
1

中央鉱山保安協議会 議事録

１．日時

平成２３年６月２２日（水）１０：００～１２：００

２．場所

経済産業省別館９階９４４会議室

３．出席者

（学識経験者）

山冨会長、在原委員、榎本委員、風間委員、金子委員、富樫委員、名古屋委員、

藤田委員、吉本委員

（鉱業権者代表）

阿部委員、池田委員、上川委員、大関委員、後藤委員、戸髙委員、福島委員、

森本委員、萩野委員（山田代理）、中島委員（江口代理）

（鉱山労働者代表）

井坂委員、沖中委員、川原委員、小島委員、斉藤委員、坂上委員、嶋田委員、

奈良委員、弥久末委員

４．議事

【報告事項】

（１）改正鉱山保安法の施行５年後におけるレビューのフォローアップについて

（２）集積場管理対策研究会（仮称）について

（３）休廃止鉱山鉱害防止対策研究会について

（４）鉱害防止積立金の支払利息の改定について

（５）石炭じん肺訴訟の状況について

（６）鉱業法改正の概要について

○瀧川鉱山保安課企画班長

（資料の確認、新委員の紹介）

○山冨会長

皆様おはようございます。中央鉱山保安協議会の会長を務めております山冨です。本日

もよろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります前に、原子力安全・保安院の櫻田審議官よりごあいさつをい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○櫻田審議官

櫻田でございます。皆様方とは初めてお会いする方も多いと思いますが、５月 16 日付

で内藤の後任として産業保安担当の審議官に着任いたしました。どうぞよろしくお願い申

し上げます。

今、事務局からもお話がございましたが、前回の開催は書面審議という形で、こうやっ

て一堂に会して会議を開催するのは１年ぶりだということでございます。本日の議題では

１年間の間にさまざまな動きがございましたので、その御報告という議題で結構案件もご

ざいますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

主なものだけ申し上げますと、改正鉱山保安法の施行５年後のレビューということが一

番大きな議題だと思いますが、この１年間の間、事務局でもいろいろ検討いたしまして、

制度審査部会でも御意見を賜りまして、その御意見も踏まえた形で本日御説明をいたしま

す。リスクマネジメントという考え方を打ち出して、事業者の方々の自主的な保安活動を

高めていただくということを進めるために、どのような形で取り組んでいただくことが適

切か、あるいは行政としてどのようなことができるかということについて一案つくってご

ざいますので、本日は是非忌憚のない御意見をいただければと思います。

また、もう一つ、どうしても避けて通れないのは、３月 11 日に発生した大震災でござ

います。鉱山関係では一部設備被害があって操業を停止しましたが、幸いにして大きな人

的な被害はありませんでした。しかし、集積場が流れたということも起こっており、少し

勉強しなければいけないのではないかということで、研究会をつくって、管理基準につい

ても検討したいということを考えております。いろいろと御指摘いただければと思います

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

簡単ではございますが、本日は短い時間ではございますが、忌憚のない御意見をいただ

ければと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○山冨会長

ありがとうございました。

それでは、本日の議事に進ませていただきます。本日はすべて報告事項となっておりま

す。

最初に「（１）改正鉱山保安法の施行５年後におけるレビューのフォローアップについ

て」御報告をいただきますけれども、これまで中央鉱山保安協議会、制度審査部会といっ

たところで検討されてきましたので、私から若干経緯を述べさせていただきますと、昨年

２月、定例の中央鉱山保安協議会で制度審査部会というものの設置が認められました。そ

して、昨年３月から６月にかけて制度審査部会を３回開催いたしまして、レビューといい

ますか、フォローアップといいますか、意見をまとめました。そして、１年前の６月に開

かれました中央鉱山保安協議会でそれを報告しております。その後、更にレビュー、フォ

ローアップの検討が昨年秋の 10 月と２週間前に開かれました制度審査部会でまとめられ

ましたので、その内容についてこれから事務局より報告があります。
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それでは、御説明をよろしくお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

私から資料に基づきまして、今、山冨会長から御説明のあった制度審査部会での検討の

状況も含めて御説明をしたいと思います。

まずは資料２－１をごらんいただきたいと思います。最近の鉱山における災害の状況に

ついて確認的に見ていただければと思います。

１年前の５年レビューを行いますときに、どういう災害の状況になっているかというこ

とを長期的に見て、どんな原因が特徴的なものとして考えられるのかという御報告をした

と思うんですけれども、１年間事態が進みましたので、数字を改定したりして、書き加え

たものでございます。ちょっと見にくくなっておりますが、括弧書きになっているものが

21 年、既に１年ほど前にこの協議会でも御説明した内容で、手前の方に書いてある平成

22 年の数字との比較で簡単に見ていただければと思います。

最初の長期的な流れについては、やはり大きな変化はございません。非常に長期のトレ

ンドとしては、稼行鉱山数が減り、鉱山労働者が少なくなっていく中で、災害というのは

必然的に落ち着いてくるということなんですが、直近の傾向を見ると、下げ止まりの傾向

が見られるということでございます。

２ページ目をごらんいただければと思うんですけれども、少し前は 30 件の後半ぐらい

のイメージで災害が多かったという傾向にあったんですが、直近 21 年、22 年は大体 30
件を少し超えるぐらいの災害の件数になっています。これは鉱山保安法に基づく休業３日

以上の報告災害についてということでございます。現場をよく御存じの方は御案内のよう

に、３日に届かない災害もございます。休業されないと報告されないので、我々の統計に

は載ってこないということで、本当はそういうものまで含めてどうなっていくのかという

ことを今後各現場あるいは各会社で見ていただかなければ、大きな要因などがわかってこ

ないレベルにきているのではないかという気がしております。

そんな中で、度数率の推移というのが下に書いてありますが、ここが下げ止まったとい

うのが大きな説明の根拠なんですけれども、これは典型的に下げ止まった感じ、むしろ直

近は少し上がり気味だったのが１回下がって、また戻っているということで、ほぼ横ばい

状況だということでございます。

鉱種別度数率はどうなっているのかということですが、鉱種別に見ると、鉱山数にもの

すごく差があります。稼行鉱山数の半分が石灰石、４分の１が非金属鉱山、金属はほとん

どなくて、石炭もわずかで、石油もそんなに多くないという状況でございますので、そこ

の傾向を見るにふさわしい鉱種別という言い方がいいのかというのはありますが、若干気

になるのは、石灰石で最近ちょっと上がり気味だということです。過半を占めている石灰

石で上がり気味だというのが気になるところだと思います。

災害事由別罹災者数の推移もいろいろ分類して考えてみたんですけれども、個別に見る

と結構差は出ているようには見えるんですが、何かの傾向をつかむというところまでは至
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っていません。ただし、中身を見ていただくと、あるいは現場をご存じの方は御案内のよ

うに、鉱山特有の災害というよりは、割と同系列の土木作業現場などで起きているような

ことが鉱山の現場でも起きている傾向にあるということが言えると思います。

ここを余り詳しく説明すると時間がどんどん経ってしまいますので、飛ばしますけれど

も、直轄・請負別とか単独・共同作業別などは大きく変化したとは思っておりません。

６ページの定常・非定常というものも分析していますが、直近では余り変化が見られな

いという感じがしております。

鉱山規模別を若干見ていただきたいんですけれども、度数率的に見ると、真ん中のクラ

スといいますか、我々で統計を取った感じでは、本当に小さいところとか規模が比較的大

きいところよりも、中ぐらいの 10 人以上あるいは 100 人未満の辺りが度数率的に高くな

っているという傾向が出ております。

８ページの強度率ですが、鉱山の場合、１回災害が起きると結構重症化しやすいという

傾向でありますので、どうしても高目なんですが、その中でも強度率で見ると、10 人未満

の方が高くなってしまうという状況が出ています。これが１つの特徴といえば特徴でござ

います。

経験年数もいろんな解釈が起き得るんですが、とりたててこの部分が危ないとか、例え

ば新人だと非常に多いかというと、そうでもないという状況が出ておりまして、解釈がな

かなか難しいところでございます。

年代別、その後の作業要因別もいろんな要因を見ていますけれども、人的要因が簡単に

いうと大きいということは変わっていません。

その後の物的要因とか、12 ページの管理的要因は、管理といっても現場サイドの管理の

ことを言っています。これは制度審査部会でも御指摘いただいて、議事要旨にも出ていま

すけれども、会社全体でのマネジメントシステム的な管理みたいな話まで追い込んで分析

しているわけではないので、管理的といっても、かなり現場サイドの要因の問題としてと

らえているということで、これでは分析自身が十分ではない、突っ込みが足りないのでは

ないかという御指摘をいただいております。１年前と比べて、この辺もそんなに変わって

いないと認識しております。

リスクマネジメントの実施状況にも大きな変化は出ておりません。相変わらず中小鉱山

を中心に、災害を起こしたところの中ではどうだったのかというのがこのように表現でき

ているわけですけれども、不十分なところが多々あるということが出ていると思っており

ます。

17 ページまで飛んでいただいて、私どもとしては、この後の説明で出てきますが、制度

審査部会で２つの目標を立てていただいて、それを念頭に今後の対策というか、皆さんが

そういう意識を持ちながら対応していくことが大事ではないかということにつながる部分

として分析をしてみましたので、これを御説明させていただきます。５年レビューでも、

あのときは具体的な目標を立てて、安全レベルを引き上げていくようなことをやってみた
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らどうかというまとめをしていたと思うんですけれども、それに沿って安全レベルを設定

