
  資料２1   

 

万が一計画停電を実施せざるを得ない場合の運用見直しについて 

 

政府より示されました「夏期の電力需給対策について」の内容をふまえ、

万が一計画停電を実施せざるを得ない場合に備え、６月 20 日（月）より、  

計画停電の運用を見直しいたします。 

 

１．計画停電グループについて 

（１）今後のグループ分けと対象地域の追加 

３月に実施した計画停電のグループ分けを継続するため、基本的に  

グループの変更はありません。 

なお、今後は、電気の供給ルートの運用変更や、鉄道等への供給方法の

見直し等により、３月に停電対象とならなかったお客さまも原則として 

計画停電の対象とさせていただきます。           ＜別紙１＞ 

 

（２）グループ分けのお知らせ方法 

① 毎月お届けしている「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」に、     

６月 15 日（水）よりお客さまのグループを記載させていただきます  

ので、ご確認いただきますようお願いいたします。 

② 本日より、当社ホームページ（ＰＣ・携帯）において、お客さまの   

グループを検索いただけます。従来は検索の結果、複数のグループが 

表示される場合がありましたが、グループを特定できるよう見直しを 

行っております。                   ＜別紙２＞ 

 

２．計画停電の回数・時間について 

各グループの計画停電時間帯を１日毎に順次変更する運用については、

これまでと変更ありません。ただし、停電の影響によるお客さまのご負担

を可能な限り軽減するために、１グループあたりの停電回数を１日１回と

するとともに、これまで３時間程度としておりました１回あたりの停電  

時間を、９時 30 分から 20 時の時間帯の中で２時間程度に短縮いたします。 

なお、計画停電の回数・時間に関する予定については、６月 15 日（水）

より当社ホームページでお知らせいたします。 



＜停電時間帯＞ 

第１時間帯  9：30～12：10 の時間帯のうち２時間程度 

第２時間帯 11：30～14：10 の時間帯のうち２時間程度 

第３時間帯 13：30～16：10 の時間帯のうち２時間程度 

第４時間帯 15：30～18：10 の時間帯のうち２時間程度 

第５時間帯 17：30～20：00 の時間帯のうち２時間程度 

 

※ 万が一計画停電を実施せざるを得ない場合には、ホームページや７月

１日から運用開始予定の「計画停電自動音声ご案内ダイヤル

（0120-925-433）」等において、お客さまのグループ毎の計画停電実施

時間帯をお知らせいたします。 

 

以 上 

 

 

＜別紙１＞グループ別対象地域詳細【平成 23 年６月 20 日（月）から適用】 

＜別紙２＞計画停電グループのお知らせ方法について 

 



＜別紙１＞

■　グループ別対象地域詳細　【平成23年６月20日（月）から適用】
　　・万が一計画停電を実施する場合には、当日の需給状況を踏まえ、以下のＡ～Ｅの全部または一部を停電地域とさせていただきます。

　　・停電対象は、各地域の一部のお客さまとなる場合があります。

　　・供給ルートの運用変更および鉄道・医療機関等の供給継続のため、対象地域を変更する場合があります。

　　・お客さまへの周知につきましては、検針時にお配りする「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」等により、対象となる地域のグループを個別にお知らせいたします。

　　・お客さまがあらかじめグループ番号をお調べになりたい場合には、当社ホームページ（ＰＣ、携帯サイト）での検索も可能です。

第１グループ

A 栃木県
さくら市、宇都宮市、塩谷郡高根沢町、下野市、河内郡上三川町、小山市、真岡市、大田原市、那須烏山市、那須塩原市、那須郡那珂川町、那須郡那須町、芳賀郡益子町、芳賀郡市貝
町、
芳賀郡芳賀町、芳賀郡茂木町、矢板市

27

B 群馬県
みどり市、伊勢崎市、桐生市、吾妻郡高山村、吾妻郡中之条町、吾妻郡東吾妻町、高崎市、佐波郡玉村町、渋川市、沼田市、前橋市、多野郡上野村、多野郡神流町、藤岡市、
北群馬郡吉岡町、北群馬郡榛東村、利根郡みなかみ町、利根郡昭和村、利根郡川場村、利根郡片品村 30

埼玉県
ふじみ野市、狭山市、戸田市、志木市、所沢市、新座市、川越市、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、秩父市、朝霞市、入間郡三芳町、入間市、飯能市、
比企郡ときがわ町、比企郡小川町、富士見市、和光市

