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作業停止業務処理基準

§１ 目的
１．目 的
この基準は作業停止業務に関し，円滑かつ合理的な実施ならびに安全作業の確保，需給の均衡ならび
に供給信頼度の維持などを目的として業務遂行上必要な事項を定める。
§２ 定義
１．定 義
この基準における各個所および用語の定義は次による。
（１）各個所の定義
ａ．当社
東北電力株式会社をいう。
ｂ．他社
当社電力系統を利用する当社以外の事業者をいう。
ｃ．制御所等
制御所，電力センター制御所をいう。
ｄ．電力センター（変電）
電力センター変電課をいう。
ｅ．電力センター（送電）
電力センター送電課，地中送電工事課をいう。
ｆ．発電技術センター（水力電気）
発電技術センター水力電気課をいう。
ｇ．発電技術センター（土木）
発電技術センター土木課（赤川ダム管理所を含む。
）をいう。
ｈ．ネットワーク土木建築部（新潟地域）
ネットワーク土木建築部新潟地域グループをいう。
ｉ．給電指令機関
給電指令業務を分掌する中央給電指令所，系統給電指令所，制御所等および佐渡電力センター発
変電課をいう。
ｊ．設備主管個所
本店では電力システム部，ネットワーク情報通信部，ネットワーク土木建築部，火力部，原子力
部，水力部，および土木建築部，支社では送配電カンパニーをいう。
ｋ．運転担当個所
中央情報通信所，制御所等，火力発電所（地熱発電所および内燃力発電所を含む。），原子力発
電所，会津若松支社 会津ダム管理センター（以下「ダム管理センター」という。
），佐渡電力セン
ター発変電課および他社をいう。
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ｌ．発電者
一般送配電事業，小売電気事業，特定送配電事業および自己託送の用に供する電気，または電力
貯蔵装置に貯蔵した電力を電力系統に流入する者をいう。（電力系統に電力を流入する自家用発電
設備設置者を含む。）
ｍ．需要者
一般送配電事業者，小売電気事業者，特定送配電事業者から電気の供給を受けている者，および
自己託送を利用して電気の供給を受けている者をいう。（発電設備等を設置した場合においても，
当社の電力系統に電力を流入しない場合も含む。）
ｎ．作業停止要求個所
電力センター（変電），電力センター（送電），発電技術センター（水力電気），発電技術セン
ター（土木），ネットワーク土木建築部（新潟地域）
，火力発電所（地熱発電所および内燃力発電所
を含む。
），原子力発電所，会津若松支社（ダム管理センター･用地課），電力センター（配電計画
課・お客さまサービス課），中央情報通信所，電力システム部（制御技術）および他社の作業停止
計画提出者をいう。
ｏ．作業実施個所
電力センター（変電），電力センター（送電），発電技術センター（水力電気），発電技術セン
ター（土木），ネットワーク土木建築部（新潟地域）
，火力発電所（地熱発電所および内燃力発電所
を含む。
）
，原子力発電所，会津若松支社（ダム管理センター），電力センター（配電計画課），通
信センター，中央情報通信所，建設所，工事所，送変電建設センター，土木建築部（水力火力建築），
ネットワーク土木建築部，電力システム部（制御技術）および他社の作業実施個所をいう。
ｐ．関係個所
給電指令機関，設備主管個所，運転担当個所，作業停止要求個所，作業実施個所などの電力系統
設備の運用に係わる個所をいう。
ｑ．系統利用者
電力系統を利用して，電気の受給を行う事業者をいう。
ｒ．電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。
）
電気事業者が営む電気事業に係わる電気の需給の状況の監視および電気事業者に対する電気の
需給の状況が悪化した他の電気事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより，電気事業
の遂行にあたっての広域的運営を推進する組織をいう。
（２）用語の定義
ａ．発電所
火力発電所（地熱発電所および内燃力発電所を含む。
），原子力発電所，水力発電所，風力発電
所および太陽電池発電所をいう。
ｂ．火力発電所
当社の火力発電所および当社と契約を有する発電者の火力発電所をいう。
ｃ．電力系統
発電所，変電所，開閉所および負荷とこれらを結ぶ電線路からなり，発電電力を負荷に送る電力
設備網をいう。ただし，本基準では，特に定める場合を除き，次の設備は含めない。
・発電所，変電所の配電用変圧器の二次側機器と配電線
・発電所，変電所の所内用変圧器（火力・原子力発電所の起動用変圧器を除く。
）
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ｄ．電力設備
発電設備および送変電設備(変電所，開閉所および電線路からなる流通設備)をいう。
ｅ．連系線
当社管轄制御エリアと常時連系している以下の設備をいう。
・東北東京間連系線：相馬双葉幹線，いわき幹線
・北海道東北間連系線：北海道・本州間連系設備
ｆ．広域連系系統等
次に定める電力設備をいう。
・連系線
・地内基幹送電線（最上位電圧から２階級の送電線をいう。
）
・最上位電圧から２階級の母線
・最上位電圧から２階級を連系する変圧器
・連系線の運用容量に影響を与える電力設備
ｇ．混雑処理
混雑とは，連系線等の潮流が，計画段階または運用段階において，当該連系線等を利用できる量
を超過した状態をいい，
混雑処理とは混雑を解消することを目的とした潮流抑制処理の総称をいう。
§３ 適用範囲
１．適用範囲
この基準の適用対象範囲は，以下に示される給電運用に関連する電力設備の作業に係わる事項とする。
（１）発電停止，発電制限およびダム水位制限を伴う作業
（２）母線，主要変圧器，開閉器，計器用変成器および調相設備(静止型無効電力補償装置を含む。)を停
止して行う作業
（３）電線路を停止して行う作業
（４）系統保護リレー装置，中性点接地装置を停止して行う作業
（５）電力系統運用に影響を及ぼす監視・制御・保護などに必要な情報の停止を伴う電子通信設備の作業
（６）電力系統運用に直接影響を及ぼす予備設備を停止して行う作業
（７）その他，電力系統運用に影響を与える作業
２．広域機関への作業停止計画提出範囲
中央給電指令所が広域機関へ提出する作業停止計画の範囲は以下のとおり。
（１）広域連系系統等
（２）発電設備
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§４ 作業停止調整の一般事項
１．作業停止調整の基本
作業停止調整にあたっては，人身の安全と設備保全の確保を前提に，供給信頼度の確保と電力需給の
安定保持を優先に表－１の各項目を考慮のうえ，作業停止の範囲，時期および期間を調整する。ただし，
需給・系統状況などからこれにより難い場合は，作業の緊急性や影響度合いなどを総合的に判断のうえ
調整する。
なお，作業予定，計画決定，停止要求，実施決定，待機，中止の判断もこれに準ずる。

