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1 調査の目的、内容および実施方法 

 調査目的 1.1

以下に本調査研究事業の背景と目的について記述する。 

 

 調査背景 1.1.1

「鉱山保安マネジメントシステム（以下、「鉱山保安ＭＳ」という。）」の構築とその有効化に

ついては、第１２次鉱業労働災害防止計画（平成 25 年経済産業省告示第 68 号）において鉱

山災害を防止するための主要な対策事項の筆頭に掲げられている。国は、関係者の取組を推

進するために、「鉱山保安マネジメントシステムの構築およびその有効化のための手引書」を

はじめとし、様々な支援ツールを経済産業省のホームページで公開している。 

 

ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/detail/msshientool.html 

 

国内の各鉱山は、自鉱山における鉱山保安ＭＳの構築状況とその有効性について、毎年『「鉱

山保安マネジメントシステム」の構築と有効性向上に向けた手引書（以下、「手引書」という。）』 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/files/tebikisyo.pdf のチェ

ックリスト（P.16～27）に基づき、「リスクアセスメント」（以下、「RA」という。）と「マネ

ジメントシステム（ＰＤＣＡサイクルの循環により継続的な保安水準の向上につながる仕組

み 以下、「MS」という。）」の自己評価を行い、国に提出している。これまでに３ヶ年が経

過し、鉱山保安ＭＳの構築・有効化について相当程度の進展があったが、自己評価結果を総

括すると 

 

① 「リスクアセスメント」に係る評価、「マネジメントシステム」に係る評価、何れにおい

ても総じて「評価」「改善」（PDCA サイクルで言うところの所謂 Check、Act のフェイズ）

の取り組みが弱い傾向がある 

② 自己評価結果が良好な大規模鉱山においても複数件の災害が発生している鉱山が存在す

る 

③ 災害の有無にかかわらず依然として自己評価結果が良くない中小零細規模鉱山が存在す

る 

 

といった分析がなされ、それぞれに対し 

①に対しては、ＣＡをきちんと行うためのＰの在り方について検討してみてはどうか 

②および③に対しては、評価が良好な大規模鉱山向けに、国際認証規格化が進められている

ISO45001（労働安全衛生マネジメントシステム）も参考に「システムの内部監査」を導入す

る、評価が良くない中小零細規模鉱山向けに、リスクアセスメントを主体とした簡便なシス
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テムを構築する等、それぞれ要求事項等（『手引書』P.30～48 に記載されている）について検

討整理してみてはどうか等の指摘が挙げられると共に、チェックリストによる自己評価に対

してもこれまで継続的に改善することを目的に自己評価による相対評価としていたが、絶対

評価が可能（例えば外部の第三者機関による評価）となるようなシステムについて検討して

みてはどうかとの指摘が挙げられている。 

 

 

 調査目的 1.1.2

本事業は事業の背景を踏まえ、鉱山保安ＭＳを構成する二つの要素、「リスクアセスメント」

と「マネジメントシステム」に関し要求事項や評価方法等を再検討し、現状の鉱山の実態に

最適な鉱山保安ＭＳとなるよう再構築するための調査研究を行うことを目的として実施した。 
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 調査内容 1.2

調査内容を以下(1)～(5)に示す。 

※特に(3)鉱山保安 MS の再構築および(4)新制度についての検討にあたっては、検討委員会を 3回開催し検討を行った。 

 

(1) 現地調査 

鉱山保安 MSを現状の鉱山の実態に最適な鉱山保安 MSとして再構築するための課題等を洗

い出すために現地調査を実施した。（「2.1現地調査」（P9～）参照） 

現地調査の概要は以下のとおりである。 

 

① アンケート調査および資料収集 

6箇所の指定鉱山向けのアンケート項目を作成するとともに各鉱山に送信した。また後日

アンケートと鉱山保安 MSに関連する資料を事前に収集し、内容を確認した。 

 

② 現地調査の実施 

ヒアリングおよび現場調査を実施し、鉱山保安 MS再構築等に必要な課題を洗い出すととも

に、改善提案を行った。 

なお、現場調査の際には現場の安全パフォーマンスも確認し、鉱山保安 MSの仕組みを回す

上で留意すべき現場の課題および改善点を指導した。 

 

③ 現地調査のまとめ 

現地調査報告書を作成するとともに指定鉱山にフィードバックを行った。また、6鉱山に

おける調査結果を整理評価した。 

 

(2) 周辺情報の整理・評価 

鉱山保安 MSを再構築するに当たって必要な周辺情報の整理評価を実施した。（「2.2周辺情

報の整理・考察」（P27～）参照） 

周辺情報の収集・整理、考察の概要は以下のとおりである。 

 

① 情報収集対象の収集・整理 

新しい鉱山保安 MSの再構築や、制度設計に参考となる ISO全般（現在検討中の ISO45001

を含む）や中小事業場労働安全衛生評価事業、その他参考となる 2件の制度を対象として情

報収集および整理した。 

 

② 周辺情報の評価 

上記で整理した情報について、鉱山保安 MS再構築や制度設計に反映することを前提に評

価・考察した。 

 

(3) 鉱山保安 MSの再構築 

前項（1）、(2)を踏まえ鉱山保安 MSを再構築（新チェックリスト案や運用方法の検討）し

た。（「2.3鉱山保安 MS の再構築」（P33～）参照） 
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現地調査および周辺情報の整理、考察結果、検討委員会での審議結果等を踏まえ、鉱山保

安 MSを再構築した概要は以下のとおりである。 

 

① 新チェックリスト案と具体的な取組内容の検討 

中小零細規模鉱山でも取り組みやすい、新チェックリスト案を検討するとともに、対応す

る評価チェック項目を検討した。 

 

② 運用方法の検討 

新チェックリスト案を使って鉱山が自主的に評価する際の運用方法を検討した。 

 

 

(4) 新制度についての検討 

再構築した鉱山保安 MSを普及促進させるための新しい制度を設計するとともに、そのフィ

ージビリティについて検討した。（「2.4新制度についての検討」（P34～）参照） 

検討の概要は以下のとおりである。 

 

① 新制度の設計 

再構築した鉱山保安 MSを普及促進させるための新しい制度と運用方法に関する検討を行

った。 

 

② フィージビリティについて 

上記の新しい制度に対してモデル事業を立ち上げ、新制度のフィージビリティ（実行可能

性や効果）についての調査を行うことについて検討した。 
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(5) 検討委員会の実施 

前項(3)鉱山保安 MSの再構築および(4)新制度についての検討にあたっては、検討委員会を

3回開催し審議を行った。（「2.5検討委員会の実施結果」（P42～）参照） 

検討委員会についての概要は以下のとおりである。 

 

① 検討委員会の運営について 

検討委員会を 3回実施するにあたり、事務局は委員の委嘱、開催スケジュールおよび開催

場所の調整等の委員会運営を行った。 

 

② 検討委員会での審議について 

 検討委員会では鉱山保安 MS の再構築案や新しい制度設計案、事業報告書の内容等につい

て審議を行った。 
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 検討フロー 1.3

前項の調査内容を図表 １ 検討フローに示す。 

 

図表 １ 検討フロー 

 

 

  

手引書

（4） 新制度についての検討
制度設計やフィージビリティ調査等

調査研究報告書

（3） 鉱山保安MSの再構築

現 手引書

鉱山保安ＭＳガイドライン（要求事項）

鉱山保安ＭＳガイドライン（要求事項） 中小零細・
大規模
考慮

再構築

（
5
）

検
討
委
員
会
の
実
施

新チェックリスト・新評価方法

チェックリスト評価（20項目）

周辺情報の評価結果

（2）周辺情報の整理・評価

① ISO45001規格化状況等

② 中小事業場労働安全衛生評価事業の制度
概要、企業登録のメリット等

③ その他（中小企業等でも簡便に認定登録が
可能なＭＳ 2制度）

（1）現地調査

・6鉱山で実施
事務局

指定
鉱山

アンケート作成 ○

アンケート回答 ○

資料提供 ○

アンケートおよび資料の事前確認 ○

ヒアリングの実施 ○ ○

現場調査の実施 ○ ○

現地調査まとめ（報告書作成、課題の整理・評価） ○

現地調査から得られた課題等
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2 調査結果 

以下に図表 １ 検討フローの各項目で示した調査内容の結果を示す。 

 現地調査 2.1

6 鉱山で行った現地調査の概要は図表 ２のとおりである。準備内容や実施結果および課題

整理等について次ページ以降で示す。 

 

図表 ２ 現地調査の概要 

 

目的  現地指導を行いながら鉱山保安 MS の再構築案と制度設計案

を検討する。 

対象鉱山  大規模（50 名以上）・・・・・・・・・2 鉱山 

 中小零細（50 名未満の鉱山）・・・・・4 鉱山 

地域  Ａ監督部管内・・・・・・3 鉱山（硅石 石灰石） 

 Ｂ監督部管内・・・・・・2 鉱山（ろう石 硅石） 

 Ｃ監督部管内・・・・・・1 鉱山（石炭） 

調査の流れ  現場調査：現場のリスクの洗い出しと改善提案を示した。 

 ヒアリング：鉱山保安 MS チェックリスト 20 項目に関する

課題を抽出するとともに改善提案を示した。鉱山保安 MS に

対する要望を聴取した。 

指導内容例  現場で重篤化しやすい墜落・挟まれなどのリスクを積極的に

洗い出し改善提案を示した。（⇒当該鉱山が実施している鉱

山保安 MS に反映させる。） 

 手引書の鉱山保安 MS チェックリストの解釈間違いを指摘し

た。 

 まずは PDCA を回せるよう、網羅的・簡易な取組をおすすめ

した。 

 手法・様式等を既存ガイドブック等を活用し例示した。 
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 現地調査の準備 2.1.1

現地調査の実施に先立ち、現地調査の実施に関するご案内や実施概要（図表 ３～図表 ４）

を作成し指定鉱山 6 箇所に伝達した。 

また、鉱山保安 MS の実施状況に関するアンケート調査や資料収集等についても以下のよ

うに実施した。 

 

(1) アンケート調査 

手引書のチェックリストの自己評価結果を回答してもらう様式（図表 ５）の他、鉱山保安

ＭＳの再構築や制度設計など事業背景を考慮した 20 問程度のアンケート（図表 ６）を作成

した。 

分量、内容等は、経済産業省および産業保安監督部と相談しながら作成した。なお、アン

ケート項目は、回答しやすいよう選択肢や記述式の欄を設けるなど配慮した。 

アンケート項目はエクセルシート等、電子ファイルの状態で指定鉱山にメール等で送付し、

概ね 1～2 週間以内にご回答いただくよう、協力を求めた。 

 

(2) 資料収集 

操業状況や鉱山保安ＭＳの取組内容を把握するため、指定鉱山から資料の提供（図表 ７参

照）を求めた。鉱山保安ＭＳに関する資料については、経済産業省および産業保安監督部と

相談し決定した。 

資料はアンケート項目と同様、概ね 1～2 週間以内にご提供いただくよう、協力を求めた。 
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図表 ３ 調査案内（現地調査の実施に関するご案内） 
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図表 ４ 調査案内（現地調査の実施概要） 
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図表 ５ 調査案内（アンケートシートその 1） 
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図表 ６ 調査案内（アンケートシートその 2） 

 

  



 16 
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図表 ７ 調査案内（ご提供いただきたい資料） 
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 現地調査の実施結果 2.1.2

現地調査に先立ち、指定鉱山から回答があった図表 ５～図表 ７の内容について事前に確認

し、課題と思われる事項を特定し、想定される提案事項等をあらかじめ検討した。 

現地調査は、経済産業省が指定する６鉱山（Ａ監督部管内：3鉱山、Ｂ監督部管内：2鉱山、

Ｃ監督部管内：1鉱山）を対象に鉱山保安MSに関する現地調査を行った。 

当日は以下のようにまず現場の実態を把握し、その後鉱山保安ＭＳに関するヒアリングを実

施し、洗い出された課題に対する指導も当日行った。 

 

図表 ８ 現地調査のスケジュール例 

 

 

 9:00～ 9:30 鉱山概要ご説明 

 9:30～12:00 現場調査 

13:00～15:00 ヒアリング 

15:00～15:30 全体の講評 
 

 

(1) 現場調査の実施 

指定鉱山の現場調査では、鉱山災害リスクを洗い出し、今後鉱山保安MSを活用しながら継続

改善を図るべき内容について提案した。洗い出されたリスクは、鉱山内でRAの題材とすること

も合わせて提案した。また、継続的に維持向上を図るべきと考える優良事項についても特定し

た。 

 