するために分析しております。

17 ページは産業別で比較をしてみました。鉱山の方のデータは 22 年までわかっている

んですけれども、ほかの産業が 21 年までしか出ていないものですから、21 年で比較をさ

せていただいております。

簡単にいうと、度数率的には高くないというのが実態です。だから、災害の頻度として

はそんなに多くないという実態が明確に定着しつつある。ここ数年のうちでは定着しつつ

あるという状況の中で、強度率はずっと高い状態で推移しているということが逆に明確に

出ている。若干 21 年は下がりましたし、22 年はもう少し下がったと思うんですけれども、

23 年になって死亡事故も起きておりますので、また戻っているのではないかと予想してお

ります。そういうことで高い状況が続いている。

この中身として、18 ページにどういうことなのかということを具体的に表しています。

強度率というのは損失日数でカウントしますので、一部労働不能災害だとか死亡というと、

損失日数が上がります。5,500 とか 7,500 というのが積み上がるものですから、それで上

がっております。全体の五百数十の鉱山のうち、こういう鉱山で集中してそういうものを

起こしている状況でございまして、規模別に見ると 10 人未満が３件、10 人から 50 人が

３件、ずっと３件で、100 人以上が５件ということです。先ほどの規模別で見ると 10 人

未満が高くなっているというのは、同じ３件ということで出ているということでございま

す。

それから、死亡災害等の重篤災害の災害分析を見たときに、どういう災害が傾向として

見られるかというのが 19 ページにございます。直近の 18 年から 22 年で見ると、死亡ま

たは一部労働不能災害は 14 件なんですけれども、基本的に１年前と同じように、やや罹

災者にその要因が認められるという言い方になっていますが、分析的には果たして本当に

その人の責任なのか、どうしてそういう行動になったのかというところに突っ込んでいる

わけではないので、我々でもう少し突っ込んでいったり、本質的にまずい点、どうして守

らなかったのか、ついうっかりなのか、あるいはそういうものが慣習化しているのかとい

うことを追及していくと、鉱山の現場だけに帰すことができないようなものも見えてくる

のではないかという思いはありますけれども、一応そういう人的なものが多いということ

になっております。

20 ページは、この後に出てきます目標に関わるものとして、強度率についての資料が先

行的に付いてしまっているんですけれども、先ほど見ましたように、産業別に見るとやは

り鉱山の強度率が少し高いので、何らかの指標をつくって今後目標を立てていく。おそら

く死亡・重篤災害を起こさないということでいいのではないかと今は考えていまして、部

会ではそういうことでいいのではないかという御了解をいただいていますが、強度率とし

て目指すのは、各産業の平均が今 0.16 というところにきいていますので、そういうところ

を目指そうとする。これを目指そうとすると、簡単にいうと、１人死亡災害が起きてしま
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うと 0.33 アップしてしまいますので、死亡災害、重篤災害を１件も起こさないようになら

ないと、指標である 0.16 未満にはならないということを説明したものでございます。

21 ページでございます。これは後ろに出てくるもう一つの目標設定に関係する分析なん

ですけれども、災害を起こしているというのはどういう状況なのか。これは現場に詳しい

方は既に実感して持っておられると思いますが、ほとんどのところでは災害が起きていま

せん。過去５年でとっておりますが、過去５年で８割は０件でございます。１件以上起こ

しているところの割合で見ても、１件ないし２件のところが過半を占めているという状況

です。特定のところに集中しているように見えるんですが、件数的にすごく多いので問題

なのかと言われると、先ほども言いましたように、度数率的には非常に下がっていて、５

年間のうちに５件ぐらい起こしたところはどういう状況なのかというと、年１回なんです。

実際に大手の鉱山ですと、総労働時間数的にはかなり大きいので、鉱山別に強度率など

を見ると１～２件起こすかどうか、中小鉱山と比べて優れて問題な状況かというと、そこ

までは言えないかもしれないというレベルの問題だととらえていただければと思います。

したがって、特定の鉱山について、今まで我々がやっておりますように、監督部が検査に

行って、ここが危ないと個別に指導していますし、実際に監督部も災害が多いところと少

ないところでは意識をしながら、災害が最近多いところは頻度を多目にして回ったりして

指導もしているんですが、それでも傾向としてはなかなか変わってこないという状況だと

認識しております。

今後目標として立てるときにどうしていこうかというところなんですけれども、これは

本当に難しいと思っています。22 ページのところに書いています。５年間で各鉱山で起こ

す災害を１件以内にしてくださいとすると、全体の数が５年間トータルで 100 ぐらいにな

って、それを５で割ると年間では 20 件未満になります。今の災害の件数を減らしていく

目標としては、当面いい目標なのではないかと思います。ただし、これを本当に達成する

のは非常に難しいということで、実はこの後御説明します制度審査部会で御議論いただい

たいろいろな対応のやり方、考え方を少し変えてやっていきたいという話につながってく

るわけでございます。

今の災害の状況についての御説明は以上とさせていただきたいと思います。御質問がご

ざいましたら、よろしくお願いいたします。

○山冨会長

資料２－１に基づいて御説明をいただきましたけれども、この資料について何か御質問

ございますでしょうか。

○嘉村鉱山保安課長

よろしければ、この後の対応のところまで含めて、またそのときに前に戻って御質問を

いただいても結構ですので、続けて御説明をさせていただきます。
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資料２－２をごらんいただければと思います。制度審査部会では、今、言ったような現

状と、資料２－３で御説明します新たな対応についていくつか御意見をいただいたものを

まとめたものでございます。

資料２－３を説明しながら、資料２－２で言われているような指摘にも触れたいと思い

ます。

資料２－３でございます。

目標１、目標２というのは、先ほども先行的に出てきましたけれども、制度審査部会で

は安全レベルの目標として、鉱山の今の災害の実態を見ると、目標１として死亡災害、重

篤災害をなくす。重篤災害というのは回復不能な手がなくなるとか、足がなくなってしま

うということなんですが、そういう重篤災害をなくすというのが目標１です。指標として

は、各産業全体の強度率より下回るという意味で 0.16 未満。

目標２として、同じ鉱山で５年で複数の災害を起こさないという目標を立ててはどうか。

それを達成する指標としては、５年間の平均災害件数が 20 件未満ということでございま

す。

こうした目標を意識しつつ、各鉱山の「現場」、あとリスクマネジメント、マネジメン

トという考え方をとると、やはり会社ということをもう少し意識して考えていただきたい

という意味で「会社」とございます。それから、我々「行政」という３つの部門での取組

の在り方を１つの絵で、その後の資料に表現させていただいていますので、そちらを見て

いただきたいと思います。

３ページ目にあります別添１でございます。鉱山、会社、行政の３つの PDCA と書いて

あります。制度審査部会でリスクマネジメントを定着させていくためのそれぞれの役割、

構造を一覧できるようなものとして、３つの PDCA というものを提示させていただきまし

た。先ほどの資料２－２のところに書いてあるんですけれども、これ自身がわかりにくい

という御指摘をいただきましたので、２週間前にお出ししたものから少し変更を加えてお

ります。

全体を包括する目標として、先ほどの目標１、目標２を意識しながら、鉱山、会社、行

政でそれぞれ目標を立てる。鉱山と会社についてはそれぞれ置かれている環境とか会社の

状況、各現場の状況が違いますので、それぞれの目標を意識しつつも鉱山に合った目標を

立てていただいて、現場で行える PDCA をやっていただくという考え方。それを支える仕

組みとして、会社の管理部門の PDCA をやっていただければという考え方。それを全体と

してやりやすくする、サポートするために、行政として政策を実施するという位置づけで

PDCA をやっていく。

我々自身が画期的だと思っているんですが、我々自身が PDCA の C のチェックを制度

審査部会で今後も毎年受けて、政策の進め方や効果がどの程度あったのかという御説明を

我々自身が評価して説明させていただき、それが十分かどうかという御意見をいただくと

いうチェックを続けていきたいというのをここで表現しているということでございます。
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鉱山及び会社の PDCA について、具体的に何をやるんですか、今までやっていることと

