
２０２３年度　主要調達計画（関西電力送配電　制御設備　工事請負）

関西電力送配電　制御設備　【工事請負】　          ※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はＨＰ「資材調達情報」をご覧ください。

NO 区分 工事・業務名 工事・業務概要 施工・実施場所 納工期（自） 納工期（至）

1 工事請負 王寺無線基地局新設工事 王寺DIO(旧奈良電気工事受付C)廃止に伴う無線基地局新設工事 王寺DIO 2023年7月 2023年12月

2 工事請負 黒部川第四発電所他電搬結合装置除却工事 黒部川第四発電所他の電搬結合装置を除却 黒部川第四発電所 2024年4月 2024年10月

3 工事請負 坂上発電所他電搬結合装置除却工事 坂上発電所他の電搬結合装置を除却 坂上発電所 2024年4月 2024年11月

4 工事請負
新曽根崎変電所 154kV母線保護リレー改良工事

（新曽根崎変電所 154kV母線保護リレー改良工事に伴う電気工事）
新曽根崎変電所 154kV単母線BP(区分1～4 4面)を設置する。 新曽根崎変電所 2024年4月 2025年1月

5 工事請負
新曽根崎変電所 154kV母線保護リレー改良工事に伴う除却工事

（新曽根崎変電所 154kV母線保護リレー改良工事に伴う除却工事）
新曽根崎変電所 154kV単母線BP(区分1～4 4面)を除却する。 新曽根崎変電所 2024年4月 2025年1月

