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中央鉱山保安協議会 議事録

１．日時：平成２２年２月１５日（月）１５：００～１６：２０

２．場所：経済産業省別館３階第４特別会議室（３４６）

３．出席者

（学識経験者）

在原委員、榎本委員、小出委員、富樫委員、名古屋委員、藤田委員、山冨委員

（鉱業権者代表）

阿部委員、池田委員（平山代理）、大関委員、齋藤委員、戸髙委員、

中島委員（村上代理）、福島委員（石井代理）、吉田委員（佐久間代理）

（鉱山労働者代表）

井坂委員、沖中委員、川原委員、栗田委員、小島委員、斉藤委員、嶋田委員、

奈良委員、濱渕委員、藤井委員

４．議 事

【審議事項】

（１）鉱山保安法施行規則の一部改正について

【報告事項】

（１）鉱山災害防止対策研究会報告書について

（２）改正鉱山保安法の施行５年後におけるレビューについて

（３）石油鉱山保安部会中間とりまとめについて

（４）休廃止鉱山鉱害防止対策研究会について

（５）石炭じん肺訴訟の状況について

（６）平成 22 年度鉱山保安関係予算について

（７）平成 21 年度全国鉱山保安表彰について

○事務局

ただいまより「中央鉱山保安協議会」を開会させていただきます。

（配付資料の確認）

次に、中央鉱山保安協議会は、昨年 10 月に委員全員の方の任期が到来いた

しましたので、新たに任命させていただきました。資料１－１の委員名簿のとおり

でございます。

前回委員をお願いした方に再度任命させていただいておりますが、所属先の

御異動の関係などによりまして、５人の方が新しく就任されております。本日は、

その５人の方を紹介させていただきます。

まず、鉱業権者を代表する委員の中から、城後知明委員。本日は所用により
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御欠席でございます。それから、鉱山労働者を代表する委員といたしまして４名の

方でございますけれども、井坂則夫委員、川原一也委員、斉藤英樹委員、奈良

巌委員の方々でございます。

それから、事務局の方も異動がありましたので、御紹介させていただきます。

原子力安全・保安院長に寺坂が、また、産業保安担当審議官に内藤がそれぞれ

着任してございます。

次に、委員の御出欠の状況でございますが、本日は、学識経験者の風間委員、

金子委員、吉本委員、それから、鉱業権者代表者の後藤委員、城後委員が所用

により御欠席でございます。

それから、鉱業権者代表者の池田委員の代理といたしまして平山様、中島委

員の代理として村上様、福島委員の代理といたしまして石井様、吉田委員の代

理として佐久間様に御出席いただいております。

したがいまして、協議会委員 30 名のうち、代理の方も含めまして、出席者が 25

名であり、かつ学識経験者の委員の方、鉱業権者を代表する委員の方、鉱山労

働者を代表する委員の方、それぞれ半数以上の御出席をいただいておりますの

で、鉱山保安協議会令第４条第１項の規定によりまして、本日の協議会は有効に

成立しておりますことを御報告いたします。

続きまして、中央鉱山保安協議会会長の互選に移らせていただきます。資料１

－２の「中央鉱山保安協議会会長の互選について」をごらんください。鉱山保安

法第 56 条第１項の規定では、会長は学識経験者の委員のうちから互選により選

出していただきます。

それでは、会長の選出をしたいと思いますが、どなたか御推薦ありますでしょう

か。

（「はい」と声あり）

○大関委員

この分野で高い見識と豊富な経験をお持ちの山冨二郎委員にお願いするの

が適任ではないかと思いますので、御推薦申し上げます。

（「異議なし」と声あり）

○事務局

それでは、山冨委員に中央鉱山保安協議会会長をお願いすることといたしま

す。山冨委員、会長席へ御移動お願いいたします。

（山冨委員、会長席へ移動）

それでは、山冨会長、議事進行のほど、よろしくお願いいたします。

○山冨会長

御選出いただきました山冨です。力の足りないところもございますけれども、一

生懸命務めさせていただきたいと思いますので、皆様、御協力のほど、よろしく
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お願いいたします。

