
中央鉱山保安協議会 議事録

１．日時

平成２４年３月２３日（金）１３：００～１４：１１

２．場所

経済産業省別館１１階１１２０会議室

３．出席者

（学識経験者）

山冨委員（会長）、在原委員、榎本委員、金子委員、小出委員、田中委員、名古屋委

員、藤田委員、吉本委員

（鉱業権者代表）

池田委員、上川委員、大関委員、川口委員、後藤委員、戸髙委員、福島委員、森本

委員、荻野委員（山田代理）、中島委員（江口代理）

（鉱山労働者代表）

井坂委員、川原委員、久我委員、小島委員、坂上委員、奈良委員、弥久末委員、冨

田委員（齋藤代理）

４．議事

【審議事項】

（１）鉱山保安法施行規則等の一部改正について

①水質汚濁防止法の改正に伴う地下水汚染防止規定の適用について

②坑内ガソリン車の使用に係る規制緩和について

【報告事項】

（１）最近の災害状況について（平成２３年速報）

（２）平成２４年度鉱山保安関係予算について

（３）平成２３年度全国鉱山保安表彰について

（４）平成２４年度の組織改正の内容について

○谷本企画班長

定刻になりましたので、只今より「中央鉱山保安協議会」を開会させていただきます。

なお、戸髙委員と名古屋委員は遅れてくると御連絡をいただいております。

本日は、お足元の悪い中、御出席いただきまして厚く御礼申し上げます。事務局の鉱山

保安課、谷本でございます。

初めに、お手元の配付資料を確認させていただきます。お手元には資料と委員の委嘱状



があるかと思いますが、資料の方を御確認させていただきます。資料のクリップを外して

いただけますでしょうか。

最初に、表紙に議事次第がございまして、めくっていただきますと配席図がございます。

もう１枚めくっていただきますと、本日の協議会の配付資料一覧になってございますので、

この資料一覧に基づきまして確認させていただきます。

１枚めくっていただきますと、資料１－１として協議会の委員名簿、１－２として会長

の互選についてというのが１枚ずつございます。

次に、資料２－１として、審議事項の省令改正の１件目の資料がございまして、➀～➂

と３つの枝番が付されております。➂につきましては、右側の上にホチキスで綴られてお

りますので、御注意をお願いいたします。

続きまして、資料２－２として、本日２件目の審議事項の案件の資料が、これも枝番➀

～➂が付されてございます。同じく➂は右上綴じになっておりますので、御注意ください

ませ。

次の資料３から報告事項になっております。資料３、資料４、資料５、最後に資料６が

１枚紙でございます。

以上が、本日の資料でございます。よろしいでしょうか。もし、乱丁、落丁等がござい

ましたら、適宜事務局までお知らせ願います。

続きまして、中央鉱山保安協議会の委員の皆様方の任期ですが、この２月に到来いたし

ましたので、新たに任命させていただきました。お手元の方に任命辞令がございますかと

思います。資料１－１に委員の皆様方の名前を列挙しておりますので、御確認をお願いい

たします。

前回より引き続きまして委員の就任をお願いしておりましたが、所属先の関係等により

まして４名の方が新しく就任されておりますので、本日御紹介させていただきたいと思い

ます。

学識経験者を代表する委員の産業技術総合研究所、田中敦子委員です。

鉱業権者を代表する委員の住友金属鉱山株式会社、川口幸男委員です。

鉱山労働者を代表する委員の関東天然瓦斯開発労働組合、久我直人委員です。

同じく、日鉄鉱業職員組合、冨田裕朗委員ですが、冨田委員は本日都合により御欠席で、

齋藤様が代理で出席されております。

続きまして、委員の御出欠の状況でございます。本日は、学識経験者の委員の風間委員、

鉱山労働代表者の委員の沖中委員、嶋田委員の３名が所用により欠席されております。

また、鉱業権者代表の委員の荻野委員の代理といたしまして山田様、同じく鉱業権者代

表の委員の中島委員の代理といたしまして江口様が出席されております。また、先ほど御

紹介いたしましたように、冨田委員の代理として齋藤様が御出席いただいております。

したがいまして、定足数でございますが、協議会委員 30 名中、代理の方も含めまして

27 名の方が出席されております。更に、学識経験者の委員、鉱業権者を代表する委員、及



び鉱山労働者を代表する委員の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、本日の協議会は成立しておりますこと

を御報告させていただきます。

また、事務局も前回６月より異動がありましたので、御紹介させていただきます。産業

保安担当審議官に根井、鉱山保安課長に岡部がそれぞれ着任しております。

では、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」をごらん願います。鉱山保安法第 56 条

第 1 項の規定により、会長は学識経験者を代表する委員のうちから互選により選出してい

ただきます。

会長の御推薦はどなたかございますでしょうか。大関委員、お願いします。

○大関委員

この分野に御経験と知見が豊富な山冨先生にお願いしてはどうかと思います。

○谷本企画班長

ありがとうございます。それ以外にございませんでしょうか。

山冨委員の御推薦がありましたが、如何でございますでしょうか。

（「異議なし」と声あり）

○谷本企画班長

「異議なし」というお声がございましたので、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。お手数ですが、山冨委員、会長席の方へ御移動をお

願いいたします。

（山冨委員、会長席へ移動）

○谷本企画班長

それでは、山冨会長、議事の進行のほどよろしくお願いいたします。

○山冨会長

これから会長を務めさせていただきます。ふつつかなところはあるかと思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。