6 工事請負
本田変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事

（本田変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事に伴う電気工事）

本田変電所77kVIP型PCMRy(単回線)(3面)を設置する。

九条変電所77kVIP型PCMRy(単回線)(1面)を設置する。

泉尾変電所77kVIP型PCMRy(単回線)(1面)を設置する。

立売堀変電所77kVIP型PCMRy(単回線)(1面)を設置する。

信濃橋変電所77kVIP型PCMRy(単回線)(1面)を設置する。

本田変電所

九条変電所

泉尾変電所

立売堀変電所

信濃橋変電所

2024年10月 2025年2月

7 工事請負
本田変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事に伴う除却工事

（本田変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事に伴う除却工事）

本田変電所77kV光PwRy(主、後)(6面)を除却する。

九条変電所77kV光PwRy(主、後)(2面)を除却する。

泉尾変電所77kV光PwRy(主、後)(2面)を除却する。

立売堀変電所77kV光PwRy(主、後)(2面)を除却する。

信濃橋変電所77kV光PwRy(主、後)(2面)を除却する。

本田変電所

九条変電所

泉尾変電所

立売堀変電所

信濃橋変電所

2024年10月 2025年2月

8 工事請負
御幣島変電所ほか２２ｋＶ配電線保護リレー改良工事

（御幣島変電所ほか２２ｋＶ配電線保護リレー改良工事の内電気工事）

東淀川変電所 22kVOcRy10回線を取替える。

御幣島変電所 22kVOcRy６回線を取替える。

木代変電所 22kVOcRy４回線を取替える。

東淀川変電所

御幣島変電所

木代変電所

2023年8月 2024年7月

9 工事請負
御幣島変電所ほか２２ｋＶ配電線保護リレー改良工事に伴う除却工事

（御幣島変電所ほか２２ｋＶ配電線保護リレー改良工事に伴う除却工事）

東淀川変電所 22kVCub内蔵OcRy10回線を除却する。

御幣島変電所 22kVCub内蔵OcRy６回線を除却する。

木代変電所 22kVCub内蔵OcRy４回線を除却する。

東淀川変電所

御幣島変電所

木代変電所

2023年8月 2024年7月

10 工事請負
長曽根変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事

（長曽根変電所ほか７７ｋV送電線保護リレー取替工事の内電気工事）

長曽根SS　IPRy2面、我孫子SS　IPRy2面、八尾SS　IPRy2面、

弓削SS　IPRy2面、弓削SS　DZRy2面　取替

長曽根変電所

我孫子変電所

八尾変電所

弓削変電所

2024年7月 2026年12月

11 工事請負
長曽根変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事に伴う除却工事

（長曽根変電所ほか７７ｋV送電線保護リレー取替工事の内除却工事）

長曽根SS　IPRy2面、我孫子SS　IPRy2面、八尾SS　IPRy2面、

弓削SS　IPRy2面、弓削SS　DZRy2面　取替に伴う除却

八尾SS　77kVD51除却

長曽根変電所

我孫子変電所

八尾変電所

弓削変電所

2024年7月 2026年12月

12 工事請負
下島変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事

（下島変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー取替工事の内電気工事）

下島ＳＳ　ＴＮＰＲｙ（負荷）１面、藤井寺ＳＳ　ＢａＲｙ（電源）１

面、

百済ＳＳ　ＯＣＲｙ1面、天美ＳＳ　ＯＣＲｙ1面取替

下島変電所

藤井寺変電所

百済変電所

天美変電所

2024年3月 2025年9月

13 工事請負
下島変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー改良工事に伴う除却工事

（下島変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー取替工事の内除却工事）

下島ＳＳ　ＴＮＰＲｙ（負荷）１面、藤井寺ＳＳ　ＢａＲｙ（電源）１

面、

百済ＳＳ　ＯＣＲｙ1面、天美ＳＳ　ＯＣＲｙ1面取替　に伴う除却工事

下島変電所

藤井寺変電所

百済変電所

天美変電所

2024年3月 2025年9月

14 工事請負
信太変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレーほか改良工事

（信太変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー取替工事の内電気工事）

信太SS　BaRy1面、佐野SS　BaRy取替、りんくうSSBaRy取替、

羽倉崎SS　OCRy取替

信太変電所

佐野変電所

りんくう変電所

羽倉崎変電所

2023年12月 2025年12月

15 工事請負
信太変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレーほか改良工事に伴う除却工事

（信太変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレー取替工事の内除却工事）

信太SS　BaRy1面、佐野SS　BaRy取替、りんくうSSBaRy取替、

羽倉崎SS　OCRy取替に伴う除却

信太変電所

佐野変電所

りんくう変電所

羽倉崎変電所

2023年12月 2025年12月

16 工事請負
信太変電所ほか７７ｋＶ送電線保護リレーほか改良工事

（信太変電所保全情報盤設置工事の内電気工事）
信太　保全情報集約盤設置工事 信太変電所 2024年7月 2024年9月

17 工事請負
敷津変電所ほか７７ｋＶ敷津春日出線送電線保護リレーほか改良工事

（敷津変電所ほか７７ｋＶ敷津春日出線送電線保護リレーほか改良工事の内電気工事）
敷津SS、南港SSの敷津春日出線送電線保護リレーを取り替える。

敷津変電所

南港変電所
2024年12月 2026年2月

18 工事請負
敷津変電所ほか７７ｋＶ敷津春日出線送電線保護リレーほか改良に伴う除却工事

（敷津変電所ほか７７ｋＶ敷津春日出線送電線保護リレーほか改良工事の内除却工事）

敷津SS、南港SSの敷津春日出線送電線保護リレーを取り替えに伴い除却する。

敷津SS　77kVCB800の除却工事を実施する。

敷津変電所

南港変電所
2024年12月 2026年2月

19 工事請負
新綾部変電所ほか峰山線保護リレー改良工事

（新綾部変電所ほか峰山線保護リレー改良工事に伴う電気工事）
ＴＮＰＲｙ6面　設置　（4対向）

峰山変電所

薬師変電所

岩滝変電所

新綾部変電所

2024年3月 2024年6月

20 工事請負
新綾部変電所ほか峰山線保護リレー改良工事

（新綾部変電所ほか峰山線保護リレー改良工事に伴う除却工事）
他端子ＰＣＭＲｙ6面除却（4対向）

峰山変電所

薬師変電所

岩滝変電所

新綾部変電所

2024年3月 2024年6月

21 工事請負
新綾部変電所ほか峰山線保護リレー改良工事

（薬師変電所保全情報集約装置設置工事）
保全情報盤1面設置 薬師変電所 2024年3月 2024年6月

22 工事請負
新綾部変電所ほか７７ｋＶ母線保護リレー改良工事

（新綾部変電所７７ｋＶ母線保護リレー改良工事の内電気工事）
77kVBP3面設置 新綾部変電所 2025年8月 2025年12月

23 工事請負
新綾部変電所ほか７７ｋＶ母線保護リレー改良工事

（新綾部変電所７７ｋＶ母線保護リレー改良工事に伴う除却工事）
77kVBP5面除却、DFL3面除却 新綾部変電所 2025年8月 2025年12月

24 工事請負
津門変電所ほか77kV津門線系統変更に伴う保護リレー改良工事

（津門変電所ほか77kV津門線系統変更に伴う保護リレー改良に伴う電気工事）
津門変電所ほかにRy盤９面を設置する。 津門変電所他2箇所 2024年4月 2026年3月

25 工事請負
津門変電所ほか77kV津門線系統変更に伴う保護リレー改良工事

（津門変電所ほか77kV津門線系統変更に伴う保護リレー改良に伴う除却工事）
津門変電所ほかのRy盤１４面を除却する。 津門変電所他2箇所 2024年4月 2026年3月

26 工事請負
長田変電所ほか兵庫湊川線系統変更工事

（長田変電所ほか兵庫湊川線系統変更工事に伴う電気工事）
兵庫変電所　長田変電所　ＢａＲｙ設置する（2面）

兵庫変電所

長田変電所
2025年9月 2026年2月

27 工事請負
長田変電所ほか兵庫湊川線系統変更工事

（長田変電所ほか兵庫湊川線系統変更工事に伴う除却工事）

神戸変電所　須磨変電所　ＢａＲｙ　７９ＬＫＲｙ

兵庫変電所　長田変電所　長田支線ＴＷＢａＲｙ　ＰＣＭＲｙ

光Ｃ８７　７９ＬＫ計８面除却する

神戸変電所

須磨変電所

兵庫変電所

長田変電所

2025年9月 2026年2月

28 工事請負
湖南変電所７７ｋＶ堅田線ほか保護リレー改良工事

（湖南変電所７７ｋＶ堅田線ほか保護リレー改良工事に伴う電気工事）

湖南変電所、堅田変電所、皇子山変電所、阪本変電所の堅田線リレー改良を

行う。

湖南変電所

堅田変電所

皇子山変電所

阪本変電所

2024年5月 2024年12月

29 工事請負
湖南変電所７７ｋＶ堅田線ほか保護リレー改良工事に伴う除却工事

（湖南変電所７７ｋＶ堅田線ほか保護リレー改良工事に伴う除却工事）

湖南変電所、堅田変電所、皇子山変電所、阪本変電所の堅田線リレー除却、

Ｋ５１×１面除却を行う。

湖南変電所

堅田変電所

皇子山変電所

阪本変電所

2024年5月 2024年12月




