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中央鉱山保安協議会 議事録 

                            

１．日 時 

平成２５年１月２１日（月）１５：００～１６：４０ 

 

２．場 所 

経済産業省別館５２６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、田中委員、名古屋委員、藤田

委員、吉本委員、小出委員（小出代理） 

 （鉱業権者代表） 

石井委員、後根委員、久保委員、戸髙委員、蓮尾委員、松本委員、森本委員、池田

委員（佐藤代理、中島委員（山本代理））、吉田委員（広田代理） 

 （鉱山労働者代表） 

嵐委員、井坂委員、久我委員、坂上委員、冨田委員、弥久末委員、吉岡委員 

 

４．議題 

【審議事項】 

(1)鉱業労働災害防止計画（案）に係る意見聴取について 

(2)特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針（案）に係る意見聴取につい

て 

【報告事項】 

(1)産業保安行政の今後の取組について 

(2)集積場に係る技術指針の改正について 

(3)メタンハイドレート開発に係る鉱山保安技術検討会の中間とりまとめについて 

(4)平成２４年度全国鉱山保安表彰について 

(5)石炭じん肺訴訟の状況について 

 

 

○谷本課長補佐  それでは、定刻より少し早いようですが、委員の皆様方がお集まりに

なりましたので、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。 

 事務局の鉱山・火薬類監理官付の谷本でございます。本日は、ご多忙のところご出席を

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 会の冒頭ではございますが、本協議会の委員を一昨年の平成23年２月からお務めいただ

いておりました三井金属鉱業株式会社の上川満委員が、昨年12月４日にお亡くなりになら

れましたという悲しいご報告をさせていただきます。謹んで哀悼の意を表します。 

 続きまして、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。 



 - 2 - 

 お手元にありますクリップを外してご確認ください。１枚目は議事次第になっておりま

す。２枚目は座席表になっておりまして、３枚目に配付資料一覧がございますので、こち

らと合わせながらご確認ください。 

 資料１といたしまして、委員の名簿がついております。資料２－１から２－４まで４種

類、第12次鉱業労働災害防止計画の策定の関係の資料がついております。資料２－２は横

書きになっております。資料３－１から３－３、こちらは特定施設に係る鉱害防止事業の

実施に関する基本方針（案）に関する資料になっております。３種類ございます。資料３

－２は、右上とじになっておりますのでご注意願います。資料４、産業保安行政の今後の

取組みという１枚紙になっております。資料５－１、集積場に係る技術指針の改正につい

て、これは２種類ございます。５－１と５－２です。続きまして資料６、「メタンハイド

レート開発に係る鉱山保安技術検討会」の中間とりまとめについてという資料がついてお

ります。資料７として全国鉱山保安表彰について、１枚紙になっております。資料８、石

炭じん肺訴訟の状況について、これも１枚紙になっております。 

 以上になります。乱丁・落丁がございましたら、いつでも結構でございますので、事務

局までお知らせ願います。 

 続きまして、本協議会の議事の運営についてですが、議事は、基本的に公開とします。

一般傍聴を認めますが、特別な事情がある場合は、会長のご判断で非公開とすることがで

きるものとします。 

 また、会議の配付資料及び議事録は、原則として公開いたします。議事要旨は、速やか

に経済産業省のホームページを通じて公表しますが、特別な事情がある場合は、会長のご

判断で、配付資料、議事次第及び議事要旨の一部又は全部を非公開とすることができるも

のとします。 

 以上につきまして、あらかじめご了承をいただきますようお願いいたします。 

 続きまして、中央鉱山保安協議会の委員の皆様方ですが、所属先の関係によりまして９

名の方が新しく就任されておりますので、ご紹介したいと思います。お手元の資料１をご

覧いただければと思います。 

 まず、鉱業権者を代表する委員といたしまして、太平洋セメント（株）・石井恒二委員

です。石井委員の資料１の肩書が間違っておりました。取締役常務執行役員でいらっしゃ

います。誤りましたことをおわび申し上げます。 

 続きまして、住友金属鉱山（株）の後根則文委員です。 

 続きまして、ＪＸ日鉱日石金属（株）・久保進委員です。 

 三井金属鉱業（株）・蓮尾充彦委員です。 

 石油資源開発（株）・松本潤一委員です。 

 日本鉱業協会・吉田亮委員ですが、本日は、ご都合により広田様が代理で出席されてお

ります。 

 続きまして、鉱業労働者を代表する委員としまして、釧路コールマイン（株）・嵐英司

委員です。 

 日本基幹産業労働組合連合会・吉岡正親委員です。 

 同じく日本基幹産業労働組合連合会の中野哲弘委員ですが、本日はご都合により欠席さ
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れております。 

 以上の皆様です。 

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

員、鉱山労働者代表者の委員の川原委員、中野委員、奈良委員の４名の方がご所用により

欠席されております。 

 また、代理出席といたしまして、学識経験者の委員の小出委員の代理としまして、小出

様に出席いただいております。鉱業権者代表委員の池田委員の代理としまして佐藤様が、

中島委員の代理としまして山本様が、先ほどご紹介しましたが、吉田委員の代理としまし

て広田様がご出席されております。 

 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26名の方が出席されてお

ります。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

方々で、それぞれ過半数のご出席をいただいております。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ご報告させていただきます。 

 それでは、山冨先生、本日の審議につきまして議事進行のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○山冨会長  中央鉱山保安協議会の会長を務めております山冨です。どうぞよろしくお

願いします。 

 それでは、議事に入ります前に、豊永商務流通保安審議官よりごあいさつをいただきま

す。よろしくお願いします。 

○豊永商務流通保安審議官  こんにちは。もう少し早ければ、明けましておめでとうご

ざいますと改めてごあいさつを申し上げるところでございます。 

 私、昨年の９月から商務流通保安審議官となりました豊永でございます。原子力安全・

保安院が原子力部分を環境省に移しましたが、残る産業保安の部分を担当することとなり

ました。商務流通グループというのは、消費者の契約の安全、製品の契約や製品の取り扱

いから来る安全・安心を担保する仕事でありました。そういった観点から、産業保安につ

いてもある意味で共通点が多いということで、この９月から担当しているわけでございま

す。 

 鉱業・鉱山につきましては、決してこれまで関係が深かったわけではありませんけれど

も、過去、太平洋炭鉱に潜るというと怒られるのでしょうか、入る機会をいただいたり、

日立の日鉱記念館に何回かお邪魔するなど、非常に関心をもってこれまで来ております。

出身は鹿児島でございますけれども、残念ながら菱刈金山には入る機会をまだ得ておりま

せんので、そのうちお邪魔したいと思っております。 

 ことしは第11次の鉱業労働災害防止計画の最終年でございますし、また基本方針の１０

年計画の最終年でもございます。私どもは、この計画なり方針で決められたことが最終的

にきっちりと担保されるように、残された期間、全力を挙げて取り組んでいるところでご

ざいます。 

 一方、保安でみますと、事故の件数は、ご存じのようにかなり減ってきていると承知し

てございます。これは皆様各事業者における自主保安の成果だと思っておりますが、果た

してこれで十分なのか、さらに余地がないのか、この評価をこれまでさせてきていただい
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てございます。 

