
1 

 

災害等情報（詳報） 
 

鉱 種：銅 鉱山の所在地：福島県 

 
災害等の種類：風水雪害（水
害） 

 
発生日時： 
①平成27年９月10日（木） 
    12時43分 
②平成27年９月10日（木） 
    ５時40分頃(確認） 
③平成27年９月12日（土） 
    11時40分頃(確認) 

罹
災 
者
数 

死 重 軽 計 

- - - なし 

罹災者 年齢、職種、直轄・請負の別、勤続年数、担当職経験年数：該当なし 
 

罹災程度： 該当なし 

【概要】 

平成 27 年 9 月 9 日から 11 日に関東地方及び東北地方で発生した「平成 27 年 9 月関

東・東北豪雨」により、当該鉱山が所在する地域は最大 24 時間降水量が観測史上 1 位

を更新するなど記録的な大雨となり、鉱山へのアクセス道が通行不能（国道が通行止

め、町道に土砂崩れ等）等の被害（※）が生じるような状況であった。 

（※）鉱山隣接箇所でも次の事象が発生。 

・ 坑廃水処理施設に隣接する沢のコンクリート水路（幅3m×深1m）が上流・支流からの流出

土砂により延長約135m間埋没（推定土砂量：7,500m3）。 

・ 殿物堆積場に面した斜面の崩落（幅約20m×斜面長約50～60m） 

 

①排出水の排水基準値超過 

9 日 20 時 30 分頃、現地管理人は坑廃水処理施設の中和槽内の pH 異常を知らせる

警報を受信し現場に向かい、ズリ浸透水量が 1.6m3/分と通常値よりも大幅に増加し

ていること、中和槽内の pH が設定値 8.0 に対して 5.02 まで低下していることを確

認した。当該管理人は、これらの状況を本社に連絡し、本社担当者からの指示によ

り、Ａ坑内水（処理原水）送水バルブを閉止（坑内貯水を開始）し、また、苛性ソ

ーダ自動添加に加えて、予備の手動添加による中和槽の pH 調整作業を翌日の 10 日

14 時頃まで 1 人で行った。 

10 日深夜に処理能力 2.0 m3/分を超過（1 時頃、3 時頃に測定限界 2.0 m3/分の超

過したことを確認）する水量に達した。また、10 日 8 時 20 分頃に中和槽内が pH11.53

に達する高 pH 異常の状態になったため手動添加用配管のバルブを閉止するなど対

応したが、午後に沈殿池放流水の pH 値が排水基準値を超過（高 pH）した。現地管

理人は、同日 15 時に現地から退避（※）しているが、本社担当者の指示により 14

時に苛性ソーダ添加を自動添加のみに戻した。その後、12 日まで鉱山へのアクセス

道が通行不能であったため、坑廃水処理は無人のまま苛性ソーダは自動添加のみと

なっていた。 

（※）9日20時30分頃の警報により現地入りしたものの、アクセス道が土砂崩れにより通行出来な

くなり、水・食料も無いまま処理場に閉じ込められた状態で緊急の中和処理作業を行っていた

が、天候の状況を見て、10日15時に自力により退避を行ったもの。 

12 日に鉱山へのアクセス道が通行可能となったため、本社担当者及び現地管理人
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が現地入りしたところ、11 時 30 分頃、沈殿池放流水の pH 値が排水基準値を超過（低

pH）しているのを確認した（中和槽内 pH4.44、放流水 pH5.08）。このため、11 時

30 分から 18 時までの間、苛性ソーダ自動添加に加えて、予備の手動添加による中

和槽の pH 調整を実施した。その結果、17 時頃に中和槽内の pH 値が 5.8 をクリアし、

17 時 30 分頃には 6.36 までに回復したため、18 時に一旦作業を中断し、現地から離

れた。 

その後、13 日 8 時から 17 時まで、14 日 8 時から 12 時 40 分までの間、安定した

中和処理を行うために、同様の pH 調整を継続して行った。 

14日 12時 40分頃に安定した中和処理が出来るようになったため自動添加のみの

苛性ソーダ添加に切替えた。 

 

