日 新生駒古川橋線２Ｌ 新生駒～古川橋
22/11/14(月)09:00～22/11/15(火)17:00 連続 新生駒古川橋線２Ｌ 新生駒～古川橋
22/12/18(日)09:00～22/12/18(日)17:00 単日 新生駒変電所 １５４ｋＶ乙２母線、６ＴｒＢ
22/10/10(月)09:00～22/10/10(月)17:00 単日 新生駒変電所 １５４ｋＶ甲２母線、６ＴｒＢ
22/11/23(水)09:00～22/11/23(水)17:00 単日 新生駒変電所 １５４ｋＶ甲２母線、６ＴｒＢ
22/12/11(日)09:00～22/12/11(日)17:00 単日 新生駒変電所 １５４ｋＶ甲２母線、６ＴｒＢ
23/01/16(月)09:30～23/01/20(金)17:00 連続 新生駒変電所 ３ＴｒＢ
22/10/03(月)09:00～22/12/24(土)10:00 連続 新生駒変電所 ６ＴｒＢ
23/02/01(水)09:00～23/02/01(水)17:00 単日 新生駒変電所 ６ＴｒＢ
23/02/01(水)09:00～23/02/01(水)17:00 単日 新生駒変電所 ６ＴｒＢ
22/09/05(月)09:00～22/09/05(月)17:00 単日 新生駒変電所 ９ＴｒＢ

転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2022年04月01日時点）



7／ 16

【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/10/03(月)09:00～23/01/27(金)10:00 連続 新生駒変電所 ＬＳ５６４～ＬＳ５６６
22/11/07(月)10:00～22/11/09(水)15:00 連続 新生駒変電所 野江南線線路および構内
22/11/07(月)09:00～22/11/11(金)17:00 毎日 新生駒本町線 新生駒～本町～空心町
22/11/29(火)09:00～22/12/09(金)17:00 連続 新生駒本町線 新生駒～本町～空心町
23/01/17(火)09:00～23/01/20(金)17:00 毎日 新生駒本町線 新生駒～本町～空心町
23/01/24(火)09:00～23/01/27(金)17:00 毎日 新生駒野江線 新生駒～野江～新曽根崎～城見
22/06/27(月)09:00～22/06/28(火)06:00 連続 新曽根崎支線 新生駒～野江～新曽根崎～城見
22/09/05(月)10:00～22/12/23(金)14:00 連続 新曽根崎支線 新生駒～野江～新曽根崎～城見
22/12/01(木)10:00～22/12/01(木)17:00 単日 新曽根崎支線３８ＴＷ 新曽根崎支線線路
22/05/12(木)09:30～22/05/12(木)16:30 単日 新曽根崎変電所 １５４ｋＶ母連ＣＢ１００
22/05/13(金)09:30～22/05/13(金)16:30 単日 新曽根崎変電所 １５４ｋＶ母連ＣＢ２００
22/10/03(月)10:00～22/12/23(金)17:00 連続 新曽根崎変電所 ４ＴｒＢ
21/12/24(金)17:00～22/04/01(金)09:30 毎日 新曽根崎変電所 ５ＴｒＢ
22/04/15(金)09:30～22/04/15(金)16:30 単日 新曽根崎変電所 ５ＴｒＢ
22/09/15(木)10:00～23/09/10(日)10:00 連続 新曽根崎変電所 ５ＴｒＢ
22/10/14(金)09:30～22/10/14(金)16:30 単日 新曽根崎変電所 ５ＴｒＢ
22/04/22(金)09:30～22/04/22(金)16:30 単日 新曽根崎変電所 ７ＴｒＢ
22/10/22(土)22:00～22/10/23(日)06:00 連続 新曽根崎変電所 ７ＴｒＢ
22/12/02(金)10:00～22/12/02(金)17:00 単日 新曽根崎変電所 新曽根崎支線線路および構内
22/11/07(月)10:00～22/11/09(水)15:00 連続 新曽根崎変電所 新曽根崎南支線線路、１５４ｋＶ母線一部（３０３～９Ｔｒ側）、９ＴｒＢ構内
22/11/21(月)10:00～22/11/21(月)11:30 単日 新鳥飼変電所 新鳥飼東支線１Ｌ線路、８ＴｒＢ
22/11/21(月)13:00～22/11/21(月)15:30 単日 新鳥飼変電所 新鳥飼東支線２Ｌ線路、９ＴｒＢ
22/10/07(金)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 新椿原線 新椿原～椿原
22/12/06(火)09:00～22/12/07(水)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 新奈良～東大阪
22/12/12(月)09:00～22/12/15(木)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 新奈良～東大阪
22/12/12(月)09:00～22/12/15(木)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 新奈良～東大阪
22/12/12(月)09:00～22/12/15(木)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 新奈良～東大阪
22/12/12(月)09:00～22/12/16(金)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 新奈良～東大阪
22/12/17(土)09:00～22/12/18(日)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 新奈良～東大阪
22/12/12(月)09:00～22/12/14(水)17:00 毎日 新奈良線１Ｌ 東大阪～新奈良
22/10/03(月)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 新奈良線２Ｌ 新奈良～東大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 新奈良線２Ｌ 新奈良～東大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 新奈良線２Ｌ 新奈良～東大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 新奈良線２Ｌ 新奈良～東大阪
22/10/08(土)09:00～22/10/09(日)17:00 毎日 新奈良線２Ｌ 新奈良～東大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/05(水)17:00 毎日 新奈良線２Ｌ 東大阪～新奈良
22/04/07(木)09:00～22/04/07(木)12:00 単日 新奈良変電所 １１ＴｒＢ
22/09/11(日)09:00～22/09/11(日)14:00 単日 新奈良変電所 １１ＴｒＢ
22/09/11(日)10:00～22/09/11(日)17:00 単日 新奈良変電所 １１ＴｒＢ
22/10/31(月)10:00～22/11/11(金)17:00 連続 新奈良変電所 １１ＴｒＢ
22/04/06(水)09:00～22/04/06(水)12:00 単日 新奈良変電所 ７ＴｒＢ
22/04/23(土)09:00～22/04/28(木)14:00 毎日 新奈良変電所 ７ＴｒＢ
22/04/25(月)10:00～22/04/25(月)17:00 単日 新奈良変電所 ７ＴｒＢ
21/10/29(金)12:00～23/10/27(金)17:00 連続 新奈良変電所 ８ＴｒＢ
22/05/10(火)10:00～22/05/10(火)17:00 単日 新奈良変電所 ８ＴｒＢ
22/04/22(金)09:00～22/04/22(金)16:00 単日 新奈良変電所 ９ＴｒＢ
23/01/23(月)09:00～23/01/25(水)17:00 連続 新奈良変電所 関西幹線１Ｌ線路および構内
23/01/30(月)09:00～23/02/01(水)17:00 連続 新奈良変電所 関西幹線２Ｌ線路および構内
22/11/14(月)09:30～22/11/15(火)17:00 連続 新八幡変電所 １１ＴｒＢ
23/03/18(土)09:30～23/03/19(日)17:00 連続 新八幡変電所 南京都新八幡線１Ｌ　構内
23/03/25(土)09:30～23/03/26(日)17:00 連続 新八幡変電所 南京都新八幡線２Ｌ　構内
22/04/13(水)09:00～22/04/14(木)17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ 御母衣～栗東
22/04/13(水)09:00～22/04/29(金)17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ 御母衣～栗東
22/08/03(水)09:00～22/08/11(木)17:00 毎日 新北陸幹線１Ｌ 城端～成出
22/04/12(火)09:00～22/04/20(水)17:00 毎日 新北陸幹線１Ｌ 新愛本～城端
22/09/25(日)09:00～22/09/27(火)17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ 新黒三～新愛本
22/05/24(火)09:00～22/05/26(木)17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ 成出～鳩谷
22/05/09(月)09:00～22/05/09(月)17:00 単日 新北陸幹線１Ｌ 鳩谷～荒谷～御母衣
22/05/11(水)09:00～22/05/12(木)17:00 連続 新北陸幹線２Ｌ 御母衣～栗東
22/05/11(水)09:00～22/05/23(月)17:00 連続 新北陸幹線２Ｌ 御母衣～栗東
22/09/28(水)09:00～22/10/10(月)17:00 毎日 新北陸幹線２Ｌ 黒四～新黒二～城端
22/08/15(月)09:00～22/08/23(火)17:00 毎日 新北陸幹線２Ｌ 城端～成出
22/05/12(木)09:00～22/05/14(土)17:00 毎日 新北陸幹線２Ｌ 椿原～御母衣
23/02/18(土)09:30～23/02/18(土)17:00 単日 神戸変電所 ２ＴｒＢ
23/02/19(日)09:30～23/02/19(日)17:00 単日 神戸変電所 ３ＴｒＢ
23/02/25(土)09:30～23/02/25(土)17:00 単日 神戸変電所 ４ＴｒＢ
22/05/23(月)09:30～22/05/23(月)17:00 単日 神戸変電所 三宮線１Ｌ線路
22/05/19(木)09:30～22/05/20(金)17:00 連続 神戸変電所 三宮線２Ｌ構内
22/05/17(火)09:30～22/05/18(水)17:00 連続 神戸変電所 三宮線３Ｌ構内
22/05/21(土)09:30～22/05/22(日)17:00 連続 神戸変電所 北神線１Ｌ線路
22/05/28(土)09:30～22/05/29(日)17:00 毎日 神戸変電所 北神線２Ｌ線路
22/11/21(月)09:00～22/11/22(火)17:00 毎日 神鋼加古川線１Ｌ 高砂変電所～三菱日立高砂～神鋼加古川
22/11/23(水)09:00～22/11/24(木)17:00 毎日 神鋼加古川線２Ｌ 高砂変電所～三菱日立高砂～神鋼加古川
22/11/22(火)09:30～22/11/22(火)17:00 単日 神崎支線１Ｌ 伊丹～神崎～御幣島
22/11/16(水)09:30～22/11/16(水)17:00 単日 神崎変電所 ８ＴｒＢ
22/12/01(木)09:00～22/12/10(土)17:00 連続 須原松島線１Ｌ 須原～伊奈川～上松～寝覚～御岳～常盤～中電松島
22/12/11(日)09:00～22/12/23(金)17:00 連続 須原松島線２Ｌ 須原～伊奈川～上松～寝覚～御岳～常盤～中電松島
23/03/01(水)12:00～23/10/10(火)09:00 連続 須原大井線１Ｌ 須原～Ｎｏ６７
22/06/20(月)13:00～22/06/20(月)17:00 単日 須原大井線１Ｌ 須原～落合～大井
22/08/22(月)09:00～22/12/24(土)17:00 連続 須原大井線１Ｌ 須原～落合～大井
22/09/08(木)09:00～22/09/13(火)17:00 連続 須原大井線１Ｌ 須原～落合～大井
22/10/03(月)09:00～22/12/15(木)17:00 連続 須原大井線１Ｌ 須原～落合～大井
23/03/01(水)09:00～23/03/01(水)12:00 単日 須原大井線１Ｌ 須原～落合～大井
23/01/10(火)12:00～23/02/15(水)12:00 連続 須原大井線２Ｌ Ｎｏ７４～大井
22/09/05(月)09:00～22/09/07(水)17:00 連続 須原大井線２Ｌ 須原～６７

転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2022年04月01日時点）
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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/10/03(月)09:00～22/10/25(火)17:00 連続 須原大井線２Ｌ 須原～６７
22/05/30(月)12:00～22/12/24(土)09:00 連続 須原大井線２Ｌ 須原～Ｎｏ６７
23/02/15(水)15:00～23/08/01(火)13:00 連続 須原大井線２Ｌ 須原～Ｎｏ６７
22/05/30(月)09:00～22/05/30(月)12:00 単日 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
22/11/07(月)09:00～22/11/10(木)17:00 連続 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
22/12/01(木)09:00～22/12/04(日)17:00 連続 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
22/12/24(土)09:00～22/12/24(土)12:00 単日 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
