
２０２１年度　発　注　計　画　（　本 店 契 約   ）

番号
契約
種別

工事所管
事業所

予　　定　　件　　　名 工　事　概　要 請求予定
年月
納期・工期・期

間
納期・工期・期

間

（注）　概要は、実際の請求時に変わる可能性があります 自 至

1 請負 糸魚川
竜二(発)水圧鉄管路落石防護柵新設他1件
　①竜二(発)水圧鉄管路落石防護柵新設
　②竜二(発)水槽落石防護柵新設

落石防護柵新設
2021年5月 2021/8/1 2021/9/30

2 請負 糸魚川 姫七(発)字切沢取水口水路設備改良
水路機器改良
・取水口操作盤　１面
・水位計　２カ所

2021年5月 2021/12/1 2021/12/27

3 請負 糸魚川 姫七(発)2号水車修繕のうち現地工事
水車、補機　分解・組立
水車・補機精密点検、試験

2021年6月 2021/10/27 2022/2/24

4 請負 糸魚川 姫七(発)2号水圧鉄管内部塗装
水圧鉄管内部　発錆，塗膜劣化箇所塗装（2号）
　ケレンおよび塗装

2021年8月 2021/11/1 2021/12/25

5 請負 糸魚川 姫七(発)えん堤修繕 流木路敷修繕，石積み修繕，水叩き修繕 2021年8月 2021/11/1 2022/2/20

6 請負 群馬 土樽(発)水槽余水管外部塗装 余水管外部塗装　第２種Ｂケレン 2021年7月 2021/10/1 2022/11/30

7 請負 群馬
土樽（発）浄化槽改良並びに関連除却他１
件

①浄化槽改良
　・浄化槽設置：１個
②給水槽新設
　・給水槽設置：１個

2021年7月 2021/9/1 2021/10/30

8 請負 茨城 茨城(事)管内水圧鉄管保安柵新設 徳田、花貫川第一発電所 2021年6月 2021/9/13 2021/12/10

9 請負 茨城 茨城(事)管内法面修繕 石岡第二(発)沈砂池　法面修繕 2021年8月 2021/10/18 2021/11/19

10 請負 三島 足形取水口配電受電並びに関連除却

【建設工事】
　支障木伐採、電柱建柱、電線管路設置、
　装柱材取付、低圧線架空、中継盤取付、分電盤
　通信線架線、通信線接続、既設盤内改造、測定試験
【除却工事】
　既設鋼管柱抜柱、既設低圧線撤去
　既設通信線撤去、産業廃棄物処理

2021年6月 2021/11/1 2021/12/17

11 請負 三島
白田川(発)取引用計量装置改良並びに関
連除却

１．建設工事
　(1)物品購入：パルス検出器
　(2)計量装置取替
　　a.計量装置箱新設(計量装置含まず)
　　b.低圧ケーブル敷設接続
　　c.引込部改良
　(3)テレコン盤他改良
２．除却工事
　(1)既設計量装置除却

2021年6月 2021/10/25 2021/10/29

12 請負 三島
観音橋(発)水圧鉄管路・水路設備保安柵新
設改良ならびに関連除却工事

水圧鉄管路に保安柵新設
水路設備保安柵改良
１．保安柵設置
２．保安柵門扉設置

2021年8月 2021/11/5 2021/12/20

13 請負 三島 三島(事)管内防草及び安全施設新設
三島(事)管内発電所　防草対策及び安全施設新設
１．防草コンクリート（芝川系発電所） 2021年10月 2021/12/6 2021/3/18

14 請負 三島 三島(事)管内防草対策
三島(事)管内防草対策
１．防草シート　（芝川計発電所）

2021年10月 2021/12/6 2021/3/18

15 請負 三島 仁科川第二(発)水槽落石防護柵改良工事 落石防護柵新設 2022年1月 2022/4/8 2022/5/30

請負 三島 仁科川第二(発)導水路改良工事 導水路（開渠）蓋掛 2022年1月 2022/4/4 2022/6/20

請負 三島 仁科川第二(発)導水路修繕工事 導水路土砂排除及び側壁修繕 2022年1月 2022/4/4 2022/6/20

17 請負 富士箱根
伊豆PT
仁科川第二(発)および観音橋（発）深層接
地工事

発電所構内にボーリング接地 2021年9月 2021/11/1 2021/12/1

18 請負 埼玉
川又(発)沈砂池排砂路護岸およびえん堤他
取水設備修繕

・洗堀した箇所のコンクリート修繕、鋼板補修、
　流木処理、石積箇所のコンクリート修繕

2021年11月 2022/1/24 2022/3/25

16
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19 請負 荒川
宮平（発）天井クレーン新設並びに関連除
却工事他２件

・既設天井クレーン除却
・天井クレーン新設

2021年8月 2022/8/1 2022/9/30

20 請負 荒川 川又(発)水槽除塵機取替関連除却 除塵機除却 2021年12月 2022/2/24 2022/3/25

21 請負 三島
白糸(発)取引用計量装置改良並びに関連
除却

１．建設工事
　(1)物品購入：パルス検出器
　(2)計量装置取替
　　a.計量装置箱新設(計量装置はＰＧで新設)
　　b.低圧ケーブル敷設接続
　　c.引込部改良
　(3)テレコン盤他改良
２．除却工事
　(1)既設計量装置除却

