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中央鉱山保安協議会 議事録 

                            

１．日 時：平成２６年２月２６日（水）１０：３０～１２：００ 

 

２．場 所：経済産業省別館１０８会議室 

 

３．出席者： 

 （学識経験者） 

山冨委員（会長）、在原委員、金子委員、小出委員、名古屋委員、藤田委員、吉本

委員 

 （鉱業権者代表） 

石井委員、戸髙委員、松本委員、森本委員、池田委員（平山代理）、後根委員（豊

島代理）、久保委員（堀江代理）、中島委員（江口代理）、蓮尾委員（平林代理）、

光根委員（広田代理） 

 （鉱山労働者代表） 

嵐委員、井坂委員、河野委員、嶋影委員、中野委員、奈良委員、弥久末委員 

 

４．議題： 

【審議事項】 

(1) 作業監督者の選任要件として特定の民間資格を認める改正について 

(2) 労働災害防止団体法に基づく指定業種「鉱業」の解除について 

【報告事項】 

(1) 第１２次鉱業労働災害防止計画の実施状況について 

(2) 平成２６年度鉱山保安関係予算について 

(3) 平成２５年度全国鉱山保安表彰について 

(4) 石炭じん肺訴訟の現状について 
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○藤原企画調整係長  それでは、ちょっと時間が早いのですが、皆様おそろいですので

始めさせていただきたいと思います。 

 ただいまより中央鉱山保安協議会を開催させていただきます。 

 事務局の鉱山・火薬類監理官付の藤原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 早速ですが、まずお手元の配付資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第を１枚めくっていただきまして、配付資料一覧がございます。これに沿ってご

確認させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、資料１「中央鉱山保安協議会委員名簿」、資料２─１

「作業監督者の選任要件に係る鉱山保安法施行規則の一部改正について」、資料２─２

「作業監督者の選任要件と同等以上として認め得る予定の民間資格について」、資料２─

３「施行規則の一部改正及び参照条文等」、資料３「労働災害防止団体法に基づく指定業

種「鉱業」の解除について」、資料４─１「第12次鉱業労働災害防止計画の実施状況につ

いて」、資料４─２「補足資料」、資料５「平成26年度鉱山保安関係予算について」、資

料６「平成25年度全国鉱山保安表彰について」、資料７「石炭じん肺訴訟の現状につい

て」、以上が本日の資料でございます。乱丁・落丁等がございましたら、事務局までお知

らせください。 

 では、大丈夫そうですので、まず、本協議会の議事の運営についてですが、議事は原則

公開とし、一般傍聴を認めますが、特別の事情がある場合は、会長の判断で非公開とする

ことができるものといたします。 

 また、会議の配付資料及び議事録は、原則として公開とします。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、特別の事情がある場合は、会長の判断

で、配付資料、議事録または議事要旨の一部また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委員の皆様方ですが、所属先の関係などにより、３名

の方が今回新しく就任されておりますので、ご紹介いたします。お手元の資料１をご参照

ください。下線のある委員の方が新たにご就任されている委員の方でございます。 

 まず、鉱業権者を代表する委員として、日本鉱業協会、光根委員ですが、本日はご都合
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により広田様が代理出席されております。 

 続きまして、鉱山労働者を代表する委員として、関東天然瓦斯開発労働組合、河野委員

です。 

 日鉄鉱業株式会社日鉄鉱業職員組合、嶋影委員です。 

 以上の皆様です。 

 委員のご出席の状況ですが、学識経験者の委員の榎本委員、風間委員、田中委員の３名

が、鉱山労働者代表者の委員の川原委員、坂上委員、吉岡委員の３名が所用により今回欠

席されております。 

 また、代理者の出席として、鉱業権者代表委員の池田委員の代理として平山様が、後根

委員の代理として豊島様が、久保委員の代理として堀江様が、中島委員の代理として江口

が、蓮尾委員の代理として平林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名中、代理の方も含めまして24名が出席されており、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おのおので半

数以上のご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、

本日の協議会は成立しますことをご報告いたします。 

 それでは、山冨会長、本日のご審議につきまして、議事の進行のほどよろしくお願いい

たします。 

○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、吉野鉱山・火薬類監理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。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  昨年の７月より鉱山・火薬類監理官を拝命しております吉

野でございます。皆様、よろしくお願い申し上げます。 

 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る次第でござい

ます。 

 まず、山冨会長、また委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらず、また、

お寒い中、本日ご出席いただき、まことにありがとうございます。また、日ごろより鉱山

の保安に関しましてご支援、ご協力を賜りまして、改めて御礼申し上げる次第でございま
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す。 

 さて、我が国経済でございますけれども、着実にアベノミクスの効果ということもあっ

て、一筋の明るい光がみえてきているというような状況ではないかと考えているところで

ございます。このような成長への歩みに関しまして、産業保安を担当する者といたしまし

ても、その保安をしっかりやっていく、そして自然災害に対しても防災をしっかりやって

いくということで後押しをしていくべく、全力を尽くしてまいる所存でございます。 

 我が国の鉱業の現状をかんがみますと、残念ながら市場はほぼ横ばいというようなとこ

ろではございますけれども、石灰石、セメントといったような分野でございますとか、窯

業材料といったような、国内でなければなかなか供給が難しいものをしっかり産出してい

ただいているところでございますし、そのほかの金属類、また、将来に向けましては海洋

エネルギー資源といったようなところに関しましても今後目配りをしていく必要があると

考えているところでございます。そのような社会のニーズにしっかり応えるべく、保安水

準を一歩一歩向上させてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 昨年、また本年に入りまして、昨年は秋口に集中豪雨が中国地方や東北地方でございま

して、鉱山関係の施設が被災したということもございます。また、この２月に入ってから

２回ほど例年にない雪がございまして、特に先週の２月14日の大雪に関しましては、山梨

を中心といたしまして大きな被害が出ているところでございます。山梨の県境を越えまし

た埼玉県の秩父にございます休廃止鉱山では、従業員の方が雪に埋もれまして、最後は県

警のヘリで救出されるというようなこともございましたし、また、いまだその休止鉱山の

ほうは、いわゆる坑廃水処理がストップしたままということでございまして、その施設を

再稼働させるべく、現在、県警でございますとか消防のご助力もいただきながら、その復

旧に取り組んでいるところでございます。その関係上、本日、ここに並ぶべき課長補佐の

者が何名か欠けておりますことをおわび申し上げる次第でございます。そのようなことで、

自然災害への対応というものも今後しっかり考えていきたいと、取り組んでまいりたいと

思います。 

 さて、鉱山保安の本質でございます危害防止の点でございますけれども、最近はある意

味漸減傾向にあったというところでございますが、昨年は若干増えてしまったという状況

でございます。それでも、度数率は依然低い水準であると考えてございますが、やはり強

度率が少し高目になってきているということがございますし、個々の事故の中身を拝見い
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たしますと、やはりヒューマンエラーに基因するような日常的な作業ないしは日常の割と

