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1．九州の水力発電所の概要（１）
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九州内発電所の原動力別構成

水 力 火 力 原子力 風 力 太陽光 地熱

1. 水力発電所による電力量の割合は、6.3%、再生可能エネルギーでは、太陽光発電所：
1.5%、風力発電所：0.5%

2. 水力発電所は247箇所で、技術基準制定以前に運転開始した古い発電所が多い
3. 水力発電所の維持・管理・保安確保は、引き続き、計画的かつ慎重に実施することが重要

九州管内 水 力 火 力 原子力 風 力 太陽光 地熱 合計

事業場数 247 702 2 68 140 9 1,168

出力（MW） 4,260 20,018 4,699 503 1,910 216 31,606

電力量（GWｈ） 6,550 80,832 12,584 524 1,563 1,163 103,216

※記載注意
○H30年12月末現在、

工事計画届出をもとに
監督部で集計

○電力量はH29年度
電気事業便覧を引用
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発電所増減

（箇所）
出力増減
（ｋW)

発電所計
（箇所）

出力計
（ｋW)

福岡県 ＋1 ＋３５０ １９ ２１，９1７
佐賀県 １６ ６５９，１０６

長崎県 ６ １，１５５

熊本県 ５５ ８１７，２３５

大分県 ４８ ３１４，５９１

宮崎県 ５９ ２，２０３，４９７

鹿児島県 ＋1 ＋３７５ ５４ ２６２，０１６

計 ＋２ ＋７２５ ２５７ ４，２７９，５１７

１．九州の水力発電所の概要（2）

【H31年1月末現在（工事計画届出及び出力変更届出分が対象）】

1. H30年１月～H31年１月間に発電所は2箇所増、発電出力は725ｋW増

2. 小水力発電設備を除けば、水力発電設備の新設は難しい状況であり、更新或いは補修等
により既存設備を大事に利用することが重要
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2．水力発電所の事故（九州・全国）
【Ｈ３０年１月～１２月】
1. Ｈ３０年、九州管内で水力発電に関する事故は０件
2. 全国では事故報告対象となった事象は２７件
3. 全国２７件の内、最も多いものは破損事故の２３件
4. 主な原因は、保守不備(自然劣化)及び自然現象（水害等）によるもの

事故報告の内訳

人身事故 １

破損事故 ２３

発電支障事故 ２

社会への影響 １ （合計27）
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ダム 取水設備 導水路 水槽 水車 発電機 変電設備

事故原因分類（推定含む）

大分類 小分類 件数

設備不備
製作不完全 2

施工不完全 0

保守不備
保守不完全 2

自然劣化 11

自然現象

風雨 0

水害 6

山崩れ 3

地震 1

感電 被害者の過失 1

腐食 化学腐食 3

(合計) 27

損壊事故の内訳

ダム 3

取水設備 4

導水路 6

水槽 1

水車 8

発電機 1

変電設備 0

(合計) 23
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2．水力発電所の事故（全国の主な概要）

事故の
種類

事故発生の
電気工作物

事故内容 原因

感電負傷
事故（作業
者）

33kV特別高
圧電線

＜感電（作業者）被害者の過失＞
発電所の清掃作業の委託作業員が特
別高圧盤の上によじ上り、送電盤から
の立ち上がり裸銅線（33kV） T相に右上
腕が接近し感電した。

・作業前ミーティングにおいて、
危険予知活動が実施されていな
かった。
・清掃作業対象となっていない特
別高圧盤の上を清掃しようとした。
・被災者は高電圧の危険性につ
いての認識が不足していた。

発電支障
事故

発電機

＜保守不備（保守不完全）＞
主要変圧器地絡過電流保護回路が動
作し、発電電動機が自動停止した。内
部開放点検の結果、B相内にアーク放
電痕を確認した。

遮断部のノズルの炭化により
極間耐電圧性能が低下すること
で極間閃絡が発生し、地絡に
至った。

主要電気
工作物の
破損事故

水車（調速機）

＜保守不備（自然劣化）＞（同様５件）
運転中において、調速機重故障が発生
し、継電器動作により水車・発電機が停
止した。

経年劣化（経年24年）により、
調速機盤サーボアンプユニット内
の駆動素子が故障したため、過
電流が発生した。

主要電機
工作物の
破損事故

主軸封水装
置

＜設備不備(製作不完全)＞
揚水運転中、主軸封水装置から毎分
2000リットル以上の漏水が発生。
主軸封水装置のパッキンボックスを固
定するボルトが多数破断していた。

