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第１3次鉱業労働災害防⽌計画の
実施状況について

資料１









 鉱⼭保安マネジメントシステムの導⼊促進にあたっては、⾃⼰点検のためのチェックリストと判定チェック項⽬を国が提供
し、各鉱⼭が⾃⼰評価を⾏っている。

 チェックリストは⼤きく分けて、リスクアセスメント等に係る点検評価［チェックリストⅠ］とマネジメントシステムに係る点検
評価［チェックリストⅡ］の2つから構成される。

Ⅰ リスクアセスメント等に係る点検評価［チェックリストⅠ］
（１）リスクアセスメントに対する経営トップの責任表明

Ｑ１︓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。

（２）リスクアセスメントの実施時期
Ｑ２:法令で定めた施業案変更等のとき以外にも、リスクアセスメントを

実施しているか︖

（３）情報の⼊⼿
Ｑ３︓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

する情報を⼊⼿しているか︖

（４）リスクの特定と鉱⼭労働者の参画
Ｑ４︓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

働者を交えて特定しているか︖

（５）リスクの⾒積もりと鉱⼭労働者の参画
Ｑ５︓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︖

（６）リスクの優先度設定と低減措置の検討
Ｑ６︓⾒積られたリスクに対して、対策の優先度を設定するとともに、リ

スク低減措置を検討しているか︖

（７）リスク低減措置の実施と効果の評価・⾒直し
Ｑ７︓ 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

を確認しているか︖
Ｑ８︓実施したリスク低減措置による効果を評価しているか︖
Ｑ９: 実施したリスク低減措置による効果の評価結果に基づき、措置の

⾒直しを⾏っているか︖

Ⅱ マネジメントシステムに係る点検評価［チェックリストⅡ］
（８）保安⽅針

Ｑ10: 経営トップは、保安⽅針を表明しているか︖
Ｑ11: 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︖

（９）保安⽬標
Ｑ12: 保安⽬標を設定しているか︖
Ｑ13: 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︖
Ｑ14︓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

るか︖

（10）保安計画の策定
Ｑ15︓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

いるか︖
Ｑ16︓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︖

（11）保安計画の鉱⼭労働者への浸透
Ｑ17︓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

るような仕組みになっているか︖

（12）保安計画の実施状況の確認
Ｑ18︓保安計画は、その取組が予定どおり実施されているか確認できるよ

うになっているか︖

（13）保安計画の実⾏・確認・結果の反映
Ｑ19︓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

評価改善内容の検討につなげているか︖

（14）保安⽬標、保安計画及びマネジメントシステムの振り返り
Ｑ20︓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︖

Ⅱ．鉱⼭保安マネジメントシステムの導⼊促進（チェックリストによる⾃⼰点検①）
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⼩規模鉱⼭向け簡易リスクアセスメント
（ワークショップで使⽤した教材案）

国は、鉱⼭保安マネジメントシステムの導⼊に遅れがみられる⼩規模鉱⼭の取組が容易に⾏えるよう、リスクアセスメント
の基礎を中⼼とする簡便な仕組み作りに取り組んでいるところ。

簡便な仕組みの案について、座談会（ワークショップ）を通じて鉱⼭の意⾒を聞き、有効性を検証。
今後、完成した仕組みを、地⽅鉱業団体等における⾃主的な勉強会等の取組みへ繋げて⾏く予定。

簡便な仕組みのための現地調査（⼩規模鉱⼭／沖縄県・愛媛県）

⼩規模鉱⼭向け簡易リスクアセスメント座談会（愛知県／⾼知県）

Ⅱ．鉱⼭保安マネジメントシステムの導⼊促進（⼩規模鉱⼭における⾃主保安推進）
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 各鉱⼭では、⽇常の保安活動に加え、鉱⼭保安週間（毎年7⽉1⽇〜7⽇）に合わせ、⾃主保安徹底・安全⽂化
醸成のための教育等に務めている。

⾃主保安活動の事例 〔鉱⼭保安週間フォローアップアンケート結果（有効回答数121）より〕

• 近隣鉱⼭主催の保安講話に参加
• 重機メーカーによる、⾞両系鉱⼭機械 保安講習会（〜正しく使ってゼロ災でいこう︕）を実施
• 保健師によるメタボリックシンドローム診断、⽣活習慣病、メンタルヘルス対策の講習会を実施

講習会等の
開催・参加

• 中央労働災害防⽌協会の講師による、若年層(⼊社5年⽬)教育
• 胴ベルト型とフルハーネス型の違いの学習会
• 消防署による⼼肺蘇⽣法・AEDの取扱い指導

教育の実施

• 消防署に依頼し、消⽕器による消⽕訓練を実施
• 雷退避訓練を実施訓練の実施

• 社内の他部署（総務や営業）によるパトロール、他の鉱⼭との共同に
よるパトロールの実施

• 場内のリスク対策の実施状況と対策の有効性を巡視で確認
パトロール・
点検の実施

• ⾼所作業における墜落災害の防⽌について、作業の抽出と対策を実施
• 教育⽅法の確認・⾒直しを実施

対策・体制の
⾒直し

鉱⼭保安週間ポスター
（令和元年）• 他鉱⼭の災害事例を、⾃⾝の鉱⼭の類似する作業に当てはめて⼨劇

的に作業員が演じ、それを基に、グループ毎に問題点と対策を検討
• トラブルカレンダーによる過去トラブル事例の振り返りを実施

その他

Ⅲ．⾃主保安の推進と安全⽂化の醸成（鉱⼭保安週間等を通じた⾃主保安活動）
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 国・鉱業関係団体は、中央労働災害防⽌協会の活⽤により、地域単位での保安レベルの
継続的向上につながるよう連携・協働。

18

 国（産業保安監督部）において、中央労働災害防⽌協会から講師を招き、鉱⼭の作業監督者等
を対象とする研修を開催。

【中国】美祢地区、新⾒地区において、現場管理者を
対象とした鉱⼭保安講習会を中国地⽅鉱⼭会と監督
部の共同で開催

【沖縄】沖縄本島、⽯垣島、宮古島の3会場で、 ベル
トコンベヤ、ブルドーザーの災害事例研究研修を実施

Ⅶ．国・鉱業関係団体等の連携・協働による保安確保の取組（関係団体の活⽤）

【四国】「労働安全衛⽣マネジメント規格について」の
講習を保安統括者会議と同⽇に開催。また、リスクマ
ネジメント講習会を⾼知県で開催。（リスクマネジメン
ト講習会は、今年3⽉に徳島県でも開催予定。）

【中国】鉱⼭保安講習会 【沖縄】災害事例研究研修

• 【中部】愛知県耐⽕粘⼟珪⽯鉱⼭保安研究会が開催した鉱⼭
研修会において、「鉱⼭保安と安全管理」の講習を実施。

• 【近畿】兵庫・京都地区鉱⼭保安部会において、「頻発災害の
防⽌対策」の講習を実施。

• 【近畿】滋賀県地区⽯灰⽯鉱⼭保安部会・福井県地区鉱⼭保
安部会合同研修会において、「メンタルヘルスケアとヒュ－マンエラ
－の関連性」の講習会を開催。

 地⽅の鉱業関係団体は、中央労働災害防⽌協会の「中⼩規模事業場安全衛⽣サポート事業
（集団⽀援）」を活⽤し、鉱⼭の作業監督者等を対象とする研修を開催。

【中部】鉱⼭研修会 【近畿】滋賀・福井地区合同研修会
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○経済産業省告示第五十六号
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六条及び第百十四条第一項の規定に基づき、