23/01/10(火)09:00～23/01/10(火)12:00 単日 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
23/02/15(水)12:00～23/02/15(水)15:00 単日 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
23/02/15(水)12:00～23/02/15(水)15:00 単日 須原大井線２Ｌ 須原～新落合～落合～大井
22/11/07(月)10:00～22/11/11(金)13:00 連続 須原変電所 １５４ｋＶ乙母線一部（ＬＳ１２～ＬＳ６４）
22/12/07(水)09:00～22/12/10(土)16:00 連続 須原変電所 須原松島線１Ｌ線路及び構内
22/06/06(月)17:00～22/07/29(金)08:00 連続 成出線１Ｌ Ｎｏ．８７～成出
22/06/06(月)17:00～22/07/29(金)08:00 連続 成出線１Ｌ Ｎｏ．８７～成出
22/10/19(水)09:00～22/10/25(火)17:00 連続 成出線１Ｌ 笹Ｎｏ１１３～利賀二～松岡
22/06/07(火)09:00～22/06/10(金)17:00 毎日 成出線１Ｌ 利賀二～新小原～Ｎｏ．８７
22/06/06(月)13:00～22/06/06(月)17:00 単日 成出線１Ｌ 利賀二～新小原～成出
22/07/29(金)08:00～22/07/29(金)13:00 単日 成出線１Ｌ 利賀二～新小原～成出
22/08/23(火)13:00～22/10/14(金)08:00 連続 成出線２Ｌ Ｎｏ１０６～成出
22/08/23(火)13:00～22/10/14(金)08:00 連続 成出線２Ｌ Ｎｏ１０６～成出
22/10/10(月)09:00～22/10/13(木)17:00 毎日 成出線２Ｌ 小原～赤尾～境川～Ｎｏ１０６
22/08/23(火)09:00～22/08/23(火)13:00 単日 成出線２Ｌ 小原～赤尾～境川～成出
22/10/14(金)08:00～22/10/14(金)13:00 単日 成出線２Ｌ 小原～赤尾～境川～成出
22/04/18(月)09:00～22/04/24(日)17:00 連続 成出線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/09/16(金)09:00～22/09/17(土)17:00 連続 成出変電所 ２７５ｋＶ母線連絡構内（ＣＢ８０）
22/06/07(火)17:00～22/07/29(金)13:00 連続 成出変電所 成出線１Ｌ（Ｎｏ．８７～成出）線路及び構内
22/08/23(火)13:00～22/10/14(金)13:00 連続 成出変電所 成出線２Ｌ（Ｎｏ．１０６～成出）線路及び構内
22/06/14(火)09:30～22/06/14(火)17:00 単日 生瀬変電所 生瀬支線１Ｌ構内
22/06/16(木)09:30～22/06/16(木)17:00 単日 生瀬変電所 生瀬支線２Ｌ構内
22/12/05(月)09:00～22/12/09(金)17:00 毎日 西京都円町線 西京都～円町
23/02/01(水)09:00～23/02/01(水)17:00 単日 西京都向日町線 西京都～向日町～円町
22/11/29(火)09:00～22/12/02(金)17:00 毎日 西京都島原線 西京都～島原
22/10/12(水)09:30～22/10/13(木)17:00 連続 西京都変電所 ５ＴｒＢ
22/06/20(月)09:30～22/06/20(月)17:00 単日 西京都変電所 ８ＴｒＢ
22/06/21(火)09:30～22/06/21(火)17:00 単日 西京都変電所 ９ＴｒＢ
23/03/07(火)10:00～23/03/10(金)17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）１Ｌ線路および構内
23/03/21(火)10:00～23/03/24(金)17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）１Ｌ線路および構内
23/03/13(月)10:00～23/03/16(木)17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）２Ｌ線路および構内
23/03/27(月)10:00～23/03/30(木)17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）２Ｌ線路および構内
23/02/01(水)09:30～23/02/01(水)17:00 単日 西京都変電所 西京都向日町線構内
22/11/28(月)09:30～22/11/28(月)16:30 単日 西三国変電所 ７ＴｒＢ
22/04/18(月)09:30～22/04/18(月)16:30 単日 西三国変電所 ８ＴｒＢ
22/11/29(火)09:30～22/11/29(火)16:30 単日 西三国変電所 ８ＴｒＢ
22/03/28(月)09:00～22/05/15(日)17:00 連続 西神戸変電所 １ＴｒＢ
22/10/03(月)09:30～22/10/04(火)17:00 連続 西神戸変電所 １ＴｒＢ
22/05/14(土)09:00～22/05/15(日)17:00 毎日 西神戸変電所 ２７５ｋＶ乙母線
22/05/07(土)09:00～22/05/08(日)17:00 毎日 西神戸変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/05/08(日)10:00～22/05/08(日)17:00 単日 西神戸変電所 ２７５ｋＶ母線連絡（ＣＢ８０）
22/05/14(土)09:30～22/05/15(日)17:00 連続 西神戸変電所 西神戸線１Ｌ構内
22/05/07(土)09:30～22/05/08(日)17:00 連続 西神戸変電所 西神戸線２Ｌ構内
22/05/21(土)10:00～22/05/21(土)17:00 単日 西神戸変電所 西神支線１Ｌ線路及び構内
22/05/28(土)10:00～22/05/28(土)17:00 単日 西神戸変電所 西神支線２Ｌ線路及び構内
23/03/02(木)10:00～23/03/02(木)17:00 単日 西大阪東支線２Ｌ 宝塚～北大阪～西大阪
23/03/22(水)10:00～23/03/22(水)16:30 単日 西大阪東支線２Ｌ 宝塚～北大阪～西大阪
23/03/06(月)10:00～23/03/10(金)16:30 連続 西大阪変電所 西大阪小曽根線構内
23/03/02(木)10:00～23/03/02(木)15:00 単日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路
23/03/07(火)10:00～23/03/08(水)17:00 毎日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路
23/03/13(月)10:00～23/03/14(火)17:00 毎日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路
23/03/22(水)10:00～23/03/22(水)15:00 単日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路
23/03/02(木)17:00～23/03/22(水)10:00 連続 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路（西大阪ＬＳ６～西大阪構内引留め鉄構）及び構内
23/03/02(木)10:00～23/03/02(木)17:00 単日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路および構内
23/03/22(水)10:00～23/03/22(水)16:30 単日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路および構内
22/05/07(土)10:00～22/05/07(土)16:00 単日 西大阪変電所 北豊中線１Ｌ線路
22/04/19(火)09:30～22/04/19(火)17:30 単日 西播変電所 １１ＴｒＢ
22/05/24(火)10:00～22/05/24(火)16:00 単日 西播変電所 １１ＴｒＢ
22/09/26(月)09:00～22/09/26(月)17:30 単日 西播変電所 １１ＴｒＢ
22/04/20(水)09:30～22/04/20(水)17:30 単日 西播変電所 １２ＴｒＢ
22/05/25(水)10:00～22/05/25(水)16:00 単日 西播変電所 １２ＴｒＢ
22/10/17(月)09:30～22/10/17(月)17:00 単日 西播変電所 １２ＴｒＢ
22/10/16(日)09:30～22/10/16(日)17:30 単日 西播変電所 ２７５ｋＶ母連（ＣＢ８０）、２７５ｋＶ甲１母線／２７５ｋＶ乙１母線交互
22/10/20(木)09:30～22/10/20(木)17:30 単日 西播変電所 ２７５ｋＶ母連（ＣＢ９０）、２７５ｋＶ甲２母線／２７５ｋＶ乙２母線交互
22/09/15(木)09:30～22/09/15(木)17:30 単日 西播変電所 ２ＴｒＢ
22/09/14(水)09:30～22/09/14(水)17:00 単日 西播変電所 ３ＴｒＢ
22/10/17(月)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/10/17(月)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/10/17(月)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/10/17(月)10:00～22/10/18(火)17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/10/22(土)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/01(火)17:00～23/02/18(土)09:00 連続 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～Ｎｏ．５８ＴＷ
23/02/16(木)09:00～23/02/17(金)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～Ｎｏ．５８ＴＷ
22/11/01(火)09:00～22/11/01(火)17:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/03(木)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/03(木)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/04(金)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/05(土)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/11/01(火)09:00～22/11/07(月)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/01(火)10:00～22/11/01(火)17:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/11/05(土)09:00～22/11/06(日)17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
23/02/18(土)09:00～23/02/18(土)16:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南～南河内～東大阪
22/07/01(金)10:00～22/07/01(金)13:00 単日 泉南変電所 ２ＴｒＢ
22/07/01(金)10:00～22/07/01(金)17:00 単日 泉南変電所 ２ＴｒＢ
22/10/25(火)10:00～22/10/25(火)13:00 単日 泉南変電所 ２ＴｒＢ
22/10/25(火)10:00～22/10/27(木)17:00 連続 泉南変電所 ２ＴｒＢ
22/10/09(日)10:00～22/10/09(日)17:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路および構内
22/10/10(月)10:00～22/10/10(月)15:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路および構内
22/10/17(月)10:00～22/10/19(水)17:00 連続 泉南変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路及び構内
22/10/15(土)10:00～22/10/15(土)17:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路および構内
22/10/16(日)10:00～22/10/16(日)15:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路および構内
22/11/14(月)10:00～22/11/16(水)17:00 連続 泉南変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路及び構内
22/06/01(水)10:00～22/06/03(金)17:00 連続 泉南変電所 多奈二火力線１Ｌ線路及び構内
22/06/20(月)10:00～22/06/21(火)16:00 連続 多奈川変電所 ５ＴｒＢ
21/10/12(火)09:00～22/06/27(月)09:00 連続 多奈二火力線１Ｌ 多奈川～泉南
21/10/12(火)09:00～22/06/27(月)09:00 連続 多奈二火力線１Ｌ 多奈川～泉南
22/06/01(水)09:00～22/06/03(金)17:00 毎日 多奈二火力線１Ｌ 多奈川～泉南
22/06/27(月)09:00～22/06/27(月)13:00 単日 多奈二火力線１Ｌ 多奈川～泉南
21/10/12(火)09:00～22/06/27(月)09:00 連続 多奈二火力線２Ｌ 多奈川～泉南