仕様を超える硬度のボルトを使
用していたことから、靭性が不足
し、破断に至った。
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2．水力発電所の事故（全国の主な概要）

事故の
種類

事故発生の
電気工作物

事故内容 原因

主要電機
工作物の
破損事故

水圧管路

＜腐しょく(化学腐しょく)＞
伸縮管継手部付近の水圧鉄管下部か
ら漏水を確認。漏水孔は、3㎜×5㎜程
度のピンホール1カ所

伸縮管外・内面塗装の損傷
塗装の損傷により鋼材が腐食
(孔食)

主要電気
工作物の
破損事故

ダム（取水堰
堤洪水吐
ゲート巻上ワ
イヤーロー
プ）

＜自然現象（山崩れ雪崩）＞
右岸山肌からの落石により、巻上機ドラ
ムのワイヤーロープ捨て巻部（4巻）の
素線切れ及び変形した。

右岸山肌からの落石による

主要電気
工作物の
破損事故

取水設備

＜自然災害（水害）＞（同様６件）
台風の接近により河川水位が急上昇し、
急取水口の堰堤右岸護岸が流失。 取
水口は土砂・流木で塞がれ、取水不能
となった。

台風の影響により発生した土
石流によるものと推定。

主要電気
工作物の
破損

導水路

＜保守不備（自然劣化）＞（同様２件）
導水路の導水路石積保護壁下部から
の漏水および石積保護壁、下部法面が
崩落。

導水路側壁および底部のクラッ
ク、洗堀、既設補修材の浮きが
認められる箇所等から漏水が発
生したものと推定。
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2．水力発電所の事故（全国の主な概要）

事故の
種類

事故発生の
電気工作物

事故内容 原因

主要電気
工作物の
破損

導水路

＜自然災害（山崩れ）＞（同様２件）
豪雨の影響により、導水路に隣接する
地山法面の崩落が発生。導水路の水
路側壁および蓋が一部損壊した。

豪雨の影響により、導水路に
隣接する地山法面が崩落したた
め

主要電気
工作物の
破損事故

導水路（蓋
きょ）

＜自然現象（地震）＞
最大震度５強の地震が発生し、導水路
底部の土砂崩れ、山側から導水路上部
への土砂崩れが発生し、導水路（蓋
きょ）が陥落した。

当該発電所は、地震の震源地か
ら5km以内の距離に位置し、地
震の影響を大きく受けたことが原
因と推察される。

社会的に
影響を及
ぼした事故

水車軸受冷
却水配管

＜保守不備（自然劣化）＞
冷却水配管の長期使用（65年）により、
ピンホールが発生して冷却管内に潤滑
油が侵入し、冷却管放水口より河川に
潤滑油が流れ込んだ。

冷却水中の砂粒等の影響で
銅管が摩耗し、耐圧試験実施に
よりピンホールが発生。
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４．電気事故の報告の義務

【事故報告】
速報：電気事故の発生を知った時から２４時間以内に、電話等により、事故の概要を報告
詳報：電気事故の発生を知った日から３０日以内に、文書により、事故の詳細を報告

電気事業者及び自家用電気工作物の設置者は、構内の電気工作物において次の
事故が発生したときには、電気事業法第１０６条（電気関係報告規則第３条）の規定
に基づき、当部に報告する義務があります。