鉱業労働災害防止計画を次のとおり定めたので、同法第八条及び第百十四条第一項の規定に基づき告
示し、平成三十年四月一日から施行する。これに伴い、平成二十五年経済産業省告示第六十八号は、
廃止する。 

平成三十年三月三十日 
経済産業大臣 世耕 弘成 

第十三次鉱業労働災害防止計画 
鉱山保安は、人命尊重を基本理念とし、鉱山災害の根絶を図ることをその最終目標とするものである。鉱

山災害の防止に関しては、昭和二十四年の鉱山保安法施行以来、各般に亘る保安確保対策を積極的に
推進してきたところであり、関係者の努力と相まって災害の発生件数、度数率及び強度率ともに中長期的に
は大幅に減少してきた。 

 現行の鉱山保安法は、災害発生件数の減少や発生要因の変容等を背景に、国の関与を最小限のも
のとし、鉱山における保安確保に当たって民間の自主性を主体とするとの観点から、リスクマネジメントの手法
を法体系の中に導入している。具体的には、鉱業権者（租鉱権者を含む。以下同じ。）に対し、保安上の
危険の把握（現況調査等の実施）とその結果に応じた措置の立案・実施・評価・見直し（措置の保安規
程への反映）を義務付けるとともに、経営トップが掲げる保安方針の下、ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ（計画）－
Ｄｏ（実施）－Ｃｈｅｃｋ（評価）－Ａｃｔ（改善））サイクルにより、継続的な保安向上につなげ
るための自主的取組を定着させることにより、各鉱山において自律した保安体制が構築されることを目指して
いる。 

 このような鉱山の保安に係るマネジメントシステム（以下「鉱山保安マネジメントシステム」という。）が、全
ての鉱山において有効に機能することで、継続的な保安の向上につながっていくよう、国は、その導入と有効性
向上に向けた自主的取組への支援を重点的に実施してきた。その結果、鉱山保安マネジメントシステムの導
入が進展し、また、導入を進めた鉱山ほど保安水準が向上している傾向もみられるようになっている。 

しかしながら、特に中小零細規模の鉱山では、鉱山保安マネジメントシステムの本格導入に遅れが見られ
ている。また、大規模の鉱山も含めて、すでに導入している鉱山においても、災害防止につなげる取組が継続
的に行われていない事例も見られている。 

このような状況を踏まえ、災害防止において鉱業を他の産業の模範とするべく、国は、鉱山保安マネジメ
ントシステムの導入・運用の深化を図るための支援を重点的かつ継続的に実施する。また、鉱山関係者は、
自主保安の徹底、重大災害等に直結する露天掘採場の残壁対策や坑内の保安対策の推進、粉じん防止
対策を含む作業環境の整備等の基盤的な保安対策に万全を期すため、ここに鉱業労働災害防止のための
主要な対策に関する事項を示すものとする。

Ⅰ 計画の期間 
この計画は、平成三十年度を初年度とし、平成三十四年度を目標年度とする五年間の計画とする。た

参考資料１－１
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だし、この計画期間中に特別の事情が生じた場合は、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。 

Ⅱ 計画の目標 
各鉱山においては、災害を撲滅させることを目指す。 
全鉱山における災害の発生状況として、計画期間の五年間で、次の指標を達成することを目標とする。 

指標一︓毎年の死亡災害は零とする 
指標二︓災害を減少させる観点から、計画期間の五年間の平均で、度数率〇・七〇以下 
指標三︓重篤な災害を減少させる観点から、計画期間の五年間の平均で、重篤災害（死亡災害を除

く休業日数が二週間以上の災害）の度数率〇・五〇以下 

Ⅲ 鉱山災害防止のための主要な対策事項 
鉱山災害の撲滅という最終目標を達成するためには、鉱業権者、鉱山労働者を始めとする関係者及び国

が一体となり、保安水準の向上に向けた取組を継続的に実施していくことが必要である。このため、国は、鉱
山災害防止について本計画を長期的視点に立って策定し、自ら講ずるべき施策を明らかにするとともに、鉱山
災害防止の実施主体である鉱業権者、鉱山労働者を始めとする関係者において取り組むことが求められる
事項を、以下に主要な対策事項として示す。 
鉱業権者及び鉱山労働者を始めとする関係者においては、本計画の内容を理解し、自ら積極的に保安

水準の向上に努めることが求められる。 

１．鉱山保安マネジメントシステムの導入促進 
１．１ 鉱山保安マネジメントシステム導入・運用の深化 
鉱山災害を撲滅させるという最終目標を達成するためには、より高い次元での保安の取組が必要であ

り、鉱業権者、鉱山労働者を始めとする関係者及び国は、引き続き一体となって鉱山保安マネジメント
システムの導入に取り組むとともに、導入が進展している鉱山については、その導入状況を含め、各鉱山
の実情に応じたより最適なシステムとなるよう努めるものとする。 
このため、鉱業権者は、次の二つの取組を引き続き推進するものとする。 
イ リスクアセスメントの充実等 
リスクアセスメントの充実とその結果に応じた措置の立案・実施・評価・見直しを繰り返し行う取組

を充実させるよう、具体的には、次の事項の継続的な実施に努める。 
① 潜在的な保安を害する要因を特定するための調査を十分に行い、これらによりもたらされるリス
クを分析する。 
② それぞれのリスクを評価し、リスク低減のための措置を検討し実施する。 
③ リスク分析・評価の過程を関係者で共有するとともに、措置を講じた後の残留リスクについても
適正な評価・管理を行う。 

ロ マネジメントシステムの充実等 
マネジメントシステムの構築、すなわちＰＤＣＡサイクルの循環により継続的な保安水準の向上
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につながる仕組みを構築するとともに、その有効化を図るため、次の事項の実施に努める。 
① 経営トップは、保安の確保を経営と一体のものとして捉え、保安方針を表明する。 
② 保安目標について、達成に至る手段を具体的に立案可能で、達成度合いを客観的に評価可
能なものとして設定する。 

③ 保安目標達成のための具体的な実施事項とスケジュール等を年間の保安計画として策定する。 
④ 保安目標の達成状況及び保安計画の実施状況について評価を行い、問題がある場合は原因
を調査し改善等を実施する。 

また、各鉱山がこれらの取組を進め、その規模や操業状況等に即した最適な形で鉱山保安マネジメントシ
ステムを構築し、その有効性を向上させていくことができるよう、国は、今後策定される労働安全衛生マネジメ
ントシステムの国際規格等との整合性にも配慮しつつ、これまでの支援の実績や、各鉱山における導入事例
や運用状況等を踏まえ、鉱山保安マネジメントシステム導入のための手引書の見直しや、具体的な実施方
法に関する助言、優良事例についての情報提供の充実等を図るものとする。 
さらに、これらの取組の進捗状況について、国及び鉱業権者は、より適切かつ合理的に評価するためのチェ

ックリストの整備を行うとともに、当該チェックリストにより毎年評価を行い、必要と認めた場合に追加の対策を
講ずるものとする。 

１．２ 鉱山規模に応じた鉱山保安マネジメントシステムの導入促進 
これまで国は、中小零細規模の鉱山向けに、ガイドブックの作成等により、鉱山保安マネジメントシ

ステム導入を支援してきたが、大規模の鉱山に比べて導入に遅れがみられている。このため、中小零
細規模の鉱山がその導入に向けた取組を容易に行い得るよう、国は、これまでの支援の経験等を踏ま
えつつ、ガイドブックをより分かりやすい内容に見直すなど、情報提供ツールを充実させるとともに、各鉱
山の状況に応じた助言をより一層きめ細かく行うものとする。 