また、皆様からの貴重な御意見をどんどん出していただきたいと思っておりますので、

議事進行の方にもご協力よろしくお願いいたします。

早速ではございますけれども、議事次第の４番目、原子力安全・保安院産業保安担当審

議官、根井様からのごあいさつをお願いいたします。

○根井審議官

原子力安全・保安院で産業保安担当の審議官を昨年の８月から拝命しております根井で

ございます。中央鉱山保安協議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

本日は、山冨会長初め委員の皆様方、御多忙の中、また足元の悪い中、御出席をいただ

きまして、誠にありがとうございます。また、日ごろから私どもの鉱山保安行政に関しま

して、御指導、御尽力を賜り、この場を借りまして改めて厚く御礼を申し上げます。



昨年３月 11 日に発生いたしました東日本大震災から１年と少しが経過いたしました。

国民の安全・安心への関心といったものが、これまで以上に高まった１年でもございます。

我々保安安全規制を担当する者といたしましても、改めて国民の皆様方が安心、安全に生

活でき、産業が発展し続けられるよう、日ごろからの取組みの重要性を再認識したところ

でもございます。

さて、本中央鉱山保安協議会につきましては、昨年末に書面審議をさせていただきまし

たが、会議自体は、先ほど事務局からも御紹介しましたが、昨年の６月の開催から９か月

ぶりということになります。

本日は、先ほど配付資料のところでも簡単に御紹介しましたけれども、地下水汚染の未

然防止に関する規制の導入、及び坑内でのガソリン車の使用制限の緩和等に関する規則改

正、以上２件、御審議をお願い申し上げることとしております。

また、鉱山保安行政に関する近況についても、この場を借りまして御報告させていただ

きますので、是非とも忌憚のない御意見をいただきますようお願い申し上げます。

また、既に御高承のこととは存じますけれども、私ども原子力安全・保安院は来年度の

しかるべきタイミングで廃止をさせていただきまして、組織改正を予定しております。原

子力安全規制の部分につきましては、環境省の下に設立する予定にしております原子力規

制庁の方に移管をさせていただきますが、私どもが担っております産業保安につきまして

は、引き続き経済産業省の下で、製品安全などを見ております商務情報政策局の商務流通

グループの中に統合させていただいて、安全規制をその面からは一元的に見させていただ

くようにしてございます。

組織の形態が多少変わりますが、安全規制に携わる行政機関として、私どもの仕事その

ものは継続性、重要性は変わりないということでございますので、職員一人ひとり、国民

の安全を確保するという高い使命感を引き続き持ちながら、今後も皆様の期待を反映した

鉱山保安行政に取り組んでまいる所存でございます。引き続き、御指導の程、よろしくお

願い申し上げます。

以上、簡単ではございますが、私のあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお

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、議事に進ませていただきます。本日は、お手元の資料にございますように、

