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略称について 

本文中で標記する法令等の名称に対応する略称を以下に示す。 
 

図表 1 略称対照表 

名称 略称 
鉱山保安法施行規則 施行規則 
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 技術基準省令 
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針 技術指針 
鉱業権者が講ずべき措置事例 措置事例 
労働安全衛生法 安衛法 
労働安全衛生規則 安衛則 
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 細目告示 
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1 事業の実施方針等 

 

本事業では、仕様書で示されている「1.1.1 事業目的」を実現させるために「1.1.2 基本方針」

を踏まえながら事業を実施する。また、具体的には「1.1.3 業務内容」、「1.1.4 検討フローについ

て」に沿って調査、検討を進めた。 
 

 

鉱山保安法は、平成１７年の改正において、保安確保にあたり民間の自主性を主体とするとの

考え方から国の関与（規制）を最小限のものとし、鉱業権者に対して鉱山の現況を調査し、保安

上の危険の把握とこれに応じた保安確保措置を講じ、かつ見直しを行うことを義務付けた。本改

正に伴い、措置内容や危害防止基準については法令によって義務付けるのではなく、「鉱業権者が

講ずべき措置事例」という形で鉱業権者に対し例示することとなった。 

鉱山における災害については、昭和３０年代以降、鉱山特有の災害（ガス・粉じん爆発、落盤・

崩壊、出水）は減少の一途をたどっており、近年では、運搬装置や機器の取扱中における災害、

墜落・転倒等、他の産業における労働災害とほぼ変わらない事由となっている。一方で、現行の

措置事例では、近年多発する災害（特に墜落・転倒）に対する例示基準が不足している。鉱業以

外の多くの産業では、安衛法に則って労働災害防止のための措置を行っており、こうした他法令

における危害防止基準との比較を行い、例示基準の見直しを行う必要がある。 

また、台風や集中豪雨・豪雪といった自然災害の激甚化や、ＡＩ、水素、ドローン等の新技術

の進展等、鉱山の現場における課題や情勢は刻々と変化しているが、これらに対する例示基準も

十分に整備されていないという現状にある。鉱山が現在講じている保安対策や、保安対策を講じ

るにあたり必要となる危害防止基準等について調査し、現状に見合った措置事例等の改正を行う

ことで、鉱山保安法の執行に係る基盤を整備することが求められる。 

なお、鉱山における保安の質の維持・向上のためには、今後も継続的に例示基準等の見直しを

行うことが重要であり、そのための体制の整備についても検討が必要である。 

 本事業は上記目的を十分に踏まえ実施することとした。 

  



 

 4 

 

「1.1.1 事業目的」を実現させるために以下の基本方針を踏まえ、事業を実施した。 
 

図表 2 基本方針 

 

[1] 以下知見等を有する社内人材を活用し、効果的に事業を推進する 

 鉱山保安法が適用されている鉱業や、労働安全衛生法が適用されている砕石業、一般産業界で
の業務経験がある当社コンサルタントの知見を活用する。 

 鉱山保安法や労働安全衛生法などの対象となる事業所に対して行ってきた、危害防止に関わる豊
富なコンサルティング経験を活用する。 

 資源工学分野での鉱山保安対策等の技術的知見を有する当社技術士の知見を活用する。 

 労働安全衛生法の知見があり、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行
える能力がある「労働安全コンサルタント」資格を有する当社コンサルタントを活用する。 

 法規制調査や自然災害、新技術のリスクマネジメントに関わってきた当社コンサルタント等と適宜連
携し知見を活用する。 

[2] 「鉱業権者が講ずべき措置事例」の改正案の検討に際しては以下に留意しながら事業を推進する。 

 経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付（以降、鉱山・火薬類監理官付とす
る）や、産業保安監督部などと十分な連携のもと取り組む。 

 労働安全衛生法などの関連法令や指針、近年の災害事例分析結果や新技術の動向調査結果
など、できるだけ幅広い情報から改正分野の検討を行う。 

 指導を行う産業保安監督部と指導を受ける鉱山にとって、保安上重要であり危害防止に有効と思
われる危害防止基準等を優先的に検討する。 

 保安規程や鉱山における現状調査、当社知見を踏まえ具体的に危害防止基準等の内容を検討
する。 

 鉱山の状況に当てはまっているか（適切性）、無理がないか（妥当性）、効果があるか（有効
性）の観点で検討する。 

[3] 新型コロナウイルス感染防止の観点から、対面による現地調査が困難な場合にはＷＥＢによるオンライン
ミーティングに変更するなど、臨機応変に対応する。 

[4] 今後の例示基準等の見直しに必要な体制を検討する際には、指導を行う側と受ける側の何れの立場も
理解でき、保安確保のために必要な検討を効果的かつ継続的に行える人材や体制を検討する。 

[5] 適切な情報管理体制を確保し、担当者以外は保護すべき情報に接することがないよう配慮しながら事
業を実施する。 
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基本方針を踏まえ、本事業では以下(1)～(5)の業務内容を実施した。なお、調査対象鉱山の選

定や調査方法など業務内容や実施方法は、鉱山・火薬類監理官付と十分ご相談の上決定した。 
 

※各業務内容に対応する具体的な実施方法については、2 事業実施方法及び結果（7 ページ以

降）を参照されたい。 
 

（1） 他法令における危害防止基準との比較 

① 他法令における危害防止基準との比較 

安衛法等、他法令における危害防止基準の取り扱いについて調査し、現行の措置事例等に

おける例示基準との比較・整理を行った。 

 

② 改正を要する分野の洗い出し 

・ ①で比較・整理した内容と、鉱山における過去１５年分の災害事例の傾向を照合し、改正

を要する分野の洗い出しを行った。 

・ 災害事例については、鉱山・火薬類監理官付より提供頂いたデータを参照した。 

 
 

（2） 鉱山における現状調査 

各鉱山で定める保安規程について、３鉱山の保安規程を分析し、(1)②で洗い出しを行った

分野のうち、特に重要と考えられるものに関して、どのような保安規程が策定されているか

を調査した。 
 
 

（3） 「鉱業権者が講ずべき措置事例」等の改正案の検討 

(1)及び(2)で整理した結果を踏まえ、措置事例等の改正案について検討した。 

 

（4） 例示基準等の見直しに係る体制構築 

今後も継続的に例示基準等の見直しを行うにあたり、必要となる体制の構築について検討

した。 
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本事業の全体的な業務内容及び実施手順を整理した検討フローは以下のとおりである。 
 

図表 3 検討フロー 

 
上記検討フローの具体的な実施方法及び結果を次頁以降に示す。
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2 事業実施方法及び結果 

 

他法令における危害防止基準との比較については以下のフローで調査した。 

 

図表 4 他法令における危害防止基準との比較に関する検討フロー 

 

 
 

 

安衛法等、他法令における危害防止基準の取り扱いについて現行の措置事例等における例示基

準との比較・整理を実施した結果を以下に示す。 

 

（1） 危害防止基準の改正分野の候補選定 

当社による事前調査と、鉱山・火薬類監理官付からの意見聴取をもとに、措置事例等に追加・

修正すべき改正候補分野を選定した。選定の際には、図表 5 改正分野を選定した際のポイント

に留意して候補分野の選定を実施した。 
 
 

図表 5 改正分野を選定した際のポイント 
 

• 関係法令、災害発生状
況などから、当社にて候補
を選定する

• 鉱業事情をもとに、改正が
推奨される分野について、
貴省から意見を聴取する

2.1.1（1）
危害防止基準の改正分

野の候補選定

改正分野の各候補に対して
以下を調査、比較する

• 鉱山保安法（措置事
例）での扱い

• 他法令（関連法規制）
の状況

2.1.1（2）
措置事例と他法令との
危害防止基準の比較

2.1.2
改正を要する分野の

洗い出し

（1）災害事例分析
過去14年分の鉱山災害事
例の傾向分析を行う

（2）改正優先度の検討
当社の知見や貴省の意見、
鉱業界からの要望をもとに、
改正候補分野を検討する

 

 措置事例等に危害防止基準としての取り扱いが無い、もしくは足りない分野 

 事故・災害の減少効果が期待できる分野 

 産業保安監督部などが鉱山に指導して浸透させるべきと考える分野 

 重大もしくは頻発する災害の未然防止に関連する分野             等 
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改正候補分野の選定結果を以下に示す。 
 

図表 6 危害防止基準の改正分野候補 
 

ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

当社見解（課題・概要等） 

1 墜落災害防止措置 墜落災害はこの 15年で減少傾向は示しているが、十分減

少し切れていない。安衛法でも墜落災害防止強化のために

フルハーネス使用に関わる法改正が行われたが重大災害の

発生頻度が高い現状を鑑みると鉱山においても一定の準用

を検討することは必要と考える。 

 

2 転倒災害防止措置 近年鉱山においても転倒災害が増加傾向にある。一般産業

界でも高年齢労働者が増加傾向にあるため、厚生労働省で

は「転倒防止プロジェクト」を推進中である。 

 

3 自然災害防止措置 とくに大雨や台風など年々激甚化の傾向がみられており、

坑内水の流出などが発生している。また近年坑内採掘現場

に雨水が流入し、水没のため長期間操業停止に追い込まれ

た例もある。 

 

4 ドローンの活用 ドローンの利活用促進により、今までよりも容易に残壁崩

壊などのリスクの早期洗い出し、安全な採掘計画検討が期

待できる。 

 

5 電気自動車の坑内使用に
関する規制・基準 

電気自動車やハイブリッド車の普及に伴い、鉱山現場でも

これらの車両を使用する機会が増えてくることが予想され

るが、措置事例等では具体的な基準は存在しない。電気自

動車では、大容量バッテリー等からの火災事故が発生して

おり、このような従来の自動車にはないリスクに関して検

討が必要と考えられる。 

 

6 ＩｏＴの活用 近年 NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）で

は、鉱山のＩｏＴ推進による生産性・安全性向上策につい

て検討を進めている。そのなかでは「穿孔・発破」「積

込・運搬」「破砕・選別」「出荷」などの各工程での無人

化や高度な監視システムを中心としたＩｏＴ化が検討され

ている。 

 

7 自動制御機械 鉱山現場でも、パレタイズロボット等の自動制御機械が導

入されている場合があるが、措置事例等では具体的な基準

は存在しない。これらの機械は製造業等で広く活用されて

いるものであり、それらを参考に、措置事例等における規

定の検討が必要と考えられる。 
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ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

当社見解（課題・概要等） 

8 アーク溶接による粉塵災害
防止措置 

一般産業界では溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係

る作業、又は業務に係る安衛法改正により特定化学物質の

取り扱いと同等の対応が迫られることになった。 

 

9 運搬装置（コンベア）での
災害防止措置 

コンベア災害は毎年発生しており、多い年では 5件以上発

生している。いずれも重篤な災害が多く、その要因として

メンテナンス時の停止ルールの形骸化などが挙げられる。

（止めずに安全性が確保できるような実効性のある施策・

指導が望まれる） 

 

10 運搬装置（車両系鉱山
機械・自動車）での災害
防止措置 

過去 15 年では 54 件発生しており、多い年では 5件以上発

生している。 

重機走行中の激突や転落災害が目立っている。 

 

11 岩盤崩壊による災害防止
措置 

事例は少ないが崩壊危険が懸念される鉱山はいくつかあ

る。顕在化した場合には重大災害に至るおそれがあるた

め、検討は進めるべきと思慮 

 

12 無線警鳴装置 火薬の管理について、技術指針では火薬類取扱所に設けら

れた無線警鳴装置の本体は、常時人のいる箇所に設置する

よう要求されている。 

しかしながら、近年では、警鳴のみならず、電子メールで

携帯電話へ通知するもの等、新しい技術が開発されてお

り、これらは日本産業規格にも反映されていることから、

十分普及した新技術として鉱山でも使えるようにすること

が望ましいと考えられる。 
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（2） 措置事例等と他法令との危害防止基準の比較 

前述「① 危害防止基準の改正分野の候補選定」で検討した改正候補分野について、措置事例

等での現行の扱いと共に、関連する他法令（安衛法等における災害防止に関する規程）の状況

や、その他関連する取り組みを調査した。 
 
なお、Web 上の情報は参考 URL を取得するなど、出所を明確にした上で比較・整理した。なお、

調査は図表 7 参照した Web 上のデータベースに示す Web 上のデータベース等を参照しながら実

施した。 

 

図表 7 参照した Web 上のデータベース 
 

提供元 内容 URL 

安全衛生情報センター 「法令改正概要一覧」（無料） 

各年に改正された労働安全衛生

関係法令の一覧が参照可能。 

https://www.jaish.gr.jp/infor
mation/horei̲r02.html 
 

ウエストロー・ジャパン 
株式会社 

「Westlaw. Japan」（有料） 

弁護士事務所なども導入する日

本有数の判例・法令などの検索

サービス。 

https://www.westlawjapan.c
om/ 
 

 
 

各規制候補分野に関する調査結果を図表 8 危害防止基準の比較整理結果に示す。また各項目

についての調査結果の詳細は、「4 添付資料①危害防止基準の比較整理結果」を参照されたい。 
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図表 8 危害防止基準の比較整理結果 

 

ID 
危害防止基準

の 
改正分野候補 

鉱山保安法での扱い 他法令との比較 

現行の措置事例
での扱い 

現行の技術指針（内規） での扱い 
関連法令の規制・指針強化、マニュアルや各種取組等の概要 

規定名 情報概要 

1 墜落災害防止
措置 

× ×  安衛法 

 安衛則 

等 

・墜落の危険性がある箇所には、「足場や柵、覆い等を設けること」「制止用器具等の保護具の着用する（させる）こと」

を規定。 

・高さ 6.75m 以上の高さで作業する場合、原則、墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用。 

・高さが 2ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のもの

を用いて行う作業に従事する労働者には、「安全衛生特別教育」が必要。 

 