２．自主保安の推進と安全文化の醸成 
２．１ 自主保安の徹底と保安意識の高揚 

鉱業権者は、保安の最高責任者としての自覚を持って、また、鉱山労働者は、自らも保安確保の
一翼を担うものであるとの自覚を持ち、次の点にそれぞれ留意し、自主保安の徹底を図るものとする。 
（１）鉱業権者 

鉱業権者は、自ら設定した保安目標を達成するため、必要な人員及び予算を確保するとともに、
鉱山労働者の保安意識を高揚させるための活動、保安に関する知識及び技能の向上を図るため
の教育等を実施するに当たり、次の点に留意する。 
① 保安管理体制の充実、特に職務範囲、指揮命令系統の明確化及び鉱山労働者個々の知
識、技能等を踏まえた適正な人員配置を図る。 
② 保安施設の整備等、保安確保に必要な予算の配分に配慮する。 
③ 危険予知活動やヒヤリハット報告活動等、各鉱山の実情に即した保安活動を積極的に実施
する。 
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④ 鉱山労働者の職務の種類及び経験年数並びに人間特性等を考慮した保安教育を計画的に
実施する。特に作業監督者の選任に要する資格については計画的な取得に努める。 
⑤ 災害発生時の被害を最小限にとどめるため、有効な退避訓練及び救護訓練の実施に努める。 

（２）保安統括者、保安管理者及び作業監督者等 
保安統括者、保安管理者及び作業監督者等は、鉱山における保安管理体制の中核として、

それぞれの責任と権限に基づき、常に現場の保安状況を把握し、その職責の十分な遂行に努め
る。 

（３）鉱山労働者 
鉱山労働者は、保安規程や作業手順書の遵守にとどまらず、保安活動に積極的に参画すると

ともに、自らの知識や技能、経験をそれらの作成・見直しに反映するように努める。 
２．２ 鉱山における安全文化と倫理的責任の醸成 

鉱山において、組織の全構成員の安全を最優先する企業文化である「安全文化」を醸成し、倫理
的責任の下に鉱山の活動が行われるよう、経営トップは、保安方針を表明するとともに鉱山における
保安活動を主導し、鉱山に関わる全ての者が保安に関する情報に通じ、保安活動に参画できる環
境作りに努めることとする。 

３．個別対策の推進 
３．１ 死亡災害・重篤災害の原因究明と再発防止対策の徹底 

災害発生後に改めて行うリスクアセスメントの対応等は、類似の災害の再発を防ぎ、鉱山災害の撲
滅という最終目標を達成する上で重要である。特に死亡災害や重篤災害の発生時にあっては、再び
このような重大災害の発生により鉱山労働者の生命や健康が脅かされることのないよう、鉱業権者は
徹底した原因究明と再発防止に努めるものとする。また、国は、これらの災害情報を分かりやすく整
理・分析し、他の鉱山の災害対策に活用できるよう情報の提供を積極的に行うこととする。 
さらに、鉱山災害の多くはヒューマンエラーによるものであり、その要因として、特に「危険軽視・慣れ」

が多く挙げられている。鉱業権者は、リスクアセスメントの実施に当たっては、人間特性についても十分
に考慮し、一旦罹災すると災害が重篤化しやすい機械・設備等のリスク低減措置として、本質安全
対策やフェールセーフ・フールプルーフを考慮した施設の工学的対策等、ヒューマンエラーが発生したとし
ても災害につながらないようにするための対策を検討するとともに、保安規程や作業手順書の遵守を
指導するなどの保安教育、適正な労務管理等による現場全体の保安水準・保安意識の向上等のヒ
ューマンエラーの発生を抑制する対策を講ずるものとする。 

３．２ 発生頻度が高い災害に係る防止対策の推進 
過去五年間に発生した災害の事由は、「墜落・転倒」、「運搬装置のため」、「取扱中の器材鉱物

等のため」及び「機械のため」が全体の約八割を占める。発生頻度が高い災害は、リスクの見落としや
過小評価、操業条件の変化に伴う新たなリスクの発生等と、作業上必要な保安に関する知識、技
能、情報の不足により生じ得るものである。このため、鉱業権者は、リスクアセスメントの継続的な見直
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しを徹底して行い、不安全な状態及び不安全な行動を特定し、その排除に努める等、対策の充実に
ついて検討し、必要な措置を講じることにより、これらの事由による災害の着実な減少を図る。また、国
は、鉱業権者によるこれらの取組が継続的に行われるように、災害事例・再発防止対策に関するガイ
ドブック、鉱山保安情報等を活用し、きめ細かい助言や情報提供を行う。 

 
３．３ 鉱種の違いに応じた災害に係る防止対策の推進 

鉱山災害は、鉱種の違いによって発生状況が異なることから、国は、その発生状況の違いについて
も情報収集を行い、全国横断的な鉱業関係団体や地域の鉱業・保安関係団体とも連携しつつ、保
安向上のための情報共有や保安教育の機会を設けるなどの取組を進めることとする。 

４．基盤的な保安対策と新技術の推進 
４．１ 基盤的な保安対策 

次に掲げる基盤的な保安対策を推進するものとする。 
（１）露天掘採場の残壁対策 

鉱業権者は、石灰石鉱山等の露天掘採場における長大残壁について計画的な地質調査、安
定解析及び計測管理等に努め、適切な採掘切羽を設定するとともに、残壁の安定化を図ることに
より、鉱山災害の防止に努める。 

（２）坑内の保安対策 
鉱山の坑内構造をその自然条件に対応した合理的なものとすることは、保安の確保、特に重大

災害の防止に不可欠である。したがって、鉱業権者は、各鉱山の坑内構造の整備に努めるとともに、
災害発生時の被害を最小限にとどめるため、所要の保安施設の整備や有効な退避訓練及び救
護訓練の実施に努める。また、外国人の研修を実施する鉱山の鉱業権者は、外国人研修生に配
慮した災害防止対策を実施する。 

（３）作業環境の整備 
鉱業権者は、粉じんの防止、有害ガス対策、坑内温度調節、坑内照明の改善等作業環境の

整備に積極的に努める。 
特に、粉じん防止対策については、集じん装置の適正配置、効率的な散水の励行及び粉じん

発生装置の密閉化等、坑内外における作業環境改善対策の一層の推進に努める。 
４．２ 新技術の活用等による保安技術の向上 

掘採条件の悪化、生産技術の進歩等に対応して保安技術を不断に向上させ、その成果を現場で
活用することは、保安を確保する上で不可欠である。また、ロボット技術、センサー技術、自動化技術
等の新技術を鉱山保安の分野に活用し、危険な作業への人の介在を回避する取組や、人の感覚の
みでは検知が困難な異常事象を把握する取組もみられるようになっている。このため、産学官が連携
を図り、保安技術の向上や普及に努めるとともに、新技術を鉱山保安の分野に活用し、その有効性
の実証や成功事例についての情報提供等を積極的に行うことにより、その実地への適用を推進する。 
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５．現場保安力の向上 
５．１ 単独作業及び非定常作業に対する保安管理 