何が違うんですかというところがわかりにくいと言われたので、部会では示せなかったん

ですけれども、その後に考えまして、このとおりやってくださいということではございま

せんが、会社や現場の状況が全然違うので、４ページに実施をしていくイメージを書かせ

ていただいております。

例えば鉱山部門ではどういうことをやっていただければいいのか。目標１、２というの

は意識していただきたいんですけれども、数は少ないんですが、過去５年間で災害が数回

ぐらい起こってしまっている鉱山もあれば、全く起こしていないというところもあるわけ

です。そういう状況によっては、ちょっとイメージが違うのではないかということで、あ

えて分けて書いております。

複数回事故を起こしているようなところは、最近の災害の傾向を見ますと、リスクマネ

ジメント云々以前の問題として、５年、10 年さかのぼればこういう災害が結構あったりす

るので、後ほど対策のところでも出てくるんですけれども、我々は水平展開とか、こうい

う災害があって、こういう原因でございましたという情報共有活動を行っています。水平

展開情報だとか、あるいは自分自身が過去に問題を起こしたこと、あるいは問題になりそ

うだったヒヤリ・ハットなどを含めてですけれども、そういう情報を基に自分自身のリス

クを特定して、それを労働者の間で周知徹底するという割と単純な話がまず大事なのでは

ないか。それで十分に取り組めなくて、意識レベルを高めるためにも、あるいはそういう

リスクをちゃんと意識して活動していくためには、やはり研修ということもやっていく必

要があるということが考えられる。

過去に全然事故が起きていないところというのはどうするのか。これがまさにリスクマ

ネジメントが一番得意とする分野で、起きてはいないけれども、リスクを発見して、事前

にその現場に合った対応で方策を実施するということを行っていただければということで

す。ただし、５年レビューのときにも、リスクマネジメントをどう実施していいかわから

ない、一応法令で決まっているので、現況調査をやって保安規程を決めてやっていること

にはなっているんですけれども、どういうふうに活動を続けていけばいいのかさっぱりわ

かりませんという鉱山もあると聞いています。

そういう方には、リスクマネジメントの専門家から直接指導を受けるという制度を活用

するとかそういうことがあってもいいし、言葉では書いていませんが、鉱山評価制度とい

うものをつくったら、鉱山評価制度というのは保安活動の見える化でございますので、見

える化の中で、評価の中で書いてある項目を参考にしていただいて、より高いレベルの、

自分がやっていることより少し上の対策をやってみるといった活動をしていただければい

いと思います。

特に中小鉱山の場合、そんなに一度にいろんなことはできませんということであれば、

死亡・重篤災害のリスクが高いと評価されたものから、毎年１つずつつぶしていきます。

今、災害が起きていないわけですから、１つずつ順番にやるぐらいでも構わないわけです。
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そうやってリスクを下げていくという活動を行うというのが鉱山の現場でやっていただき

たいことです。

だから、特別なことをやってもらうというよりは、目標を意識しながら、それぞれの現

場の状況に合ったことをやってください。それを計画どおりできたのかとか、現場で持っ

ておられる情報、ヒヤリ・ハット報告だとか、赤チン災害という言い方をしていますけれ

ども、３日未満、我々の報告に出てこないようなものも含めて情報を分析して、どうだっ

たのか。チェックをしていただいて、少しずつ進めていただければということでございま

す。

次に、会社の方をどういうふうにしましょうかということです。これはまたわかりにく

いという御指摘をいただいているんですけれども、適切な安全目標を徹底し達成する活動

を行える仕組みというところが一番大事なところでございます。仕組みを考えるというこ

とは、例えば管理部門では、人材だとか予算だとか機材の条件をどうするかということも

あるんですが、何よりも明確な目標を立てて、それを各鉱山の現場に当てはめたときにど

うなるかというのを管理部門でよく把握していただいて、そういうものをサポートするよ

うにやっていただきたいということでございます。そのための人事の異動ですとか、設備

の更新の問題だとか、研修をどのように計画的にやっていくとか、があるのではないかと

いうことで、事例で書いております。

ちょっと細かくなりますので、あまり詳しく御説明いたしませんが、我々が用意してい

ますようないろんな支援制度を使いながら、人材育成をするとか、本当に生産計画と一体

となった保安計画になっているかどうかを新しくつくる鉱山評価制度で分析してもらって

評価してもらうということがイメージでございます。これについては、我々自身も考え始

めてそんなに時間が経っておりませんので、皆様といろいろな意見のやりとりをしながら、

どういうふうにやっていった方がいいという、ここ自身の情報の共有化もしていきたいと

思っております。

それから、行政サイドではどういうことをやっていくかということですが、今回はわか

りやすいものとして、２つぐらいを特に強調して進めていきたいと思っています。

目標としては、先ほど言ったような鉱山及び会社の取組を高めるという方向でやるんで

すが、全般的にはこれから鉱山保安の取組を自主保安で、自ら民間の方が水準を高めると

いう感じでやって、我々自身としては、非常に効率的に保安行政をできる。

簡単にいいますと、そんなに多くの人数と手間をかけないで、同じ効果を得たい。それ

をやるためには、鉱山の場合は中小鉱山に着目せざるを得ない。大手の対応としてはいい

と思うんですが、ここには書いていませんけれども、特に会社としてはそんなに大きくな

くて、現場もそんなに大きくないという中小鉱山で実施可能なリスクマネジメントの定着

を図ることを目標にした場合、これから御説明するような政策が重点になってくるのでは

ないかということです。
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１つ目は鉱山評価制度です。これは鉱山自らがリスクを評価して、その対応についても

どこまでできているかというのを評価していってもらうという制度なんですが、これによ

って対応レベルをどんどん上の方に目指していってもらうというやり方が１つでございま

す。後ほど制度についてはもう一度御説明します。

もう一つは、リスクマネジメント保安指導員制度です。保安指導員制度いうのは、実は

既に各監督部が持っていて、指導員の要請があった場合には現場に送るという制度がある

んですが、それにリスクマネジメントの専門家に参加いただいて、実際にどういう抽出を

やって、こういうやり方をすればリスクマネジメントのやり方としてその鉱山に合ったや

り方になるのではないかという個別の指導をしてもらう。これをやることによって、いろ

んな先行事例ができて、それを共有することもできるのではないかということです。中小

鉱山の支援としてかなり手間暇がかかることなんですが、そういうこともやっていきたい。

この２点ぐらいを中心にやっていきたいと思っています。

更にはここに書いていますけれども、現場というよりは、我々は会社のＰＤＣＡの対応

状況を見ていくということが、リスクマネジメントが進んでいく中では自然だと思います。

現場のことは会社にお任せするという考え方からすると、そうなっていくのではないかと

いう意味では、会社のヒアリングをどうやっていくかということを考えるべきですし、こ

ういうふうに体系だって考えた３つの PDCA の考え方というのは、リスクマネジメントと

いうのもわかりにくいと言われて５年経って定着していないわけですけれども、こうやっ

てそれぞれの役割分担を考えながらやっていくという考え方を共有化してもらうことが大

事だと思っていまして、そのためのいろんな広報活動的なもの、研修などもやっていきた

いということでございます。

これが３つの PDCA のイメージでございまして、繰り返しになりますけれども、我々と

して今回強調してやりたいのは、別添２にあります鉱山評価制度でございます。５ページ

にございますけれども、ポイントはリスクマネジメントをうまく使いながら、自ら自主保

安をやってくださいということになっているんですが、これはなかなか進んでいかない。

自主性というのをどこまで追求するのかということと、ある意味運用を間違うと制約する

ことになるのではないかという意見も内部的にはありますが、そうならないように運用す

るということです。鉱山自らが評価する統一の制度にしよう、評価基準に鉱業権者や現場

の労働者を含む幅広い関係者の意見を反映しようということで、我々が一案を考え出した

のですが、それについて皆さんに御意見をいただいて、修正しながら、あるいはこれは１

回つくって終わりではなくて、少しずつ改定しながら、よりいい取組があれば、それは先

ほど言った自由度を担保するという意味で改定しながら運用していくのが大事ではないか

ということで、当然評価基準表は公表する。

鉱業権者が自らの鉱山についての保安レベルを確認して、それを維持・向上する動機と

なるようなつくり方にするという考え方でございます。評価の仕方は一応一案を考えたん

ですが、これで十分かどうか、我々もまだ自信があるわけではございません。とりあえず
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考えているのは、鉱山のリスクというものを評価して、それをマイナス評価でどういう重