21/10/12(火)09:00～22/06/27(月)09:00 連続 多奈二火力線２Ｌ 多奈川～泉南
22/06/06(月)09:00～22/06/08(水)17:00 連続 多奈二火力線２Ｌ 多奈川～泉南
22/06/27(月)09:00～22/06/27(月)13:00 単日 多奈二火力線２Ｌ 多奈川～泉南
22/06/27(月)13:00～22/06/27(月)13:30 単日 多奈二火力線２Ｌ 多奈川～泉南
22/04/07(木)10:00～22/04/07(木)14:00 単日 大井開閉所 大井支線１／２Ｌ構内
23/01/16(月)09:00～23/01/17(火)17:00 連続 大井支線２Ｌ 須原～読書～大井～犬山
22/09/14(水)09:00～22/09/15(木)17:00 毎日 大河内開閉所 ５００ＫＶ甲母線
22/10/06(木)09:00～22/10/08(土)17:00 毎日 大河内開閉所 ５００ＫＶ甲母線
22/11/02(水)09:00～22/11/04(金)17:00 毎日 大河内開閉所 ５００ＫＶ甲母線
22/09/12(月)10:00～22/11/18(金)15:00 連続 大河内開閉所 ＬＳ５２１～ＬＳ５２６
22/09/14(水)09:00～22/09/15(木)17:00 毎日 大河内開閉所 大河内線２Ｌ線路
22/10/06(木)09:00～22/10/08(土)17:00 毎日 大河内開閉所 大河内線２Ｌ線路
22/11/02(水)09:00～22/11/04(金)17:00 毎日 大河内開閉所 大河内線２Ｌ線路
22/06/13(月)09:00～22/06/14(火)17:00 毎日 大河内線２Ｌ 大河内～新綾部
22/04/05(火)09:00～22/04/07(木)17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ 城端～北大阪
22/09/30(金)09:00～22/10/10(月)17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ 城端～北大阪
22/09/30(金)09:00～22/10/31(月)17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ 城端～北大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/04(火)17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ 城端～北大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/06(木)17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ 城端～北大阪
22/10/03(月)09:00～22/10/07(金)17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ 城端～北大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/07(月)17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ 城端～北大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/09(水)17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ 城端～北大阪
22/11/01(火)09:00～22/11/30(水)17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ 城端～北大阪
22/11/07(月)09:00～22/11/08(火)17:00 毎日 大黒部幹線２Ｌ 城端～北大阪
22/11/07(月)09:00～22/11/10(木)17:00 毎日 大黒部幹線２Ｌ 城端～北大阪
22/04/06(水)09:00～22/06/15(水)17:00 連続 大飯幹線１Ｌ 大飯～能勢
22/05/11(水)09:00～22/05/13(金)17:00 毎日 大飯幹線１Ｌ 大飯～能勢
22/05/11(水)09:00～22/05/13(金)17:00 毎日 大飯幹線１Ｌ 大飯～能勢
22/06/01(水)09:00～22/06/10(金)17:00 毎日 大飯幹線１Ｌ 大飯～能勢
22/06/21(火)09:00～22/06/23(木)17:00 毎日 第二大飯幹線１Ｌ 大飯～京北
22/06/27(月)09:00～22/06/28(火)17:00 毎日 第二大飯幹線２Ｌ 大飯～京北
22/06/27(月)09:00～22/06/29(水)17:00 毎日 第二大飯幹線２Ｌ 大飯～京北
22/11/21(月)10:00～22/11/25(金)17:00 連続 滝越開閉所 滝越小坂線線路及び構内
22/06/09(木)09:00～22/06/10(金)17:00 連続 滝越御岳線 滝越～御岳
22/11/14(月)09:00～22/11/25(金)17:00 連続 滝越小坂線 滝越～三浦～飛騨新幹線Ｎｏ．２５８ー１
22/04/27(水)09:00～22/04/28(木)17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部～猪名川
22/04/27(水)09:00～22/04/28(木)17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部～猪名川
22/04/27(水)09:00～22/05/01(日)17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部～猪名川
22/04/27(水)09:00～22/05/02(月)17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部～猪名川
22/04/29(金)09:00～22/05/02(月)17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部～猪名川
22/05/04(水)09:00～22/05/09(月)17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部～猪名川
22/05/04(水)09:00～22/05/09(月)17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部～猪名川
22/05/04(水)09:00～22/05/09(月)17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部～猪名川
22/05/06(金)09:00～22/05/08(日)17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部～猪名川
22/04/01(金)08:00～22/04/14(木)17:00 毎日 丹波線１Ｌ 京北～猪名川
22/04/15(金)08:00～22/04/26(火)17:00 連続 丹波線１Ｌ 京北～猪名川
22/04/19(火)09:00～22/04/21(木)17:00 毎日 丹波線１Ｌ 京北～猪名川
22/05/10(火)08:00～22/05/23(月)17:00 毎日 丹波線２Ｌ 京北～猪名川
22/05/17(火)09:00～22/05/18(水)17:00 毎日 丹波線２Ｌ 京北～猪名川
22/05/24(火)08:00～22/06/04(土)17:00 連続 丹波線２Ｌ 京北～猪名川
22/06/13(月)10:00～22/06/13(月)17:00 単日 中河内変電所 ７ＴｒＢ
22/06/15(水)10:00～22/06/15(水)17:00 単日 中河内変電所 ８ＴｒＢ
22/06/13(月)10:00～22/06/13(月)17:00 単日 中河内変電所 中河内支線１Ｌ線路及び７ＴｒＢ
22/06/14(火)10:00～22/06/14(火)15:00 単日 中河内変電所 中河内支線１Ｌ線路及び７ＴｒＢ
22/06/15(水)10:00～22/06/15(水)17:00 単日 中河内変電所 中河内支線２Ｌ線路及び８ＴｒＢ
22/06/16(木)10:00～22/06/16(木)15:00 単日 中河内変電所 中河内支線２Ｌ線路及び８ＴｒＢ
22/09/21(水)10:00～22/10/06(木)10:00 連続 猪飼野支線１Ｌ 信貴～猪飼野～百済
22/10/11(火)09:00～22/10/17(月)17:00 毎日 猪名川伊丹線１Ｌ 猪名川～伊丹
22/10/11(火)13:00～22/10/17(月)18:00 毎日 猪名川伊丹線１Ｌ 猪名川～伊丹
22/06/01(水)13:00～22/06/08(水)18:00 毎日 猪名川伊丹線２Ｌ 猪名川～伊丹
22/05/16(月)09:00～22/05/16(月)17:00 単日 猪名川変電所 １５４ｋＶ乙母線、南大浜線４Ｌ構内
22/05/19(木)08:00～22/05/19(木)17:00 単日 猪名川変電所 １５４ｋＶ乙母線、南大浜線４Ｌ構内
22/03/31(木)09:00～22/04/01(金)17:00 毎日 猪名川変電所 １５４ｋＶ甲母線
22/05/17(火)09:00～22/05/18(水)17:00 毎日 猪名川変電所 １５４ｋＶ甲母線
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/05/20(金)08:00～22/05/20(金)17:00 単日 猪名川変電所 １５４ｋＶ甲母線
22/10/25(火)09:00～22/10/28(金)17:00 連続 猪名川変電所 １５４ｋＶ甲母線
22/11/21(月)09:00～22/11/21(月)17:00 単日 猪名川変電所 １５４ｋＶ甲母線
21/09/21(火)09:00～22/07/22(金)10:00 連続 猪名川変電所 ３ＴｒＢ
22/06/28(火)17:00～22/07/21(木)17:00 連続 猪名川変電所 ３ＴｒＢ、ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/06/29(水)17:00～22/07/21(木)17:00 連続 猪名川変電所 ３ＴｒＢ、ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/06/30(木)12:00～22/07/21(木)16:30 連続 猪名川変電所 ３ＴｒＢ、ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/06/30(木)17:00～22/07/21(木)17:00 連続 猪名川変電所 ３ＴｒＢ、ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/06/27(月)09:00～22/06/27(月)17:00 単日 猪名川変電所 ３ＴｒＢ、ＬＳ５３４～ＬＳ５３９、１５４ｋＶ甲母線
22/06/10(金)13:00～22/06/10(金)17:00 単日 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/10/17(月)09:00～22/10/21(金)13:00 連続 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/10/20(木)09:00～22/10/20(木)17:00 単日 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/10/24(月)09:00～22/10/28(金)13:00 連続 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/10/27(木)09:00～22/10/27(木)17:00 単日 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/11/02(水)09:30～22/11/04(金)17:00 連続 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/11/04(金)09:30～22/11/04(金)17:00 単日 猪名川変電所 ４ＴｒＢ
22/06/26(日)08:30～22/06/26(日)18:00 単日 猪名川変電所 ５００ｋＶ乙母線、ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/06/09(木)09:30～22/06/10(金)17:00 連続 猪名川変電所 ７ＴｒＢ
22/06/10(金)09:30～22/06/10(金)17:00 単日 猪名川変電所 ７ＴｒＢ
22/08/02(火)09:30～22/08/04(木)17:00 連続 猪名川変電所 ＬＳ５３１～ＬＳ５３３
22/06/13(月)09:00～22/06/17(金)17:00 連続 猪名川変電所 ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/06/20(月)09:00～22/07/22(金)10:00 連続 猪名川変電所 ＬＳ５３４～ＬＳ５３９
22/08/23(火)09:30～22/08/25(木)17:00 連続 猪名川変電所 ＬＳ５４１～ＬＳ５４３
22/05/06(金)09:30～22/05/06(金)17:00 単日 猪名川変電所 丹後幹線２Ｌ線路
22/04/20(水)09:30～22/04/20(水)17:00 単日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路
22/04/05(火)10:00～22/04/08(金)17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/04/11(月)10:00～22/04/14(木)17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/04/19(火)09:00～22/04/22(金)17:00 連続 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路及び構内
22/05/10(火)10:00～22/05/13(金)17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線２Ｌ線路及び構内