鉱業権者は、請負作業者を含め、単独作業及び修理等の非定常作業に携わる者の災害を防止
するため、作業の関係者全体でリスクを共有するコミュニケーション活動の実施等、鉱山全体での保安
管理に努めるものとする。また、単独作業対策としては、カメラ、センサーによる作業の記録・管理等に
より、災害の未然防止や原因究明を容易に行い得る環境の整備に努めるものとする。 

５．２ 現場保安力の向上と人づくりへの取組 
鉱業権者は、現場保安力の向上のため、危険体感教育、危険予知の実践教育及び保安技術・

知識に関する学習の機会を設けるとともに、国が作成・情報提供している災害事例と再発防止対策
に関するガイドブック、鉱山保安情報等を活用し、継続的な保安教育の実施に努めるものとする。 
 また、現場保安力向上のための取組についても、鉱山保安マネジメントシステムの中で毎年度評価
を行い、新しい知見を踏まえた改善を進めるものとする。 

６．国、鉱業関係団体等の連携・協働による保安確保の取組 
国は外部専門家を活用した保安指導を実施するとともに、鉱山労働者等を対象とした各種研修及び

災害情報の水平展開等の充実に取り組むものとする。 
鉱業関係団体は、鉱業権者のニーズを踏まえ、民間資格制度「保安管理マスター制度」の運用・改

善をはじめとした自主保安体制強化のための支援等、鉱山災害防止のための活動を積極的に実施する
ものとする。 
国、鉱業関係団体は、それぞれの活動が有機的に機能し、保安レベルの継続的な向上につながるよ

う連携・協働を促進するものとする。特に、中小零細規模の鉱山に関しては、中央労働災害防止協会
の支援制度の活用や、地域単位で鉱山の関係者が行う保安力向上のための情報交換、大規模の鉱
山による保安レベルの底上げのための支援等の取組等に対し、これらが円滑に行われるようきめ細かな対
応を行うものとする。 



鉱害防⽌積⽴⾦制度の改正等について

令和２年２⽉１８⽇
産業保安グループ 鉱⼭・⽕薬類監理官付

参考資料１－２











 鉱害防⽌積⽴⾦の積⽴期間等の⾒直し
（１）鉱害防⽌積⽴⾦の算定基準の改正（規則第15条）
 令和2年度以降20年以内（令和2年度以降新たに設置される施設についても20年以内）に鉱害防⽌事業に

必要な額が積み上がるよう、規則第15条第1項第1号〜第3号に定める算定式を改正する。

 当該年度の積⽴⾦の額について、規則第15条第1項第1号〜第3号により算定された額に、新設する規則第21
条第1項第10号に規定する積⽴計画に定められた額から第1号〜第3号により算定された額を差し引いた額
（当該額が負になる場合は零。）を上限として産業保安監督部⻑が適当と認める額を加算することができるよ
う、規則第15条第1項に第4号を新設する。

（２）報告事項の追加（規則第21条）
 採掘権者等が産業保安監督部⻑に対して毎年度報告することとなっている事項に、採掘権者等の当該年度以

降の鉱害防⽌積⽴⾦の積⽴計画を追加するため、規則第21条第1項第10号を新設する。

 鉱害防⽌積⽴⾦の利息の⾒直し
 今後の鉱害防⽌積⽴⾦の運⽤⾦利の⾒通しを勘案し、改定後の⾦利による利息の⽀払いが安定的に推移し、

かつ、適正な利息残⾼を確保することができるように、規則第16条第1項に定める利息の利率を年0.5％から年
0.2％に改定する。

【スケジュール（案）】
令和2年2⽉13⽇〜3⽉13⽇ パブリックコメントの募集
令和2年4⽉1⽇ 公布・施⾏

５．鉱害防⽌積⽴⾦制度の改正の概要
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  金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部改正について 

令和２年 2月 18日 

経 済 産 業 省 

産業保安グループ 

鉱山・火薬類監理官付 

１．改正の背景 

［１］鉱害防止積立金の積立期間等の見直し 

 金属鉱物等の採掘権者等は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法（昭和４８年法律第２

６号。以下「特措法」という。）第７条の規定に基づき、特定施設（坑道及び捨石等

の集積場）の使用終了後に自らが実施する鉱害防止事業に必要な費用を、あらかじめ

（鉱山の操業中に）鉱害防止積立金として、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資

源機構（以下「資源機構」という。）に積み立てることが義務付けられている（別紙

１）。 

 鉱害防止積立金制度の開始時と比べて、操業中の鉱山は激減し、多くの鉱山で積立

が完了している状況ではあるものの、現状積立が必要となる鉱山施設のうちのいくつ

かは積立完了が１００年以上先となるものもあり、鉱害防止事業に必要な額の確実か

つ早期の確保を図り、鉱害発生の防止を図るという政策目的の達成のためには、現実

的な積立期間の見直しに加え、採掘権者等の意向・計画を踏まえた前倒しての早期積

立てを可能とする制度見直しが必要となっている。 

［２］鉱害防止積立金の利息の見直し 

鉱害防止積立金は、積み立てた者の資金の流動性を凍結させることとなるため、そ

の積立者に対し、できるだけ過大な負担をかけぬよう、当該積立金に利息を付すこと

が特措法第８条に定められている。 

利息の利率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則（昭和４８年通商産業省令

第６０号。以下「規則」という。）第１６条第１項に規定されており、現在年０．５

パーセントである。 

＜参考＞利息利率の変遷（過去７回改正） 

・昭和４８年制定 年４．５％ ・平成１１年改正 年１．５％

・昭和６０年改正 年６．０％ ・平成１８年改正  年０．８％

・平成 ６年改正 年２．５％ ・平成２３年改正  年１．０％

・平成 ８年改正 年１．０％ ・平成２７年改正 年０．５％

鉱害防止積立金の管理及び利息の支払いは資源機構が行っているが、最近の低金利

の状況下では、支払利息が運用益を大きく上回るため、令和３年度には利息残高が枯

渇し、採掘権者等に対する利息の支払いが不可能となる見込みである。このため、利

息の利率を適正なものに見直すことが必要となっている。 
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２．主な改正事項 

［１］鉱害防止積立金の積立期間等の見直し 

（１）鉱害防止積立金の算定基準の改正（規則第１５条）

- 令和２年度以降２０年以内（令和２年度以降新たに設置される施設についても

２０年以内）に鉱害防止事業に必要な額が積み上がるよう、規則第１５条第１

項第１号から３号に定める算定式を改正する。

- 当該年度の積立金の額について、規則第１５条第１項第１号から第３号により

算定した額に、新設する規則第２１条第１０号に規定する積立計画に定められ

た額から第１号から第３号により算定された額を差し引いた額（当該額が負に

なる場合は零。）を上限として産業保安監督部長が適当と認める額を加算する

ことができるよう、規則第１５条第１項に第４号を新設する。

（２）報告事項の追加（規則第２１条）

規則第２１条第１項に定める採掘権者等が産業保安監督部長に対して毎年度

報告することとなっている事項に、採掘権者等の当該年度以降の鉱害防止積立金

の積立計画を追加するため、規則第２１条第１項第１０号を新設する。 

［２］鉱害防止積立金の利息の見直し 

今後の鉱害防止積立金の運用金利の見通しを勘案し、改定後の金利による利息の支

払いが安定的に推移し、かつ、適正な利息残高を確保することができるように、規則

第１６条第１項に定める利息の利率を年０．５％から年０.２％に改定する。（別紙２） 

３．今後のスケジュール 

令和２年２月１３日～３月１３日 パブリックコメントの募集 

令和２年４月１日 公布・施行 
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｢特定施設に係る鉱害防⽌事業の実施に関する
基本⽅針(第５次基本⽅針)｣に係る取組について