(2) ヒアリングの実施 

ヒアリングは保安統括者や保安管理者などに対して実施した。アンケートの回答結果（図表 

５～図表 ６）、資料等の事前確認で課題と思われた事項等についてヒアリングし、鉱山保安

MSの構築・有効化に向けた改善の方向性について提案した。 

提案の際には、経済産業省から公表されている「中小零細規模鉱山向け鉱山保安MSガイドブ

ック」「リスクアセスメント事例集 50選」「鉱山災害を防止するためのハードとソフトの優

良事例集」等の資料を活用した。 

 現場調査同様、鉱山保安 MS等に関する優良事例も積極的に洗い出した。 
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(3) 現地調査報告書の作成 

現地調査の実施後、現場および鉱山保安 MSにおける課題を整理し、改善提案を取りまとめ

た。また、現地調査報告書を作成し、指定鉱山へフィードバックした。以下図表 ９に、現地

調査報告書の目次を示す。 

また、現地調査報告書で示した現地調査の主な改善提案事項を図表 １０～図表 １２に示

す。 

 

図表 ９ 現地調査報告書の目次 

 

1 はじめに 

1.1 目的 

1.2 全般的所見 

 

2 現地調査の概要 

 

3 調査結果の詳細 

3.1 事前調査 ～ステップ１～ 

3.2 現地調査 ～ステップ２～ 

3.3 総合的なご提案 ～ステップ３～ 

 

4 巻末資料 

【資料１】貴鉱山の優良な取り組み事項 

【資料２】ご提供頂いた資料（抜粋） 
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図表 １０ 現地調査での主な改善提案事項（現場調査） 
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図表 １１ 現地調査での主な改善提案事項（リスクアセスメントに関するヒアリング） 
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図表 １２ 現地調査での主な改善提案事項（マネジメントシステムに関するヒアリング） 
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 現地調査で洗い出された課題と見直しの方向性 2.1.3

前項の現地調査で洗い出された状況や課題を確認するとともに、鉱山保安 MS の再構築お

よび制度設計について以下５つの観点で見直しの方向性を検討した。 

 

(1) 要求事項・チェックリストの見直しの方向性についてどのように考えるべきか。 

 

 現地調査で洗い出された状況や課題 見直しの方向性 

1   チェックリストの２０項目（RA9

項目 ＭＳ11 項目）の一部を理解し

きれていない鉱山もあるが、産業保安

監督部の指導成果もあり中小零細鉱

山でも全般的に理解しつつある。 

 チェックリストの 20 項目は基本事項であ

り、今までの産業保安監督部の指導努力等

を勘案すると、減らすことは得策でないと

考える。 

 現在のチェックリスト 20 項目で PDCA サ

イクルを回すことが十分できる。また、項

目を増やすのは、中小零細鉱山に負担を掛

けるため得策ではないと考える。 

2  チェックリストのうち、1 つの項目

で 2 つの質問をしているもの（例：Ｑ

1 など）があるため、整理がつかず、

理解しきれていない様子が見られた。

（特に中小零細鉱山） 

質問内容を簡略化しながら平易に説

明し、理解を促した。 

 チェックリストの質問内容の一部を簡略

化および平易な表現にすべきと考える。

（産業保安監督部からも同意見あり） 

3  特に中小零細鉱山では PDCA を回

す仕組みがあっても記録がなかった

り、RA が面倒ということで有効化さ

れていない状況が見られた。高い実施

レベルが要求されていると解釈して

おり、実態と自己評価のギャップが生

じている。 

（記録はデジカメで残したり、RA は

まずは話し合いレベルでの実施を提

案したところモチベーションが向上

した。） 

 チェックリスト２０項目において何も実

施していないボトルネック項目を無くす

ことを第一の目標にしては。 

 それぞれの鉱山にとって身の丈にあった

取組方法で継続的に回してもらっては。

（取組が貧弱とならないよう外部アドバ

イスが必要か） 

 話し合いレベルでのリスクレベル検討や、

デジカメ撮影画像等による記録も認めて

は。 
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(2) 低評価の中小零細規模鉱山向けに、どのような簡便なリスクアセスメントを主体とした

システムを構築してもらうよう指導すべきか。 

 

 現地調査で洗い出された状況や課題 見直しの方向性 

1  従来鉱災防などが普及させてきた

一般的 RA 手法（例：点数評価方式）

に対して大規模鉱山はキャッチアッ

プしているが、中小零細鉱山は「面倒」

との理由で形骸化や、放棄する様子が

見られる。 

 まずは心配なリスクの優先度を話し合い、

メモ程度でも良いので記録をとる。 

 リスクアセスメント事例集５０選を活用

してもらう。 

2 リスク低減措置実施前のリスク評

価のみ記録している場合が多い。ま

た、管理的対策のみでリスクが下がり

きったことにしている。 

 リスク低減措置の実施後は必ず現場等確

認し、残留リスクの状況を評価・改善して

もらう（場合によっては保有）。 

3 RA を実施する理由（メリット）が

わからない。 

以下の理由を伝える。 

 複数リスクの中で何の対策を優先的に対

応するかの意思決定のため。 

 計画を充実させるため。 

 

(3) 「評価」「改善」をしっかり実施する「計画」策定の在り方をどのように指導すべきか。 

 

 現地調査で洗い出された状況や課題 見直しの方向性 

1  保安計画策定前に保安目標設定が

具体的にされていない（例：「ゼロ

災」）。そのため、実施内容のポイント

がずれている。 

 RA の結果を十分に参考にし、保安計画段

階で保安目標を具体的に検討してもらう。

（例：「重症以上挟まれ災害ゼロにするよ

う取り組む」） 

2  保安計画策定の実施内容を検討す

る際、各々どのレベルまで実施するか

目標設定がされていない。（そのため

評価・改善も低調に） 

 実施内容の評価・改善が行いやすいように

するため、実施回数だけでなく、「期待す

る効果」をできるだけ具体的に検討するよ

う指導する。（例：KY 教育：回転体に対す

る危険軽視を是正） 

 「保安目標」「期待する効果」はガイドブ

ックの説明をよく参考にしてもらうよう

指導する。 
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(4) 評価が良好な大規模鉱山向けに、「システムの内部監査」を導入するためどのように指導

すべきか。 

 

 現地調査で洗い出された状況や課題 見直しの方向性 

1  社長が現場をよく見ている中小零

細鉱山で無災害継続の状況がみられ

た。（記録はないが実態としては

PDCA が回っている） 

 一方、仕組みが回っている大規模鉱

山で複数件の災害が発生している状

況が見られた。 

 大規模鉱山の経営トップは、現場の

個別の状況を把握しきれず、保安に対

する経営資源投入判断が滞っている

可能性が否めない。 

 MS の仕組み、保安計画の実施内容などに

対する改善の方向性を保安管理者と経営

トップが共有し、経営トップは保安に対す

る経営資源投入について検討する。（内部

監査＋マネジメントレビュー） 

 【参考】ISO(9001 と 45001）の Check 活動

（内部監査等）の考え方 

 ISO/DIS45001 0.4 OH&S 方針及び目

標に関係する活動及びプロセスを監

視・測定し、結果を報告する。 

 ISO9001 0.3.2 方針、目標、要求事項

及び計画した活動に照らして、プロセ

ス並びにその結果としての製品及びサ

ービスを監視し、（該当する場合には，

必ず）測定し、その結果を報告する。 

 『プロセス』を監視測定の対象とする

考え方の導入 

2  事業環境の変化（高齢化、営業の繁

忙）が保安に与える影響についての認

識が低い。 

 中小向け鉱山保安ＭＳガイドブックで示

している「会社の RA 」（Ｐ17）を実施し

てもらう。（大規模鉱山だけでなく中小零

細鉱山も含む） 
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(5) これまで継続的に改善することを目的に自己評価による相対評価としていたが、絶対評

価が可能となるようなシステム（例えば外部の第三者機関による評価）についてどのよ

うに検討すべきか。 

 

 現地調査で洗い出された状況や課題 見直しの方向性 

1 保安レベルをアピールするために、

簡易な認定制度（MS 書類作成や申請

が面倒でない）であれば活用を検討し

たい（中小零細鉱山） 

 委員会で出される意見や机上調査による

認証制度等の調査を踏まえ、中小でも登録

可能な制度設計案およびインセンティブ、

フィージビリティ・スタディ等について検

討する。 2 安全確保のために自主的に仕組み

を回すのは当然のことであるためそ

のために認証等を受けるイメージを

持ちにくい（大規模鉱山） 

3 具体的な制度内容が不明であるた

め、制度活用の判断ができない（その

ためインセンティブもイメージが湧

かない） 
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 周辺情報の整理・考察 2.2

主に新制度について検討するために周辺情報の整理および考察した結果の概要を以下に示

す 

 

 周辺情報の整理 2.2.1

(1) 国際規格（ISO）および関連制度に関する机上調査結果 

国際規格（ISO）のうち、マネジメントシステム規格については、共通構造として PDCA

サイクルに基づく継続的改善に係る要求事項が明記されており、内部監査については必須の

要求事項である。 

そのため、ISO9001 や ISO45001（平成 29 年 2 月現在開発中）の MS 要求事項でも図表 １

３で示す内部監査の要求事項があり、内部監査等の考え方については『プロセス』を監視測

定の対象としている。 

 

図表 １３ ISO9001,ISO/DIS45001 における内部監査の考え方 

ISO9001：2015（品質マネジメントシステム要求事項） 

0.3.2 方針、目標、要求事項及び計画した活動に照らして、プロセス並びにその結果

としての製品及びサービスを監視し、（該当する場合には，必ず）測定し、その

結果を報告する。 

ISO/DIS45001（OH&S（労働安全衛生）マネジメントシステム要求事項） 

※DIS:Draft International Standard） 

0.4 OH&S方針及び目標に関係する活動及びプロセスを監視・測定し、結果を報告す

る。 

 

また、国際規格では ISO19011：2011（マネジメントシステム監査のための指針）を発行し

ており、マネジメントシステムにおける監査の実施手法に係る活動指針を定めている。 

 

(2) ISO規格以外の認証制度等に関する机上調査結果 

中小零細規模鉱山でも登録が容易に行えると思われ、しかも申請負荷の度合い等に違いが

ある以下 3 つの制度について机上調査を実施した。机上調査結果を図表 １４に示す。 

 

 中小事業場労働安全衛生評価事業 

 レジリエンス認証制度 

 フード・コミュニケーション・プロジェクト 
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図表 １４ 認証制度等に関する机上調査結果 

 

調査項目 
机上調査対象制度 

中小事業場労働安全衛生評価事業 レジリエンス認証 フード・コミュニケーション・プロジェクト 

開始時期 第 1 号事業場登録は平成 25 年 6 月 2016 年 2 月制定「国土強靭化貢献団体の

認証に関するガイドライン」に基づく制度

として開始 

平成 20 年度より開始 

運営主体 中央労働災害防止協会 レジリエンスジャパン推進協議会 農林水産省 

登録状況 111 事業場（平成 28 年 11 月現在 中央労働

災害防止協会ＨＰより） 

44 団体（第 1 回認証取得団体 平成 28 年

11 月現在 レジリエンス認証ＨＰより） 

1,845 企業（平成 28 年 9 月現在 フード・コ

ミュニケーション・プロジェクト HP より） 

制度概要（仕組み等） 中央労働災害防止協会（中災防）が設定し

た評価基準に基づいて調査者が評価し、組

織に対して登録証を発行するとともに中災

防 HP で公表。 

「国土強靭化貢献団体認証」の取得希望す

る団体に対して「一般社団法人レジリエン

スジャパン推進協議会」が審査を行ってい

る。 

立場の異なる食品事業者や関連事業者、消費

者を結び付ける「協働の着眼点」を活用し、

事業者と事業者、事業者と消費者の対話をベ

ースとした協働の取組みを進めることで、フ

ード・チェーン全体において食品事業者の取

組みの「見える化」を進めている。 

制度の種類 第二者による評価制度 第三者認証制度 自由参加（参加要件あり） 

http://www.jisha.or.jp/chusho/assessment.html
http://www.resilience-jp.org/certification/
http://www.food-communication-project.jp/
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調査項目 
机上調査対象制度 