では、議事に入ります前に、原子力安全・保安院の院長であられます寺坂

様よりごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○寺坂院長

昨年の７月に保安院長を拝命いたしまして、約６か月余りを過ぎたところでご

ざいます。どうかよろしくお願いを申し上げます。

本日は大変お忙しい中、また、強く冷えておりますけれども、御参集いただ

きまして大変ありがとうございます。

また、山冨会長には、ただいま会長に御選出されまして、引き続きどうかよ

ろしくお願い申し上げます。

この中央鉱山保安院協議会、今回、約１年ぶりの開催というふうに承知をし

てございます。この間にいろいろなことがあったわけでございまして、昨年８月に

駿河湾での強い地震が発生をいたしました。幸い大きな被害はなかったわけで

ございますけれども、それ以外に台風等々、自然災害は避けられないものでござ

います。

それから、幸い、最近、少し下火になってきているわけでございますが、決し

て油断ができない話といたしまして、新型インフルエンザも警戒怠れない話として

残ってございます。

また、昨年の９月には消費者庁が正式にスタートしてございます。消費者安

全といったところを中心に活動を行うわけでございますけれども、国民生活、ある

いは産業活動、各方面にわたりまして安全に対する国民の意識、関心というも

のは非常に強いものがあるわけでございまして、今後ますますそうした関心が高

まってくると思われます。また、私ども、関係の皆様方、安全に向けての取組み

がますます求められる、そういう環境になると承知をしてございます。

鉱山保安の状況を振り返ってみますと、平成 16 年に法律改正いたしまして、

17 年の４月から施行しているわけでございます。リスクマネジメントを導入いたし

まして、自主保安の体制の中で保安確保を目指しているわけでございます。近

年、災害の発生件数そのものは下げ止まりの傾向にあるわけでございますけれ

ども、ちょうど今年は改正法施行後５年目になります。本日、後ほど御議論いた

だく予定になっておりますけれども、改正法の施行状況について検討を進めてい

く時期になっているわけでございまして、そういった検討状況などの審議も踏まえ

まして、鉱山災害の撲滅につきましても更に近づいていければ大変ありがたいこ

とだと考えてございます。

この後、検討の進め方について、皆様方から御議論、御審議をいただくわけ

でございますけれども、そうした議題は勿論でございますけれども、それ以外の

本日の議題、あるいは議題以外のことにつきましても、どうか皆様方の忌憚のな

い御意見を寄せていただければとお願いを申し上げる次第でございます。

原子力安全・保安院もスタートして 10 年目に入ったところでございます。私

ども、安全規制にかかわります行政を担当する者として、日々高い使命感の下
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に業務に取り組んでいるところでございます。皆様方から、さまざまな角度からの

御意見、あるいは御指導をいただきながら、引き続きしっかり励んでまいりたいと

思っておりますので、どうか今後ともよろしくお願いを申し上げまして、私の冒頭

のごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。

○山冨会長

寺坂院長、どうもありがとうございました。

では、私の方で議事を進めてまいりたいと思います。それでは、議事次第に従

いまして進めますが、本日は審議事項が１件、報告事項が７件となっております。

まず、審議事項であります「鉱山保安法施行規則の一部改正について」事務局

から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○嘉村鉱山保安課長

（資料２について説明）

今回の改正の主な要因でございますが、土壌汚染対策法が昨年の４月に改

正をされております。その施行が今年の４月１日を予定されておりますが、昨今

よくあるケースといたしまして、工場跡地がさまざまなそれ以外の用途、商業施

設でありますとか、マンションになったり、いろんな用途に変わる際に、汚染され

た土壌が見つかり、更にはそれが適切に処理をされないという状況が多々生ま

れているという背景がございます。こうした問題に対して、一定規模以上の土地

の形質の変更、都道府県知事の調査命令を可能にするといったような、土壌汚

染の把握の契機を拡大するような改正が行われているわけでございます。

これに対して、鉱山保安法が適用になる鉱山もしくはその附属施設、あるいは

鉱山であった場所といいますか、鉱業権消滅後５年以内の鉱山の敷地といった

土地の場合は、こういった土壌汚染対策法の命令の対象外になっているという

状況でございます。

鉱山保安法というのは極めていろんなことに対応できるような法律になって

おりまして、土壌汚染の原因となります捨て石、鉱さい、坑水、廃水といったもの

を適正に処理すべきこと、あるいは鉱業を休止する場合、あるいは鉱業権を放

棄する場合に、現況を調査すべきこと、そういったことを義務づけるとともに、必

要な場合には産業保安監督部長が鉱業権者に対して報告を求めたり、必要な

措置についての命令を出すことができるようになっています。

そういったことから、一般法から外れて鉱山保安法の中で土壌汚染の問題

も対応できるという形になっているわけでございますが、先ほどの土壌汚染の把

握のいろんな契機、一定規模以上の土地の形質の変更といった、その土地の

中で何か土地の形質を変えるようなことが行われた場合に、土壌汚染が見つか

ることがあり得るわけですけれども、鉱山の場合ですと、そういう契機に私ども産

業保安監督部が内容を把握するための報告を受けるといったことが今の規定上

は明確にされていないという問題がございます。

もともと未然防止という観点で土壌汚染をしないように措置をされているとい
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う前提に立っておりますし、もし仮に見つかった場合にも、さまざまな措置はやっ