審議事項は２件、報告事項は４件ということになっております。

それでは、審議事項のうちの「鉱山保安法施行規則等の一部改正について」ですが、ま

ずそのうちの「水質汚濁防止法の改正に伴う地下水汚染防止規定の適用について」という

ことについて審議をさせていただきます。

それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

○橋場金属鉱業等鉱害対策官



鉱山保安課の橋場でございます。まず、お手元の資料２－１－➀と②と➂の関係を御説

明させていただきます。

鉱山保安法施行規則の一部改正ということでございまして、内容といたしましては、水

質汚濁防止法の地下水汚染の未然防止規定というものが今般改正されまして、それに伴う

鉱山保安法省令の改正というものでございます。

１．の「改正の趣旨」をご覧頂きたいのですが、昨今、工場や事業所から有害物質、例

えば六価クロムですとかトリクロロエチレンといったものが設備の老朽化等に伴い漏洩し

て、地下水を汚染するというような事象が発生したのを受けて、環境省の方で昨年の６月

に水質汚濁防止法を改正いたしまして、地下水汚染の未然防止策に関する改正を行いまし

た。その法律が今年の６月１日から施行されることになっております。

今回の水濁法の改正の概要ですが、これまで有害物質を扱う特定施設というものがあっ

たのですけれども、新たに、有害物質を蓄えておくようなタンクである有害物質貯蔵指定

施設を届出対象施設にして届出を義務付けるといったことや、有害物質を扱っているよう

な特定施設について、地下浸透防止のための材質とか強度等の構造基準を定めまして、そ

れを遵守する義務が今回規定されております。

有害物質を含む水の地下浸透に対する規制というものは既に水濁法の中に盛り込まれ

ているのですけれども、今回は未然防止ということで、有害物質が地下に漏れないような

未然防止に対する規制というものになります。

これに該当する鉱山保安法上の施設というものにつきましては、例えば坑廃水の処理施

設でございます。有害物質の定義ですけれども、これは水質汚濁防止法の施行令に則りま

して 26 品目というものが定まっておりまして、例えば鉱山関係でいえばカドミウムとか、

鉛とか、ヒ素といった重金属類が該当するわけでございます。更に、製錬場の坑廃水処理

施設も対象となってまいりまして、水濁法上の例えば非鉄金属製造業の還元槽ですとか、

電解施設といったものが対象になってまいります。

これまで、鉱山保安法の環境規制というものは水濁法の準用という形で、一般の環境規

制と調和をとった形で規制を行ってきておりまして、今回のこの地下水汚染の未然防止規

制につきましても、改正された水濁法を踏まえて、同等の規制を行うことによって、鉱山

関係につきましては鉱山保安法の方で主体的に見ていくということで、それに合わせた改

正をする予定にしております。

それで、具体的な内容につきまして、２．の「改正の概要」のところに記載しておりま

す。新旧対照表というのが資料２－１－➂に書いてございまして、これを説明するような

形でここでは記載しております。

まず、（１）といたしましては、ここは鉱山保安法の施行規則の第 19 条のところに、「坑

水又は廃水の処理」という項目がございまして、いろいろな規制が書いてあるんですけれ

ども、この中に新たに今回の地下水汚染未然防止に関する規定ということで、改正された

水濁法の 12 条の４というところに書いてあるんですけれども、これを準用するような形



で、水濁法で定める地下浸透防止のための構造ですとか、設備や使用の方法に関する基準

を準用する形をとっております。具体的には、構造基準ということで、設備が例えば有害

物が漏洩しないようなコンクリート製、浸透を防止できるような強度を持ったものとか、

そういった構造基準が要求されるものであります。

それから、（２）ですけれども、こちらは今般新しく、これまで有害物質を扱う特定施

設というものは届出対象となっていたのですけれども、有害物質の貯蔵タンクみたいなも

のは水質汚濁防止法の届出対象になっておらず、こういった貯蔵タンクも漏れないような

構造基準が要求されるということで、こういったものを「有害物質貯蔵指定施設」という

名前をつけて、水濁法上、届出対象になりました。

鉱山保安法の方でも、当然こういった有害物質の貯蔵タンクというのは届出対象にこれ

までなっておりませんので、これもやはり同じように鉱山保安法施行規則において、有害

物質の貯蔵指定施設というものを新たに届出対象施設として加えております。

更に、製錬場の坑廃水処理施設につきましては、鉱山保安法では坑廃水処理施設のみが

届出対象となっているのですけれども、一方で、水濁法では坑廃水処理施設ではなくて、

上流側の汚水発生施設の方が水濁法上の特定施設という定義になっておりまして、そちら

の構造基準が求められるということでありますので、鉱山保安法の方でも汚水発生施設の

方も届出対象を追加して、構造基準のチェックを行うということにしております。平成 16
年に鉱山保安法が改正されまして、それ以前はこういった汚水の発生施設も届出対象にな