中小事業場労働安全衛生評価事業 レジリエンス認証 フード・コミュニケーション・プロジェクト 

登録継続のための企

業対応 

・有効期限は最長 3 年であるが、初回登録

1 年後に定期調査、その後初回登録より 3

年以内に 2 回目以降の評価に対応する。 

有効期限 2 年のため、2 年に 1 回の更新審

査に対応する必要がある。 

特になし 

（取りやめ希望の場合は、届出書を事務局に

提出。参加時に提供した情報は、個人情報を

除き、参加取りやめ後もプロジェクトが活

用） 

基準 中小規模事業場労働安全衛生評価基準に基

づく（必須 10 項目とレベル評価 6 項目） 

審査基準に基づく（事業継続関係 9 項目 

その他留意事項 2 点） 

参加要件に基づく（ 日本国内に拠点をもつ

食品事業に関連する企業やその団体である

こと。 など） 

対象組織 従業員規模が 300 人以下の事業場 大企業だけではなく、中小企業、学校、病

院等各種の団体 

日本国内に拠点をもつ食品事業に関連する

企業やその団体 

制度維持のための運

営主体の方策 

中災防の会費や評価登録（更新）費用等に

より制度を維持している。 

制度運営主体であるレジリエンスジャパン

推進協議会の会費や認証費用等により制度

を維持している。 

農林水産省が国の事業として運営している。 

事業者側の負荷（コ

スト） 

・書類等準備、審査者が 1 回事業所を訪問

する際のヒアリングおよび書類評価の対応

のための人件費 

・評価および更新のための調査費用（約 30

万円 調査者の旅費交通費別途） 

・説明会への参加、1 次審査のための申請

書類の準備、2 次審査として書類に基づい

た面接（遠方の場合にはＷＥＢ面接も可能）

等に関わる人件費 

・審査料、認証・登録料（申請団体の従業

員数により変わる 約 3～10 万円） 

・FAX 等による申請登録（Ａ４で 1 枚程度。

住所やＥメール等の基本情報 ネットワー

ク参加規約に同意） 

・活動の参加にかかる人件費（参加費用は無

料） 

http://www.jisha.or.jp/chusho/assessment.html
http://www.resilience-jp.org/certification/
http://www.food-communication-project.jp/
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調査項目 
机上調査対象制度 

中小事業場労働安全衛生評価事業 レジリエンス認証 フード・コミュニケーション・プロジェクト 

取得結果 

メリット（インセン

ティブ） 

(1) 【監督署へのアピール】本事業へ登録

された事を所在地の厚生労働省都道府県労

働局・労働基準監督署に知らせ、情報を共

有する。 

(2) 【内外へのアピール】登録証の付与お

よび中災防 HP への掲載等により、安全衛

生活動の積極的な取組が社会的に認知さ

れ、企業のイメージ（社会的責任）や社員

の安全衛生意識などが向上する。 

(3) 【第 3 者の目による活動の促進】評価

による調査や指導により、安全衛生の専門

的知識やノウハウを獲得できる。さらに 1

年後には、定期調査を受けることで、促進

すべき安全衛生活動の方向性が見える。 

(4) 【報告書の入手】専門家がまとめた報

告書が発行される。 

(5) 【国の制度との連携】厚生労働省が実

施している「安全衛生優良企業公表制度」

において、同制度での評価に当たり、この

評価の評価項目と重複するものは、同制度

の評価項目を満たすものとして取り扱われ

る。 

(1)自らの事業継続に関する取組を専門家の

目で評価してもらうことにより、事業継続

の更なる改善へのヒントを得ることが期待

できる。 

 

(2)交付を受けたレジリエンス認証マークを

社員の名刺や広告等に付して、自社の事業

継続のための積極的な姿勢を、顧客や市場

あるいは世間一般に対してアピールするこ

とができる。 

 

(3)推進協議会や内閣官房国土強靱化推進室

のホームベージに認証取得団体として公表

される。（希望者に限る。） 

 

(4)推進協議会より、国土強靱化に関するセ

ミナー・シンポジウムに関する情報が優先

的に配信される。 

(1) 【農林水産省と食の信頼向上に関する情

報を共有】農林水産省から、プロジェクトに

関する活動やプロジェクトに関連したビジ

ネスの最新情報の提供を受けたり、本ホーム

ページ等を通じて農林水産省に対して自主

的に情報提供や意見提出を行うことができ

る。 

(2) 【他の事業者と一緒に研究会やセミナー

などに参加】農林水産省が随時参加を呼びか

ける研究会・分科会やセミナーなどに参加す

ることができる。 

(3) 【FCP が生み出したツールを活用】FCP

の活動によって生まれたさまざまなツール

を活用することができる。（利用には規約を

守る必要がある。） 

(4) 【フード・コミュニケーション・プロジ

ェクト（FCP）の名称を用いた活動】FCP 情

報共有ネットワーク参加事業者は、手続きに

より、フード・コミュニケーション・プロジ

ェクトまたは FCP の名称を用いて、勉強会

や研究会を開催したり、自社ビジネスを始め

たり展開することができる。（活動例「自主

http://www.jisha.or.jp/chusho/assessment.html
http://www.resilience-jp.org/certification/
http://www.food-communication-project.jp/
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調査項目 
机上調査対象制度 

中小事業場労働安全衛生評価事業 レジリエンス認証 フード・コミュニケーション・プロジェクト 

(6) 【全国大会参加券の入手】平成 27 年度

から新たに登録された事業場には、中災防

が毎年開催する全国産業安全衛生大会に 2

名を招待し、最新の安全衛生の動向や他社

の好事例など多くの情報を収集できる機会

が得られる。 

的な勉強会の開催」「商談会などの催し物の

開催」、FCP の名称を冠したツール類の開発

（教材、チェックシートなどの開発）やビジ

ネス展開の検討など これらの活動を行な

う際には、FCP のロゴマークの利用が推奨さ

れている。） 

 

 

http://www.jisha.or.jp/chusho/assessment.html
http://www.resilience-jp.org/certification/
http://www.food-communication-project.jp/
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 周辺情報の考察 2.2.2

前項で示す机上調査では、内部監査の必要性について検討した。鉱山保安 MS の有効化を

図るためには重要な考え方であるため、新チェックリスト案を作成する際には、具体的な取

組み事項や解説の一部に明示させることが望ましいと判断した。そのため事務局はこの件に

ついて検討委員会で提案し、了承された。 

 

また、机上調査では、労働安全衛生に関する一般的な評価制度や認証制度等についても調

査し、鉱山保安 MS を普及させるために認証制度等が有効であるかどうか検討した。 

認証制度等が取得企業にとって取引条件となるなど、利益向上に影響することが明確であ

れば検討を推進すべきとの考え方もあるが、現時点では、そのような市場価値を考えると難

しいと判断した。 

そのため、評価や認証の取得ではなく、まずは自主的に鉱山保安 MS に取り組む機運を高

める方向性を検討すべきではないかと判断し、新制度案は国内鉱山が鉱山保安 MS レベルの

自主的かつ継続的な維持・向上を図るための活動支援制度とすることが望ましいと判断し事

務局はこの件についても検討委員会で提案し、了承された。 

なお、新制度は農林水産省が事業主体である「フード・コミュニケーション・プロジェク

ト」の制度をモデルとしてより具体的に検討することとした。 
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 鉱山保安 MS の再構築 2.3

前項で示した現地調査や周辺情報の整理・考察結果、検討委員会での議論、各産業保安監

督部への意見照会等を踏まえ、鉱山保安 MS に関する新たなチェックリストを検討した。（添

付 別冊 8 鉱山保安 MS 新チェックリスト案 参照） 

 新チェックリスト案の内容および運用方法のポイントを以下に列挙する。 

 

(1) 新チェックリスト案の内容について 

 

① 内部監査についての考え方を、判定チェック項目や解説に反映させた。（Q18～20） 

 

② 各チェックリストで現行の 4 段階（0 点～3 点）の判定基準を明確化するために 5 つ

の判定チェック項目を検討した。この判定チェック項目の該当数に応じて 4 段階評価

を行う方法とした。（現在一部の産業保安監督部で既に運用中の方法であり、それに

伴い一部の鉱山はこの方法で評価結果を提出している。）なお、この判定チェック項

目の並び順は明確なレベル分けをしていないが、概ね取組充実度の順に並べることと

した。 

 

③ 委員から寄せられた意見の中で、本チェックリストを活用する際に重要と判断される

ものは、解説に追記することとした。 

 

(2) 新チェックリスト案の運用方法について 

 

① チェックリストの冒頭に、小規模鉱山の強み（経営トップと鉱山労働者全員とのコミ

ュニケーションの容易さや意思決定の機動性等）を記載するなどし、小規模な鉱山が

チェックする場合の留意点（考え方）を記載した。 

 

② 5 つの判定チェック項目以外に取り組んでいる事項を参考情報として、自由記載欄を

設けることとした。（5 つの取組事項が有効に機能し、PDCA の更なるボトムアップ

によりもたらされた効果と判断する。）なお、この情報は優良事例として公表する案

が考えられる。 

 

③ 各チェック項目での判定チェック項目による判定結果は「目標点と評価点の管理表」

で各鉱山が独自に目標管理を行うこととした。各年の取組前に目標点を設定し、その

年の取組後の評価結果を評価点に記載する案が考えられる。また、目標点は 5 年分を

一度に設定する方法も考えられるが、試行運用を実施しながら検討する必要がある。

また、チェックリストの冒頭には総括表を記載し、鉱山が全チェック項目の判定結果

の現状把握がしやすくなるよう配慮した。 
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 新制度についての検討 2.4

今後国内鉱山が鉱山保安 MS レベルの自主的かつ継続的な維持・向上を促進する上で有効

な新制度とそのフィージビリティ（実現可能性）について以下のように検討した。 

 新制度検討の背景 2.4.1

2.2.1 周辺情報の整理で示した通り、中小零細規模鉱山でも登録が容易に行えると思われ、

しかも申請負荷の度合い等に違いがある３つの制度（「中小規模事業場労働安全衛生評価事業」

「レジリエンス認証制度」「フード・コミュニケーション・プロジェクト」）について机上調

査を実施した。 

検討委員会での検討の結果、労働安全衛生に関する評価や認証制度のニーズが向上すれば

検討の可能性もあると考えるが、現時点では、評価や認証の制度を立ち上げるのではなく、

まずは自主的に鉱山保安 MS に取り組む機運を高めることが先決であると考えた。 

そのため新制度案は国内鉱山が鉱山保安 MS レベルの自主的かつ継続的な維持・向上を図

るための活動支援制度とするべく、農林水産省が事業主体である「フード・コミュニケーシ

ョン・プロジェクト」（以下「FCP」）の制度をモデルとして検討した。 

FCP は机上調査を行った３つの制度の中で最も鉱山にとっての取り組み上の負荷が軽く、

自主的な活動の場を提供する制度である。 

 

 新制度案の概要 2.4.2

FCP の制度をモデルとした新制度案〈鉱山保安ＭＳサークル（仮称）〉は鉱山保安ＭＳの

構築・有効化のため、中小零細も含めた鉱山が参画しやすい活動として検討した。 

本活動では、鉱山同士の相互研鑽による自主的かつ継続的な鉱山保安レベルの維持・向上

を図ることを目的とした制度を想定、検討した。（検討内容は鉱山保安 MS チェックリストに

基づいた具体的な取組内容等、仕組み改善の観点を主とする。） 

以下に検討した新制度案の概要を図表 １５に示す。 
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図表 １５ 将来的な制度の仕組み案 

 

 

(1) 制度の仕組み案 

① 経済産業省が設ける鉱山保安ＭＳサークル事務局は以下を実施する。 

 世話役となるファシリテーター（促進、触媒者）を各地区に派遣する。 

 各地区での検討結果を取りまとめる。 

 HP で活動内容を公表する。 

 制度の普及方策を検討する。 

 有識者、団体との連携を図る。   等 

② 活動しやすくするため、各地区に事務局を設置し、それぞれの地域特性（例 鉱種・

規模など）に合わせた活動内容を検討する。 

③ ファシリテーターが各地区に趣き、取組内容の見直しなどの検討活動の支援を行う。 

④ 各地区の活動を連携するため、検討結果はファシリテーターが取りまとめサークル

HP に公表する。 

 

(2) 各地区事務局での活動内容案 

ファシリテーターは以下の手法等を活用し、RA や MS の取組内容について具体的に

検討する。 

 ワークショップ（鉱山同士によるディスカッション） 

 セミナー（外部講師の活用） 

 アンケート、現地視察・調査 
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(3) 各地区鉱山の活動内容案 

① 各鉱山は自由意思で参加する。 

② サークル内では鉱山保安 MS について議論することを想定する。検討内容例は以下の

図表 １６のとおりである。 

 チェックリストの内容や活用方法の理解を深める。 

 各鉱山の身の丈にあったチェックリストの取組内容を議論する。 

 

図表 １６ 各地区での活動内容案 

 

 

(4) 制度維持のための運営方法案 

① サークル事務局は経済産業省が設置する（外部団体に委託することも検討する）。事

務局は HP メンテやファシリテーターの派遣を行う。ファシリテーターは省内外の人

材活用を検討する。 

② 開始当初は地区を限定したり、活発に活動している既存の鉱山研究会でモデル検証す

ることも一案である。また、地区事務局を外部団体に委託することも検討する。 

③ ファシリテーターは当初サークル事務局もしくは地方事務局の人材としつつも、将来

的には参画する鉱山の自発的な取り組みに委ねて運営することを目指す。 

 



 37 

 新制度案で想定される検討課題 2.4.3

検討委員会では「2.4.2 新制度案の概要」で示す内容について審議し、新制度案の方向性に

ついて了承が得られたが、想定される検討課題等、特に以下３つの観点で意見が出された。 

 