表-１．作業停止調整時の考慮項目
項

目

安

内
全

容

人身の安全，電力設備の保全・点検周期，作業条件の適否

供 給 信 頼 度

潮流，適正周波数・電圧の保持，電力系統安定度，設備事故時の影響度合いと
事故対応，応急復旧時間，重負荷期や雷・雪・台風など災害が予想される時期
の回避，連系線重複停止の回避

電

需給の均衡保持，適正予備力の保有

力

需

給

電源抑制回避
他社への影響度
合

理

性

そ

の

他

電源補修計画との整合
他社の操業計画・作業計画，停止・切替に伴う電圧，フリッカおよび高調波対
策などの電力品質の対策
発電所，変電所，開閉所，電線路，通信設備および電気と土木関連の一括実施・
工法変更などによる工期短縮の可否
作業停止の必要性，工期・工法などの工事内容，作業員の確保

２．作業停止調整の留意事項
給電指令機関および関係個所は，作業停止の計画，調整，決定，実施にあたって次の点に留意する。
（１）給電指令機関と作業停止要求個所は，作業停止の計画から決定まで作業の目的，内容，停止範囲・
期間などを詳細に打合せし相互に確認する。
当社の需要者および当社と契約を有し電力系統に電力を流入する自家用発電設備設置者の作業
停止の年間作業停止計画および月間作業停止計画は，電力センターお客さまサービス課が打合せを行
い，打合せた内容を給電指令機関に連絡する。
他社発電者の発電設備，流通設備の作業停止の年間作業停止計画および月間作業停止計画は，給電
指令機関が打合せを行う。
他社需要者の作業停止の年間作業停止計画および月間作業停止計画は，ネットワークサービスセ