※補足 

墜落災害は建設業を中心に労災発生頻度が高い。また、従来の胴ベルト型安全帯は、墜落時の衝撃による内臓の損傷、胸部

の圧迫等による危険性が指摘されてきたため、胴ベルト型に代わり、フルハーネス型安全帯の使用について義務化された。 

2 転倒災害防止
措置 

× ×  基安発 0113 第 4 号 

等 

転倒災害は休業 4日以上の死傷災害の中で最も件数が多く、第 12 次労働災害防止計画の達成のための取り組みとして

「STOP！転倒災害プロジェクト 2015」を実施。 

また安衛則では、通路や作業場の床面を、つまづきや滑りのない状態に保持する義務を規定。 

3 自然災害防止
措置 

△ 

「第 23 章 巡視

及び点検」に一

部関連の記載あ

り 

〇 

第２５章 集積場（第３３条関係） 

かん止施設の雨水排除に関わる設計要

件などに言及（例：Ｐ95 2（３）ホ 

「下流側のり面には、雨水を集水排除

するため、必要に応じ雨水溝が設けら

れていること。」等） 

 安衛則 

 クレーン則 

安衛則、クレーン則において、以下のように規程。 

・悪天候時、また強風の吹く恐れのある時は作業禁止 

・強風の吹く恐れのある時には、機械や設備等の倒壊を防止する措置を講じること 

・悪天候の後には、支柱等の点検、必要に応じ補修すること（クレーンのジブ、林業架線等）  等 

4 ドローンの活用 × × － － 

5 電気自動車の
坑内使用に関
する規制・基準 

△ 

「第６章 坑内

火災の防止」に

一部関連の記載

あり 

△ 

第 7章 自動車 

第２６章 坑内における内燃機関 

第２７章 坑内における燃料油貯蔵所

及び燃料給油所 

 

に一部関連の記載あり 

 道路運送車両の保安

基準 

 UN R100_2 

等 

①車両に関する規制 

道路運送車両の保安基準の「電気装置」において、以下のように規程。 

・適切な覆いを設けること 

・振動や衝撃に耐えうるものであること 

※また、車両の電気的安全、電力貯蔵システムの安全性に関して UN-R100-02 が国連で採択され、各国に適合が義務付けられ

た。 

 

②坑内設備に関する規制 

建設省通達や道路法において、トンネル側で具備すべき設備（消火設備や排煙設備等）や適合すべき条件に関して規制・基

準あり。 

 

6 ＩｏＴの活用 × ×  国交省 Web サイト 

 九州地方整備局 Web

サイト   等 

ICT 導入協議会（国交省）の取り組みや、各種基準（九州地方整備局 Web）を確認。 

しかし保安に係る規制・基準は確認できなかった。 
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ID 
危害防止基準

の 
改正分野候補 

鉱山保安法での扱い 他法令との比較 

現行の措置事例
での扱い 

現行の技術指針（内規） での扱い 
関連法令の規制・指針強化、マニュアルや各種取組等の概要 

規定名 情報概要 

7 自動制御機械 × ×  安衛法 

 安衛則 

等 

安衛法、安衛則において、自動制御装置（産業用ロボット等）における非常停止装置や、ティーチング作業における災害防

止のための保護装置の設置義務等、保安に関して規定。 

また技術指針や規格も比較的充実しているものの、AIに特化した形での規制や基準は確認できなかった。 

8 アーク溶接によ
る粉塵災害防
止措置 

△ 

「第８章 粉じ

んの処理」に措

置に関する記載

あり 

×  安衛則 

 特化則 

等 

基発 0422 第 4号に関連した安衛則、特化則等では、溶接作業に関連して、作業環境測定や健康診断の実施、また不浸透性の

床や運搬貯蔵用の容器、洗浄設備等の事業環境を整備するよう義務化。 

 

※補足 

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質（第 2類物質）となる（令和 3年 4月 1日）ことを踏まえ、

遵守すべき規制が新たに追加されている。 

9 運搬装置（コ
ンベア）での災
害防止措置 

△ 

「第１０章 機

械、器具及び工

作物の使用」に

一部関連の記載

あり 

〇 

 

第９章ベルトコンベア 

 安衛法 

 安衛則 

等 

安衛法、安衛則において、以下のとおり規定。 

・緊急停止装置の具備、巻き込まれ危険のある個所には覆い等を設けること 

・保守作業時にはコンベヤの電源を切り、機械を停止すること 

 

※補足 

製造業などを中心にコンベアによる挟まれ災害が多発していることから構造等に関わる詳細な規定が定められている。 

10 運搬装置（車
両系鉱山機
械・自動車）
での災害防止
措置 

△ 

「第１０章 機

械、器具及び工

作物の使用」に

一部関連の記載

あり 

〇 

 

第８章車両系鉱山機械 

※シートベルトの装着に関しては記載

なし 

 安衛法 

 安衛則 

等 

安衛法、安衛則において、以下のとおり規定。 

・教育を受けた者が車両を操作すること 

・走行経路において車両の転倒、転落が生じないよう必要な措置を講じること 

・定期点検および始業前点検を行うこと 

・個別の車両（フォークリフト等）では、バックレストやヘッドガード等の保護装置が具備されていること  等 

 

※補足 

シートベルトの装着に関しては努力義務にとどまっている。（安衛則） 

11 岩盤崩壊によ
る災害防止措
置 

○ 

「第１章 落盤

又は崩壊の防

止」に措置に関

する記載あり 

△ 

第１章 危険性の大きい機械、器具等

の技術基準（(3)保安措置等 ②(a)

等） 

第３０章 坑口の閉そく施設 

に一部関連の記載あり 

 安衛則 安衛則において以下のように規定（採石関連等）。 

・大雨や地震の後は、浮石や亀裂、湧水等の状態に変化がないか点検すること。また発破を行った後も同様。 

・坑内や隧道で、落盤や肌落ち、側壁の崩壊等の危険がある際にはそれを防止する措置を講じること  等 

12 無線警鳴装置 × 〇 

第３１章 火薬類取扱所の 10（5） 

「適切な警鳴装置が設けられている」

の満たすべき条件として、警鳴装置の

本体が「常時人のいる箇所に設置され

ていること」 

等 

 JIS K4832 

（3.4 火薬庫及び戸外

貯蔵所に用いる自動警報

装置） 等 

JIS K4832 において、以下のように規定（3.4.2 自動警報装置の設置） 

警鳴装置の報知部は「警報器，電話，電子メールなどで」管理者に警報を伝えること。 

 

また、アンテナへの危害についても異常を感知できるよう規定。 

（遠隔した端末等への発報も想定した規程と考えられる） 
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2.1.1 他法令における危害防止基準との比較において整理した内容と、①鉱山災害事例の分析

結果と照合し、改正を要する分野の洗い出しを行った。また各改正候補分野の優先度の検討に際

しては、産業保安監督部の意見を踏まえ、検討を実施した。 

 

（1） 災害事例分析 

経済産業省が公表している全国鉱山災害事例データベースに掲載されている、過去１４年分（平

成１７年から令和元年）の鉱山災害事例から、単純集計やクロス集計により傾向分析を行った。

その際には、鉱山災害の要因や対策等の各要素について傾向を分析した。災害事例分析の結果を

図表 10 改正を要する分野の洗い出し（概要）に示す。 
また分析を実施する際には、図表 9 分析項目例のような、鉱山災害の要因に関する各要素に

着目した。 
 

図表 9 分析項目例 
 

 災害事由別の発生件数 

 休業 4 週間以上の重大災害の発生状況 

 発生頻度の高い鉱種、装置・施設、作業工程、管内など 

 上記を勘案したクロス分析 

   等 

 

 
【参考】経済産業省 全国鉱山災害事例データベース【平成 17 年～令和元年】（EXCEL 形式） 
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/files/saigaijireidb
17-31.xlsm 

 
 

（2） 各候補について改正の優先度を検討 

次に、災害事例の分析結果や業界からの要望を参考とし、また改正検討に関する作業負荷を加

味しながら、各候補について措置事例等における改正の優先度を検討した。 
また、産業保安監督部に意見照会を行った結果、改正候補分野が新たに 8 項目追加（2 項目は

重複）となり、改正候補分野は全 18 項目となった。追加となった候補分野と併せ、改正の優先

度の検討結果を図表 10 改正を要する分野の洗い出し（概要）に示す。 
 
なお、災害事例分析及び改正の優先度の検討結果に関して、詳細は 4 添付資料 ②改正を要す

る分野の洗い出しを参照されたい。 
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図表 10 改正を要する分野の洗い出し（概要） 

 

ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

候補とした背景 災害事例分析の結果 
改正の検討優先度 

（高い順に 1,2,3,4） 

1 墜落災害防止措置 安衛法において、フルハーネス使用の義務化等、墜落災

害防止強化のため法改正が行われたところ。鉱山におい

ても、墜落災害による重大災害の発生頻度が高いことか

ら、鉱山保安法令においても検討が必要ではないか。 

■件数：全属性での罹災者合計 427 人のうち、墜落は 24%にあたる 101 人が罹災して

おり、災害事由の中では罹災者数が一番多い。 

■傾向：2005 年 14 人から減少傾向を示し、近年は例年 5～6人程度となっているが、

全般的に休業 4週間以上の重大災害となるケースが多い。2013 年には前年の 2名から

一転して 10 人の罹災者が発生するなど近年も予断を許さない状況と考える。 

また、ヒューマンエラー分析にて「危険軽視・慣れ」37 人（37%）、「不注意」19 人

（19%）で過半数を占めている。 

■作業工程（プロセス）：施設の保全や選鉱・砕鉱、巡視点検で合計 55%である。とく

にプラントメンテナンスのような非定常作業での災害はとくに注目すべきと考える。

（重機からの墜落も数件散見される） 

■定常/非定常：非定常作業での発生が 57 件と半数以上を占めている。 

1 
優先度高い。改正対象とする。 

2 転倒災害防止措置 近年鉱山において転倒災害が増加傾向にある。一般産業

では高年齢労働者が増加傾向にあり、厚労省でも「転倒

防止プロジェクト」を推進中であるところ、鉱山におい

て何かしらの検討が必要ではないか。 

■件数：転倒は 10%にあたる 41 人が罹災しており、災害事由の中では罹災者数は 5番

目に多い。 

■傾向：2012 年は 7名と多発していたが、それ以降 1～3件程度で推移。しかし 2019

年には 5名が罹災。約半数は軽傷、4週間未満だが、残り半数は休業 4週間以上。 

また、ヒューマンエラー分析にて「不注意」20人（49%）とほぼ半数を占めている。 

■作業工程（プロセス）：その他に分類されるケースが 12 件（29%）で一番多い。移

動中に滑って転倒するなどが多い。（HE分類では不注意、危険軽視が半数以上） 

■定常/非定常：定常作業 26件（63%）で半数以上。その中で不注意が 14件と半数以

上。 

■地域（時期）：秋田（6名発生）の金属鉱山で 12～3 月の凍結時期に比較的多く発生

している。（全体の傾向でも同時期に多く発生）秋田以外で多発地域は見受けられな

い。 

3 
鉱山保安法の旧法に転倒災害に関連す

るものがあった。当該箇所については

貴省より別途共有。 

それに倣う形で措置事例に追加を検

討。 

3 自然災害防止措置 大雨や台風等の自然災害は年々激甚化の傾向がみられて

おり、鉱山施設の水没により長期間操業停止となった事

例もある。鉱山において追加措置の検討が必要ではない

か。 

■件数：風水雪害の災害事由での災罹災者は０であるが件数は 47 件発生。（7番目の

多さ） 

■傾向：2005～2018 年までの平均は 3.4 件であるが、直近 2019 年は台風 19 号による

河川流入や施設被害などで合計 13件多発。（その他 2011 年は東日本大震災被害など

により 9件多発） 

全体的には台風・集中豪雨による鉱山内の土砂、坑廃水の外部流出が多い（調査者カ

ウントで 31 件 68%）。地震による施設被害がそれに続く（調査者カウントで 11件 

23%）。そのほか落雷、雪の影響による電源停止なども数件発生。 

■地域（時期）：9-10 月は 21件（44%）と半数弱発生している。主に台風・集中豪雨

による場内水の河川流入の被害が多発している。 

今回は改正対象外 

（作業リソースを他の候補分野に充て

るため） 

4 ドローンの活用 残壁の点検や採掘計画の作成等、近年ドローン活用のニ

ーズが高まっている。今年度手引書を作成したところで

あるが、使用について措置事例等では特段明記しておら

ず、追加の必要性について検討が必要ではないか。（措

置事例第 10 章の機械、器具及び工作物に追記すべき

か） 

■ドローン使用中の事故、災害の事例は災害事例データベースには存在していない。 

■ただし、今後活用する鉱山が多くなり、使用頻度も向上すると飛来落下による災害

の恐れは否めない。 

■一方で岩盤等の点検では、作業者が傾斜地や法肩などに接近するため、岩盤崩壊や

岩石落下、墜落災害などのリスクが高いが、ドローン活用によりリスク低減が可能と

なる。また、岩盤や落石防止柵等の点検頻度が向上することにより、「岩盤崩壊」「飛

石又は転石」による罹災者減少に寄与すると考える。（「岩盤崩壊」事由による坑外で

の災害は 5件であり、死亡 1人、休業 4週間以上 2人と重大災害が多く発生。ドロー

ンでの点検頻度向上で予防を期待したい） 

今回は改正対象外 

（別途「手引き」を整備のため、直近

は改正の必要性が小さいと判断） 
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ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