非定常作業を中心といたしまして、墜落、巻き込まれといったようなところで残念ながら

災害が発生しているというところでございますので、労働者の皆様方、また、鉱業権者の

皆様方の保安意識の再びの高揚というものをぜひ図っていただきたいと考えているところ

でございます。 

 経済産業省、また、この中央鉱山保安協議会の場という意味におきましては、昨年に第

12次の鉱業労働災害防止計画を皆様にご審議いただき、それを決定させていただいたとこ

ろでございます。昨年はその12次の計画に基づきまして、これを推進していくための支援

ツールといったようなものを、ここに、本日ご臨席いただいております小出委員、名古屋

委員のご指導も賜りまして、支援ツール、ガイドブックといったようなものを作成させて

いただいたところでございますので、こちらのほうを活用しながら、来年度に向けまして

より一層鉱山保安マネジメントシステムの構築と有効化に努めてまいりたいと考えている

次第でございます。 

 最後に、本日のご審議についてでございますけれども、議題は多々ございますけれども、

まず１番目といたしまして、作業監督者の選任要件に関しまして、従来、国の何らかの公

的資格という形でお願いしてきているところでございますが、民間資格を一部取り入れる

べく、所要の省令改正をご審議いただきたいと考えている次第でございます。また、鉱災

防、鉱業労働災害防止協会が解散の見込みということになっておりますので、これに対応

いたしました関係法令の改正の２点につきましてご審議をいただくとともに、昨年１年間

の鉱山保安行政、鉱山保安の現状をご報告申し上げまして、皆様方から忌憚のないご意見

をいただきたいと考えているところでございます。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、議事に入りたいと思います。 

 吉野監理官のごあいさつにありましたように、本日は審議事項が２件、報告事項が４件

となっております。 

 それでは、まず最初に、審議事項の (1)「作業監督者の選任要件として特定の民間資格

を認める改正について」であります。 

 それでは、まず事務局からご説明をお願いいたします。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  それでは、資料２─１と、１つ飛ばしまして資料２─３を
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お手元にご用意いただければと存じます。 

 資料２─１「作業監督者の選任要件として特定の民間資格を認める改正（案）ついて」

というものでございます。 

 まず、１番目の改正の趣旨でございます。 

 第１段落目に、鉱山保安法第26条において、「鉱業権者は、保安を確保するため、経済

産業省令で定める作業区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその

作業を監督する者を選任しなければならい」としておるところでございます。 

 具体的には、資料２─３の２ページをごらんいただければと存じます。 

 鉱山保安規則とございまして、その下の、作業監督者、第四十三条とございます。四十

三条の中に、一号でございますればボイラー等、幾つかの作業区分ごとにその資格を定め

ているところでございます。 

 本日ご審議いただくのは、そのうちの第十項の作業区分、坑廃水処理及び水質汚濁防止

法施行令別表云々のところでございまして、坑廃水処理施設と、あと精錬施設に関しまし

ての鉱害防止施設に関しまして、作業監督者の資格を定めているところでございます。 

 さらに、その十項の下に、第一号、第二号、第三号、第四号という形で、一号、二号が

精錬関係の鉱害防止施設、三号、四号が水処理関係の鉱害防止施設という形で、それぞれ

資格を定めさせていただいているものでございます。 

 本日主にご審議いただきますのは、この四号の水処理施設の中でも１万立方メートル未

満の排水量ということでございまして、比較的小規模なものを中心としたところをご審議

いただきたいと考えているところでございます。 

 資料２─１にお戻りいただきまして、改正の趣旨のところでございます。 

 中段のところでございます。この作業監督者の資格についてでございますが、平成17年

に鉱山保安法を改正いたしまして、その後、５年後のレビューなどを皆様方にご審議いた

だいたところでございますが、その中で、やはりなかなか民間のさまざまな資格制度、講

習制度といったようなものが実績を積み重ねてきたならば、そういった自主的な取り組み

を高く評価して鉱山保安法の作業監督者の資格の中に取り入れていってはどうかというよ

うなことをご提言いただいたところでございます。昨年の３月に、まさにこの場でご審議

いただきました金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づきます基本方針の中におきましても、

やはり同様のご提言をいただいているところでございます。 
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 そのような背景を踏まえまして考えますところ、「一方」以下のところでございますが、

例えばということでございますが、一般財団法人休廃止鉱山資格認定協会などが資格認定

活動を行ってきているところでございます。こちらのほうの活動に関しましては、資料２

─２をごらんいただければと存じます。 

 １番目、作業監督者が選任に必要な資格ということでございますが、現行は主に公害防

止法の中で行っております国家試験、、また、その中にございます講習課程などを引用さ

せていただいております。また、かつての鉱山保安に基づきます国家試験などを定めてい

るところでございます。 

 このうち、先ほど申しましたような比較的小規模な休廃止鉱山の水処理に関しましては、

民間の自主的活動といたしまして一般財団法人休廃止鉱山資格認定協会の資格が既に２年

ほど活動を積み重ねてきておりまして、その認定者が着実にふえているという状況でござ

います。 

 その休廃止鉱山資格認定の中身──下の表でございますが──をごらんいただきますと、

一番右のほうに、この公害防止管理者の資格認定講習の、主に一般の小規模な水処理をや

っております講習の項目がここに掲げられております。環境関連法規、水質汚濁の現状、

水質汚濁の機構、汚水処理法、水質測定技術、こちらのほうが公害防止管理者の資格認定

講習のいわゆる第四種に相当するものでございます。また、表の一番下の水質有害物質処

理技術のところでございますが、これが資格認定講習のいわゆる第二種の一部をもってき

たものでございまして、休廃止鉱山資格認定協会がやられております資格認定はこの第四

種と第二種の一部をカバーするような形になっておりまして、休廃止鉱山の水処理を行っ

ていくに当たり、十分な知識・技術を確認しているというようなものと認められると考え

ております。 

 したがいまして、このような資格に関しましても作業監督者の資格として認め得るよう

に、所要の省令の改正をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 具体的な改正の内容でございますが、資料２─３の１ページをごらんいただければと思

います。 

 ちょっと、やや堅苦しい法令の書き方でございますけれども、先ほどごらんいただきま

した表、坑廃水処理の作業区分第十項に関しまして、先ほどの表の上欄ということでござ

いますので、「坑廃水処理施設及び製錬処理施設の作業をする作業監督者を選任するとき
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は」という意味でこの横棒がひいてあるわけでございまして、そして、少し飛ばしまして、