 鉱害の関係でも、東日本大震災の影響を総括してまいりました。去年の11月だったと思

いますけれども、集積場の技術指針を改正させていただきましたけれども、この１月にま

とめられました補正予算をもちまして、全国の集積場の調査をする、確認をするという予

算として、わずか１億円ではありますけれども確保できましたので、新たに設けられまし

た技術指針に基づいた確認作業を進めてまいりたいと思っております。 

 鉱業・鉱山といいますと、国内的には、私はもっと元気があっていいのではないかと思

いますが、国際的には非常に大きな脚光を浴びていることはご存じのとおりであります。

シェールガス革命と言われたり、それ以外にも価格の高止まりといったところで、非常に

我が国にとっては重大な関心事であるわけでありますが、また、ここ数日起こっておりま

すアルジェリアにおきます痛ましい事故も、資源に関係があるわけであります。 

 世界的にはこういった大きな課題を抱え、また各国がしのぎを削って開発に当たってい

るわけでありますけれども、私は、どっこい国内にも、まだまだといいますか、これから

大きく開ける分野があると思っております。メタンハイドレートしかり、シェールオイル

しかり、海底熱水鉱床しかり、まだまだ私どもがこの協議会にいろいろご相談しながら進

めなければいけないことが多々あると思っております。 

 先ほどの資料の説明にもありましたけれども、第12次の計画の策定、また第５次の基本

方針の策定という形で、さらにこの施策の中身を事業者の方々、またここにおいでの識者

の方々のお知恵を借りながら、またご協力をいただきながらバージョンアップをしていき

たいと思っております。そういう意味では今年度、何となく株価とか為替で少し展望が昨

年来よりは明るくなったと思っておりますけれども、そういった明るいいろいろないい成

果、兆候がこの鉱業・鉱山の世界にも広がり、ここにおいでの方々のお仕事が発展されま

すこと、また識者の方々のご意見を賜って施策が充実していきますことを祈念しまして、

最初のごあいさつとさせていただきます。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。 

 それでは、早速、議事次第に従いまして議事のほうに入らせていただきます。 

 本日は、審議事項が２件、報告事項が５件ということになっております。 

 では、まず最初に、審議事項の「(1)第12次鉱業労働災害防止計画（案）に係る意見聴

取」について、岡部監理官のほうからご説明をお願いいたします。 

○岡部鉱山・火薬類監理官  鉱山・火薬類監理官の岡部でございます。昨年９月までは

鉱山保安課長ということでやっておりましたけれども、昨年９月から鉱山と火薬類の関係

を担当することになりました。改めてよろしくお願いいたします。 

 本日の１番目の議題の鉱業労働災害防止計画でございますけれども、資料２－１から２

－４を使いましてご説明をしたいと思います。 

 資料２－１の最初のところ、「計画策定の背景」というところに書いてございますよう

に、鉱山における労働災害の防止を図るための鉱業労働災害防止計画は、これまで５年ご

とに策定をしてきております。この計画につきましては、労働安全衛生法に基づきまして、

経済産業大臣が中央鉱山保安協議会の意見を聞いた上で策定をするということになってお

ります。先ほど豊永からご紹介しましたように、本年度が第11次の計画の最終年度になっ
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ておりまして、今年の４月からの５年間につきまして第12次の計画を策定するということ

で、本日ご意見を伺うものでございます。 

 12次の計画の策定に当たりまして、まず11次、これまでの５年間の鉱山関係の災害の状

況及び11次の計画の達成状況ということで検討をしてまいりました。詳細につきましては、

資料２－４のほうに第11次の計画の評価はございますけれども、今日は時間の関係もござ

いますので、資料２－２の資料を使いましてご説明をしたいと思います。 

 １ページと書いてあるところをごらんいただきたいと思います。 

 近年の災害発生の状況をご説明したものでございますけれども、ご存じのとおり、鉱山

数、労働者数というのがだんだんと減ってきている状況の中で、災害の発生率を示します

度数率につきましては、右上のグラフの棒グラフの部分でございますけれども、建設業で

あるとか製造業、こういった他の産業を下回るレベルで推移をしてきているところでござ

います。災害発生率がだんだんと低下をしてきて他産業よりも低いということで、非常に

これはいいことだというふうに考えておりますけれども、一方で、１回災害が起きたとき

にどれだけの被害が出ているかという観点の強度率でございますけれども、この強度率に

つきましては、建設業、製造業などと比べましてもまだまだ高い。すなわち、いったん事

故が起きるとかなりダメージが大きいという特徴が未だに続いているというところでござ

います。 

 このような中で、昨年平成24年、これはまだ見込みの数値ではございますけれども、災

害の発生件数、罹災者数も過去最少のレベルとなりました。法施行後、度数率でみますと

1.0を初めて下回ったということでございます。このようにだんだんと状況は良くなって

いるかと思いますけれども、さらに保安レベルを向上させるために、これまでの、発生し

た災害対策をどうするかといった事後の安全対策から、より一層リスクマネジメントによ

る事前対策を徹底していくということが、これからは必要なことだというふうに考えてお

ります。 

 もう１枚めくっていただきまして、２枚目でございます。 

 ２枚目につきましては災害の事由別の状況を示しておりますけれども、過去５年でみま

すと、罹災者数145名の方が、お亡くなりになったりけがをされているわけでございます。

その事由をみてみますと、「墜落」であるとか「取扱中の器材鉱物等」のため、あるいは

「運搬装置」のため、「転倒」「機械のため」、こういった各年ごとにみましても同じよ

うな事由が上位を占めておりまして、これが大体４分の３を占めているという状況でござ

います。 

 また、この145名の罹災者の方の災害の発生要因をみてみますと、９割以上が人的要因

というものが挙げられております。「危険軽視・慣れ」「不注意」「無知・経験不足」、

こういったところに起因するような災害が非常に多いというところでございます。 

 したがいまして、これを受けまして、ヒューマンエラー対策にいかに取り組んでいくか

というのが重要だと考えておりまして、リスクアセスメントの観点から、この２ページ目

の右下に挙げてありますように、リスク分析の過程で人間特性を考慮していく。それから

リスク低減措置といたしまして、ヒューマンエラーが発生しても災害につながらないとい

った本質的な安全対策、あるいはフェールセーフ、フールプルーフ、こういったことを考
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慮した施設の対策というものが必要ではないか。また、少なくともヒューマンエラーの発