ていただく形にはなっているんですが、一定の規模の形質の変更といった状態

のときに、その存在を把握することが必ずしも規定上明確ではないといったテク

ニカルな問題がございまして、そうしたものに対応するために、今回、規則を改

正いたしまして、鉱業権者が産業保安監督部長に対して行うべき報告事項の中

に、土壌の汚染状態を基準に適合しないとき、その状況及び講じた措置の内容

を追加するという形で担保しようということでございます。

ややテクニカルな点でございますけれども、改正内容については、別紙の縦

書きの新旧対照条文のところに書いております。要は、鉱山及び附属施設など

で土壌汚染が問題になるというケースは、未然防止の観点からちゃんとなされて

ありますが、仮に見つかった場合に、外に対する影響をきちっとしないといけない

という観点でございます。

その際、テクニカルな話ではございますけれども、坑水とか廃水が浸透する

という土壌、そういう状態のものが見つかったときに対応し、水が絡まないものに

ついては、鉱山とか附属施設に一般の人が立ち入ることとか、その土を直接口

に入れたりとか、触ったりすることはないわけでございますので、水を介在して周

りに影響するということを考えれば十分であるということを考え、坑水または廃水

が浸透する土壌の汚染状態が基準に適合しないという書き方で問題は対応で

きるという判断をいたしまして、こうした書き方をしているわけでございます。今回、

報告事項の内容を追加するという点がまず主要な点でございます。

これに合わせて、土壌の汚染状態の基準自身は今までと変わっておりませ

んが、それを引用している条項が２の（２）に書いてありますが、改正後、条項が

ずれておりますので、それに合わせて修正をする必要があるという点。

それから、これは土壌汚染の話と全く関係ないんですけれども、昨年、この

中央鉱山保安協議会で放射線業務従事者の指定記録保存期間に関する規定

を整備するということで改正をさせていただいたんですが、記録保存業務を行う

事業所の名称もしくは所在地が変更される場合における変更の届出の規定を

整備することについて追加させていただくという点がもう一点ございます。それ以

外は非常にテクニカルな文言の対応でございます。

今回の改正内容は以上でございますが、スケジュールといたしましては、現

在、パブリックコメントを並行してかけさせていただいております。この点を踏まえ

て、改正省令の公布を３月下旬にいたしまして、４月１日に一般法が施行される

のと同時に、鉱山保安法の施行規則も施行されるようにしたいと思います。

○山冨会長

ありがとうございました。

ただいまの御説明につきまして、御質問、あるいは御意見等がございましたら、

挙手をして御発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○阿部委員
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坑水または廃水が浸透する土壌となってございますが、坑水または廃水とい

う定義はどのようになっているんでしょうか。「廃水」の「廃」がこの字でいいのか

なという点も含めまして。

○嘉村鉱山保安課長

これは鉱山保安法上定義されているものでございます。一般的には、坑水と

いうのは鉱山の坑内水のことです。廃水というのは堆積場とかから浸透してくる

ような水のことです。

○山冨会長

それでは、ただいまの省令の改正につきましては、事務局から御説明があり

ました内容に従って所定の手続を進めることにいたします。

なお、現在、パブリックコメント中であります。軽微な変更については私に御

一任いただくということでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

それでは、報告事項に移りたいと思います。まず最初の報告事項は「鉱山

災害防止対策研究会報告書について」ということで、これも事務局より御説明を

お願いします。

なお、この研究会の検討状況については、昨年２月に開催されました中央

鉱山保安協議会で説明をいただきましたけれども、その後、４月に報告書がまと

まりましたので、改めて事務局より御報告をお願いしたいと思います。では、よろ

しくお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

（資料３について説明）

研究会は一昨年の 12 月から４回ほど開催させていただきまして、この協議会

の委員でもあられます名古屋委員を座長に、小出委員にも御参加いただいて、

その他鉱山の保安担当の関係者の方々などにも御参加いただきまして検討を

進めたものでございます。

趣旨は、改正鉱山保安法の施行でリスクマネジメントが導入され、今までの

やり方と変わってきたわけでございます。その結果、鉱山の危険の把握、災害防

止対策といったものについて、随時見直していくことになっているんですけれども、

実際のところ、災害の発生状況から見たときに、どのような影響を及ぼしている

か、あるいはやり方について問題が生じていないかといったことについて、実際

の災害の事例などを見ながら分析を行い、起きた原因等を検討し、その対応策

をどうするかということを検討していただくということで始まったわけでございまし

て、言うなれば改正鉱山保安法の施行５年後のレビューをこの後また御説明さ

せていただきますが、その事前の検討という位置づけでやらせていただいたもの

でございます。

したがいまして、施行後５年レビューの検討のたたき台的なものになります

ので、内容についても、この場で簡単に御説明をしたいと思います。報告書本体
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はまた後ほどじっくり見ていただければと思いますので、今日は資料３の後ろの