多摩地域 狛江市、三鷹市、小平市、清瀬市、西東京市、調布市、東久留米市、東村山市、府中市、武蔵野市、東大和市

D 千葉県
いすみ市、安房郡鋸南町、夷隅郡御宿町、夷隅郡大多喜町、鎌ケ谷市、鴨川市、館山市、君津市、佐倉市、山武郡芝山町、山武郡大網白里町、四街道市、市原市、市川市、習志野市、
勝浦市、松戸市、千葉市稲毛区、千葉市花見川区、千葉市若葉区、千葉市中央区、千葉市緑区、船橋市、袖ケ浦市、長生郡一宮町、長生郡長生村、長生郡長南町、長生郡長柄町、
長生郡白子町、長生郡睦沢町、東金市、南房総市、柏市、白井市、八街市、八千代市、富津市、富里市、茂原市、木更津市、野田市、流山市

97

神奈川県
愛甲郡清川村、綾瀬市、伊勢原市、横須賀市、横浜市磯子区、横浜市栄区、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市泉区、横浜市中区、横浜市鶴見区、横浜市南区、
海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、高座郡寒川町、座間市、逗子市、川崎市川崎区、相模原市南区、大和市、藤沢市、平塚市

静岡県 御殿場市、駿東郡小山町

※供給ルートの運用変更や鉄道・医療機関等の供給を継続する方法の変更などにより、市区町村やその一部地域の追加がございます。 335

※東京23区および被災地域は、対象外としております。また、配電線の状況精査等により対象外となった市区町村がございます。

E

C

万軒対象地域詳細対象都県

87

94



＜別紙１＞

■　グループ別対象地域詳細　【平成23年６月20日（月）から適用】
　　・万が一計画停電を実施する場合には、当日の需給状況を踏まえ、以下のＡ～Ｅの全部または一部を停電地域とさせていただきます。

　　・停電対象は、各地域の一部のお客さまとなる場合があります。

　　・供給ルートの運用変更および鉄道・医療機関等の供給継続のため、対象地域を変更する場合があります。

　　・お客さまへの周知につきましては、検針時にお配りする「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」等により、対象となる地域のグループを個別にお知らせいたします。

　　・お客さまがあらかじめグループ番号をお調べになりたい場合には、当社ホームページ（ＰＣ、携帯サイト）での検索も可能です。

第２グループ

栃木県
下都賀郡岩舟町、下都賀郡野木町、佐野市、鹿沼市、小山市、栃木市

群馬県 邑楽郡板倉町

埼玉県の一部 加須市

B 埼玉県
さいたま市浦和区、さいたま市岩槻区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市緑区、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、狭山市、熊谷市、
幸手市、行田市、鴻巣市、坂戸市、三郷市、春日部市、深谷市、川越市、川口市、草加市、鶴ヶ島市、南埼玉郡宮代町、南埼玉郡白岡町、日高市、入間郡越生町、入間郡毛呂山町、
入間市、飯能市、北葛飾郡松伏町、北葛飾郡杉戸町、北本市

81

C 千葉県
印西市、印旛郡栄町、鎌ケ谷市、佐倉市、四街道市、市川市、習志野市、松戸市、成田市、千葉市稲毛区、千葉市花見川区、千葉市若葉区、千葉市中央区、船橋市、柏市、白井市、
八千代市、野田市 62

多摩地域 稲城市、国立市、狛江市、三鷹市、小金井市、昭島市、西東京市、多摩市、町田市、調布市、日野市、八王子市、府中市、武蔵野市、立川市

神奈川県

愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、横浜市旭区、横浜市磯子区、横浜市栄区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市神奈川区、横浜市瀬谷区、横浜市西区、横浜市青葉
区、
横浜市泉区、横浜市中区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市保土ケ谷区、横浜市緑区、海老名市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、座間市、小田原市、秦野市、川崎市川崎区、
川崎市多摩区、川崎市麻生区、相模原市中央区、相模原市南区、相模原市緑区、足柄上郡中井町、大和市、中郡大磯町、中郡二宮町、平塚市

山梨県 甲斐市、甲府市、西八代郡市川三郷町、中央市、笛吹市、南アルプス市、南巨摩郡富士川町、韮崎市

静岡県 御殿場市、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、沼津市、裾野市、田方郡函南町、熱海市