生を抑制する対策として、規程や手順書の遵守など保安教育あるいは保安意識の向上、こ

ういったことを図っていく必要があるだろうというのが、この11次の計画の評価の中から

出てきたことでございます。 

 これを受けまして12次の鉱業労働災害防止計画の策定を行っているわけでございますが、

計画そのものにつきましては資料２－３にございます。後ろのほうのＡ３の資料で11次の

計画との比較を行っておりますけれども、資料があちこちいって申しわけございませんけ

ど、資料２－２の３ページ目に大きな項目を書いてございます。 

 対策としましては、大きく５つの柱を立てております。Ａ３の紙のほうで順次ご説明を

していきたいと思いますけれども、２－３の５ページ目でございます。Ａ３の最初のペー

ジでございますけれども、冒頭に、今申し上げましたような過去の11次の状況を踏まえま

して、今回の計画では、リスクマネジメントシステムというのをいかに定着させていくの

かというところに重点を置きたいというふうに考えております。11次の計画でもリスクマ

ネジメントシステムの定着というのは申し上げておりますけれども、これまで、法令に定

められた現況調査の実施であるとか、その結果の保安規程への反映、こういったものは鉱

山の皆様方におかれまして十分にやってきていただいていると考えております。これによ

りまして保安水準も徐々に改善をしてきているところだと思いますが、更なる改善を図り

ますために、必ずしも法令に明示的に規定されていない十分なリスクアセスメントの実施

であるとかマネジメントシステムの構築、さらに重要なのは、そのマネジメントシステム

の有効化、こういったことを第２段階の取り組みとして、12次の計画期間中に取り組んで

いく主要な対策という１つ目に挙げたいというふうに考えております。 

 まず、１の計画の期間でございますけれども、これは来年度からの５年間ということに

しております。 

 ２つ目の計画の目標についてでございますけれども、計画の目標につきましては、ここ

に書いてございますように、度数率0.85、強度率0.35という具体的な数字を挙げておりま

す。11次の計画では、鉱山災害を撲滅させることというのを目標としておりましたけれど

も、より一層この計画の成果を図るために、具体的な数値目標として度数率と強度率のほ

うを設定させていただいております。もともとこの計画は、この計画の冒頭のところに書

いてございますように、鉱山災害の根絶というのを最終的な目標というふうに置いており

ます。根絶というのはすべてのリスクをなくすという究極の目標ではございますけれども、

その中で、この５年間というところで各鉱山におきまして災害を撲滅させていくと、ゼロ

を目指していきましょう。リスク要因があっても、リスクが事故につながらないようにと

いう対策を打っていくということで目標を掲げております。ただ、各鉱山で撲滅というこ

とでゼロを目指していただいても、現実的なことを考えますと、全国で現在でも年間20～

30人の方がけがをされている、あるいは亡くなっているという状況を踏まえまして、具体

的に数値目標として度数率、強度率で設定をしたいと考えております。 

 この考え方でございますけれども、資料２－２の５ページ目をあけていただきたいと思

います。 

 今回、鉱山保安マネジメントシステムの導入というのを第１番目の対策ということで入
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れておりますけれども、その中で各鉱山の現在の鉱山保安マネジメントシステムの導入状

況ということで、３つの分類を掲げさせていただいております。１番目がマネジメントシ

ステムを本格的に導入されている鉱山、２番目は導入の途上である鉱山、３番目として導

入準備鉱山ということで、これはリスクアセスメントの観点とリスクマネジメントの観点

で事故点検表をつけていただきますが、この３つに分類をさせていただいております。 

 その上で、６ページ目でございますけれども、目標の設定の考え方を示しております。

どういうふうに目標を設定しているかというと、２つの観点がございます。１つの観点は、

それぞれのカテゴリーで保安向上の努力をしていただくという、過去からのトレンドで下

がっていく部分、すなわち本格導入鉱山の中でも度数率、強度率が下がることが期待され

ていますし、そのほか２つのカテゴリーでも下がることが想定されております。プラス、

このリスクマネジメントシステムをまだ導入できていない鉱山がだんだんと減っていって

本格的に導入をしていくという、この中の構成比の変化というのがございます。この２つ

を合わせまして度数率と強度率の目標というものを定めているところでございます。 

 再度、もう一度12次の計画等に戻っていただきまして、具体的な対策として５つほど挙

げておりますけれども、６ページをあけていただきますと、まず１番目に書いてございま

すのが、鉱山保安マネジメントシステムの構築とその有効化ということでございます。 

 こちらに書いてございますように、リスクマネジメントシステムを定着させていくとい

う上で、リスク分析をきちんと行ってリスク低減のための措置を検討していく。これは分

析評価の過程も関係者の皆さんで共有していただきまして、ＰＤＣＡサイクルを回してい

くというリスクマネジメントシステムを構築していただくということでございますけれど

も、重要なのは、リスクマネジメントシステムの構築ということで、いろいろな規程類、

手順書、こういったものというのはこれまでも各鉱山で作っていただいておりますけれど

も、それをいかに見直していくのか、ＰＤＣＡを回していくのかという、ここのシステム

の有効化というのが非常に大事だと思っております。えてして、最初こういうリスク分析、

リスク低減対策をとるときには、一生懸命考えて皆さん共有されても、しばらくするとま

た環境も変わってきていると思いますし、あるいは人の動きというのもございます。そこ

で、さらに鉱山における保安レベルを上げるために、このＰＤＣＡをいかに有効に回して

いけるのかというところに力を入れていきたいというふうに考えております。そのために、

国としても必要な支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

 ２つ目でございますけれども、自主保安の徹底と保安意識の高揚ということでございま

す。これは、基本的には第11次の計画のときと考え方は変わっておりません。 

 少し飛ばしまして７ページでございますけれども、３つ目で、発生頻度が高い災害に係

る防止対策の推進というのがございます。こちらにつきましては、先ほどご説明したよう

に、過去５年間の災害事由、主なもので大体４分の３を占めているということを踏まえま

して、こういった多発の災害についての対策というものをきちんと行っていくと。 

 それから、ヒューマンエラーによる事故というものが多いということで、ヒューマンエ

ラー対策というのに力に入れていこうということで、ここは特に項目を起こしているとこ

ろでございます。 

 ４番目の基盤的な保安対策の推進でございますけれども、これは鉱山に非常に特徴的な、
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あるいは他産業でも一部事故の多いという部分ではございますけれども、こういったとこ

ろをしっかりやっていきましょうということで、11次の計画で１つ１つ個別に立ててあっ

たものをまとめる形で、４番目の基盤的な保安対策の推進ということにさせていただいて

おります。 

 次、８ページ目でございます。５番目の外国人研修生に対する配慮でございますけれど

も、11次に引き続いて、外国人の研修を実施する場合に、研修生に配慮した災害対策とい

ったものを行っていきましょうということでございます。 

 ６番目の単独作業及び非定常作業に対する保安管理というものも、11次と同様でござい

ます。 

 ７番目、国及び鉱業関係団体の連携・協働による保安確保の取り組みでございますけれ

ども、これは11次の計画の９、10を合わせた形となっております。国も外部専門家を活用

した保安指導を現在もやっておりますけれども、こういったものに力を入れながら、研修

であるとか災害情報の水平展開などを充実したいというふうに考えております。 

 それから、鉱業関係団体の皆様方におかれましては民間資格制度、いわゆる保安管理マ

スター制度の創設、運用を初めとした自主保安体制強化のための支援など、積極的に鉱山

災害防止のための活動を行っていただきたいということで書かせていただいております。 

 ここで、やや注意事項というような形ではございますけれども、中小零細の鉱山に対し

てもきめ細かな対応をしていくということで、こちらにつきましては、我々のほうも地方

の産業保安監督部が各鉱山に保安検査で訪れる際に、その機会を活用しまして、鉱山の

方々とひざを突き合わせるような形でしっかりとお手伝いをしていきたいというふうに考

えております。 

 以上、12次の計画についてご説明をいたしましたけれども、12次の期間中、この鉱山保

安マネジメントシステムの構築という効果を着実に進めていきたいというふうに考えてお

ります。また、この計画推進と同時に次のステップ、鉱山保安の高度化に向けたさらなる

ステップアップについて、引き続き国としても検討をしていきたいというふうに考えてお

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、ただいまのご説明について、ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたし

ます。 

 どうぞ。 

○森本委員  石灰石鉱業協会です。今の説明の中の３番目、鉱山災害防止のための主要

な対策事項の一番最後でご説明がありました保安管理マスター制度に関して一言お願いを

申し上げたいと思っております。 

 保安管理マスター制度というのは、先般の鉱山保安法等の改正に伴って、今までの国家

試験が廃止されたということで、各社、社内教育で対応してきておりましたが、それを全

国一律の試験制度を確立したい、一定レベルを確保したいという趣旨で、現在、当協会を

中心として他の鉱業団体とも協力をしながら、運用開始に向けて準備を進めております。

25年度につきましては、露天採掘技術に関する試験と、役所のほうで鉱山保安に関する講
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習会並びに試験というものを今計画してもらっております。 

 ここで要望でございます。実施に当たりましては、法令面の講習あるいは試験内容等に

ついて、行政に協力を現在していただいておりますが、今後ともよろしくお願いをし、12

次の計画にありますように、連携・協働の事業としてぜひよろしくお願いをしたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○岡部鉱山・火薬類監理官  国家試験、先の鉱山保安法の改正に伴いまして廃止をされ

たところでございますけれども、その廃止以来、国家試験というのも一つ勉強のいい機会

であったと、それがなくなってしまったということで、改正法施行の５年後のレビューに

おきましても、何らかの資格試験があったほうがよいというご意見をいただいたところで

ございます。特に、大手の鉱山では社内の研修あるいは資格ということで対応されている

ところもございますけれども、中小零細規模の鉱山においては、社内教育で対応というの

もなかなか負担が大きいというふうに伺っておるところでございます。 

 したがいまして、民間資格としてこの保安管理マスター制度が創設・運用されていくと

いうのは我々としても歓迎するところでございますし、我々行政としても、お手伝いでき

るところはお手伝いを続けていきたいというふうに考えております。その中で、必ずしも

団体に所属されてない中小零細規模の鉱山も、こういった制度を利用できるようなことも

配慮をしていっていただければなというふうに感じているところでございます。 

 この試験制度でございますけれども、まだ立ち上がっていないところでございますけれ

ども、これがうまく機能しているということが実績として上がってきましたら、我々のほ

うも作業監督者の選任要件との関連付けとかということにつきましても、前向きに検討を

したいというふうに考えております。 

 一方で、この保安管理マスター制度がうまく回っていく上でも、会社のほうでもぜひ試

験を受ける人のインセンティブというものをお考えいただけると非常にいいのではないか

なというふうに感じております。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○松本委員  今のご説明、私ども石油・天然ガスのほうからも同様な要望を考えてござ

います。今、現場作業に直接役立つ知識を問う資格として、日本鉱業協会さんの創設され

ます休廃止鉱山資格認定保安管理マスター制度、非常に成功事例として参考になっており

ます。石灰石の鉱外保安に相当するものとして、石油・天然ガスでは鉱場保安がございま

す。かつては鉱場保安という資格制度がございましたけれども、固有の掘削技術あるいは

坑井管理技術、そうしたものが含まれておりましたけれども、現在の改正鉱山保安法では、

鉱場保安に相当する作業監督者の選任要件が含まれていないということでございます。 

 そこで天然ガス鉱業会においても、これは仮称でございますが、石油・天然ガス採掘技

術に関する保安管理マスター制度、これを運用するべく準備をしております。石灰石鉱山

さんからは１年遅れますが、26年度から運用を開始するべく、25年度はその準備としての

テキストや試験問題等の作成に注力すること等考えております。 

 これが運用されました折には、作業監督者の選任の要件の一つになっておりますが、例
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えばガス事業法ですとガス主任技術者、そこでは鉱山に関する必要な知識が含まれており

ませんけれども、そうしたものを含むものとしてのマスター制度をぜひとも活用したい。

そして、法に基づいての作業監督者選任の要件として認めることについても今後ご議論を

いただければということで、ぜひご検討いただきたいと思っております。 

 この保安管理マスター制度の運用に当たりましては、試験等の公正中立な運用という立

場での実施が重要だと思っております。日本鉱業会さんのご経験、ぜひとも先例として参

考にさせていただき、鉱種横断的な形としての取り組みをさせていただきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○山冨会長  どうぞ。 

○吉田委員（広田代理）  日本鉱業協会・吉田委員の代理の広田でございます。今、森

本委員、松本委員からご発言がございましたので、私ども日本鉱業協会の取組につきまし

て簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 

 昨年の４月に、一般財団法人で休廃止鉱山資格認定協会というのを関係のメンバー会社

で設立をいたしました。趣旨は、今お話がございましたように、鉱山保安法での資格とい

うのがなくなったためでございます。私どもの鉱業協会の関係でいいますと、稼行中の鉱

山は鹿児島県の菱刈鉱山だけでございますけれども、休廃止鉱山に関しまして、その坑廃

水の処理というのをほぼ永続的に実施をしないといけないという問題がございまして、こ

れに作業監督者という資格が必要になってくるというせっぱ詰まった実情があったもので

すから、自らそういう一般財団法人を設立いたしまして、昨年の７月からいろいろな準備

をし、９月に資格認定講習会というのを開催し、その後、試験を実施いたしました。30名

の募集に対して26名の合格者を出したということでございます。 

 したがって、この合格者については、ある意味まだ民間の自主的な資格認定講習でござ

いますけれども、趣旨としては、作業監督者の資格をそういう人たちに与えていただきた

いという趣旨で、自主的に実施したものでございます。今、官庁のほうにいろいろお願い

をいたしておりますけれども、そうした法律に基づく資格として認定をしていただければ

ありがたいなというふうに考えております。 

 いわばこういう制度、ここに書いてございました保安管理マスター制度の先取りをした

ようなものだというふうに思いますので、今後、他の産業界のそうしたものができるとき

には、ご参考にしていただくとともに、先行して実施をしておりますものも、広い意味で

マスター制度の一角を占めるものだというふうに考えていただければありがたいというふ

うに思っております。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 何かありますか。 

○岡部鉱山・火薬類監理官  この取組、昨年から本格化をしてきたというところでござ

います。また、我々も業界の皆様と一緒に考えながら、この制度をどういうふうに活用し

ていくのかというところをご相談していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○山冨会長  どうぞ。 

○石井委員  要望でございますが、太平洋セメントの石井でございます。 
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 鉱業関係団体の鉱種横断的な取り組みに関しましては、第11次計画においては、鉱業労