方についております「鉱山災害防止対策研究会報告書骨子フロー」に基づいて

御説明をさせていただきます。

鉱山における災害の分析ということで、大きくリスクマネジメントという新しい

手法を導入しましたので、その実施状況はどうなっているかという観点と、災害

要因分析という観点で分析をしてみました。

まず、リスクマネジメントの実施の状況から見ますと、発生した災害のケース

を見ていくと、６割弱のケースで現況調査が十分行われていない、リスクの抽出

が不十分であるというような点。リスクの抽出というのはなかなかすべては難しい、

当然そういう御意見は多いと思うんですけれども、そういった点が改めて出てき

ております。

それから、現況調査はやってはいても、そのうち３割については、抽出はした

ものの、対策へ十分反映し切れていないといった点も出てきておりまして、中でも

３番目に書いてありますように、小規模鉱山では、そう言われても、なかなか対

応は具体的には難しい。特に、一旦つくるのはまだしも、随時、現況調査をＰＤＣ

Ａで回して見直していくということについては、人材的にも時間的にも、「リスクマ

ネジメント」という言葉自身の響きもあるかと思いますけれども、わかりにくいとい

うこともあって、なかなか定着していないということが出てきております。

そうした問題について、言うは易く行うは難い問題の典型でございますけれ

ども、こういうことをやっていったらどうかというのが、方向性、あるいは具体的な

取り組み例というところで出てきております。現況調査のやり方を、網羅的にや

るのもなかなか難しいんで、年ごとに優先順位を決めてやってみたらどうかという

ような意見とか、リスク対策についても、リスク分析に見合った措置、優先順位を

十分検討して、実施後の評価とか見直しが行われるのが重要ということで、小規

模鉱山ではこれはなかなか難しい話で、これをどうしていくかというのはもう一段

階考えなくてはいけないわけです。

具体的な対策の方にも書いておりますけれども、リスクマネジメントの定着

に向けた教育をもう少し、受ける方の理解の度合いに応じて、わかりやすいテキ

ストをつくっていって、講習をやっていくという形をとってはどうかとか、さまざまな

場で行われるように、そういう活動を支援するようなことをやっていってはどうかと

いうことが出てきております。

あと、我々行政サイドの役割といたしましては、もう少しリスクの分析につい

ての具体的なことを、いろんな形で検討がしやすいように、リスク分析の支援が

できないか。事例をいろいろ共有できるようにしたらどうかという話とか、あと、今

もやっております災害事例の水平展開ですけれども、これはやってはいるものの、

ポイントがよくわからないという御指摘もございます。実際の活用も、速報ベース

の水平展開Ａについては、こういうのがあったということで、広く共有されていると

思いますが、水平展開Ｂ、水平展開Ｃについてはなかなか活用が進んでいない

とか、そういった御指摘もいただいていますので、どこまで見直していったらいい

かということも御議論いただきます。そういったことがリスクマネジメントの実施に
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絡む話です。

それから、リスクマネジメントというのは、鉱業権者トップの方がよく理解をさ

れて、いろいろ音頭を取っていただくという観点からすると、インセンティブなども

必要なのではないかという御指摘もありまして、表彰というのも１つのやり方でご

ざいます。あるいはもう少し踏み込んで、行政の役割として、今、私ども監督部で

やっております検査の頻度とか内容について、もう少しいろんなことを考えてはど

うかという御意見までいただいております。

それから、災害要因分析の方で出てきていることでございますが、人的要因

に関する課題が皆様、実感としてもお持ちだと思うんです。災害の７割強が人的

要因ということで、「ついうっかり」とか「よく考えないで」とか、そういった言葉でよ

く表現される問題なんですけれども、そういうのはなかなか対策が難しい。ただ、

これをよく分類をして、設備的にきちっと対応することによって災害を起こさない、

あるいは重大なことにならないようにする。これはもともとリスクマネジメントなど

で非常に得意とする分野のはずでございますので、もう少しその辺を意識してや

ってはどうかというのがあるとともに、一番難しいのは教育の問題です。

教育については、保安意識のレベルを向上させるにはどうしたらいいか。１

つには、資格というものをもう少しちゃんと考えてはどうかということです。国家資

格が廃止されたということについて、皆様方も非常に将来的な不安を感じておら

れるという御意見を我々もさまざまな場でお伺いするわけですけれども、こういっ

たものを補うための資格講習制度を改めて構築する必要があるのではないか。

今の時代で国家資格を復活させるというのは、そのための組織、人員、予算を

確保するという面でなかなか難しい時代になっておりますので、民間の資格講習

制度をつくっていただいて、これに何らかの法令上の位置づけを与えるかどうか

といったことを考えるべきではないかという御意見をこの研究会ではいただいて

おります。

非常に大雑把ではございますが、そういったことをこの報告書で御意見いた

だいているということで、御報告させていただきます。

○山冨会長

ありがとうございました。

では、ただいまの御説明について、何か御質問等ございますでしょうか。よろ

しゅうございますか。

では、次の議題に進ませていただきます。次は報告事項の２番目「改正鉱山

保安法施行５年後におけるレビューについて」。こちらにつきましても事務局より

御説明をお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

（資料４について説明）

先ほど院長のあいさつでも触れていただきましたけれども、17 年４月１日に改

正鉱山保安法が施行されて、この４月でちょうど５年経過するということでござい
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ます。鉱山保安法の附則第 29 条に次のようなことが書かれております。「政府