令和２年２⽉１８⽇
産業保安グループ 鉱⼭・⽕薬類監理官付

参考資料１－４





１）鉱害防⽌⼯事の早期完了
①鉱害防⽌⼯事の進捗
第５次基本⽅針の中間レビューを受け、基本⽅針に基づく鉱害防⽌⼯事を令和4年度までに終了させるため、鉱害防⽌補助⾦を拡充させ、鉱害防⽌⼯事

を加速化（令和元年度予算は、⼀般会計︓前年度と⽐べ2.2億円増の２9.1億円。特別会計︓前年度と⽐べ４.３億円減の２.３億円。 ）。第５次基
本⽅針（期間中の総事業費６５億円）のうち、これまでに１９.５億円の⼯事のために補助⾦ベースで１４.７億円を交付（補助⾦では義務者不存在を
⽀援）した。

２．第５次基本⽅針に係るこれまでの取組み

年度
鉱害防止工事

事業費
うち補助金額

鉱害防止工事
実施鉱山数

平成25～30年度（補
正を含む）累計

１,７２８百万円 １,２９６百万円

令和元年度当初 ２２５百万円 １６９百万円
義務者不存在
８鉱山

合計 １,９５３百万円 １,４６５百万円

※交付決定額ベース。特別会計を含む。
また、鉱害防⽌⼯事には、緊急的な⼯
事を含む。

年度 坑廃水処理費 うち補助金額 坑廃水処理実施鉱山数

平成25～30年度累計 １４,７６６百万円 １１,０７４百万円

令和元年度 ２,７１６百万円 ２,０３７百万円
義務者不存在鉱山23鉱山、義務者
存在鉱山47鉱山

２）坑廃⽔処理の終了、更なる坑廃⽔処理コストの削減
①坑廃⽔処理の現状
義務者不存在鉱⼭23鉱⼭及び義務者存在鉱⼭47鉱⼭に対し、鉱害防⽌補助⾦を交付し、坑廃⽔

処理事業によって重⾦属等を除去することにより、⼈の健康の保護及び⽣活環境の保全を図った。

※交付決定額ベース。特別会計を含む。また、義務者存在の坑廃⽔処理費は⾃然汚染・他者汚染分割合の事業費。

【鉱害防⽌補助⾦の予算額の推移】

【特別会計事業（令和元年度当初）の例】

鉱⼭名︓元⼭鉱⼭（岡⼭県備前市）
概 要︓野⾕処理場の省エネルギー改修事業

【令和元年度鉱害防⽌⼯事】

【令和元年度坑廃⽔処理】

【鉱害防⽌⼯事（令和元年度当初）の例】

鉱⼭名︓尾太鉱⼭（⻘森県）
概 要︓雪崩により破損した導⽔管設置護岸整

備⼯事

※前回資料では30年度補正は予算
ベースで集計。今回の資料では交付決
定額ベースで再集計。
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２．第５次基本⽅針に係るこれまでの取組み

 平成23年に発⽣した東⽇本⼤震災の教訓を踏まえ改正した新技術指針（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(内規）︓レベル２耐震評価）に基づき、耐震安定性に問題があ
ることが判明した集積場について、鉱業権者に対して対策⼯事等を指⽰しているところ。

 平成30年度より、東⽇本⼤震災後の耐震
調査で耐震基準に不適合であった集積場の
安定化対策⼯事を、国⼟強靱化予算

（平成30年度補正及び令和元・2年度当初予算）
を⽤いて集中的に実施し、対策を加速化。

 平成30年度時点で対策済み︓義務者存
在44％、義務者不存在33％となっており、
さらなる早期対応を指導、⽀援していく。

４）耐震対策等リスク対応について

B鉱⼭安定化⼯事
10



２．第５次基本⽅針に係るこれまでの取組み

 平成26年2⽉の中央鉱⼭保安協議会での審議を踏まえ、同年6⽉に鉱⼭保安法施⾏規則第43条を
改正し、「坑廃⽔処理施設の鉱害防⽌に関する作業を監督する者を選任をするときは、産業保安監督
部⻑が同作業に関し現⾏資格を有する者と同等以上と認めた者から選任することができる」規定を新たに
追加し、⺠間団体が実施する資格制度（⼀般財団法⼈休廃⽌鉱⼭資格認定協会が⾏う資格認定講
習修了試験）を対象に加えた。

 本制度により、平成30年度までに計210名が講習を受講し190名が合格。
令和元年度は9⽉12⽇に試験が実施され、34名が受講し23名が合格。
8名が作業監督者として選任された。

５）坑廃⽔処理管理者の不⾜・⾼齢化対応について

年度 作業監督者選任者数

平成２６年度 ７名
平成２７年度 １３名
平成２８年度 １０名
平成２９年度 １１名
平成３０年度 １１名
令和元年度 ８名

講習⾵景
11





四国管内鉱⼭保安状況について

資料２

中国四国産業保安監督部四国⽀部 鉱⼭保安課

令和２年４⽉２２⽇
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２．2019年（令和元年）報告災害概要

月日 鉱種 罹災程度 災害の種類 概要

5/31 ドロマイト 死亡１ 運搬装置
のため
（⾞両系
鉱⼭機
械）

罹災者は、⾞両系鉱⼭機械に軽油を給油するため、給油所で２０Ｌ
ポリタンクに軽油を⼊れ、フォークリフトの運転席の右側にポリタンクを置い
て（推定）、鉱⼭道路を下っていたところ、何らかの理由で運転操作を
誤り、横転したものと推測される。その際にハンドルで腹部等を強打し
（推定）出⾎性ショック（肝損傷）で死亡した。ヘルメットは被っていた
が、シートベルトはしていなかった。

6/5 ⽯灰⽯ 罹災者
なし

発破⽕薬
類

露天採掘場にて端縁処理の発破を⾏ったところ、⾶⽯が発⽣し、発破
箇所より約200〜250ｍ離れたプラントの屋根等の⼀部を損壊した。

11/18 ⽯灰⽯ 罹災者
なし

⽕災 荷役をしていた船員が、船積⽤のベルトコンベアから煙が上がっているの
を発⾒し、オペレータ及び係員により消⽕器を使って直ちに消⽕した。
原因は、トリッパーヘッドプーリー右軸受が過熱破損し、トリッパープーリー
シャフトが軸受部から脱落し、トリッパーシュートと接触した状態で⾼速回
転していたため熱が発⽣し、トリッパーシュート内に貼られていた防⾳ゴム
に引⽕したことによると推測される。

12/21 ⽯灰⽯ 罹災者
なし

⽕災 荷役作業中、船積⽤のベルトコンベアのトリッパーベントプーリー部のシャ
フト右軸受部の軸がずれ、シャフトとケースが接触した状態で⾼速回転
し、⾦属摩耗により⽕花が発⽣し、グリスに引⽕した。係員が現場に到
着後、消⽕器１本で消⽕し、煙が出続けていたため清掃⽤の送⽔ホー
スで放⽔し鎮⽕した。
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資料３ 

令和２年度鉱山保安監督指導について 

 

                        中国四国産業保安監督部四国支部 

 