「作業に関し同項の下欄に掲げる資格」、先ほど申しました一、二、三、四とあった資格、

水質汚濁防止法関係の資格が並んでおりましたが、こちらに掲げました資格を有する者と

同等以上と産業保安監督部長が認めた者から選任することができるという形で改正を行い

たいと考えている次第でございます。 

 この中で、この一般財団法人休廃止鉱山資格認定協会のお名前を直接記載してございま

せんが、今後このような民間資格でさらに新しいものが出てくる可能性もありますし、ま

た、現在この資格認定協会は主に小規模な坑廃水処理を中心に活動されておりますが、そ

れがまたより高レベルなものに発展していく可能性というようなことも考えまして、柔軟

性をもたせるために、第十項全体で監督部長の裁量の中で柔軟に認め得るような形にして

いきたいということで、このような改正の内容とさせていただいたものでございます。 

 最後、資料２─１の今後のスケジュールでございますが、本日ご審議いただきましてご

了解いただけました折には、３月上旬から約１ヵ月をかけまして、パブリックコメントと

呼んでおります一般の方々ないしは本日ここにいらっしゃらない鉱業関係者の皆様方から

のご意見をいただきまして、４月の下旬には省令改正の官報公示という形で進められれば

幸いでございます。 

 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、ご意見、ご質問がございましたら、お出しくだ

さい。よろしくお願いします。 

○広田代理 鉱業協会の光根委員の代理の広田でございます。 

 ただいまご説明をいただきました民間資格を認める改正をご検討いただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

 ここにございます民間団体が実施する資格制度の例として、一般財団法人休廃止鉱山資

格認定協会が行う資格認定講習というのが例示で挙げられておりますので、この資格認定

協会につきまして少しご紹介をさせていただいて、これまでどういう実績があるのかとい

うことをご紹介し、ご審議の参考にしていただければというふうに思います。 

 休廃止鉱山資格認定協会は、まさに休廃止鉱山の主体でございます鉱業協会の参加メン

バーでございます方々のいってみれば差し迫ったニーズからできたものでございまして、
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平成24年の４月に一般財団法人として設立をさせていただきました。 

 目的は、休廃止鉱山における坑廃水処理に関しての資格認定事業を行うという目的にな

っています。 

 協会自身の構成、役員等につきましては、昔の鉱山をやっていた鉱山会社などが中心で

ございますけれども、この資格認定事業という目的に照らして、こうした講習あるいは認

定の修了試験を公正に実施するという観点から、管理委員会をつくり、この管理委員会が

主体となって資格認定をさせていただいております。この管理委員会のほうには、学識経

験者３名、認定協会の役員が２名入っておりまして、そのほか、法令等についてのいろい

ろな問題もございますので、経済産業省のオブザーバーの皆様方にも参加をしていただい

ているというものでございます。 

 これまで、平成24年の９月と平成25年の同じく秋に講習を実施いたしました。講習は、

丸２日間ぶっ通しで実施をいたしまして、最後の２日目の最後に修了試験を実施するとい

う形でやっております。第１回目は、受講者が30名で、最後の修了試験に合格した者が26

名でございました。第２回目は平成25年に実施をいたしましたけれども、受講者が37名で、

合格者は35名ということになっております。 

 この講習ですけれども、まず講習を受ける受講資格というものを定めておりまして、大

学あるいは高校の卒業生で、坑廃水の処理施設の維持あるいは管理の経験年数、こうした

ものを幾つかのカテゴリーに分けて受講資格をまず定めております。 

 それで、講習の内容につきましては、先ほど吉野監理官のほうからご説明がございまし

たような鉱害防止あるいは環境関係の法令、坑廃水処理施設の維持管理、あるいは測定技

術、こうしたものを網羅的に講習項目として挙げてございます。 

 それから、試験の問題の作成あるいは合否、その他必要な事項は、先ほど申しました第

三者学識経験者の皆様方を初めとした管理委員会で決定するという、中立的な運営に努め

てまいっております。 

 そうした形でこれまで２年間にわたりまして講習を実施し、修了試験を実施して、修了

者、合格者というのが出てきておるというところでございまして、今後もそうした形で公

正に実施をしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひここでの合格者につきま

しては、ご説明がございましたような国の資格、作業監督者の資格として認めていただく

ように、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。 
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 以上でございます。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見は。藤田先生、どうぞ。 

○藤田委員  小さいことですけれども、語句の訂正をお願いしたいと思います。 

 資料２─２の一番下の水質有害物質処理技術ですけれども、「Ｃｅ」と書いていますけ

れども、「Ｓｅ」、セレンの間違いだと思います。セリアではないですね。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  失礼いたしました。承知いたしました。 

○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。よろしゅうございますでしょうか。 

 こういった形で、休廃止鉱山の水処理について、現実に即して、かつ実行的な資格制度

がスタートしておりますので、それを考慮したものに改正したいということでございます。 

 よろしゅうございますでしょうか。どうもありがとうございました。 

 ただいまご審議いただきました規則等の改正につきましては、皆様のご意見を踏まえた

上で、事務局から説明がありました内容に沿って所定の手続を進めることを了承したいと

思います。 

 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は、会長の私にご一任い

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、続きまして、次の議事に移りたいと思います。 

 審議事項の (2)「労働災害防止団体法に基づく指定業種「鉱業」の解除について」であ

ります。 

 それでは、吉野監理官からご説明をお願いいたします。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  それでは、資料３をお手元にご用意願います。「労働災害

防止団体法に基づく指定業種「鉱業」の解除について」でございます。 

 こちらのほう、ご存じの委員の方も多いかと存じますけれども、背景のところに書いて

ございます労働災害防止団体法、昭和39年と古い法律でございますが、この中で、「労働

災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、

もって労働災害の防止に寄与することと」ということで、団体の設立を促進する、また規

定している法律がございます。 

 この事業主、鉱業で申しますれば鉱業権者のこのような保安促進活動をサポートするた
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めの形として、４つ目の丸のところでございますが、いわゆる鉱業労働災害防止協会、俗