っていましたので、そういう意味では、鉱山保安法を 16 年の改正前のような形で、汚水
発生施設につきましても併せて届け出ていただくというような形にしております。

それから、（３）からは今回の地下水の関係とは別なものであるのですけれども、今回

の省令改正に合わせて行う改正ということで、これまで届出の行われているものについて、

届出者の氏名とか住所が変更になった場合や、届出者の地位を承継するような場合に、そ

の変更届というものが実は鉱山保安法では義務づけられていなかった。一方で、水濁法と

か大気汚染防止法といった環境法令ではそういう義務付けがされているということで、そ

こは整合性をとるために、鉱山保安法においても、氏名とか住所等の変更ですとか、地位

の承継といったものも届け出ていただくような形に改正しております。

（４）につきましては、これは鉱山保安法の施行規則とは別にもう１本、鉱山保安法関

係の省令としまして、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令というものがござ

いまして、ここでは鉱山保安に関する技術基準関係をまとめて省令で定めているというも

のであります。今回の地下水汚染の構造基準もまさしくその技術基準に相当するものでご

ざいますので、先ほどの（１）の施行規則 19 条の改正と同じ文章の内容をこの技術基準
省令でも盛り込むといった改正を行う予定であります。

３．の今後のスケジュールですけれども、今年の６月１日の水濁法の施行に合わせてこ

ちらの省令も施行したいということで、これに合わせて今後、来月中旬までには省内の法

令担当への協議、その後パブリックコメントを 1 か月ほど取りまして、６月１日より早い



段階に改正の省令公布を行いたいと考えております。

あと、資料２－１－②にポンチ絵がございますが、上の絵と下の絵があるんですけれど

も、上の方が特にこれは休廃止鉱山を前提とした絵になっておりますけれども、坑廃水処

理施設の規制対象範囲ということで、今回規制対象になってくるのは赤い点線で囲んだ部

分ですね。具体的な設備としては、原水槽ですとか、中和槽とか、あとシックナーみたい

な固液分離槽、それから沈澱池といったものがあると思うんですけれども、こういったと

ころが構造基準が適用になってくるということでございます。

それから、下の絵は、一般的な工場、製錬場なども該当すると思うんですけれども、一

般的な工場での今回の規制対象の範囲という絵でございます。これは水濁法上の絵になっ

ておりまして、廃水処理施設というのは一番右側の排水処理という黒い絵で書いたところ

ですけれども、水濁法上の特定施設というのはその前の左側の汚水の発生施設が特定施設

になっておりまして、そこを中心としまして、それらに接続されるような配管ですとか、

その手前の原材料等の貯蔵タンクといったものが規制の対象になるという考え方でありま

す。

最後に、既設の施設の適用をどう考えるかというところですけれども、既に設置されて

いる設備につきましては、今回改正される水濁法上では施行（平成２４年６月１日）後３

年間はこの基準が適用されないということが附則に書かれております。鉱山保安法の方で

も同じような考えで運用したいと考えておりまして、３年後以降はではどうするのかとい

うことになるのですけれども、施行後３年後につきましても、現在、水濁法では新しく例

えばコンクリート製のものにつくり直していただくというようなことまでは求めていなく

て、３年後についても、点検等をすることによって一応可能にするというような形になっ

ておりますので、鉱山保安法の施行規則の方につきましても、同じように点検によって既

設のものについてつくり直していただくというようなことは考えておりません。

簡単ではございますが、以上で説明を終わります。

○山冨会長

ありがとうございました。ただいま御説明をいただきました改正の趣旨、及び改正の概

要について、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。

○大関委員

日本鉱業協会の大関です。今日来る前に、環境省のホームページに改正水質汚濁防止法

のことについてちょっと予習してきたので、何とかわかったかなという気がいたしますが、

環境省の方は全国的に説明会を十数回行って、なおかつ構造基準と点検管理のマニュアル

をつくって、それを説明していただいている。これ自体は、マニュアルの検討会には私ど

もの委員会のメンバーも入っていますので、恐らく坑廃水処理の関係についてもこのマニ

ュアルが有効ではないかなと思っていますし、説明会にも環境省は出ていただいています

ので、鉱山保安法の整合性で同じ時期になるということについては、このマニュアルも十

分活用できるというふうに認識してよろしいのかどうか、その点だけを確認したいと思い



ます。

○橋場金属鉱業等鉱害対策官

環境省が今作成を進めておりますマニュアルにつきましては、委員御指摘のように、鉱

業協会の環境部会の方が委員に参加されて作成されたということで、鉱山関係に関する記

述も盛り込まれております。

私どもの方でも、このマニュアルとは別に、今回の省令より下のレベルになります内規

で、技術指針とか措置事例といったものがございますので、その中でこの環境省のマニュ

アルの特に鉱山関係の記載に沿ったものを記載して、わかりやすいものにしていくつもり

でおります。

以上です。

○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。ございませんでしょうか。

ありがとうございました。今、御回答にあったような趣旨でございますので、よろしく

お願いしたいと思います。

それでは、次の議事に移らせていただきます。鉱山保安法施行規則等の一部改正につい

て、そのうちの坑内ガソリン車の使用にかかわる規制緩和についてです。これにつきまし

ても、事務局から御説明をお願いいたします。

○村田監督班長

鉱山保安課の村田と申します。よろしくお願いします。

それでは、資料２－２－➀～➂ということで説明させていただきます。鉱山の坑内での

ガソリン車の使用制限に係る規制緩和等についてということでございます。

まず、坑内でのガソリン車使用規制の背景でございます。現在、鉱山の坑内で使用する

自動車はディーゼル車に限定されておりまして、ガソリン車の使用はできません。実は、

この規制は昭和 51 年に導入されたものでありまして、当時、鉱山機械ですとか大型トラ

ックなどの自動車が坑内で利用されるとともに、それがどんどん大型化、拡大していった

という状況がございました。そこで、坑内火災、排ガスによるガス中毒を予防するために、

坑内で使用できる内燃機関をディーゼル機関に限定するということが昭和 51 年に行われ

ました。

ディーゼル機関というものは、エンジンの燃焼室の構造上、燃焼効率が高く完全燃焼し

まして、一酸化炭素の発生量がほとんどないのですけれども、一方のガソリン機関につき

ましては、エンジンの燃焼室の構造上、燃焼効率が低くて、不完全燃焼による一酸化炭素

の発生が多いということがございます。また、ガソリンは気化しやすくて、爆発下限界も

1.1％で非常に爆発しやすいという状況がございます。軽油は漏れても気化しにくいという

ことと比べると、ガソリンの方は性状として少し危険だなという状況がございました。

この規制につきまして検討しまして、その結果について２．のところで整理させていた

だいております。近年、市販されるディーゼル車の車種が減少するということで、現在の



この制限に対しまして、平成 21 年ですけれども、規制緩和要望というものがなされまし

た。この規制内容につきまして、改めて規制導入時からの状況の変化などを踏まえまして

検討を行いました。

その結果、排ガスによる一酸化炭素中毒、それから坑内火災の危険を排除する措置が講

じられるということを前提にすれば、坑内でのガソリン車の使用を緩和するということが

可能ではないかということで、下のような所要の改正を整理してみました。

まず、改正内容ですけれども、一つの項目としまして、排ガスによる一酸化炭素中毒事

故の防止対策というのがまず１つ挙げられます。次のページには、坑内火災の防止対策と

いうことで整理させてもらっております。いずれも、最初の項目で○で示したところが既

存の規則で規定されているものでございます。その後に、それに加えてより安全対策とい

うことで、今回新たに規定させていただくというような整理をさせていただきます。

一酸化炭素の中毒事故の防止対策ですけれども、現在、坑内の通気につきましては、鉱

山保安法施行規則などで次のように規定されております。１つは、「鉱業権者は、坑内にお

いて一酸化炭素の含有率を 0.01％（100ppm）未満とするための措置を講ずること」とい

うことが規則で決められております。それから、「鉱業権者は、鉱山労働者が作業し、又は

通行する坑内の空気の酸素含有量は 19％以上とし、炭酸ガス含有率は１％以下とするこ

と」という通気の条件も決まっております。更に、「車両系鉱山機械又は自動車の作業箇所

又は運転箇所においては、毎分、同一通気系統内で同時に運転する車両系鉱山機械又は自

動車の内燃機関の定格出力合計に１kw 当たり３㎥乗じた値以上の通気量を確保する」と

いう形で、これは規則に基づいた措置事例という内規になるんですけれども、規定されて

ございます。

これは現在の通気、それから一酸化炭素のガスの処理という観点の規制でございますけ

れども、これが措置されれば、排ガスによる一酸化炭素中毒の災害は起こりがたいという

ふうに考えるんですけれども、自動車の技術基準といたしまして次の要件を加えまして、

より安全サイドの対策を講じるというふうに考えてございます。

２ページ目の頭のところにございますけれども、➀としまして、現在、国交省が平成 15
年９月 26 日付で定めました平成 17 年排出ガス基準、いわゆる新長期規制というものがご