１．基本方針 

鉱山（製錬場を含む）の保安監督指導については、人命の尊重、国民の健康の保護

及び生活環境の保全を基本理念として、鉱山保安法令に基づき、危害及び鉱害の防止

に万全を期すべく実施しているところです。 

平成１７年４月から、リスクマネジメントの手法を法体系の中に導入した改正鉱山

保安法が施行され、鉱業権者自らが鉱山の保安上の危険を把握し、それに対応する保

安措置を講ずるとともに、随時その見直しを行うこととしています。 

 

（１）第１３次鉱業労働災害防止計画（平成３０年度～令和４年度） 

平成３０年度から令和４年度の５年間は、第１３次鉱業労働災害防止計画（以下、

第１３次計画）において、各鉱山において、災害を撲滅させることを目指し、全鉱山

における災害発生状況として、計画期間の５年間で、３つの指標（指標１：毎年の死

亡災害は０とする。指標２：災害を減少させる観点から、計画期間の５年間の平均で、

度数率０．７０以下、指標３：重篤な災害を減少させる観点から、計画期間の５年間

の平均で、重篤災害（死亡災害を除く休業日数が２週間以上の災害）の度数率０．５

０以下）を達成するため、保安方針の表明、保安目標の設定、保安計画の策定及び評

価・改善を行う「鉱山保安マネジメントシステム（以下、鉱山保安ＭＳ）」の導入促

進を図っています。 

 

（２）平成３０年（暦年）及び平成３１（令和１）年（暦年）災害発生状況 

①平成３０年（暦年）は、「死亡災害０」の目標は達成しましたが、度数率の目標は

達成できませんでした。 

 

②平成３１（令和１）年（暦年）は、当支部管内においては、７年ぶりに死亡災害１

件が発生したほか、発破飛石災害１件、火災２件が発生し、「死亡災害０」及び度数

率の目標は、達成できませんでした。 

 

２．令和２年度監督指導の重点事項 

令和２年度は、第１３次計画の３年目に当たり、引き続き各鉱山の実状に即したさ

らなる自主的な取組みにより、同計画に定められた災害防止対策が的確に実施され、

第１３次計画の目標である「鉱山災害の撲滅」が達成されるために、関係者の一層の

努力による鉱山保安ＭＳの促進が必要であると考えています。このため、特に以下の

事項に重点をおいた監督指導を実施することとします。 
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（１）自主保安体制の確立 

①鉱山の現況調査を反映した保安規程の見直し及び周知 

 鉱山の作業環境の変化に対し、鉱業権者及び鉱山労働者自らの視点で現況調査及

びリスク評価を実施し、必要に応じて保安規程の見直しを行い、鉱山労働者に周知

する体制の定着が図られるよう監督指導を行います。 

 

②鉱山保安ＭＳ構築の推進 

 経営トップが実施する「保安方針」の表明、達成度合いを客観的に評価可能な「保

安目標」の策定、及び保安目標達成のための具体的な実施事項とスケジュール等の

「保安計画（年間計画）」の作成及び評価・改善など、鉱山における鉱山保安ＭＳ

の充実に向けて具体的な実施方法や優良事例等の情報提供を推進します。 

また、鉱山保安ＭＳの取り組みが不十分な鉱山に対して、指導、助言等の支援を

行うともに、令和元年度に引き続き、外部専門家による現地調査を実施します。 

 

（２）危害防止対策 

当支部においては、平成３１（令和１）年（暦年）に、死亡災害１件が発生して

いることから、令和２年度は、危害防止対策の指導強化を図り、各鉱山において、

「災害撲滅」「罹災者０」を目指すものとします。 

 

① 作業手順の整備及び遵守の徹底 

作業手順は、鉱業上使用する機械・器具及び工作物が安全かつ適正に使用され

るために作成されており、作業の安全を直接確保する重要なものであるため、現

場の状況を十分に踏まえて、労働者の意見を直接聞く等により、具体的に作成・

見直され、実効性のあるものとして鉱山労働者に遵守されるよう指導するととも

に、鉱山労働者への周知及び再教育が適切に行われるよう指導します。 

 

② 頻発災害や非定常作業時等における災害防止対策の推進 

第１２次計画期間中（平成２５年～２９年）の災害の発生状況を見ると、災害

発生事由は、全国でも管内でも、「運搬装置のため」、「墜落・転倒」、「取扱

中の器材鉱物等のため」及び「発破飛石」によるものが多くなっています。 

管内で平成２８年、２９年、平成３１（令和１）年に発生した「運搬装置」に

よる災害は、いずれも災害防止対策が徹底されていれば、防ぐことができた災害

であり、作業手順書（目的外使用の禁止を含む。）の遵守、鉱山労働者への周知、

再教育の徹底などの対策が必要とされています。 

特に、平成３１（令和１）年（暦年）に、鉱山労働者の不安全な行動による死

亡災害が発生したことから、令和２年（暦年）も引き続き、鉱業権者が、現況調

査及びリスク評価を徹底して行い、不安全な状態及び不安全な行動を抽出し、鉱

山労働者自らが、不安全な行動をとらないよう、その排除に努める等対策が実施

され、実施状況の評価・改善が適切に図られるよう監督指導を行います。 

   また、鉱山で実施する不定期又は定期的ではあるが、頻度の低い施設の保全（点
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検・修理・改造等）作業、及び、異常・故障等のトラブル対処作業の非定常時作

業等、鉱山の作業については、その内容・場所が多岐にわたるため、個々の保安

対策が不十分となるおそれがあります。このため、このような作業についての作

業手順の作成、見直し及び遵守の徹底はもとより、保安担当者が作業者の作業内

容について十分に把握し、巡視時においてもその作業内容を確認できるような保

安管理体制を指導します。 

                                     

③ 残壁対策 

残壁の安定性の確保は、鉱山労働者の安全のために必要であるだけでなく、その

崩壊による自然破壊や鉱山外への被害の重大性等から重要な課題です。このため、

施業案の残壁規格の遵守、残壁面付近の採掘方法の改善、採掘区域拡大による残壁

面の計画的採掘・整形、残壁の安定化のための安全な傾斜の保持、採掘跡の埋め戻

し、岩盤の変化・異常の早期発見のため点検、観測等の実施が図られるよう監督指

導を行います。 

 

④ 作業環境粉じん対策 

 良好な作業環境の維持管理等のため、適正な粉じん濃度の測定を実施させるとと

もに、測定結果（当支部測定結果を含む）を踏まえた監督指導を行います。また、

鉱業権者自らが粉じん飛散防止対策、防じんマスクの着用管理の徹底を確認する等

監督指導を行います。 

                 

（３）鉱害防止対策 

   坑廃水の排水基準、鉱煙の排出基準を遵守するため、坑廃水処理施設、鉱煙処理

施設等の整備・管理が適切に図られるよう監督指導を行います。坑廃水処理を行う

休廃止鉱山のレジリエンスの取組の強化を図ります。特定施設に係る鉱害防止事業

の実施に関する基本方針について、第５次基本方針のレビュー及び第６次基本方針

策定に向けた準備を行います。また、坑廃水以外の採掘場からの排出水についても、

適正な水質で排出されるよう沈砂池等の排水処理施設の整備・管理が適切に行われ

るよう指導を行います。 

 