称「鉱災防」とみんなで呼んでいる団体でございますが、これまで長年にわたり活動して

きていただいたところでございます。この鉱災防でございますが、この労働災害を防止す

るための事業主の活動は、主に他の製造業でございますと、２番目の丸にございますよう

な中央労働災害防止協会、俗に「中災防」と呼んでございますが、こちらのほうがさまざ

まな講習活動、教育活動、ないしは診断活動を行っているものでございますが、この中災

防以外のものといたしまして、４つ目の丸の下に米印で小さく書いてございますが、鉱業、

建設業、陸上貨物運送業、林業、港湾貨物運送業の５業種が個別分野のものとして別途設

立され、活動しているという状況でございます。この業種別の活動が認め得る条件が、下

の点囲みのところにございます３つの条件でございます。その業種におけます労働災害の

発生率が著しく高いことということが１つ目の条件でございます。２番目が、その著しく

高い業種の業態が特殊であり、業種独自の自主的な活動が有効であるというふうに考えら

れること。そして、３番目といたしまして、その自主的な活動を行う組織的な基盤がある

と考えられることということでございまして、昭和39年、法律ができるとほぼ同時にこの

鉱災防が設立されまして、これまで活動をしてきたというところでございます。 

 ２ページ目にページをお送りいただきまして、残念ながらということでございますが、

この鉱災防が解散という運びになってきているということでございます。 

 まず１番目、解散の前に、幸いなことに、この我が国鉱業でございますけれども、昭和

39年当時は、今は若干使いませんが、死傷千人率という形でございますけれども、当時と

いたしましては 141.6という数字でございまして、全産業や製造業と比べますと１けた高

い。大きな鉱山災害があった年などの数字をみますと、大体鉱山労働者の 500人から 

1,000人に１人が亡くなられるといったような状況があったわけでございます。それに対

しまして、平成23年でございますけれども、この鉱業の死傷千人率でみますと 2.4という

ことでございまして、全産業や製造業とほぼ横並びという形となってきているということ

で、労働災害の発生率が著しく高い業種という形ではなくなってきているということがい

えるかと存じます。 

 ２番目の「また」のところでございますが、この鉱災防の財政面でございますが、昨今

の財政事情が厳しい折、いわゆる補助金改革といったようなものが数年前に大きく行われ

たものでございますが、この鉱災防の活動に厚生労働省からいただいておりました国庫の



 - 12 - 

補助が大幅に削減されたということがございまして、このままでは鉱災防を財政面で支え

ていくというのがなかなか厳しい状況に相なったところでございます。鉱災防を支えてい

らっしゃいます鉱業権者の皆様方がお話し合いをされた結果といたしまして、会費の値上

げというのはなかなか厳しいということでございまして、平成25年度内、本年度内にこの

鉱災防を解散するという方向性が政策決定されまして、現在そのための準備が進められて

いるという状況でございます。 

 したがいまして、１ページ目で申し上げました組織の基盤があるという条件がもうじき

なくなるというような状況に相なったということでございまして、この労働災害防止団体

法が予定している３つの条件のうち、少なくとも２つが満たされなくなるということでご

ざいまして、特定の個別の業種として「鉱業」を指定しているという状態を解除せざるを

得ないという状況に相なったと考えている次第でございます。 

 したがいまして、３ページ目にページをお送りいただきまして、四角囲みにあるように、

昭和39年当時の告示がございます。当時でございますので、通商産業大臣と労働大臣の告

示でございますけれども、こちらのほうの告示を、厚生労働省と共同で鉱災防の解散後に

廃止ということとさせていただきたいと考えているところでございます。 

 一番下のところでございますが、これまで鉱災防は、各地でさまざまな鉱山の保安監督

者、また鉱山労働者の方々に対しまして講習活動、診断活動などを行ってきたところでご

ざいます。そういった教育事業に関しましては、３年間の暫定措置という形ではございま

すけれども、中災防において実施されていくといったようなことという方向で調整を進め

させていただいているところでございます。また、鉱災防解散後に中災防に会員となられ

た鉱山会社においては、中災防のサービスを受けることも可能と相なるわけでございます。 

 また、ここに記載してございませんが、鉱災防がこれまで行ってきた表彰活動、鉱山や

鉱山労働者の表彰活動に関しましては、現在各鉱業関係団体の間で話し合いをしていただ

いておりまして、民間の表彰制度として継続を図ろうというふうに今活動しているところ

でございます。 

 また、標語募集などもいろいろやらせていただいておりますが、そちらのほう、これも

やはり地道な活動として非常に重要でございますので、こちらのほうは各産業保安監督部

等で引き継いで実施していきたいと考えている次第でございます。 

 ご説明は以上でございます。 
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○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。 

 では、小出委員、お願いいたします。 

○小出委員  趣旨はよくわかりましたが、２点程確認させてください。 

 ３ページの一番下ですが、鉱災防の解散以降は、鉱業関係の事業者は中災防の提供する

サービスを受ける。 

さらに鉱災防が実施してきた教育事業は３年間の暫定措置として中災防で実施するとなっ

ていますが。 

1点目は、現在、鉱災防に入っている事業者は中災防の会員として移動するのか。 

２点目は、３年間の暫定措置とかどのようなことを言っているのか。 

又、３年以降はどうなるのかをお聞きしたい。 

  

○吉野鉱山・火薬類監理官  まず、現在鉱災防の会員となられている会社は、たしかほ

ぼ全員が中災防の会員とはなられていないという状況でございます。鉱災防解散後、中災

防の会員に各社のご判断でなられた場合には、中災防のサービスを受けることができます

し、若干割高になりますが、会員になられていない会社におきましてもサービスを受ける

ことは可能というのが中災防の制度でございます。 

 また、３年間というところの意味でございますが、鉱災防が解散するに当たり、若干の

残余財産がございます。この残余財産を使いながら、中災防の中で人を手当ていたしまし

て、この鉱業に特化した教育事業を展開していこうということでございまして、そのめど

が３年ということでございまして、３年経過した後にさらに鉱業に特化した活動が必要か

どうかというところは、また私ども、また鉱業権者、鉱山労働者の皆様方とご相談申し上

げながら、次の手当が必要であればそれをまた考えていくということになるのではないか

と考えております。 

 以上でございます。 

○小出委員  そうすると、場合によっては中災防さんに全てが吸収されるという前提も

出てくるわけですね。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  さようでございます。吸収されるといいますか、中災防…
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…。 

○小出委員  教育事業の３年先はどうなりますか。。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  まず鉱災防解散後に、鉱災防の教育事業が中災防のほうに

吸収されると。３年後には鉱業に特化した教育事業というものが、ある意味、中災防の事

業としてはなくなるということになろうかと思います。 

○山冨会長  ほかにいかがでしょうか。ご意見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。 

 大変残念なことなのですけれども、厚生労働省からの補助金というものが大幅に削減さ

れたということで、財政的に成り立たないということで、鉱災防の解散ということに──

まだ正式には、３月に開かれる総会で議決される予定ですけれども、そういうスケジュー

ルになっております。この鉱山の保安といいますか、教育事業を中心になって担ってきて

いただきましたので、何らかの形で鉱業団体のほうでいろいろ考えていただきたいなとい

うふうに私は希望しております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまご審議いただきました指定業種「鉱業」の解除につきましては、事

務局から説明がありました内容で本協議会は了承するということにさせていただきます。 

 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は、会長の私にご一任い

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次の議事に移ります。 

 報告事項 (1)「第12次鉱業労働災害防止計画の実施状況について」であります。 

 まず、事務局からご説明をお願いいたします。 

○伊藤監督係長  資料４─１につきまして、私、伊藤のほうから説明させていただきま

す。 

 まず、第12次鉱業労働災害防止計画の実施状況ということでございまして、まず目次を

ごらんいただきたいのですけれども、まずは今回、平成25年度のレビューを行った上で、

来年度の計画、取り組みについてご説明をするという流れにしたいと思っておりまして、

まず25年度のレビューに関しましては、12次計画で定めた主要な対策事項に沿ってレビュ

ーをしていきたいということもありまして、まず最初に12次計画の概要を３ページ目につ

けさせていただきました。 

 それでは、まず、おさらいということで、スライドの３枚目というところを開いてもら
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えればと思います。 