ざいますが、これに適合するガソリンを燃料とする乗用車であることということを規定し

たいと考えております。

実は、ガソリンの排ガス基準につきましては、昭和 48 年、26g／㎞という値でございま

した。現在、平成 17 年、1.15g／㎞。これは型式当たりの平均値ということでございます

けれども、技術的な進歩もございまして格段に厳しい基準が設定されております。測定方

法が異なるため、単純な比較はできないのですけれども、ディーゼル乗用車の現在の平成

17 年規制値と比べても遜色ないレベルまでになっているということが、現在のガソリンを

燃料とする乗用車の規制値の状況でございます。これを規定したいと考えております。

当然、燃料がガソリンになりますので、適切な燃料油という規定がございますが、それ



につきましては自動車ガソリンの規格に適合しているということも規定したいと考えてお

ります。

次に、もう一つ大きな柱としまして、坑内火災の防止対策というものがございます。ま

ず、既存の規定でございますけれども、自動車、坑道、こういった構造につきまして、現

在、技術基準省令というもので次のような規定がなされております。１つは、「自動車の機

関部及び吸排気系統に対して作動する有害ガスの発生の少ない消火装置が、運転席から容

易に操作できること」という規定がございます。更に、「自動車が常時走行する坑道は、天

盤、側壁又は障害物との間は、接触による災害を防止するための必要な距離を有している」

という規定もございます。また、「坑道の走行の用に供する部分の幅は、自動車の走行上安

全な幅であること」という規定もございます。更に、「自動車の運転の安全を確保するため、

道路標識、信号機、照明設備その他の必要な保安設備が適切に設けられている」、こういっ

た自動車、坑道に対する技術基準省令というのが既に規定されております。

これにつきましても、先ほどの CO 対策と同様に、更に追加対策として下に記載してお

ります。考え方としまして、まずガソリンはやはり揮発性が高くて引火しやすいと、先ほ

ど最初に述べましたけれども、そういった性質を有しているということがございますため、

坑内火災を防止する措置として次の要件を加えることで、ガソリンが漏洩するという危険

因子を減らしまして、より安全サイドの対策を講じることとしたいと考えております。

まず、考え方の１つ目としまして、道路運送車両法の保安基準に適合した車両である。

これは、特に衝突時の燃料漏れ防止対策という観点から、ガソリン車ということで、保安

基準の燃料装置につきましては規制強化がなされておりますので、やはりガソリンにつき

ましてはこういったものがきちんと基準を満たしているということが担保される必要があ

ると考えております。

２つ目としまして、あらかじめ計画した運行区域内の走行に限定しまして、その区域内

において、車両系鉱山機械又は自動車との接触を防止するための措置が講じられているこ

とということも新たに規定したいと思います。これは、車両系鉱山機械等との接触による

燃料の漏洩が危険がないように、あらかじめ特定した区域を走行させるという趣旨でござ

います。

３つ目としまして、ガソリン車の用途を人の運搬及び巡視に限定するという規定をした

いと思っております。これは、坑内にガソリン車が常時いるということは危険だというこ

とで、ガソリン車の用途を人の運搬、それから巡視に限定するということであれば、それ

ほど坑内に常時頻繁に行き来するという状況にはならないと考えまして、こういった規定

を設けようと考えてございます。その際、CO のところの追加措置、このページの➀のと

ころでも申し上げましたけれども、乗用車であることということを規定しようと考えてお

りますので、人の運搬、巡視に限定するということであれば、乗用車で十分ではないかと

いうふうに考えた次第でございます。

次に、④としまして、ガソリン車の坑内通行範囲における退避の手段の確保ということ



でございますけれども、基本的にガソリンの坑内火災というのは起きないようにするため

いろいろな措置をしてもらうわけですけれども、やはり万が一ということもきちんと措置

していただくということが必要ではないかと考えた次第でございます。そのため、坑内火

災による被害を防止するための措置ということで、避難の経路を確保するということも規

定したいと考えております。

最後に、坑内でのガソリンの給油を禁止するということも、やはりガソリンの性状とい

うものを考えたときに、こういった規定も必要ではないかというふうに考えております。

こういった形で、坑内でのガソリン車の使用ができるようにするわけですけれども、既

存の措置に加えまして新たな制限を加えますけれども、こういった形であればある程度ガ

ソリン車を導入することによるリスクが軽減されるということで、規制を緩和してもいい

のではないかと考えているところでございます。

３ページ目ですが、これはその他の改正案件ということで説明させていただきます。鉱

業上使用する工作物の技術基準を定める省令の技術指針というものがございます。それか

ら、鉱業権者が講ずべき措置事例、それから工事計画の記載事項、これはすべて内規です

けれども、現行の実態との整合性を図るための改正というものを一緒に行いたいと考えて

おります。

１つ目は、オフロード法の施行に伴う車両系鉱山機械の追加ということでございます。

これは、現在、技術指針におきまして、坑内で使用する車両系鉱山機械、これは排出ガス

が人に危害を及ぼさないような適切な濃度となるための措置というのが定められておりま

す。特定特殊自動車排出ガスの規制に関する法律、いわゆるオフロード法、ナンバーのな

い車ですね。オフロード法の改正によりまして、現在、粒子状物質の規制が坑内において

使用できるレベルとなりました。これは平成 22 年の改正でございます。ただ、適用時期

が 2011 年 10 月から一部改正されておりますけれども、いわゆる 2011 年基準という言い

方をしておりますけれども、これに適合する特定自動車を利用することができるような改

正を行うと。ちょっと現状より厳しい基準ではありますけれども、こういったものを利用

