
令和２年度に九州管内で発生した電気事故について、次のとおりお知らせします。

令和３年１月１２日現在

九州産業保安監督部

主要電気工作物の破損事故＜電気関係報告規則第３条第４号関係＞

発生日 発生地域 設備種別 事故の概要 発生原因

1 5月1日 宮崎県 火力発電所 水管から漏水の疑い。 保守不備（保守不完全）

2 5月4日 熊本県 太陽電池発電所 ＰＣＳが焼損した。 設備不備（製作不完全）

3 5月24日 鹿児島県 風力発電所 発電機で地絡事故が発生し、運転が停止した。 調査中

4 5月29日 福岡県 太陽電池発電所 ＰＣＳが焼損した。 自然現象（雷）

5 5月31日 熊本県 水力発電所
水圧鉄管の腐食穴から漏水した。社有地外への流出はなく、被害
なし。、

保守不備（保守不完全）

6 6月29日 熊本県 太陽電池発電所 ＰＣＳが焼損した。 調査中

7 7月4日 鹿児島県 太陽電池発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により発電所構内が浸水し、ＰＣＳ500kWが破損した。

自然現象（水害）

8 7月4日 鹿児島県 太陽電池発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により発電所構内が浸水し、太陽電池モジュールが約250kW
破損した。

自然現象（水害）

9 7月6日 鹿児島県 太陽電池発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により発電所構内で土砂連れが発生し、太陽電池モジュール
が約3,400kW破損した。

自然現象（水害）

10 7月6日 福岡県 太陽電池発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により発電所構内が浸水し、ＰＣＳが破損した。

自然現象（水害）

11 7月6日 福岡県 太陽電池発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により発電所構内で土砂連れが発生し、太陽電池モジュール
が破損した。

自然現象（水害）

12 7月7日 熊本県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により、取水設備スクリーンが破損した。

自然現象（水害）

13 7月8日 熊本県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により、取水設備が破損した。

自然現象（水害）

14 7月8日 大分県 水力発電所
。【令和２年７月豪雨による被害
】豪雨により導水路（水路橋）が破損した

自然現象（水害）

15 7月8日 大分県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により放水路（護岸部分）が破損した。

自然現象（水害）

16 7月13日 福岡県 火力発電所 節炭器管が破損した。 保守不備（保守不完全）

17 7月15日 大分県 火力発電所 給水加熱器が破損した。 調査中

18 7月22日 熊本県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により、導水路（水路橋）が破損した。

自然現象（水害）

19 7月29日 熊本県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により、導水路及び取水口が破損した。

自然現象（水害）

20 8月4日 福岡県 太陽電池発電所 逆変換装置が発火し、破損した。 自然現象（雷）



21 8月5日 熊本県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により、放水路が破損した。

自然現象（水害）

22 8月9日 福岡県 火力発電所 タービン入口主蒸気止め弁が破損した。 保守不備（保守不完全）

23 8月15日 鹿児島県 太陽電池発電所 逆変換装置が破損した。 自然現象（雷）

24 8月16日 佐賀県 太陽電池発電所 逆変換装置が破損した。 保守不備（自然劣化）

25 8月18日 大分県 太陽電池発電所 逆変換装置が焼損した。 調査中

26 8月22日 宮崎県 風力発電所 逆変換装置が破損した。 調査中

27 8月26日 熊本県 水力発電所
【令和２年７月豪雨による被害】
豪雨により、調整池の護岸が破損した。

自然現象（水害）

28 8月28日 宮崎県 太陽電池発電所 逆変換装置が発火し、破損した。 調査中

29 8月29日 福岡県 火力発電所 給水管が破損した。 調査中

30 9月2日 長崎県 太陽電池発電所
【台風９号による被害】
太陽電池モジュールが破損した（約２８０ｋＷ）。

調査中

31 9月2日 長崎県 太陽電池発電所
【台風９号による被害】
太陽電池モジュールが破損し、数枚のモジュールが構外へ飛散し
た。

自然現象（風雨）

32 9月3日 長崎県 風力発電所
【台風９号による被害】
風力発電設備３基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ
飛散した。

調査中

33 9月5日 鹿児島県 火力発電所 発電機の励磁装置が破損した。 調査中

34 9月6日 鹿児島県 太陽電池発電所
【台風１０号による被害】
太陽電池モジュールが破損し、数枚のモジュールがが構外へ飛散
した。

調査中

35 9月7日 福岡県 需要設備 受電電気室２号変圧器が破損した。 調査中

36 9月7日 鹿児島県 風力発電所
【台風１０号による被害】
風力発電設備１基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ
飛散した。

自然現象（雷）

37 9月7日 長崎県 風力発電所
【台風１０号による被害】
風力発電設備１基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ
飛散した。

調査中

38 9月7日 佐賀県 太陽電池発電所
【台風１０号による被害】
太陽電池モジュールが破損した。

調査中

39 9月8日 長崎県 火力発電所
ボイラー内部での蒸気漏えいの疑いがあり、発電停止が７日間に
及んだ。

保守不備（保守不完全）

40 9月15日 大分県 火力発電所 給水過熱器が破損した。 調査中

41 10月5日 佐賀県 太陽電池発電所 逆変換装置が１台破損した。 調査中

42 10月7日 熊本県 太陽電池発電所 逆変換装置が２台破損した。 保守不備（製作不完全）



43 10月14日 佐賀県 太陽電池発電所 逆変換装置が２台破損した。 調査中

44 11月14日 宮崎県 変電所 500KV遮断器の青相が地絡した。 調査中

45 11月22日 熊本県 火力発電所 節炭器管が破損した。 調査中

46 11月30日 鹿児島県 風力発電所 風力発電設備の発電機が地絡した。 調査中

47 12月8日 福岡県 火力発電所 低圧タービンの第一段動翼が損傷した。 調査中

48 12月16日 福岡県 太陽電池発電所 逆変換装置が１台破損した。 調査中

49 12月30日 福岡県 火力発電所 給水管が破損した。 調査中