※供給ルートの運用変更や鉄道・医療機関等の供給を継続する方法の変更などにより、市区町村やその一部地域の追加がございます。 340

※東京23区および被災地域は、対象外としております。また、配電線の状況精査等により対象外となった市区町村がございます。

A

D

12

万軒対象地域詳細対象都県
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＜別紙１＞

■　グループ別対象地域詳細　【平成23年６月20日（月）から適用】
　　・万が一計画停電を実施する場合には、当日の需給状況を踏まえ、以下のＡ～Ｅの全部または一部を停電地域とさせていただきます。

　　・停電対象は、各地域の一部のお客さまとなる場合があります。

　　・供給ルートの運用変更および鉄道・医療機関等の供給継続のため、対象地域を変更する場合があります。

　　・お客さまへの周知につきましては、検針時にお配りする「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」等により、対象となる地域のグループを個別にお知らせいたします。

　　・お客さまがあらかじめグループ番号をお調べになりたい場合には、当社ホームページ（ＰＣ、携帯サイト）での検索も可能です。

第３グループ

栃木県
宇都宮市、塩谷郡塩谷町、下都賀郡岩舟町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、下野市、河内郡上三川町、佐野市、鹿沼市、小山市、上都賀郡西方町、真岡市、足利市、栃木市、
日光市

群馬県 館林市、太田市、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町

群馬県の一部 伊勢崎市、太田市、邑楽郡大泉町

埼玉県
さいたま市浦和区、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、さいたま市桜区、さいたま市西区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市北区、さいたま市緑区、
桶川市、熊谷市、戸田市、行田市、鴻巣市、志木市、児玉郡上里町、児玉郡美里町、春日部市、所沢市、上尾市、新座市、深谷市、大里郡寄居町、朝霞市、東松山市、入間市、飯能市、
比企郡滑川町、比企郡小川町、比企郡嵐山町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町、北本市、本庄市、和光市、蕨市

多摩地域
あきる野市、羽村市、国分寺市、国立市、三鷹市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西多摩郡奥多摩町、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、
西東京市、青梅市、調布市、東久留米市、東村山市、東大和市、八王子市、府中市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市

山梨県の一部 北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村

C 千葉県
印西市、印旛郡栄町、印旛郡酒々井町、香取郡多古町、佐倉市、山武郡横芝光町、山武郡芝山町、四街道市、成田市、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、匝瑳市、
八街市、富里市 20

神奈川県
横須賀市、横浜市旭区、横浜市磯子区、横浜市栄区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市神奈川区、横浜市瀬谷区、横浜市西区、横浜市泉区、横浜市中区、
横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、鎌倉市、三浦郡葉山町、三浦市、小田原市、秦野市、逗子市、川崎市幸区、川崎市川崎区,、川崎市中原区、
足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町、足柄上郡松田町、足柄上郡大井町、大和市、中郡二宮町、藤沢市、南足柄市

静岡県の一部 熱海市

山梨県 韮崎市、北杜市

静岡県 三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、沼津市

※供給ルートの運用変更や鉄道・医療機関等の供給を継続する方法の変更などにより、市区町村やその一部地域の追加がございます。 310

※東京23区および被災地域は、対象外としております。また、配電線の状況精査等により対象外となった市区町村がございます。

A

B

44
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万軒対象地域詳細対象都県
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＜別紙１＞

■　グループ別対象地域詳細　【平成23年６月20日（月）から適用】
　　・万が一計画停電を実施する場合には、当日の需給状況を踏まえ、以下のＡ～Ｅの全部または一部を停電地域とさせていただきます。

　　・停電対象は、各地域の一部のお客さまとなる場合があります。

　　・供給ルートの運用変更および鉄道・医療機関等の供給継続のため、対象地域を変更する場合があります。

　　・お客さまへの周知につきましては、検針時にお配りする「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」等により、対象となる地域のグループを個別にお知らせいたします。

　　・お客さまがあらかじめグループ番号をお調べになりたい場合には、当社ホームページ（ＰＣ、携帯サイト）での検索も可能です。

第４グループ

栃木県 佐野市、足利市、栃木市

群馬県 みどり市、伊勢崎市、館林市、桐生市、太田市、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡邑楽町

埼玉県の一部 熊谷市、本庄市

埼玉県

さいたま市浦和区、さいたま市岩槻区、さいたま市桜区、さいたま市西区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市北区、さいたま市緑区、ふじみ野市、桶川市、
加須市、久喜市、熊谷市、戸田市、幸手市、鴻巣市、坂戸市、志木市、春日部市、上尾市、新座市、深谷市、川越市、川口市、草加市、大里郡寄居町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、
朝霞市、鶴ヶ島市、東松山市、南埼玉郡宮代町、南埼玉郡白岡町、入間郡越生町、入間郡毛呂山町、八潮市、鳩ケ谷市、比企郡ときがわ町、比企郡滑川町、比企郡吉見町、
比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡鳩山町、比企郡嵐山町、富士見市、北足立郡伊奈町、北本市、蓮田市、蕨市