22/05/16(月)10:00～22/05/19(木)17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線２Ｌ線路及び構内
22/05/24(火)09:00～22/05/27(金)17:00 連続 猪名川変電所 丹波線２Ｌ線路及び構内
22/12/08(木)13:00～22/12/09(金)16:00 連続 猪名川変電所 南大浜線３Ｌ線路及び構内
22/11/09(水)13:00～22/11/10(木)16:00 連続 猪名川変電所 南大浜線４Ｌ線路及び構内
22/06/03(金)10:00～22/06/03(金)17:00 単日 長曽根変電所 １５４ｋＶ母線区分（ＣＢ５０）

22/10/15(土)10:00～22/10/15(土)15:00 単日
椿原開閉所 新椿原線構内、新北陸幹線２Ｌ（成出側）構内、新北陸幹線２Ｌ（御母衣側）構内、２７５ｋＶ
母線

22/12/19(月)09:00～22/12/20(火)17:00 毎日 天ケ瀬支線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/23(金)09:00～22/12/26(月)17:00 毎日 天ケ瀬支線２Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/01/19(水)09:30～23/12/15(金)10:00 連続 島原変電所 ７ＴｒＢ、西京都島原線構内（７ＴｒＢ一次）
22/06/15(水)10:00～22/06/15(水)17:00 単日 東意岐部変電所 １ＴｒＢ
22/06/16(木)10:00～22/06/16(木)17:00 単日 東意岐部変電所 ２ＴｒＢ
22/12/29(木)09:00～23/01/01(日)17:00 連続 東海幹線１Ｌ 北方～新八幡
23/01/02(月)09:00～23/01/03(火)17:00 連続 東海幹線２Ｌ 北方～新八幡
22/12/20(火)08:00～22/12/22(木)17:00 連続 東近江開閉所 ５００ｋＶ甲１・甲２　母線区分（ＣＢ５２０）
22/09/12(月)09:00～22/09/13(火)17:00 毎日 東近江開閉所 三重東近江線１Ｌ　線路及び構内
22/09/14(水)09:00～22/09/15(木)17:00 毎日 東近江開閉所 三重東近江線２Ｌ　線路及び構内
23/01/17(火)09:00～23/01/20(金)17:00 毎日 東大阪古川橋線１Ｌ 東大阪～古川橋
23/01/24(火)09:00～23/01/27(金)17:00 毎日 東大阪古川橋線２Ｌ 東大阪～古川橋
22/05/15(日)09:00～22/05/15(日)17:00 単日 東大阪変電所 １５４ｋＶ乙母線
22/11/26(土)09:00～22/11/27(日)17:00 毎日 東大阪変電所 １５４ｋＶ乙母線
22/12/10(土)09:00～22/12/10(土)17:00 単日 東大阪変電所 １５４ｋＶ乙母線
22/11/12(土)09:00～22/11/13(日)17:00 毎日 東大阪変電所 １５４ｋＶ乙母線、新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/11/26(土)09:00～22/11/27(日)17:00 毎日 東大阪変電所 １５４ｋＶ乙母線、新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/12/17(土)09:00～22/12/18(日)17:00 毎日 東大阪変電所 １５４ｋＶ乙母線、新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/05/14(土)09:00～22/05/14(土)17:00 単日 東大阪変電所 １５４ｋＶ甲母線
22/12/03(土)09:00～22/12/04(日)17:00 毎日 東大阪変電所 １５４ｋＶ甲母線
22/12/11(日)09:00～22/12/11(日)17:00 単日 東大阪変電所 １５４ｋＶ甲母線
22/11/19(土)09:00～22/11/19(土)17:00 単日 東大阪変電所 １５４ｋＶ甲母線、新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/12/03(土)09:00～22/12/04(日)17:00 毎日 東大阪変電所 １５４ｋＶ甲母線、新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/12/11(日)09:00～22/12/11(日)17:00 単日 東大阪変電所 １５４ｋＶ甲母線、新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/05/14(土)09:30～22/05/14(土)16:30 単日 東大阪変電所 ６ＴｒＢ
22/12/02(金)09:30～22/12/02(金)16:30 単日 東大阪変電所 高津線２Ｌ構内
22/11/07(月)09:00～22/12/23(金)10:00 連続 東大阪変電所 新奈良線１Ｌ線路及び構内
22/10/03(月)09:30～22/10/03(月)16:30 単日 東大阪変電所 新奈良線２Ｌ構内
22/10/09(日)10:00～22/10/09(日)17:00 単日 東大阪変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路及び構内
22/10/10(月)10:00～22/10/10(月)15:00 単日 東大阪変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路及び構内
22/10/15(土)10:00～22/10/15(土)17:00 単日 東大阪変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路及び構内
22/10/16(日)10:00～22/10/16(日)15:00 単日 東大阪変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路及び構内
22/06/13(月)10:00～22/06/13(月)17:00 単日 東大阪変電所 八尾線１Ｌ線路及び構内
22/06/14(火)10:00～22/06/14(火)14:00 単日 東大阪変電所 八尾線１Ｌ線路及び構内
22/06/15(水)10:00～22/06/15(水)17:00 単日 東大阪変電所 八尾線２Ｌ線路及び構内
22/06/16(木)10:00～22/06/16(木)14:00 単日 東大阪変電所 八尾線２Ｌ線路及び構内
22/04/12(火)10:00～22/04/13(水)17:00 毎日 東大和開閉所 南大和線１Ｌ線路
22/04/19(火)10:00～22/04/20(水)17:00 毎日 東大和開閉所 南大和線２Ｌ線路
22/12/13(火)10:00～22/12/13(火)16:00 単日 東播変電所 ２ＴｒＢ
22/11/15(火)09:30～22/11/16(水)17:30 連続 東播変電所 ３ＴｒＢ
21/09/21(火)10:00～22/11/10(木)10:00 連続 酉島支線４Ｌ 猪名川～伊丹～南大浜～酉島
22/10/03(月)13:00～22/10/05(水)17:00 毎日 酉島支線４Ｌ 猪名川～伊丹～南大浜～酉島
22/12/08(木)10:00～22/12/08(木)16:00 単日 酉島変電所 １５４ｋＶ酉島支線３Ｌおよび９ＴｒＢ
22/12/08(木)16:00～22/12/09(金)10:00 連続 酉島変電所 １５４ｋＶ酉島支線３Ｌおよび９ＴｒＢ
22/12/09(金)10:00～22/12/09(金)15:00 単日 酉島変電所 １５４ｋＶ酉島支線３Ｌおよび９ＴｒＢ
22/11/09(水)10:00～22/11/09(水)16:00 単日 酉島変電所 １５４ｋＶ酉島支線４Ｌおよび８ＴｒＢ
22/11/09(水)16:00～22/11/10(木)10:00 連続 酉島変電所 １５４ｋＶ酉島支線４Ｌおよび８ＴｒＢ
22/11/10(木)10:00～22/11/10(木)15:00 単日 酉島変電所 １５４ｋＶ酉島支線４Ｌおよび８ＴｒＢ
21/09/21(火)10:00～22/11/10(木)10:00 連続 酉島変電所 酉島支線４Ｌ線路、８ＴｒＢ

転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2022年04月01日時点）
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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/11/10(木)12:00～22/11/10(木)15:00 単日 酉島変電所 酉島支線４Ｌ線路、８ＴｒＢ
22/11/21(月)09:00～22/11/22(火)17:00 毎日 敦賀線１Ｌ もんじゅ～美浜
22/11/21(月)09:00～22/11/24(木)17:00 毎日 敦賀線１Ｌ もんじゅ～美浜
22/11/07(月)09:00～22/11/10(木)17:00 毎日 敦賀線１Ｌ 敦賀第一～もんじゅ
22/10/03(月)09:00～22/10/05(水)17:00 毎日 敦賀線１Ｌ 美浜～嶺南
22/10/03(月)09:00～22/10/07(金)17:00 毎日 敦賀線１Ｌ 美浜～嶺南
22/10/24(月)09:00～22/10/27(木)17:00 毎日 敦賀線２Ｌ 敦賀第一～嶺南
22/10/24(月)09:00～22/10/28(金)17:00 毎日 敦賀線２Ｌ 敦賀第一～嶺南
22/10/03(月)10:00～22/10/03(月)17:00 単日 奈良変電所 ７ＴｒＢ
22/10/07(金)10:00～22/10/07(金)17:00 単日 奈良変電所 ８ＴｒＢ
22/04/15(金)10:00～22/04/15(金)18:00 単日 奈良変電所 ９ＴｒＢ
22/05/20(金)10:00～22/05/20(金)17:00 単日 南河内変電所 ７ＴｒＢ
22/10/06(木)10:00～22/10/07(金)17:00 連続 南河内変電所 ７ＴｒＢ
22/10/09(日)10:00～22/10/09(日)17:00 単日 南河内変電所 南河内支線１Ｌ線路および構内
22/10/10(月)10:00～22/10/10(月)15:00 単日 南河内変電所 南河内支線１Ｌ線路および構内
22/10/15(土)10:00～22/10/15(土)17:00 単日 南河内変電所 南河内支線２Ｌ線路および構内
22/10/16(日)10:00～22/10/16(日)15:00 単日 南河内変電所 南河内支線２Ｌ線路および構内
22/12/19(月)09:00～22/12/20(火)17:00 毎日 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/19(月)09:00～22/12/21(水)17:00 毎日 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/19(月)09:00～22/12/21(水)17:00 毎日 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 連続 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 毎日 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
23/03/27(月)09:00～23/03/28(火)17:00 連続 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
23/03/27(月)09:00～23/03/30(木)17:00 連続 南京都横大路線１Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/23(金)09:00～22/12/26(月)17:00 毎日 南京都横大路線２Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/23(金)09:00～22/12/26(月)17:00 毎日 南京都横大路線２Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/23(金)09:00～22/12/27(火)17:00 毎日 南京都横大路線２Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
23/01/08(日)09:00～23/01/09(月)17:00 連続 南京都横大路線２Ｌ 南京都～天ヶ瀬～横大路
22/12/19(月)09:00～22/12/20(火)17:00 毎日 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
22/12/19(月)09:00～22/12/21(水)17:00 毎日 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
22/12/19(月)09:00～22/12/21(水)17:00 毎日 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
23/03/18(土)09:00～23/03/19(日)17:00 連続 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
22/12/19(月)09:00～22/12/20(火)17:00 毎日 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
22/12/19(月)09:00～22/12/21(水)17:00 毎日 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
22/12/19(月)09:30～22/12/20(火)17:00 毎日 南京都新八幡線１Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
22/12/23(金)09:00～22/12/26(月)17:00 毎日 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