（４）鉱業上使用する施設の老朽化・破損等対策 

 平成３１（令和１）年（暦年）は、鉱業上使用する施設の老朽化・破損等による

「火災（ベルトコンベア）」の災害が２件発生したことから、油流出等の鉱害発生

及び火災その他の危害発生に繋がるリスクについて、鉱業権者が適切に現況調査及

びリスク評価を行い、有効な是正措置を講じるよう監督指導します。 

また、こうした事故が発生しないために、鉱業上使用する施設の日常点検、定期

検査や施設の施工管理の徹底が適切に図られるよう指導するとともに、事故発生時

に応急の措置を講じ、速やかに事故復旧が図られるような管理体制について監督指

導します。 
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（５）自然災害への対応 

南海トラフ巨大地震、台風等の豪雨による自然災害に備え、鉱業上使用する施設

の耐震化、避難訓練の実施、地方公共団体等との協力連携等、必要な対策を講じる

よう監督指導します。 

 

（６）保安教育の推進 

 鉱山における新技術の活用等による保安技術の向上、保安教育の推進、リスクマ

ネジメントの定着、自主保安体制を支援するため、必要に応じ、鉱山保安研修及び

保安指導を計画します。 

 

（７）情報の提供、手続きのスマート化 

 鉱業権者が、現況調査及び保安規程の見直し作業を行うに際して、有用な災害・

事故情報及びリスク低減対策等の情報の提供に努めます。情報の提供は、経済産業

省及び中国四国産業保安監督部四国支部のホームページ、電子メール等並びに保安

検査等により実施します。 

 また、鉱山保安手続きのスマート化（保安ネット）について推進します。 

 









 

資料４ 

保安図の提出について 
 

新型コロナウイルスの影響に鑑み、鉱山保安法施行規則で規定する保安図の複本の提出期限について、本来８月

末が提出期限であるところ、１２月末まで延長しますのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜提出に当たってのお願い＞＞ 

最近、保安図の記載内容について、鉱山の施設等の記載が不十分な鉱山があります。 

提出前に下記事項が記載されているかどうか確認をお願いします。 

・縮尺及び方位 

・平面図、断面図、前年度の採掘場所を明示 

・露天採掘場、選鉱場、砕鉱場 

・捨石、鉱さい、沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、埋戻し区域 

・坑水、排水の処理施設（沈澱池）及び排出口 

・燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類、毒劇物その他危険物の貯蔵所 

・消火器 

・鉱山道路 

・変電設備、鉱山事務所 

 

※次項に基本的なJIS記号を示しましたので、これらの施設はJIS記号で記載お願いします。 

※送付状の見本も添付します。鉱山保安法に基づく提出文書となりますので、鉱業権者の印をお願いします。 

  



 

 

    保安図の鉱山記号は「ＪＩＳ Ｍ０１０１－１９７８」に則り記すこと 

 

－参考－ 

消火器 ▲（赤） 

坑内事務所 

※鉱山事務所も兼ねる 
ｏｆ 

火薬類取扱所 ＥＤＳ 

火薬類貯蔵所 ＥＳ 

油脂類貯蔵所 ＯＳ 

坑水 又は 廃水の排水口 ＥＰ 

燃料貯蔵所 ＦＳ 

燃料給油所 ＦＦ 

坑廃水処理施設 ＷＴ 

 

 

 

 

 

  



 

  年  月  日 

 

 

 中国四国産業保安監督部長 殿 

 

鉱業権者         印 

 

 

 

保安図提出について 

 

 鉱山保安法第４２条の規定に基づき、○○鉱山の保安図について別添のとおり届け出ます。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  年  月  日 

 

 

 中国四国産業保安監督部長 殿 

 

 

鉱業権者         印 

 

 

保安図提出について 

 

 鉱山保安法施行規則第４７条第１項の規定に基づき、○○鉱山の保安図について変更がない旨を

申し出ます。 

 

 

 

 

 

 

備考：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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事  務  連  絡

令和２年４月１４日

関係業界団体 御中

経済産業省産業技術環境局環境管理推進室

高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の

所有の有無の確認及び早期処理について（周知）

日頃より、経済産業行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「高濃度 PCB 廃棄物」という。）については、全

国 5 か所の中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」という。）の処理施設にて処

理が行われているところです。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第 65
号。以下「PCB 特別措置法」という。）においては、JESCO の処理施設ごとに定める計画

的処理完了期限の１年前を処分期間の末日として規定していますが、既に、北九州事業地域

の変圧器、コンデンサー等については、平成 30 年３月末日に処分期間が終了し、他の事業

地域においても順次処分期間が到来することとなり、残された時間は限られています。

特に、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）の電気工作物ではない X 線発生装置や溶接

機等の、いわゆる「非自家用電気工作物」の中に組み込まれているコンデンサーについては、

北九州事業地域の変圧器、コンデンサー等の処分期間後にも多く発覚したほか、PCB 含有

絶縁油が使用されたものの存在も明らかになっており、これらについても、所有事業者及び

保管事業者は、PCB 特別措置法により処分期間内に廃棄した上で自ら処理又は JESCO に

処分委託することが義務付けられています。

こうした非自家用電気工作物のうち、X 線発生装置、溶接機及び昇降機（エレベーター、

エスカレーター）制御盤における高濃度 PCB を含むコンデンサー及び絶縁油（以下「高濃

度 PCB 含有コンデンサー等」という。）の使用有無については、各機器のメーカー名、機器

名、型式名及び製造時期から判別可能です。

つきましては、貴団体の会員企業に対し、下記のとおり、使用中又は保管中の X 線発生

装置、溶接機及び昇降機（エレベーター、エスカレーター）制御盤が高濃度 PCB 含有コン

デンサー等を使用したものであるかの確認を促していただく とともに、該当する機器を所

有している場合は、確実かつ早期に処分委託手続き等を行うことを周知徹底 していただく

ようお願い申し上げます。

資料５
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記

＜高濃度 PCB 含有コンデンサー等が使用された機器の確認＞ 
１．製造時期の確認

国内の PCB の生産は昭和 47 年（1972 年）に中止され、高濃度 PCB を含むコンデン

サー等の電気機器の製造も中止されましたが、それ以前に出荷された高濃度 PCB を含む

コンデンサー等を高電圧発生装置として組み込んだものが昭和 50 年代前半頃まで製造・

販売されていたことが確認されています。

そのため、まず、使用中又は保管中の X 線発生装置、溶接機及び昇降機（エレベータ

ー、エスカレーター）制御盤が昭和 55 年（1980 年）までに製造・販売されたものである

かを確認 してください。なお、昭和 55 年以降に機器のメンテナンス等により高電圧発生

装置の交換を行っている場合、高濃度 PCB は含まれておりません。ただし、交換を行っ

た際、コンデンサー等を含む高電圧発生装置部分を切り離して保管されている場合もあ

る ため、そのようなものの有無についても確実に確認するようにしてください。

２．機器の判別方法

１．で該当する機器を使用・保管している場合、当該機器における高濃度 PCB 含有コ

ンデンサー等の使用有無について、機器の種類ごとに以下の要領で確認してください。

 医療用 X 線発生装置：

高濃度 PCB 含有コンデンサーの使用有無について、一般社団法人日本画像医療

システム工業会のホームページ（http://www.jira-net.or.jp/info/pcb.html）に掲載さ

れた各社（５社）問い合わせ先に連絡して確認 してください。５社以外のメーカー

の機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。

 工業用 X 線検査装置：

一般社団法人日本検査機器工業会に加盟する４社により製造された機器のうち、

高電圧トランスに PCB 含有絶縁油が使用された可能性のあるものの機器名、型式

名及び製造時期は別添１のとおりであり、これらに該当するものを使用・保管して

いるかを確認してください。４社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直

接メーカーにお問い合わせください。

 溶接機：

一般社団法人日本溶接協会に加盟する５社により製造された機器のうち高濃度

PCB 含有コンデンサー等を使用したものの機器名、型式名及び製造時期は別添２の

とおりであり、これらに該当するものを使用・保管しているかを確認してください。

また、別添２に記載の８社については、高濃度 PCB 含有コンデンサー等を使用した

機器はありません。なお、これら 13 社以外のメーカーの機器を保有している場合

は、直接メーカーにお問い合わせください。
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 昇降機（エレベーター、エスカレーター）制御盤：