みづけでやっていくのか。例えばここの事例で少し書いてありますけれども、残壁はどれ

ぐらいの高さのものがあるのかとか、石油貯蔵タンクはどういう規模のものがあるかとか、

高圧ガスの製造施設がどうあるか、坑内掘削のような現場がどういうふうにあるのか、あ

と火薬類の使用実態はどうなのかとか、さまざまなリスクがあって、規模別、施設件数別

に施設の有無などで評価点をつけていく。これはマイナスの評価になると思います。

それに対するリスク軽減措置というのをプラスの評価として位置づけて、各種技術基準

を設けているとか、現況調査の実施をどれぐらいの頻度でどういうやり方をしているのか

とか、あと規程類をどこまで整備しているのかとか、当然整備しただけではなくて、それ

を周知、教育というのはどういうふうにやっているのかということで、一定程度これぐら

いやるでしょうという相場観がわかれば、プラスマイナスが多分ゼロになるようにするん

だと思います。維持・向上を目指すということでゼロになっただけでは皆さんやる気が起

きないと思いますので、プラスにするにはどういう措置をやったらよりプラスになるか、

そういう軽減措置をより高いレベルで、信頼性のある形でやるような具体的な措置を明示

して、そういうことまでやっているところは、更にプラスにするとか、そういうことをつ

くっていこう。

あと、逆に災害が起きてしまうと、マイナスにさせていただかなければいけないので、

災害による損失日数などを基準にマイナス評価するということも必要ではないかと考えて

います。

これが大きな仕組み、評価表１と言っています。

更にこれはリスクマネジメントの仕組みなので、評価表２というものがあるのが特徴で

ございまして、評価表２というのは、会社のリスクマネジメントの仕組み、取組状況を評

価する。これはつくるのがなかなか大変だとは思っているんですが、例としては経営上の

位置づけ、改善、向上の仕組みについて、経営トップがどういう関与をしているのかとい

う何らかのメルクマールをつくって、そういうもので点数づけをしてみたり、あるいは資

材・人員・予算計画の策定状況とその達成率がどうかなどを評価していく仕組みができな

いかというのが評価表２でございます。

１と２が相まって鉱山の状況、リスクがどういう状況にあって、それがちゃんとクリア

されているかどうかということを評価していく。最終的にはこれはどこまで表現できるの

かということにかかっていて、基準の客観性、これは自分で評価をしてもらうので、評価

に迷うような書き方をしていてはいけないという点を課題として意識しております。

あと、評価結果の適切性の確認というのはどのようにやるんだ。自分でやってもらうん

ですけれども、その評価はちゃんとやっているということを何らかの形で確認しないとい

けない。最初のうちは、おそらく、今、監督検査をやっているので、そういう中でチェッ

クをしていくことも必要になると思うんですが、徐々にそういうものを減らしていきたい
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と思っています。どの程度まで減らせるのかとか、やり方をどうするのかというのはある

と思います。

本当に小規模の鉱山については、はっきり言うと、リスク項目もそんなになくて、そん

なに大きな予算もないし、人員もないので、措置もできることは限られていますというこ

とです。そうしますと、プラスマイナスをせず、せいぜいゼロになるぐらいまでしか、我々

はそんなことを表現されてもできないですというと、なかなかインセンティブにならない

ので、小規模鉱山の取扱いというのをどこまで意識して、この評価制度に反映できるのか

というのが課題だと思っております。

これは直接関係なんですけれども、危害防止の話です。ある種鉱害防止の問題を抱えて

いる現場というのが金属関係を中心にまだ残っておりますので、その辺の位置づけをしな

くていいかどうかというのは課題として意識しております。おそらくしなくていいとは思

っているんですが、ある意味でのリスクとしては持っているわけですから、その辺をどう

考えるかということで課題として意識しております。

これが今のところ考えている鉱山評価制度の内容でございます。

それから、リスクマネジメントの保安指導員制度はどんなものか。先ほど言いましたよ

うに、リスクマネジメントの専門家に現場に行ってもらって直接指導する、それに尽きて

いるんですけれども、これをやることによって何を期待しているのか。成果というところ

を見ていただきたいんですが、受けたところのリスクマネジメントのレベルがアップする

というのはいいんですけれども、それにとどまらず、我々サイドの監督官の監督検査指導

のスキルも上がるでしょうし、何よりも取組事例としていいものができ上がってくると、

そういうものを横展開できる。そういうことも考えられるということで、中小規模の鉱山

の取組をどうやればいいのかわからないというのが課題になっておるわけですから、そう

いうことをアクティブに働きかけて、むしろ事例をつくっていって共有していくところま

でやりたいというのが、保安指導員制度の意識でございます。

それが主な内容でございまして、資料２－３の最初のページは、今、御説明しました。

２ページ目ですけれども、その他５年レビューで施策として挙げておりましたものとい

うのは、全体の体系の中あるいは今後の進め方としてどんな感じで、今、考えているのか

ということで、幾つか主なものを挙げて書いております。

５年レビューにときに、リスクマネジメントマニュアルみたいな、どういうやり方をす

るのかを紙にした方がいいのではないか、という議論をしたと思うんですけれども、それ

についてはマニュアル的なものというよりは、先ほど言ったようないい取組の情報共有的

なものになっていくのではないかという意識を持っています。先ほどの保安指導員制度な

どで得られた情報を基に、労働者向け、管理者向けの冊子をつくっていくという方向で変

えていこうと思っています。

次の水平展開ですが、今、災害事例等の水平展開というのをやっているんですけれども、

これについても少し改善をしていこう。これはリスクマネジメントというよりは、自分の
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ところに同じようなものがあったら、同じようなことを起こさないように参考にしてもら

うというのが一番初歩的な考え方です。全く同じ現場というのはなくて、似たようなこと

をやっているんだけれども、自分のところはちょっと違うというときに、自分のリスクを

よく検討するための材料として使ってもらうという側面もあるんですが、そういう意味で

使いやすいものにしていかなければいけないということで、別添４のところに改善点を書

いています。

大分長くなっていますので、これは簡単に御説明しますけれども、もともといろんな鉱

山での取組をサポートしていくためにやっていたんですが、水平展開 A というのは、御案

内のように電子メールなどで素早く、実際に発生して１週間ぐらいで初歩的な情報をお送

りしています。

概要のところに書いてありますが、水平展開 B という原因とか対策の情報を加えたもの

というのは、共有が十分にされていないという問題があったという御指摘があったんです

が、これについては既に改善を図ってきておりまして、翌々月の 10 日ごろをめどに各監

督部が所管の鉱山の災害についてホームページに載せていくということを徹底しようとい

うことになっております。

実は四国支部の方で既に全国のものをデータベース化、整理してくれているものがござ

います。横の方に※で書いておりますけれども、御活用いただければと考えております。

このように、使い勝手をよくしていくということを、今、考えているという御紹介でご

ざいます。

２ページ目に戻っていただいて、次の民間団体が実施する作業監督者資格講習制度の創

設ですけれども、作業監督者の資格というのは一般法でいいということになっているんで

すが、なかなか一般法の資格取得が進まないので大変だという話があって、基本的にはや

っていただくしかないという結論だったんですが、一部抗廃水処理しか続けていない鉱山

などについては、普通の公害防止管理者みたいな資格というのは明らかにトゥー・マッチ

だという御指摘がありました。今、日本鉱業協会の中で検討委員会がつくられて検討が進

んでいて、ほぼ終わっていると聞いておりまして、試験的な運用を今年度から２年程度で

行って、よさそうだということであれば、新たな民間の方で指導されている作業監督者、

休廃止鉱山の抗廃水処理については資格として法令的にも位置づけをするという流れにつ

なげていこうという動きをしております。

次の保安管理マスター制度というのは、国家資格の鉱山保安技術者の資格がなくなった

ことに伴って、何かメルクマールになるような資格をつくれないですか、ということに対

して、国家資格を復活してほしいという御意見も根強くあったんですが、そういう時代で

もないし、そういう考え方をとれないとすると、民間でどのようにやったら、やっていた

だけるのかというのを我々として少し整理してみましたというのが別添５でございます。

これについては仮称でございまして、たくさん書いてあるので簡単にいうと、既存のい

ろんな研修とか講習制度などがございます。そういうものを、例えば裏面の短冊に実施機
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関とか資格の種類などが書いてあるんですが、これを見ていただければ、何を意味してい