22/12/23(金)09:00～22/12/27(火)17:00 毎日 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
23/03/25(土)09:00～23/03/26(日)17:00 連続 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
23/03/27(月)09:00～23/03/28(火)17:00 連続 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
23/03/27(月)09:00～23/03/30(木)17:00 連続 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～荒神口～蹴上～新八幡
22/12/26(月)09:00～22/12/27(火)17:00 毎日 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
22/12/26(月)09:30～22/12/27(火)17:00 毎日 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡
22/12/26(月)09:00～22/12/27(火)17:00 毎日 南京都新八幡線２Ｌ 南京都～蹴上～荒神口～新八幡（荒神口支線含む）
22/10/03(月)09:00～22/10/04(火)17:00 毎日 南京都線１Ｌ 南京都～洛南～枚方
22/10/03(月)09:00～22/10/04(火)17:00 毎日 南京都線１Ｌ 南京都～洛南～枚方
22/10/01(土)09:00～22/10/02(日)17:00 毎日 南京都線２Ｌ 南京都～洛南～枚方
22/10/01(土)09:00～22/10/02(日)17:00 毎日 南京都線２Ｌ 南京都～洛南～枚方
23/03/27(月)09:00～23/03/30(木)17:00 連続 南京都線２Ｌ 南京都～洛南～枚方
23/03/15(水)09:00～23/03/22(水)17:00 毎日 南京都奈良線１Ｌ 南京都～奈良
23/03/07(火)09:00～23/03/14(火)17:00 毎日 南京都奈良線２Ｌ 南京都～奈良
22/09/23(金)09:30～22/09/25(日)17:00 毎日 南京都変電所 ２７５ｋＶ甲母線　及び　２７５ＫＶ母線連絡（ＣＢ８０）
22/05/11(水)09:30～22/05/17(火)17:00 毎日 南京都変電所 ３ＴｒＢ
22/04/02(土)09:00～22/04/26(火)17:00 連続 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/04/04(月)09:00～22/04/08(金)17:00 連続 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/04/11(月)09:30～22/04/11(月)16:00 単日 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/04/13(水)09:00～22/04/18(月)17:00 連続 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/04/19(火)09:00～22/04/20(水)17:00 連続 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/09/11(日)09:00～23/06/04(日)10:00 連続 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/09/14(水)10:00～22/09/14(水)17:00 単日 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/09/15(木)10:00～22/09/15(木)17:00 単日 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/09/16(金)13:00～22/09/16(金)16:00 単日 南京都変電所 ４ＴｒＢ
22/09/11(日)09:00～22/09/11(日)17:00 単日 南京都変電所 ５００ｋＶ乙母線、ＬＳ５４４～５４９、４ＴｒＢ
22/06/11(土)09:30～22/06/16(木)17:00 連続 南京都変電所 ９ＴｒＢ
22/09/06(火)09:30～22/09/08(木)17:00 連続 南京都変電所 ＬＳ５１１～ＬＳ５１３
22/09/14(水)10:00～22/09/14(水)17:00 単日 南京都変電所 ＬＳ５４４～５４９
22/11/01(火)09:00～22/11/30(水)17:00 連続 南京都変電所 ＬＳ５４４～ＬＳ５４９、４ＴｒＢ
23/03/15(水)09:30～23/03/17(金)17:00 毎日 南京都変電所 喜撰山線２Ｌ線路及び同構内
22/11/05(土)10:00～22/11/05(土)17:00 単日 南京都変電所 甲賀線１Ｌ線路および構内
22/11/06(日)10:00～22/11/06(日)15:00 単日 南京都変電所 甲賀線１Ｌ線路および構内
22/11/12(土)10:00～22/11/12(土)17:00 単日 南京都変電所 甲賀線２Ｌ線路および構内
22/11/13(日)10:00～22/11/13(日)15:00 単日 南京都変電所 甲賀線２Ｌ線路および構内
22/07/18(月)09:30～22/07/20(水)17:00 毎日 南京都変電所 山城北線１Ｌ線路及び構内
22/07/25(月)09:30～22/07/27(水)17:00 毎日 南京都変電所 山城北線２Ｌ線路及び構内
22/12/19(月)09:30～22/12/22(木)17:00 連続 南京都変電所 南京都横大路線１Ｌ構内
22/04/01(金)09:00～22/06/30(木)13:00 連続 南京都変電所 美濃幹線２Ｌ及び構内
22/04/02(土)09:00～22/04/03(日)17:00 毎日 南京都変電所 美濃幹線２Ｌ及び構内、１５４ｋＶ乙母線
22/06/18(土)09:00～22/06/19(日)17:00 毎日 南京都変電所 美濃幹線２Ｌ及び構内、１５４ｋＶ乙母線
22/04/09(土)09:00～22/04/10(日)17:00 毎日 南京都変電所 美濃幹線２Ｌ及び構内、１５４ｋＶ甲母線
22/06/25(土)09:00～22/06/27(月)17:00 毎日 南京都変電所 美濃幹線２Ｌ及び構内、１５４ｋＶ甲母線
22/10/20(木)09:00～22/10/22(土)17:00 毎日 南港火力線１Ｌ 南港火力～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 南港火力線１Ｌ 南港火力～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 南港火力線１Ｌ 南港火力～敷津
22/10/21(金)09:00～22/10/22(土)17:00 毎日 南港火力線１Ｌ 南港火力～敷津
22/09/19(月)09:00～22/09/22(木)17:00 毎日 南港火力線２Ｌ 南港火力～敷津
22/09/19(月)09:00～22/10/04(火)17:00 毎日 南港火力線２Ｌ 南港火力～敷津

転載禁止 関西電力送配電株式会社
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/10/03(月)09:00～22/10/05(水)17:00 毎日 南港火力線２Ｌ 南港火力～敷津
22/03/12(土)17:00～22/04/23(土)10:00 連続 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/04/22(金)09:00～22/04/22(金)17:00 単日 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/04/22(金)09:00～22/04/22(金)17:00 単日 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/22(土)17:00 毎日 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/10/20(木)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/10/21(金)09:00～22/10/22(土)17:00 毎日 南港火力線３Ｌ 南港火力～敷津
22/03/27(日)09:00～22/04/06(水)17:00 連続 南大阪線２Ｌ 金剛～南大阪
22/04/12(火)10:00～22/04/12(火)17:00 単日 南大阪変電所 １ＴｒＢ
22/05/27(金)10:00～22/05/27(金)17:00 単日 南大阪変電所 ３ＴｒＢ
22/04/18(月)10:00～22/04/18(月)17:00 単日 南大阪変電所 ４ＴｒＢ
22/05/10(火)13:00～22/05/27(金)18:00 毎日 南大浜線１Ｌ 猪名川～南大浜
22/06/01(水)13:00～22/06/03(金)18:00 毎日 南大浜線１Ｌ 猪名川～南大浜
22/06/01(水)13:00～22/06/08(水)18:00 毎日 南大浜線１Ｌ 猪名川～南大浜
22/06/01(水)13:00～22/06/08(水)18:00 毎日 南大浜線１Ｌ 猪名川～南大浜
22/05/10(火)13:00～22/05/27(金)18:00 毎日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/06/09(木)13:00～22/06/13(月)18:00 毎日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/06/09(木)13:00～22/06/13(月)18:00 毎日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/06/10(金)13:00～22/06/10(金)18:00 単日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/10/11(火)13:00～22/10/11(火)18:00 単日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/10/11(火)13:00～22/10/17(月)18:00 毎日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/10/11(火)13:00～22/10/17(月)18:00 毎日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/10/12(水)13:00～22/10/12(水)18:00 単日 南大浜線２Ｌ 猪名川～南大浜～酉島
22/06/01(水)13:00～22/06/03(金)18:00 毎日 南大浜線３Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/06/01(水)13:00～22/06/08(水)18:00 毎日 南大浜線３Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/06/01(水)13:00～22/06/08(水)18:00 毎日 南大浜線３Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/09/14(水)13:00～22/09/14(水)18:00 単日 南大浜線３Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/10/03(月)13:00～22/10/07(金)18:00 毎日 南大浜線３Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
23/01/13(金)13:00～23/01/13(金)18:00 単日 南大浜線３Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/06/09(木)13:00～22/06/13(月)18:00 毎日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/06/09(木)13:00～22/06/13(月)18:00 毎日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/09/22(木)13:00～22/09/22(木)18:00 単日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/10/11(火)13:00～22/10/11(火)18:00 単日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/10/11(火)13:00～22/10/17(月)18:00 毎日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/10/11(火)13:00～22/10/17(月)18:00 毎日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
23/01/12(木)13:00～23/01/12(木)18:00 単日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～酉島～南大浜
22/10/03(月)13:00～22/10/07(金)18:00 毎日 南大浜線４Ｌ 猪名川～伊丹～南大浜～酉島支線Ｎｏ１
22/04/04(月)09:00～22/04/28(木)17:00 連続 南大浜変電所 ２ＴｒＢ
22/07/29(金)09:30～22/07/29(金)12:00 単日 南大浜変電所 ２ＴｒＢ
22/12/06(火)13:00～22/12/07(水)16:00 連続 南大浜変電所 南大浜線３Ｌ線路及び構内停止
22/11/07(月)13:00～22/11/08(火)16:00 連続 南大浜変電所 南大浜線４Ｌ線路及び構内停止
22/04/12(火)09:00～22/04/15(金)17:00 毎日 南大和線１Ｌ 紀北Ｃ／Ｓ～東大和
22/04/19(火)09:00～22/04/22(金)17:00 毎日 南大和線２Ｌ 紀北Ｃ／Ｓ～東大和