事故の種類 内容（自家用関係）
感電死傷 死亡、入院を伴う負傷

感電以外の死傷 死亡、入院を伴う負傷（例：アークによる火傷 等）

電気火災 半焼以上 ※ボヤは除く

電気工作物に係る物損等 電気工作物の構外への飛散による物損等

主要電気工作物の破損

主要電気工作物を構成する設備を定める告示
ダム（洪水吐き、ゲート・・）、取水設備（取水口、制水
門）・・・

発電支障 出力１０万kW以上の設備、７日間以上の発電支障

波及 波及事故※再閉路成功を除く
社会的に影響及ぼした事故 多数の家屋等の施設又は工作物に著しい被害を与えた

事故等（上記以外）
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４．電気事故の報告の義務
【事故報告】 詳報

様式第１３（第３条関係）

（ 記載要領 ）
九州産業保安監督部長 殿

○○会社 代表者名
電気関係事故報告

１．件名：○○発電所 導水路破損事故 （※発電所名、主要工作物名、事故の種類）

２．報告事業者
(1)事業者名： ○○
(2)住所： ○○

３．発生日時 ○○年○月○日 時 分 ※覚知による事故確認は（覚知）を記載

４．事故発生の電気工作物（設置場所、使用電圧：○○○）
・○○発電所 導水路（トンネル）
（参考）最大出力○○kW、最大使用水量○○m3/s、運転開始○○年

５．状況：
(1)事故発生前の状況
（※気象、発電状況、保守点検、作業状況などを記載）
天候：晴れ
発電状況：○○kW（通常運転中）

(2)事故発生の経緯
（※事故の発生、拡大の電気的及び時間的経緯を記載）

(3)電気工作物の被害の程度
（※被害の種類と数量を記載）
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３．水力発電所の立入検査（九州管内）

立入検査の目的(法令遵守状況の確認)
①技術基準の適合状況
②保安規程の遵守状況
・保安管理体制
・保安教育
・電気工作物の巡視、点検及び検査
・事故時、非常時の措置 など

③主任技術者の保安監督の実施状況(工事、維持及び運用)
④事故分析と事故防止対策
⑤その他

立入検査対象事業所の選定(主なもの)
〇検査対象発電所は、経年劣化の恐れのあるもの
〇事故発生時の社会的影響が大きいもの
〇前回の立入検査以降１０年以上が経過しているもの
〇事故が発生した場合は、事故内容を勘案し、都度実施

Ｈ３０年度は、８水力発電所を検査(電気事業者４、自家用４)
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３．水力発電所の立入検査（九州管内）

Ｈ３０年度の立入検査の結果

【法令違反】・・・・０件

【口頭伝達の内容】
（保安教育）

保安規程で求められている項目に対して、年間計画と実績管理
ができるように整理して実施することが望ましい。

（主任技術者）

電気主任技術者、ダム水路主任技術者の後任者の育成について
継続的に取り組むことが望ましい。
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３．水力発電所の立入検査結果（全国）

項目 指摘の内容

主任技術者
○ダム水路主任技術者が点検記録等を確認していない
○ダム水路主任技術者が点検等の年度実績を確認していない
○主任技術者の代務者が指定されていない

巡視・点検等

○保安規程に基づく巡視、点検等が実施されていない
・水圧管路の肉厚測定
・受電設備、負荷設備及び水圧管路の精密点検
・配電盤の計器継電器試験及びシーケンス試験

○保安規程に基づく巡視、点検等の頻度が守られていない
・発電所の電気設備の巡視点検の頻度
・受電設備の巡視点検の頻度
・蓄電池比重試験、電圧試験及び液温試験の頻度

○工事記録の測定結果の記録はあるが、合否判定の記録がない
○予備動力の内燃機関の潤滑油圧力が測定できない
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３．水力発電所の立入検査結果（全国）

項目 指摘の内容

規定、マニュアル、
台帳

○遮断器等の機器の運転及び操作手順書等定められていない
○保安規程において、発電所を相当期間停止する場合の保全方法
に関して細則を定めると規定しているが、細則を定めていない
○主要電気機器設備台帳が作成されていない
○保安業務組織における組織名称及び主任技術者の配置状況が、
現状に合っていない
○「巡視・点検・測定並びに手入れ基準」が現状に合っていない