できるように技術指針を改正するという趣旨でございます。

それから、（２）、（３）がございますけれども、火薬の存置と一次存置の関係、これは措

置事例に書いてございます。それから、（３）、これは工事計画の記載事項の話ですけれど

も、掘削バージの居住施設に関する記載事項、この辺の表現ぶりが非常にわかりづらいと

いうことがございましたので、表現を適正化するという改正を今回の改正に合わせて行い

たいと考えてございます。

今後のスケジュールですけれども、先ほどの水濁法の関連と同様に、省内協議、パブリ

ックコメントを進めまして、そういった手続が終了しましたところで、省令の公布ととも

に同日施行ということを考えてございます。

資料２－２－②、これは今説明させていただきました坑内ガソリン車の規制に関するロ

ジックツリーということですけれども、今説明したとおり、CO 中毒防止対策、それから



坑内火災防止対策、大きな２つの柱に分かれてそれぞれこういった整理の仕方があるとい

うものでございます。既存の規制、それから新たな規制という形で表示して、少しわかり

やすいように整理したものでございます。

それから、➂の方は、➀で説明しました内容を施行規則、それから技術基準省令に落と

し込むと、おそらくこういう規定になるだろうということで現在考えたものでございます。

これにつきまして、今後省内手続等で変わってくる可能性はありますが、考え方としまし

ては、資料２－２－➀で今後新たに規定したいと考えたことを落とし込むような形になっ

てございます。

以上が、ガソリン車の関係の説明でございます。

○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、御質問、御意見等がございましたらお願いいた

します。

○田中委員

産総研の田中です。私はかつて坑内火災の退避を研究していたことがありまして、その

関係で少し思ったのですけれども、これは万が一の場合のための退避の手段を確保するこ

とを考慮されているのは大変いいことだと思います。

それで、今、拝見した資料では、退避が容易な経路等を確保するとありますけれども、

経路の物理的な経路のほかに、標識などを考慮いただくと、いざというときは人は普段見

ているものを参考にしますので、そこについても指導の中に入れていただければ、大変結

構なのではないかと思います。

以上です。

○山冨会長

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

○村田監督班長

ありがとうございます。実際に、いろいろな形での鉱山で自ら考え出したそういった対

策があると思いますけれども、今のようなお話があったということも伝えるような形にし

たいと思っております。ありがとうございます。

○山冨会長

ほかにいかがでしょうか。

○森本委員

石灰石鉱業協会の森本です。お礼とお願いを申し上げたいと思います。本件については、

規制の緩和の方向が示されたということで、我々協会としても非常に大きな前進と考えて

おります。今回、鉱山保安課による安全性の検証作業等、非常に努力をしていただきまし

た。敬意と感謝を申し上げたいと思います。

一方で、今回の説明の中で、規制緩和の範囲から、乗用車に限定、貨物車が除外されて



おります。今後、いろいろ運用実績等を蓄積した段階で、安全確保ができるという見通し

が得られれば、貨物車についても適用を除外していただきますようお願いしたいと思って

おります。

我々、石灰石鉱業協会では、本件に関して検討委員会を設け、安全指針案を作成して、

規制緩和を要望してきた経緯がございます。これからについても、当協会としては必要な

データの収集、あるいは安全評価などを自主的に行っていきたいと考えております。

今後、どういった観点で検討を進め、あるいはデータの収集をとっていくべきか、当局

の御指導をお願いしたいと思っております。

以上です。

○山冨会長

ありがとうございます。

○村田監督班長

貨物車については、我々も監督部などとのやりとりでいろいろ検討させていただいたの

ですけれども、今回、人の運搬、巡視、それから乗用車という形で限定をさせていただい

たんですけれども、やはり貨物車となりますと、どこまで認めていいのかというのはまだ

整理されていないという状況がございましたので、今回は人の運搬、巡視、それから乗用

車に限定するということであれば、リスクが減らせるのではないかということで整理させ

ていただいたところでございます。

今後、いろいろ検討していく中で、ここまでだったら大丈夫というような合理的な線が

出てきましたら、それはまた新たな改正という形にもなることもあるかと思います。その

辺は、我々も一緒に検討させていただければなと思っております。

以上です。

○山冨会長

ありがとうございました。よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。ございませ

んでしょうか。

では、ただいま御審議いただきました２件の規則等の改正につきましては、複数の委員

の方からの御意見なども踏まえまして、事務局からの説明があった内容に沿って、所定の

手続を進めるということに御了解いただきます。

なお、今後、事務的な調整によって軽微な変更がございました場合は、会長の私の方に

一任していただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

それでは、報告事項４件の方に進ませていただきます。報告事項１、最近の災害状況に

ついて、事務局から御説明をお願いいたします。

○谷本企画班長

それでは、お手元の資料３をご覧いただけますでしょうか。「鉱山における最近の災害の

状況」ということで、平成 23 年に発生しました鉱山の災害状況について御報告させてい



ただきます。

まず、１ページ目の（１）として、「鉱山数、鉱山労働者数及び災害率の推移」を記載さ

せていただいております。文中は 23 年度の数字を、括弧内は昨年 22 年度の数字と、増減

を記載しております。