は、この法律の施行後５年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状

況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」

５年経過したときに、鉱山保安法の施行状況を勘案しという言い方ですが、

ここでどういう施行状況であるかを幅広く検証して、今の下げ止まっているような

災害の状況をより一層進めるためにどういうことをやっていくべきか、あるいは中

長期的に保安上不安になっている、先ほどの資格の問題とか、労働者の確保

の問題を考えると、今のやり方で続けていって本当に大丈夫かとか、そういった

ことも含めて、広く検証して検討すべき事項を決めていく必要があるのではない

かというのが、この施行５年後のレビューの基本的な考え方でございます。

やはり民間の自主性を生かした保安確保の取組みを意識しているわけでご

ざいまして、事細かに規則で決めていくというよりは、現場の実態に合った合理

的な規制の導入ということが大事ですし、一律事前の規制というよりは、いろい

ろ工夫をいただいてできるような形で、規則自身は大くくり化して実効性を高める

ことが大事です。しかし、逆に裏返しとして非常に中身がわかりにくくなっていると

か、具体的な検討をするに、さて、どういうふうにやったらいいだろうかと、先ほど

の小規模鉱山の問題などは典型的でございますけれども、そういったことが起き

ているということでございます。

こういった点について幅広く検討していただくために、次のページに書いてお

りますが、制度審査部会という、この協議会の下に部会が既に設けられておりま

すので、改めてその委員を決めさせていただいて、そこで検討いただいてはどう

かというのが私どもの考えている案でございます。

制度審査部会では、先ほど私が御説明いたしました鉱山災害防止対策研

究会でのいろいろな検討結果、あるいは最近、私ども、業界団体に対してのヒア

リングを行いまして、その内容もとりまとめております。それから、個別鉱山への

アンケート調査も産業保安監督部を通じてお願いして、幾つかいただいているも

のがございます。こういったものを整理していくと、リスクマネジメントの定着がな

かなか進んでいないという問題、資格について、一般法の資格取得が難しいの

で、資格取得者が高齢化して、資格を持っている人が退職したりすることによっ

て人材不足が心配であるという声が出ているわけでございます。

それから最近、鉱山特有の落盤とか、坑内掘り自身が非常に減っているわ

けでございますので、当然でございますけれども、そういった鉱山特有の災害が

減っているのに対して、運搬装置だとか、墜落といった災害が非常に目立ってき

ている。災害の数としてはそんなに増えているわけではないんですけれども、先

ほどの熟練労働者がいなくなったりとか、資格を持っている人がいなくなっていく

中で、中長期的には非常に憂慮されているというような状況を聞いております。

こういった状況を踏まえて、先ほども御説明しました鉱山保安法の趣旨、民

間の自主性をより生かすためにどうしたらいいかといった点を押さえながら検討

していく必要があるということで、来月から、短い期間をイメージしていて、必要と
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あればまた延長してやらなくてはいけないと思いますが、５月ぐらいまでに、これ

は一部でございますけれども、抽出された課題について審議をいただいて、改正

鉱山保安法施行５年後のレビューという形で結論をいただきたいと考えておるわ

けでございます。

なお、制度審査部会は、委員を今後、協議会の山冨会長に指名いただいて

決めていただく。それから、専門委員ということで若干追加で任命をお願いした

いと思っておりますので、そういった方々を加えまして検討を進めていただきたい

と考えております。

検討のスケジュールについては、３月から５月にかけて、３回ないし４回、必

要ならばもうちょっと増やして開催をいたしまして、できれば６月には協議会とし

ての一応の結論を部会から報告を上げるという形で決めていただきたいと考え

ております。その後、先ほど私が諮りました省令の改正、あるいは省令以上の改

正につながるような話がございますと、中央鉱山保安協議会で改めてその案を

審議いただいて決定していただくという手続を６月に進めていただいて、さらに私

どもがその案を考える時間が必要でございますので、また来年のこの時期か、あ

るいはもう少し早い時期かもしれませんけれども、協議会を開催していただいて

決めていただくということが考えられるスケジュールでございます。

○山冨会長

ありがとうございました。

では、ただいまの御説明について、御質問、御意見等ございましたら、お願

いいたします。よろしゅうございますでしょうか。

では、次の報告事項に進ませていただきます。次は「（３）石油鉱山保安部

会中間とりまとめについて」でございます。本部会では、天然ガスの地下貯蔵の

安全性について、昨年 10 月に中間的整理を行ったということです。それでは、こ

ちらについても事務局から御説明をお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

（資料５について説明）

天然ガス鉱山における天然ガスの既に枯渇したガス田を使った貯蔵について

は行われているわけですけれども、石油鉱山保安部会で検討された内容は、天

然ガスが自然にもともとあった状態の圧力以上の圧力で天然ガスを中に貯蔵す

るという場合に、どういうやり方、保安の対応が考えられるかということを検討し

ていただいていたわけでございます。

これを検討するに際しては、メンバーとしては、この協議会の委員でございま

す在原委員が部会長で、榎本委員、富樫委員にも御参加いただいて、他の専

門委員の方にも御参加いただいて検討を進めてまいりました。

結論から言いますと、「検討結果」のところに書いてありますが、天然ガスの

地下貯蔵に係る貯留層の圧力を制限しているような規制とか規格について、い

ろいろ調べて、いろいろ検討したわけですけれども、いわゆる貯留層キャップロッ
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クの状況を、圧力試験だとか、シミュレーションモデルといったものを使って評価