22/11/28(月)09:00～22/11/28(月)17:00 単日 南姫路変電所 ２７５ｋＶ乙１母線、２７５ｋＶ母線連絡（８０）
22/12/07(水)09:00～22/12/07(水)17:00 単日 南姫路変電所 ２７５ｋＶ乙１母線、２７５ｋＶ母線連絡（８０）
22/12/03(土)09:00～22/12/03(土)17:00 単日 南姫路変電所 ２７５ｋＶ乙２，乙３母線、母連ＣＢ１００構内（ＬＳ１０５～ＬＳ１０６）
22/11/18(金)09:00～22/11/18(金)17:00 単日 南姫路変電所 ２７５ｋＶ乙２・乙３母線、２７５ｋＶ母線連絡（１００）
22/12/08(木)09:00～22/12/08(木)17:00 単日 南姫路変電所 ２７５ｋＶ甲１母線、２７５ｋＶ母線連絡（８０）
22/12/02(金)09:00～22/12/02(金)17:00 単日 南姫路変電所 ２７５ｋＶ甲２・甲３母線、２７５ｋＶ母線連絡（１００）
22/03/19(土)09:30～22/04/27(水)17:00 連続 南姫路変電所 ２７５ｋＶ甲２母線
22/11/29(火)10:00～22/11/29(火)16:00 単日 南姫路変電所 ４ＴｒＢ
22/12/12(月)09:00～22/12/13(火)17:00 毎日 南姫路変電所 姫路火力西支線１Ｌ線路および構内
22/12/13(火)09:00～22/12/13(火)17:00 単日 南姫路変電所 姫路火力西支線１Ｌ線路および構内
22/12/14(水)09:00～22/12/14(水)17:00 単日 南姫路変電所 姫路火力西支線１Ｌ線路および構内
22/12/19(月)09:00～22/12/19(月)17:00 単日 南姫路変電所 姫路火力西支線２Ｌ線路および構内
22/12/19(月)09:00～22/12/20(火)17:00 毎日 南姫路変電所 姫路火力西支線２Ｌ線路および構内
22/12/20(火)09:00～22/12/20(火)17:00 単日 南姫路変電所 姫路火力西支線２Ｌ線路および構内
22/04/12(火)09:00～22/04/12(火)17:00 単日 南姫路変電所 姫路火力東線１Ｌ線路及び構内
22/04/19(火)09:00～22/04/19(火)17:00 単日 南姫路変電所 姫路火力東線２Ｌ線路及び構内
22/11/19(土)09:00～22/11/19(土)17:00 単日 南姫路変電所 母連ＣＢ１００構内（ＬＳ１０５～ＬＳ１０６）
22/12/04(日)09:00～22/12/04(日)17:00 単日 南姫路変電所 母連ＣＢ８０構内（ＬＳ８５～ＬＳ８６）
22/11/28(月)09:00～22/12/01(木)17:00 毎日 能勢線１Ｌ 能勢～西京都
22/12/02(金)09:00～22/12/04(日)17:00 毎日 能勢線２Ｌ 能勢～西京都
22/12/02(金)09:00～22/12/04(日)17:00 毎日 能勢線２Ｌ 能勢～西京都
22/06/15(水)09:00～22/06/19(日)17:00 毎日 播磨中央線２Ｌ 山崎～能勢
22/09/12(月)10:00～22/09/16(金)16:00 毎日 八尾変電所 １２ＴｒＢ
23/03/25(土)10:00～23/03/25(土)17:00 単日 八尾変電所 信貴八尾線１Ｌ構内
23/03/18(土)10:00～23/03/18(土)17:00 単日 八尾変電所 信貴八尾線２Ｌ構内
22/06/13(月)10:00～22/06/13(月)17:00 単日 八尾変電所 八尾線１Ｌ線路及び構内
22/06/14(火)10:00～22/06/14(火)14:00 単日 八尾変電所 八尾線１Ｌ線路及び構内
22/06/15(水)10:00～22/06/15(水)17:00 単日 八尾変電所 八尾線２Ｌ線路及び構内
22/06/16(木)10:00～22/06/16(木)14:00 単日 八尾変電所 八尾線２Ｌ線路及び構内
22/08/01(月)12:00～22/09/01(木)10:00 連続 飛騨旧幹線１Ｌ Ｎｏ１０１～角川～北方
22/07/01(金)13:00～22/08/10(水)13:00 連続 飛騨旧幹線１Ｌ Ｎｏ１５７～北方
22/08/19(金)13:00～22/09/01(木)10:00 連続 飛騨旧幹線１Ｌ Ｎｏ１５７～北方
22/07/04(月)09:00～22/07/08(金)17:00 毎日 飛騨旧幹線１Ｌ ＮＯ３１～万波～打保～坂上～角川～北方
22/07/01(金)12:00～22/07/15(金)09:00 連続 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～新幹Ｎｏ３1
22/07/01(金)09:00～22/07/01(金)12:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/07/01(金)09:00～22/07/01(金)13:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/07/15(金)09:00～22/07/15(金)12:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/08/01(月)09:00～22/08/01(月)12:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/08/10(水)13:00～22/08/10(水)16:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/08/19(金)09:00～22/08/19(金)13:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/09/01(木)10:00～22/09/01(木)13:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/09/01(木)10:00～22/09/01(木)13:00 単日 飛騨旧幹線１Ｌ 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/09/02(金)09:00～22/10/26(水)13:00 連続 飛騨旧幹線２Ｌ 笹津～蟹寺～打保～坂上～角川～北方
22/09/05(月)12:00～22/10/11(火)10:00 連続 飛騨旧幹線２Ｌ 笹津～蟹寺～打保～坂上～角川～北方
22/10/11(火)10:00～22/10/26(水)13:00 連続 飛騨旧幹線２Ｌ 笹津～蟹寺～打保～坂上～角川～北方
22/10/12(水)09:00～22/10/25(火)17:00 連続 飛騨旧幹線２Ｌ 笹津～蟹寺～打保～坂上～角川～北方
22/10/18(火)09:00～22/10/19(水)17:00 連続 飛騨旧幹線２Ｌ 笹津～蟹寺～打保～坂上～角川～北方
22/11/07(月)09:00～22/11/08(火)17:00 連続 飛騨新幹線１Ｌ 笹津～蟹寺～Ｎｏ．６９～北方
22/11/01(火)09:00～22/11/08(火)17:00 連続 飛騨新幹線１Ｌ 笹津～蟹寺～ＮＯ６９～北方
22/11/07(月)09:00～22/11/08(火)17:00 連続 飛騨新幹線１Ｌ 笹津～蟹寺～ＮＯ６９～北方
22/11/24(木)09:00～22/11/30(水)17:00 連続 飛騨新幹線１Ｌ 笹津～蟹寺～Ｎｏ６９～北方
22/11/09(水)09:00～22/11/23(水)17:00 連続 飛騨新幹線２Ｌ 笹津～Ｎｏ．６９～北方
22/11/09(水)09:00～22/11/19(土)17:00 連続 飛騨新幹線２Ｌ 笹津～ＮＯ６９～北方
22/05/10(火)09:00～22/05/25(水)17:00 連続 美濃幹線１Ｌ 北方～南京都
22/05/10(火)09:00～22/06/29(水)17:00 連続 美濃幹線１Ｌ 北方～南京都
22/05/17(火)09:00～22/05/18(水)17:00 毎日 美濃幹線１Ｌ 北方～南京都
22/03/01(火)09:00～22/04/08(金)17:00 連続 美濃幹線２Ｌ 北方～南京都
22/05/10(火)09:00～22/05/25(水)17:00 連続 美濃幹線２Ｌ 北方～南京都
22/05/10(火)09:00～22/06/29(水)17:00 連続 美濃幹線２Ｌ 北方～南京都
22/05/17(火)09:00～22/05/18(水)17:00 毎日 美濃幹線２Ｌ 北方～南京都
22/09/14(水)09:00～22/09/16(金)17:00 毎日 美浜線１Ｌ 美浜～嶺南
22/12/12(月)09:00～22/12/14(水)17:00 毎日 姫路火力西支線１Ｌ 姫一～南姫路～姫路～新加古川
22/05/10(火)09:00～22/05/12(木)17:00 毎日 姫路火力西支線２Ｌ 姫一～南姫路～姫路～新加古川
22/04/12(火)09:00～22/04/15(金)17:00 連続 姫路火力東線１Ｌ 南姫路～新加古川
22/04/19(火)09:00～22/04/22(金)17:00 連続 姫路火力東線２Ｌ 南姫路～新加古川
22/04/25(月)09:00～22/04/28(木)17:00 連続 姫路火力東線２Ｌ 南姫路～新加古川
22/11/21(月)10:00～22/12/07(水)17:00 連続 姫路第一開閉所 ２７５ｋＶ甲母線
22/11/21(月)10:00～22/12/21(水)10:00 連続 姫路第一開閉所 飾磨港線２Ｌ線路および構内
22/10/10(月)09:00～22/10/12(水)17:00 連続 姫路変電所 ２７５ｋＶ乙母線
22/10/13(木)09:00～22/10/13(木)17:00 単日 姫路変電所 ２７５ｋＶ乙母線、姫路支線１Ｌ構内
22/10/03(月)09:00～22/10/05(水)17:00 連続 姫路変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/10/06(木)09:00～22/10/06(木)17:00 単日 姫路変電所 ２７５ｋＶ甲母線、５ＴｒＢ
22/10/07(金)09:30～22/10/07(金)17:30 単日 姫路変電所 ２７５ｋＶ母線連絡（ＣＢ８０）、２７５ｋＶ甲母線、２７５ｋＶ乙母線　順次
22/05/16(月)09:30～22/05/16(月)17:30 単日 姫路変電所 ６ＴｒＢ
22/11/02(水)10:00～22/11/02(水)17:00 単日 姫路変電所 ６ＴｒＢ
22/06/08(水)10:00～22/06/08(水)17:00 単日 百済変電所 ８ＴｒＢ
22/06/09(木)10:00～22/06/09(木)17:00 単日 百済変電所 ９ＴｒＢ
22/06/29(水)10:00～22/06/29(水)17:00 単日 百済変電所 ９ＴｒＢ
22/11/14(月)10:00～22/11/17(木)17:00 毎日 敷津堺浜線３Ｌ 敷津～堺浜
23/02/02(木)09:00～23/02/08(水)17:00 毎日 敷津松屋線 敷津～松屋
22/06/28(火)22:00～22/06/29(水)06:00 連続 敷津萩之茶屋線１Ｌ 敷津～萩之茶屋
23/01/17(火)10:00～23/06/23(金)10:00 連続 敷津萩之茶屋線１Ｌ 敷津～萩之茶屋
22/06/29(水)22:00～22/06/30(木)06:00 連続 敷津萩之茶屋線２Ｌ 敷津～萩之茶屋
22/11/24(木)22:00～22/11/25(金)06:00 連続 敷津萩之茶屋線２Ｌ 敷津～萩之茶屋
22/04/25(月)10:00～22/04/25(月)17:00 単日 敷津変電所 １３ＴｒＢ
22/12/03(土)10:00～22/12/03(土)14:00 単日 敷津変電所 １３ＴｒＢ
22/12/03(土)10:00～22/12/03(土)17:00 単日 敷津変電所 １３ＴｒＢ
22/11/26(土)10:00～22/11/26(土)17:00 単日 敷津変電所 １４ＴｒＢ
22/06/04(土)09:30～22/06/04(土)17:00 単日 敷津変電所 １５４ｋＶ乙１母線
22/06/05(日)09:30～22/06/05(日)17:00 単日 敷津変電所 １５４ｋＶ甲１母線
22/09/26(月)10:00～22/09/27(火)16:00 連続 敷津変電所 信貴敷津線１Ｌ線路及び構内
22/09/26(月)10:00～22/09/27(火)17:00 連続 敷津変電所 信貴敷津線１Ｌ線路及び構内
22/10/20(木)10:00～22/10/21(金)16:00 連続 敷津変電所 信貴敷津線２Ｌ線路及び構内
22/09/17(土)10:00～22/10/19(水)17:00 毎日 敷津変電所 南港火力線１／２Ｌ線路
22/09/20(火)10:00～22/09/22(木)17:00 連続 敷津変電所 南港火力線１／２Ｌ線路及び構内
22/09/17(土)10:00～22/10/12(水)17:00 連続 敷津変電所 南港火力線１Ｌ線路
22/10/19(水)17:00～22/11/10(木)17:00 連続 敷津変電所 南港火力線１Ｌ線路
23/01/17(火)10:00～23/06/23(金)10:00 連続 敷津変電所 敷津萩之茶屋線１Ｌ線路及び１Ｌ構内
23/02/13(月)09:00～23/02/14(火)17:00 毎日 豊崎線１Ｌ 北大阪～豊崎
23/02/13(月)09:00～23/02/17(金)17:00 毎日 豊崎線１Ｌ 北大阪～豊崎
23/03/06(月)09:00～23/03/17(金)17:00 毎日 豊崎線１Ｌ 北大阪～豊崎
23/01/16(月)09:00～23/01/27(金)17:00 毎日 豊崎線２Ｌ 北大阪～豊崎
23/01/17(火)09:00～23/01/18(水)17:00 毎日 豊崎線２Ｌ 北大阪～豊崎
23/01/19(木)09:00～23/01/20(金)17:00 毎日 豊崎線２Ｌ 北大阪～豊崎
23/02/06(月)09:00～23/02/10(金)17:00 毎日 豊崎線２Ｌ 北大阪～豊崎
23/02/20(月)09:00～23/02/24(金)17:00 毎日 豊崎線２Ｌ 北大阪～豊崎
23/02/27(月)09:00～23/03/03(金)17:00 毎日 豊崎線２Ｌ 北大阪～豊崎
22/10/17(月)09:00～22/10/22(土)17:00 毎日 北河内線１Ｌ 西京都～新生駒
22/10/17(月)09:00～22/10/22(土)17:00 毎日 北河内線１Ｌ 西京都～新生駒
22/10/18(火)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 北河内線１Ｌ 西京都～新生駒