候補とした背景 災害事例分析の結果 
改正の検討優先度 

（高い順に 1,2,3,4） 

■近年多発している自然災害被害状況の確認などで 2次災害を防止するためにも有効

であると考える。 

5 電気自動車の坑内使用に関
する規制・基準 

現在の電気自動車、ハイブリッド車の普及が進んでお

り、坑内で使用されるケースを想定して、これら車両に

係る基準を検討する必要があるのではないか。 

■件数：火災の罹災者は０であるが 53件発生している。 

■傾向：2005～2017 年までの平均は 3件程度であり減少傾向であるが、直近 2019 年

はコンベア火災などで合計 9件と多発。 

※坑内での火災は 3件（6％）と比較的少ないが、その内で重機車両のバッテリー火

災が 1件発生している（ロードホールダンプ運転席横のバッテリーが突然ショートし

出火）。また、エンジン火災も坑内で 1件発生している。 

※エンジンルーム付近からの火災は坑外も含めると 7件程度確認できる。（油圧オイ

ルとの接触など） 

今回は改正対象外 

（時期尚早であること、現状の規程で

も解釈により対応可能であり、鉱山か

らの要望が 1件（実証実験）のみであ

るため。また、広範な検討事項を整理

しなければならず、負荷が大きいこと

が想定されるため） 

6 ＩｏＴの活用 鉱山でも ICT 建機を導入した事例があり、検討する必要

があるのではないか。 

■無人建機（遠隔操作によるバックホウなど）による災害は発生していない。 

■有人の車両系鉱山機械災害については ID11「運搬装置のため（車両系鉱山機械又は

自動車）」を参照。 

今回は改正対象外 

（監督部からも、喫緊で必要との意見

は寄せられていないため） 

7 自動制御機械 鉱山においても自動制御装置（産業用ロボット等）を導

入した事例があり、検討する必要があるのではないか。 

■件数：「機械のため」による災害事由 29 件のうち、産業用ロボットによる災害が 2

件発生している。 

（「パレタイザーのハンド部に押さえ込まれ、窒息により死亡」「エアーブローでコン

ベアローラー部を清掃中、作動したパレタイザーハンド部が当たり重傷」） 

■傾向：産業用ロボット 2件は何れも製品梱包に使用するパレタイザによるものであ

り、1件はハンド部の胸部圧迫による死亡災害、もう一件も 4週間未満ではあるが、

ハンド部が顔面に当たったため重症と記載されている。 

何れも侵入検知センサーがついておらず、稼働中のロボットに作業者が近接したこと

が原因と考えられる。 

■鉱種：いずれも石灰石鉱山（栃木県）で発生。 

4 
安衛法、厚生労働省の指針等の記載に

倣う形で追記か。（災害あり。監督部

からも、「安衛法に則して何らか追加

しても良いのでは」との意見もあり。 

8 アーク溶接による粉塵災害防
止措置 

令和 3年 4月 1日付で安衛法が改正され、溶接ヒューム

及び塩基性酸化マンガンに係る作業、又は業務につい

て、特定化学物質の取り扱いと同等の対応が迫られるこ

とになった。これに伴い、鉱山保安法令においても検討

が必要ではないか。 

■件数：「粉じんのため」による災害事由 4件のうち、溶接に関連した事例は発生し

ていない。（保護眼鏡を着用せずに粉じんの清掃、運搬作業を実施 など） 

■傾向：4件の内 3件は保護メガネの着用不備によるものである。石灰粉によるもの

が 3件と多く起因している。 

 

1 
優先度高い。改正対象とする。 

（ただし本事業内でどこまで検討する

かは別途検討） 

9 運搬装置（コンベア）での災
害防止措置 

コンベア災害は毎年発生しており、いずれも重篤な災害

が多い。鉱山保安法令においても検討が必要ではない

か。 

■件数：コンベア災害は約 13%にあたる 54人が罹災しており、災害事由の中では罹災

者数は 4番目に多い。 

■傾向：2005~2019 年までの平均罹災者数は 3.6 名であり、毎年 1～7名罹災者が発

生。直近 3年間は減少傾向。しかし重大災害の観点では死亡 4人も含めた休業 4週間

以上は 39人（66%）であり、災害事由の中では墜落（78 人）に次いで 2番目に多発。

ヒューマンエラー分析にて危険軽視・慣れに分類されているものは 29 件で半数以

上。 

■作業工程（プロセス）：選鉱・砕鉱に分類されるケースが 25 件（46%）と約半数に

上る。施設の保全も併せると 37 件（68%）に上る。 

2 
比較的優先度高い。改正対象とする。 
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ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

候補とした背景 災害事例分析の結果 
改正の検討優先度 

（高い順に 1,2,3,4） 

■定常/非定常：定常作業が 29件（54%）、非定常作業が 25 件（46%）で若干定常作業

による災害が多いとみられる。 

10 運搬装置（車両系鉱山機
械・自動車）での災害防止
措置 

近年の災害発生件数も多く、シートベルトを着用してい

なかったことを理由に重大災害となった事例も多数あ

る。シートベルトの装着について、措置事例等に追記す

る必要があるのではないか。 

■件数：運搬装置のため（車両系鉱山機械又は自動車）による災害の罹災者は 55 人

（約 13%）。（車両系鉱山機械（ダンプトラック、ホイールローダー、バックホウな

ど）や自動車に関連）また災害事由の中では罹災者数は 3番目に多い。 

■傾向：2005 年からは 2019 年までの平均罹災者数は 3.7 名であり、毎年 1～6人の範

囲で発生。直近 2019 年は 3人と比較的少ないが 2017、2018 年は 6人と高水準で発

生。 

全期間の罹災者 55人の内、死亡 9人も含めた休業 4週間以上は 39 人（66%）。死亡者

数は最も多い。また、ヒューマンエラー分析にて「危険軽視・慣れ」は 19件

（35%）、「無知・経験不足」12件（22%）でこれら 2つの要因で過半数を占める。 

■作業工程（プロセス）：採掘（運搬）、製品出荷、その他に分類されるケースで 32

件（58%）と半数以上に上る。 

■定常/非定常：定常作業が 44件（80%）、非定常作業が 11 件（20%）で圧倒的に定常

作業による災害が多い。 

3 
シートベルト、ドライブレコーダーの

設置を推奨規定としたい。事故後に当

時の状況が調査できるため。 

11 岩盤崩壊による災害防止措
置 

事例は少ないが崩壊危険が懸念される鉱山が一定数存在

し、顕在化した場合には重大災害に至るおそれがあるこ

とから、検討が必要ではないか。 

※本項目に関連する「落盤又は側壁の崩壊」「岩盤の崩壊」「浮石の落下」は複数人が

巻き込まれて重大災害に至るおそれがある災害事由。3事由をまとめて「落盤など」

とし、今後採掘面や地山における地質的弱面の点検など、対策強化の要否を判断する

ために分析を試みた。 

■件数：「落盤など」3事由による災害は 18人（約 4%）発生。（「落盤又は側壁の崩

壊」11 人「岩盤の崩壊」4人「浮石の落下」3人）罹災者数は 3つの災害事由を併せ

ても 8番目。 

■傾向：2005 年からは 2019 年までの平均罹災者数は 1.3 人である。無災害の年もあ

るが、直近 5年間では毎年 1～3人の罹災者が発生。罹災者 18 人のうち、死亡 2人、

休業 4週間以上 10人であり、これら計 12 人（67%）は大きな割合を占めている。ヒ

ューマンエラー分析で多いのは「危険軽視・慣れ」7人（39%）である。 

※坑内では炭鉱での落盤災害は引き続き十分に監視していく必要があると考える。な

お、坑外での発生件数は少ないが、重大災害が多い。点検強化により防げた可能性が

あると考える。複数人が巻き込まれる可能性もあるため、とくに地質的な観点での監

視強化をすべきと考える。 

■坑外は石灰石や非金属で 4人（22%）発生している。罹災者数は少ないが休業 4週

間以上の重大災害が 3件である。 

今回は改正対象外 

（災害が少ない。監督部からは、現場

によって状況が異なるため規定が難し

いとの意見あり。） 

12 無線警鳴装置 鉱山の業界団体から、技術指針中の無線警鳴装置本体の

設置場所等に係る指針の見直し要望（火取法の規定に合

わせる形にして欲しい）があった。 

■火薬庫および警鳴装置に関して以下事例が 1件抽出された。 

■災害概況：罹災者が机上業務を行っていたところ、火薬庫の警鳴装置が鳴った。罹

災者は点検担当者でなかったが状況確認のため通常使用しない徒歩ルートで現地へ向

かった。ルート途中の梯子を探していたところ、足を滑らせ、４ｍの高さの位置から

転落し罹災した。（休業 4週間以上） 

※携帯式の無線警鳴装置を点検主担当が保持していれば避けられた可能性がある災害

ではないか？また、人数の少ない事業所ではこのような装置の導入が望まれるのでは

ないか？ 

 

1 
優先度高い。改正対象とする。 
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ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

候補とした背景 災害事例分析の結果 
改正の検討優先度 

（高い順に 1,2,3,4） 

13 「埋没」を起こすおそれのある
場所の作業に関する項目の
追加 

安衛法に基づく省令には、作業制限規定があるため、同

等の措置及び基準の追加を要する。参考条文：安衛則第

５３２条の２「事業者は、ホッパー又はずりびんの内部

その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼ

すおそれのある場所で作業を行わせてはならない。ただ

し、要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を

防止するための措置を講じたときは、この限りではな

い。」 

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 1 
優先度高い。改正対象とする。 

直近で死亡災害も発生。 

14 高圧ガス製造施設 技術指針第２１章 高圧ガス製造施設の技術基準（第２

５条）の中で石炭鉱山および金属鉱山等における高圧ガ

ス製造施設にかかる規定（第４項）には高圧ガス設備の

強度についての基準が定められておらず、他条項や他法

令の準用規定も定められていない。 

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 今回は改正対象外 

（産業保安監督部に照会したところ、

優先度は高いものの、改正検討作業は

貴省内にて実施可能なものであること

が明らかとなったため） 

15 高圧ガスの貯蔵 高圧ガスの容器や貯槽については鉄以外の材料によるも

のが一般法でも認められるものがある。 

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 今回は改正対象外 

（産業保安監督部に照会したところ、

優先度は高いものの、改正検討作業は

貴省内にて実施可能なものであること

が明らかとなったため） 

16 高圧ガスの貯蔵 技術指針第２２章 高圧ガス貯蔵所の技術基準（第２６

条）の中に高圧ガス施設の基準が定められておらず、他

条項や他法令の準用規定も定められていない。 

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 今回は改正対象外 

（産業保安監督部に照会したところ、

優先度は高いものの、改正検討作業は

貴省内にて実施可能なものであること

が明らかとなったため） 

17 運搬装置（車両系鉱山機
械・自動車）での災害防止
措置 

車両系鉱山機械・自動車の転落・衝突等の防止。 産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 改正分野候補 ID10「運搬装置（車両系

鉱山機械・自動車）での災害防止措

置」と重複のため統合。 

18 機械、運搬装置（コンベア）
での災害防止措置（機械の
掃除等を、動作させなければ
できない場合の措置） 

「機械の運転中に補修、注油又は掃除をしない。」と作

業手順書等に規定している場合が多いが、掃除や調整の

際には機械をある程度動作させなければ作業ができない

場合もあるため、その場合の作業手順が必要であること

を明確化させるべきではないか。 

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 改正分野候補 ID9 「運搬装置（コン

ベア）での災害防止措置」と重複のた

め統合。 

19 発破災害防止措置（発破
孔への込物の使用義務の緩
和） 

 平成２４年５月２２日付けで火薬類取締法施行規則の

改正が行われ、「発破孔への込物の使用義務の緩和」が

行われたが、本省鉱山保安課における検討の結果、鉱山

保安法（措置事例等）には当該内容は盛り込まないこと

になったが、同等性の観点から再検討すべきではない

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 今回は改正対象外 

（過去に鉱業事業者から監督部に寄せ

られた要望であるが、現在はこのよう

な要望はなく、検討の優先度は低いと

判断） 
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ID 
危害防止基準の 
改正分野候補 

候補とした背景 災害事例分析の結果 
改正の検討優先度 

（高い順に 1,2,3,4） 

か。 

 込物を省略できれば、作業時間の大幅な緩和となる。 

20 坑内ガソリン自動車に関する
規制・基準 

坑内ガソリン自動車の工事計画について 

・技術指針(技基省令第９条)では現在、平成 18 年 11 月

１日以降製作された型式指定自動車等の排ガスは、粒子

状物質(PM)0.005 の規制がかかるが（H18～25.2.28 制作

なら PM 値なしだった）、国交省公表「低排出ガス認定型

式一覧表」では PM値も認定されているガソリン車種が

ほとんど見当たらない(したがって、現在市販されてい

る多くのガソリン車両は PM 値が不明で、坑内ガソリン

車として認められない)。 

産業保安監督部からの提言のため、災害事例の分析対象とせず。 1 
ひとまず自動車の排ガス規制値等を調

査し、今後の具体的な対応を検討。 

（監督部より）「車両ごとに PM 測定

値が明らかにされておらず、鉱業事業

者が業務用車両を調達する際に、規制

に適合しているかどうか判断できな

い」との意見あり。 
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墜落災害およびコンベア災害については災害発生件数が多く、重篤度も高い災害形態であ

る。改正案の検討における参考情報とすべく保安規程を分析することで、各鉱山におけるル

ール検討状況を確認することとした。 

分析対象として直近で墜落災害が発生した２鉱山（A 鉱山、B 鉱山）とコンベア災害が発生

した１鉱山（C 鉱山）の保安規程を貴省から提供いただき、分析を行った。 

分析結果は以下のとおりである。 

 

（1） 墜落災害が発生した２鉱山（A 鉱山、B 鉱山）の保安規程分析 

何れの鉱山も基本的な保安体制、委員会、保安活動・教育など、未然の災害防止対策を行

っていると判断する。また、保安規程に「転落防止の手すりを取り付ける」としたり、作業

手順に「高所での作業では、安全帯・ロープ等を使用し無理な体勢では作業をしない」と規

定し、墜落・転落リスクへの認識がある鉱山も確認できる。 

一方で、保安規程や作業手順書に墜落リスクに対する措置が規定されているものの、保安

教育や作業前ミーティングなどで、鉱山労働者への措置の周知不足によって墜落災害が発生

しているケースが見られる。 

また墜落リスクに対する措置内容が保安規程や作業手順書に明示されておらず、そもそも

当該リスクへの認識が低いために墜落災害が発生している鉱山も見られる。 

 以上から墜落リスクの低減のため、「作業床等の設置や墜落制止用器具の着用の必要性」

「保安規程や作業手順書への措置反映」「墜落リスクや措置等の周知のための保安教育」な

どが必要であると考える。 

 