働災害防止協会が民間における自主保安体制強化の活動の中核機関としての役割を担って

まいったと思っておりますが、鉱業労働災害防止協会は平成25年をもって解散すると聞い

ております。ポスト鉱業労働災害防止協会を同じ組織として新たに設立する必要はないと

は思いますが、保安管理マスター制度の運用のため鉱種横断的な組織体を作るということ

であるならば、それを既存鉱種別団体の横の連携を図る場として活用することも考えられ

ると思っております。例えば鉱山の保安意識を高揚させる観点から、表彰制度等の実施が

考えられると思います。 

 いずれにせよ、国との連携・協働の中で我々としても検討していきたいというふうに考

えておりますので、国のほうとしてもよろしくお願いしたいと思います。 

○岡部鉱山・火薬類監理官  鉱種横断的な保安関係の組織としまして鉱災防、鉱業労働

災害防止協会がございましたけれども、これが25年度をもって解散ということになってお

ります。鉱種横断的な取り組みということは、我々も非常に重要だというふうに思ってお

ります。鉱災防で担っていたものすべてを行うべきかどうかというところも含めて検討が

必要かと思いますけれども、いずれにしても、鉱種ばらばらというよりは鉱種まとまって

行ったほうがいいという事業などもあると思いますので、この点につきましては、また業

界の皆様と一緒にご相談をさせていただきたいというふうに考えております。 

○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。よろしいですか。 

 では、ただいまご審議いただきました来年度から始まります５年間の鉱業労働災害防止

計画につきましては、事務局から説明がありました内容で了承したいというふうに考えま

すが、よろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 なお、今後、事務的な調整により軽微な変更がありました場合には、会長の私にご一任

をいただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 それでは、次の２番目の審議事項に移ります。審議事項の「(2)特定施設に係る鉱害防

止事業の実施に関する基本方針（案）に係る意見聴取」についてであります。 

 それでは、こちらにつきましても、事務局のほうからご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・火薬類監理官付で金属鉱害を担当しております橋

場でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、特定施設に係ります鉱害防止事業の基本方針の案につきましてご説明

いたします。お手元の資料の３番になります。資料３－１、３－２、３－３の３つから成

りまして、３－１が全体の概要、３－２が基本方針の告示案、新旧対照表になっておりま

す。３－３が、この協議会においてご議論いただきました答申書になっております。主に

資料３－１の概要を中心にご説明させていただきたいと思います。 

 まず、この鉱害防止基本方針でございますけれども、これは法律に基づくものでござい

まして、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第４条、この資料の３ページの一番下に法律の抜

粋がございますけれども、経済産業大臣が定める基本方針、定めなければならないという

ものでございます。昭和48年にこの法律ができまして、10年ごとにこの基本方針を定めて
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おります。今回第５回目ということで、これまで40年経過しまして、次の50年目の計画を

定めるというものでございます。 

 この基本方針の策定に当たりましては、昨年７月に経済産業大臣から諮問をこの中央鉱

山保安協議会会長が受けまして、その下の部会であります鉱害防止部会におきまして３回

にわたる審議、検討を行いまして、昨年の11月に答申が出されたところでございます。こ

の鉱害防止部会では、本日ご出席いただいております東京大学の藤田先生に部会長をお願

いいたしまして、３回にわたる審議が行われてまいりました。現在この答申を踏まえまし

て、この基本方針の告示案というものを作成しておるところであります。３ページ目の法

律の４条の３項に書かれておりますけれども、この基本方針につきましては、環境大臣に

協議するということと、かつ、この中央鉱山保安協議会の意見を聞かなければならないと

いうことでございまして、本日、この場におきまして協議会のご意見を伺うものでござい

ます。 

 １．の四角の枠囲いにありますけれども、そもそもこの基本方針というものを定めてき

た趣旨でございますが、金属鉱業による鉱害というものは他の一般産業と異なりまして、

事業採掘活動が終了した後からでも、坑口からの排出、汚染された重金属を含んだ排出水、

集積場からの浸透水といったものが流れ出すという特徴がございまして、これを放置しま

すと、下流の水質汚濁、農用地の汚染のおそれがあるということでございます。このよう

な鉱害防止対策、特に閉山後とか鉱山施設終了後の鉱害防止対策を確実かつ永続的に実施

するために、この法律が昭和48年にできたわけでございまして、長期計画を国が定めて、

それにのっとって鉱害防止事業の徹底を図っていこうという趣旨でございます。 

 この基本方針に定める事項というのがこの法律の中に書かれておりまして、大きく３つ

ございます。１つ目は実施の時期、２つ目は事業量、３つ目が鉱害防止事業の計画的な実

施を図るために必要な事項という３点でございます。 

 まず１ページ目、２．の(1)ですけれども、実施の時期でございますが、鉱害防止事業

といいますのは、大きく２つに分類されます。１つは①にあります鉱害防止工事、２つ目

は坑廃水処理という分類がされまして、鉱害防止工事といいますのは、閉山しました鉱山

から出てくる坑廃水などの発生源対策ということで、出てくる水の発生量を減らすとか水

質の改善を図るといった、例えば坑口の閉塞工事ですとか堆積場の覆土、植栽といった工

事をするようなものを鉱害防止工事と呼んでおります。それでも水が止められないという

場合には坑廃水処理を実施するということで、大きく２つに分けられております。 

 鉱害防止工事の実施の時期でございますけれども、こちら、これまでどおり10年間とい

うことで平成25年から34年度の10年間で実施することといたしまして、この10年間のうち

に、すべての現在必要な鉱害防止工事を終了させるという目標を設定しております。 

 ２つ目の坑廃水処理でございますが、こちらは半永久的に実施しなければならないとい

う性格のもので、終期を定めることはできませんので、引き続き平成25年度以降も確実に

坑廃水処理を実施していく。さらに、新たな鉱害防止技術の導入によってコストの削減を

図っていこうという目標を立てております。 

 次に、２つ目の事業量でございます。まず最初の鉱害防止工事でございますけれども、

第４次の基本方針からの継続案件ということで積み残しがございます。あと未着手、これ
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まで計画はしていて未着手のものですとか、さらには坑廃水処理施設の老朽化に伴う更新