千葉県 市原市、船橋市、袖ケ浦市、木更津市、習志野市、千葉市花見川区

C 多摩地域 国立市、昭島市、西多摩郡瑞穂町、日野市、八王子市、武蔵村山市、立川市 10

多摩地域の一部稲城市、町田市

神奈川県
愛甲郡愛川町、横浜市磯子区、横浜市港北区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市鶴見区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、厚木市、座間市、小田原市、秦野市、
川崎市宮前区、川崎市幸区、川崎市高津区、川崎市川崎区、川崎市多摩区、川崎市中原区、相模原市中央区、相模原市南区、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町、足柄下郡箱根町、
足柄上郡開成町、足柄上郡山北町、足柄上郡松田町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町、南足柄市

静岡県 三島市、駿東郡小山町

Ｅ 山梨県 甲州市、甲斐市、甲府市、山梨市、西八代郡市川三郷町、中央市、中巨摩郡昭和町、笛吹市、南アルプス市、韮崎市、北杜市 26

※供給ルートの運用変更や鉄道・医療機関等の供給を継続する方法の変更などにより、市区町村やその一部地域の追加がございます。 299

※東京23区および被災地域は、対象外としております。また、配電線の状況精査等により対象外となった市区町村がございます。
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＜別紙１＞

■　グループ別対象地域詳細　【平成23年６月20日（月）から適用】
　　・万が一計画停電を実施する場合には、当日の需給状況を踏まえ、以下のＡ～Ｅの全部または一部を停電地域とさせていただきます。

　　・停電対象は、各地域の一部のお客さまとなる場合があります。

　　・供給ルートの運用変更および鉄道・医療機関等の供給継続のため、対象地域を変更する場合があります。

　　・お客さまへの周知につきましては、検針時にお配りする「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」等により、対象となる地域のグループを個別にお知らせいたします。

　　・お客さまがあらかじめグループ番号をお調べになりたい場合には、当社ホームページ（ＰＣ、携帯サイト）での検索も可能です。

第５グループ

A 栃木県
さくら市、宇都宮市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、下都賀郡壬生町、河内郡上三川町、鹿沼市、大田原市、那須烏山市、那須塩原市、那須郡那珂川町、日光市、芳賀郡市貝町、
芳賀郡茂木町、矢板市 20

群馬県
安中市、伊勢崎市、甘楽郡下仁田町、甘楽郡甘楽町、甘楽郡南牧村、吾妻郡草津町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、高崎市、佐波郡玉村町、渋川市、前橋市、
多野郡神流町、藤岡市、富岡市

埼玉県 越谷市、吉川市、熊谷市、行田市、三郷市、児玉郡上里町、児玉郡神川町、児玉郡美里町、深谷市、川口市、草加市、大里郡寄居町、秩父市、八潮市、本庄市

C 千葉県
印旛郡栄町、浦安市、鎌ケ谷市、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡芝山町、市原市、市川市、松戸市、成田市、千葉市若葉区、千葉市中央区、千葉市緑区、船橋市、
銚子市、柏市、野田市、流山市 65

多摩地域 稲城市、町田市

神奈川県
愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、伊勢原市、横浜市磯子区、横浜市栄区、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市青葉区、
横浜市泉区、横浜市中区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市緑区、海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、高座郡寒川町、座間市、秦野市、
川崎市宮前区、川崎市高津区、川崎市川崎区、川崎市多摩区、川崎市麻生区、相模原市中央区、相模原市緑区、中郡大磯町、藤沢市、平塚市

山梨県の一部 上野原市、南都留郡道志村

山梨県
甲州市、山梨市、上野原市、西八代郡市川三郷町、大月市、笛吹市、都留市、南巨摩郡身延町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡山中湖村、
南都留郡西桂町、南都留郡道志村、南都留郡忍野村、南都留郡富士河口湖町、南都留郡鳴沢村、富士吉田市、北都留郡小菅村

静岡県 伊東市、伊豆の国市、伊豆市、下田市、賀茂郡河津町、賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡南伊豆町、三島市、沼津市、田方郡函南町、熱海市、富士宮市、富士市