（2） コンベア災害が発生した１鉱山（C 鉱山）の保安規程分析 

災害の主な原因は、コンベアにおける巻き込まれの危険性がある箇所が露出していたこと

に加え、コンベアに関する作業手順書が不十分であったためである。 

また C 鉱山では、巻き込まれリスクについて保安規程に記載がなかった。一方、①で調査対

象とした B 鉱山では、個別の機械設備の作業手順書に限らず、鉱山全体の保安規程におい

て、巻き込まれの危険性がある箇所の周辺部には手すりや覆いを設けるよう規定されてい

る。 

コンベア等での巻き込まれ災害は、鉱山においても発生頻度が高い状態が継続しており、

事業者として災害防止のため優先的に対策すべきリスクの一つと言える。今回確認した C 鉱

山では、設備（コンベア）自体の安全性の面と、保安規程等のルール面の両方から事前の対

策が不十分であったと考えられる。 
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図表 11 保安規程分析結果の一覧表 

※□：良好な点  ■：改善が望まれる点 

分析対象リスク 墜落災害のリスク 墜落災害のリスク ベルトコンベア災害のリスク 

災
害
情
報 

災害の概要 選鉱場内の解体作業を行っていた作業員

が、予めパワーショベルで吊り上げていた

ワイヤーの位置を変えようとして床面に上

がったところ、支柱の内１本が突然破断

し、墜落した。 

老朽化したベルトコンベアのリターンロー

ラー（重量 15kg）の取替作業を行なうため

に保安管理者が、点検通路を使ってベルト

コンベアの取替場所付近まで行き、そこで

作業中にバランスを崩し、地面に墜落、右

脇腹を強打し、罹災した。（保安帽を着用

していたが、墜落制止用器具は着用してい

なかった） 

砕鉱場の巡視を担当している罹災者が、砕鉱場のベルトコンベア（ベルト幅

105cm、原動機 7.5kw）に挟まれ死亡した。（発見当時はコンベアは既に停止

していた） 
罹災者がベルトコンベアのテールプーリ部分に近づき、何らかの原因でベル

トコンベア下に落下、下ベルトに押し出される形でベルトコンベアを支える

フレームに頭部を激突させたと推測される。 

原因 ・墜落制止用器具の不着用 
・不適切な作業手順 
など 

・墜落制止用器具の不着用 
・作業手順書（高所での作業では、安全

帯・ロープ等を使用し無理な体勢では作業

をしない）を遵守しなかった。 
など 

・ベルトコンベアのテールプーリにカバーがなく、また非常停止装置がなか

った。 
・ベルトコンベア周辺は、降雨の影響もあり、足場がぬかるんでいた。 
・ベルトコンベアの安全かつ適正な使用方法を定めた作業手順書を定めてい

なかった。 
・罹災者は、機械を停止せず危険な位置までベルトコンベアに身体を近づけ

た。（推定） 

対策 ・高所作業を行う場合は、墜落制止用器具

を必ず着用する。 
・作業手順の作成と遵守 
・リスクアセスメントなどを通した墜落リ

スクに対する認識 
など 

・高所作業を行う場合は、墜落制止用器具

を必ず着用する。 
・作業手順書の遵守 
・リスクアセスメントなどを通した墜落リ

スクに対する認識 
など 

・砕鉱場に立入禁止柵を設け、設備の運転中は立入禁止とした。 
・作業手順書の制定または改正、鉱山労働者への教育。 
・全てのベルトコンベアにおいて、テールプーリのカバー、非常停止装置の

設置を検討。 
・全ての巡視点検ルートにコンクリート舗装を検討。 

保
安
規
程 

分析対象リスクに関連

する規定 

■墜落制止用保護具の着用など、墜落リス

ク低減に向けた措置について規定されてい

ない。 

□p17「各コンベアー及び機械据え付け部

の踊り場には転落防止の手すりを取り付け

る」と規定されている。 

p10 (10)に「鉱山で使用する機械、器具及びエ作物については、安全かつ適

正な使用方法で行い、作業標準書は、別途、細目で定める」とされている。 
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分析対象リスク 墜落災害のリスク 墜落災害のリスク ベルトコンベア災害のリスク 

その他所見 □基本的な体制、委員会、保安活動・教育

など、未然の災害防止対策は行っていると

判断する。 
 
■当該鉱山の保安規程には墜落リスクにつ

いて明確に措置内容が規定されていない。

また、当該鉱山で発生した災害は高所での

非定常作業で発生しているが、事前のリス

クアセスメントが不足したとの報告もあ

り、そもそも墜落リスクに対する認識が低

かったと考えられる。 

□保安規程には「転落防止の手すりを取り

付ける」とあり、当該鉱山で発生した災害

の作業手順にも「高所での作業では、安全

帯・ロープ等を使用し無理な体勢では作業

をしない」と規定されており、墜落・転落

リスクの認識があることは確認できる。 
 
■当該鉱山の保安規程や作業手順書に墜落

リスクについて措置が規定されているもの

の、保安教育や普段の作業前ミーティング

などで鉱山労働者への周知が不足していた

と考えられる。 

□保安規程において、個別の機械設備に関して「作業標準書は別途、細目で

定める」とされており、コンベアについても安全かつ適正な使用方法を定め

るための項目自体はあった。 
■保安規程自体には、巻き込まれリスクについては特に規定がなかった。 
 
※B 鉱山の保安規程では、巻き込まれの恐れのある箇所には、「さく囲や被覆

その他の保安設備を設ける」と規定されていたり、またコンベア等機械の据

付部付近の踊り場には「手すりを設ける」とし、コンベア上への転落防止に

ついて規定される等、巻き込まれリスクについてある程度規定されている。 
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本事業では、当初現地調査を実施することを想定していた。しかし、新型コロナウィルス感染

症の影響を考慮し、未実施でも十分に改正案の検討が行えると判断したため本事業では現地調査

の実施を見送り、改正案の検討に十分な時間を充てることとした。 
 

 

 

2.1.2 改正を要する分野の洗い出しの内容を踏まえ、各改正候補分野について、優先度の高い

ものから順に改正案を検討した。検討結果を以下に示す。 
また改正の優先度が高いと判断されたものの、改正にさらなる検討を要し、本事業内で改正案

を作成するに至らなかった候補分野については、改正の検討内容や経緯について記載する。 
 
＜災害分析に使用したデータ＞ 

検討の際には経済産業省が公表している以下の全国鉱山災害事例データベースに掲載され

ている平成１７年から令和元年の過去１４年間に発生した鉱山災害の災害の要因や対策等の

情報を分析した結果を活用した。 
 

【参考】経済産業省 全国鉱山災害事例データベース【平成 17 年～令和元年】（EXCEL 形式） 
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/files/saig
aijireidb17-31.xlsm 
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（1） 背景 

令和 3 年 4 月 1 日付で安衛法が改正され、安衛法が適用される事業者は溶接ヒューム及び塩基

性酸化マンガンに係る作業、又は業務について、遵守すべき規制が新たに追加され、特定化学物

質の取り扱いと同等の対応が求められることになった。 
これに伴い、保安法等においても上記規制を踏まえ、措置事例等の改正の必要性について検討す

ることとした。 
 

（2） 概要 

令和 3 年 4 月 1 日「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質（第 2 類物質）

となるため、事業者には濃度測定、清掃や洗浄、特殊健康診断、汚染ウエスの処理、不浸透性の

床などの対応が義務付けられることとなった。 
しかし、措置事例等の改正を検討する上で、以下 3 点について整理する必要があることが判明し

た。 
 
(1) 鉱山保安法では労働衛生に準ずる規制が坑内における「通気の確保」（鉱山保安法第３条２

など）のみに限定されているため、鉱山保安法等で改正対象となる条文等が存在していない。 
(2) 安衛法の改正により、労働基準監督署等の監督行政がどのような方法、内容で指導するか等

などの実態について不明であること。 
(3) 鉱山保安法が適用されている鉱山における溶接作業の取り扱い状況が不明であること。 
 
今般の特化則改正による、アーク溶接作業時の健康障害防止措置について、厚生労働省などとの

意見交換が必要であると考える。 
 今後も引き続き上記の整理・検討状況を進めながら措置事例等の改正を具体的に検討する。 
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（1） 背景 

過去の鉱山災害を分析した結果、墜落災害の割合は非常に高く、全般に重大災害が多く

見られる。（図表 12 墜落災害の分析結果 参照）また、作業工程としてはプラントメン

テナンスなどの非定常作業時に多発している。 
一方で令和元年の事故の型別労働災害発生状況1を見ても産業界では墜落災害による死亡

災害は一番多く発生していおり、休業 4 日以上の死傷災害においても転倒に次いで 2 番目

に多い状況となっている。つまり他の事故の型と比較しても重篤度も発生頻度も高い割合

であることがわかる。 
また、近年は従来の胴ベルト型安全帯における、墜落時の衝撃による内臓の損傷、胸部

の圧迫等による危険性が指摘されてきた。そのため、安衛法の改正により 2019 年 2 月 1 日

から安全帯の規格が変更となり、一定の高さ以上で労働者が作業する際にはフルハーネス

型の墜落制止用器具の着用が義務付けられている。 
以上の状況を踏まえ、墜落による鉱山災害を防止するために技術指針や措置事例等の改

正を検討すべきと判断した。 
 

 
図表 12 墜落災害の分析結果 

 
 

（2） 概要 

以下の観点に着目し改正を検討する。 

 

                                                        
 
1 厚生労働省 平成 31 年/令和元年 事故の型別労働災害発生状況（確定値）
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000633583.pdf 

 発生状況：全属性での罹災者合計 427 人のうち、墜落は 24%にあたる 101 人が罹災している

（発生件数としては 99 件）。災害事由の中では罹災者数および件数は圧倒的に一番多い。 

 災害傾向：2005 年 14 人から減少傾向を示し、近年は例年 5～6 人程度となっているが、全般

的に休業 4 週間以上の重大災害となるケースが多い。2013 年には前年の 2 名から一転して

10 人の罹災者が発生するなど近年も予断を許さない状況と考える。 

 定常/非定常：非定常作業での発生が 57 件と半数以上を占めている。 

 作業工程（プロセス）：施設の保全（33%）や選鉱・砕鉱（12%）、巡視点検（10%）で合計

55%である。とくにプラントメンテナンスのような非定常作業での災害は注目すべきと考え

る。（重機からの墜落も数件散見される） 

 発生場所：上記作業工程に関連し、34 件（34%）が選鉱場（破砕施設を含む。）16 件

（16%）が露天切羽で発生しており合計で 50 件 51%と約半数となる。（これら 50 件の内、

28 件（56%は非定常作業であり、しかも 25 件（50%））が選鉱場と大半を占めている） 

 管理的要因分析：一番多いのは未記載「-」27%、それに次いで作業手順書の内容不備 25%、

保安教育（周知不足等）21%が続いており、そもそものルール策定が脆弱であることと、手

順があっても周知が不足していることが懸念される。 

 ヒューマンエラー分析：「危険軽視・慣れ」37 人（37%）、「不注意」19 人（19%）で過半数

を占めている。 
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① 作業床の設置もしくは墜落制止用器具の使用等の徹底 

現在多発している墜落災害を確実に減少させるためには、墜落の恐れがある箇所において、

安衛則第５１８条「作業床もしくは墜落制止用器具の使用」や第５１９条「開口部等での囲い

等もしくは防網の設置」第５２１条「墜落制止用器具等の取付設備等を安全に取り付けるため

の設備等の設置」等で規定されているように、墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則使用

とする考え方を踏まえ適宜指導を行うことが望ましいと考える。（図表 13 安衛則第５１８条、

５１９条、５２１条 参照） 

そのため、現況調査の結果に応じて、各鉱山が上記の措置を適宜保安規程若しくは作業手順

書に反映させることを確実にするため技術指針等の改正を検討すべきと考える。 

具体的には技術基準省令第三条（鉱山施設に共通する技術基準）第一項で示されている「鉱

山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備

が設けられていること。」に対応する技術指針 第２章共通の技術基準（第３条関係）の改正を

検討する。（図表 15 墜落災害防止に関わる技術指針の改正案（作業床の設置もしくは墜落制

止用器具の使用等）参照） 

 

図表 13 安衛則第５１８条、５１９条、５２１条 

（作業床の設置等） 

第５１８条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を

行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等

の方法により作業床を設けなければならない。 

２  事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要

求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなけ

ればならない。 

 

（開口部等の囲い等） 

第５１９条  事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危

険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等（以下この条において「囲い

等」という。）を設けなければならない。 

２  事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨

時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等

墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 

 

（要求性能墜落制止用器具等の取付設備等） 

第５２１条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求

性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるため

の設備等を設けなければならない。 

２  事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器

具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 
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② 作業手順書の充実 

墜落災害は「施設の保全」「選鉱・砕鉱」などの作業工程、「破砕施設を含む選鉱場」などの

場所で多く発生している。また、その多くが非定常作業の分類である。また、墜落災害事例の

管理的要因の分析結果を見ると「作業手順書の内容不備」の割合が一番高い。 

以上の状況から現況調査の結果に応じ、各鉱山が当該工程・場所での墜落災害防止措置を保

安規程若しくは作業手順書に適宜反映させることを促すべきと考える。 

具体的には、措置事例第１０章１冒頭の※部分の記述を充実させる形で改正案を検討した。 

（図表 16 墜落災害防止に関わる措置事例の改正案（作業手順書の充実） 参照） 

 

③ 保安教育の強化 

安衛法第５９条第３項では危険又は有害な業務に労働者をつかせるときには、事業者は労働

者に対し特別教育を実施することを義務付けている。 

また、安衛則第３６条第４１号では「高さが２メートル以上の箇所であつて作業床を設ける

ことが困難なところにおいて、墜落制止用器具うちフルハーネス型のものを用いて行う作業に

係る業務」と高所作業を危険又は有害な業務として規定している。 

一方、鉱山における墜落災害事例の管理的要因の分析結果を見ると「作業手順書の内容不備」

に次いで多いのが「保安教育（周知不足等）」であることが確認された。 

以上のことから、現況調査の結果に応じ、各鉱山が墜落防止に関する内容を保安教育に反映

させることを促すことが必要と考える。 

なお、現状では措置事例や技術指針において高所作業に関わる教育について改正できる項目

が存在しておらず、まずは施行規則第３０条（保安教育）の一覧表に高所作業を追加すること

で鉱山保安法第１０条第２項の特に危険な作業に追加することが望ましいと考える。 

 具体的には、安衛則第３９条の規定に基づいて定められている安全衛生特別教育規程第２４

条 

（図表 14 安全衛生特別教育規程 第２４条 参照）から一部抜粋して改正案を検討すること

とした。（図表 17 墜落災害防止に関わる施行規則の改正案（保安教育の強化） 参照） 

なお、安全衛生特別教育規程第２４条の特別教育を受けた者は当該保安教育を受けたことと

同等と見なす。 
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図表 14 安全衛生特別教育規程 第２４条 

（墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育） 

第２４条 安衛則第３６条第４１号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に

より行うものとする。 

２ 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範

囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表) 

 

科 目 範 囲 時 間 

作業に関する知識 

作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法作

業に用いる設備の点検及び整備の方法 作業の方

法 

一時間 

墜落制止用器具（フ

ルハーネス型のもの

に限る。以下この条

において同じ。）に

関する知識 

墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの

種類及び構造 墜落制止用器具のフルハーネスの

装着の方法 墜落制止用器具のランヤードの取付

け設備等への取付け方法及び選定方法 墜落制止

用器具の点検及び整備の方法 墜落制止用器具の

関連器具の使用方法 

二時間 

労働災害の防止に関

する知識 

墜落による労働災害の防止のための措置 落下物

による危険防止のための措置 感電防止のための

措置 保護帽の使用方法及び保守点検の方法 事

故発生時の措置 その他作業に伴う災害及びその

防止方法 

一時間 

関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 〇・五時間 

 

３ 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる

範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表) 

 

科目 範囲 時間 

墜落制止用器具の

使用方法等 

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 

墜落制止用 器具のランヤードの取付け設備

等への取付け方法 墜落による労働災害防止

のための措置 墜落制止用器具の点検及び整

備の方法 

一・五時間 
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（3） 改正案 

 
 

図表 15 墜落災害防止に関わる技術指針の改正案（作業床の設置もしくは墜落制止用器具の使用等） 
 

改正案 現行 備考欄 
１ 技術基準省令第３条第１号に規定する「その他の必要な保安設

備」とは、次に掲げるものをいう。 
：略 
（５）坑内において、コンベアの幅が広く又は天盤が低いため危

険な箇所でコンベアを横断する際の横断路 
 
（６）墜落の恐れのある作業を行う場合の作業床およびその作業

床の端や開口部等の囲い、手すり、覆い等。これらの設置が困難

な場合には、墜落制止用器具（原則として墜落を制止する機能を

有するフルハーネス型の器具、もしくは胴ベルト型の器具）及び

それを使用するための設備 
 
２ 技術基準省令 技術基準省令第３条第２号に規定する「標識そ

の他の必要な表示」とは、次に掲げる箇所等での表示をいう。 
：略 
 
 

１ 技術基準省令第３条第１号に規定する「その他の必要な保安設

備」とは、次に掲げるものをいう。 
：略 
（５）坑内において、コンベアの幅が広く又は天盤が低いため危険

な箇所でコンベアを横断する際の横断路 
 
 
 
 
 
 
２ 技術基準省令 技術基準省令第３条第２号に規定する「標識その

他の必要な表示」とは、次に掲げる箇所等での表示をいう。 
：略 

技術指針 第２

章 共通の技術基

準（第３条関

係） 
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図表 16 墜落災害防止に関わる措置事例の改正案（作業手順書の充実） 

 

改正案 現行 備考欄 

１ 鉱山保安法施行規則第１２条に規定する「機械、器具及び工作物

の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順」とは、

次のとおり。 
 
＊「安全かつ適正」とは、例えば、「機械の運転中に補修、注油又は

掃除をしない。」「施設の保全などでの高所作業では作業床もしくは

墜落制止用器具を使用する。」などの作業を行う箇所やその周囲の状

況に応じたものをいう。 
 
＊「使用方法」とは、「起動（開始）時」、「通常使用時」及び「使用

停止時又は終了時」の操作方法をいい、これらの使用時における保

安上の注意事項を含む。 
 
＊「作業方法」、「作業手順」とは、「通常の作業時」に加え、「修理

時」、「清掃時」、「故障又は破損時等の通常の使用が出来ない時」及

び「複数で行う共同作業時」も含む。 

１ 鉱山保安法施行規則第１２条に規定する「機械、器具及び工作物

の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順」とは、

次のとおり。 
 
＊「安全かつ適正」とは、例えば、「機械の運転中に補修、注油又は

掃除をしない。」などの作業を行う箇所やその周囲の状況に応じたも

のをいう。 
 
 
＊「使用方法」とは、「起動（開始）時」、「通常使用時」及び「使用

停止時又は終了時」の操作方法をいい、これらの使用時における保

安上の注意事項を含む。 
 
＊「作業方法」、「作業手順」とは、「通常の作業時」に加え、「修理

時」、「清掃時」、「故障又は破損時等の通常の使用が出来ない時」及

び「複数で行う共同作業時」も含む。 

措置事例 
第１０章１ 
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図表 17 墜落災害防止に関わる施行規則の改正案（保安教育の強化） 

 
改正案 現行 備考欄 

（保安教育） 
第三十条 法第十条第二項の特に危険な作業として経済産業省令

で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従

事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲

げる教育事項（関係法令に関する事項を含む。）について、同表下

欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。 

作業 教育事項 時間数 

：略   

三 前二号のほか、

鉱山における発破に

関する作業 

一 火薬類の知識に関す

ること 

六時間以上 

：略   

 
四 発破に関する実技 二十四時間以上

及び見習期間を

一箇月以上とす

る。 

四 鉱山における

高所作業 

一 高所作業の知識に

関すること 
一時間以上 

（保安教育） 
第三十条 法第十条第二項の特に危険な作業として経済産業省令

で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従

事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲

げる教育事項（関係法令に関する事項を含む。）について、同表下

欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。 

作業 教育事項 時間数 

：略   

三 前二号のほか、

鉱山における発破に

関する作業 

一 火薬類の知識に関

すること 

六時間以上 

：略   

 
四 発破に関する実技 二十四時間以上及

び見習期間を一箇

月以上とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

施行規則 
第３０条 
（保安教育） 
 

 

高所作業の各教育

事項の例は以下の

通り 

 

一 高所作業の知

識に関すること：

作業に用いる設備

の種類、構造及び

取扱い方法作業に

用いる設備の点検

及び整備の方法 

作業の方法 

 

二 墜落制止用器

具の知識に関する

こと：墜落制止用

器具の種類及び構

造 墜落制止用器

具の点検及び整備

の方法  

 

三 墜落制止用器

具の取り扱い方法
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改正案 現行 備考欄 

 
二 墜落制止用器具の

知識に関すること 

二時間以上 

 
三 墜落制止用器具の

取り扱い方法に関する

こと 

 
四 墜落による鉱山災

害の知識に関すること 

 
一時間以上 

 
 
２ 前項第一号から第三号の教育事項の詳細な教育項目について

は経済産業大臣が別に定める。 
３ 次に掲げる者は、第一項第一号から第三号の教育を施したも

のとする。 
一 火薬類取締法第三十一条第二項に規定する甲種火薬類取扱

保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する

者 
二 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）別

表第四の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者 
４ 次に掲げる者は、第一項第四号の教育を施したものとする。 
一 安全衛生特別教育規程第２４条の特別教育を受けた者 

５ 鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対し

て、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を

実施するよう努めなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の教育事項の詳細な教育項目については経済産業大臣が

別に定める。 
３ 次に掲げる者は、第一項の教育を施したものとする。 
一 火薬類取締法第三十一条第二項に規定する甲種火薬類取扱

保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する

者 
二 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）別

表第四の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者 
 
 
 
４ 鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対し

て、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を

実施するよう努めなければならない。 

に関すること：墜

落制止用器具の装

着の方法 墜落制

止用器具のランヤ

ードの取付け設備

等への取付け方法

及び選定方法 墜

落制止用器具の関

連器具の使用方法 

 

四 墜落による鉱

山災害の知識に関

すること：墜落に

よる鉱山災害の防

止のための措置 

落下物による危険

防止のための措置 

保護帽の使用方法

及び保守点検の方

法 事故発生時の

措置 その他作業

に伴う災害及びそ

の防止方法 

安全衛生特別教育

規程第２４条は墜

落制止用器具を用

いて行う作業に係

る業務に係る特別

教育 

 



 

 32

 

（1） 背景 

現在、技術指針第 7 章 19（2）では、平成 18 年 11 月 1 日以降に製作された型式指定自

動車等の排ガスは、粒子状物質（PM）の排出量が 0.005 g/h の規制値に準拠したものでな

ければならない（それ以前に製作され車両については PM 規制値はない）とされている。

しかし国交省の公表する「低排出ガス認定型式一覧表」等では認定試験における PM 値が

示されているガソリン車種がほとんど見当たらない。したがって現在市販されている多く

のガソリン車は PM 値が不明であり、鉱山事業者が業務用車両を調達する際に、技術指針

（技基省令第９条)の規制に適合しているかどうかが判断できない状態となっている。 
 

（2） 概要 

上記の問題を解消するため、本年度事業では、今後の検討の基礎情報とすることを目的

とし、粒子状物質（PM）の規制値および自動車の低排出ガス車認定の経緯等について調査

した。以下に調査結果を示す。 
また、本件については高度な技術的考察をもとに技術指針の改正を検討する必要があ

り、有識者の見解を参考とすることが望まれる。さらに、改正対象となる技術指針の規程

の整合性をとるため、技術指針に関する貴省におけるこれまでの改正検討経緯等も併せて

確認することも必要と考えられる。 
また、技術指針に記載されている粒子状物質（PM）等の規制値は、細目告示第 41 条の

規定を準用したものと考えられる。技術指針が最後に改正された平成 24 年当時からは、細

目告示における規制値も改正されているため、技術指針に記載する排出ガスの規制値も、

現行の細目告示に則した形に修正する必要がある。 
 

① 粒子状物質（PM）の規制値について 

排出ガス中の粒子状物質（PM）に対する規制は、平成 21 年基準より適用されたもので

あり、平成 17 年基準以前では PM 値に関する規制はない2。 
また国交省の公表する低排出ガス車の認定車種3においても、粒子状物質（PM）の排出

ガス中に含まれる量が示されているものはほとんどない（当該箇所は「－」と記載されて

いる）。このため鉱山事業者が特定の車種について排出ガス中に含まれる粒子状物質

（PM）の量を把握できず、技術指針への適合可否が判断できないということも尤もであ

る。 
なお、低排出ガス車認定実施要領4では、排ガスに含まれる粒子状物質（PM）の量の基

準値が示されている。ここでは粒子状物質（PM）について「微量」と記載されている箇所

が多くある。（「微量」とは、「排出がないとみなされる程度であることをいう」とされて

いる） 
 
したがって、前述の低排出ガス認定型式一覧表において、粒子状物質の具体的な数値が

示されていないのも、この「微量」であるためではないかと考えられる。 
そのため、技術指針における粒子状物質（PM）の基準値に関しても、低排出ガス車認定

型式の車両であれば適合しているとの整理ができるのではないかと考える。 

                                                        
 
2 国土交通省 新車排出ガス規制の経緯 https://www.mlit.go.jp/common/001191370.pdf 
3 国土交通省 低排出ガス認定自動車に関する公表 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000014.html 
4 国土交通省 低排出ガス車認定実施要領 https://www.mlit.go.jp/common/001200252.pdf 
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※細目告示第 41 条では、「ただし、第１号から第４号まで、第 17 号及び第 18号の基準の

うち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自

動車以外のものには適用せず」とされており、粒子状物質（PM）の規制対象を直接噴射

式ガソリンエンジン車に限定している。 
技術指針では、ガソリンエンジンの方式については触れられておらず、全てのガソリン

エンジン車が規制対象となっている。このため技術指針においても、上記の内容を盛り

込み、細目告示との齟齬を解消する必要がある。 

 

※技術指針第 7 章 自動車（第 9 条関係）19(2)及び(3)において、粒子状物質等の単位が g/h
と記載されている。一方で細目告示等では、粒子状物質等の単位は g/km と記載されて

いる。貴省における過去の検討経緯を確認頂いた結果、誤記である可能性が高いことが

判明した。そのため単位に関しても細目告示に則した表記に修正が必要である。 
 

② WLTP に則った規制値の追加について 

平成 26 年 3 月、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、「乗用車等の

国際調和排出ガス・燃費試験法（WLTP: Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
WLTP）」が成立した。 

これを受け、中央環境審議会大気・騒音振動部会及び総合資源エネルギー調査会省エネ

ルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ・

交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小委員会合同会議において、試

験法の国際調和を進める観点から、我が国における排出ガス規制及び燃費規制に WLTP を
導入することが提言された。 
 

上記のことから、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省

告示第 619 号、以下「細目告示」とする）、乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関

するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成 25 年経済産業省・国土交

通省告示第２号）、貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器

等製造事業者等の判断の基準等（平成 27 年経済産業省・国土交通省告示第１号）等の一

部が改正された。 
これにより、排出ガス規制については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に

おいて、WLTP による試験法（WLTC モード法）および規制値が策定され、また既存の

JC08 モード法に替えて、WLTC モード法に順次移行することが決定された5。 
 

なお、令和 2 年 9 月から、JC08 モード法から WLTC モード法に完全移行が予定されて

いたが、新型コロナウィルス感染症の影響により、当該規制適用日は 4 か月延期されてい

る6。 
現状の技術指針では、WLTC モード法による規制値は記載されておらず、将来的に当該

試験モードによる型式認定を受けた車両を鉱山事業者が事業に用いる状況に備え、細目告

示に倣い追記が必要と考えられる。 
 

                                                        
 
5 国土交通省 「乗用車の排出ガス・燃費試験法に国際基準（WLTP）を導入します。」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000172.html 
6 国土交通省 「WLTC モード法による排出ガス規制を延長します ～新型コロナウイルス感染症対策～」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000233.html 
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③ 今後の確認事項 