 12次計画の概要ですけれども、目標、各鉱山においては災害を撲滅ということでござい

まして、全鉱山の災害発生状況の目標としましては、計画５年間平均で度数率0.85以下、

強度率0.35以下ということを12次計画で掲げさせてもらったところでございます。 

 これを達成するための主な対策事項ということで、そこに記載されております１から７、

まず１つ目が「鉱山保安マネジメントシステムの構築とその有効化」、２つ目に「自主保

安の徹底と保安意識の高揚」、３つ目に「発生頻度が高い災害に係る防止対策の推進」、

４つ目に「基盤的な保安対策の推進」、５つ目に「外国人研修生に対する配慮」、６つ目

に「単独作業及び非定常作業に対する保安管理」、７つ目に「国及び鉱業関係団体の連

携・協働による保安確保の取組」と、こういったもので12次計画を実施していくというこ

とでございまして、今回は、25年度のレビューに関しましては、この主要な対策事項に沿

って個別にレビューをしながら26年度につなげていくと。そして、そういったことでもっ

てこの12次計画の目標を達成していくという流れで考えさせていただきました。 

 まず、25年度の取り組みに関するレビューということでございまして、スライドでいう

５番目になります。 

  (2)の「罹災者数の推移」になりますけれども、平成25年につきましては26名というこ

とで減少傾向にあるといえます。 

  (3)の「度数率・強度率の推移」ということでございまして、平成25年度については度

数率が1.15、強度率が0.64ということで、これも低い傾向にあるということがいえるのか

と思います。 

  (4)で「初年度目標に対する達成状況」ということで、12次計画で度数率0.85以下、強

度率0.35以下という目標を掲げて、さらにこれを達成するためにマイルストーンとして各

年の目標を定めていたところでございますけれども、それが今年、度数率について0.90を

目標にしておりました。強度率については0.39を目標にしておりました。今年の実績でご

ざいますけれども、度数率が1.15ということで、0.25ポイント超過と。強度率については

0.64ということで、こちらも0.25ポイント超過ということで、罹災者数でいうと６人相当、

損失日数でいうと 5,600日程度それぞれ超過しているという状況でございます。 

 次に、鉱山保安マネジメントシステムの定着度・有効度に関する目標なのですけれども、

12次計画の一丁目一番地に掲げました鉱山保安マネジメントシステムの構築と有効化につ



 - 16 - 

いても、それぞれ各年度の目標を立てておりまして、それを目指して毎年取り組んでいく

わけですけれども、今年の実績としましてランク分けをしておりまして、鉱山保安マネジ

メントシステムを一番本格的にやっているというところが (1)で、その次にやっていると

いうのが (2)の導入推進鉱山でございまして、まだ準備段階にあるといったところは導入

準備鉱山と位置づけさせていただきまして、今年の目標の数字なのですけれども、本格導

入鉱山が80を目標にしていたところ、実績で78ということでほぼ達成で、導入推進鉱山に

つきましては、目標 123と掲げていたところ 145ということで達成ということで、鉱山保

安マネジメントシステムの定着・有効度に関しましては目標をほぼ達成したといえるとい

うところではないかと考えております。 

 次に、６ページの６番目のスライドになりますけれども、「25年度の結果を受けた26年

度取組のポイント」ということでございます。 

 平成25年度の結果は今簡単に説明しましたけれども、平成25暦年の全鉱山における災害

発生状況については、過去２番目に少ない罹災者数でございました。近年の緩やかな減少

傾向というものは維持したということでありますけれども、先ほどのとおり、度数率・強

度率といった目標値は上回ってしまいました。その一方で、鉱山保安マネジメントシステ

ムという取り組みに対する評価についてはほぼ達成したところでございます。 

 これを受けまして、来年度の取り組みのポイントなのですけれども、鉱山保安マネジメ

ントシステムの構築と有効化というものは、各鉱山における継続的な保安向上を目指した

ものということでございますので、去年鉱山保安マネジメントシステムの目標を達成した

一方で、災害発生状況については目標達成に至らなかったのですけれども、これは中長期

的視点で捉えまして引き続き推進することとしたいと考えております。しかしながら、や

はりその災害発生状況といったものを目標達成できなかったということを踏まえまして、

災害分析をもとにした速効性のある取り組みであるとか、あと現場に即した取り組みなど

が必要ということで考えております。具体的には、12次計画に定めた主要な対策事項に係

る取り組みについて、個々に評価を行う中で触れさせていただきたいと思います。 

 次のページにめくります。 

 次からは、12次計画に定める主要な対策事項ごとにレビューを行っていくというもので

ございます。 

 まず１つ目、主要な対策事項１ということですけれども、今年度のポイントとしまして
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は、そこの真ん中の表にございます目標と実績というものを書かせていただいたところで

ございますけれども、重複になりますけれども、今年度についてはほぼ達成しているとい

うことでございます。この達成度の中には、産業保安監督部による現地指導であるとか、

講習の実施であるとか、あとは鉱山保安マネジメントシステムに関するＦＡＱも作成して

おりまして、こういった取り組みが功を奏したのではないかというふうに考えております。 

 来年度につきましては、鉱山保安マネジメントシステムを頑張っている鉱山を表彰すべ

く、選考基準も改正したところでございます。来年度の方向性なのですけれども、今年度

ガイドブックとかも作成しておりますので、こういったものを有効活用して、さらに現地

指導といったものを強化してまいりたいと考えております。また、ＦＡＱなどのそういっ

た支援ツールなどについても、より一層充実を図ってまいりたいと思っております。また、

今年度導入推進鉱山が目標よりも実績が大幅に上回ったということも踏まえまして、目標

値について当初よりも上方修正を図っていきたいと思っております。 

 次に、スライドの８番目になりますけれども、主要な対策事項２「自主保安の徹底と保

安意識の高揚」と。 

 今年度のポイントとしましては、12次計画を３月に告示しましたけれども、年度初めに

各監督部で開催する保安統括者会議において12次計画がスタートしたということを周知し

て、本年度の各監督部で定めている監督指導方針といったものがございますけれども、こ

れも保安統括者会議の場で表明をしまして、自主保安の徹底を強調したところでございま

す。 

 来年度の方向性につきましては、上記に実績等を書かせていただきましたけれども、こ

ういった表彰制度であるとか保安週間であるとか、そういった各種取り組みを継続すると

ともに、必要に応じて監督部の取り組みを拡充してまいりたいと思います。 

 また、先ほどちょっとご説明もありましたけれども、保安週間に合わせた保安標語です

けれども、これまで鉱災防の支部がやっていたところがございまして、こういったところ

については監督部がみずから行う方向であるとか、あとは地方の組織が行う方向で現在検

討中ということでございます。 

 次に、９番目のスライドになりますけれども、主要な対策事項３,６「発生頻度が高い

災害に係る防止対策の推進」ということで、このポイントとしましては、平成25年の災害

事由では墜落が38％、平成25年の罹災者が26名の中で罹災者が10名と。一方、それに加え
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て運搬装置が23％で６名ということになっておりまして、度数率・強度率の目標達成には