9月 9日から 14日にかけて発生した沈殿池放流水の排水基準値超過について整理

すると次のとおり。 

○pH 値の超過（高 pH） 

・超過時間：9 月 10 日 12 時 43 分～9 月 11 日 8 時 21 分（19 時間 38 分） 

（鉱業権者が沈殿池放流箇所の pH 計データを解析した結果） 

・超過排水量（推定値）：約 2,300 m3（2.0m3/分×1178 分） 

・超過状況：9 月 10 日 12 時 43 分に 8.6 を超過し、10 日 22 時頃にピーク約 9.6

に達した後、下降に転じ、11 日 8 時 21 分に 8.6 を下回っている

（排水基準値 5.8～8.6）。 

○pH 値の超過（低 pH） 

・超過時間：9 月 12 日 2 時 20 分～9 月 14 日 0 時 59 分（46 時間 39 分） 

（鉱業権者が沈殿池放流箇所の pH 計データを解析した結果） 

・超過排水量（推定値）：約 4,200m3（1.5m3/分×2799 分） 

・超過状況：9 月 12 日 2 時 20 分に 5.8 を下回り同日 15 時から 13 日 12 時頃ま

で約 4.7～4.6 で推移、その後上昇に転じ、14 日 0 時 59 分に 5.8

を上回っている（排水基準値 5.8～8.6）。 

○重金属濃度の超過（Zn、Cd） 

・9 月 12 日  Zn：12   mg/l（排水基準値 4mg/l） 

              Cd： 0.11mg/l（排水基準値 0.1mg/l） 

・9 月 13 日  Zn： 7   mg/l（排水基準値 4mg/l） 

（鉱業権者が 12日と 13日の 14～16時の間に採水した沈殿池放流水の分析結

果） 

（両日の採水は、上記の低 pH による排水基準値超過が発生している時間帯で

あり、採水時の沈殿池放流水の pH 値は、約 4.6～4.7 程度） 

②廃水の溢流（その１） 

10 日 5 時 40 分頃、現地管理人が最下流乾泥池（※）から廃水（処理原水）が溢

流しているのを発見した。 

○流出時間、流出量：不明（流出開始時刻及び停止時刻共に不明のため） 

○流出時の水質（12～15 日の採水分析結果から推定） 
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・Zn：7～8.4 mg/l 程度（排水基準値 4 mg/l） 

（排水基準値超過成分のみ記載） 

（※）乾泥池：中和殿物を乾燥させる目的のものであるが、現在は、上流の２面は未使用、下

流の２面は緊急時の原水貯水池として利用している。ただし、当該事案発生時は

貯水池としては利用しておらず、降雨水等の地表水が流入して貯まっていた状況

であった。また、当該乾泥池に貯まる水は処理系統に入るようになっている。 

 

②廃水の溢流（その２） 

12 日 11 時 40 分頃、本社担当者がズリ浸透水（処理原水）の一部が集水ピットに

入りきらずに流出しているのを発見した。直ちに集水ピットに導水されるように集

水ピットの流入口を拡大し（当該ピットの蓋板を取り外し）流出を止めた。 

○流出時間、流出量：不明（流出開始時間が不明のため） 

○流出時の水質（12～15 日の採水分析結果から推定） 

・Zn ：8mg/l 前後（排水基準値 4mg/l） 

・S-Fe：19～23mg/l 程度（排水基準値 10mg/l） 

  （排水基準値超過成分のみ記載） 

 