(1) ファシリテーターの人材確保（望まれる人材像） 

 現場に持ち帰ることができるひな形など、活動成果を各鉱山にフィードバッ

クできる力量が必要ではないか。 

 活発に活動している鉱山会、保安研究会などの事務局長がファシリテーター

役となって本活動を担うことを検討できないか。 

 テーマを絞った上で議論を進め、鉱山の意見をまとめる力量が十分備わって

いることが必要である。 

 

(2) 費用（費用負担の可否） 

 新制度の運営費用をどこが負担するかがポイントである。 

 

(3) 運営組織 

 将来的な受け皿として、鉱山会や保安研究会が考えられないか。 

 

※その他意見（サークルでの検討内容等） 

 年 1 回全国大会を行い、MS 取組事例発表をするのはどうか。 

 見学を行った後に鉱山保安 MS 技術について話し合ってはどうか。 

 人材育成や人材獲得の方策もサークル内で検討してはどうか。 

 鉱山保安 MS サークルを進めていく中で認証制度の要望が出ればまたその時

に検討してはどうか。 
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 モデル事業の検討 2.4.4

新制度案が示す全国展開を検討する前に、ここでは「図表 １７ モデル事業での検討範囲

案」で示すように、地域を限定するなど、比較的小規模な単位で鉱山保安 MS サークルを実

施するモデル事業を検討することとした。 

なお、「2.4.3 新制度案で想定される検討課題」で検討課題が示されているが、このモデル

事業により、具体的な課題を洗い出し、対策を検討することも期待できる。 

以下ではこのモデル事業の内容を具体的に検討するとともに、フィージビリティ・スタデ

ィ(以下「FS※」という)を行うこととした。 

 

※FS：Feasibility Study の略。事業として成り立つかどうかを判断する情報をまとめ実行可能

性を評価する活動。 

 

図表 １７ モデル事業での検討範囲案（赤枠内が今回の検討範囲） 
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 モデル事業のフィージビリティ・スタディ 2.4.5

「2.4.2 新制度案の概要」で示す鉱山保安 MS サークルを小規模で実施するモデル事業を具

体的にイメージしながら、事業を立ち上げた場合の FS を以下の 3 ステップで実施した。 

 

【ステップ 1】モデル事業の具体化（2.4.6） 

【ステップ 2】予備的調査と需要予測（2.4.7） 

【ステップ 3】モデル事業のプロセス設計（2.4.8） 

※FS においては【ステップ 3】の後にモデル事業そのものの効果予測と運営資源の検討を行

う場合もあるが、本モデル事業は小規模実施であり、十分実行可能かつ事業効果も明らかで

あるため今回は効果予測等を行うことは見合わせることとした。なおモデル事業実施後、新

制度の全国展開の検討を行う際に、効果予測と運営資源の検討を改めて行うこととした。 

 モデル事業の具体化 2.4.6

 モデル事業の目的と事業範囲、規模などの事業フレームを以下に示す。 

 

(1) モデル事業の目的 

モデル事業の目的は以下のとおりである。 

① サークル参加鉱山が鉱山保安 MS レベルの自主的かつ継続的な維持・向上を図るため

に自主的な活動の場を提供するとともに取り組みへの支援を行う。その結果、自主的

に鉱山保安 MS に取り組む機運を高めるとともに普及促進を図ることにつなげる。 

② 具体的な課題を洗い出し、対策を検討することにより、全国展開に向けたマニュアル

作成や考察を行う。 

③ 鉱山保安 MS 新チェックリスト案の課題抽出および見直しを図る。 

 

(2) 事業フレーム 

 このモデル事業では以下のフレームで実施することを検討する。 

① モデル事業の事務局およびファシリテーターは経済産業省が選定する外部の組織お

よび人材を検討する。 

② 事業期間は 5 月～12 月の約半年間とする。 

③ 鉱山保安 MS に熱心に取り組んでいる鉱山が多いと思われる鉱山会や保安研究会が

ある数地区を指定地区として選定し、各地区でサークル活動を数回実施する。 

④ 参加鉱山の取り組み上の負荷をできるだけ軽いものとする。（例：過大なアウトプッ

トを作成させない） 

⑤ 鉱山の参加および不参加の意思決定は自由とするが、参加鉱山は鉱山保安 MS の評価

が「導入準備鉱山から導入推進鉱山、本格導入鉱山に推移した鉱山」および「導入推

進鉱山から本格導入鉱山に推移した鉱山」を基本とする。（その他に例えば導入準備
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鉱山から導入推進鉱山に推移していなくても、判定点数が向上した鉱山も対象とす

る。）これにより鉱山保安 MS の有効化促進に向けた課題解決策の抽出も期待できる。 

⑥ 本モデル事業ではファシリテーターがワークショップ手法を用いながら、鉱山保安

MS について議論する。 

⑦ 全て参加した鉱山の鉱山名をインターネット上などで公表することを検討する。（希

望鉱山のみ） 

⑧ 各地区での活動結果を元に事務局負荷や受け皿となる組織の検討、費用、ファシリテ

ーターの最適属性、チェックリストの見直しの検討や全国展開に向けた「実施マニュ

アル」の作成、モデル事業の考察などを行う。 

⑨ モデル事業の実施の際には必要に応じて外部有識者から適宜意見聴取を行うことも

想定する。 

 

 予備的調査と需要予測 2.4.7

鉱山会等各地区で鉱山が集まる仕組みがあることを経済産業省に確認するとともに、鉱山

がモデル事業の目的およびフレームに賛同し、積極的に参加する可能性について検討した。 

その結果、通常講習会の参加を呼びかける際には、規模や鉱種にかかわらず、多くの鉱山

が参加することから、十分に需要があると判断する。また、積極的に取り組んでいる鉱山会

等の存在も確認されている。 

具体的には更に調査が必要ではあるが、今後適切な指定地区を選択し、産業保安監督部や

鉱山会、保安研究会などの協力を得ながら、モデル事業を実施することで、改善意欲の高い

鉱山が多く参加することが想定される。 

 

 モデル事業のプロセス設計 2.4.8

モデル事業の目的やフレームに基づき、現時点で十分実行可能かつ効果が得られるような

プロセス、期間等を検討し、以下「図表 １８ モデル事業のプロセス」にまとめた。 
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図表 １８ モデル事業のプロセス設計 

 

 

ID 項目 プロセス 本省 事務局

1

事務局選定 仕様書の作成・事業入札・契約

◎

2

モデル事業フレームの確認 モデル事業の事業計画およびゴールイメージの
作成 ◎

3

モデル事業の事業計画およびゴールイメージの
レビュー ◎

4

モデル事業の実施準備 協力を求める鉱山会や保安研究会の選定およ
び協力打診 ◎

5

鉱山や鉱山会等への案内資料の作成

◎

6

鉱山への案内資料の伝達および勧誘

◎

7

ワークショップ用コンテンツ作成

◎

8

ワークショップ用コンテンツレビュー

◎

9

サークル活動の実施
※2地区で各3回
計6回実施を想定

第1回サークル活動の実施（印刷等実施準備含
む）　2地区で実施 ◎

10

第2回サークル活動の実施（印刷等実施準備含
む）　2地区で実施 ◎

11

第3回サークル活動の実施（印刷等実施準備含
む）　2地区で実施 ◎

13

サークル活動のレビュー 全国展開に向けた実施マニュアルおよびモデル
事業の考察の作成 ◎

14

実施マニュアルおよびモデル事業の考察のレ
ビュー ◎

15

鉱山保安MSチェックリストの見直し

◎

16

鉱山保安MSチェックリストのレビュー

◎

17
外部有識者からの意見 必要に応じて外部有識者から意見を求める

◎

12月

作業主体

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
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 検討委員会の実施結果 2.5

検討委員会の運営および検討結果について概要を以下に示す。 

 

 運営について 2.5.1

 

(1) 委員の委嘱 

経済産業省と事前に協議し、5 名の委員を委嘱した。 

 

図表 １９ 委員一覧 

委員氏名（敬称略） 所属 

山冨 二郎（委員長） 東京大学 名誉教授 

鎌苅 隆志 

BSI グループジャパン株式会社 

営業本部営業戦略推進担当 

東日本エリア営業部長 

教育事業部部長 

佐藤 憲明 

国際石油開発帝石株式会社 

国内事業本部ＨＳＥユニット 

安全衛生グループマネージャー 

仁多 英夫 
中央労働災害防止協会 技術支援部 

安全管理士 

東 晋吾 
太平洋セメント株式会社 

鉱業部長 

 

 

(2) 委員会開催スケジュールの検討 

以下の日程で 3 回開催した。 

 

 第 1 回検討委員会：平成 28 年 10 月 4 日 

 第 2 回検討委員会：平成 28 年 12 月 5 日 

 第 3 回検討委員会：平成 29 年 2 月 2 日 
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(3) 開催場所の選定 

全て経済産業省の会議室で実施した。 

 

(4) 委員会の開催 

委員会の開催に伴い、事務局が委員の招集・出席調整、委員会での資料作成、配布、当日

の説明・進行、委員会後の謝金の支払、議事概要の作成および提出の業務を実施した。 

 

図表 ２０ 事務局構成一覧（五十音順） 

 

市川  岳 SOMPO リスケアマネジメント㈱ 

太田 真治 SOMPO リスケアマネジメント㈱ 

落合 正人 SOMPO リスケアマネジメント㈱ 

玉田 真也 SOMPO リスケアマネジメント㈱ 

西出 三輝 SOMPO リスケアマネジメント㈱ 

水田  潤 SOMPO リスケアマネジメント㈱ 

 

 検討結果の概要 2.5.2

第 1 回から第 3 回の検討委員会で検討した結果の概要を以下に示す。 
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図表 ２１ 第 1 回～第 3 回検討委員会での検討結果概要 

 
テーマ 1 

鉱山保安 MS の再構築 

テーマ 2 

鉱山保安 MS の制度設計 

第 1回 

検討委員会 

新チェックリスト案を立案する際の方向性等について以下の意見が寄せ

られた。 

(1) 鉱業労働災害防止協会がなくなり、教育不足となることが懸念される。 

 教育の実施について十分検討することを Q6、Q15 の解説に追記す

る。 

(2) ケガを負うのは鉱山労働者であり、そもそも損害を被るのが誰かにつ

いて導入教育をしっかり行うことが重要ではないか。 

 導入教育の重要性を Q1、Q10 の解説に追記する。 

(3) 鉱山保安ＭＳの仕組みが良くても、人の認識、スキル、知識がないと

効果が期待できない。過去の災害情報等を活用した教育と両輪で考え

なければ有効に機能しないと考える。 

 教育内容の十分な検討を Q6、Q15 の解説に追記する。 

(4) リスク特定の際には「なぜ」災害が発生するかについて考えるべきで

はないか。 

 Q4 の解説に追記する。 

(5) 鉱山保安ＭＳが形骸化しないような着眼点を明示すべきではないか。 

 鉱山保安ＭＳが形骸化しないためには具体的な目標設定に基づい

て、評価・改善をしっかり行ってもらうことが重要である。そのた

め、Q12（保安目標）、Q15（保安計画）、Q16（期待する効果）での

検討を具体的に行うことが重要であることを解説に追記する。 

 認証制度を念頭に置いた制度設計案に対して以下の意見が寄せられた。 

(1) 認証制度設計を行うのであれば軽い制度とすべきではないか。 

(2) 複数事業所で相互に仕組みをチェックするシステムが既に存在する企

業では、認証取得の必要性を感じないのではないか。 

(3) 構築のお手伝いをする制度とすべきではないか。 

(4) ISOの認証等、多くの企業で認証取得した後、取り下げたりする企業が

数多くある。ダブルスタンダード化による企業負荷など、ISOの失敗事

例を学ぶべきである。 

(5) そもそもの目的（保安レベルの継続的な維持向上）をしっかり見据え、

それからぶれない制度設計を行うべきであり、慎重な議論を行うべき

である。 

(6) インセンティブをぶら下げ、認証を取ってくださいという、認証を取

るための仕組みであってはならない。 

(7) 信頼性が非常に重要である。取得して「素晴らしい」と言われる制度

にすべきである。 

 

 鉱山保安ＭＳの認証制度を念頭に置いた制度設計案については、肯

定的な意見が寄せられなかった。意見を踏まえながら、中小でも登

録が容易に行えると思われ、しかも申請負荷の度合い等に違いがあ

る 3 つの制度（「中小規模事業場労働安全衛生評価事業」「レジリエ

ンス認証制度」「フードコミュニケーションプロジェクト」）につい

て机上調査を実施するとともに、新しい制度設計案を再検討するこ

ととした。 
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テーマ 1 

鉱山保安 MS の再構築 

テーマ 2 

鉱山保安 MS の制度設計 

第 2回 

検討委員会 

新チェックリスト案に対して以下の意見が寄せられた。 

 