保安教育
○年度教育及び保安に関する訓練の計画が作成されていない
○（口頭）委託業者の教育において、委託事業者全体のフォロー等
を含め、協力会社への教育に工夫が必要

その他
○（口頭）緊急用資材についてはリスト化し、訓練に合わせて現物確
認すること等が望ましい
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４．ダム水路主任技術者制度について

自家用電気工作物 電気事業の用
に供する事業用
電気工作物500kW未満 2,000kW未満 2,000kW以上

免状
保有者

外部選任制度
（自社・派遣労働者）

○（※１） ○（※１） ○（※１） ×

統括事業場制度（自社）
（※２） ○

＊ダムの高さ１５ｍ未満又は導水路の圧力が３９２kPa未満等 ○

兼任制度（自社） ○ ○ ○ ○

外部委託承認制度
（他社）

（※２） ○

＊水路式かつダムの高さ１５ｍ未満 × ×

免状を
保有し
ない者 許可選任制度 ○

（※３） ○
＊2,000kW以下
＊水路式かつダム
の高さ１５ｍ未満

＊所定の講習受講
者に限る。

× ×

※１ 平成２４年３月３０日付けで改正（発電所に常時勤務）
※２ 平成２８年３月２２日付けで改正（発電所数が６以内、２時間以内に到達体制）
※３ 平成２６年９月３０日付けで改正
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４．ダム水路主任技術者制度について

【外部選任制度】・・・設置者は、主任技術者の保安上の意見を尊重する旨の契約を締結す
るなどを条件に、主任技術者を自社の従業員以外（派遣労働者等）から選任できる制度
（根拠規程） 規則第５２条第１項、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」

【統括事業場制度】・・・主任技術者が「水力発電所そのもの」に常駐するのではなく、保安人
員とともに「水力発電所を統括する事業場」に常駐し、近接の複数の水力発電所を統括して管
理できる制度 （ダムの高さが１５ｍ未満等の水力発電設備に限る）

（根拠規程） 規則第５２条第１項、※運用内規を明確化（平成２８年３月）

【兼任制度】・・・大臣の承認を受けて、近隣の複数事業場を兼任できる制度
（根拠規定） 規則第５２条第３項、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」

【外部委託承認制度】･･･小規模な電気工作物であれば、外部の主任技術者や保安法人
（主任技術者を擁し、保安サービスを提供する法人）へ保安管理業務を委託できる制度
（根拠規程） 規則第５２条第２項（電気） ※外部委託制度を創設（平成２８年３月）

【許可選任制度】･･･大臣の許可を受けて、主任技術者免状を持たない者から主任技術者を
選任できる制度
（根拠規程） 法第４３条第２項、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」

主任技術者免状を有する者を自社の従業員から選任することが原則

ただし、一定の条件を満たせば、以下の例外制度の利用が可能
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４．ダム水路主任技術者免状申請（実務経験証明書）

【記載の留意事項】

■水力設備に係る実務経験

■申請者の役職(役割)でどの様に関わったのか

(例)部署の業務概要と申請者の役職(役割)を記載するなど

■どの様な業務について、どの様に実施したのか

■実務経験の期間をとおして携わったこと分かるように

(例)頻度を記載する。日常業務、定期業務、不定期業務などを記載

どの水力設備に
ついて

何を実施したのか

・日常点検

・定期点検

・不定期業務

どの様にして業務
を実施したのか

・役職による関わ
り方

・実施の仕方
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４．ダム水路主任技術者免状申請（実務経験証明書）

どの水力設備につ
いて

何を実施したのか
（日常点検、定期点検、不定期業務の項目）

ダム

(日常点検・定期点検)
貯水位変動観測、ダム漏水量観測、ダム変形測定、ダム流入
量・放流量監視、発電取水量、調整池水温等観測
ダムゲート操作、出水時のサイレン警報、ゲート予備動力起動
試験など