これら発生頻度が高い災害防止が必要不可欠というふうに考えております。 

 来年度の方向性につきましては、平成25年に非常に頻度が高かった墜落災害と巻き込ま

れ災害といったものの防止というものを監督指導の重点項目として推進するといったこと

であるとか、あと、今年度外注事業によって、鉱山災害防止のためのガイドブックである

とか、あと各監督部で優良事例集といったものを作成いただきましたので、こういったも

のを有効活用しながら災害防止を図っていきたいと思っております。また、類似災害、例

えばベルトコンベアでいうと稼働中の災害が４件ありましたといったことで、こういった

類似の災害発生防止という観点から、災害情報の水平展開についても強化を図っていきた

いというふうに考えております。 

 続きまして、10番目のスライドに移りまして、主要な対策事項４「基盤的な保安対策の

推進」ということでございます。 

 25年度のポイントでございますけれども、保安検査を12月末時点までに 225件実施して

おります。基盤的な保安対策に関連するものとして、残壁対策に関し11件、坑内保安に関

しまして９件、粉じん等の作業環境整備に関して29件の指摘がございまして、これらにつ

いて改善の措置が講じられているところでございます。あと、粉じんに関する作業環境評

価結果としまして、第３管理区分に区分された単位作業場所が52件ございまして、そのう

ち坑内42ヵ所、坑外10ヵ所ということでございますけれども、坑外については直ちに改善

を指導しておりまして、坑内についても改善を指導ということでございます。そのほか、

新たな環境の変化に対応すべく、関東であるとか東北において有識者検討会を開催してお

りまして、関東では長大残壁の保安に関する有識者検討会であるとか、あと、タイトオイ

ル採掘に当たっての保安に関する有識者検討会を東北で開催しているところでございます。 

 来年度の方向性といたしましては、監督部による保安検査に加えまして、保安指導であ

るとか有識者検討会であるとか、こういった外部の専門家の有効活用により、鉱山特有の

基盤的な保安対策に万全を期していきたいと思っております。また、第３管理区分に区分

された単位作業場所につきましては、個別に改善を指導していきたいと思っております。 

 レビューの最後になりますけれども、主要な対策事項７の「国及び鉱業関係団体の連

携」ということで、ポイントとしましては、廃止された旧鉱山保安法の国家試験制度が果

たしてきました一部の役割を果たすものとして創設されました保安管理マスター制度につ
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いて、法令面での内容に関しサポートしてきました。また、先行されて実施しております、

先ほどご審議いただきました、休止鉱山の坑廃水処理に関する民間資格認定講習制度に関

しまして資格要件を緩和する方向で省令改正をする予定ということになっております。 

 来年度の方向性でございますけれども、こうした民間資格制度については引き続き連

携・支援ということでございます。また、その民間表彰制度につきましても、先ほどご説

明がございましたけれども、鉱山保安推進協議会で鉱災防にかわる民間表彰というものが

検討されまして、これとの連携・支援ということもしっかりと図っていきたいというふう

に考えております。また、災害事例などの国の情報提供のあり方については、業界団体の

意見も踏まえ、一部改善した情報提供を実施していきたいということで考えております。 

 今ご説明したレビューの中身を踏まえて、今度は26年度の取り組みにつなげていきたい

というふうに考えておりまして、13番目のスライドになりますけれども、平成26年度の目

標の修正ということでございます。 

 平成25年度の実績ということで、そこの下にグラフがございまして、当初の予定という

部分では、グラフの右斜め下に下がっている直線というものを12次計画期間中の当初目標

ということで考えていたところですけれども、実績がちょっと高くなってしまったという

ことでございまして、ちょっと目標の修正を図っていきたいというふうに考えております。

25年に超過した部分について、26、27、28年、29年でそれぞれ按分をしていき、12次計画

の目標を何とかして達成していきたいというふうに考えておりまして、26年の目標につい

ては度数率0.81、罹災者でいうと約18名以下に相当するところでございます。強度率でい

うと0.30以下、損失日数でいうと約 6,783日以下に相当ということでございます。 

 次のスライド、14ページになるのですけれども、今、26年の目標として掲げた度数率・

強度率でございますけれども、基本的には保安レベルの向上により減少傾向になってはい

るのですけれども、それではまだ足りませんので、ここに記載されているポイントによっ

て、さらに減少傾向を加速させることによって目標達成を目指していきたいと考えており

ます。 

 取り組みのポイントとしましては、まず方策その１に記載されておりますけれども、

「鉱山保安マネジメントシステムの構築・有効化の加速」。あと、方策２としまして、災

害分析を基にした頻度が高い災害の防止対策の徹底」と。そのほかとしまして、「レビュ

ーの結果等を踏まえ改善」といったことであるとか、あと行政によるＰＤＣＡの充実・強
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化ということで、こうした中央鉱山保安協議会であるとか地方鉱山保安協議会を活用しな

がらＰＤＣＡを充実であるとか強化をしていくということでございます。こういった取り

組みでもって26年度の目標を達成していきたいと思っておりますけれども、その具体的な

中身について次のページにございますので、15番目のスライドをごらんいただきたいと思

います。 

 まず、方策１として示させていただきました「鉱山保安マネジメントシステムの構築と

その有効化の加速」ということでございますけれども、まず、目標の上方修正ということ

で、平成25年度の実績がそこの下の表にございますように非常によかったということでご

ざいますので、平成26年度の当初目標を上方修正をかけました。目標の修正内容としまし

ては、本格導入鉱山を２つ増やすということと、あと導入推進鉱山を25鉱山増やすという

ことでございます。 

 次に、ガイドブックの活用でございますけれども、今年度外注で中小零細鉱山向けガイ

ドブックをつくっておりますけれども、鉱山で有効活用されるように、全国各地で講習会

などを開催することによって普及を図っていきたいと思っております。 

 次に、支援ツールの内容の充実ということでございますけれども、平成25年度、各監督

部、全国の各鉱山に現地指導を実施していただきましたけれども、そういったところで得

られた課題といったことも踏まえまして、そういったところを現在支援ツールとして公表

しているものに反映をさせていくということでもって、内容をより充実させていきたいと

考えております。 

 次に、方策２ですけれども、16番目のスライドになります。 

 方策２として「災害分析を基にした発生頻度が高い災害に係る防止対策の徹底等」とい

うことでございますけれども、まず、運搬（コンベア）に関する災害ゼロということでご

ざいますが、平成25年は、先ほども説明させていただきましたけれども、運搬装置（コン

ベア）によるものが６件ございました。そのうち４件が稼働中の災害ということでござい

ました。平成26年度については、全国を挙げて稼働中のコンベアに手を出させないことを

徹底させる取り組みなどを波状的に実施し、災害ゼロを目指していきたいと考えておりま

す。その際には、業界団体とも意見交換を行いながら効果的に実施してまいりたいと思っ

ております。 

 また、墜落災害の低減ということでございますけれども、平成25年の災害においては墜
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落による災害が10件ありましたので、これが事由別では最も多いという結果にありました。