(1) 試行運用を行うべき。様々な結果、意見が鉱山や監督部から出ること

が想定される。挙げられた意見を取組内容目安や解説に反映するとよ

い。 

(2) 鉱山が今何に取り組む必要があるかということをよく認識してもらう

とともに、（計画した取り組みと現状の）ギャップをそれぞれの鉱山に

認識してもらうことは大事。継続的に努力する姿勢が重要と考える。 

(3) 各チェックリスト案の項目で、具体的な取組内容をどのように検討し

たら良いか悩む鉱山が想定されるため、例示のガイドブックのページ

数を記載することは良いと考える。 

(4) 中小鉱山で生産を重視し、保安が二の次となることを是正するために

も、経営トップが参加する会議などで、保安管理者などがどこまで取

り組むことを目標とし、現状どうなっているか明示したチェックリス

トを経営トップに提示し、ギャップ感を認識させることは経営トップ

が保安に対して意識向上させるためにも良いと考える。 

(5) 目標設定は行政からの強制的な指導ではなく、（特に経営トップにコス

ト負担などの理解を求めるような形で）助言することが適切ではない

か。また、達成までの期間設定の考え方を方向付けしてもよいのでは

ないか。（例：1年間 5箇年計画等） 

国内鉱山が鉱山保安 MSレベルの自主的かつ継続的な維持・向上を図るた

めの活動支援制度とする「鉱山保安 MSサークル」案について提案した所、

以下の意見が寄せられた。 

 

(1) ファシリテーターの人材確保（望まれる人材像）についての意見 

 現場に持ち帰ることができるひな形など、活動成果を各鉱山にフ

ィードバックできる力量が必要ではないか。 

 活発に活動している鉱山会、保安研究会などの事務局長がファシ

リテーター役となって本活動を担うことを検討できないか。 

 テーマを絞った上で議論を進め、鉱山の意見をまとめる力量が十

分備わっていることが必要である。 

(2) 費用（費用負担の可否）についての意見 

 新制度の運営費用をどこが負担するかがポイントである。 

(3) 運営組織についての意見 

 将来的な受け皿として、鉱山会や保安研究会が考えられないか。 

(4) その他意見（サークルでの検討内容等） 

 年 1回全国大会を行い、MS取組事例発表をしてはどうか。 

 見学を行った後に鉱山保安 MS技術について話し合ってはどうか。 

 人材育成や人材獲得の方策もサークル内で検討してはどうか。 

 鉱山保安 MSサークルを進めていく中で認証制度の要望が出ればま

たその時に検討してはどうか。 
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テーマ 1 

鉱山保安 MS の再構築 

テーマ 2 

鉱山保安 MS の制度設計 

第 3回 

検討委員会 

ブラッシュアップした新チェックリスト案に対して以下の意見が寄せら

れた。 

(1) 新チェックリスト案の内容や運用方法について改善すべき点は試行運

用（具体的にはテーマ 2で検討しているモデル事業で行うことが一案）

を通して、改善すべきである。 

(2) 災害が多いにも関わらず評価結果が良好なレベルⅰとなっている、い

わゆる評価結果に齟齬がある鉱山は、行政の窓口をしている鉱山の幹

部が一人でチェックしていることが原因であると考えられる。 

 チェック担当者はチェック結果を保安委員会等の場で鉱山労働者

などと共有および再評価し、評価結果と実態との齟齬を縮めるよ

う、新チェックリスト案の冒頭にコメントする。また、鉱山保安

MS を構築し運用する立場の人がチェックすべきことについても

コメントする。 

(3) 小規模な鉱山がチェックする場合の留意点（考え方）としてチェック

リストの冒頭に、小規模鉱山の強み（経営トップと鉱山労働者全員と

のコミュニケーションの容易さや意思決定の機動性等）をコメントす

べきである。 

 新チェックリスト案の冒頭にコメントする。 

「鉱山保安 MSサークル」案の方向性については了承が得られたが、本案

を全国展開するには、より具体的なアイデアの検討や、課題の洗い出し、

対策の検討が必要である。しかし、現時点では不確定要素が多いため、ま

ずは地域を限定するなど、比較的小規模な単位で鉱山保安 MSサークルを実

施する「モデル事業案」を提示した。この「モデル事業案」等に対して以

下の意見が寄せられた。 

(1) モデル事業を通して、ファシリテーターの資質、各地区で事務局とな

る母体組織、費用負担、インセンティブなどのあり方について検討す

るほか、鉱山保安 MSのチェックリスト内容や運用方法についても、鉱

山とのディスカッションを通して検討する必要がある。 

(2) 全国展開する際には、小規模鉱山が適切に鉱山保安 MSを構築・有効化

が図られるための支援が必要である。 
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テーマ 1 

鉱山保安 MS の再構築 

テーマ 2 

鉱山保安 MS の制度設計 

(4) 5 つの判定チェック項目以外に取り組んでいる取組事項を参考情報と

して、自由記載欄に記入させるとしているが、その内容を今後どのよ

うに活用するか。 

 この内容は 5 つの取組事項が有効に機能し、PDCA の更なるボト

ムアップによりもたらされた成果と判断し、優良事例として公表

することを今後検討する。 

(5) 各チェック項目での判定チェック項目による判定結果は「目標点と評

価点の管理表」で各鉱山が独自に目標管理を行うこととしているが具

体的な運用についてはどのように考えているのか。 

 各年の取組前に目標点を設定し、その年の取組後の評価結果を評

価点に記載する案が考えられる。また、目標点は 5 年分を一度に

設定する方法も考えられるが、試行運用を実施しながら検討する。 
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3 提言 

検討委員会で議論を重ね、鉱山保安 MS の再構築として新チェックリスト案を、また新制

度として鉱山保安 MS サークル案を検討した。今後これらを実施する上で予想される課題と

それに対する支援や対策の方向性を以下に提言として示す。 

 

 新チェックリスト案についての提言 3.1

鉱山保安 MS の再構築として新チェックリスト案を検討したが、それについての提言を以

下に示す。 

 

(1)  新チェックリスト案の判定チェック項目や解説の内容や運用方法（判定基準など）

については実際に運用する立場の人からの意見を聴取していないため、改善すべき点

が潜在していることが予想される。 

例えば今後鉱山保安 MSサークルのモデル事業が実施される場合には、そのような機

会を利用し、鉱山から新チェックリスト案の内容や運用上の要望や意見を聴取し、本

運用まで出来る限り改善対応を図ることが望まれる。 

 

(2)  災害が多いにも関わらず鉱山保安 MSの評価結果がレベルⅰとなっている鉱山は、行

政の窓口をしている鉱山の幹部が一人でチェックしていることが原因で、災害実態と

評価結果に齟齬が生じていることも考えられる。 

そのため、新チェックリスト案には、鉱山保安 MSを構築し運用する立場の人がチェ

ックするとともに、チェック担当者はチェックした結果を保安委員会等の場で鉱山労

働者などと共有し、再評価することについてコメントした。 

今後この考え方は様々な場で継続的に周知し災害実態と評価結果との齟齬を縮めて

いくことが望まれる。 

 

(3)  各チェック項目での判定チェック項目による判定結果は「目標点と評価点の管理表」

で各鉱山が独自に目標管理を行うこととした。各年の取組前に目標点を設定し、その

年の取組後の評価結果を評価点に記載する案や、目標点は 5年分を一度に設定する方

法が考えられるが、具体的な方法は確定していない。 

今後は例えば鉱山保安 MS サークルのモデル事業のような機会に鉱山の意見を聴取

し、最適な目標管理の方法を検討することが望まれる。 

なお、目標管理のあり方の中には、経営トップが目標管理に関与する（目標と現実

のギャップを認識してもらう）ことについても今後継続的に周知することが望まれる。 
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 鉱山保安 MS サークル案についての提言 3.2

新制度として鉱山保安 MSサークル案やそのモデル事業案を検討したが、これらについての

提言を以下に示す。 

 

(1)  鉱山保安 MSサークルのモデル事業を実施する場合には、全国展開に向けたファシリ

テーターの資質、各地区で事務局となる母体組織、費用負担、インセンティブなどの

あり方について検討するほか、鉱山保安 MSのチェックリスト内容や運用方法について

も、鉱山とのディスカッションを通して検討することが望まれる。 

なお、鉱山保安 MSを普及させる上での課題もできるだけ広く抽出し、対策を検討す

ることも望まれる。（例：零細鉱山への対応の必要性から、中小向け鉱山保安 MSガイ

ドブックの一部見直しを検討する） 

 

(2)  特に中小零細規模鉱山については、鉱山保安 MSの構築・有効化を向上させ、今以上

の災害防止が図られることが望まれるが、現状では、取組が低調であることが否めな

い。 

 鉱山保安 MS サークルを本格的に実施する際には中小零細規模鉱山が適切に鉱山保

安 MSを構築・有効化が図られるための支援に十分着目することが望まれる。 

 

(3)  現地調査先からの意見でも他鉱山の優良な取組を知りたいという要望があった。 

鉱山保安 MSサークルが立ち上がれば、他鉱山の優良事例を得ることができ、また、新

チェックリスト案には 5つの判定チェック項目以外に取り組んでいる取組事項を参考

情報として、自由記載欄に記入してもらうことを検討している。 

これら優良事例は、HPで公開するなど、各鉱山にフィードバックすることが望まれ

る。 
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4 添付資料 

 

添付 別冊 1～6 現地調査報告書（6 鉱山分） 

 

添付 別冊 7 机上調査結果 

 

添付 別冊 8 鉱山保安 MS 新チェックリスト案 

 

添付 別冊 9～11 第 1～3 回検討委員会資料 

 

添付 別冊 12 第 3 回検討委員会議事概要 ※ 

 

 

※第 1 回および第 2 回の検討委員会議事概要は別冊 10、11 にそれぞれ添付 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱山保安 MS 新チェックリスト案 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

別冊 8 



2 

 

【チェックの際の留意点】 

 

●チェックする際には担当者の主観が入らないよう、鉱山全体の実態を客観的に捉え、チェッ

クするよう努めてください。 

例えば、担当者のチェック後に、そのチェックが適切かどうか保安委員会や保安会議など

鉱山労働者等が多く集まる場で結果を説明し、現状と相違していないか意見を聞きながら確

かめる方法や、また、保安委員会の各委員が各自チェックした後、その各自のチェック結果を

保安委員会で検討し、鉱山全体としてのチェック結果とする方法もあります。 

なお、チェックは鉱山保安マネジメントシステムの運用を担当している立場の方によって行

われることが望まれます。（小規模鉱山の場合には社長という場合もあり、鉱山によって様々

な立場の方が考えられます。） 

 

●小規模な鉱山の場合は、次の点に留意してチェックを入れてください。 

(1) 鉱山保安マネジメントシステムは、経営トップの災害防止への強い決意とマネジメントシ

ステムを実施するという強い意志が重要なことは勿論ですが、また、鉱山労働者の保

安・安全に関することですので、鉱山労働者全員の理解と全員参加が基本です。 

(2) 小規模な鉱山では組織が小さいことから、経営トップと鉱山労働者全員とのコミュニケー

ションが容易さや意思決定の機動性、施設の少なさなど、鉱山保安マネジメントシステム

の構築にあたっては大規模な鉱山にはない“強み”があります。 

この“強み”に留意してチェックを入れてください。 

 

 

【集計整理】 

RA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 合計 レベル 

判定            

 

ＭＳ Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 合計 レベル 

判定              

 

まとめ RA ＭＳ 

レベル   

総合レベル  

 

総合レベルの判定 チェックリストⅠ（満点 27点） チェックリストⅡ（満点 33点） 

本格導入鉱山（ⅰ） 25点以上 30点以上 

導入推進鉱山（ⅱ） 17点以上 24点以下 20点以上 29点以下 

導入準備鉱山（ⅲ） 16点以下 19点以下 
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【参考資料】 

 

※ガイドブック： 

「鉱山保安マネジメントシステムの構築と 

その有効化のためのガイドブック」です。 

 

 

      経済産業省のホームページ（以下のＵＲＬ）に掲載しています。 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/detail/msshientool.html 

 

 

 

 

※リスクアセスメント 50選： 

「リスクアセスメント事例集５０選 

～全国鉱山災害事例データベースより～」です 

 
 

      経済産業省のホームページ（以下のＵＲＬ）に掲載しています。 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/files/riskassessmentjireisyu.pdf 

 

 

 

  

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/detail/msshientool.html
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/files/riskassessmentjireisyu.pdf
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 経営トップは、鉱山労働者に対し自らの意思としてリスクアセスメントの重Ｑ1:

要性を表明し、これを推進するための経営資源（組織・予算等）を整備して

いるか。 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. リスクアセスメントの重要性を口頭で表明している。 

□2. リスクアセスメントの重要性を文書（例：紙又は電子媒体。）で表明してい
る。（議事録、メモ等でも可。） 

＜ガイドブック P12をご覧ください。＞ 

□3. リスクアセスメントの重要性に加え、これを推進するための経営資源（組織・
予算等）についても表明し整備している。 

□4. リスクアセスメントの実施方法等必要な教育を実施している。（※教育内容
の記録必須） 

□5. 経営トップの表明内容を概ね鉱山労働者全員が説明できる。 

 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 リスクアセスメントは、鉱山保安法令において「現況調査」が義務付けられたから行うのでは

