
2019年4月1日時点

系 統 作 業

越前嶺南線2L： 3/21-4/15 越前嶺南線1L： 5/6-6/13

500kV　送電線500kV　送電線500kV　送電線500kV　送電線 加賀幹線1L： 11/12-19

能越幹線1L：　4/27-5/8 加賀福光線1L： 6/10-12 志賀中能登線1L： 9/3-7 能登幹線1L： 10/1-2

加賀幹線2L： 11/20-27

加賀福光線2L：6/13-15 志賀中能登線2L： 9/10-14 能登幹線2L： 10/3-4

能越幹線2L： 11/11-22

500/275kV　Tr500/275kV　Tr500/275kV　Tr500/275kV　Tr 越前2Tr：4/24 中能登2Tr：5/8-9 越前3Tr：3/4-7

中能登3Tr：5/16-18

加賀東金津線2L： 5/28-29

敦賀火力線1L：　5/9

加賀東金津線1L 6/1-7/10 加賀東金津線2L： 9/3-10/23

七尾大田火力線1L 4/16-20 敦賀火力線2L：　5/10

越前線1L： 5/21-23 越前線2L：　8/28 東金津新福井線2L： 9/21-26

七尾大田火力線2L： 4/26,5/3-5 南条越前線1L： 7/17 東金津新福井線1L 10/16-11/11

275kV　送電線275kV　送電線275kV　送電線275kV　送電線 東金津新福井線1L： 5/11 敦賀火力線1L： 6/11-16 中央幹線1L：9/4-7

越前線2L： 5/24-26 南条越前線2L： 9/25-26 越前線1L： 10/24-27 東金津新福井線2L 11/12-21

東金津新福井線2L： 5/14-15 敦賀火力線2L： 6/17-22 新富山幹線1L：9/4-7

新港幹線1L：　5/1 南条越前線1L： 9/20-21 越前線2L： 10/28-31

新港幹線2L：　5/2 志賀原子力線1L：5/21-27 中央幹線2L：9/10-19 志賀原子力線2L： 10/22-26

新富山幹線2L：9/10-19

新富山3Tr：4/9-10 新富山2Tr：4/23 新福井2Tr：5/14-12/14

加賀5Tr：4/17-18

新福井3Tr：5/7-8 新富山3Tr：5/30 加賀5Tr：9/1新富山1Tr：9/11-12 中能登6Tr：10/29-11/1 新福井1Tr：12/15

加賀6Tr：4/19-20

新福井1Tr：5/10 新富山4Tr：5/31 加賀6Tr：9/2 新富山1Tr：9/18 中能登6Tr：11/3-4 新福井3Tr：12/17

南条1Tr：4/3加賀7Tr：4/12-13

中能登7Tr：9/20-10/26

275/154kV　Tr275/154kV　Tr275/154kV　Tr275/154kV　Tr 南条1Tr：4/9-10

南条2Tr：4/4

南条2Tr：4/11-12

敦賀線1L： 11/6-9

九頭竜幹線1L 5/16-20 敦賀線1L：10/16

敦賀線2L： 11/12-15

南条新武生線1L：　4/1-4/17 新武生丹生線1L：5/24-25 北庄丹生線1L： 9/6 北庄丹生線1L： 9/29

北庄丹生線1L： 7/2-6

南条新武生線2L：　4/18-5/2 新武生丹生線2L：5/26-27 北庄丹生線1L： 7/18-22 北庄丹生線1L：　10/6

北庄丹生線2L： 9/7 九頭竜幹線1L： 10/20-27 第二福井火力線1L：11/19-20

福井幹線1,2L：5/8-18 第二福井火力線2L：2/14-3/6 第二福井火力線2L：3/26-3/30

北庄丹生線2L： 7/7-15 九頭竜幹線2L： 10/5-19 第二福井火力線2L：11/21-22

北庄丹生線1L：5/21 第二福井火力線1L：3/7-3/30

敦賀線1L：6/4-8 敦賀線2L：6/25-29 福井幹線1L：10/16 長野西三線11/22

北庄丹生線2L：5/22 九頭竜幹線1L： 12/1

中能登新能登線1L：4/7 長野湯上線：5/12-14 松岡連絡線1L：9/9-14 福井幹線2L：10/17 福井火力線2L：11/12-15 九頭竜幹線2L： 12/2福井幹線1L： 12/5 福井火力線1L　3/16-19

