
添付資料②　改正対象となる候補分野の洗い出し

優先度：高い順に1,2,3,4

2 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。 ₋ 中

7 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。

₋ 小

鉱山保安法（旧法）

第687条（作業場の床面）
作業場の床面は、つまづき、滑り
等の危険がない構造とし、かつ、
安全な状態に保持しなければな
らない。

第688条（安全通路）
作業場に通ずる箇所および作業
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してお
かなければならない。

－ 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
例上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）
■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。

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。 ₋ -

9 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：火災事由での罹災者は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。

₋ 大 改正案に検討の経緯を記載

－ 6 IoTの活用（ICT建
機）

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。 ₋ -

（ID2） 備考災害事例分析の結果ID 危害防止基準の改正
分野候補 候補とした背景 想定される作業負荷改正の検討優先度 監督部提言優先度検討の根拠
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（ID2） 備考災害事例分析の結果ID 危害防止基準の改正
分野候補 候補とした背景 想定される作業負荷改正の検討優先度 監督部提言優先度検討の根拠

10 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。

₋ 小

・安衛法、
・「産業用ロボットの使用等の安
全基準に関する技術上の指針」
「選定」、「使用」
・「機械の包括的な安全基準に
関する指針」

の欄等を参考にして記載

1 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）

₋ 大

6 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。
■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。

2 比較的優先度高い。改正対象とする。

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」の措置事例として、「＊「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。」に、機械の運転中に作業を行わなけ
ればならない場合の措置事例を追記。
（厚労省通達を参考に）

中

平成25年4月12日付基発第

0412第13号通達

https://www.mhlw.go.jp/b

unya/roudoukijun/dl/pamp

hlet_107_0919.pdf

8 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
等、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。

₋ 小

安衛則第157条の2
事業者は、（～省略～）、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。

貸切バスにおけるドライブレコー
ダーを義務付ける国交省告示
https://wwwtb.mlit.go.jp/
hokushin/ishikawa/unsouji
gyou/2016/290317drivere
corder.pdf

－ 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。

₋ -
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（ID2） 備考災害事例分析の結果ID 危害防止基準の改正
分野候補 候補とした背景 想定される作業負荷改正の検討優先度 監督部提言優先度検討の根拠

5 12 無線警鳴装置
石灰石鉱業協会から、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。 ₋ 小

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：労働安全衛生規則第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。」

₋ 1 優先度高い。改正対象とする。
直近で死亡災害も発生。

「埋没」災害を防止するために、措置事例
第１０章 機械、器具及び工作物の使用
(鉱山保安法施行規則 第１２条（機
械、器具及び工作物の使用）)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
す主な作業への追加、技術基準省令及び
技術指針に必要となる墜落制止用器具を
固定するための設備に類する例示を追加
する。

中

安衛則第532条の２
事業者は、ホツパー又はずりびん
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
おそれがある場所で作業を行わせ
てはならない。ただし、労働者に
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
りでない。

10 14 高圧ガス製造施設

高圧ガス製造施設の技術基準（第２５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技術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。

₋ 今回は対象外

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。

第４項と第５項を整理して高圧ガス設備
全般にかかる技術基準と高圧ガスの種類
別に適用される技術基準を定める。
その上で、技術指針に他法令（高圧ガス
保安法 ）や規格 （ISOやAPI,ASME
等）への準用規定を定める。

-

11 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。 ₋ 今回は対象外

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。

技術基準第２５条（高圧ガス製造施
設）にかかる条文の「ガスタンク」と「可燃性
ガスタンク」にかかる規定を改正し、技術指
針で高圧ガス保安法の準用規定を定め
る。

-

12 16 高圧ガスの貯蔵
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技
術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。

₋ 今回は対象外

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。

技術基準第２５条（高圧ガス製造施
設）にかかる条文を改正したうえで、本条
における準用規定を見直しし、追加する。
（例 第二十六条 高圧ガス貯蔵所の技
術基準は、第三条、第四条並びに前条第
二項から第７項に定めるもののほか、次の
とおりとする。）

-

－ 17

運搬装置（車両系鉱
山機械・自動車）での
災害防止措置

※ID10「運搬装置
（車両系鉱山機械・自
動車）での災害防止
措置」に関連

車両系鉱山機械・自動車の転落・衝突等の防止。 ₋
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。

ー

労働災害にはヒューマンエラーが大きくかか
わっている。ヒューマンエラーは様々な原因
（危険軽視・慣れ、不注意、無知・未経
験・不慣れ、近道・省略行動、高齢者の
心身機能低下、錯覚、場面行動本能、パ
ニック、連絡不足　疲労、単調作業による
意識低下、集団欠陥）から発生しており、
ヒューマンエラー対策は災害防止に有効で
ある。車両系鉱山機械・自動車に、衝突
防止、逸脱防止、過労運転防止等のシス
テム、並びに事故原因の把握等のためドラ
イブレコーダー等のシステムの導入を推奨す
る旨を規定する。

-
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（ID2） 備考災害事例分析の結果ID 危害防止基準の改正
分野候補 候補とした背景 想定される作業負荷改正の検討優先度 監督部提言優先度検討の根拠

－ 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）

※ＩＤ９　「運搬装置
（コンベア）での災害
防止措置」に関連

　「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。

₋
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。

ー

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」の措置事例として、「＊「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。」に、機械の運転中に作業を行わなけ
ればならない場合の措置事例を追記。
（厚労省通達を参考に）

-

－ 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）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
はないか。
　込物を省略できれば、作業時間の大幅な緩和となる。

₋ 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。

鉱山保安法施行規則第１ ３ 条第６
号に規定する「異常爆発を防止するための
措置」の事例として、措置事例 第１１章
１０「発破孔には込物を使用する。」に、
込物を使用しなくてよい条件（火薬類取
締法施行規則と同等）を追加。

より慎重な対応を要する場合は、その条
件を明確化。

₋

3 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）。

₋ 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。

₋ 中
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