工事といったもの等の新しい工事が必要なものが出てきておりますので、それらをやって

いくということで、２ページ目に今後の事業量の集計がございます。 

 左側が義務者不存在鉱山ということで、既に鉱業権が放棄されていて、鉱山を管理する

義務者がいないようなもの。主に地方自治体がこのような事業をやっております。右側の

ｂの義務者存在鉱山につきましては、鉱業権者が鉱害防止対策をやっているというもので

ございます。特に義務者不存在鉱山につきましては、国の補助金というものが４分の３補

助率で出て、残りの４分の１は地元の地方自治体が負担してやっているというものでござ

いまして、補助金額というのが毎年、最近ですと約20億円が使われているという、かなり

大きな予算になっております。 

 鉱害防止工事につきましては、ここに書いてあるような鉱山数、事業費、施設数、事業

量ということで、これは全国の鉱山の積み上げになっております。これらは各産業保安監

督部において、事業者から提出された計画というものをブロック会議という形で第三者の

専門家に入っていただきまして議論して、必要なものを積み上げたというものでございま

す。 

 坑廃水処理のほうにつきましても、鉱山数、処理費、排出量、処理量といったことで集

計したものを記載しております。 

 (3)の鉱害防止事業の計画的な実施を図るために必要な事項というものが、今後これら

の鉱害防止事業を実施するために必要な点ということで、第５次の基本方針の取り組みに

当たって必要な事項ということで６点ほど記載をしております。 

 １点目ですけれども、鉱害防止工事残存工事の早期完了ということでございます。これ

まで残存工事というのがなかなか減らないということでありまして、４次の10年間の基本

方針におきましても、工事の進捗量、計画に対する完了した鉱害防止工事というのは義務

者不存在で半分もいかなかったということで、大きな原因としましては、国の鉱害防止工

事予算というのがなかなか確保できなかったと。特に鉱害防止工事予算というのは、坑廃

水処理のほうを優先して実施する。坑廃水処理というのは一時も止めることができないと

いうことで、やはり鉱害防止工事よりも優先して予算配分するため、鉱害防止工事のほう

がどうしても予算の配分が遅れてくるということで、なかなか事業の進捗が進まなかった

という現状がございます。 

 このような①の鉱害防止残存工事の早期完了を目指すために、今回、専門家による事業

評価を必要なタイミングで行いながら、その早期の完了を目指すということをうたってお

ります。この事業評価の中では、事業の妥当性ですとか緊要性、効率性といった観点から

専門家の方に議論をしていただく予定にしております。 

 ２点目でございますけれども、坑廃水処理の終了、更なる坑廃水処理コストの削減とい

うことで、坑廃水処理費というのは、半永久的に行う必要があることから今後も膨大な予

算的な負担になるということで、いかに坑廃水処理コストを削減していくかというのが大

きな課題でございます。その中で、先ほどと同じような専門家による事業評価を行うとと

もに、ここに坑廃水処理終了に向けた地元理解を得るための下流影響度のデータ取得とい

うことが書いてございますけど、特に義務者不存在鉱山みたいなところでは水質汚濁防止
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法上の排水基準が適用にならないということで、一つの水質管理目標ということで下流の

利水点の環境基準などが目安になるわけでございまして、未処理放流であったとしても、

環境基準を満足できるようなことが達成できるかどうかといったあたりのデータ取得とい

ったものを検討してみたらどうかということで、今回取り上げております。 

 それから、坑廃水処理のコスト削減の大きなテーマとしては技術開発がございます。そ

の中でパッシブトリートメントというものを重点的に─パッシブトリートメントという

のは自然の浄化作用を使った坑廃水処理でございまして、人工湿地などを使いまして、バ

クテリアの代謝ですとか植物の光合成作用を使って重金属を落とすということで、欧米な

どでは既に導入されているところでありますけれども、こういったメンテナンスフリー、

電気代とか薬剤を使わないようなメンテナンスフリーの技術開発といったものに重点的に

取り組んでいこうというふうに考えております。 

 ３つ目でございますけれども、排水基準等の規制強化への対応ということで、これはコ

ストアップ要因にはなるのですけれども、環境省のほうで定めています水質汚濁防止法排

水基準といったものが昨今強化されている部分もございますので、これに適切に対応して

いく必要があるということでございます。 

 ４点目の中和殿物の減容化、殿物集積場の確保ということで、坑廃水処理、中和処理を

行うと、どうしても中和殿物というものが発生します。この殿物の処分というものもやは

り重要な課題になっておりまして、例えば有効利用、リサイクルといったものですとか減

容化の技術開発といったものに取り組んで、よりコスト削減を図っていくというものが一

つの課題になっております。 

 ５つ目でございます。耐震対策等リスク対応でございますが、これは後ほどの議題でも

報告事項でございますけれども、昨年の東日本大震災で３つの集積場の流出があったとい

うことで、それに伴う技術指針の改正を行っております。この技術指針の適合性チェック

のための点検、必要な対策の実施ということで、これを徹底して行っていくということで

ございます。 

 ６点目ですけれども、坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応ということで、坑廃水処理

の管理者の人材確保というのがなかなか難しくなっているということでございますので、

自動運転の導入とか省力化を図っていくという、以上６点を今後の必要な事項ということ

で記載しております。 

 資料３－２のほうの告示に、今ご説明したようなことは記載しております。 

 資料３－３のほうは、昨年11月15日に鉱害防止部会中央鉱山保安協議会から答申されま

した答申書をご参考までにつけております。 

 ４．の「これまでの経過と今後の予定」でございますけれども、これまでの経過は今ご

説明したとおりでございまして、本日、中央鉱山保安協議会の意見聴取ということで１月

21日と書いてございますけれども、これを受けまして、その後、パブリックコメントを30

日間行いまして、２月に法律に基づきます環境大臣の協議を行います。すべてこれが整い

ましたら、３月末までに基本方針として大臣の告示を行う予定になっております。 

 私のほうからは以上です。 

○山冨会長  ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、コメント等がございましたらお出し

ください。よろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

 それでは、ただいまご審議をいただきました「特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関

する基本方針（案）」につきましては、事務局からご説明をいただいた内容で、本協議会

として了承するということにさせていただきます。よろしくお願いします。 

 なお、今後の事務的な調整により軽微な変更がありました場合、会長の私にご一任いた

だきたいと思います。 

 それでは、報告事項のほうに移らせていただきます。「(1)産業保安行政の今後の取組

について」、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○谷本課長補佐  それでは、右上に資料４と書いてある資料、１枚紙になっております

が、「産業保安行政の今後の取組について」と書いてあるものをご覧ください。 

 中央に組織図を書いてございます。これは、昨年３月の中央鉱山保安協議会でも案とい

う形でご紹介させていただきましたが、昨年９月19日の原子力安全・保安院の廃止に伴う

組織改編に伴いまして、正式にこのような形に変わりましたので、改めてご紹介させてい

ただきます。 

 原子力安全・保安院の廃止に伴いまして、産業保安の５課２室が、商務流通保安グルー

プという形で、２課１官４室という体制になっております。鉱山保安課は、これまで鉱山

保安法をみておりましたが、鉱山保安法に加えまして新たに火薬類取締法も担うことにな

りまして、名称のほうも、鉱山・火薬類監理官付という名前に変わっております。 

 本中央鉱山保安協議会のほうは、今までどおり変わらず、鉱山保安法につきましてみて

いただくというような形になっております。 

 また、ご参考ですが、この紙の下のほうをごらんください。鉱山を除く火薬類とか高圧

ガス等の他の産業保安につきましてご紹介させていただければと思います。 

 鉱山を除く産業保安に係る調査審議は、鉱山保安協議会と同じように、経済産業省に設

置されました産業構造審議会というところに保安分科会を設置しまして、ここで一括して

調査審議を行っております。保安分科会では、産業保安上の課題につきまして分野横断的

に検討を行うということで、当面の課題としまして、別紙、裏側を見ていただけますでし

ょうか、このような３つの項目を掲げて、各分野ごとに小委員会をつくって検討すること

になっております。 

 検討項目は３つ掲げております。１つ目は自然災害への対応です。ご承知のとおり、東

日本大震災に伴いまして、地震や津波で電気やガスのライフラインの脆弱性が明らかにな

っております。これを踏まえまして、今後の首都直下地震や南海トラフ地震で予想されま

す大きな地震に対応する対策をどうするべきか、強化の必要はないかというのを今後検討

していくということです。 

 ２．は、鉱山とはあまり関わりはないかもしれませんが、産業事故、保安義務違反とい

うのが最近増えていると。重大な業務違反が多発しているというようなことがございまし

て、産業保安に対する規制制度等をどうするべきかを検討していくということです。 

 ３．は、時代が要請する新たな課題ということで、最近、技術革新や再生可能エネルギ
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ーの導入の促進といった形で、社会情勢の変化を踏まえたものが必要になっているという

