
2022年 7月26日
北海道電力ネットワーク株式会社

弟子屈エリアにおける電源接続案件一括検討プロセスの応募受付開始について

当社は、2022年4月28日、弟子屈エリアにおいて電源接続案件一括検討プロセスを開始いた
しました。

この度、応募受付を開始いたしますので、募集対象エリアにおいて、高圧以上の発電設備等の
連系等を検討中の系統連系希望者におかれましては、本プロセスへの応募につきましてご検討く
ださい。

本プロセスに応募される場合は、電力広域的運営推進機関の「業務規程第８０条の規定に基づ
く電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」（以下、一括検討の手続等）
に従って応募してください。

なお、本プロセスに応募せず、新規に事前相談・接続検討・接続契約の各申込みを行う事業者
さま（特別高圧・高圧の送電系統に連系等を希望する事業者さま）については、一括検討の手続
き等の「10.3（１）一括検討期間中の系統アクセス関係の申込み」に記載のとおり、原則とし
て、一括検討プロセスが完了し系統状況が確定した後に受付・検討を行います。



項 目 内 容 備 考

開始情報

開始理由
送配電等業務指針第120条の4第1項
第1号に該当することを確認したため

開始年月日 2022年 4月28日

募集対象エリア （別紙１）

募集対象エリア 弟子屈エリア

増強内容及び連系可能量等 （別紙２）

増強対象設備※
弟子屈変電所
66/6.6kV配電用変圧器

運用容量(増強前) 10ＭＷ

連系可能量(増強前) 0.2ＭＷ

増強内容

66/6.6kV配電用変圧器取替 ２台
72㎸遮断器ＣＴ取替 ２台
6㎸電力ケーブル取替 ３組
供給用仮設工事 １式

工事費 約 2.9 億円

運用容量(増強後) 20ＭＷ

連系可能量(増強後) 10.2ＭＷ

弟子屈エリアにおける一括検討プロセスの概要

※ 当該設備以外にも、連系する系統に応じて対策工事が発生しますので、ご留意ください。



時 期 項 目

２０２２年４月２８日 ・本プロセスの開始・公表

２０２２年７月２６日 ・応募の受付開始

２０２２年９月２６日
・応募の受付締切

・応募書類の内容確認

２０２２年１２月頃 ・接続検討結果の回答

２０２３年１月頃 ・再接続検討の受付締切

２０２３年４月頃 ・再接続検討結果の回答

２０２３年５月頃
・契約申込みの受付締切

・工事費負担金補償契約の締結

２０２３年１１月頃 ・技術検討結果の回答、連系承諾

２０２３年１１月頃 ・工事費負担金契約の締結

２０２３年１２月頃 ・工事費負担金の入金

２０２３年１２月頃
・本プロセスの完了

・本プロセスの結果公表

スケジュール

スケジュールは応募の状況等により変更となる場合があります。



（別紙１）募集対象エリア
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（別紙２）増強内容

項 目 内 容

増強対象設備
弟子屈変電所
66/6.6kV配電用変圧器

運用容量(増強前) 10ＭＷ

連系可能量(増強前) 0.2ＭＷ

増強内容

66/6.6kV配電用変圧器取替 ２台
72㎸遮断器ＣＴ取替 ２台
6㎸電力ケーブル取替 ３組
供給用仮設工事 １式

工事費 約 2.9 億円

運用容量(増強後) 20ＭＷ

連系可能量(増強後) 10.2ＭＷ
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応募状況・結果を踏まえ、発電設備等の連系等に必要となる対策工事を検討いたします。工事費負担金概算および所要工期等は、
接続検討及び再接続検討の回答においてお示しします。



応募申込みについて

＜必要書類＞
• 応募申込書（開始申込事業者も提出が必要）
• 接続検討申込書（一式）（開始申込事業者も提出が必要）

① 過去１年以内に接続検討回答済の案件には、接続検討回答書発送時の鑑、接続検討回答書
（１枚目のみ）の写しをご提出ください。（回答済案件と同一内容にてお申込みいただく場合のみ）
② 既に接続検討申込み中（未回答）の案件は、当初の接続検討申込書の「様式１」、「様式２」