2021年7月 2021/12/6 2021/12/10

22 請負 埼玉 大洞第一(発)東谷法面防護設備新設工事
設置個所調査測量
防護設備新設

2021年8月 2021/10/21 2021/11/25

1 購買 糸魚川 姫七(発)非常用発電機新設

基礎及びケーブルピット作成
発電機据付125kVA
収納小屋設置
配線接続
試験

2021年6月 2022/3/18

2 購買 茨城 賀美(発)調速機取替並びに関連除却

調速機購入１台
・制御盤
・サーボ
現地工事
・撤去、据付工事

2021年5月 2023/3/26

3 購買 茨城
花園川(発)取引用計量装置改良並びに関
連除却

・計量器(VCT、計量器)取替
・東電PG用VCT取付用Cub設置
・東電PG用計量器取付盤設置
・電力量パルス発信器

2021年6月 2022/1/17 2022/1/26

4 購買 三島
狩宿(発)遠方監視制御装置取替並びに関
連除却

１．建設工事
　(1)物品購入
　　a.遠方監視制御装置
　(2)現地工事
  　ａ．遠方監視制御装置据付
  　ｂ．配線敷設接続、試験調整
２．除却工事
　(1)遠方監視制御装置除却

2021年5月 2022/1/10 2022/2/1

5 購買 三島
大棚(発)直流電源装置取替並びに関連除
却

１．建設工事
　(1)物品購入
　　a.整流器盤、蓄電池
　(2)現地工事
　　a.整流器盤、蓄電池据付
　　b.配線接続、試験調整
２．除却工事
　(1)既設整流器盤、蓄電池撤去

2021年5月 2021/12/20 2022/1/7

6 購買 三島
観音橋(発)および仁科川第三（初）水槽自
動除塵機取替並びに関連除却

水槽自動除塵機(本体・コンベア)・操作盤・水位差計　取
替
除塵機取替
除塵機撤去

2021年6月 2022/1/7
2022/2/11
2022/2/25

7 購買 三島
足形(発)および内野（発）調速機制御盤改
良並びに関連除却

１．建設工事
　(1)物品購入
　　a.調速機制御盤
　(2)現地工事
  　ａ．調速機制御盤据付
  　ｂ．配線敷設接続、試験調整
２．除却工事
　(1)調速機制御盤除却

2021年7月 2022/10/24 2022/12/15

8 購買 三島
足形(発)および内野（発）励磁制御装置改
良並びに関連除却

１．建設工事
　(1)物品購入
　　a.励磁制御装置
　(2)現地工事
  　ａ．励磁制御装置据付
  　ｂ．配線敷設接続、試験調整
２．除却工事
　(1)励磁制御装置除却

2021年7月 2022/10/24 2022/12/15

9 購買 三島 内野(発)主要変圧器取替並びに関連除却

１．建設工事
　(1)物品購入
　　a.主要変圧器
　(2)現地工事
　　a.主要変圧器基礎設計
　　b,搬入道路養生
　　c.主要変圧器基礎新設
　　d.主要変圧器設置
2.除却工事
　　a.母線配線撤去
　　b.基礎撤去

2021年7月 2022/10/24 2022/12/15

10 購買 三島
仁科川第二(発)水槽除塵機取替・排砂門巻
上機取替・沈砂池排砂門巻上機取替工事
並びに関連除却工事

水槽自動除塵機(本体・コンベア)・操作盤・水位差計の
取替
１．除塵機取替
２．除塵機撤去
水槽排砂門巻上機の取替
１．巻上機取替
２．巻上機撤去
沈砂池排砂門巻上機（２基）の取替
１．巻上機取替
２．巻上機撤去

2021年9月 2022/4/15 2022/6/10

11 購買 富士箱根
伊豆PT
観音橋(発)および仁科川第二（発）水車発
電機他改良工事のうち遠方監視制御装置
新設

遠方監視制御装置　1面
据付、試験調整

2021年7月 2021/9/21
2022/3
(予定)
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12 購買 富士箱根
伊豆PT
半野(発)水車発電機他改良並びに関連除
却工事のうち水車発電機他購入

・物品購入
　水車(1組)・発電機(1組)・電動ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ(1組)・入口　弁
(1組)・排水装置(1組)
・貯蔵品購入
　弱点ピン(6本)
・現地工事(除却・建設)

2021年6月 2021/12/10

2023/11
(除却)
2024/9
(建設)

13 購買 埼玉
大洞第二(発)整流器及び蓄電池取替並び
に関連除却

整流器取替
蓄電池取替
試験，調整，測定

2021年6月 2022/2/1 2022/2/25

1 委託 三島 三島(事)管内塗装有害物質処理委託
リパワリング時の塗装有害物質の処理委託

猪之頭(発)分の収集運搬
2021年5月 2021/7/19 2022/3/18