ンターが打合せを行い，打合せた内容を給電指令機関に連絡する。
（２）作業実施個所は，作業中止の可否および緊急に作業を中止する場合または待機の必要が生じた場合
の処置について，あらかじめ給電指令機関と相互に確認しておく。
（３）通信回線を重畳もしくは添架している送電線または配電線などの作業停止を行う場合は，中央情報
通信所および関係個所は相互に連絡し，通信回線の確保に努める。
（４）給電指令機関は，作業時の電力系統について事前に関係個所と打合せを行い，想定される事故ケー
スを検討のうえ，その対策を確立する。
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（５）当該設備が系統給電指令所または制御所等を跨ぐ場合，停止調整の主導個所は，その電線路を管轄
する給電指令機関とする。
（６）中央給電指令所は，広域連系系統等の作業停止計画調整にあたり，表-６，表-９で定める時期に，
広域機関へ作業停止計画を提出し調整を行うとともに，最終案を提出後，承認を得てから表-７，表１０で定める時期に計画決定する。
（７）給電指令機関は，系統利用者から問合せがあった場合，関係個所で情報を共有・協議のうえ回答し，
その対応内容を記録する。
（８）給電指令機関の作業停止調整担当者は，作業停止調整業務が円滑に進むよう注意点等を織り込んだ
資料を作成し，担当者が代わる場合には確実に引継ぎを行う。
また，上長は担当者間の引継ぎとは別に担当者が代わってから２週間以内に，停止調整業務全般の
重要性を理解させる教育を実施し，その結果を記録する。
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§５ 作業停止の決定区分
１．給電指令機関の決定区分
決定区分は基本的に電圧階級で区別するが，全系に影響を及ぼす需給，系統運用に係わる設備および
装置については中央給電指令所とする。
給電指令機関の作業停止計画および実施を決定する電力設備などの詳細は，表-２のとおりとする。
表-２．給電指令機関の決定区分
制御所等および

個所
区分

中央給電指令所

系統給電指令所

会津若松電力センター

佐渡電力センター

制御所
・全系の需給，系統運

・154kV の発電所

用に係わる発電所
発電設備

・上位系統に影響のな

発変電課
・66kV 以下の発電所

い 154kV の水力発電

・275kV 以上の発電所

所
・66kV 以下の発電所

・全系の需給，系統運

・154kV の送変電設備

用に係わる送変電設

・275kV の需要者端子

備
・275kV 以上の送変電
設備
送変電設備

開放と専用線
・二次電圧が 154kV の
変圧器

（二次電圧が 154kV 以

・66kV 以下の送変電設
備

備

・上位系統に影響のな ・二次電圧が 66kV 以下
い 154kV の需要者端
子開放
・二次電圧が 66kV 以下

下の変圧器を除く。
）

・66kV 以下の送変電設

の変圧器
・二次電圧が 154kV 以

の変圧器
・二次電圧が 154kV 以
上の変圧器で電圧調
整装置などを有しな
い三次回路

上の変圧器で電圧調
整装置などを有しな
い三次回路
・全系の系統運用に係
わる系統保護リレー
系統保護

装置

リレー装置

・154kV の系統保護リ
レー装置

・66kV 以下の系統保護
リレー装置

・66kV 以下の系統保護
リレー装置

・275kV の需要者専用
の系統保護リレー装
置

電圧・潮流

・全系の需給，系統運

・二次電圧が 275kV お

用に係わる電圧・潮

よび 154kV の変圧器

流制御装置

三次側に接続される

制御装置

通信設備

・66kV の電圧調整装置
など

・66kV の電圧調整装置
など

電圧調整装置など

・全系の需給調整，電

・管轄系統の監視など

・管轄系統の監視，発

・管轄系統の監視，発

圧・潮流制御，系統

運用に影響を与える

変電所の機器制御な

変電所の機器制御な

監視など運用に影響

通信設備

ど運用に影響を与え

ど運用に影響を与え

る通信設備

る通信設備

を与える通信設備

（注）上位系統に影響を与えるおそれのある系統電圧調整装置（電力用コンデンサ，分路リアクトル）
などの停止は，決定後に上位個所へ連絡する。
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§６ 作業停止の計画と計画決定・実施決定の種別
１．作業停止の計画と計画決定・実施決定の種別
（１）作業停止の計画と計画決定・実施決定の種別は，表-３のとおりとする。
表-３．作業停止の計画と計画決定・実施決定の種別
種

区分

年間作業停止計画
計画
決定
月間作業停止計画

実施

計 画 作 業 停 止

決定
計 画 外 作 業 停 止

別

お

よ

び

内

容

作業停止を計画的かつ円滑に実施するため，作業停止要求個所
から提出された作業停止の申請をもとに，停止範囲，時期および
期間の調整を行い，２か年度分の作業停止を計画決定する。
作業停止を計画的かつ円滑に実施するため，年間作業停止計画
に基づく作業停止と年間作業停止計画にない作業停止(注)を調整し
翌月分を計画決定する。
月間作業停止計画で計画決定した作業停止について，至近の需
給・系統状況から，作業停止時に電力系統の安定運用が確保され
ることを判断し，実施決定する。
計画作業停止以外の作業停止を実施決定する。