の写しをご提出ください。

＜応募受付締切＞ ２０２２年９月２６日（月）

（留意事項）

• 応募受付締切日(以下、「締切日」)迄に、「書類の不備解消」及び「接続検討料の入金」が共に完了して
いることが応募受付の条件となります。

• 通常、検討料の請求～入金の手続きや書類不備があった場合において、受付完了までに一定期間を要し

ていること、さらに、締切日直近は申込みが集中することも想定されることから、締切日前の申込みであっても
応募受付できない場合がありますので、早期（締切日から１か月前までを目途）の応募申込みをお願いい
たします。

＜提出方法＞
• 上記の必要書類については、必ず郵送でお願いいたします。
• なお、郵送の際は、応募申込書、接続検討申込書等を配達記録の残る簡易書留等にて送付ください。

• 提出先は、「電源接続案件一括検討プロセスに関する応募申込書、接続検討申込書等の提出先・お問
合せ先」を参照ください。



〔その他留意事項〕

⚫ 発電設備等の連系等には全ての系統連系希望者が共用する設備以外の対策工事も必要となりますので、

全ての系統連系希望者が共用する設備以外の対策工事の工事費負担金や所要工期等にご留意ください。

⚫ 応募状況・結果を踏まえ、発電設備等の連系等に必要となる対策工事を検討いたします。工事費負担金

概算および所要工期等は、接続検討及び再接続検討の回答においてお示しします。

⚫ 本プロセスの開始申込者及び応募者が、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び「一括検討

の手続き等」に違反した場合その他本プロセスの公平性又は透明性を阻害する行為等を行った場合は、当

社は、当該系統連系希望者を本プロセスから辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り

扱われる場合、当該系統連系希望者が行った全ての行為(接続検討申込み、応募等)は無効となります。た

だし、締結した契約に関わる行為は除きます。



〔電源接続案件一括検討プロセスに関する応募申込書、接続検討申込書等の提出先・お問合せ先〕

※ＦＩＴ（固定価格買取制度）による申込の場合

北海道電力ネットワーク株式会社 業務部 電力受給センター 電源Ｇ

住 所 ：〒060-0051 札幌市中央区南１条東１丁目５番

大通バスセンタービル１号館 ４階

電話番号 ：0570-075-330（ナビダイヤル）

※ＦＩＰ・発電量調整供給契約等（ＦＩＴ以外）による申込の場合

北海道電力ネットワーク株式会社 業務部 託送サービスセンター 高圧Ｇ

住 所 ：〒060-0006 札幌市中央区北６条西14丁目４番３号

電話番号 ：0570-080-500（ナビダイヤル）

メールアドレス：ikkatsu_process_teshikaga@hepco.co.jp

業務部電力受給センターおよび託送サービスセンターの電話・メール等によるお問い合わせおよび窓口業務の

時間は9～12時、13～17時となります。なお、土・日曜日、法律で定める国民の祝日および休日、5月1日、12

月29日～1月3日については休業とさせていただきます。

お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合があります。

※再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）による申込の場合

北海道電力ネットワーク株式会社 業務部 電力受給センター 電源グループ

住 所 ：〒060-0051 札幌市中央区南１条東１丁目５番

大通バスセンタービル１号館 ４階

電話番号 ：0570-075-330（ナビダイヤル）

※ＦＩＰ制度・発電量調整供給契約による申込の場合

北海道電力ネットワーク株式会社 業務部 託送サービスセンター 高圧グループ

住 所 ：〒060-0006 札幌市中央区北６条西14丁目４番３号

電話番号 ：0570-080-500（ナビダイヤル）

mailto:ikkatsu_process_teshikaga@hepco.co.jp