平成26年度については、墜落災害防止に特化しました年間計画を作成し、今年度、優良事

例集といったものであるとかガイドブックといったものを作成しておりますので、こうい

ったものを活用することによって墜落災害の低減を図っていきたいと考えております。 

 あと、年間の災害発生状況等を踏まえた情報提供の強化ということでございますけれど

も、今申し上げた２つのような類似の災害が結構多かったということも踏まえまして、例

えば目標値が超過してしまう場合であるとか、類似の災害が発生しているであるとか、そ

ういった場合には、つい先日、情報提供させていただきましたような鉱山保安情報といっ

たような、右側にある周知ペーパーでございますけれども、こういった取り組みを充実さ

せながら類似の災害防止に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 最後のページになりますけれども、平成26年度の目標と取り組みの全体概要がわかるも

のを参考でつけさせていただきました。平成26年度については、先ほど説明させていただ

きました取り組みに加えまして、ここにある種々の取り組みを着実に実施しながら、平成

26年の目標である度数率0.81、強度率0.30を達成してまいりたいと思います。 

 説明は以上になります。 

○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。 

○森本委員  石灰石鉱業協会の森本でございます。 

 ただいまご紹介がありました保安管理マスター制度の25年度の報告と26年度の予定につ

いて、紹介をさせていただきます。 

 平成25年度に新たにスタートされました、今ご紹介がありました第12次鉱業労働災害防

止計画の主要対策事項の１つとして、国及び鉱業団体との連携・協働の促進が挙げられて

おります。保安管理マスター制度の実施に当たりましては、昨年もこの中央鉱山保安協議

会の場で、民間の自主的な取り組みを実施するに当たって行政当局の積極的なご支援をお

願いしたところでございます。 

 その実行に当たりましては、鉱業関係団体の参加による鉱山保安推進協議会の設立、ま

た、保安管理マスター制度は本協議会の参加で鉱業鉱種の横断的な取り組みとして実施す

ることについて承認をいただき、実施主体としては私どもの石協と天然ガス鉱業会が発起
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人となり、保安管理マスター制度運営委員会を設立いたしました。 

 初年度の25年度は、露天採掘技術保安管理士の称号認定試験を実施いたしました。試験

の実施につきましては、実施要領あるいは試験問題の検討、試験結果の検討など、当委員

会の下に審査部会あるいは技術分科会を設け、ご審議をいただきました。結果として、昨

年の10月４日に全国６ヵ所で試験を実施し、 243名に受験していただいております。その

うち97名に対して露天採掘技術保安管理士の称号を付与したところでございます。これら

の実施に当たりましては、経済産業省、鉱山・火薬類監理官付には、法令試験の検討や全

国の試験会場における法令講習への講師の派遣など、全面的なご協力をいただき、初年度

を無事に終了することができました。この場をおかりして感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

 26年度につきましては、ただいまご紹介した露天採掘技術保安管理士に加えまして、石

油・天然ガス分野における鉱場技術保安管理士の試験分野も追加をして、２年目の試験を

実施する予定でございます。今後ともこの制度の定着に向けて取り組んでまいりますので、

鉱山・火薬類監理官付の積極的なご支援、ご協力を引き続きお願いしたいというふうに思

います。 

 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。松本委員、どうぞ。 

○松本委員  石油資源開発の松本です。天然ガス鉱業会の技術委員長をいたしておりま

す。 

 保安管理マスター制度については、今ほどの石灰石鉱業協会さんからのご発言のとおり

で、非常にうまくスタートを始めたというふうに考えております。触れていただきました

ように、石油・天然ガスについても今年の秋に初めて認定試験に加えていただこうという

ことで実施を予定いたしております。名称は鉱場技術保安管理士、これはかつての普通鉱

場保安係員試験と同等程度の試験内容で準備しているところでございます。法令講習、そ

して法令試験、監督当局のご協力を引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。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。 

 ほかにございますでしょうか。吉本委員、どうぞ。 
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○吉本委員  １点質問なのでございますが、５ページ目の罹災者数の推移ということで、

平成25年はトータルでは確かに減っていてよいことなのですけれども、重傷者の数という

ことではかなり過去に比較しても高い割合で発生していますので、これはやはり墜落事故

ですとか、大きな何か事故がちょっとおありになったということなのでしょうか。という

質問です。 

 済みません、数的なものというよりは、中身をみると依然まだ深刻な状況ではあるのか

なという印象がちょっとあったので、質問させていただきました。 

○山冨会長  申しわけありません。もう一度繰り返していただけますでしょうか。 

○吉本委員  済みません、ちょっと見方の誤解かもしれませんが、５ページ目の (2)の

罹災者の推移のところで、平成25年に関しましては着実に減っていますというお話があっ

たのですけれども、その内訳の中をみますと重傷者の数の方が多いということで、重傷者

の数の方というところをみますと過去の中では３番目に高い数字なのかなということがあ

りましたので、トータルの数ではなくて質的な問題として、やはり依然としてかなり深刻

な状況であるという認識はもたなくてはいけないのかなという感想ですので、何かちょっ

と大きな事故があったのでしょうかという質問でした。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  お答え申し上げます。 

 いわゆる大事故というものがあったということではございませんけれども、今回一遍に

多数の方が罹災されるような事故はこの１年間はなかったわけでございますが、個別の事

故が積み上がった結果として、この４週間以上の重傷として22という数字と相なっている

ところでございます。 

 済みません、その背景分析につきましては、何か……。 

○熊部課長補佐  熊部です。 

 若干補足しますと、平成24年21名の罹災者で、25年が26名の罹災者、うち22名が４週間

以上の重傷ということになっておりますが、この内訳は、先ほど来ご説明していますとお

り、26名の内訳というのが、10名が墜落災害、６名がコンベア災害ということがございま

して、24年はこれまでで最高の成績をおさめたということがありまして、25年は若干それ

を上回る形になっておりますけれども、その墜落災害とコンベアの巻き込まれ等の災害を

減らすことによってさらにこれを減らしていきたいと思っています。 

 この26名が多いかと申しますと、24年よりは多うございますが、10年間をみますとおし
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なべて減少傾向にあるという認識でおります。 