ことで、規制につきましても、科学的な見地、理論的な見地を踏まえた規制を安全性を確

保しつつ進めていかなければならないのではないかということです。資源分野におきまし

ても、新たに非在来型資源の開発が進められるとしておりますので、こちらにつきまして

も、科学的、理論的な規制のあり方について検討の必要があるのではないかということで、

以上３つの課題が掲げられております。 

 鉱山におきましても、この３つの課題につきまして検討の必要がありましたら、本中央

鉱山保安協議会において改めて検討してまいり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、ただいまのご説明について、ご質問、ご意見等をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、次に進ませていただきます。 

 次の報告事項は「(2)集積場に係る技術指針の改正について」です。 

 こちらについても、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○橋場金属鉱業等鉱害対策官  お手元資料５－１と５－２でご説明させていただきます。 

 この集積場の技術指針改正につきましては、資料５－１の３ページ目の５．のスケジュ

ールにございますように、昨年７月に、この中央鉱山保安協議会の下部部会であります制

度審査部会におきましてご審議いただきまして、昨年11月30日に指針改正が終了しており

ますので、ご報告させていただきます。 

 この技術指針の改正でございますが、先ほどもご説明しましたが、一昨年、平成23年３

月に東日本大震災によりまして３つの鉱山集積場の流出事故が発生しております。これを

受けまして、旧原子力安全・保安院の鉱山保安課におきまして、有識者より成ります集積

場管理対策研究会というものを立ち上げまして、この事故の原因の検証と現行の技術指針

の改正の必要性について議論をしてまいりました。 

 ２．でございますけれども、今回の集積場流出事故の状況と原因ということで、流出し

た集積場というのは震源から比較的近いところでございまして、２分以上に及ぶ長い揺れ

と震度５以上の揺れというものが発生したエリアということです。特に流出した集積場で

共通する事故といたしましては、スライムを内盛式に積み上げた、急傾斜に積み上げたも

のであって、浸潤水位、いわゆる地下水位が高いというような特徴がございます。この内

盛式といいますのは、３ページ目の断面図にございますように、基礎堤というものを作っ

て、その後、鉱山から出るスライム（鉱さい）を堆積していくわけですけれども、その堆

積に沿ってサンドによる小さなかん止堤というのを作って、それで嵩上げをしていくとい

う構造を内盛式というふうに呼んでおります。この内盛式の図の破線で囲んでいるいわゆ

る基礎堤より高い部分、基礎堤を乗り越えて流出したというのが今回の特徴でございまし

て、３つのうち１つは液状化現象が起きたという特徴もございます。 

 こういった事故だったのですけれども、これらに対してどのように技術指針を改正する

かということで、１ページ目の３．(1)の概要でございますけれども、こういった流出し

た事故を起こしました集積場で共通する条件、浸潤水位が高いですとか、内盛式のスライ
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ム集積場というものにつきまして、他の土木分野で使っておりますレベル２地震動に対す

る耐震評価というものを導入することにしております。このレベル２地震動といいますの

は、括弧書きで書いてございますけれども、現在から将来にわたって考えられる最大級の

強さの地震動ということでございまして、ある程度の機能低下というものは許容する。最

大級の地震ということで、全く機能低下も認めないというものではなく、ある程度の機能

低下は認めるといった考え方でございます。 

 対象集積場の細かい条件ということは(2)に書いてございまして、例えば①の基礎堤よ

り高く積まれた内盛式スライム集積場。②で、浸潤水位が集積面より10メートルよりも浅

いもの。３つ目に、集積量が５万立方メートル以上の比較的規模の大きい集積場といった

ような絞り方をしております。 

 ２ページ目は安定性の評価手法ということで、レベル２地震動に対する耐震基準という

ことです。ほかの土木分野では、平成７年の兵庫県南部地震以降、フィルダムですとか河

川堤防等の土木分野で導入されているということですが、鉱山の集積場につきましては、

大きな安定性を損なう被害がこれまで発生しなかったことから導入はしてこなかったので

すけれども、今回の東日本大震災のような大規模地震で流出したということで、他の土木

分野と同じような考え方に立ちまして、レベル２の耐震基準というものを導入することに

しております。 

 具体的には、この枠の中に書いてあるような、他の土木分野の中でも特に鉱山集積場に

類似するようなフィルダムですとか河川堤防、あとは道路の土盛りといったようなものを

参考にして照査していただくという考え方に立っております。 

 ４．の指針改正に伴う対応ということで、昨年の11月30日付でこの指針改正を行ってお

ります。この改正に合わせて実際に集積場の総点検を実施する必要があるということで、

過去に作られた既に使用済みの集積場も対象にいたしまして、鉱業権者の方に、対象とな

る集積場を所有する鉱山に対して総点検の実施を指示することにしております。特に集積

場の下流近傍に人家とか鉄道といった重要な施設があって、人命に影響を及ぼすようなも

のが想定される場合には速やかに行う必要があるということで、こういうものにつきまし

ては平成25年度中に点検の終了をするようにお願いをしておるところであります。 

 ３ページ目、(2)ですが、義務者不存在鉱山への対応ということです。このような使用

終了後長時間が経過した集積場であっても、今回起きたような流出事故が起きる可能性が

あるということでございますので、鉱業権が放棄されているものについては、鉱山保安法

令の適用はないのですけれども、技術指針に準じて、地方自治体と連携しながら対策を行

っていく予定でございます。今度の補正予算におきましても、義務者不存在向けの調査費、

義務者存在向けの中小企業向けの補助金といったような補正予算を確保しているところで

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。 

 それでは、ただいまのご説明について、ご質問、ご意見等をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。ございませんでしょうか。 

○金子委員  ５－２の関係は、質問してもいいですか。 
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○山冨会長  どうぞ。 

○金子委員  ちょっと細かいことで、資料５－２の改正後のほうで、中段より上にＷが

あるのですけど、「各スライスの単位長さ質量」。質量だと、ここに書いてある単位にな

らないんですよね。改正前は重量だったのを、あえて質量に変えて間違っているような気

がするのですけど、後で確認しておいていただけませんでしょうか。 

○山冨会長  そうですね、単位は重量ですね。 

○金子委員  細かいことで済みません。 

○橋場金属鉱業等鉱害対策官  わかりました。ありがとうございます。 

○山冨会長  分母と分子の単位を合わせていただきたいということですね。私もすぐに

は回答できませんけど。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 両方とも同じ重量なら重量、力なら力に直すだけでいいと思うのですけれども。 