ゲート
(日常点検・定期点検)
扉体の変形、水密ゴム状態、塗膜状態、ワイヤーロープ緩み、
巻上機の給油状態、異音、振動など

導水路
(日常点検・定期点検)
漏水状況、コンクリート亀裂の状況、抜水して精密点検など

水槽
(日常点検・定期点検)
コンクリート亀裂の状況、除塵機の発錆など

水圧管路
(日常点検・定期点検)
発錆、点検口蓋の閉止状況など

水車
(日常点検・定期点検)
水車の状況、異音、振動、分解して精密点検など

上記の水力設備

（不定期業務）
改造工事、補修工事等
災害対応や事故対応の臨時点検や復旧工事
洪水時のゲート放流など
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４．ダム水路主任技術者免状申請（実務経験証明書）

どの様にして業務を実施したのか
（役職による関わり方、実施の仕方）

【どの様に点検等実施したのか】
・目視による外観点検
・抜水して内部点検
・コンクリート亀裂、水圧鉄管の肉厚測定
・工事の監督
・洪水時のゲート操作、警報

【何を行ったのか】
・点検及び記録を行った
・点検結果の報告を行った
・異常の判断を行った
・補修の判断を行った
・工事の計画を策定、計画承認を行った
・工事中の検査立会、完成検査を行った

【役職による関わりについて】
・保安担当者として自ら点検し報告した
・監督者として結果報告を受けた
・監督者として異常の有無を判断し補修を指示
・保安係として主任技術者のもと点検に携わった
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４．その他 九州産業保安監督部のホームページ

○お知らせ
⇒ 随時、最新情報を提供

○申請・届出
⇒ 各種様式他

○関係法令
⇒ 関係法令を一覧表示

○講演・会議資料
⇒ DS会議資料他

○資格・試験
⇒ DS主任技術者実務経

験証明書記載例

1. 法令改正、注意喚起文書等各種情報の入手にご利用ください
2. 検索キーワードは「九州産業保安監督部」
3. 経済産業省のホームページの検索キーワードは「経済産業省 電力の保安」
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４．その他 経済産業省のホームページ

九州産業保安監督
部トップページ

電力の保安
（関係法令）

電気事業法関係法
令一覧

経済産業省ホーム
ページ（法令）

技術基準(条文)

報告規則(条文)
告示等(技術基準、保安規程、主任技
術者の選任の運用等)※

法令、規則(条文)

※「事故報告」、「主任技術者」の運用(内規)を参考配布しています。

1. 法令改正、注意喚起文書等各種情報の入手にご利用ください
2. 検索キーワードは「九州産業保安監督部」
3. 経済産業省のホームページの検索キーワードは「経済産業省 電力の保安」
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保安監督部 twitter 始めました！

電気・都市ガス・LPガス・高圧ガス・火薬類・鉱山に
関する保安情報を発信しています。

九州産業保安監督部公式アカウント
https://twitter.com/hoan_kyushu

４．その他 お知らせ
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（参考）事故、発生時の連絡

1. 電気事故が発生した場合は、電気関係報告規則第３条の規定に基づき「事故の発生を
知った時から２４時間以内可能な限り速やかに」報告をして頂くことになっております。

2. 報告対象となるか否か判断に迷う場合は、前広に連絡をお願いします。

3. 特に、マスコミ等で報道されるもの（または可能性のある場合）は、事故等の発生を知った
時点で第１報を連絡して下さい。

4. 勤務時間外に事故が発生した場合は、２４時間を超えることがないよう、下記の優先順位
に従い、まず電話で第一報のご報告をお願いします。

5. 連絡に際しては、ＦＡＸでも同様の情報を送付下さるようお願いします。

九州産業保安監督 電力安全課 連絡窓口

勤務
時間
内

<発電Ｇ担当> 山之内 課長補佐
<火力担当> 松尾 係長
<水力担当> 中村 課長補佐
<太陽光担当> 大坪 課長補佐
<風力担当> 中山 係長
<電気設備担当> 徳嶋 課長補佐、黒田 課長補佐

電話 092-482-5520

FAX 092-482-5973

勤務
時間
外

連絡優先順位
第１順位 東（ヒガシ） 課長
第２順位 岩永（イワナガ） 課長補佐

携帯 080-5471-7275
携帯 080-5471-7281
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