長野湯上線：5/22-26

154kV　送電線154kV　送電線154kV　送電線154kV　送電線 九頭竜幹線2L： 6/4-11 松岡連絡線2L：　6/26 福井幹線2L：　9/18-21 福井火力線1L：10/29-11/1 福井幹線2L： 12/6 福井火力線2L　3/21-24

中能登新能登線2L：4/8　 第二福井火力線2L：8/17-21

長野西三線5/16-21 九頭竜幹線1L 6/14-21 北庄線1L：10/20-11/2 北庄線1L：11/17-24

松岡連絡線1L：　6/28 松岡連絡線1L：12/7

手取幹線（山）1L 4/14 手取幹線（里）1L： 5/12-13 手取幹線（山）1L： 10/5 北庄線2L：11/3-16

松岡連絡線2L：12/8

南金沢線2L： 9/8-9 北金沢線1L： 11/24-26

手取幹線（山）2L 4/21-22 手取幹線（里）2L： 5/19-20 手取幹線（山）2L： 10/7-8 塚原線1L　2/18-3/8

南金沢線1L：9/1 第二福井火力線1L：10/23-25 北金沢線2L： 11/27-29

南金沢線2L：9/2 福井火力線1L：10/24 南福岡線1L11/25

新小松線2L　4/23 新小松線2L：　5/19 福井火力線2L：10/25 南福岡線2L：11/26-27 塚原線3/11-29

第二福井火力線1L：　5/26

新小松線2L：4/23-5-19 中能登新能登線2L　9/20-10/26 中能登新能登線1L：11/3 新小松線1L：12/3 新能登線2L　3/10

第二福井火力線2L：　5/27

新小松線1L：3/1-4/22 新小松線2L：9/3 中能登新能登線2L：11/4　 新小松線2L：12/4

北金沢線1L： 4/24-5/2 北金沢線1L 6/24-8/2 北金沢線1L：　8/31 新能登線1L：10/28

新富山北笹津線1L：10/9

富山新港火力線1L：4/11 北金沢線2L： 5/7-6/23 南福岡線1L：10/28 新能登線1L：11/30

新富山北笹津線2L：10/10

富山新港火力線2L：4/12 南福岡線1L 5/6-6/17 南福岡線1L：11/30

塚原伏木線1L：9/1 富山線1L：9/28 見座線1L：10/10

塚原線1L　5/7-12 南福岡線2L 6/19-7/25 火力富山線1L　11/6-11

富山新港火力線1L：4/16-17 塚原伏木線2L：9/2 見座線2L：10/11

新能登線1L　5/13 新能登線1L　6/17 火力富山線1L：9/22-25

火力富山線2L　10/22-27 塚原線1L：11/20-22

富山新港火力線21L：4/18-19

新能登線1L　5/13-6/17 塚原線1L：11/12-16 栃尾線12/3-4

新能登線2L　6/19-7/25 有峰幹線（山）2L：10/2-5 有峰幹線（山）2L：10/21-27

新富山北笹津線1L：9/11-16

塚原伏木線2L：　4/23 火力塚原線2L：6/18-7/23 有峰幹線（山）1L：10/9-20

新富山北笹津線2L：9/5-10

火力塚原線1L：　5/13-6/30 有峰幹線（里）1L：10/1-20 富南線2L：11/26-30 富南線2L：12/10-14

有峰幹線（里）2L：10/21-30 富南線2L：12/3-7 富南線2L：12/17-20

黒部江口線1L：4/17-18 草島新港線1L5/13 草島新港線1L：6/17

中部連絡線 7/18-20 富南線1L　10/1-5、11-12、15-21,29-11/2富南線1L　10/15-21

富南線1L　10/11-12 富南線1L　10/29-11/2

黒部江口線2L：4/19 草島新港線1L：5/13-6/17 新愛本黒部線1L：　9/4

草島新港線2L：10/6-7

舟橋江口線1L：11/8

新愛本黒部線2L：4/20 舟橋線1L： 5/17-18 草島新港線2L：　6/18-7/23 火力塚原線2L：10/6-7

舟橋江口線2L：11/9

舟橋江口線1L： 5/7-11 舟橋江口線2L： 5/28-6/1 牧線2L：　7/18-20 富山新港火力線2L：9/30 中部連絡線10/22-24

舟橋線2L： 5/21-25 富山新港火力線2L　6/6-13 富山新港火力線10/1 葛山線11/1-5

舟橋線2L： 6/4-8

転載禁止 北陸電力株式会社
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