○金子委員  多分重量の間違いでしょう。 

○橋場金属鉱業等鉱害対策官  こちら、もう一度チェックをいたしまして、ご指摘を踏

まえまして確認させていただきたいと思います。 

○山冨会長 ほかにいかがでしょうか。 

 では、ありがとうございました。 

 引き続きまして、報告事項の「(3)メタンハイドレート開発に係る鉱山保安技術検討会

の中間とりまとめについて」、事務局からご説明をお願いいたします。 

○沼倉課長補佐  報告いたします。中間とりまとめ本文は、別紙として添付しておりま

す。本報告は、資料６と表示しました両面１枚の資料で、検討の経緯から中間まとめの概

要をお伝えいたします。 

 １．経緯について。メタンハイドレートは、メタンガスと水が低温かつ高圧の状態で結

晶化したものでございますが、日本近海の水深500メートルより深い海底面下に豊富に存

在することが科学的調査によって確認されております。ところが、地中に固体で存在する

ことから、在来の石油・天然ガスと異なりまして、井戸を掘削することで自然と噴き上が

るものではございません。これを商業化に導くため、経済産業省が中心となって平成11年

度から各種研究開発をしているところでございます。その中、成果の一つとして、メタン

ハイドレートを減圧することによってメタンガスと水に分解させ、洋上に汲み上げ、メタ

ンガスを採集する技術でございます。この技術を適用しまして、本年１月から３月の間、

太平洋側渥美半島沖にある鉱業権を試掘権とする鉱区内の鉱山で、国の委託事業の海洋産

出試験が実施されることになりました。この方法をもって海洋のメタンハイドレートを産

出する試験は、世界で初めてのこととなります。 

 そこで私どもは、メタンハイドレートの特性等を踏まえ、鉱山労働者に対する危害の防

止、鉱害の防止を目的に講じるべき必要な保安措置について、資源開発、海洋、リスク管

理等の専門家から成る当検討部会を一昨年末に組織し、検討を行ってまいりました。 

 ２．中間とりまとめの概要でございます。本検討会では、鉱業権者からの情報提供等の

協力、情報の共有化を常に図りながら検討してまいりました。それは在来型の石油・天然

ガス開発と比較検討した結果、主要計14作業に区分し、それぞれの作業における危険要因、
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いわゆるハザード、想定される被害、いわゆるリスク、これらを踏まえ、とるべき保安措

置について委員の意見を取り入れ、対策事例を図をもって具体化し、まとめてみました。

これは直面する海洋産出試験の実施に必要な保安措置として活用されるべく、関係者間で

共有しております。 

 なお、メタンハイドレート開発技術はいまだ発展途上でございまして、産出試験等によ

り得られる新たな知見を基に、今後更に発展されるものと見込まれます。同様に保安措置

についても、新たに得られる知見を反映させて見直しを行っていく必要があると認識して

おります。今回の検討は、短期間に実施される試掘段階における保安措置を対象として行

いましたが、長期間にわたり採掘を行う段階では、採掘地周辺の海洋環境への影響など、

試掘段階では問題とならなかったリスクが顕在化する可能性がございます。 

 したがいまして、今回の試掘に関しても、今後の採掘に関しても、講じるべき保安措置

について、知見の蓄積に合わせて更に検討していく所存でございます。 

 簡単でございますが、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、ただいまのご説明について、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

 よろしいですか。いよいよ始まるということですね。 

 では、次の報告事項に移らせていただきます。「(4)平成24年度全国鉱山保安表彰につ

いて」であります。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

○谷本課長補佐  右上に資料７と書かれた１枚紙をご覧ください。全国鉱山保安表彰に

つきまして、毎年になりますがご紹介させていただきます。 

 鉱山保安に関し優秀な鉱山及び鉱山保安の確保に功労のあった方を経済産業大臣が表彰

しておりまして、保安意識の高揚につながっているとの認識で、昭和25年度から毎年開催

しているものでございます。 

 この24年度も、昨年10月18日に開催しております。表彰された方は、そちらの表に書い

てありますように、鉱山の部では、北海道から九州までの10鉱山、保安責任者の部では、

四国の１名の方です。裏のページを見ていただけますでしょうか。保安従事者の方は22名、

こちらも北海道から沖縄・那覇まで網羅的に22名の方が受賞されておられます。 

 また、保安功労者・貢献者の部では、九州大学の井上先生が表彰されております。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 皆様おめでとうございますということで、引き続き鉱山保安に貢献していただきたいと

思います。 

 それでは、最後の報告事項になります。「(5)石炭じん肺訴訟の状況について」、事務

局のほうからご説明をお願いいたします。 

○日南川室長補佐  それでは、資料８に基づき、「石炭じん肺訴訟の状況について」を

ご報告させていただきます。 

 じん肺は、粉じんを吸い続けることにより肺が固くなり、呼吸が困難になる病気で、治

療しても治癒せず、病状が進行し、不治の病とされております。 
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 石炭じん肺訴訟は、国内の炭鉱で就労した労働者が、石炭採掘等に従事をして多量の粉

じんを吸引した結果、じん肺に罹患したとして、じん肺患者及びその遺族が国及び石炭企

業を相手取り、損害賠償を求めて提訴しているものでございます。 

 昭和60年12月に、国を相手にした初めての筑豊じん肺訴訟が提訴され、平成16年４月27

日に、最高裁判決で国の石炭鉱山における保安規則権限不行使の違法が確定しました。国

はこの最高裁判決を踏まえまして、昭和35年４月から昭和61年11月までの間に国内の炭鉱

坑内で就労した実績があること、じん肺が進行し療養が必要であること、あるいはじん肺

により死亡したものであること、提訴の時期が損害賠償請求期間内であることの要件を満

たす原告の方々とは早期に和解をし、要件を満たさない原告とは判決を求めていく方針で

対応しております。 

 平成16年12月に、北海道で70名の方々と初めて和解が成立をし、その後、和解を進めて

います。現在、札幌、東京、岡山及び福岡の各地裁で和解協議を進めております。 

 現在の和解状況は、本年１月18日の和解により、原告患者1,725名と和解が成立をし、

和解金額は約129億円となっております。現在、和解協議が進行中の原告患者は253名であ

り、約20億円の和解金を見込んでおります。 

 また、毎年新たにじん肺で治療が必要とされる方々はいまだに出続けておりまして、今

年度につきましても100名程度の方々が新たな提訴をされる見込みで、この状況はしばら

く続くものと判断をしております。 

 私どもといたしましては、繰り返しになりますが、和解の要件を満たす方々とは速やか

に和解をさせていただく方向で進めていきたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 何かご質問、コメント等がありましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、全体を通じまして何かご意見、コメント等ございましたら、お願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

 それでは、最後に中村審議官からごあいさつをいただきます。 

 よろしくお願いします。 

○中村大臣官房審議官（産業保安担当）  長い時間にわたりまして多くの課題につきま

してご審議、ご検討をいただきまして、大変ありがとうございます。貴重なご意見、ご要

望も承りました。 

 ご審議いただきました２件につきましては、所定の手続に基づきまして、計画の策定あ

るいは方針の策定という作業を進めていきたいというふうに思ってございます。 

 鉱山保安の分野におきましても、自然災害の備え、事故の防止、新しい課題への対応、

きちっと鉱山保安行政を進めていきたいと思います。 

 また、委員の皆様方におかれましては、その折々においていろいろとご意見等拝聴する

こともあろうかと思いますので、引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申し上げた

いと思います。 
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 また、本日に至るまで協議会の部会、あるいは研究会等の場でご尽力をいただきました

方々につきましては、この場をお借りしまして改めて御礼を申し上げる次第です。本日は

ありがとうございました。 

○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、閉会とさせてい

ただきます。皆様、どうも長時間ありがとうございました。 

 

５．問い合わせ先 

経済産業省 商務流通保安グループ 鉱山・火薬類監理官付 

電話：03-3501-1870 

FAX：03-3501-6565 

 