るかということがわかる人はわかると思います。

このような既存のものをうまく組み合わせてやることによって、それを点数化して、あ

る種協議会みたいなものをつくってもらって、そこで認定をして、いくつかのランクがあ

っても構わないんですけれども、ある一定以上のものを保安管理マスター制度と言うとか、

あるいは保安管理マスターと言うまでもなくて、例えば鉱山技術者としてこれぐらいのこ

とをやっている人は立派な人として社内的にも処遇しようという話としてやっていただい

てもいいですし、この辺は民間の方でニーズに合わせて、名称も含めて、どのようにやっ

ていただいてもいいんですが、保安に限らない話も混ぜていただいて、うまく運用してい

ただくのが、今の鉱山業界の実態として合っているのではないかということでございます。

是非そういう発想で検討してもらいたいということで、鉱業労働災害防止協会の方で勉

強するということになっておりまして、そこで委員会が開かれます。そういう場で議論さ

れる内容については、検討が進みましたら、皆様方にフィードバックしたいと思っており

ます。

これが保安管理マスター制度でございます。

２ページ目の最後ですけれども、リスクマネジメントやヒューマンエラー防止も含めた

保安教育に関するガイドラインの策定とございますが、実はあまり進んでいません。ガイ

ドラインの骨子案というのはつくったんです。それもお示ししたつもりなんですが、私ど

ものお願いの仕方が十分ではなかったのかもしれませんが、各業界ごとのガイドラインの

作成というところにはあまり至っていないと認識しています。

ただ、これからでもガイドライン的なものをつくっていただけると、保安教育というも

のも鉱業権者が自由にやっていいということになっていますので、例えば石灰石なら石灰

石鉱業協会ではこういうものを教育のメニューとしてやるべきではないかということをま

とめていただいて、全体の教育レベルの向上に使っていただければと考えております。

以上が資料２－３までの御説明でございまして、制度審査部会で御議論いただいた検討

の状況でございます。

政策的なところは、我々がいただいた御意見の結果等を基に具体化させまして、試行的

な実施に移って、来年の今ごろに試行が進んでいるものがどれぐらいあるかというのは、

特に鉱山保安制度というのは時間がかかるとは思うんですけれども、でき次第やり、それ

が先ほどの３つの PDCA の中で、制度審査部会でどういうチェックが行われたかというこ

とをまたこの協議会で報告するという形になっていくと考えております。そういうことで

御理解いただき、御示唆、御意見をいただければと思います。

ありがとうございました。

○山冨会長

ありがとうございました。
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要はこの１年間、昨年の中央鉱山保安協議会の後、制度審査部会を中心にして検討され

た新しい仕組みを議論してきたんですが、そういったことについて、せっかくですので、

今日この場で皆様の御意見をお伺いして、今後のものに役立てたいという趣旨でございま

す。ということで、御意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

御質問でも結構です。ちょっと長くなってわかりにくかったかと思います。

○山冨会長

一応鉱山災害についての２つの目標を設定したといいますか、整理したというか、抽出

して、それに対して現場のレベルあるいは会社のレベル、鉱山保安行政のレベルでそれぞ

れ目標に対する PDCA のサイクルの具体的な姿を提案いたしまして、それを特に行政サイ

ドから実現化するために、鉱山評価制度とかリスクマネジメント、保安指導員制度といっ

たものも今後考えていきたいということなんですが、皆様の現場の方からこういった内容

が足りないのではないかとか、ちょっと誤解があるのではないかとか、そういった意見を

お出しいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○奈良委員

労働者代表の立場からいえば、労働者の安全が守られるということが一番ではあります

が、いまほど説明された内容については、１企業または１鉱山という視点から気になると

ころがあります。

例えば管理部門の PDCA を見た場合、おそらく大手鉱山または大手企業においては、こ

ういったことは既に行われているのではないかと思っております。この案を検討された際

に、そうした現状を分析されて、それとの整合性を取られているのでしょうか。仮に来年

の今ごろにある程度試行するとなれば、各企業において、それに合わせて現行の PDCA の

中身を変えたりといったことが必要となり、やり方によっては企業にとっては二度手間も

起こり得ると思うのですが、そういったことは試行のスケジュールも含めてどう考えてい

るのでしょうか。

もう一点は、国際的な基準に合わせればいいというものではないとは思いますが、例え

ば石油の鉱山であれば HSE といったものがあり、そうした国際的な基準との整合を図っ

たり、比較をされた上で、いまほど説明のあった評価基準や PDCA を検討をされたのでし

ょうか、またはこれからされていくのでしょうか。

この２点について御確認させていただきたいと思います。

○嘉村鉱山保安課長

簡単にわかりやすく言うと、今やっておられることはそのままやっていだたければと思

っております。それはなぜかというと、それぞれが持っておられる意識、方向性というの

はそれぞれあっていいと思うんです。そういう中で、私どもが２つの目標を見たときに、

要因としてつけ加えたり、見直すところがないかぐらいは勿論考えていただきたいんです

けれども、基本的にその現場、その会社でやっておられるやり方はそれぞれやっていただ
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いて、どちらかというと我々自身、行政の PDCA のところを今後はきちっと評価を受けな

がら、我々が変えていかなくてはいけないという意識が強いというのがこの説明のみそで

ございます。

特に大手を中心に行われているやり方、取組というのは、実際は鉱山だけではなくて、

鉱山保安法の適用にならない事業所も多く抱えながらやっておられる産業の実態もあると

思っておりますし、そういうところであれば、当然一般法で言われているものとか、先ほ

どおっしゃいました規格の話とか、新しくリスクマネジメントの規格も今度できたという

話もありますし、各社の取組レベルというのは差があっていいと思います。ただ、我々と

しては、行政の目標のところに書いていますように、中小鉱山でも実施可能なリスクマネ

ジメントの定着なので、どちらかというと、やりたいんだけれども、あまりできていない

んですというところに新しい施策で働きかけをして、今までできなかったところに、でき

る範囲で PDCA 的なものをやっていただくという意識は持っています。大手で今までしっ

かりやっておられて、これまでやられたやり方があるところに、それを変えてくださいと

いうようなことではないです。目標を意識していただければありがたいぐらいの感じです。

私も就任してすぐのころにトップヒアリングのようななものをやらせていただいたんで

すけれども、特に大手はかなり細かくやっておられます。既にヒヤリ・ハット報告とか、

災害報告をしなくていいところまで含めてやっていたり、傾向などもすごく細かく分析し

ておられるところもあったと記憶しておりますので、それでは十分でないとか、口幅った

いことを言うつもりは全くありません。どちらかというと、中小鉱山を中心に取組がなか

なか進まないところを念頭に、我々がそういうところに働きかけて、全体として鉱山の災

害状況に改善傾向が見られるようになったかどうかというのを皆様方に御批判いただくよ

うな仕組みをとっていきますので、よろしくお願いしますと言っているということでござ

います。その辺がなかなか伝わりにくいし、制度審査部会でもわかりにくいと言われた原

因はまさにおっしゃったようなことで、どういう整合性があるのかという感じがしたんだ

と思います。

この中では、当然そういういろんなやり方があるということを前提に書いているという

ことで、鉱山保安法はかなり民間の自主的取組でやっていくという考え方で、考え方とし

ては一般法以上に自由度を与えている法律の考え方になっていると自負しておりますので、

一般法の事業所も含めて、いろんな取組のやり方を織り込みながら、独自にやっていただ

ければということでございます。

それでお答えとしてよろしいでしょうか。

○奈良委員

はい。

○山冨会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。
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○風間委員