（注）年間作業停止計画にない作業停止については，作業停止要求個所が，事案が発生の都度，給電
指令機関に申請する。

§７ 作業停止計画の調整
当社における電力設備の作業停止の計画調整手続きは，以下に示すとおりとする。
１．年間作業停止計画
（１）年間作業停止計画の集約
表-４に示す提出個所は，
定められた期日までに送配電カンパニー支社に対し，
２か年度分
（翌年度，
翌々年度）の年間作業停止計画を提出する。
送配電カンパニー支社は，提出された年間作業停止計画を集約する。
表-４．年間作業停止計画の集約

提

出

個

所

期

日

提

出

備

先

考

送配電カンパニー支社
・電力センター(変電)(送電)
・佐渡電力センター発変電課

毎年
10 月 10 日

は，提出個所から提出
送配電カンパニー支社

された年間作業停止計
画のとりまとめを行
う。
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（２）給電指令機関への提出
表-５に示す提出個所は，定められた期日までに給電指令機関に対し，２か年度分（翌年度，翌々年
度）の年間作業停止計画を提出する。
なお，系統給電指令所，会津若松電力センター制御所は，中央給電指令所に対し，中央給電指令所
決定および連絡扱いの年間作業停止計画を提出する。
電力センターお客さまサービス課は，当社の需要者および当社と契約を有し電力系統に電力を流入
する自家用発電設備設置者の作業計画と取引計器用変成器（以下「ＶＣＴ」という。
）の作業計画を集
約する。
給電指令機関は，他社発電者の作業計画をとりまとめる。
ネットワークサービスセンターは，他社需要者の作業計画と，当社が他社発電者，他社需要者に設
置しているＶＣＴの作業計画をとりまとめる。
表-５．年間作業停止計画の給電指令機関への提出

提

出

個

所

期

日

提

出

先

備

考

・送配電カンパニー支社

送配電カンパニー支社

・火力発電所（※2）

は，電力センター（変

・原子力発電所
・発電技術センター(水力電気）(土木)

電）（送電）,佐渡電力

・ネットワーク土木建築部(新潟地域)

間作業停止計画をとり

・会津若松支社（ダム管理センター,
用地課）
・電力センターお客さまサービス課
・ネットワークサービスセンター

センター発変電課の年

毎年
10 月末頃
（※1）

まとめ，管轄する給電
給電指令機関

指令機関に提出する。

（※2）

試運転を実施する発電
設備の計画は，試運転

・中央情報通信所

工程表を提出する。

・当社以外の一般送配電事業者
・送電事業者
・特定送配電事業者
・他社発電者（※2）
・系統給電指令所
・会津若松電力センター制御所

毎年
10 月末頃

中央給電指令所

（※1）

（※1）年間作業停止計画の具体的な提出期限については，曜日回り等を考慮し，別途，広域機関が定
める期日とする。
（※2）当社以外の火力発電所および他社発電者の停止計画提出先について
・発電設備の作業停止計画は広域機関へ提出し，広域機関システムを通じて管轄給電指令機関
で受領する。
・流通設備の作業停止計画は管轄給電指令機関へ提出する。
なお，広域機関システムを通じて，管轄給電指令機関へ提出することもできる。
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（３）広域機関への提出
中央給電指令所は，表-６で定めるそれぞれの時期に広域機関に対し，２か年度分（翌年度，翌々年
度）の年間作業停止計画を提出する。
表-６．年間作業停止計画の広域機関への提出

提

出

個

所

時

期

出

備

先

考

毎年

原案

10 月末頃
（※）

調整案

中央給電指令所

提

毎年

最終案

12 月末頃
（※）

年間作業停止計画を受領
後すみやかに提出する。

広域機関

毎年
2 月中旬

（※）年間作業停止計画の具体的な提出期限については，曜日回り等を考慮し，別途，広域機関が定め
る期日とする。
（４）計画決定
給電指令機関は，作業停止調整の基本に基づき，関係個所と年間作業停止計画を調整のうえ，表７の期日までに２か年度分（翌年度，翌々年度）を計画決定する。
表-７．年間作業停止計画の計画決定