 低排出ガス車認定型式であれば、PM 値は「微量」もしくは規制値以下（または規制

なし）と整理できる一方、認定型式以外のガソリン車（排ガス中に含まれる規制物質

の量の公表がない）や、また平成 21 年基準が適用される前のガソリン車（規制がな

いため PM 値が公表されていない）に関しては、排ガス中に含まれる粒子状物質

（PM）の量が把握できず、技術指針への適合可否が判断できない可能性がある。 
このため、平成 21 年基準以前の基準の対象となる車両については、技術指針におい

ても、粒子状物質（PM）を規制しないよう対象となる「期間」を調整する等の対応が

必要となる可能性がある。 
 

 期間について 
ガソリン・ＬＰＧ乗用車及び軽量車（除く軽貨物自動車）においては、細目告示第 41
条第 1 項第 3、4 号に基づき、完成検査等における所定の試験方法による排出ガス中

の規制対象物質の規制値について、適用開始時期が示されている7。 
一方、技術指針第 7 章第 19 項（2）及び（3）の表における「期間」は、「道路運送車

両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告

示」の第 28 条に従い記載されたものであることが確認された。 
ただし、この「期間」のうち、「平成１８年１１月１日以降」の根拠は定かではな

く、引き続き確認が必要である。 
 

 今後の継続検討について 
前述のとおり、本件については高度な技術的考察をもとに技術指針の改正を検討す

る必要があり、貴省におけるこれまでの検討経緯に加え、国土交通省への問い合わせ

や有識者の見解を参考とすることが望まれる。 
 

 
 

 

                                                        
 
7 国土交通省 新車排出ガス規制の経緯 https://www.mlit.go.jp/common/001191370.pdf 
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（3） 改正案 

 
図表 18 坑内ガソリン自動車に関する規制・基準についての技術指針改正案 

 
新 旧 備考欄 

第７章 自動車 
１９．技術基準省令第９条第２２号イに規定する「適切な措置が講

じられているもの」とは、次に掲げる要件を満たしている自動車を

いう。 
（１）燃料装置の強度、構造、取付方法等並びに燃料タンク及び配

管の燃料漏れ防止に係る性能等が、細目告示第２条第１号に規定す

る指定自動車等（以下「指定自動車等」という。）にあっては同告

示第１８条に規定する基準、指定自動車等以外にあっては同告示第

９６条に規定する基準に適合しているものであること。 
 
（２）排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素

等について、細目告示第２条第１２号に規定する型式指定自動車

（以下「型式指定自動車」という。）及び同告示第５条第１項第９

号に規定する一酸化炭素等発散防止装置指定自動車（以下「一酸化

炭素等発散防止装置指定自動車」という。）にあっては、完成検査

等において、次の表の期間の欄に規定する製作された期間に応じ

て、それぞれ評価方法の欄に規定する方法により算出した値が、一

酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の各欄に

掲げる値を超えないものであること。 
ただし、粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする吸蔵

型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動

車以外のものには適用しない。 
 
 
 
 

第７章 自動車 
１９．技術基準省令第９条第２２号イに規定する「適切な措置が講

じられているもの」とは、次に掲げる要件を満たしている自動車を

いう。 
（１）燃料装置の強度、構造、取付方法等並びに燃料タンク及び配

管の燃料漏れ防止に係る性能等が、細目告示第２条第１号に規定す

る指定自動車等（以下「指定自動車等」という。）にあっては同告

示第１８条に規定する基準、指定自動車等以外にあっては同告示第

９６条に規定する基準に適合しているものであること。 
 
（２）排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素

等について、細目告示第２条第１２号に規定する型式指定自動車

（以下「型式指定自動車」という。）及び同告示第５条第１項第９

号に規定する一酸化炭素等発散防止装置指定自動車（以下「一酸化

炭素等発散防止装置指定自動車」という。）にあっては、完成検査

等において、次の表の期間の欄に規定する製作された期間に応じ

て、それぞれ評価方法の欄に規定する方法により算出した値が、一

酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の各欄に

掲げる値を超えないものであること。 
 
 
 
 
 
 
 

第７章 自動車

（第 9 条関係） 
第 19項（2）及

び（3）に、 

 
 ただし書きを

追記 
 WLTC モード

法による規制

値を表に追記 
（細目告示第 41
条を準用） 

 「期間」は今

後検討 
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新 旧 備考欄 

期間 評価方法 
一酸化

炭素 

非メタン

炭化水素 

窒素酸

化物 

粒子状

物質 

平成 15 年

10 月 1 日

から平成

22 年 8 月

31 日まで 

；省略 1.15 0.05 0.05 － 

平成 18 年

11 月 1 日

から平成

25 年 2 月

28 日まで 

；省略 1.15 0.05 0.05 － 

平成 18 年

11 月 1 日

以降 

；省略 1.15 0.05 0.05 0.005 

（今後要

検討） 

WLTC モード法により運

行する場合に発生する一

酸化炭素等の走行距離キ

ロメートル当たりの排出

量をグラムで表した値

（非メタン炭化水素にあ

っては、炭素数当量によ

る容量比で表した値をグ

ラムに換算した値） 

1.15 0.10 0.05 0.005 

備考 

一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の単位は g/km。 

 
 
 

期間 評価方法 
一酸化

炭素 

非メタン

炭化水素 

窒素酸

化物 

粒子状

物質 

平成 15 年

10 月 1 日

から平成

22 年 8 月

31 日まで 

；省略 1.15 0.05 0.05 － 

平成 18 年

11 月 1 日

から平成

25 年 2 月

28 日まで 

；省略 1.15 0.05 0.05 － 

平成 18 年

11 月 1 日

以降 

；省略 1.15 0.05 0.05 0.005 

備考 

一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の単位は g/h。 
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新 旧 備考欄 
（３）排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素

等について、型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自

動車以外の自動車にあっては、新規検査等において、次の表の期間

の欄に規定する製作された期間に応じて、それぞれ評価方法の欄に

規定する方法により算出した値が、一酸化炭素、非メタン炭化水

素、窒素酸化物及び粒子状物質の各欄に掲げる値を超えないもので

あること。 
ただし、粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする吸蔵

型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動

車以外のものには適用しない。 
 

期間 評価方法 
一酸化

炭素 

非メタン

炭化水素 

窒素酸

化物 

粒子状

物質 

平成 15 年

10 月 1 日

から平成

22 年 8 月

31 日まで 

；省略 1.92 0.08 0.08 － 

平成 18 年

11 月 1 日

から平成

25 年 2 月

28 日まで 

；省略 1.92 0.08 0.08 － 

平成 18 年

11 月 1 日

以降 

；省略 1.92 0.08 0.08 0.007 

（今後要

検討） 

WLTC モード法により運

行する場合に発生する一

酸化炭素等の走行距離キ

ロメートル当たりの排出

2.03 0.16 0.08 0.007 

（３）排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素

等について、型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自

動車以外の自動車にあっては、新規検査等において、次の表の期間

の欄に規定する製作された期間に応じて、それぞれ評価方法の欄に

規定する方法により算出した値が、一酸化炭素、非メタン炭化水

素、窒素酸化物及び粒子状物質の各欄に掲げる値を超えないもので

あること。 
 
 
 
 

期間 評価方法 
一酸化

炭素 

非メタン

炭化水素 

窒素酸

化物 

粒子状

物質 

平成 15 年

10 月 1 日

から平成

22 年 8 月

31 日まで 

；省略 1.92 0.08 0.08 － 

平成 18 年

11 月 1 日

から平成

25 年 2 月

28 日まで 

；省略 1.92 0.08 0.08 － 

平成 18 年

11 月 1 日

以降 

；省略 1.92 0.08 0.08 0.007 

備考 

一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の単位は g/h。 
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新 旧 備考欄 
量をグラムで表した値

（非メタン炭化水素にあ

っては、炭素数当量によ

る容量比で表した値をグ

ラムに換算した値） 

備考 

一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の単位は g/km。 
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（1） 背景 

死亡災害３件を含む５件の埋没災害が発生しており、また監督部からも「安衛法に基づ

く省令に、作業制限規定があるため、同等の措置及び基準の追加を要する。」との意見が寄

せられた。（図表 19 安衛則 第５３２条の２ 参照） 
埋没災害を減じるためにも現在の措置事例よりも危害防止基準を明確化する必要があると

判断した。 
 

図表 19 安衛則 第５３２条の２ 

（作業床の設置等） 

第５３２条の２  事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労

働者に危険を及ぼすおそれのある場所で作業を行わせてはならない。ただし、要求性能墜落制止

用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。 

 

 

（2） 概要 

埋没災害を防止するため、措置事例第１０章２および３に、コンベアに付帯するシュー

ト、貯鉱設備とその周辺など、埋没災害が発生する可能性のある設備や作業について追記

する改正案を検討した。 
また、措置事例第１０章３(２９)「貯炭舎または貯鉱舎」の解釈による誤解を防ぐた

め、「貯鉱舎、貯鉱槽、貯炭舎、貯炭槽」などのように埋没危険のある場所について、広く

解釈できるよう追記する改正案を検討した。 
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（3） 改正案 

 
図表 20 「埋没」を起こすおそれのある場所の作業に関わる措置事例改正案 

 
新 旧 備考欄 

第１０章 機械、器具及び工作物の使用 
２．鉱山保安法施行規則第１２条の使用方法を定めることを要す主

な機械、器具等は、次のとおり。 
（１）運搬関係 

(1)車両系鉱山機械 
：省略 
(5)コンベア（ベルト、チェーン、流体、バケットエレベータ、

スクリュー、振動）及びその付帯設備（シュート等） 
：省略 

 
（２）運搬関係以外 

(1)掘削装置 
：省略 
(22)吊り足場 
(23)貯鉱設備（貯鉱舎、貯鉱槽、貯炭舎、貯炭槽等）及びその

付帯設備（サージパイル、ホッパー等） 
 
３．鉱山保安法施行規則第１２条に規定する「作業方法」又は「作

業手順」を定めることを要す主な作業は、次のとおり。 
(1)やぐらの組立・解体作業 
：省略 
(29)鉱石詰まり、居つき等の除去作業 
：省略 

第１０章 機械、器具及び工作物の使用 
２．鉱山保安法施行規則第１２条の使用方法を定めることを要す主

な機械、器具等は、次のとおり。 
（１）運搬関係 

(1)車両系鉱山機械 
：省略 
(5)コンベア（ベルト、チェーン、流体、バケットエレベータ、

スクリュー、振動） 
：省略 

 
（２）運搬関係以外 

(1)掘削装置 
：省略 
(22)吊り足場 
 
 

 
３．鉱山保安法施行規則第１２条に規定する「作業方法」又は「作

業手順」を定めることを要す主な作業は、次のとおり。 
(1)やぐらの組立・解体作業 
：省略 
(29)貯炭舎又は貯鉱舎内作業 
：省略 

措置事例 
第１０章 機械、

器具及び工作物

の使用 
 
２．（１）運搬関

係(5)を修正 
 
２．（２）運搬関

係以外(23)を追

加 

 

３.(29)を修正 
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（1） 背景 

鉱山の業界団体から、技術指針中の無線警鳴装置本体の設置場所等に係る指針の見直し

要望があったため「警鳴装置の報知部は『警報器，電話，電子メールなどで』管理者に警

報を伝えること」とした火薬類取締法施行規則の規定に整合させることを検討する。 

（2） 概要 

火薬類取締法施行規則第２４条第１６号では以下のように規定されている。 
 

図表 21 火薬類取締法施行規則第２４条第１６号 

 
 
上記の規則に対して技術的要件を満たす技術的内容をできるだけ具体的に示した火薬類

取締法施行規則関係例示基準（貯蔵）8によれば以下のように日本産業規格Ｋ４８３２（２

０１８）火薬類の盗難防止設備の要求事項9の準用を認めている。 
 

図表 22 火薬類取締法施行規則関係例示基準（貯蔵）（抜粋） 

 
  

                                                        
 
8 経済産業省 火薬類取締法施行規則関係例示基準（貯蔵） 
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/gunpowder/files/tyozou.pdf 
9 日本産業規格 Ｋ４８３２（２０１８）火薬類の盗難防止設備の要求事項 
https://kikakurui.com/k4/K4832-2018-01.html 

十六 火薬庫には、盗難を防止するための警鳴装置を設置すること。ただし、見張所

等を設置し、見張人を常時配置する場合には、この限りでない。 

施行規則第２４条第１６号に掲げる盗難を防止するための警鳴装置とは、次の基

準によるものとする。 
１．地上式一級火薬庫【施行規則第２４条】、地上覆土式一級火薬庫【施行規則第２

４条の２】、地中式一級火薬庫【施行規則第２５条】、地下式一級火薬庫【施行規則第

２５条の２】、地上式二級火薬庫【施行規則第２６条第１項】、地中式二級火薬庫【施

行規則第２６条第２項】、地上式三級火薬庫【施行規則第２７条第１項】、地中式三級

火薬庫【施行規則第２７条第２項】、実包火薬庫【施行規則第２７条の４】について

は、次の基準によること。 
 
イ 日本産業規格Ｋ４８３２（２０１８）火薬類の盗難防止設備の要求事項３．４ 火
薬 
庫及び庫外貯蔵所に用いる自動警報装置の基準に適合する警鳴装置を設置するこ

と。 
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また、図表 23 日本産業規格Ｋ４８３２（２０１８） ３．４．２ C）にある無線警

鳴装置本体の設置場所等に係る基準を準用し、技術指針の改正案を検討した。（図表 24 

無線警鳴装置に関わる技術指針の改正案 参照） 
 

図表 23 日本産業規格Ｋ４８３２（２０１８）火薬類の盗難防止設備の要求事項（抜粋） 

 

 

3.4.2 自動警報装置の設置 自動警報装置の設置については，次による。  
a) 警鳴部は，火薬庫又は庫外貯蔵所の外壁に設置する。ただし，保安上支障のないよ

うな措置を講じた場合は，この限りでない。 
b) 警鳴部 1 台で 2 棟以上の火薬庫を警戒する場合であって，土堤などによって音が

届かないような場合には，増設サイレンを使用し，その回路線を金属管などによって

保護するとともに，警報器は堅固な設備に収納する。 
c) 報知部は，管理者が常駐する場所に設置し，警鳴部からの警報を，警報器，電話，

電子メールなどで，直ちに，かつ，確実に管理者に通知する。また，常駐する管理者

が管理責任者の指示する者又は代理人である場合は，直ちに，管理責任者に連絡す

る。 
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（3） 改正案 

 
図表 24 無線警鳴装置に関わる技術指針の改正案 

 