ありがとうございます。

本質のところとちょっと外れるかもしれないんですけれども、私は水質の専門家という

立場でお話させていただきたいと思います。鉱山保安評価制度の御説明の中にもあったよ

うに、この後、集積場のこともありますように、やはり鉱害、下流への水質についてもリ

スクとして取り上げるということもきちんと加えておいていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

そうなんですけれども、実は鉱山の目標との関係でそれをどう位置づけるかというのが

難しいと思っていまして、鉱山そのものが持つリスクとしては、委員がおっしゃるとおり、

リスクが現に存在していて大問題ですし、それを対応策としてこの後の研究会などでも議

論しますし、引き続き対応していかなければいけないと思うんですけれども、鉱山評価制

度の目的の中に主要に位置づけられるということは難しいと思っています。そのリスクを

評価することによって、危害的なところにも及んでくるような要素があるのであれば位置

づけないといけなということで、本来は区別した方がいいと今のところは思っていますけ

れども、御指摘を踏まえてよく考えてみたいと思います。

○風間委員

よろしくお願いします。

○山冨会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

○森本委員

石灰石鉱業協会です。

今の御説明の中の鉱山評価制度ですが、これは全鉱山に何らかの形で義務づけられるの

か。その場合、どういう法律に基づいて、特に評価表２あるいは会社としてのリスクマネ

ジメントの仕組みを自ら評価しなさいということになると、鉱山保安法の現況調査をして

保安規程に書いてそれを実施するということからいくと、先ほどの管理部門との絡みが出

てくると思うんですけれども、どこまで強制的に行われるのかという気がします。先ほど

の３つの PDCA の中でもそうなんですが、会社の管理部門での PDCA について、鉱山保

安法の適用というんでしょうか、監督官の指導の中で保安規程に書けとか、そういう指導

が今後されていくのか。鉱山保安法の適用と今回の管理部門の取組に対して、どう理解す

ればいいのかがわかりにくいので、よろしくお願いします。

○嘉村鉱山保安課長

ありがとうございます。

これは強制するつもりは、今のところございません。将来にわたってどういう位置づけ

にするかというのは、まだたたき台もつくっていない段階なので言えないんですけれども、
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私のイメージでは、保安規程の中に自らの判断で鉱山評価制度を使って年に１回ぐらい評

価をするというのを書き込んでもらって、続けていただければというイメージを持ってい

ますが、それを強制するつもりはないんです。

それだと情報がそろわないので、分布表などをつくれなくなって大変ではないかという

のがあるんですけれども、私が今まで皆様方といろいろお付き合いして議論させていただ

いた感じだと、我々がこうやって御提示して、中身がそれなりに使えるものになっていれ

ばという前提ですけれども、なっていたら、いろいろやってくれるのではないかと期待し

ていますし、将来的には鉱山評価制度あるいは表彰みたいなものとリンクさせようという

考えも持っていますので、むしろインセンティブの方で使っていただけるように工夫する

のが筋ではないかと思っています。

それでもうまくいかないときに、何らかの規定に書いた方がいいのではないかという意

見はあるかもしれないと思っています。それは民間さんというよりは、うちの内部的な意

見としておそらくあるのではないかと思っているんですが、そういうふうにはしたくない

し、中身として使えるものになっていればいいのでないかというのが１点です。

それから、鉱山の現場を見るのは鉱山保安法でいいんだけれども、会社のマネジメント

のところは鉱山と違うことをやっている会社もあるし、おかしいのではないかというのは

ごもっともだと思います。これはあくまで鉱山の現場の会社のマネジメントの仕組みが効

果的に発揮できているかを評価する考え方にしたいと思います。中身の項目とか、どうい

うふうに評価するかというのは、そこまで考えを十分に整理していないのでお示ししてい

ないんですけれども、考え方としては、鉱山の中でマネジメントの支えというのが効果的

に発揮されているかという項目を評価するやり方で評価をしていきたいと思っていますの

で、会社の管理部門自身を評価するという意味ではないととらえていただければと思いま

す。

いずれにしても、ちゃんと使ってもらえるような中身になるかどうかが一番大事でござ

いまして、そうなるようにまずは努力をして、まさに皆さんに御意見をいただいて中身を

セットしていきますので、こういうやり方をうちはやっているんだけれども、これが参考

になるのではないかみたいなことを言っていただければ、どんどんいい内容になっていく

のではないかと思っております。問題はそれをどうランクづけして、点数の配分にしてい

くのかということだと思うんですが、そういうことも含めて皆様と御相談しながらやって

いきたい。石灰石についていえば、当然石灰石鉱業協会に御相談することになると思いま

すので、是非よろしくお願いいたします。

○山冨会長

ありがとうございました。

○後藤委員

目標のところでコメントしたいと思います。これは行政といいますか、保安院としての

目標だと思います。会社としてはとにかく災害をなくすといいますか、それこそ赤チン災
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害でもカウントして、これもなくそうとしているわけなんですけれども、そういう意味で、

目標２の５年で複数の災害を起こさないというのは、本来であれば複数が付いていたら１

回ならいいのかという話になるわけですから、ここは段階的に変えていかれると思います。

当面はこれでやられるんだと思うんですけれども、よくなってくれば、それこそ起こさな

いということになればよろしいと思いますが、企業としてはとにかく無災害で頑張るとい

うことは当然のことなので、これは行政の目標として理解しますし、当然見直して更に高

いレベルを目標とされるんだと思っております。コメントです。

○嘉村鉱山保安課長

全くおっしゃるとおりでございまして、今、我々も第 11 次の災害防止計画というのが

あるんです。これとの関係はどうなんだという御意見が部会でもあったんですけれども、

その計画には撲滅と書いてあるんです。既にそれとずれているのではないかという御意見

もあって、第 12 次で整合性をとりたいとは思っていますが、撲滅と今まで言っていたの

に、引き上げたみたいなことはおかしいのではないかというのは初期的な意見としてはあ

りました。

ただ、現実問題として、この頻度のこのレベルまできている中で、なかなか下がってい

くのは難しい中で、方向性を打ち出すのにこういうものも１つ必要ではないか。新しい試

みということで御理解いただければということで、各会社、各鉱山は当然災害なしを目指

していただければと思いますし、その中で特に重点を入れるときに死亡・重篤災害はやめ

てほしいとか、そういうメッセージが伝わった方がいいのではないかということで、あえ

て置いているというイメージでございます。

○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でしょうか。

こういった形で、施行後５年間のレビューあるいはフォローアップに基づいて提案をさ

せていただきました。こういったことをこれから実体化していくということなんですが、

そのときには今日のこの場に限らず、いろんな機会を通じまして、御意見をいただければ

と願っております。よろしくお願いいたします。

それでは、２番目の議題に移らせていただきます。報告事項です。「（２）集積場管理

対策研究会（仮称）について」ということで、こちらについ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

それでは、資料３をごらんください。表と裏になっておりますけれども、まず表の方で

ございます。

鉱山の集積場、堆積場という言い方もしたりするんですけれども、有価物を抽出した後

に残る不要物を集積している集積場というものがございまして、これには一応省令の技術

指針というものがあって、集積場の設置変更の届出も義務づけられている状況でございま

す。
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このことをよく御存じの方には御理解いただいていると思うんですけれども、これまで

の集積場の問題というのは、鉱山が終わった後でもある種のリスクを抱えているものであ

るということは意識しておったんですが、先の震災で一部の鉱山の集積場で集積物の一部

が流出するということが起きたというのが背景にございます。これはかなり大規模なもの

であったというのが１点と、おそらく原因が液状化であっただろうと言われております。

基準を以前改定したのは昭和 57 年なんですけれども、そのとき以来、そういった現象で

流出したというのは起きていなかったんですが、今回の地震が今までにないものであった

ということも勿論あると思うんですが、今後もそうした地震が起きないということではな

いという議論が、今、盛んに行われている中で、やはり改めて集積場について、今までの

ような基準に基づく措置で十分かどうかということについて点検が必要ではないかという

ことでございます。

たくさんの鉱山で流出が起きたというよりは、一部の鉱山です。流出が起きたのは２か

所ぐらいで、あとはひび割れなどがあるんですけれども、ただ、起きていないところでも

ある種地震の震動、揺れ方とか時間とか揺れ幅などによって液状化というのは違うと言わ

れていますし、そういうことを考えれば、起きたところ、起きていないところにかかわら

ず、集積場についての点検、リスクのあるようなロケーション、場所というのをある程度

念頭に置きながら検討しないといけないのではないかということでございます。

このために研究会を設けたいと思っています。集積場管理対策研究会（仮称）でござい

ますけれども、そこで実態を把握して、流出が起きたところについてはその原因も確認さ

せていただきますし、最終的にそうなるかどうかわかりませんが、技術指針の見直しある

いはそれは必要ないけれども、別な方法で対応できるのかということも含めて、有識者に

集まっていただいて検討していきたいということでございます。

メンバーとかどういう構成でやるかということについては、まだ完全に関係者の間で調

整ができておりませんので、具体的にどういう専門家の方にするかということは書いてお

りませんけれども、当然のことながら液状化の専門家の方に入っていただく、あるいは鉱

山の集積場に詳しい専門の方に入っていただくということを念頭に置いております。

裏のところに、期間について今のところの案を書いています。予算がどうなるかわから

ないんですけれども、予算が十分に確保できればボーリング関係の調査もやりたいと思っ

ていまして、そういうことを念頭に年度内に進めていきたいということになっていますが、

おそらく調査をやっていく中で、年度内には少し難しいかもしれないという思いも持って

います。最低１年間ぐらいはかかるというイメージですし、前に改定した昭和 57 年のと

きはどうだったかというと、実際にそのきっかけになった事故は４年ぐらい前に起きてい

るんです。伊豆の鉱山だったんですけれども、53 年ぐらいに起きていて、57 年までかか

っている経緯もあります。さすがにそこまでかけるつもりはないんですが、少し慎重に考

えていかないといけないし、ある種集積場を管理されている関係の会社の方々から見ると、

何がしかの追加的な対応、負担という問題もありますし、どういうふうにやっていただく
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べきか。あと、それを管理している人がいないような集積場もあって、休廃止鉱山の場合、