計 画 決 定 個 所
中央給電指令所

期

日

備

通知先

毎年

広域機関，

3月1日

関係個所

考

広域連系系統等については，広
域機関の承認後，決定する。

・系統給電指令所
・会津若松電力センター制御所

毎年

・制御所等，佐渡電力センター

3月1日

関係個所

発変電課
２．月間作業停止計画
（１）給電指令機関への提出
表-８に示す提出個所は，定められた期日までに給電指令機関に対し，２か月分（翌月，翌々月）の
月間作業停止計画を提出する。
なお，系統給電指令所，会津若松電力センター制御所は，中央給電指令所に対し，中央給電指令所
決定および連絡扱いの月間作業停止計画を提出する。
電力センターお客さまサービス課は，当社の需要者および当社と契約を有し電力系統に電力を流入
する自家用発電設備設置者の作業計画とＶＣＴの作業計画を集約する。
給電指令機関は，他社発電者の作業計画をとりまとめる。
ネットワークサービスセンターは，他社需要者の作業計画と，当社が他社発電者，他社需要者に設
置しているＶＣＴの作業計画をとりまとめる。
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表-８．月間作業停止計画の給電指令機関への提出

提

出

個

所

期

日

提 出 先

・電力センター（変電）
（送電）
・佐渡電力センター発変電課
・火力発電所（※2）
，
原子力発電所
・発電技術センター(水力電気）(土木)
・ネットワーク土木建築部(新潟地域)
・会津若松支社（ダム管理センター,
用地課）
・電力センターお客さまサービス課
・ネットワークサービスセンター
・中央情報通信所

備

考

管轄する給電指令機
関に提出する。
毎月 1 日頃
（※1）

給電指令機関

試運転を実施する発

（※2）

電設備の作業停止計
画は，試運転工程表を
提出する。

・当社以外の一般送配電事業者
・送電事業者
・特定送配電事業者
・他社発電者（※2）
・系統給電指令所
・会津若松電力センター制御所

毎月 1 日頃
（※1）

中央給電指令所

（※1）月間作業停止計画の具体的な提出期限については，曜日回り等を考慮し，別途，広域機関が定
める期日とする。
（※2）当社以外の火力発電所および他社発電者の停止計画提出先について。
・発電設備の作業停止計画は広域機関へ提出し，広域機関システムを通じて管轄給電指令機関
で受領する。
・流通設備の作業停止計画は管轄給電指令機関へ提出する。
なお，広域機関システムを通じて，管轄給電指令機関へ提出することもできる。
（２）広域機関への提出
中央給電指令所は，表-９で定めるそれぞれの時期に広域機関に対し，２か月分（翌月，翌々月）の
月間作業停止計画を提出する。
表-９．月間作業停止計画の広域機関への提出

提 出 個 所

時
原案
調整案

中央給電指令所

期

提

出

先

備

考

毎月 1 日頃
（※）
毎月 10 日頃
（※）

広域機関

最終案

月間作業停止計画を受
領後すみやかに提出す
る。

毎月中旬

（※）月間作業停止計画の具体的な提出期限については，曜日回り等を考慮し，別途，広域機関が定め
る期日とする。
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（３）計画決定
給電指令機関は，作業停止調整の基本に基づき，関係個所と月間作業停止計画を調整のうえ，表１０の期日までに翌月分を計画決定する。
表-１０．月間作業停止計画の計画決定

計 画 決 定 個 所
中央給電指令所

期

日

毎月 20 日

通

知

広域機関，
関係個所

備

先

考

広域連系系統等の作業停止
については，広域機関の承
認後，決定する。

・系統給電指令所
・会津若松電力センター制御所
・制御所等，佐渡電力センター

毎月 20 日

関係個所

発変電課

§８ 広域連系系統等の作業停止計画調整不調時の処置
１．広域連系系統等の作業停止計画調整不調時の処置
広域連系系統等の作業停止計画について調整が難航し，広域機関への提出時期までに関係事業者との
合意が見込めない場合，中央給電指令所は広域機関に作業停止調整を申請する。
また，中央給電指令所は，関係事業者との作業停止計画事前調整にあたり，誠意をもって対応する。
なお，関係事業者との事前調整不調時に，広域機関から調整の余地がないと確認された場合は，混雑
処理を行うことがある。