改正案 現行 備考欄 

１０ 技術基準省令第４０条第２項第８号及び第３項第７号に規定

する「適切な警鳴装置が設けられている」とは、次に掲げる要件を

満たしていることをいう。 
（１）警鳴装置は、火薬類取扱所の扉が開いたとき又は扉に振動を与

えたとき、警報が鳴る機能を有する装置であること。 
（２）回路線が切断又は短絡した場合には、警報する装置が備えられ

ていること。 
（３）警鳴音量は、警鳴部及び本体から１ｍの距離で８０ dB 以上

であること。 
（４）火薬類取扱所内に配線し電流を流す場合は、１０ mA 以下で

あること。ただし、電流により発火又は爆発するおそれがない

火薬類のみを存置する場合には、２Ａまでとして差し支えな

い。 
（５）報知部（警報を通知する装置）は、管理者（火薬庫又は庫外貯

蔵所の管理責任者、管理責任者が指示した者及び管理責任者が

定めた代理人（警備業を営む者などの第三者を含む。））が常駐

する場所に設置、または、警鳴部（警鳴を発する装置）からの

警報を、警報器、電話、電子メールなどで、直ちに、かつ、確

実に管理者に通知する。また、常駐する管理者が管理責任者の

指示する者又は代理人である場合は、直ちに、管理責任者に連

絡する。 

１０ 技術基準省令第４０条第２項第８号及び第３項第７号に規定

する「適切な警鳴装置が設けられている」とは、次に掲げる要件を

満たしていることをいう。 
（１）警鳴装置は、火薬類取扱所の扉が開いたとき又は扉に振動を

与えたとき、警報が鳴る機能を有する装置であること。 
（２）回路線が切断又は短絡した場合には、警報する装置が備えら

れていること。 
（３）警鳴音量は、警鳴部及び本体から１ｍの距離で８０ dB 以上

であること。 
（４）火薬類取扱所内に配線し電流を流す場合は、１０ mA 以下

であること。ただし、電流により発火又は爆発するおそれが

ない火薬類のみを存置する場合には、２Ａまでとして差し支

えない。 
（５）警鳴装置の本体は、鉱業事務所等常時人のいる箇所に設置さ

れていること。 

技術指針 
第３１章 火薬類

取扱所（第４０

条関係）１０

（５） 
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（1） 背景 

ベルトコンベアによる鉱山災害は、2005~2019 年に 54 人が罹災しており、発生頻度の高

い状況が続いている（継続的に災害が発生している）。発生時の状況としては、選鉱・砕鉱

時が最も多く、次に施設の保全時における発生が多い。 
一方、産業界でもベルトコンベアによる災害は頻発しているため、安衛法等において

は、コンベヤのような機械設備を保全する際には、電源等を切り、機械が作動しない状態

で作業を行うことが原則とされているが、運転中に作業を行わなければならない場合にお

いては、「危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときはこの限りではない（安衛則第

107 条）」とされている。（措置事例第 10 章２(1)では「使用方法を定めることを要する機

械、器具等」として挙げられている） 
鉱山現場では、コンベアのベルト蛇行修正や居つき除去等のため、コンベアを動作させ

たまま設備の保全作業等をせざるを得ない状況もある。産業保安監督部への意見聴取で

は、各鉱山において策定された作業手順書には「機械の運転中に補修、注油又は掃除をし

ない。」と規定している場合が多く、機械を動作させた状態での手順については規定されて

いない場合が多いとされる。 
このため、鉱山での実情を反映し、機械を動作させた状態での作業について、作業手順

に明記するよう鉱山事業者に求める等の対応が必要と考えられる。 
 

（2） 概要 

前述のコンベアについての取り扱いを規定するにあたり、措置事例第 10 章(1)、第 23 章

に規定を追記することを検討した。産業保安監督部からは、安衛則第 107 条第 1 項に関す

る食品加工用機械による労働災害の防止を図るための措置を規定した平成 25 年 4 月 12 日

付基発第 0412 第 13 号通達10を参考に、コンベアを動作させた状態での作業を行うことの

できる条件や方法の規定を求める意見が寄せられた。 
これを受け、安衛則第 107 条第 1 項をもとに技術基準省令第 11 条（ベルトコンベア）に

規程を追加することを検討した。具体的には、技術基準省令第 11 条は石炭坑における防火

に関する規程であるため、同条に第 2 項を新設し、ベルトコンベアの巻き込まれリスクの

防止のための規程を新たに技術基準省令に追加することとした。また安衛則第 151 条の 78
も参考とし、非常の場合の安全装置を備えることについても規定することとした。 
なお、措置事例においては、第 10 章第 3 項の「作業方法」又は「作業手順」を定めるこ

とを要す主な作業として「(43) 設備の保守、点検、修繕等に関わる作業」を追加した。 
また注釈（案）として、巻き込まれ等の危険のある場合には、機械設備の運転を停止し

てから作業を行うことを明記した。さらに設備を動作させた状態で保守作業を行う状況を

想定し、その場合には安全性が確保されるよう、覆いその他の適切な措置を講じることを

義務付ける旨についても明示することとした。 
 

 

                                                        
 
10厚生労働省 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発 0412 第 13 号) 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9378&dataType=1&pageNo=1 
※同通達のリーフレット https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet_107_0919.pdf 
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（3） 改正案 

 
図表 25 運搬装置（コンベア）での災害防止措置に関わる技術基準省令改正案 

 
改正案 現行 備考欄 

（ベルトコンベア） 
第十一条 石炭坑におけるベルトコンベア（掘採作業場又はその付

近に仮設されるものを除く。）の技術基準は、第二条から第四条ま

でに定めるもののほか、次のとおりとする。 
一 ベルトコンベアの駆動装置及び主要なプーリの設置箇所は、

火災を防止するため、防火構造その他の適切な措置が講じられて

いること。 
二 ：省略 
三 ：省略 
四 坑道に消火栓及び放水用器具が適切に設けられていること。 

 
２ 石炭坑以外におけるベルトコンベアの技術基準は、第三条から

第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 
一 巻き込まれによる危険を防止する構造となっていること。 
二 労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずる

おそれのあるベルトコンベアには、非常停止装置、逆転防止装置

その他の安全装置が設けられていること。 
 

（ベルトコンベア） 
第十一条 石炭坑におけるベルトコンベア（掘採作業場又はその付

近に仮設されるものを除く。）の技術基準は、第二条から第四条まで

に定めるもののほか、次のとおりとする。 
一 ベルトコンベアの駆動装置及び主要なプーリの設置箇所は、

火災を防止するため、防火構造その他の適切な措置が講じられて

いること。 
二 ：省略 
三 ：省略 
四 坑道に消火栓及び放水用器具が適切に設けられていること。 

 

技術基準省令第

11 条に第 2 号を

追加 

 
  



 

 46

 
図表 26 運搬装置（コンベア）での災害防止措置に関わる措置事例改正案 

 
改正案 現行 備考欄 

鉱山保安法施行規則第１２条に規定する「作業方法」又は「作業手

順」を定めることを要す主な作業は、次のとおり。 
(1)やぐらの組立・解体作業 
：省略 
(42)海洋への土砂の排出作業 
(43)設備の保守、点検、修繕等に関わる作業 
※巻き込まれ等の危険のある場合には、機械設備の運転を停止して

から作業を行うこと。または覆いその他の適切な措置を講じるこ

と。 
 

鉱山保安法施行規則第１２条に規定する「作業方法」又は「作業手

順」を定めることを要す主な作業は、次のとおり。 
(1)やぐらの組立・解体作業 
：省略 
(42)海洋への土砂の排出作業 

・措置事例第 10
章第 3 項(43)を
新設 
 
（※印は現状考

えられるの注釈

案を記載） 
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（1） 背景 

過去 14 年間における鉱山災害の統計データを分析したところ、転倒による罹災者数は 41 名

であり災害事由の中では 5 番目に多い。また、例年 1～3 件程度で推移していたが、2019 年には

5 名が罹災するなど、楽観視できない状況と言える。また、ヒューマンエラー分析にて「不注意」

20 人（49%）とほぼ半数を占めている。 
一方で令和元年の事故の型別労働災害発生状況11を見ても産業界では転倒災害による死亡災

害は少ないものの、休業 4 日以上の死傷災害は一番多い状況となっている。つまり他の事故の

型と比較しても発生頻度がとくに高い割合であることがわかる。 
以上の状況を踏まえ、そもそも不注意によってもつまづいたり滑ったりして転倒しないような

設備対策や通路上の点検を強化し、転倒による鉱山災害を防止するために技術指針や措置事例等

の改正を検討すべきと判断する。 
 

（2） 概要 

技術基準省令第 3 条には鉱山施設に共通する技術基準が規定されており、とくに 1 項には「鉱

山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が

設けられていること。」としている。 
一方で、技術指針第２章 共通の技術基準（第３条関係）１には「その他の必要な保安設備」

について示しているが、安全な通路等についての記述が無く、つまづきや滑りによる転倒災害に

対する保安の確保が明確となっていない。 
そのため、旧鉱山保安法施行規則第 687 条および 688 条の規定を参考とし、技術指針の第２章 

共通の技術基準（第３条関係）に安全な通路と作業床を規定する改正案を検討した。（図表 27 

転倒災害防止に関わる技術指針改正案 参照） 
また、通路や作業床の巡視や点検を強化するためにも措置事例の第２３章 巡視及び点検の

１(1) 1)坑外 に「通路」及び「作業床」の追記を検討した。（図表 28 転倒災害防止措置に

関わる措置事例改正案 参照） 
 

                                                        
 
11 厚生労働省 平成 31 年/令和元年 事故の型別労働災害発生状況（確定値）
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000633583.pdf 
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（3） 改正案 

 
図表 27 転倒災害防止に関わる技術指針改正案 

 
改正案 現行 備考欄 

第２章 共通の技術基準（第３条関係） 
１ 技術基準省令第３条第１号に規定する「その他の必要な保安設

備」とは、次に掲げるものをいう。 
（１）坑内（金属鉱山等にあっては多数の鉱山労働者を就業させる

場合に限る。）の奥部において連絡する２以上の通路をもって、地表

と連絡する通路（開坑初期であって通気をして坑道を掘進する場合

を除く。） 
（２）省略 
 ・ 
 ・ 
（５）坑内において、コンベアの幅が広く又は天盤が低いため危険

な箇所でコンベアを横断する際の横断路 
（６）通路（作業場に通ずる箇所及び作業場内には、鉱山労働者が

使用するための安全な通路を設け、かつこれを通行できるようにす

る） 
（７）作業床（作業場の床面は、つまづき、滑り等の無い構造と

し、かつ安全な状態に維持する） 
 
 

第２章 共通の技術基準（第３条関係） 
１ 技術基準省令第３条第１号に規定する「その他の必要な保安設

備」とは、次に掲げるものをいう。 
（１）坑内（金属鉱山等にあっては多数の鉱山労働者を就業させる

場合に限る。）の奥部において連絡する２以上の通路をもって、地表

と連絡する通路（開坑初期であって通気をして坑道を掘進する場合

を除く。） 
（２）省略 
・ 
・ 

（５）坑内において、コンベアの幅が広く又は天盤が低いため危険

な箇所でコンベアを横断する際の横断路 
 
 

技術指針第２章 
共通の技術基準

1 に(6)、(7)を追

加 
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図表 28 転倒災害防止措置に関わる措置事例改正案 

 
改正案 現行 備考欄 

 施行規則第２６条第１号の「保安の確保上重要な鉱山等にある建設

物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡」とは、次のと

おり。 
（１）巡視し、危険又は異常の有無を検査する主な施設等 
１）坑外 
(1)露天掘採場（表土除去作業場、鉱石採掘作業場、積込作業場及び

残壁） 
(2)鉱山道路 
：省略 
(32)有害物質貯蔵指定施設 
(33)通路 
(34)作業床 
 

 施行規則第２６条第１号の「保安の確保上重要な鉱山等にある建設

物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡」とは、次のと

おり。 
（１）巡視し、危険又は異常の有無を検査する主な施設等 
１）坑外 
(1)露天掘採場（表土除去作業場、鉱石採掘作業場、積込作業場及び

残壁） 
(2)鉱山道路 
：省略 
(32)有害物質貯蔵指定施設 
 
 

措置事例第２３

章 巡視及び点

検１(1) 1)坑外 
に(33)、(34)を追

加 
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（1） 背景 

近年の「運搬装置のため（車両系鉱山機械・自動車）」の災害事由による過去 14 年間の罹災者

は 55 人であり、災害事由別では 3 番目に多く発生している。 
しかも罹災者 55 人の内、死亡 9 人も含めた休業 4 週間以上は 39 人（66%）と非常に多い。