当然必要な予算を我々が手当して、例えば自治体にやっていただく必要が出てくるかもし

れないということもあります。

そうしたことも考えると、かなりきっちりした取組を求められる可能性がありますので、

検討する段階で現状及び対応について整理をしていきたいということで、検討を急いでい

るわけではないんですけれども、これを機に半年、１年ぐらいをかけて集中的に検討を進

めたいということでございます。

御意見等がございましたら、いただきたいと思います。

○山冨会長

後藤さん、どうぞ。

○後藤委員

私どもの集積場は気仙沼にもあるんですけれども、これが今回の地震で流出して、対策

といいますか、流れた部分は既に全部撤去といいますか元に戻していますが、液状化をし

たのではないかと推測されております。

研究会をつくられるということですけれども、我々のデータとか解析などはすべて御報

告するつもりでありますし、大いにそのデータを参考にして、研究会の方でいろいろとも

んでいただければと思います。全面的に協力をしたいと思います。

ただ、対策というのはどうしても必要でございますので、この研究会の結果如何にかか

わらず、作業としてはどんどん進めていかないといけないと思っております。その点につ

いても、鉱山保安課あるいはこの研究会で説明せよということであればいたしますし、協

力をしたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○山冨会長

ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問はございますか。

○阿部委員

我々の休廃止鉱山でもこれはかなりショックなことで、既に会社全体のリスクマネジメ

ントの１つとして大きく取り上げて、スタートしております。是非これを早目にやってい

ただいて、どのような方向にすれば一番いいのか、あるいは想定をどのようにもっていく

のかとか、この辺を早く教えてもらえたらいいと思っています。あるいは我々もそれなり

に早くやっていこうと思っていますので、是非よろしくお願いします。

○山冨会長

ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

今、御意見もいただきましたけれども、震災の後を受けて、こういった研究会を設ける

ということで、その後も事務局を中心によろしくお願いしたいと思います。

○嘉村鉱山保安課長
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御意見をいただきましたので、なるべく急ぎたいと思いますけれども、研究会で検討し

た結果、指針を見直すということになれば、当然この協議会の下の制度審査部会などにか

けて、あるいは協議会に御報告してという手続が必要になります。皆様方にもきちっとし

た結果を報告することになると思いますので、よろしくお願いいたします。

○山冨会長

それでは、続きまして「（３）休廃止鉱山鉱害防止対策研究会について」ということで、

こちらも事務局より御報告をお願いいたします。

○嘉村鉱山保安課長

休廃止鉱山鉱害防止対策研究会でございますが、これは金属鉱業等鉱害対策特別措置法

という法律に基づく基本方針というもので、今、第４次基本方針というのが実施されてい

るんですけれども、これが 10 年間の方針で、平成 24 年度で終了します。どうしてもそれ

までに休廃止鉱山鉱害対策が終わらないもの、続いているものがあるということで、次の

基本方針に移行するに当たって、各休廃止鉱山の現状を評価して、対応策について関係者

の間で率直な意見交換をしようということで始めております。

山冨先生にも座長になっていただいて、この中の委員の何人かの方にも御参加いただき

ながら、検討を進めて、中間とりまとめで方向性を出して、今、ブロック会議ということ

で、各ブロックごとに順次鉱山の評価を一つひとつやらせていただいているという状況で

ございます。これまでやった実績がここに書いてありますけれども、あと数回残っており

まして、夏から秋の初めぐらいまでに一応一通りは終わる予定でございます。

その結果を踏まえて、義務者が存在しないものについては地方自治体の方、義務者が存

在するものについては、その関係の会社の方とかあるいは資源環境センターという処理を

実行している団体もございますので、そういうところと調整を進めて、次の基本方針での

それぞれの鉱山の位置づけを決めていきたいと考えておりまして、平成 24 度中に次期基

本方針を策定して、最終的に告示をする。平成 25 年３月というのが最終目標でございま

す。

今のが進捗状況の御報告でございまして、これについても全体がまとまりましたら、こ

の協議会に御報告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、御意見、御質問等はございますでしょうか。

それでは、次の報告事項です。「（４）鉱害防止積立金の支払利息の改定について」御

説明をお願いします。

○嘉村鉱山保安課長

資料５をごらんいただければと思います。

鉱害防止積立金というのは鉱山がまだ生きている段階で鉱害防止費用を出していただい

て、JOGMEC に積み立てることが義務づけられているという制度がございます。これは
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積み立てていただいて、いざ鉱害防止工事をやるときには必要なものはすべて出すわけで

すけれども、その間、積み立ててあるものに利息がつく。利息をつけて、過大な負担をか

けないようにお返ししなさいという制度になっております。

その利率ですが、平成 18 年３月に改定した 0.8％という数字が、最近の運用実態からす

ると少し低いレベルで、積立金の準備金がたまってきているので、過大な負担をかけない

ようにという趣旨に従って実態に合わせていって、積み上がっているものをお支払するた

めの利息ということで、0.8 を 1.0 に改定したいということでございます。そういう改定

を本年 10 月１日に予定しております。

鉱山保安法の省令改正だと討議事項になるんですが、特措法の省令改正の場合は御報告

でいいということになっていますので、御報告させていただきます。

○山冨会長

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。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、次の報告事項です。「（５）石炭じん肺訴訟の状況について」ということで、

こちらも御説明をお願いいたします。

○清水石炭保安室長

石炭保安室長の清水でございます。

資料６の「石炭じん肺訴訟の状況について」という資料に基づきまして、訴訟の現状に

ついて御報告させていただきます。

じん肺は、石炭、鉱山以外にもさまざまなところで発生しておるわけですけれども、特

に石炭のじん肺、炭鉱で働いていた方のじん肺につきましては、じん肺の発生についても

基本的には事業者の方、使用者の方の責任の部分というのが一義的にあるわけなんですが、

石炭につきましては、他の金属鉱山、一般産業に比べまして、昭和 35 年から昭和 61 年の

間、国の規制が十分ではなかったということが一連の訴訟の中で確定いたしまして、平成

16 年４月の最高裁判決で国、当時の通産省でございますけれども、石炭鉱山における保安

規制権限の不行使は違法であったということで、企業にも責任はあるけれども、国の規制

権限の不行使という国の責任もあるという結論が出たところでございます。

この最高裁判決に基づきまして、平成 16 年 12 月以降、私どもは訴訟を提起された患者

の皆様と訴訟上の和解の手続を進めさせていただいております。まず平成 16 年に北海道

のじん肺の方で 70 名の方と和解、現在も札幌地方裁判所、福岡地方裁判所で和解協議を

させていただいておりますけれども、昨年は 113 名の方、今年度は約 150 名の方と和解を

させていただくべく手続を進めております。

和解の要件といたしましては、昭和 35 年４月から昭和 61 年 11 月までの間、これは私

どもの規制自身が適切ではなかったという期間でございますけれども、その間に日本の国

内の炭鉱の坑内で就労されていた方、じん肺が進行して療養が必要である方、訴訟に必ず

付いてまわる話でございますが、提訴された時期が損害賠償請求権の期間内である、時効
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にかかっていないこと、この３つの要件を確認させていただきながら、極力速やかに対象

となる方と和解をさせていただくという方針で進めております。

一番下のところでございますけれども、今年５月 20 日、直近の和解でございますが、

そこまでで原告の患者さんの数は 1,487 名の方と和解等が成立しておりまして、現在まで

に私どもとして約 125 億円の和解金をお支払しております。

現時点で今後和解をさせていただきたいという方は 341 名残っておりますけれども、こ

れにつきましては、先ほど申し上げた要件を訴訟の手続の中で確認させていただきながら、

進めてまいりたいと思っております。

また、昨年、今年にかけましても、新たにじん肺で療養が必要になる方というのは、い

まだに出続けておりまして、年間 100 名程度の方が新たに提訴をされるという状況でござ

います。この状況はしばらく続くのではないかと思っておりますが、私どもとしては、要

件に合致する方とは極力早く和解をさせていただきたいという方向で進めております。

以上でございます。

○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いて、御質問、御意見等がありましたら、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。