することとか、そういうシミュレーションによるガスと水の海面の位置をうまく管理

することによって漏洩を防止するための措置をどうするとか、そういったテクニカ

ルなことについて、一応の方向性は出されております。そういった天然ガスの自

然圧以上の地下貯蔵についての基本的なやり方にかかわる技術的な検討は、

一定の検討を経て結論を得ておるわけでございます。

なお、まだ検討できなかった点として、地震の多い我が国において、地下貯

蔵を行う際に、具体的には、この中間報告書の３ページの下の方に書いておる

んですけれども、地震活動のモニタリングとか、地震発生時の評価といった、い

ろんなことをやはり考える必要があるのではないかという御指摘もございまして、

こういった点については、もう少しさまざまな国内外での貯蔵の事例とか、関係

事例というのは、似たようなことをやっておりますＣＣＳとか、そういった動向を注

視して、こういった事業を行うフィールドが具体的に出てきたところで、改めて、そ

こを念頭に検討していく必要があるのではないかという意見になっております。そ

のために、なお、今、申し上げたような地震にかかわる幾つかの点について検討

する必要があるということで中間報告とさせていただいている状況でございます。

○山冨会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明について、何か御質問、御意見等ございました

ら、お願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。

それでは、続いて、報告事項の４番目「休廃止鉱山鉱害対策研究会につい

て」であります。本研究会は、昨年 10 月から検討を開始した委員会です。これに

ついて、事務局の方から御説明をお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

（資料６について説明）

休廃止鉱山の鉱害防止事業については、既に特別措置法がございまして、

法律で規定されている基本方針がありますが、これにのっとって、補助金制度や、

ＪＯＧＭＥＣの制度も活用しながら着実に実施されているという状況でございま

す。

最近の傾向といたしまして、各鉱山での対策、事業の効率的な実施という

のは、一定程度進んではいるのですが、工事が十分行き届いていないところが

一部あったり、坑廃水処理の実施を続けていくに当たって、このまま続けていく

には、経費を削りたくてもなかなか削れないということで、やや行き詰まりを感じ

ている状態でございます。

これはどういうことかと申しますと、補助金制度が主にあるのですが、国が休

廃止鉱山で鉱業権者が存在しないものについては自治体に、鉱業権者が存在

するものについては鉱業権者の処理のうちの自然・他者汚染分について補助を

したりしているわけです。最後に予算のところでも御説明いたしますけれども、20
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億を超える予算を毎年かけながらやっておりますが、なかなか財源も厳しい状態

で、坑廃水処理は何とか問題ないようにやれるところまで来ておりますが、発生

源対策でもう少し、あるいは今まで処理を続けてきた設備関係を更新したりしな

くてはいけないわけですけれども、なかなか十分な対応ができないという問題も

生じてきております。

ここで将来を考えたときに、続けていくためには何らかの今までと違う形での

アプローチ、それは技術面でもあるでしょうし、もしかしたら運用面でもあるかもし

れませんが、新しい基本方針がつくられる予定に向けて、まだあと３年ほど時間

的余裕はあるのですが、そうした検討を基本的なところからやった方がいいので

はないかというのが私ども事務方の思いでございまして、それを検討していただ

くために、実はこの研究会についても、山冨先生に座長になっていただいて、協

議会の委員でもあられます藤田委員も御参加いただき、検討を開始したところで

ございます。昨年、検討を始めまして、実際、いろんなサイトで、今、どんな状況

になっているのかということを 10 か所程度見てきていただいておりますので、そ

れを踏まえて今年の検討を更に進めていこうという予定にしております。

今後の予定でございますけれども、研究会を２月、３月に立て続けにやろう

と思っております。実際、現場を見た事例に即して、具体的な事例に基づく方向

性を幾つか出してもらい、それと同じようなことが考えられるものについては、同

様のことが考えられないかというのを次のステップで、ほかの鉱山にも適用を検

討していって、最終的には、今、坑廃水処理が必要となっている鉱山、まだ 100

近くあるわけですけれども、そういった鉱山のそれぞれの恒久的な対応策、どう

いう方向性に持っていくかということについて決めていきたい。

なるべく国民負担を増やさない形でやるやり方として、どうしたらいいかという

ことを決めていきたいということでございまして、最終的には、先ほど申し上げま

したように、次の基本方針の策定作業が平成 24 年の秋から入る予定でござい

ますので、それに向けて議論を進めていきたい。息の長い話でございますので、

恐らくこの協議会でもときどき進捗状況を御報告することになると思いますが、

最終的にはこの協議会への諮問答申をお願いする、基本方針の策定をお願い

することにつながる話にしたいと思っております。

○山冨会長

ありがとうございました。

ただいまの御説明について、御質問、御意見等がございましたら、お願いいた

します。

では、続きまして、報告事項の５番「石炭じん肺訴訟の状況について」。こちら

につきましても、事務局から御説明をお願いいたします。

○柏葉石炭保安室長

（資料７について説明）

まず、１点目は、じん肺という病気ですけれども、治療しても治らないというも
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のでございまして、昭和 60 年の 12 月に国を被告として、国を初めて訴えた筑豊