また本事由による死亡者数は一番多く、重篤化しやすい災害事由の一つであると言える。ま

た、休業 4 週間以上の 4 件の災害における原因分析結果ではシートベルトの未着用であったこ

とが明らかになっている。着用していれば防げていた、もしくは重篤度を軽減できた可能性が

ある。 
2005 年から 2019 年までの平均罹災者数は 3.7 名であり、毎年 1～6 人の範囲で発生してい

る。直近 2019 年は 3 人と比較的少ないが 2017、2018 年は 6 人と高水準で発生しているため、

楽観視できない状況が続いている。 
原因となったハザードはダンプトラック、ホイールローダー、バックホウなどの車両系鉱山

機械のほか、乗用車などが挙げられ、これらの墜落や横転による操作者の罹災が目立っている

が、歩行中の作業者が罹災しているケースも見られる。 
作業工程（プロセス）では採掘（運搬）、製品出荷、その他に分類されるケースで 32 件

（58%）と半数以上に上る。また、定常作業が 44 件（80%）、非定常作業が 11 件（20%）で圧

倒的に定常作業による災害が多い。 
上記の分析結果から、車両系建設機械などの操作者に対しては基本的な措置の再確認に加

え、普段からシートベルトを着用するよう促すべきと考える。 
また、運転者の日常における安全作業の確認や、万一の事故発生時の原因究明の一助とする

ためにも、ドライブレコーダーの設置および活用も促すべきとの意見が産業保安監督部より寄

せられた。（現状では、技術指針や措置事例においてドライブレコーダーについての記述は存在

しない） 
以上を踏まえ、運搬装置（車両系鉱山機械・自動車）での災害事由による鉱山災害を防止す

るために措置事例および技術指針の改正を検討すべきと判断した。 
 

（2） 概要 

措置事例等には車両系鉱山機械等の操作の際にシートベルト着用を促す内容は存在しない。

一方、安衛則第１５７条には「事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又

は転落により（中略）運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。」とあ

る。 
上記から、まずは措置事例第１０章「機械、器具及び工作物の使用」３(１)車両系鉱山機械

と（２）自動車に、注釈としてシートベルトについて追記する改正案を検討した。 

（図表 29 運搬装置（車両系鉱山機械）での災害防止に関わる措置事例改正案（シートベル

ト）参照） 

また、ドライブレコーダーの設置については国交省から貸し切りバスに対する設置義務が課さ

れている。措置事例等には設置を促す内容は存在しない。 

上記から、まずは技術指針第８章 車両系鉱山機械（第１０条関係）に、事故・災害前後の状

況を記録できる装置（ドライブレコーダー等）を設置するよう努力義務として追記する改正案を

検討した。 

（図表 30 運搬装置（車両系鉱山機械）での災害防止に関わる技術指針改正案（ドライブレ

コーダー）参照） 
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（3） 改正案 

 
図表 29 運搬装置（車両系鉱山機械）での災害防止に関わる措置事例改正案（シートベルト） 

 
改正案 現行 備考欄 

第１０章  
２ 鉱山保安法施行規則第１２条の使用方法を定めることを要す主

な機械、器具等は、次のとおり。 
（１）運搬関係 
(1)車両系鉱山機械＊ 
(2)自動車＊ 
：略 
(10)パイプライン 
 
＊(1)車両系鉱山機械と(2)自動車には、シートベルトを含む 

第１０章  
２ 鉱山保安法施行規則第１２条の使用方法を定めることを要す主な

機械、器具等は、次のとおり。 
（１）運搬関係 
(1)車両系鉱山機械 
(2)自動車 
：略 
(10)パイプライン 
 
 

措置事例 第１

０章 機械、器具

及び工作物の使

用２（１）運搬

関係 
 
＊でシートベル

トを追記 
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図表 30 運搬装置（車両系鉱山機械）での災害防止に関わる技術指針改正案（ドライブレコーダー） 
 

改正案 現行 備考欄 
第８章 車両系鉱山機械（第１０条関係） 

 

１ 技術基準省令第１０条に規定する「車両系鉱山機械」とは、次

に掲げるものをいう。 

（１） 掘削機械 

：略 
 

２ 技術基準省令第１０条本文で引用する同省令第９条第３号に規定

する「必要な 安定度」とは、車両系鉱山機械においては次に掲げる

要件を満たしていることをいう 
：略 
     
１３ 技術基準省令第１０条第１１号に規定する「消火器」とは 

：略 
 
１４ 車両系鉱山機械には、日常の作業状況の確認や万一の事故・
災害発生時の原因究明の一助とするため、事故・災害前後の状況を
記録できる装置（ドライブレコーダー等）の設置に努めること。 
 
 

第８章 車両系鉱山機械（第１０条関係） 

 

１技術基準省令第１０条に規定する「車両系鉱山機械」とは、次に

掲げるものをいう。 

（１） 掘削機械 

：略 
 

２ 技術基準省令第１０条本文で引用する同省令第９条第３号に規定

する「必要な 安定度」とは、車両系鉱山機械においては次に掲げる

要件を満たしていることをいう 
：略 
 
１３ 技術基準省令第１０条第１１号に規定する「消火器」とは 

：略 
 
 

技術指針 第８

章 車両系鉱山

機械に１４を追

加 
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（1） 背景 

現在、従来のガソリン車に代わり、電気自動車やハイブリッド車が普及してきてお

り、将来的には鉱山現場においても、これらの導入が進むことが想定される。現状では

これら大容量リチウムイオンバッテリーを搭載した自動車の坑内利用に関する規制、基

準はなく、検討が必要であるとの提言が産業保安監督部（鉱業事業者）より寄せられ

た。 

 

（2） 概要 

電気自動車やハイブリッド車は大容量リチウムイオンバッテリーを搭載している。一

般に、リチウムイオンバッテリーは従来のバッテリーよりも発熱、発火の危険性が大き

く、これに関する事故・火災も発生している。このため、まずはリチウムイオンバッテ

リー特有のリスクについて整理し、特に火災リスクについては十分に低減できることが

確認される必要がある。本年度事業では、今後の検討の基礎情報とすることを目的と

し、リチウムイオンバッテリーの火災リスクについて、当社コンサルタントおよび関連

設備を取り扱う事業者から意見を聴取した。 

 

図表 31 リチウムイオンバッテリー火災に関して社内外から得られた見解  

項目 見解 

坑道内における EV・HV 車

の使用に関する規制・基準 

 

なし 

リチウムイオン電池に関し

て考えられる主要なリスク 

 

過熱・発火、感電（短絡） 

リチウムイオン電池の火災

に関して 

 充電時に発火するケースが多い⇒坑道内での充

電には特に注意が必要。 

 電解液が引火性のため、液の漏洩には注意が必

要。 

（固体電池の開発が進んでいるが実用化には至

らず） 

 

 消火器等による初期消火は可能であるが、漏電

や短絡に夜発熱を抑えなければ再度出火する危

険性がある。 
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※消火設備が作動した信号を発報し、通電を停止

する制御等により、被害が拡大しないようシス

テム側で対応するケースもある。 

 

 リチウムイオン電池の火災では、可燃性の電解

液がガス化し、燃焼している。そのため泡消火

剤による皮膜を単に形成するだけでは効果は限

定的と考えられる。 

 

 リチウムイオン電池は開発途上の技術であり、

機密事項も多いため、具体的な内容や構造、発

火時の効果的な消火方法等が公開されにくい。 

 

車両に搭載する後付け式の

消火設備に関して 

 

 

 

 業務上使用する車両について、各事業者が消火

設備の搭載を希望し、消火設備メーカーに発注

する場合が多い。 

（自動車では、大型バスのエンジンルームに消

火剤噴霧装置を搭載した実績がある） 

 

 消火設備メーカーは、車両メーカーに対して必

要情報を照会し、当該設備の設計（センサー、

タンク、配管、消火剤の成分 等）を行う。 

 

 搭載対象の車両は、当初の設計上は消火設備の

搭載が想定されていない場合も多く、それぞれ

について個別に設計が必要となる。 

 

火災時の感電に関する見解  火災時（または衝突等の事故時）にはバッテリ

ー周辺には高電圧の電流が流れる可能性があ

り、感電の危険性がある。 

 

 現状の消火設備は初期消火に主眼を置いたもの

であり、消火剤に絶縁性を付与することは難し

い。 

小型のバッテリーに対しては、液体ではなくガ

ス式の消火剤を選択する事業者も存在する。 
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（1） 背景 

過去 14 年間の災害事例で「機械のため」による災害事由 29 件のうち、自動制御機械

（パレタイザ―等）による重大災害が以下のように 2 件発生している。 

 

 パレタイザーのハンド部に押さえ込まれ、胸部圧迫・窒息により死亡 

 エアーブローでコンベアローラー部を清掃中、作動したパレタイザーハンド部が

顔面に当たり重傷 

 

何れも石灰石鉱山で発生しており、製品梱包に使用するパレタイザ―によるものであ

る。また、何れの災害においても侵入検知センサーがついておらず、稼働中のロボット

に作業者が近接したことが原因と考えられる。 

件数は 2 件と少ないものの、一度発生すると重篤化することが懸念されることに加

え、現状では措置事例等において自動制御機械に関する規程はなく、対応が必要と考え

られる。 

 

（2） 概要 

一般産業界では類似の機械設備の導入実績が豊富であり、安全規制・基準等も整備さ

れている。詳細な基準を示す場合には技術指針への規程が望ましいが、自主保安の観点

から、まずは措置事例第 10 章第 2 項(2)において、施行規則第 12 条の「使用方法を定め

ることを要する主な機械、器具等」として「自動制御機械」を新たに記載する改正案を

検討することとした。 

（図表 32 自動制御機械に関わる措置事例改正案 参照） 
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（3） 改正案 

 

図表 32 自動制御機械に関わる措置事例改正案 

 

改正案 現行 備考欄 

第１０章機械、器具及び工作物の使用 

 

２ 鉱山保安法施行規則第１２条の使用方法を定めることを要す 

主な機械、器具等は、次のとおり。 

 

（１）運搬関係 

(1)車両系鉱山機械 

：省略 

(10)パイプライン 

 

（２）運搬関係以外 

(1)掘削装置 

：省略 

(22)吊り足場 

(23)自動制御機械（パレタイザー等） 

第１０章機械、器具及び工作物の使用 

 

２ 鉱山保安法施行規則第１２条の使用方法を定めることを要す 

主な機械、器具等は、次のとおり。 

 

（１）運搬関係 

(1)車両系鉱山機械 

：省略 

(10)パイプライン 

 

（２）運搬関係以外 

(1)掘削装置 

：省略 

(22)吊り足場 

 

 

措置事例第 10 章

第 2 項（２）に

(23)を追加 
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本事業で措置事例等の例示基準について改正案の検討を進める中で、高度な専門的知見を

要すると思われる改正分野が複数あることが判明した。現状では以下３分野が該当すると考

える。 

 

 アーク溶接による粉塵災害防止措置に関する規制・基準 

 坑内ガソリン自動車に関する規制・基準 

 電気自動車の坑内使用に関する規制・基準 

 

上記分野について今後も継続的に例示基準の見直しを行うにあたり、必要に応じて有識者

等から意見聴取することを検討すべきと考える。 

当社が意見聴取することを想定している内容と、それに対して知見を有すると思われる有

識者または有識者が所属していると思われる団体等を以下に示す。 

 

 
図表 33 意見聴取先候補（案） 

 

改正分野候補 意見聴取を想定する内容 
知見を有すると思われる 

有識者または所属団体 

アーク溶接による粉塵

災害防止措置に関する

規制・基準 

 アーク溶接の労働衛生

上のリスク 

 安衛法上の具体的な規

制内容や指導方法 

・ 厚生労働省が当該分野に関連して開催

した「令和元年度化学物質による労働者

の健康障害防止措置に係る検討会」参集

者 

・ 労働安全衛生コンサルタント会 

・ 厚労省・労働局ご担当者 

 

坑内ガソリン自動車に

関する規制・基準 

 現在までの排ガス規制

およびその検討経緯 
・ 国土交通省自動車局環境政策課 

・ 環境省水・大気環境局総務課 

・ 独立行政法人自動車技術総合機構 

・ 一般財団法人日本自動車研究所 

電気自動車の坑内使用

に関する規制・基準 

 車載バッテリーのリス

ク 

 自動車火災に対する消

火設備 

・ 独立行政法人自動車技術総合機構 

・ 一般財団法人日本自動車研究所 

・ 一般社団法人 JIMA 

・ 一般社団法人 電池工業会 

・ 一般社団法人 日本消火装置工業会 
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3 当社提言 

本事業では今後、鉱山保安法の執行に係る基盤を整備することを目的とし、現状に合った措

置事例等を改正することについて検討を行った。 

 今後有意義な改正を行うために必要と思われる提言を以下に示す。 

 

(1) 継続検討の必要性 

本事業では、近年多発する鉱山災害（特に墜落や転倒など）の状況、現在講じている保安対

策や関係他法令等の調査を通して、現行の措置事例等では例示基準が不足していることを確認

するとともに、保安対策を講じるにあたって必要と思われる１０分野を特定し、改正案を検討

することとした。 

本事業では十分な検討ができた分野がある一方、今後も改正案をさらに検討すべき分野（例：

アーク溶接による粉塵災害防止措置 等）が存在する。また、措置事例内の具体的な注釈の不

足（例：第１０章 機械、器具及び工作物の使用 ２）等、例示基準全般における不足の解消に

ついても継続的に調査すべきと考える。 

何れにしても鉱山の現場における課題や情勢は変化しているため、産業保安監督部や業界団

体、鉱山などから寄せられた要望や意見なども踏まえながら今後も柔軟かつ継続的に検討し、

有効な改正案を確立すべきと考える。 

 

(2) 検討の優先順位 

 本事業では、優先度を決めた上で１０分野の改正案を検討することとした。 

今後さらに改正案を検討する際には、原則として優先度の高い分野から検討すべきと考える。

なお、優先度が高く、かつ専門性の高い分野（例：坑内ガソリン自動車に関する規制・基準 等）

について検討に時間を要することが想定されるため、必要に応じて有識者とのコネクションを

形成するとともに有意義な改正となるよう関係者間で十分議論することも一案と考える。 

また、改正が比較的容易と思われる分野（例：無線警鳴装置 等）については優先度が低く

ても早期に取り掛かることも一案と考える。 

 

(3) 保安確保措置の有効化について 

鉱業権者は鉱山の現況を調査し、保安上の危険の把握と、これに応じて、措置事例という形

で鉱業権者に対して例示された保安確保措置を講じ、かつ見直しを行うことが義務付けられて

いる。ただし、措置内容や危害防止基準については法令によって義務付けるのではなく、民間

の自主性を主体とするとの考え方から、本事業で検討した改正案も端的に示すに留まっている。 

そのため、本事業で検討した改正候補１０分野に関しては、各鉱山で現場の状況に応じた有

効な対策に結び付くよう、鉱務監督官等が適宜具体的に指導することも想定すべきと考える。 

 

今後も上記に留意しながら継続的な例示基準等の見直しを行い、鉱山における保安の質の維

持・向上に結び付けるべきと考える。 
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4. 添付資料 

① 危害防止基準の比較整理結果 

各改正分野候補について鉱山保安法（措置事例等）と、他法令での扱いに

関する調査結果。 

各項目が横断的に一覧で示された「概要版」シートと、各改正分野候補に

ついて関連する法令や各種取り組みについての調査結果を記載した「詳細

版」シートで構成されている。 

② 改正を要する分野の洗い出し 

各改正候補分野に関して、災害事例分析の結果、改正の検討優度の検討結

果、改正作業の方針等に関するとりまとめ表。 

 

 

以上 