※供給ルートの運用変更や鉄道・医療機関等の供給を継続する方法の変更などにより、市区町村やその一部地域の追加がございます。 332

※東京23区および被災地域は、対象外としております。また、配電線の状況精査等により対象外となった市区町村がございます。
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計画停電グループのお知らせ方法について 

 

平成 23 年６月 20 日（月）から適用となる計画停電グループにつきましては、新たに    

追加となる地域を含め、以下の方法にてお客さまへお知らせいたします。 

 

１．ご家庭など低圧で電気の供給を受けるお客さま 

（１）「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」によるお知らせ 

○ 平成23年６月15日(水)より、９月30日（金）までの間、毎月お知らせしております

「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」の右下部に、グループを記載し、お知らせ    

いたします。 

○ 「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」を郵送にてお届けしているお客さまには、     

ダイレクトメールにてお知らせいたします。 

 

≪電気ご使用量のお知らせ（検針票）への表示例≫ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」によるお知らせに関する留意点≫ 

○ 今回、グループが表示されないお客さまについては、原則として計画停電対象外

となります。供給ルートの運用見直しなどにより計画停電の対象となる場合には、    

当社より個別にお知らせいたします。 

○ 平成 23 年５月以降に新築やリフォーム等に伴い電気のご契約内容が変更と  

なったお客さまについては、グループの表示がない場合があります。お手数   

ですが、東京電力ホームページにてご確認をお願いいたします。 

○ 公衆街路灯や定額電灯など、「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」をお届けして  

いないお客さまについては、お手数ですが、東京電力ホームページにてご確認を

お願いいたします。 

 

＜別紙２＞ 



 

（２）東京電力ホームページ（ＰＣ・携帯）によるお知らせ 

○ 電気をご利用いただいているご住所からグループを検索いただけます。その結果、複数

のグループが表示された場合は、これまで、当社カスタマーセンターへお問い合わせ 

いただいておりましたが、今後はお客さま番号を入力いただくことで、グループの特定

が可能となります。 

○ 平成23年６月９日（木）よりグループの検索が可能となります。 

※従来どおり、地域別グループ一覧（エクセル版・ＰＤＦ版）でもご確認いただけます。 
 
〔東京電力ホームページ〕 
ＰＣ：http://www.tepco.co.jp/   携帯：http://www.tepco.co.jp/i/ 

 

≪東京電力ホームページのグループ検索画面イメージ≫ 

※お客さまがお住まいの各都県から、市町村、町名、丁目の順番に検索いただくと、    

対象グループが表示されます。 

※検索の結果、複数のグループが表示された場合は、「電気ご使用量のお知らせ   

（検針票）」等に記載の「お客さま番号」により検索いただけます。 

 
 

                          

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ホームページ等をご利用いただけないお客さまにつきましては、当社カスタマー   

センターへお問い合わせください。 



 

２．高圧で電気の供給を受ける契約電力500kW未満のお客さま 

「１.ご家庭など低圧で電気の供給を受けるお客さま」と同様にお知らせいたします。 

 

３．契約電力500kW以上のお客さま 

節電のお願い訪問等とあわせ、個別にお知らせいたします。 

 

４．計画停電に関する留意事項 

○ 今回お知らせするグループについては、お住まいの地域（町丁目）単位に設定している

ため、グループをお知らせしている地域であっても、停電とならない場合があります。 

○ 平成23年６月９日（木）以降、６月19日（日）までの間において、万が一計画停電を

実施せざるを得ない場合には、３月実施時にお知らせいたしましたグループに基づいて

実施させていただきます。 

○ 特定規模電気事業者から供給を受けているお客さまも計画停電の対象となります。 

 

以 上 

 

 

 

＜万が一計画停電を実施せざるを得ない場合の留意事項＞ 

・ 火災防止のため、停電時にはブレーカーを切り、電気器具のプラグをコンセントから 

抜くなどの対応をお願いいたします。 

・ 信号が突然消灯することが考えられますので、交差点の通行には十分にご注意いただ

きますようお願いいたします。 

・ ビルやマンションなどでは、エレベーター、自動ドア、オートロック、立体駐車場   

などが稼働しなくなりますのでご注意ください。特に、エレベーターは停電が予定  

されている時間帯の利用をお控えください。 

・ 計画停電を実施する地域と隣接する場合には、一部停電対象となることがありますの

で、予めご了承ください。 

 

 