それでは、最後の報告事項になりますけれども「（６）鉱業法改正の概要について」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７をごらんいただきたいと思います。「鉱業法の一部を改正する等の法律案の概要」

ということで、本来これは資源エネルギー庁が所管しているものですので、私が説明する

のも変なんですけれども、御紹介ということです。既に関係する団体などに対する個別の

説明会などは行われていますので、そこでお聞きになっている方もいらっしゃるかもしれ

ませんけれども、簡単に御説明いたします。

今、衆議院を通過して、参議院の審議待ちになっております。今日ちょうど会期末とい

うことで、会期が延長される方向だと聞いておりますけれども、延長されれば速やかに参

議院の審議が行われて、今のところ具体的にこうではないといけないという反対の立場を

とっておられる党はないとお伺いしていますので、そのまま通るのではないかと言われて

おります。そういう状態ではありますけれども、提出されて衆議院を通っている法律案の

概要ということで御説明させていただきたいと思います。

御案内のように、鉱業法は昭和 25 年以来改正はなかったんですけれども、前からある

問題なんですが、手をつけないといけないということがあって、３点ぐらい今回問題が発

生しているという認識で整理をしております。

１点目は、出願者に対して技術的な能力を求める規定がなくて、開発主体が適切に鉱業

を行うということが担保できていないということで、資源政策上適切でない主体の鉱区設
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定出願、つまり設定だけされて、実際に鉱業が行われないようなものが多数存在するとい

う問題でございます。

更には世界的にあまり例がないやり方で、先に出願した者が優先して鉱区を取得する制

度、先願主義になっているということで、今、御説明したような開発意欲がない者に対す

る実態を伴わない申請が行われているという状況が続いています。

３番目が特に昨今の情勢で出てきている問題なんですが、資源探査規制というものが存

在しないものですから、我が国周辺海域などでは未知数の資源探査活動が行われて、外国

船による事例も多数存在しているという状況が起きております。領海及び排他的経済水域

において行われているという状況がございます。

こういう状況を踏まえて、国内資源を適正に維持・管理して、合理的な資源開発に結び

付けるような体系を構築するという目的で今回の法律改正ということで、かなり基本的な

法律改正でございます。

内容についてはここで説明するより、３ページに簡単に書いてあるんですけれども、先

の３つの課題に対して、それぞれ対応策を打ち出しておりまして「措置事項の概要」と書

いてあります。

出願者に対する技術的能力等の要件の導入というのを勿論やっていこうということでご

ざいます。それが１点目です。

それから、先願主義についてですが、石油等の重要鉱物については先願によらないで、

鉱区を設定して適切に審査をしていく。特に海洋の有力な資源と言われているメタンハイ

ドレードとかコバルトリッチクラスト、海底熱水鉱床を意識しているわけですけれども、

そういうものに含まれていると言われている重要鉱物、我が国の輸入が非常に多いような

鉱物については、鉱区を設定し、適切に審査をしていくというやり方に変えていくという

ことでございます。

資源探査に対しては許可制度というものを設けるということでございまして、許可がな

くて探査を勝手に行うことができないようで、許可要件を設けるということでございます。

これが主な内容でございます。

資料の中には出てこないんですけれども、鉱山保安法との関係はどうなのかということ

について簡単に申し上げますと、実質的な影響はそんなに大きくないと思っております。

この中では表現できていませんが、今回、許可する者が経済産業局長から経済産業大臣に

なることに伴って、経産局長から監督部長に対して保安面については協議をするという規

定があったんですが、それがテクニカルに経済産業大臣になることで、経済産業大臣は監

督部長の上司なので、協議をすることはないということでございます。協議という書き方

が変わるということなんですが、実際には手続の受付は経産局で行うことになる予定だと

聞いておりますし、実質的にそういうことについては、協議をしながら進めるということ

には変わりはないということを聞いております。ただ、規定上は許可する者が変わること

によるテクニカルな変更があるということでございます。
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あと、探査のところで探査規制が入って、鉱業権者でない人が探査する場合は探査規定

によって認可が必要になるというのが追加されるんですが、鉱業権者の人であっても探査

する場合は勿論要るわけなんですが、鉱区が設定されている場合は、審査の段階で探査と

いうのが改めてクローズアップされたことによって、探査に伴う保安の問題も考えられる

場合には、そういうものについての措置が規制として概念上考えられるんですが、実態上

はそういう問題がそんなに多くあるとは認識しておりませんので、実態上の対応は変わら

ないのではないか。テクニカルにはそういうものが今後入り込んでくるということです。

今までは試掘以降の保安のことを考えていればよかったんですが、今後は探査部分が鉱業

権者の場合は対象になるということを考えると、そこの対応が必要になってくるというこ

とがございます。

紙に基づかない説明があって申し訳ありません。

最後に衆議院の附帯決議があります。特段我々が意識しないといけない保安環境面の話

は書かれておりません。あくまで我が国資源を合理的に開発していくに当たって、きっち

りした管理を行うべしという観点で、衆議院ではこのような附帯決議がなされているとい

うことでございます。

簡単でございますけれども、以上でございます。

○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いて、御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしゅうご

ざいますでしょうか。

これで一応議題にあるものは終わっておりますが、まだ資料が残っておりますね。

○嘉村鉱山保安課長

資料を付けておりますが、御説明はいたしません。見ていただければよろしいかと思い

ます。予算と昨年度の表彰の資料を付けさせていただいています。資料８と資料９でござ

います。今日これを説明するのは省かせていただきます。もし御質問があれば受けたいと

思います。

○山冨会長

何かございますでしょうか。

最後の資料にございますように、昨年、在原委員と名古屋委員が保安功労賞として表彰

されておられます。引き続きよろしくお願いいたします。

全体を通じまして、何か質問あるいは御意見等がありましたら、お出しいただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

○大関委員

１点だけお願いです。

今回の大震災と福島の原発事故を契機として、原子力安全行政の経産省からの分離、独

立が方向づけとしてあって、政府としてそうなるんだろうという認識なわけですが、我々
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が関与している鉱山保安行政の組織がどうなるかといった点については、何となく透明感

がないといいますか、我々としては引き続き経産省に存続するように働きかけをした方が

いいのか、放っておいても大丈夫なのか、その辺りについて、この協議会の問題ではない

と思うんですが、述べておきたいと思います。

基本的に海洋の資源も含めてなんですけれども、鉱業法と鉱山保安法というのは密接不

可分といいますか、ある種原子炉等規制法と電事法との関係とは違う運用がなされている

し、そういう実態にあるということを政治家も含めてきちんと認識していただかないと、

原子力安全・保安院丸ごと分離だと言われて行きどころがないということにならないよう

に、我々世論というのか、声を届けていかなくてはならないと思っておりますので、それ

だけ申し上げておきたいと思います。

○嘉村鉱山保安課長

すみません。コメントできる状況にはなくて、我々は当事者でございます。

１点申し上げれば、我々は鉱山保安だけではなくて、産業保安全体の関係があるんです

けれども、それについて議論が全くされていない状況でございます。何かここで御報告で

きるような検討の状況とか、あるいは進み具合があるということでは全くございませんの

で、そういう状況だということだけ、今、申し上げておきます。

審議官の方から何かありましたら、お願いします。

○櫻田審議官

今、嘉村課長がお話されたことに尽きるんですけれども、御指摘いただいた原子力安全

行政、安全規制の主体をどうするかという問題については、今、原子力安全・保安院が行

っている部分を経済産業省から切り離すという議論でありまして、原子力安全・保安院と

言われておりますが、議論されているのは原子力安全規制の問題ということで理解してい

ただいて間違えないと思います。

そのときに、嘉村課長からもお話があった鉱山保安だけではなくて、今、電気、ガス、

高圧ガス、こういったところの規制行政を原子力安全・保安院がやっていますけれども、

これをどういうふうに組織的に取り扱うのかというところについては白紙だと思っており

まして、これをどこで議論するのかということすらまだ確定していないということだと思

います。そこはそれぞれの法律の執行をどこがやるべきかということも含めて、これから

議論されることだと思いますので、その場でさまざまな方々、関係者の方々にも御意見を

聞きながら進めていくことになるんだろうと思っております。

○山冨会長

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。

ございませんようでしたら、本日の「中央鉱山保安協議会」はこれで閉会とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。
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５．問い合わせ先

原子力安全・保安院 鉱山保安課

電話：03-3501-1870 
FAX：03-3501-6565 

 