○吉野鉱山・火薬類監理官  そういうこともございまして、若干、非定常作業におけま

す墜落でございますとか、止まってしまったコンベアの修繕に当たっての巻き込まれとい

ったようなものが散発したということでございまして、それが偶然なのか保安上構造的な

ものなのかはまたさらに分析を進めてまいりたいと思っておりますが、いずれにせよ非定

常作業時におきますやや不注意が直接的な原因かと考えておりますので、その保安意識の

高揚ということで、今年度の方策の中に波状的なコンベアへの取り組み、墜落への取り組

みというものを入れさせていただいたというものでございます。 

○山冨会長  よろしゅうございますでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問、ございましたらお願いいたします。松本委員、どうぞ。 

○松本委員  申しわけありません、ちょっと追加して簡単にコメントさせていただきま

す。 

 先ほどの項目７のところの協議会会長賞、それから保安標語についてでございます。 

 鉱災防による民間表彰制度としましての鉱山保安に関する会長表彰制度というのを運営

してこられてまいりましたが、今年度で最後になります。このため、来年度からは新たに

民間表彰制度をスタートするべく、鉱山保安推進協議会で検討していきたいと考えており

ます。鉱山保安推進協議会会長賞といったような名称で表彰を実施することを検討してお

りますので、今年の秋、大臣表彰式と同じ会場で、１部、２部として併催させていただく

方向で準備を進めさせていただけたらな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。 

 それから、たびたび監理官からのごあいさつの中にありました保安標語についてでござ

いますが、現場の保安意識の高揚を図るためにも非常に有意義なものだというふうに考え

ておりますので、これまでの鉱災防の一定の役割を果たしてきたところでございますけれ

ども、来年度以降、監督当局のご指導で実施していただけるというふうにお聞きしており

ます。ぜひどうぞ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。 

 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。 

 では、次の報告事項に進ませていただきます。 
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  (2)「平成26年度鉱山保安関係予算について」であります。 

 まず、事務局からご説明をお願いいたします。 

○藤原企画調整係長  資料５に基づいてご説明させていただきます。 

 26年度の鉱山保安関連予算（案）の概要ですけれども、１ページ目、真ん中の箱でござ

いますが、ここに鉱山関連のトータルの予算を記載してございます。 

 26年度予算案額ですが、20億 5,900万円となってございます。昨年が21億 1,000万円で

すので、若干減ではございますが、25年度補正ということで10億 2,500万円確保している

ところでございます。 

 内訳ですが、その下にございますとおり、休廃止鉱山の鉱害防止対策費として19億 

8,900万円ついてございます。 

 ３ページ目をめくっていただいて、３ページ目の下の箱でございますが、石油・天然ガ

ス鉱山の鉱害防止対策費として 7,000万円ついてございます。 

 内訳は以上ですが、済みません、２ページ目に戻っていただきまして、ここで昨年の協

議会でご審議いただきました鉱害防止に係る第５次基本計画について、進捗状況について

ご報告させていただきたいと思います。 

 こちらの箱に書いてございますとおり、鉱害防止工事につきましては、この基本方針期

間中の総事業費64.6億円のうち、義務者不存在鉱山10鉱山が２億 4,800万円の工事を実施

したところでございます。 

 また、坑廃水処理につきましては、義務者不存在鉱山23鉱山と義務者存在鉱山48鉱山に

対して19億 1,500万円の補助金を交付して、人の健康の保護及び生活環境の保全を図って

ございます。 

 また、３つ目ですが、集積場の耐震適合性調査につきましては、内盛式スライム集積場

の耐震適合性調査を義務者不存在の11鉱山において実施したところでございます。 

 予算の概要については以上でございます。 

○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、次の報告事項 (3)「平成25年度全国鉱山保安表彰について」、こちらについ

ても事務局からご説明をお願いいたします。 
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○藤原企画調整係長  そうしましたら、今度は資料６をごらんください。 

 昨年の10月に25年度全国鉱山保安表彰の表彰式が行われました。その結果をご報告させ

ていただきます。 

 資料６の２ぽつでございますけれども、鉱山の部で７鉱山受賞されてございます。保安

従事者の部で26名、そして保安功労・貢献者の部として１名受賞されております。特に２

ページ目の③でございますが、保安功労・貢献者の部として、本協議会の委員でもござい

ます藤田先生が受賞されてございますので、報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 藤田先生、どうもおめでとうございます。 

○藤田委員  どうもありがとうございました。これからも（中和）殿物の減少とかリサ

イクル関係を研究していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○山冨会長  それでは、次の報告事項 (4)「石炭じん肺訴訟の現状について」、こちら

についても事務局からご説明をお願いいたします。 

○伊藤石炭保安室長  昨年の５月から石炭保安室長を拝命しております伊藤でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 お手元の資料７をごらんください。 

 １ぽつの経緯としましては、過去に炭鉱で働いていた労働者の方が、国及び石炭企業を

相手取りまして損害賠償を求めている裁判のことでございます。 

 鉱山保安法に基づいた監督権限を十分行ってこなかった、不行使であったということを

理由に、国に損害賠償、慰謝料を請求しているものでございます。 

 筑豊じん肺訴訟においては、平成16年４月27日に、筑豊じん肺訴訟の最高裁判決が確定

しまして、国の不作為について違法性があるということが確定しております。それ以降、

今年で９年目になりますけれども、和解要件に合う方とは和解をするという方向で鋭意進

めております。 

 ２ぽつの現状でございます。 

 最新のデータとしましては、原告患者数 1,812名に対して約 136億円の賠償金を支払っ

ております。今現在継続中の方が、札幌と福岡の地方裁判所で 219名──これは患者数で

ございますけれども──おりまして、こちらにつきましても鋭意手続が済み次第、要件に
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合う方は損害賠償金を支払う予定になっております。その見込額は約16億円を予定してお

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。 

 ただいまのご説明について、ご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。 

 全体を通じてコメント等ございましたら、最後にお受けしたいと思います。いかがでし

ょうか。 

 事務局からは何か追加はありますか。 

 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が終了いたし

ましたので、最後に事務局から連絡事項についてお伝えいただきます。 

○藤原企画調整係長  どうも本日は活発なご議論をいただきまして、まことにありがと

うございました。 

 山冨会長からもご説明ございましたが、審議事項の (1)の作業監督者の選任要件に係る

省令改正につきましては、これからパブリックコメント募集等の一連の事務手続に入らせ

ていただきます。その過程で表現等について軽微な変更が出てくる場合もありますが、そ

の進め方につきましては山冨会長にご相談しまして、ご指示に従ってまいりますので、対

応につきましては会長にご一任いただきますようお願いいたします。 

 また、審議事項の (2)の指定業種から「鉱業」を解除する件につきましては、厚生労働

省と共管制度のため、今後、厚生労働省の審議会でも同様の審議が行われることになって

おります。異なる方針が出されることはないものと思いますが、軽微な変更がありました

場合は、その対応につきましては山冨会長にご一任いただきますようお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○山冨会長  ありがとうございました。 

 それでは、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、長時間どうもありがとうございました。 

 

                                 ─了─   