なく、経営トップが自らの意志で保安向上のためにこれを実施することが有意義であると判断

したものであることを、鉱山労働者に対し周知することが重要です。その体制等は以下のとお

りとすることが望まれます。 

・保安統括者又は保安管理者に実施を管理させること 

・保安委員会の活用等を通じ、鉱山労働者を参画させること 

・作業内容を詳しく把握している作業監督者等をリスクの特定、リスクの評価、リスク低減措

置の検討に参画させること 

・リスクアセスメントに必要な教育を実施すること 

  

（解説で追記すべきと思われる点） 

・リスクアセスメントを実施する理由（メリット）としては以下が考えられます。 

① 職場のリスクが明確になり、参加者の「危険」感受性も高まる。 

② 鉱山内にある複数リスクの中で何の対策を優先的に対応するかの意思決定がしやすい。

（保安計画の充実、経営資源の最適配分も図りやすい） 

③ 残留リスクに対して「なぜこの管理的対策をしなければならないのか」の理由が明確にな

る。 

④ケガを負うのは鉱山労働者であり、そもそも損害を被るのが誰なのかについても再認識し

やすい。 
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 法令で定めた施業案変更のとき以外にも、リスクアセスメントを実施していＱ2:

るか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. リスクレベルが高いと思われる事象について定期的に話し合いを実施し、
記録（例：紙又は電子媒体。）し、保存している。（※議事録、メモ等でも可。） 

□2. 【解説】に記載されている機会にリスクアセスメントを実施することを概ね規
定している。 

＜ガイドブック P33をご覧ください。＞ 

□3. 【解説】に記載されている「操業条件等に変化が生じるとき」に概ねリスクア
セスメントを行っている。 

□4. 【解説】に記載されている「保安確保措置等に不具合が生じ、又は生ずるお
それのあるとき」に概ねリスクアセスメントを行っている。 

□5. 【解説】に記載されている「その他、前回の調査等から一定の期間が経過
し、機械設備等の経年劣化、鉱山労働者の入れ替わり等に伴う保安上の

知識経験の変化、新たな鉱山保安に係る知見の集積等があったとき」に、

概ねリスクアセスメントを行っている。（本チェック項目「□５」については、近

年３年程度の期間で振り返るのが望ましい。） 

 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 「先ずは、リスクアセスメントをやってみよう」ということで、危ないと思われる作業・作業場所

を対象として絞り込み、できるところからリスクアセスメントを始めてみることが初期の段階に

は必要ですが、軌道にのってきたら、次の機会にも行うようにしましょう。 

 

[操業条件等に変化が生じるとき] 

採掘作業の進行により採掘切羽や鉱山道路等の変更が生じるとき 

建設物、工作物その他の施設を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき 

機械、器具又は工作物を新たに採用し、又は変更するとき 

材料、動力又は火気の取扱いを新たに採用し、又は変更するとき 

使用方法又は作業方法若しくは作業手順を新たに採用し、又は変更するとき 

その他操業等に不具合が生じ、操業方法等の変更の必要性が生じたとき 等 

 

[保安確保措置等に不具合が生じ、又は生ずるおそれのあるとき] 

巡視・点検、保安推進活動（ヒヤリハット、危険予知活動等）の結果から保安確保措置等に

見直しの必要性が生じたとき 

他鉱山における災害事例等から、自鉱山においても類似の事象が想定されるとき 

鉱山保安関係法令の要求事項に対する不適合が認められたとき、又は法令の改正により

規制が追加・変更されたとき 

・鉱業権者が講じるとした措置が適切に実施されているか確認し、講じた措置内容が有効か

評価した結果、見直しの必要が生じたとき 等 

 

[その他、前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年劣化、鉱山労働者の

入れ替わり等に伴う保安上の知識経験の変化、新たな鉱山保安に係る知見の集積等があ

ったとき] 
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 リスクアセスメントを実施するに当たり、対象作業・作業場所に関する情報Ｑ3:

を入手しているか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 鉱山労働者から情報を入手している。 

□2. リスクアセスメントの結果の例が記載されている資料（例：リスクアセスメント
５０選等）から情報を入手している。 

＜ガイドブック P34をご覧ください。＞ 

＜リスクアセスメント 50選 P15～ (P8の Q4、Q5）をご覧ください。＞ 

□3. 日頃の安全活動（例：ヒヤリハットや危険予知活動の事例、安全パトロール
等）から情報を入手している。 

□4. 社内で保管している情報（例：作業手順書、地質図、柱状図、類似災害情
報、保安規程等）から情報を入手している。 

□5. 非定常作業についても、危険情報が抜け落ちないように留意している。 

 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

大きなリスクから優先的に改善を行うために、作業現場や会社全体における危険性又は

有害性に関する次のような具体的な資料をできるだけ多く収集する必要があります。 

入手すべき情報としては、ヒヤリハットや危険予知活動の事例、安全パトロールの結果、

類似災害情報等があり、これらのうち必要な情報を鉱山労働者から報告させる仕組みが必

要です。その他、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果、機械設備の仕様書やレイア

ウト、操作（取扱）説明書、各種マニュアル等、地質図や柱状図等の調査データ、上下同時

作業や車両乗り入れ等の情報も必要に応じて活用しましょう。作業標準等が定められてい

ない機械設備等の保守点検作業や補修作業等の非定常作業についても、危険情報が抜け

落ちることのないよう、留意する必要があります。" 

 

  



10 

 

 

 入手した情報から保安を害する要因（リスク）について鉱山労働者を交えてＱ4:

特定しているか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 特定に当たっては、作業内容を詳しく把握している鉱山労働者が参画して
いる。 

＜リスクアセスメント 50選 P7の Q3をご覧ください。＞ 

□2. 危険性又は有害性（ハザード：リスクの潜在的な源のこと）の特定は、概ね、
【解説】に記載されているような手順で行っている。 

＜ガイドブック P13～14、32【POINT②】をご覧ください。＞ 

□3. 特定した危険性又は有害性を記録し、保存している。 

□4. 特定に当たっては、鉱山労働者の疲労等（例えば、単調作業の連続による
集中力の欠如や深夜労働による居眠り、高年齢労働者の身体機能低下な

ど）により、災害が発生する可能性や罹災の重篤度が高まることを考慮して

いる。 

□5. 非定常作業のリスクについても特定している。 

 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 危険性又は有害性は、それ自体の存在が害をもたらす訳ではありません。それがヒトや周

辺環境等に影響を与えることで危害や鉱害が発生します。リスクアセスメントの重要なポイン

トの第一は、作業や作業場所に潜在するこの「危険性又は有害性」を十分に特定することで

す。 

 以下の手順で実施することが推奨されます。 

・対象作業について、作業手順書や機器の取扱いマニュアルを用意しましょう（それらがな

い場合は、作業の概要を書き出しましょう）。 

・対象作業をわかりやすい単位で区分しましょう。 

・日常の仕事とは違う目、すなわち危険性又は有害性がないかという目で、現場を観察して

みましょう（過去には、そんなことが起きるわけがないと思われるような災害が発生していま

す）。 

・機械や設備は故障しますし、人はミスを犯すということを前提に作業現場を観察してみまし

ょう。 

・危険性又は有害性の特定に当たっては、これによって発生する危害や鉱害について、次

の「(5)リスクの分析・評価」を適切に行うため、危害や鉱害に至る流れ「～なので、～して、

～になる」を想定して行うことが大切です。 

・上記の「～なので、～して、～になる」のように、原因と結果を同時に検討しようとすると、

パターンが膨大になり、リスクの洗い出しが難しくなる場合があります。例えば、「足を踏み

外し、歩廊から人が墜落する」というリスクの洗い出しを行う際には、人が墜落する場所を

全て書き出してから、人が墜落する原因を羅列します。このように、原因と結果を分けて記

載し組み合わせることにより、リスクの洗い出しにおいて漏れが防ぎやすくなります。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

・危険性又は有害性とは、物的または人的な損害を引き起こす具体的な「危険源」（「ハザー

ド（hazard）」とも言います。）と表現されます。また、リスクは危害の発生確率及びその危害の

重大さの組み合わせです。ハザードそのものはリスクでは無く、ハザードに人が接触、近接す

る事によってリスクが生じます。 

・特定をする際には「なぜ」災害が発生するかについて、よく検討することが望まれます。例え

ば挟まれる事象について、なぜ挟まれるのかということをしっかり考慮したリスク特定が望ま

れます。危険軽視が要因なら危険体感教育、不注意が要因なら指差呼称などリスク低減措

置を具体的に検討しやすくなります。（参考：過去 10年で発生した鉱山災害の監督部による

分析結果によれば、多くの災害では危険軽視や不注意が主要因となっています） 
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 特定したリスクの大きさについて鉱山労働者を交えて見積もっているか？ Ｑ5:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. リスクの大きさの見積もりにあたっては、作業内容を詳しく把握している鉱
山労働者を交えてリスクの大きさを話し合っている。 

＜リスクアセスメント 50選 P10～11の Q7～9をご覧ください。＞ 

□2. リスク見積もりの結果を記録し、保存している。 

□3. 見積基準を作成しリスクの大きさを見積もっている。 

□4. 見積りした値がばらついた時は、見積り基準を再確認するとともに、鉱山労
働者の意見を聞いて合意した意見となるよう調整している。 

＜ガイドブック P15をご覧ください。＞ 

□5. 見積基準を評価し、対策すべきリスクの優先順位の意思決定がしにくい場
合には、見直している。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

リスクの大きさは、危険性又は有害性による危害や鉱害の発生可能性の度合とそれが発

生したときの結果の重大性の度合等に基づき見積ります。リスクアセスメントの重要なポイン

トの第二は、リスクの大きさを客観的に見積もることにより、複数のリスクに優先順位を付け、

合理的な対策を講じることとした点です。 

リスク見積りに当たり、留意すべき事項は次のとおりです。 

・リスクの見積りは、極力複数の人で実施しましょう。多様な観点があった方がより適切な見

積りができるからです。 

・リスク見積りのメンバーのリーダーは、必ずしも上位職の者とは限りません。作業内容をよく

知っている人がなりましょう。 

・リーダーは意見の調整役に徹するように努めましょう。 

・現在行っている安全対策を考慮してリスクの見積りを行いましょう。 

・リスクの見積りに当たっては、罹災程度や基準値に対する超過具合等、危害や鉱害の具体

的影響を想定しましょう。 

・見積りした値がばらついた時は、よく意見を聞いて調整しましょう（こうだと決め付けてはいけ

ません。メンバーの経験、知識、年齢、性別等それぞれ違うので、バラつくのが当然と考えま

しょう）。見積りの値は平均点ではなく、多数決で決めるものでもありません。グループで話し

合い、合意したものとしましょう。 

・見積りの値については、説明のつくものでなければなりません（やま勘は禁物です）。 

・過去に発生した災害だけで重大性を判断せず、想定することのできる最悪のケースで見積

もりましょう。 

・見積りの値はグループの中で、最もリスクを高く見積もった評価値を出した人からよく意見を

聴き、メンバーの納得のもとに採用しましょう。 

これらの点に留意し、グループで意見を出し合い、話し合い、意見の違いについてはお互

いに調整し、最終的にはグループの総意として集約します。これらの過程により、関係する鉱

山労働者間で情報や認識が共有化されることが重要です。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

現場で実際に作業を行っている鉱山労働者が評価に加わらないと適正なリスク評価ができ

ない可能性があります。 

鉱山の状況により、やむを得ず管理者がリスク評価した場合でも、最終的には鉱山労働者

から意見を聴取することが望まれます。 
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 見積られたリスクに対して、優先度を設定するとともに、リスク低減措置をＱ6:

検討しているか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 見積もられたリスクから話し合いで優先度の設定、リスク低減措置を検討し
ている。 

＜ガイドブックＰ16,21をご覧ください。＞ 

＜リスクアセスメント 50選Ｐ11～13の Q9～11をご覧ください。＞ 

□2. 優先度の設定、リスク低減措置の検討結果を記録し、保存している 

□3. リスク低減措置の検討にあたっては、作業内容を詳しく把握している鉱山労
働者が参画している。 

□4. 常に以下の優先順位を踏まえて措置内容を検討している。 

（優先順位） 

① 本質的対策 ②工学的対策 ③管理的対策 ④個人用保護具の使用

＜ガイドブックＰ21をご覧ください。＞ 

□5. 経営トップがリスク低減措置に対して十分に合理的な判断（例：高コストの
措置承認もしくはリスク保有など）をしている。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 リスクの見積り結果から、例えば、「直ちに解決すべき又は重大なリスクがある（Ⅲ）」、「速