22/10/24(月)09:00～22/10/29(土)17:00 毎日 北河内線２Ｌ 西京都～新生駒
22/10/24(月)09:00～22/10/29(土)17:00 毎日 北河内線２Ｌ 西京都～新生駒
22/04/04(月)09:00～22/04/22(金)17:00 連続 北葛城変電所 １ＴｒＢ
22/04/16(土)09:00～22/04/16(土)17:00 単日 北葛城変電所 １ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/04/09(土)09:00～22/04/09(土)17:00 単日 北葛城変電所 １ＴｒＢ、２７５ｋＶ甲母線
22/10/01(土)09:00～23/03/25(土)13:00 連続 北葛城変電所 ２ＴｒＢ
23/03/11(土)09:00～23/03/12(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ
23/03/18(土)09:00～23/03/19(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ
22/10/17(月)09:00～22/10/19(水)17:00 毎日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
23/02/11(土)09:00～23/02/12(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
23/02/26(日)09:00～23/02/26(日)17:00 単日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
23/03/04(土)09:00～23/03/04(土)17:00 単日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
23/02/19(日)09:00～23/02/19(日)17:00 単日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、２７５ｋＶ甲母線
23/02/25(土)09:00～23/02/25(土)17:00 単日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、２７５ｋＶ甲母線
22/10/22(土)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ２ＴｒＢ、７７ｋＶ甲１母線
22/05/07(土)09:00～22/06/12(日)17:00 連続 北葛城変電所 ３ＴｒＢ
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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/05/28(土)09:00～22/05/29(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ
22/06/04(土)09:00～22/06/05(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ
22/06/11(土)09:00～22/06/12(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ
22/05/07(土)09:00～22/05/08(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/05/16(月)09:00～22/05/17(火)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
23/02/04(土)09:00～23/02/05(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ、２７５ｋＶ乙母線
22/05/21(土)09:00～22/05/22(日)17:00 毎日 北葛城変電所 ３ＴｒＢ、２７５ｋＶ甲母線
23/03/27(月)09:00～23/03/30(木)17:00 毎日 北葛城変電所 ４ＴｒＢ
23/03/27(月)09:00～23/04/17(月)17:00 連続 北葛城変電所 ４ＴｒＢ
23/03/31(金)09:00～23/04/01(土)17:00 毎日 北葛城変電所 ４ＴｒＢ
22/05/21(土)09:00～22/05/22(日)17:00 毎日 北神線１Ｌ 北摂～西神戸～神戸
22/05/21(土)09:00～22/05/22(日)17:00 毎日 北神線１Ｌ 北摂～西神戸～神戸
22/05/21(土)09:00～22/05/22(日)17:00 毎日 北神線１Ｌ 北摂～西神戸～神戸
22/05/28(土)09:00～22/05/29(日)17:00 毎日 北神線２Ｌ 北摂～西神戸～神戸
22/05/28(土)09:00～22/05/29(日)17:00 毎日 北神線２Ｌ 北摂～西神戸～神戸
22/05/28(土)09:00～22/05/29(日)17:00 毎日 北神線２Ｌ 北摂～西神戸～神戸
22/10/02(日)09:00～22/10/02(日)17:00 単日 北摂変電所 ２７５ｋＶ甲母線
23/02/12(日)09:00～23/02/12(日)17:00 単日 北摂変電所 ２７５ｋＶ甲母線
23/03/12(日)09:00～23/03/12(日)17:00 単日 北摂変電所 ２７５ｋＶ甲母線
22/09/17(土)09:00～22/09/17(土)18:00 単日 北摂変電所 ５００ｋＶ乙母線、ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
22/12/17(土)09:00～22/12/18(日)17:00 毎日 北摂変電所 ５００ｋＶ乙母線、ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
22/12/24(土)09:00～22/12/25(日)17:00 毎日 北摂変電所 ５００ｋＶ乙母線、ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
22/09/12(月)09:00～23/06/05(月)10:00 連続 北摂変電所 ５ＴｒＢ
23/02/03(金)09:00～23/02/03(金)17:00 単日 北摂変電所 ５ＴｒＢ、ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
23/02/09(木)09:00～23/02/09(木)17:00 単日 北摂変電所 ５ＴｒＢ、ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
23/03/27(月)10:00～23/03/27(月)16:00 単日 北摂変電所 ７ＴｒＢ
23/03/13(月)09:30～23/03/13(月)17:00 単日 北摂変電所 ８ＴｒＢ
23/01/30(月)09:00～23/02/03(金)17:00 連続 北摂変電所 ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
23/02/06(月)09:00～23/02/09(木)17:00 連続 北摂変電所 ＬＳ５５４～ＬＳ５５９
22/07/05(火)09:30～22/07/08(金)17:00 連続 北摂変電所 ＬＳ５６４～ＬＳ５６６
22/07/26(火)09:30～22/07/29(金)17:00 連続 北摂変電所 ＬＳ５６７～ＬＳ５６９
22/04/19(火)09:00～22/04/22(金)17:00 毎日 北大阪小曽根線１Ｌ 北大阪～小曽根
23/02/13(月)09:00～23/02/14(火)17:00 毎日 北大阪小曽根線１Ｌ 北大阪～小曽根
23/02/13(月)09:00～23/02/17(金)17:00 連続 北大阪小曽根線１Ｌ 北大阪～小曽根
23/02/20(月)09:00～23/02/24(金)17:00 連続 北大阪小曽根線１Ｌ 北大阪～小曽根
23/02/21(火)09:00～23/02/22(水)17:00 毎日 北大阪小曽根線１Ｌ 北大阪～小曽根
23/03/06(月)09:00～23/03/17(金)17:00 連続 北大阪小曽根線１Ｌ 北大阪～小曽根
22/05/30(月)09:00～22/05/31(火)17:00 毎日 北大阪小曽根線２Ｌ 北大阪～小曽根
23/01/16(月)09:00～23/01/27(金)17:00 毎日 北大阪小曽根線２Ｌ 北大阪～小曽根
23/01/17(火)09:00～23/02/03(金)17:00 連続 北大阪小曽根線２Ｌ 北大阪～小曽根
23/01/19(木)09:00～23/01/20(金)17:00 毎日 北大阪小曽根線２Ｌ 北大阪～小曽根
23/01/26(木)09:00～23/01/27(金)17:00 毎日 北大阪小曽根線２Ｌ 北大阪～小曽根
23/02/06(月)09:00～23/02/10(金)17:00 連続 北大阪小曽根線２Ｌ 北大阪～小曽根
22/09/29(木)10:00～22/09/29(木)16:30 単日 北大阪変電所 ２ＴｒＢ
22/10/13(木)10:00～22/10/14(金)16:30 連続 北大阪変電所 ５ＴｒＢ
22/04/19(火)10:00～22/04/19(火)13:00 単日 北大阪変電所 北大阪小曽根線１Ｌ線路
22/05/30(月)10:00～22/05/30(月)13:00 単日 北大阪変電所 北大阪小曽根線２Ｌ線路
23/03/18(土)09:30～23/03/18(土)16:30 単日 北豊中変電所 ７ＴｒＢ
23/03/19(日)09:30～23/03/19(日)16:30 単日 北豊中変電所 ８ＴｒＢ
22/05/07(土)10:00～22/05/07(土)16:00 単日 北豊中変電所 北豊中線１Ｌ線路
22/10/19(水)09:00～22/10/25(火)17:00 連続 北陸幹線１Ｌ 笹Ｎｏ１１３～利賀二～松岡
22/10/19(水)09:00～22/10/25(火)17:00 連続 北陸幹線１Ｌ 笹Ｎｏ１１３～利賀二～松岡
22/11/02(水)09:00～22/11/10(木)17:00 毎日 北陸幹線１Ｌ 笹津～小牧
22/11/02(水)09:00～22/11/10(木)17:00 毎日 北陸幹線１Ｌ 笹津～小牧
22/09/06(火)12:00～22/11/15(火)09:00 連続 北陸幹線１Ｌ 小牧～笹Ｎｏ．１13
22/05/09(月)12:00～22/05/20(金)09:00 連続 北陸幹線１Ｌ 小牧～笹ＮＯ１１3
22/05/09(月)12:00～22/05/20(金)09:00 連続 北陸幹線１Ｌ 小牧～笹ＮＯ１１3
22/05/09(月)09:00～22/05/09(月)12:00 単日 北陸幹線１Ｌ 小牧～利賀二～松岡
22/05/20(金)09:00～22/05/20(金)12:00 単日 北陸幹線１Ｌ 小牧～利賀二～松岡
22/09/06(火)09:00～22/09/06(火)12:00 単日 北陸幹線１Ｌ 小牧～利賀二～松岡
22/11/15(火)09:00～22/11/15(火)12:00 単日 北陸幹線１Ｌ 小牧～利賀二～松岡
22/12/01(木)09:00～22/12/02(金)17:00 毎日 北陸幹線１Ｌ 松岡～高島
22/12/01(木)09:00～22/12/05(月)17:00 連続 北陸幹線１Ｌ 松岡～高島
22/11/15(火)09:00～22/11/21(月)17:00 毎日 北陸幹線２Ｌ 笹津～小牧
22/09/06(火)17:00～22/11/15(火)13:00 連続 北陸幹線２Ｌ 小牧～笹Ｎｏ．１13
22/05/09(月)17:00～22/05/20(金)13:00 連続 北陸幹線２Ｌ 小牧～笹Ｎｏ１１3
22/05/09(月)17:00～22/05/20(金)13:00 連続 北陸幹線２Ｌ 小牧～笹Ｎｏ１１3
22/04/18(月)09:00～22/04/22(金)17:00 連続 北陸幹線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/04/18(月)09:00～22/04/24(日)17:00 連続 北陸幹線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/05/09(月)13:00～22/05/09(月)17:00 単日 北陸幹線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/05/20(金)13:00～22/05/20(金)17:00 単日 北陸幹線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/09/06(火)13:00～22/09/06(火)17:00 単日 北陸幹線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/11/15(火)13:00～22/11/15(火)17:00 単日 北陸幹線２Ｌ 小牧～小原～松岡
22/12/06(火)09:00～22/12/10(土)17:00 連続 北陸幹線２Ｌ 松岡～高島
22/11/08(火)09:00～22/11/14(月)18:00 毎日 北和泉線１Ｌ 金剛～信貴
22/11/16(水)09:00～22/11/22(火)18:00 毎日 北和泉線２Ｌ 金剛～信貴
22/10/25(火)09:00～22/10/27(木)17:00 毎日 本町南線 新生駒～本町～空心町
22/12/14(水)09:30～22/12/14(水)16:30 単日 本町変電所 １５４ｋＶ母連ＣＢ５１０
22/12/16(金)09:30～22/12/16(金)16:30 単日 本町変電所 １５４ｋＶ母連ＣＢ５２０
22/05/19(木)09:30～22/05/19(木)16:30 単日 本町変電所 ４ＴｒＢ
22/10/26(水)09:30～22/10/26(水)13:00 単日 本町変電所 ４ＴｒＢ
22/10/26(水)09:30～22/10/26(水)16:30 単日 本町変電所 ４ＴｒＢ
22/05/11(水)09:30～22/05/11(水)16:30 単日 本町変電所 ５ＴｒＢ
22/05/11(水)13:00～22/05/11(水)16:30 単日 本町変電所 ５ＴｒＢ
22/09/12(月)09:30～22/09/12(月)16:30 単日 本町変電所 ５ＴｒＢ