じん肺訴訟が提訴されました。平成 16 年４月 27 日に最高裁判決で、石炭鉱山

における保安規制権限不行使という違法が確定してございます。

その判決を受けまして、国は、坑内での就労実績がある、じん肺、またはじ

ん肺死である、損害賠償請求の期間内の提訴であるという要件を満足している

方とは和解をし、要件を満足しない方とは判決を求めるという方針で臨んでおり

ます。

平成 16 年 12 月 15 日に、初めての 70 名の和解が北海道で行われました。

和解は、淡々と進んでおりましたけれども、平成 19 年８月１日に争い事がご

ざいまして、その判決が出ました。これは、合併症についても裁判を起こす権利

があるものとして認めるという形のもので、福岡地裁の判決によって国が負けて

ございます。国は、これ以上上訴すべき理由もないということで、8 月 9 日に判決

後和解という形で対応いたしました。

つい最近の和解が今年の 2 月 3 日で、原告 1,866 名、患者ベースでまいり

ますと 1,276 名の皆様に約 97 億円の和解金を支払ってございます。

今後は、和解が見込まれるベースとしては、原告ベースで 361 名、患者ベー

スで 355 名の約 25 億円。最後の年度内の和解は、2 月 26 日という形になって

ございます。

２が、現在係争中の石炭じん肺訴訟の一覧を書いてございます。今まで、筑

豊とか北海道、西日本の１次、熊本とか、いろいろ終結してございまして、今、残

っているのが西日本の石炭じん肺訴訟と、新・北海道の２陣、３陣でございます。

まだ残っておられる方々とは協議を続けてございまして、和解できる方とは和解

をするという形で臨んでおります。

３といたしまして、消滅時効ということで、先ほどの平成 19 年 8 月の争いと、

もう一つ、別の争いをしてございます。この消滅時効の争いといいますのは、下

の方に民法の抜粋がございますけれども、民法第 724 条では、不法行為による

損害賠償の請求権は、損害及び加害者を知ったときから３年間行使をしないと

きは、時効によって消滅をする。また、不法行為のときから 20 年を経過したとき

も、同様とする。

この後ろの方は除斥という考え方でございまして、平成 19 年 8 月 1 日でこち

らの結論は出てございます。

今、争っているのは民法第 724 条の前段のところでございまして、国としては、

筑豊の最高裁判決が出た平成 16 年 4 月 27 日は、新聞、テレビ等でも広く報道

されているということで、被害者の皆さんは国に損害賠償の請求ができるという

ことを、認識したと推認できると考えております。実は、北海道の第３陣の４次の

方は平成 20 年 4 月 25 日ですけれども、これは平成 16 年 4 月 27 日から、約４

年を経過して提訴している。また、第 5 次の方は平成 20 年 12 月 19 日に提訴を

しているということで、まさに民法第 724 条の３年間を大きく超えているということ

で、民法第 145 条により時効の援用をしてございます。

争いは何かと申しますと、最高裁判決の概要が認識できたのはいつなのか
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ということで、国としては最高裁判決日であるという形で弁論を展開してございま

す。ただし、原告側、被害者側の弁護士は、このじん肺訴訟というのは極めて難

しいものであって、被害者は法律的な知識も何もない、よくわからない人方であ

る。よって、弁護団に説明を求めてきて、弁護団が説明したとき、初めて裁判が

できることがわかるんだということで、弁護団説明時説という弁論を展開してござ

います。

要は、我々としては、最高裁の判決が出た段階で被害者の方々は提訴がで

きるということは認識可能であったということに対し、被告弁護団の方は、それは

弁護士の説明時に初めてわかるんだということで、現実に認識したときであると

いうことで争われております。

判決は、札幌地裁において３月 26 日の 11 時半から行われる予定になって

ございます。

この争い事はあるにしても、別途和解できる方々とは速やかな和解を行うと

いうことで臨んでおります。

○山冨会長

ありがとうございました。

ただいまの御説明について、御質問、御意見等ございましたら、お願いいたし

ます。

続きまして、報告事項の６番目「平成 22 年度鉱山保安関係予算案について」

ということで、こちらも事務局の方から御説明をお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

（資料８について説明）

鉱山保安関係予算のうち、主な予算は休廃止鉱山の鉱害防止対策でござい

ます。Ⅰの中の「休廃止鉱山鉱害防止等工事等」について、これは補助金と調

査、研究開発をやっておりますので、それも含めた数字でございますけれども、

22 年度予算案 22 億 3,400O 万ということで、昨年、21 年度当初予算額、実は補

正予算を要求して、工事で８億、技術開発で２億ほどの予算をいただいておりま

すので、それを除いた数字なんですけれども、21 億 1,600 万に対しては、約１億

2,000 万ほどの増額という形になっております。

これは、先ほどの研究会の説明でも申し上げましたように、坑廃水処理とい

うのはなかなか減らない状態でございまして、それに対して、工事というと何かト

ンカチやっているようなイメージなんですが、実際には設備の更新とか、そういう

ところが中心になってきている。勿論、工事をやっている部分も一部ございます

けれども、そういったところで、なかなか減りづらいということがあって、実態に即

した形で、実はもう少しいただかないとなかなか進まないというところもあるんで

すが、優先順位をつけ、こういう案をつくってございます。

それから、同じ休廃止鉱山の鉱害防止対策では、さまざまな業務支援的な

事業をＪＯＧＭＥＣにやっていただいておりまして、これはＪＯＧＭＥＣの運営費交

付金の内数になっています。ＪＯＧＭＥＣの交付金の 37 億 8,300 万の内数という
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ことで 22 年度予算になっております。