やかに低減措置を講ずべきリスクがある（Ⅱ）」、「必要に応じて低減措置を講ずべきリスクが

ある（Ⅰ）」等の優先度を設定します。 

 優先度に応じて、経営資源（費用と労力）の投入や措置を講じるまでの作業停止を検討し

ます。 

 なお、優先度が同ランク（リスク見積もりの結果が同じ評価）であっても、発生可能性の度

合と重大性の度合には大きな差異が認められる場合がありますので、何れを優先させるの

か留意が必要です。発生可能性の度合と重大性の度合をマトリックス上で表し、どのようなリ

スクを重視するかについて経営トップと一緒に検討しましょう。また、技術上の理由等によって、

「リスクの保有」という選択をする場合もあると思われますので、この場合の取扱いにも留意し

ましょう（次項の【解説】参照）。 

 リスク低減措置については、法令で義務付けられた事項がある場合には、それを必ず実

施するとともに、優先度の高いものから検討を行うことになります。検討に当たっては、以下

の基本的考え方（措置内容の優先順位）を踏まえつつ、合理的なものとします。 

 

①危険な作業の廃止・変更等の本質的対策 

②非常用停止スイッチの設置等の設備的対策（工学的対策） 

③マニュアルの整備等の管理的対策 

④個人用保護具の使用 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

 できるだけ具体的な措置を検討し、場合によっては保安計画に反映させることが

重要です。 

 （特に鉱山保安ＭＳ、ＲＡの保安教育については、依頼できる機関が減っている

ことから、十分に情報収集等行うことが望まれます。） 
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 リスク低減措置を設定した優先度に従い実施し、その実施状況を確認していＱ7:

るか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. リスク低減措置を優先度に従い実施している。 

□2. リスク低減措置を優先度に従い実施し記録し、保存している。 

＜ガイドブック P27をご覧ください。＞ 

＜リスクアセスメント 50選 P13の Q12をご覧ください。＞ 

□3. 計画表などを作成し、実施時期を決めてリスク低減措置を実施し、実施した
直後に状況確認している。 

□4. 確認担当者（例：保安管理者、保安統括者）を決めて実施状況を確認してい
る。 

□5. 上記３に加え、リスク低減措置の実施から一定期間経過後（例：四半期に１
回）にも状況確認している。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

リスク低減措置の実施に当たっては、計画表を作成することが望ましいと考えます。 

また、リスク低減実施後の状況確認は、実施頻度と、確認する担当者の存在が強く望まれま

す。 

通常、リスク低減措置を実施した直後に状況確認を行うことはよく聞かれます。しかし、本当

に効果が発揮されているか、一定期間経過後にリスク低減措置の確認をすることも重要で

す。  
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 実施したリスク低減措置による効果を評価しているか？ Ｑ8:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. リスク低減措置の実施後に話し合いで効果を評価している。 

□2. リスク低減措置の評価結果を記録し、保存している。 

＜ガイドブック P27をご覧ください。＞ 

＜リスクアセスメント 50選 P13の Q12をご覧ください。＞ 

□3. 評価の実施時期を事前に決めて評価している。  

□4. 評価を行う担当者を事前に決めて評価している。 

□5. リスク低減措置を実施しても、残留するもしくは新たに発生するリスクについ
て評価している。 

＜ガイドブック P27、36＞ 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

 保安確保のために予定した効果が現れていないと思われる場合には次の見直

し項目でよく検討することが望まれます。 

 評価の実施計画の観点として、「いつ？」「だれが？（複数人が望ましい）」「どの

ように評価するか」「記録方法」などを検討することが望まれます。 

特に、「どのように評価するか」では、リスクレベルを下げすぎないよう、評価基準の

再確認等について十分検討することが望まれます。例えば管理的対策のみで大き

くリスクレベルを下げた評価を行い、その結果、残留リスクがあるにも関わらず、リ

スクとして認識されなくなっている例が見られます。適切に残留リスクが確認された

り、リスクを保有する判断ができるようにするためにも評価基準を読み合わせする

など、適切な評価を行うための方法について、検討することも重要です。 

 安全活動の効果を評価する際には鉱山労働者からアンケートを取り評価するこ

とも有効です。 
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 実施したリスク低減措置の評価結果に基づき、見直しを行っているか？ Ｑ9:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 評価結果から、リスク低減措置が適切であったか、さらなる改善が必要かど
うか話し合っている。 

□2. リスク低減措置の見直し結果を記録し、保存している。 

＜ガイドブック P27をご覧ください。＞ 

＜リスクアセスメント 50選 P13の Q12をご覧ください。＞ 

□3. 残留リスクがより小さくなるような見直し（例：管理的対策から工学的対策へ
の見直し）又は、リスクを保有する判断を行っている。 

＜ガイドブック P27をご覧ください。＞ 

□4. 残留リスクや保有したリスクを鉱山労働者に周知し、必要な保安教育を行う
等の暫定措置を実施した上で、リスクを継続的に監視している。 

□5. 経営トップがリスク低減措置の見直し結果を確認するとともに、その結果を
踏まえ、必要に応じて保安規程や作業手順書等に反映している。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 リスクアセスメントの重要なポイントの第三は、「リスク低減措置実施後の検証」です。初期

の目的どおりリスクを低減できているか、措置を講じたことにより新たなリスクが発生していな

いか等、分析評価を行い、不十分な場合には追加の措置を実施し、再度リスクアセスメントを

することが必要です。 

 また、技術上の制約等により、リスクが残り「残留リスク」となった場合や「リスクの保有」と

いう選択をした場合には、鉱山労働者に対してこれを周知し、必要な保安教育を行う等の「暫

定措置」を実施した上で、適切に管理しましょう。残留リスクや保有したリスクについて、技術

上の制約等を理由に措置を実施済みという取扱いにすることはやめましょう。その後、制約

等が解消された時点で設備的対策等の恒久措置を検討し、遅滞なく保安計画等に反映させ

て、計画的に解決を図ることが大切です。 

なお、「措置の実施状況の確認」、「措置の評価」及び「措置の見直し」については、ＰＤＣＡ

を回す上で重要なところであり、鉱山保安法令の解説においても次のように記載されていま

す。その意味するところを十分に理解してＰＤＣＡを回しましょう。 

（実施状況の確認） 

① 鉱業権者が保安規程に規定した措置が、現場において適切に実施されているか、つまり、

自ら規定した措置を鉱山労働者が遵守しているかを確認するものであり、鉱山の実態に合わ

せて定期的に継続して確認することが重要です。 

（評価） 

② 鉱業権者が保安規程に規定した措置が、保安を確保するため適切な内容となっているか、

つまり、自ら規定した措置が現状に合っており、十分に安全が確保される内容となっているか

を評価することが重要です。 

（見直し） 

③ 評価の結果、措置が有効に機能していない場合は、その措置の内容が適切であるかを

確認した上で、措置が適切な場合は、鉱山労働者に対して再度、保安教育を行い措置を遵

守させることが必要です。また、措置の内容に問題があるため有効に機能していない場合、

及び措置の内容が不適切であるとの結果が出た場合は、再度、現況調査を行った上で、措

置の内容を見直す、つまり、保安規程や作業手順書等の内容を変更することが必要です。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

リスクが下がりきらなかったら、Ｑ6に戻って検討する指示を出したり、もしくは保有したりす

る判断が望まれます。 
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 経営トップは、保安方針を表明しているか？ Ｑ10:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 保安方針を口頭で表明している。 

＜ガイドブック P12をご覧ください。＞ 

□2. 保安方針を文書（例：紙又は電子媒体。）で表明している。 

□3. 保安方針の表明内容を概ね鉱山労働者全員が説明できる。 

□4. 表明した保安方針には、経営資源を投入することが含まれている。 

□5. 表明した保安方針には、概ね、次の事項の内容が含まれている。 

・ 危害及び鉱害の防止を図ること 

・ 鉱山労働者の協力のもと、保安活動を実施すること 

・ 法又はこれに基づく命令、保安規程等を遵守すること 

・ 鉱山保安マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施すること 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 保安方針は、保安の確保を経営システムの一環として捉え、経営トップの理念、哲学等の

保安に関する基本的な考え方に基づき定めることが重要です。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

・組織の状況をよく把握しながら、事業環境の変化などを踏まえながら策定してください。 

・ ケガを負うのは鉱山労働者であり、そもそも損害を被るのが誰なのかについてもぜひ再認

識してください。 
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 保安方針について、鉱山労働者に浸透するよう取り組んでいるか？  Ｑ11:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 全員が集まる機会に、短時間でも保安方針を伝えている。 

＜ガイドブック P12をご覧ください。＞ 

□2. 休憩所や玄関等、全員が目につく場所に保安方針を掲示している。 

□3. 保安方針の策定背景を説明するなど工夫して周知している。 

□4. 表明した保安方針を記載した「安全に関する手帳」や「ポケットカード」などを
鉱山労働者が所持している。 

□5. 保安方針を実現させるための取組を議論する社内体制がある。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 経営トップによる保安方針の表明については、その考え方が鉱山労働者に浸透することも

重要です。そのために必要な仕組みや取組を検討する必要があります。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

仕組みを作る際には、人の役割、権限付きの任命、場合によっては時間や予算

を考慮に入れる必要があります。  
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 保安目標を設定しているか？  Ｑ12:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 保安目標を文書（例：紙又は電子媒体。）で設定している。 

＜ガイドブック P19をご覧ください。＞ 

□2. 保安目標は、達成の度合いを客観的に評価できるよう、可能な限り定量的
なものとなっている。（「車両系鉱山機械の墜落災害ゼロ」など） 

□3. 前年等過去の保安目標の達成状況を踏まえて、保安目標を設定している。 

□4. リスクアセスメントの調査結果を踏まえて、保安目標を設定している。 

□5. 保安目標の設定に当たり、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映
している。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 保安目標は達成すべきものとして定めた１年後の到達点です。その難易度については、

組織が目指すレベルによって異なるものであり、関係者の努力により達成可能なものである

こと（達成するための手段を具体的に立案可能なもの、１年後に達成度合いを客観的に評価

可能なものとすること）が重要です。また、保安目標の設定に当たっては、過去の目標達成状

況及びリスクアセスメントの結果等を踏まえることが必要です。これに加え、鉱山を取り巻く内

部（鉱山労働者の安全に関する意識、保安教育の状況等）及び外部（他鉱山との比較、社会

の意識等）の環境変化を把握し、保安目標が社会的に受け入れられるか、事業を継続できる

ものであるか等の検討も重要です。 

 保安目標の内容により、その年に対象とするリスクの範囲が決定します。例えば、保安目

標を重傷以上の災害ゼロとした場合には、軽傷以下の災害に関するリスクはリスクに当たり

ません。マネジメントシステムは、毎年ＰＤＣＡを回すことにより継続して保安のレベルを向上

していこうとするものですから、翌年、翌々年と達成状況を踏まえながら目標水準を上げてい

くことが重要です。 

 保安目標として保安教育を活性化する等のケースが見られますが、保安教育は安全を確

保するための手段であって、目標としては望ましくありません。保安目標には手段ではなく、

目的となるものを掲げましょう。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

リスクアセスメントの結果を十分に参考にし、保安計画策定段階で保安目標を具体的に検

討しましょう。（ガイドブックＰ19の説明も参考にしてください。） 

「ゼロ災」という漠然とした保安目標ではなく「重傷以上ゼロ災」「軽傷以上ゼロ災」「重傷以上

挟まれ災害ゼロにするよう取り組む」など、できるだけ具体的に設定してみましょう。 

このような具体的な保安目標を設定することにより保安計画で実際に取り組む対策内容も具

体的に検討できるようになります。 

また、後で評価改善も行いやすくなり、結果としてPDCAサイクルが回り、鉱山保安MSが形

骸化しないことにつながります。保安目標設定は非常に重要なポイントです。 
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 保安目標を達成するために十分な環境整備が行われているか？ Ｑ13:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 保安目標を達成するため、十分な人材及び資金の確保に努めている。 

＜ガイドブック P23をご覧ください。＞ 

□2. 保安目標を達成するための組織、役割及び責任が明確になっている。 

□3. 鉱山労働者への必要な保安教育が行われている。 

□4. 鉱山マネジメントシステムを運用するに当たって保安委員会又は、鉱山労
働者代表等の意見を活用している。 

□5. 実施した保安教育等は記録し、保存している。 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 経営トップには、保安目標を達成するための環境整備として、十分な人員及び予算の投

入並びに教育面の充実等を行う責務があります。経営トップ自らが適切な資源配分を判断で

きない場合には、それに替わる仕組みについて検討する必要があります。組織において、役

職（役割）に応じた一定の権限を付与することも重要です。 

なお、十分な環境整備ができない場合には、保安目標を一旦下げることを検討する必要が

あるでしょう。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

事業計画レベルで保安目標に対する経営資源の投入量を検討することが望まれます。 
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 経営トップは、保安目標の達成が自らの責務であることを認識しているＱ14:

か？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 経営トップは、定期的に現場を巡視している。 

□2. 経営トップは、現場の鉱山労働者とコミュニケーションを積極的に行ってい
る。 

□3. 経営トップは、現場を重視し鉱山労働者の意見をくみ上げ、保安目標の達
成に努めている。 

□4. 経営トップは、保安目標を口頭、文書（例：紙又は電子媒体。）により直接鉱
山労働者に周知している。 

＜ガイドブック P24をご覧ください。＞ 

□5. 保安目標は、ポスターなどの掲示若しくは備付又は事業者内コンピュータネ
ットワークで掲示する等いつでも閲覧可能な状態であることを経営トップが

確認している。 

 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 保安は現場の問題として捉えられる傾向がありますが、保安目標の達成は経営トップの

責務であり、そのことを会社全体で共有することが重要です。一般的に利益目標を達成でき

ない場合には経営トップの責任が問われますが、保安目標についても同様の考え方です。利

益目標と保安目標の取扱いに差異があれば、それが評価を行う上で参考になるでしょう。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

経営トップは、作業している現場に赴き、鉱山労働者とのコミュニケーションを積極

的に取り、現場を正しく認識、保安意識の向上や適正人員の配置、老朽化した設備

の計画的改善等について判断する必要があります。現場を重視することが大切で

すし、職責が上に行けば行くほど現場から離れがちになります。社員一人一人の意

見をくみ上げ実行して上げることが大切です。  
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 保安目標を達成するために、保安計画（年間計画）を策定していますか？ Ｑ15:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 当該年度に行う予定の保安措置の計画内容を説明できる。 

□2. 保安計画は、目標を達成するため、①リスクアセスメントの結果、②過去に
おける保安計画の実施状況、③保安目標の達成状況等に基づき、１年等

の期間を限り、保安計画（文書によるものに限る。以下同じ。）を作成してい

る。 

＜ガイドブック P17、21～23、38～41をご覧ください。＞ 

□3. 保安計画の作成には、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映して
いる。 

□4. 保安計画には、保安目標を達成するための重点事項（重点事項を定めた場
合）及び、具体的な実施事項・日程・担当部署（担当者）について定めてい

る。 

＜ガイドブック P38～39をご覧ください。＞ 

□5. 保安計画には計画を実行するために必要な予算を含めている。 

＜ガイドブック P23、P40～41経営資源の欄をご覧ください。＞ 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

保安計画は、保安目標を達成するための手段を計画として作成するものです。目標の達

成を可能にするものであることが、根拠をもって説明できるようにしましょう。 

一度に全てのリスクを洗い出し、その対策を保安計画に定めることができれば最善ですが、

実際には、それは不可能です。このため、保安目標設定により、対象となるリスクについて絞

り込み、当該リスクに対する対策を確実に行い、毎年、少しずつ保安レベルを上げていくこと

が効果的です。したがって、保安計画には、保安目標の達成を阻害するものがリスクであると

いう視点で、当該リスクに対する対策を中心に記載しましょう。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

保安計画で、鉱山保安ＭＳ、ＲＡの保安教育の内容を検討する際は、依頼できる機関が減

っていることから、十分に情報収集等行うことが望まれます。 
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 保安計画の各取組に対して目標（期待される効果等）を検討しているか？ Ｑ16:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 保安計画には、取組を行うことが目的化しないよう①取組（手段）と②期待さ
れる効果（例：危険軽視による墜落転落の防止（保安教育の場合））を検討

している。 

＜ガイドブック P21、38～39の「期待する効果」をご覧ください。＞ 

□2. 保安計画の各取組に対して、目標（値）（実施回数や実施人数等）がすべて
検討されている。 

＜ガイドブック P38～39の「目標（値）」をご覧ください。＞ 

□3. 保安計画の各取組に対して、期待される効果がすべて検討されている。 

□4. 保安計画の各取組に対する期待される効果及び目標（値）が文書（例：紙又
は電子媒体。）として存在している。 

□5. 保安計画の各取組に対する目標は保安委員会又は鉱山労働者代表の意
見を反映している。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 保安計画には、取組を行うことが目的化しないよう取組（手段）と期待される効果（目的）の

両方を記載しましょう。計画段階において期待される効果を定量的に検討することにより、適

切な評価を行いやすくなります。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

目標設定のポイント（実施内容の評価改善が行いやすくするためできるだけ以下を意識し

てください） 

①測定可能な数値目標を検討する。（実施回数や安全措置の数量などを明確に定める） 

②「期待する効果」を具体的に検討する。（例：KY教育：回転体に対する危険軽視を是正 

等） 

③無理のない目標とする。（利用可能な経営資源ヒト・モノ・カネで達成が可能である） 

④保安目標や事業目標と合致させる。（例：重大災害が十分に抑えられるレベルの目標であ

るか など） 

・「期待する効果」はガイドブックＰ21の説明を参考にしてください。 

・具体的な「期待する効果」の検討で保安計画の取組内容も具体的に検討できるようになりま

す。また、後で評価改善も行いやすくなり、結果として PDCAサイクルが回り、取組内容が形

骸化しないことにつながります。実施回数だけでなく、「期待する効果」を具体的に設定するこ

とは非常に重要なポイントです。 
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 保安計画が現場の鉱山労働者まで浸透し、一丸となって実行されるようなＱ17:

仕組みになっているか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 保安計画が現場の鉱山労働者まで浸透するためミーティングでの進捗状況
報告や掲示、又は表彰するなどの工夫をしている。 

＜ガイドブック P24【計画の実施に関する工夫・留意点】2.工夫を浸透させる

工夫をご覧ください。＞ 

□2. 保安計画に基づく活動等を実施するに当たっての具体的内容の決定方法、
経費の執行方法等保安計画を適切かつ継続的に実施する手順（口頭によ

る取り決めでも良い。）を定めている。 

＜ガイドブック P21～23＞ 

□3. 上記２．の手順（口頭による取り決めでも良い。）を鉱山労働者に周知する
手順（口頭による取り決めでも良い。）を定め、鉱山労働者に周知している。 

□4. 保安計画の実施に当たり、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映
している。 

□5. 保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映する手順（方法、マニュア
ル）を定めている。    

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 保安目標の達成及びそれを実現するための保安計画の実行について、関係者が一丸と

なって取り組むことが重要です。これらを部署や個人の業績評価に導入し、方向性を統一し

ている事例もあります。 

  



38 

 

 

 保安計画は、その取組が予定どおり実施されているかチェックできるようＱ18:

になっていますか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 取組の実施状況について誰がチェックするか明らかになっている。  

□2. 保安計画に定めた実施内容が計画通り実施されているか、チェックできる
様式になっている。（例：計画と実績に分けて毎月進捗状況を確認できる様

式） 

＜ガイドブック P22～23、27、38～39 の D（年間スケジュール）の欄をご覧く

ださい。＞ 

□3. 保安計画に定めた実施内容（例：誰が・いつまでに・何をどの程度）をチェッ

クできる様式になっている。 

＜ガイドブック P38～39のＣ（評価）の欄をご覧ください。＞ 

□4. 保安計画の取組状況について、保安委員会等の会議の審議事項に入れ、
チェックできるようにしている。 

□5. 内部監査やそれに準ずる取組で計画状況をチェックできるようにしている。 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 人為的ミス等により保安計画の取組が計画どおり実行されない可能性があります。こうし

た状況を適切に確認できるよう、どのような保安計画を作成する必要があるか検討する必要

があります。例えば、誰がいつまでに何を実施するかを明示する等の工夫が必要です。大規

模な鉱山においては、部署毎等の保安計画も作成されることがあり、どこまで詳細に記載す

るかはそれぞれの保安計画において確認すべき範囲によって異なります。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

 内部監査を簡単に説明すると以下の取組になります。ぜひやってみましょう。 

内部監査：MS の仕組み、保安計画の実施内容などに対する改善の方向性を保安

管理者などが取りまとめることです。別の言い方をすれば保安方針を定め、それを

実現する鉱山保安 MS の仕組みが出来上がり、その通りに行われたかを確認する

こととも言えます。 

 

※□５にある「それに準ずる取組」とは、例えば、上記のような内部監査を行うまで

もなく、経営トップが現場対策やその対策の検討の仕組み等を頻繁かつ直接確認

している場合や直接でなくても保安管理者などと普段から十分にディスカッションす

る習慣がある状態とします。また、ガイドブック P28 のしくみ評価も「内部監査に準じ

る方法」と考えます。 

 

※内部監査では客観的にチェックできる（誰が実施しても同じチェック結果となる）仕

組みが重要です。 

 

※内部監査等は、保安管理者が実施することも可能ですが、できれば直接鉱山保安ＭＳに

関与していないメンバーで構成していることが望まれます。 
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 保安計画を実行し、その進捗状況を定期的に確認し、その結果を反映してＱ19:

いるか？ 

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 取組の実施状況について決められた担当者が確認し反映している。  

□2. 保安計画に定めた実施内容（例：誰が・いつまでに・何をどの程度）が計画
どおり実施されているか確認し、反映している。（例：計画と実績に分けて毎

月進捗状況を確認） 

＜ガイドブック P22～23、27、38～39 のＤ（年間スケジュール）の欄をご覧く

ださい。＞ 

□3. 保安計画の実施状況等の点検及び改善を実施する手順が定められこの手

順により実施している。 

 

□4. 保安計画の取組状況について、保安委員会等の会議の審議事項に入れ、
確認し反映している。 

□5. 内部監査やそれに準ずる取組で計画状況を確認し反映している。 
 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
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【解説】 

 保安計画どおり実施することも重要ですが、保安計画と乖離が生じた際に、見直しの結果

を保安計画に反映することも同様に重要です。 
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 保安目標（保安計画）について振り返り（評価・改善）を行っているか？ Ｑ20:

【判定チェック項目】 

①該当する項目に☑を入れてください。 

②次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□1. 保安目標や保安計画について話し合いで 1 年を振り返り（評価・改善）を行

っている。 

□2. 振り返り（評価・改善）を行い、その結果を記録（例：紙又は電子媒体。）し、
保存している。 

□3. 保安計画の各取組の振り返り（評価・改善）が行われている。（パフォーマン
ス評価） 

＜ガイドブック P26～27、38～39をご覧ください。＞ 

□4. 鉱山保安 MSの仕組みについて保安委員会等の会議の審議事項に入れて

振り返り（評価・改善）を行っている。（有効性評価） 

＜ガイドブック P28をご覧ください。＞ 

□5. 内部監査やそれに準ずる取組を、事前に定めた間隔で実施し、その結果を
踏まえたマネジメントレビューによる振り返り（評価・改善）が行われている。 

 

上記以外で熱心に取り組んでいると考える取組事項を自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

【判定】 

3点 適切に実施（全て（5つ）☑の場合） 

2点 一部改善の余地あり（4～3つ☑の場合） 

1点 全面的に改善が必要（2つ～1つ☑の場合） 

0点 未実施（☑なしの場合） 

 

 ※上記判定結果を以下の管理表の「評価点」欄に記入してください。  

 

【目標点と評価点の管理表】 

 

 
H30 H31 H32 H33 H34 

目標点     
 

評価点     
 

  



43 

 

【解説】 

 保安目標（保安計画）を達成（実施）することが重要であることはもちろんですが、保安目

標（保安計画）を達成（実施）できなかった場合にどう対応するかも同様に重要です。 

 達成できなかった原因を追求し、対策についてはいつまでに実施するのかを明確にするこ

とが必要です。 また、評価は、「パフォーマンス評価」と「有効性評価」の両方を実施するこ

とが重要です。「パフォーマンス評価」は「措置の実施状況に関する評価、実施結果の効果に

対する評価」と、「有効性評価」は「PDCAを回す仕組みそのものの評価、全体として合理的に

保安向上に繋がっているかに対する評価」ということができます。パフォーマンス評価を行っ

ている鉱山は多く見られますが、有効性評価についても行い、継続的改善につながっている

かを具体的に評価し、次の取組につなげていくことが重要です。 

 

（解説で追記すべきと思われる点） 

マネジメントレビューを簡単に説明すると以下の取組になります。ぜひやってみましょう。 

マネジメントレビュー：経営トップが内部監査等の結果を把握し、保安に対する経営資源投入

について検討します。 



（様式２）

頁 図表番号
添付 別冊1～6

添付 別冊7

添付 別冊9～11

添付 別冊12

タイトル
現地調査報告書（6鉱山分）
机上調査結果
第1～3回検討委員会資料
第3回検討委員会議事概要

二次利用未承諾リスト
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委託事業名　「鉱山保安マネジメントシステム」の構築・有効化に関する調査研究事業

受注事業者名　SOMPOリスケアマネジメント株式会社


	「鉱山保安マネジメントシステム」の 
構築・有効化に関する調査研究事業報告書
	【別冊8】鉱山保安MS新チェックリスト案
	二次利用未承諾リスト