【原因】 

①排出水の排水基準値超過 

・9 月 10 日から 11 日に発生した pH の排水基準値超過（高 pH）の原因は、次のとお

り。 

  9 日からの記録的な大雨により、ズリ浸透水の水量が大幅に増加し、苛性ソーダ

自動添加装置の添加能力がこれに追随できなくなり、中和槽内の pH 値が設定値を

下回る状態（低 pH 異常）となった。これを解消するために自動添加に加えて、予

備配管による苛性ソーダの手動添加を行ったものの、中和槽内の pH 値が逆に設定

値を超える状態（高 pH 異常）となった。この結果、沈殿池排出水の pH の排水基準

値超過（高 pH）となった。 

・また、9 月 12 日から 14 日に発生した pH の排水基準値超過（低 pH）、9 月 12 日の

亜鉛濃度及びカドミウム濃度の排水基準値超過、9 月 13 日の亜鉛濃度の排水基準

値超過の原因は次のとおり。 

  現地管理人が苛性ソーダの過剰添加を防ぐために自動添加のみに戻して 10日 15

時に現地から退避したが、その後、12 日までアクセス道の土砂崩れ等により処理

施設に到達出来ない状況が続いた。この無人状態となっていた 10 日 15 時から 12

日 11 時 30 分頃までの間も、処理水量が通常よりも大幅に多いままの状態が続いて

いたため、自動操作による苛性ソーダの添加不足が続き、長期間に亘り処理系全体

が低 pH 環境となってしまった。この結果、沈殿池排出水の pH の排水基準値超過（低

pH）が長期間続いた。また、この低 pH 環境により重金属成分の中和沈殿が阻害さ

れ、亜鉛及びカドミウム濃度の排水基準値超過となった。 

○外的要因（自然現象等） 

・記録的な大雨により、処理原水量（ズリ浸透水）が処理能力を超過するなど

大幅に増加したこと。 
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・アクセス道の土砂崩れ等により、長時間に亘り処理施設に到達出来なかった

こと。 

○設備的要因 

・苛性ソーダ自動添加装置の添加能力が大幅な処理原水増加に追随できなかっ

たこと。 

・予備の苛性ソーダ添加が、調整の難しい手動によるバルブ開閉によるもので

あること、中和槽の pH を逐一視認しながら行う必要があることなど大幅な

処理原水増加に対する予備システムとして不十分であったこと（特に 1 人体

制での対応が困難）。 

・処理水量の増大に対して、坑内水は坑内貯水が出来たが、ズリ浸透水につい

ては貯水等水量調整が出来なかったこと。 

○人為的・管理的要因 

（該当なし） 

＜処理系統＞   
 
【苛性ソーダ溶液】 
(予備)  (通常) 

手動添加   自動添加 
             
  

 
(pH計)                 (pH 計) 

処理原水→条件槽→中和槽→凝集槽→ｼｯｸﾅｰ→沈澱池→排水 
       ↑                 ↑            2,500m3 

【塩化第二鉄溶液】      【凝集剤】 
                     
 

 

②廃水の溢流（その１） 

9 月 9 日から 10 日にかけての記録的な大雨の影響により、乾泥池（４箇所）の

貯留水が増加し、最下流の乾泥池の排水能力を超過したことが原因と推定される。 

○外的要因（自然現象等） 

・記録的な豪雨により、乾泥池への流入水が増加したこと。 

○設備的要因 

・流入水の増加に対する最下流乾泥池の排水能力の不足。 

○人為的・管理的要因 

（該当なし） 

＜乾泥池内に貯まった水の流れ＞ 
 

乾泥池→乾泥池→乾泥池→乾泥池→ズリ浸透水集水池へ 
                      
 

 

③廃水の溢流（その２） 

9 月 9 日から 10 日にかけての記録的な大雨の影響により、ズリ浸透水集水池に

pH 値 

自動調整ニードルバルブ 手動開閉バルブ 
（設定 pH 値になるように開度調整） 

殿物（一部） 

溢流 
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流入する乾泥池からの水と当該乾泥池の左岸側（東側）の沢水が増加していたこと、