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【2022年度　作業停止計画】

作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/05/20(金)09:30～22/05/20(金)16:30 単日 本町変電所 ６ＴｒＢ
22/05/20(金)09:30～22/05/20(金)16:30 単日 本町変電所 ６ＴｒＢ
22/11/18(金)09:30～22/11/18(金)16:30 単日 本町変電所 ６ＴｒＢ
22/11/18(金)09:30～22/11/18(金)16:30 単日 本町変電所 ６ＴｒＢ
23/01/20(金)09:30～23/01/20(金)16:30 単日 本町変電所 ７ＴｒＢ
22/05/18(水)09:30～22/05/18(水)16:30 単日 本町変電所 ８ＴｒＢ
22/10/25(火)09:30～22/10/25(火)12:00 単日 本町変電所 ８ＴｒＢ
22/05/16(月)09:30～22/05/16(月)16:30 単日 本町変電所 ９ＴｒＢ
22/05/23(月)10:00～22/05/23(月)17:00 単日 本町変電所 本町北線線路および構内
22/05/24(火)10:00～22/05/24(火)17:00 単日 本町変電所 本町北線線路および構内
22/05/10(火)10:00～22/07/12(火)14:00 連続 本町北線 新生駒～本町
22/05/30(月)09:00～22/05/31(火)06:00 連続 本町北線 新生駒～本町
22/10/13(木)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 本町北線 新生駒～本町
22/05/31(火)10:00～22/05/31(火)17:00 単日 本町北線１２ＴＷ 本町北線線路
23/03/13(月)09:00～23/03/15(水)17:00 毎日 本田線１Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/13(月)09:00～23/03/17(金)17:00 毎日 本田線１Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/13(月)09:00～23/03/22(水)17:00 毎日 本田線１Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/14(火)09:00～23/03/17(金)17:00 毎日 本田線１Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/20(月)09:00～23/03/24(金)17:00 毎日 本田線１Ｌ 敷津～テクノポート～本田
22/05/13(金)09:00～22/05/13(金)17:00 単日 本田線１Ｌ 敷津～本田～テクノポート
22/06/18(土)09:00～22/06/29(水)17:00 毎日 本田線２Ｌ 敷津～テクノポート～本田
22/06/21(火)09:00～22/06/23(木)17:00 毎日 本田線２Ｌ 敷津～テクノポート～本田
22/06/21(火)09:00～22/06/24(金)17:00 毎日 本田線２Ｌ 敷津～テクノポート～本田
22/06/21(火)09:00～22/06/24(金)17:00 毎日 本田線２Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/01/12(木)09:00～23/01/18(水)17:00 毎日 本田線２Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/13(月)09:00～23/03/15(水)17:00 毎日 本田線３Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/13(月)09:00～23/03/17(金)17:00 毎日 本田線３Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/13(月)09:00～23/03/22(水)17:00 毎日 本田線３Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/14(火)09:00～23/03/17(金)17:00 毎日 本田線３Ｌ 敷津～テクノポート～本田
23/03/20(月)09:00～23/03/24(金)17:00 毎日 本田線３Ｌ 敷津～テクノポート～本田
22/05/13(金)09:30～22/05/13(金)16:30 単日 本田変電所 ７ＴｒＢ
22/06/06(月)09:30～22/06/06(月)16:30 単日 本田変電所 ８ＴｒＢ
22/12/12(月)09:30～22/12/12(月)16:30 単日 枚方変電所 ３ＴｒＢ
22/10/03(月)09:30～22/10/06(木)16:30 連続 枚方変電所 南京都線１Ｌ線路
23/03/27(月)09:30～23/03/30(木)16:30 連続 枚方変電所 南京都線２Ｌ線路
22/07/04(月)09:00～22/07/05(火)17:00 連続 万波支線 笹津～万波～打保～坂上～角川～北方
22/12/12(月)08:30～22/12/18(日)17:00 毎日 鳴門淡路線１Ｌ 鳴門～西淡
22/10/11(火)09:00～22/10/24(月)17:00 連続 鳴門淡路線２Ｌ 鳴門～西淡
22/12/20(火)08:30～22/12/26(月)17:00 毎日 鳴門淡路線２Ｌ 鳴門～西淡
22/06/20(月)09:00～22/06/24(金)17:00 連続 木曽幹線１Ｌ 須原～（須）４４
22/04/01(金)09:00～22/04/01(金)12:00 単日 木曽幹線１Ｌ 須原～読書～大井～犬山
22/07/02(土)09:00～22/07/02(土)12:00 単日 木曽幹線１Ｌ 須原～読書～大井～犬山
23/01/11(水)09:00～23/01/13(金)17:00 連続 木曽幹線１Ｌ 須原～読書～大井～犬山
22/04/01(金)12:00～22/07/02(土)09:00 連続 木曽幹線１Ｌ 須原～木曽幹線（須）４４
22/07/04(月)09:00～22/07/07(木)17:00 連続 木曽幹線２Ｌ 須原～（須）４４
22/07/02(土)13:00～22/07/02(土)17:00 単日 木曽幹線２Ｌ 須原～読書～大井～犬山
22/09/07(水)13:00～22/09/07(水)16:00 単日 木曽幹線２Ｌ 須原～読書～大井～犬山
23/01/16(月)09:00～23/01/18(水)17:00 連続 木曽幹線２Ｌ 須原～読書～大井～犬山
22/07/02(土)17:00～22/09/07(水)13:00 連続 木曽幹線２Ｌ 須原～木曽幹線（須）４４
22/06/16(木)13:00～22/06/16(木)17:00 単日 野江南線 新生駒～野江～新曽根崎
22/10/13(木)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 野江南線 新生駒～野江～新曽根崎
22/11/01(火)09:00～22/11/09(水)17:00 連続 野江南線 新生駒～野江～新曽根崎
22/11/16(水)09:00～22/11/24(木)17:00 連続 野江南線 新生駒～野江～新曽根崎
22/11/29(火)09:00～22/12/09(金)17:00 連続 野江南線 新生駒～野江～新曽根崎
21/09/13(月)09:30～22/06/17(金)10:00 連続 野江変電所 ７ＴｒＢ
22/04/30(土)09:30～22/04/30(土)16:30 単日 野江変電所 ７ＴｒＢ、８ＴｒＢ
22/10/14(金)09:30～22/10/21(金)17:00 連続 野江変電所 ８ＴｒＢ
22/06/13(月)09:30～22/06/13(月)16:30 単日 野江変電所 野江南線線路、１５４ｋＶ７ＴｒＢ母線、７ＴｒＢ
22/06/14(火)09:30～22/06/17(金)10:00 連続 野江変電所 野江南線線路、１５４ｋＶ７ＴｒＢ母線、７ＴｒＢ
22/11/07(月)10:00～22/11/09(水)15:00 連続 野江変電所 野江南線線路、１５４ｋＶ７ＴｒＢ母線、７ＴｒＢ構内
22/10/25(火)08:00～22/10/25(火)18:00 単日 野江北線 新生駒～野江～新曽根崎～城見
22/10/25(火)09:00～22/10/27(木)17:00 毎日 野江北線 新生駒～野江～新曽根崎～城見
22/11/14(月)09:00～22/11/15(火)17:00 連続 野江北線 新生駒～野江～新曽根崎～城見
22/10/20(木)10:00～22/11/04(金)17:00 連続 矢田変電所 ８ＴｒＢ
22/11/15(火)10:00～22/12/01(木)17:00 連続 矢田変電所 ９ＴｒＢ
22/10/03(月)09:00～22/10/07(金)17:00 連続 柳河原線１Ｌ 新愛本～笹津
22/10/03(月)09:00～22/10/07(金)17:00 連続 柳河原線１Ｌ 新愛本～笹津
22/10/12(水)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 柳河原線２Ｌ 新愛本～笹津
22/10/12(水)09:00～22/10/18(火)17:00 連続 柳河原線２Ｌ 新愛本～笹津
22/06/14(火)09:00～22/06/15(水)17:00 毎日 有馬線１Ｌ 伊丹～生瀬～有馬
22/06/16(木)09:00～22/06/17(金)17:00 毎日 有馬線２Ｌ 伊丹～生瀬～有馬
23/03/20(月)09:00～23/03/23(木)17:00 連続 由良開閉所 阿南紀北直流幹線本線１Ｌ、帰線１Ｌ
23/03/22(水)09:00～23/03/22(水)17:00 単日 由良開閉所 阿南紀北直流幹線本線１Ｌ、帰線１Ｌ
22/04/27(水)09:00～22/04/27(水)17:00 単日 由良開閉所 阿南紀北直流幹線本線２Ｌ
22/09/13(火)09:00～22/09/22(木)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/10/01(土)09:00～22/10/02(日)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/10/11(火)09:00～22/10/12(水)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/10/17(月)09:00～22/10/18(火)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/10/22(土)09:00～22/10/23(日)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/12/12(月)09:00～22/12/16(金)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/12/19(月)09:00～22/12/23(金)17:00 毎日 淀川西線 淀川～西三国
22/10/01(土)09:00～22/10/02(日)17:00 毎日 淀川東線１Ｌ 淀川～新鳥飼～西三国
22/10/11(火)09:00～22/10/12(水)17:00 毎日 淀川東線１Ｌ 淀川～新鳥飼～西三国
22/10/28(金)08:00～22/10/30(日)17:00 連続 淀川変電所 ２７５ｋＶ乙母線、５ＴｒＢ
22/10/22(土)08:00～22/10/23(日)17:00 連続 淀川変電所 ２７５ｋＶ甲母線、５ＴｒＢ
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作業計画日時 停止区分 停止区間（停止設備）
22/04/02(土)10:00～22/04/02(土)16:30 単日 淀川変電所 ２ＴｒＢ、３ＴｒＢ
22/04/03(日)10:00～22/04/03(日)16:30 単日 淀川変電所 ３ＴｒＢ、４ＴｒＢ
22/09/12(月)09:00～22/12/02(金)10:00 連続 淀川変電所 ５ＴｒＢ
22/11/17(木)08:00～22/11/18(金)17:00 連続 淀川変電所 ５ＴｒＢ
22/11/22(火)08:00～22/11/25(金)17:00 連続 淀川変電所 ５ＴｒＢ
22/12/10(土)10:00～22/12/10(土)16:30 単日 淀川変電所 ７－１ＴｒＢ
22/11/07(月)10:00～22/11/10(木)16:00 連続 落合変電所 落合支線１／２Ｌ線路及び構内、１５４ｋＶ母線、山口線線路及び構内
22/12/01(木)10:00～22/12/04(日)16:00 連続 落合変電所 落合支線１／２Ｌ線路及び構内、１５４ｋＶ母線、山口線線路及び構内
22/11/01(火)10:00～22/12/06(火)13:00 連続 落合変電所 落合支線２Ｌ構内
22/06/06(月)13:00～22/06/06(月)16:00 単日 利賀川第二変電所 １ＴｒＢ、１５４ｋＶ母線
22/12/19(月)08:30～22/12/23(金)18:30 連続 嶺南変電所 １ＴｒＢ
22/09/27(火)09:30～22/09/28(水)17:00 連続 嶺南変電所 ２７５ｋＶ母線区分（ＣＢ５８０構内）
22/09/29(木)09:30～22/09/30(金)17:00 連続 嶺南変電所 ２７５ｋＶ母線区分（ＣＢ６８０構内）
22/09/12(月)09:30～22/09/13(火)17:00 連続 嶺南変電所 ２７５ｋＶ母線連絡（ＣＢ８００構内）
22/09/21(水)09:30～22/09/22(木)17:00 連続 嶺南変電所 ２７５ｋＶ母線連絡（ＣＢ９００構内）
22/10/17(月)09:00～22/11/02(水)17:00 連続 嶺南変電所 ４ＴｒＢ、ＬＳ５６４～ＬＳ５６９
22/10/18(火)09:00～22/10/21(金)17:00 連続 嶺南変電所 ５００ｋＶ乙母線
22/10/26(水)09:00～22/11/01(火)17:00 連続 嶺南変電所 ５００ｋＶ乙母線
22/10/05(水)09:30～22/10/07(金)16:30 連続 嶺南変電所 ５ＴｒＢ
22/10/11(火)09:30～22/10/13(木)16:30 連続 嶺南変電所 ６ＴｒＢ
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