それ以外に鉱害防止融資として 10 億円を計画しております。これも実態に

合わせた形での要求ということがございます。

それから、直接予算ではないですが、租税特別措置の延長ということで、金

属鉱業等鉱害防止準備金も延長することになっております。

それから、休廃止鉱山以外の予算としては、３ページの「Ⅱ．石油・天然ガス

鉱山の鉱害防止対策」ということで、１つは、海洋での石油開発環境影響調査を

１件、今年については、いわき沖の撤去作業が始まるということで、撤去直前直

後の影響についての調査で予算が必要になりますので、増額になっている部分

がございます。

それ以外に、廃止石油坑井封鎖事業。いまだに廃止石油坑井で油が漏れ

てきているような場所が何か所かございまして、その中の優先すべきところから

関係自治体に対して補助金を交付しているものでございます。それらを合わせて

若干増額になっております。

それ以外に、産業保安監督部の監督検査等で必要な費用として２億弱の

予算を組んでおります。

１ページに戻りまして、鉱山保安関係予算額の総額でございますけれども、

25 億 3,100 万円という 22 年度予算になっております。

○山冨会長

ありがとうございました。

ただいまの御説明について、何か御質問ございますでしょうか。

○大関委員

質問ということではないのですが、昨年の９月に政権交代がありまして、資源

の関係で言えば、現在の民主党を中心とする新しい政権は、エネルギーですと

か鉱物資源の安定供給という面については非常に重要政策課題として後押しを

していただいておりまして、我々としてもほっとしているところです。国民の安全・

安心の分野で、22 年度の政府原案は非常に充実した形でまとまっておられると

思いますし、租税特別措置法のものも無傷だったということで、鉱山保安の面に

ついても、新しい政権はサポーティブであると見てよいのかどうか、御見解があ

れば聞かせていただきたいと思います。

○嘉村鉱山保安課長

私ども事務方として、そういうことについてコメントする立場にはないのですが、

この数字にあらわれているように、私どもの説明をよく聞いていただいて、先ほど

税制の話もございましたけれども、サポートいただいておりますし、御理解いただ

いているというふうに、我々事務方としては思っております。

○山冨会長

ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
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それでは、報告事項の最後になりますけれども、７番「平成 21 年度全国鉱山

保安表彰について」。こちらにつきましても、事務局から御説明をお願いいたしま

す。 

○嘉村鉱山保安課長

（資料９について説明）

平成 21 年度の表彰については、具体的なリストは後ろについておりますので

御参照いただければと思います。被表彰者として、鉱山の部で８鉱山、保安責

任者として２名の方、保安従事者として 22 名の方、保安功労・貢献者の部の保

安功労者として１名の方、それから、家庭の部というのがございまして、２家庭に

ついて表彰しております。これは例年と大体同じか、私どもの目安である表彰の

年度表彰できるいっぱい、35 表彰をやっておりますので、例年になく表彰が確実

にできたのではないかと考えております。

鉱山保安表彰については、プレスリリースの紙に書いてありますように、昭

和 25 年から毎年実施しておりまして、関係業界の方々は、これを目指して日々

努力されているという状況もお伺いしております。表彰制度については、先ほど

のリスクマネジメントの議論もございますし、さまざまな努力について適切に評価

できるように、今後も適宜運用について検討を加えながら進めてまいりたいと思

っております。

○山冨会長

ありがとうございました。

では、何か御質問ございますでしょうか。あと、全体を通しての御質問もお受

けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょう

か。

では、ないようですので、以上をもちまして本日予定しておりました議事は無

事終了いたしました。

最後に、内藤審議官よりごあいさつをお願いしたいと思います。

○内藤審議官

私は、昨年の３月 31 日に着任いたしまして、皆さんの前で、この協議会でお

会いするのは初めてということになります。前任の稲垣に引き続きまして、私も警

察庁から保安院に着任しております。保安院の仕事全般、余りなじみがないん

ですが、特に鉱山の仕事につきましては初めて見るというものが多くて、夏以来、

出張の機会をとらえて幾つかの鉱山について視察をさせていただきました。この

中にも関係者の方がおられるかもしれませんが、いろいろお世話になりました。

通常の生活をしていると全く知らない御苦労をされているんだなということがよく

わかりました。これからもいろいろ勉強しながら務めてまいりたいと思います。

また、本日は、お忙しい中、非常に寒い中をお集まりいただきまして、委員

の皆様、大変ありがとうございました。
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また、山冨会長もまた会長をお務めいただくということで、今後もよろしくお願

いいたしたいと思います。

本日の協議会で幾つかの点について御了解をいただきましたが、まずは施

行規則の一部改正につきましては、４月１日の施行を目指して所定の手続を進

めさせていただきたいと思います。

それから、改正鉱山保安法の５年レビューですが、これも先ほど御報告いた

しましたように、制度審査部会を３月から立ち上げて、いろいろと検討を進めてい

きたいと思います。また皆様にもいろいろ御意見を伺う機会もあろうかと思いま

すが、引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。

簡単ではございますが、本日の協議会におきましては、非常に長時間の御

審議をいただきましてありがとうございました。

○山冨会長

どうもありがとうございました。

ほかに何かございますか。

○嘉村鉱山保安課長

私が５年レビューのところで御説明いたしましたように、今年はこの中央鉱山

協議会を６月ごろにもう一回開催させていただきたいと思っております。日程は

また調整させていただきますが、例年とは違って夏前に開催ということで、皆様

方、その際にはよろしくお願いしたいと思います。

○山冨会長

それでは、これをもちまして本日の中央鉱山協議会を閉会とさせていただきま

す。どうも皆様、ありがとうございました。

問い合わせ先

経済産業省原子力安全・保安院 鉱山保安課

電話：０３－３５０１－１８７０

FAX：０３－３５０１－６５６５