§９ 作業停止計画の変更および計画外作業の追加手続き
１．作業停止計画の変更および計画外作業の追加手続き
月間停止の計画決定後に作業停止の変更または再調整および計画外作業の追加が必要となった場合は，
給電指令機関と月間作業停止計画提出個所間で協議・調整する。
ただし，複数の電力センターに関連する場合は，系統を管轄する給電指令機関もしくは停止予定を取
りまとめた電力センターが中心となり，関係する電力センターと調整を行い，系統給電指令所に連絡す
る。
なお，広域連系系統等が対象となる作業停止計画は，中央給電指令所がすみやかに広域機関へ作業停
止計画を提出するとともに調整を行う。
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§１０ 作業停止の実施決定
１．作業停止の実施決定
給電指令機関は，月間作業停止計画で計画決定した作業停止について，至近の需給・系統状況から，
作業停止時に電力系統の安定運用が確保されることを判断し，当該作業停止の実施決定を以下の手続き
により行う。
（１）作業停止要求個所は，月間作業停止計画に基づき，当該給電指令機関へ９営業日前までに停止要求
を行う。停止要求を受領した給電指令機関は決定区分に従い，停止要求の処理もしくは上位の給電指
令機関に手続きを行う。中央情報通信所の停止要求は，各々，決定区分に該当する給電指令機関に行
う。
なお，他社の作業停止要求については，管轄する給電指令機関が代行する。また，作業停止要求個
所以外の停止要求が生じた場合，給電指令機関が代行し停止要求を行うことができる。
（２）給電指令機関は，作業停止の実施決定を７営業日前までに行い，作業停止要求個所への実施決定の
通知は，作業停止要求個所より停止要求を受けた当該給電指令機関が行う。
（３）計画外作業停止の実施決定についても，前項（１）
，
（２）に準じて行う。
ただし，
人身の安全ならびに設備の保全のため，
緊急やむを得ず電力設備を停止し作業を行う場合，
作業停止要求個所は，
その旨給電指令機関に連絡し，
給電指令機関の承認を得てから作業を実施する。
事後すみやかに前項（１）
，
（２）に準じて手続きを行う。
給電指令機関は，緊急作業の要求を受けた場合，それぞれの決定区分に従い，必要に応じて関係個
所と打合せのうえ，すみやかに処理する。
なお，事故により停止した設備の作業を実施する場合も，同様の手続きとする。
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§１１ 作業停止の実施
１．作業停止の実施
（１）作業停止要求個所は，停止予定時刻の前までに給電指令機関に対し作業実施可否の連絡を行う。連
絡を受けた給電指令機関は，系統・需給・天候などを考慮し，作業停止の可否を作業停止要求個所お
よび関係個所に連絡する。
（２）給電指令機関は予定どおり作業停止が可能な場合は，関係個所と連絡をとり，停止操作の給電指令
を発令し，機器の停止を確認のうえ，作業停止要求個所へ作業を引き渡す。なお停止中の機器に対し
新たに予定作業を開始する場合，作業停止要求個所は給電指令機関に作業実施可否を連絡し，作業渡
しを受け，停止作業を開始する。
（３）給電指令機関は関係個所への作業開始を連絡する。
（４）
停止作業が終了した場合，
作業停止要求個所はすみやかに給電指令機関に停止作業終了を連絡する。
連絡を受けた給電指令機関は，他作業の状況を確認のうえ復旧可能と判断される場合，関係個所に連
絡のうえ，すみやかに復旧操作の給電指令を発令する。
（５）やむを得ず停止作業の終了が遅延する場合，作業停止要求個所はすみやかに給電指令機関にその旨
を連絡する。連絡を受けた給電指令機関は関係個所などと協議のうえ，その処置を作業停止要求個所
へ連絡する。
（６）
広域連系系統等の作業停止は，
中央給電指令所が設備の停止および使用時刻を広域機関へ連絡する。
２．作業停止の変更，中止および待機
（１）作業停止要求個所は，作業停止の実施決定後，悪天候またはその他の理由により，作業時刻・範囲
の変更，中止または待機の必要が生じた場合，給電指令経路に従い，すみやかに給電指令機関に連絡
しその承認を得る。なお，広域連系系統等の作業停止については，中央給電指令所がその内容と理由
を広域機関に連絡する。
（２）給電指令機関は，作業停止の実施決定後または作業実施中であっても，系統・需給・悪天候・その
他の理由により時刻，範囲の変更，中止または待機の必要が生じた場合，関係個所と協議のうえ，そ
の処置を決定し作業停止要求個所へ連絡する。
３．活線作業の連絡
活線作業実施にあたって，実施個所は活線作業の開始・終了を給電指令機関に連絡する。
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