まず、平成 23 年末における稼行鉱山数ですが、516 鉱山、昨年よりも 28 鉱山減少して

おります。鉱山労働者の方も１万 1,677 人ということで、一昨年、22 年よりも 172 名減

少というような状況になっております。23 年に発生しました災害件数も、一昨年より６件

少ない 31 件、罹災者数は３名少ない 28 人でございます。度数率も 0.11 下がりまして、

1.26 ということでございます。

下にあります図１は、稼行鉱山数と労働者数及び度数率の推移を示しております。鉱山

数、労働者数は右肩下がりになっております。

続きまして、２ページ目を開いていただけますでしょうか。先ほど報告しました罹災者

数 28 名の内訳を記載しております。内訳は、死亡１名、重傷 20 名、軽傷７名でございま

した。図２－１は、平成 14 年からの過去 10 年間の推移を示しております。これは、23
年のことではないのですが、少し残念な御報告がございます。昨日、3 月 22 日になります

が、24 年度の初めてということになります死亡災害が発生しております。１名の方が亡く

なられておりますことを、御報告させていただきます。

下の方の図２－２ですが、先ほどもありましたが、度数率の推移を示しております。こ

ちらの方は余り変化がないような形になっていると思います。

続きまして、３ページ目、ここからから災害発生状況の分析をさせていただいておりま

して、（１）としまして、災害の事由別の罹災者数の比率の推移を記載させていただいてお

ります。平成 14 年から過去 10 年間の状況を示してございます。事由によって色分けして

ございますが、なかなか関連づけて御説明するというのは難しいようですが、一番右側に

平成 23 年のデータが書いてございます。下から、墜落、転倒というような事由が書いて

ございますが、転倒、ピンク色で記載させていただいているところがやや増えているかと

いうところですが、転倒と墜落を合わせてみますと、同じような状況として見てとります

と、余り大きく変化はしていないというようになっております。あと、上の方の紫色と橙

色の運搬装置のためとかで、この辺が多少増えているかというような状況になっているか

と思っております。

続きまして、４ページ目は鉱山の規模別、鉱山労働者の数の別ですけれども、災害の発

生状況、発生比率の推移を過去 10 年にわたって記載させていただいております。橙色が

100 人以上の規模のところ、その下が 50 名以上 100 名未満というような色分けになって

ございます。これを見ますと、23 年、100 人以上の鉱山が 14％と大きく減少しておりま

す。これは、図４－２の 10 年間の類型の災害発生率とも比べていただきますと明らかな

ように、100 人以上の規模のところは大きく減っておりますが、この代わりに 10 名以下

の鉱山と 50 名以上 100 名以下の鉱山がやや増えているというような状況になっているか



と思います。

続きまして、５ページ目は年代別の罹災者数、実数の推移を記載してあります。これは

過去５年にさかのぼってございます。一番右側に平成 23 年の実数、被災された方の年代

別の数を記載しております。パーセンテージも記載させていただいております。これを見

ますと、平成 23 年は 30 代と 60 代が減少している一方で、40 代が増加しております。そ

れは図５－２に、過去５年間の類型のデータを示しているものですが、これとも比較して

いただきますと、40 代の方がかなり増えているというような状況になっておりまして、割

合としましては、40 代、50 代の方が罹災者の半数以上を占めているというところでござ

います。

ただし、これは母数との比較とか、そういった細かい分析は未だ行っておりませんが、

それにつきましては現在データをとりまして詳細分析しておりますので、次回の機会に改

めて御報告させていただきたいと思っております。

以上でございます。

○山冨会長

ありがとうございました。それでは、ただいま御説明のあった平成 23 年度の速報です

けれども、御説明について御質問とか、御意見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。

では、次の報告事項に進ませていただきます。平成 24 年度鉱山保安関連予算について

です。事務局からお願いいたします。

○谷本企画班長

資料４を見ていただけますでしょうか。資料４の１ページ目、下段にあります四角の中

に、平成 24 年の鉱山保安関係の予算、全体の額が記載されております。括弧内は今年度、

23 年度の当初予算でございます。24 年度の鉱山保安関係予算は、全体で見ますと、33 億

9,000 万円という状況になっております。単位は 100 万円単位で記載されております。

その内訳を見ますと、２ページ目以降に記載させていただいておりますが、休廃止鉱山

の鉱害防止対策工事が 21 億 2,000 万円というような内訳になっておりまして、その更に

内訳は、休廃止鉱山の鉱害防止等工事費補助金が大部分を占めており 20 億円です。あと

は、研究委託費とか技術開発費というもので構成されております。

続きまして、３ページ目には、Ⅱ．といたしまして石油・天然ガス鉱山の鉱害対策費用

が 8,900 万円という形で、23 年度と同額でついてございます。あと、その他という形で、

11 億 7,000 万円がありますが、この大部分は（１）に記載されておりますように、石炭じ

ん肺訴訟の和解金関係で約 10 億円というような形になってございます。

最後の４ページ目に全体の内訳が記載されておりますので、これで御確認いただきます

ようお願いいたします。

説明は以上でございます。

○山冨会長



ありがとうございました。平成 24 年度の鉱山保安関連の予算案の概要について御説明

いただきました。何か御質問、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、続いての報告事項、３番目、平成 23 年度全国鉱山保安表彰について、事務