当該集水池からズリ浸透水集水ピットへ送水する暗渠配管が流入した土砂により

閉塞し、素掘り水路のみを経由して当該ピットへ流れていたことから、当該素掘り

水路を流下する水量が当該集水ピットに入りきれない量に達したことが原因と推

定される。 

○外的要因（自然現象等） 

・記録的な豪雨により、ズリ浸透水集水池への流入水が増加したこと、また、

当該池へ土砂が流入したこと。 

○設備的要因 

・ズリ浸透水集水池からズリ浸透水集水ピットへの暗渠配管について、集水池

側の呑口が土砂等により閉塞したこと。 

・ズリ浸透水集水池からズリ浸透水集水ピットへの素掘水路について、集水ピ

ット側の流入口の開度が不足していたこと。 

○人為的・管理的要因 

（該当なし） 

＜ズリ浸透水等の集水系統＞ 
 
乾泥池左岸側（東側）沢水     ズリ浸透水 

↓  （暗渠配管：閉塞）  ↓↓↓ 
乾泥池→ズリ浸透水集水池   ズリ浸透水集水ピット→中和処理へ 

（素掘水路） 

 
 

【対策】 

①排出水の排水基準値超過防止対策 

・処理能力を超えた場合の処理水量の平準化（処理能力を超過した分を一時貯水し、

処理原水量減少後に処理を行う）を図るために、ズリ浸透水の貯水槽を設置。 

・処理水に pH 異常時等の問題が生じた場合の処理水の一時貯水設備として、現行

沈殿池２槽の内１槽を緊急貯水槽として利用できるように改善。 

・処理原水量の大きな変動に追随できるように、苛性ソーダ自動添加装置を改善（薬

品添加ポンプによる添加を検討中：平成 28 年度実施予定）。 

②廃水の溢流（その１）防止対策 

・乾泥池水位を低くするために、最下流乾泥池排水口の仕切板（原水貯水時の水位

調整用のもの）を約 20cm 低く調整。 

・排水路の流下能力向上のために、排水路を定期的に浚渫。 

③廃水の溢流（その２）防止対策 

・集水ピットの流入口を拡大。 

・集水池から集水ピットへの暗渠呑口に目詰まり防止ネット（呑口を箱状に覆うよ

うに木枠とネットにより作成したもの）を設置。 

【参考情報等】 

○排水基準不適合の坑廃水の河川等への排出は、周辺に鉱害を及ぼすおそれがあるた

め、坑廃水処理施設の処理能力、各設備の構造・設置方法や維持管理方法が適切か

溢流 
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どうか、十分リスクアセスメント等を実施した上で所要の対策を講じましょう。 

・台風や豪雨時に処理原水が増加する事態に備え、予備の中和設備や貯水設備等の

整備を進めましょう。 

・処理原水の集水・導水から処理水の排出口に至る各設備が設置されている箇所や

その周辺の状況（河川、沢、山腹斜面など地形、林地開発の状況等）について十

分にリスクアセスメント等を実施して、台風や豪雨時に備えた対策（設備構造・

設置方法、維持管理方法の改善）を進めましょう。日頃は影響が生じないような

場所でも、気象条件で状況が一変するがあることにも留意しましょう。 

 

○鉱山保安法令及び水質汚濁防止法令における参考規定は以下のとおりです。 

＜鉱山保安法令＞ 

・排水基準に適合すること（鉱山保安法施行規則第１９条第２号） 

・施設が鉱害の防止のために満たすべき基準（鉱業上使用する工作物等の技術基準を

定める省令第５条第９号、第３０条第２項） 

＜水質汚濁防止法令＞ 

・排水基準（排水基準を定める省令別表第１，別表第２） 

【お問い合わせ先】 

関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課審査室 谷尻 

電話番号：２２－２２１－４９６８ 

 



①最下流乾泥池からの溢流の痕跡（9 月 12 日撮影） 

②最下流乾泥池内部の状況（9 月 12 日撮影） 
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③ズリ浸透水溢流状況（ズリ浸透水集水池（写真中央上部）からのオーバーフロー水がズ
リ浸透水集水ピ ットの蓋の上を流下）

④ズリ浸透水溢流状況（集水ピットの蓋の上を流下）

ズリ浸透水集水池 

素掘り水路 

8


	20150910災害等情報（詳報）【水害】【鉱山向け】
	詳報写真（八総木戸）