局より御説明をお願いいたします。

○谷本企画班長

資料５になります。今年度、平成 23 年度の全国鉱山保安表彰の状況でございます。式

典の方は 10 月 20 日に行われております。表彰されました方は、２．に書いてございます

ように、鉱山の部で６鉱山、保安従事者の部で 24 名の方、保安功労・貢献者の部で２名

の方、特別功労・貢献者の方で１名という形になっておりまして、内訳の方は２ページ目

以降に書かれてございます。

まず、鉱山の部の６鉱山ですが、北海道の三美炭鉱を初めといたしまして、ご覧のよう

な鉱山になってございます。

保安従事者の部、24 名の方は、北海道で４名、東北で３名、関東で７名、中部で１名、

中国で３名、四国で３名、九州で３名、ご覧の表にある鉱山と受賞者の方か記載されてご

ざいます。

最後に、４ページ目を開いていただけますでしょうか。保安功労者の部でございまして、

北海道大学の金子先生、本協議会の委員をお願いしておりますが、金子先生が受賞されて

います。また、九州大学の松井先生が受賞されています。特別功労者という形で、リスク

マネジメントの関係で貢献いただきました小出先生です。本協議会の委員でございます小

出先生が、特別功労者という形で表彰されてございます。

以上でございます。

○山冨会長

ありがとうございました。金子先生、小出さん、引き続きよろしくお願いいたします。

何か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、資料６、平成 24 年度の組織改正の内

容について、まず事務局の方から御説明をお願いいたします。

○谷本企画班長

資料６になります。冒頭の審議官の挨拶の中で触れられておりましたが、平成 24 年度、

現在国会で法案が審議されておりますところですが、この審議が終わりましたらこのよう

な形になるように組織改正が行われております。原子力規制庁が環境庁に移設されまして、

原子力安全・保安院からは産業保安関係の５課２室がそのまま商務流通保安審議官のグル

ープに移設されるというような状況になってございます。

また、産業保安監督部につきましても、現在、保安院に設置されておりますが、こちら

の方は本省に地方支分部局という形で、産業保安監督部が設置されるというような形にな

っております。



あと、鉱山保安課につきましては、現在、保安課が所管しております火薬類の取締と一

緒にいたしまして、鉱山・火薬類監理官という名称に変わりまして、新たに体制を組み直

すというような状況になってございます。

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、御意見、御質問等がありました

らお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。いろいろ言いたい方がおられる

かもしれないですが如何でしょうか。

○岡部鉱山保安課長

今回の組織改正につきましては、原子力の一連の動きの中でこういう形になるというこ

とになったわけでございますけれども、鉱山保安の行政に関しましては、名称も若干変わ

りますし、所属する局も変わるというようなことがございますけれども、冒頭、審議官、

根井の方からも御説明させていただきましたけれども、我々としては引き続き同様の体制

で鉱山保安に取り組んでまいりたいと思いますので、是非御支援を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。ほかにございますでしょうか。あるいは、今日の全体を通じ

て何か御質問、コメント等がございましたらよろしくお願いいたします。予定しているス

ケジュールよりやや早めに進行しておりますけれども、特にございませんようでしたら、

最後に事務局からの御連絡をお願いしたいと思います。

○岡部鉱山保安課長

本日は、お忙しい中、皆様におかれましては御審議に御参加いただきまして、誠にあり

がとうございます。

協議会の今後の日程でございますけれども、本年は鉱山保安関係では若干いろいろなこ

とを決めていかなければいけないという年になっております。具体的に言いますと、鉱害

防止事業の実施にかかる基本方針、これは 10 年前に、正確には９年前に 10 年の期間で基

本方針を策定いたしておりますけれども、来年３月末までの期間の基本方針となっており

ます。したがいまして、その次の次期基本方針につきましてこの協議会で御審議をいただ

きたいというふうに考えておりまして、その諮問を次回させていただきたいと思います。

また、改正鉱山保安法の５年目のレビュー・フォローアップについても、進捗状況を報

告させていただきたいと考えております。

更に、昨年３月の東日本大震災で集積場の一部で集積物が流出するという事故が発生を

いたしました。この地震による被害発生を踏まえまして、現在、集積場管理対策研究会と

いう研究会を開催しております。こちらの研究会で、集積場にかかわります技術指針の見

直しについて検討を行っているところでございます。

また、今年、ちょうど今まさに行われているところでございますけれども、知多半島の



沖で試掘が開始されておりますメタンハイドレート開発につきましても、このメタンハイ

ドレート開発に当たっての保安技術の在り方について、検討会をつくって検討をいたして

おりますので、そちらの方も合わせて次回の協議会で御報告をさせていただきたいと考え

ておりまして、今のところ、７月ごろの開催を予定しております。日程の調整等は、後日、

事務局の方から御連絡をとらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○山冨会長

それでは、以上をもちまして、本日の中央鉱山保安協議会は閉会とさせていただきます。

皆様、どうもありがとうございました。

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 

 