昇降機（エレベーター、エスカレーター）の制御盤に高濃度 PCB 含有コンデンサ

ーが使用されているかは、建物の昇降機保守会社にお問い合わせ ください。

３．高濃度 PCB 含有コンデンサー等を使用した機器を所有している場合は、処分期間内

に使用を中止し、PCB 特別措置法に基づく届出をして、早期に JESCO へ処分委託 を

行ってください。

＜参考：微量 PCB に汚染されたコンデンサーが使用された機器の確認＞ 
○ 平成３年（1991 年）以前に製造された上記の機器には、微量の PCB を含むコンデンサ

ーが使用されている可能性があります。特に、分析用 X 線検査装置について、一般社団

法人日本分析機器工業会のホームページに掲載された各社（２社）の製品については同ホ

ームページ（https://www.jaima.or.jp/jp/about/activities/pcb/）に掲載された問合せ先に

連絡 して確認してください。２社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メ

ーカーにお問い合わせください。また、溶接機 についても、別添２のとおり、微量 PCB
が含まれるコンデンサーが使用された可能性のある時期が把握されています ので参照の

上、確認をお願いします。その上で、該当する機器の廃棄時には、コンデンサーに封入さ

れた絶縁油を採取して PCB 濃度の測定を行う ようにしてください。

○ 微量 PCB 含有コンデンサーは 低濃度 PCB 廃棄物として、PCB 特別措置法により 処

分期間が令和８年度末（令和９年３月末日）まで と定められており、処分期間内に確実

に自ら処分し、又は処分委託を行う必要があります。低濃度 PCB 廃棄物の処理は JESCO
ではなく、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者 と 都道府県市の許可を受けた

特別管理産業廃棄物処分業者 により行われていますので、これらの事業者に処分委託を

行ってください。なお、事業者選定に際しては、下記参照先の 「廃棄物処理法に基づく

無害化処理認定施設一覧」を御確認ください。
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＜添付資料＞

別添１：高濃度 PCB 含有絶縁油を使用した可能性のある工業用 X 線検査装置のメーカー

名、機器名、型式名及び製造時期

別添２：高濃度 PCB 含有コンデンサーを使用した溶接機のメーカー名、機器名、型式名及

び製造時期

＜参照先＞

○ ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて（パンフ

レット）

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf 
○ ポリ塩化ビフェニル（PCB）早期処理情報サイト（環境省ホームページ）

http://pcb-soukishori.env.go.jp/
○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）ホームページ

http://www.jesconet.co.jp/
○ 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧

https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

＜問い合わせ先＞

○ PCB 特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先

参照先のパンフレット 12 ページに記載

○JESCO への PCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先

JESCO 登録担当 Tel：03-5765-1935
○各機器に関する問合わせ先

・一般社団法人日本画像医療システム工業会（JIRA）

http://www.jira-net.or.jp/info/pcb.html
TEL：03-3816-3450

・一般社団法人日本検査機器工業会（JIMA）

https://jima.jp/
TEL：03-3288-5080

・一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）

https://www.jaima.or.jp/
TEL：03-3292-0642

・一般社団法人日本溶接協会（JWES）
http://www.jwes.or.jp/
TEL：03-5823-6324
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○ その他確認・判別方法に関する問い合わせ先

環境省環境再生・資源循環局 PCB 廃棄物処理推進室

担当：水嶋

TEL：03-6457-9096

○ 本事務連絡に関する問い合わせ先

経済産業省産業技術環境局環境管理推進室

担当：酒井  sakai-mami@meti.go.jp
      石堂  ishido-sae@meti.go.jp 
TEL：03-3501-4665 





別添２
2020年3月27日

一般社団法人日本溶接協会

回答企業 設備型式・機種 メーカー PCB含有コンデンサの使用時期 微量PCB混入が懸念されるコンデンサの使用時期

「〇FP-」で始まる機種 ※○は数字 オリジン電気（株） 1955年4月～1972年4月 1972年5月～1992年12月

「4FR-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1955年4月～1972年4月 1972年5月～1988年10月

「5FR-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1955年4月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「C1FP-」または「C-1FP」で始まる機種 オリジン電気（株） 1955年4月～1972年4月 製造中止

「C4M-」または「C-4M-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1955年4月～1972年4月 製造中止

「〇A-」で始まる機種 ※〇は1桁または2桁の数字 オリジン電気（株） 1959年4月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「〇AS-」で始まる機種 ※〇は数字 オリジン電気（株） 1959年7月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「P-〇」で始まる機種 ※〇は1桁または2桁の数字 オリジン電気（株） 1960年2月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「〇D-」で始まる機種 ※電源部 ○は数字 オリジン電気（株） 1960年5月～1972年4月 1972年5月～1993年5月

「C-1AS」で始まる機種 オリジン電気（株） 1960年7月～1972年4月 製造中止

「V-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1960年9月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「1-HP」で始まる機種 オリジン電気（株） 1961年1月～1972年4月 製造中止

「J-1～9-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1969年8月～1973年3月 1973年4月～1993年3月

「H-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1969年10月～1972年4月 1972年5月～1989年9月

「KFP-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1969年10月～1971年6月 製造中止

「4PO-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1970年3月～1971年3月 1973年11月～1985年6月 以降製造中止

「Z-〇A-」で始まる機種 ※○は数字 オリジン電気（株） 1970年5月～1973年3月 1973年4月～1990年3月

「SA-〇〇」で始まる機種 ※〇は数字 オリジン電気（株） 1970年10月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「SP-〇〇」で始まる機種 ※〇は数字 オリジン電気（株） 1970年2月～1972年4月 1972年5月～1987年11月

「JV-」で始まる機種 オリジン電気（株） － 1975年7月～1993年3月

「JP-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1970年3月～1973年3月 1973年4月～1993年3月

「JPF-」で始まる機種 オリジン電気（株） － 1986年5月～1993年3月

「JZ-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1971年1月～1973年3月 1973年6月～1991年3月

「K-」で始まる機種 ※機構部のみ オリジン電気（株） 1970年10月～1972年4月 1972年5月～1993年3月

「D-」で始まる機種 ※電源部のみ オリジン電気（株） 1970年6月～1972年4月 1972年5月～1993年5月

「〇AP-」で始まる機種 ※○は数字 オリジン電気（株） 1971年1月～1972年4月 1972年5月～1982年2月 以降製造中止

「KAP-」または「K-AP-」で始まる機種 オリジン電気（株） 1970年6月～1971年6月 製造中止

「OP-15」※プラズマ溶接機 オリジン電気（株） 1971年3月～1972年4月 1972年5月～1977年7月 以降製造中止

「OP-40」※プラズマ溶接機 オリジン電気（株） 1971年8月～1972年4月 1972年5月～1978年10月 以降製造中止

「OPW-100」※プラズマ溶接機 オリジン電気（株） － 1972年12月～1977年1月 以降製造中止

「OPW-200」※プラズマ溶接機 オリジン電気（株） － 1984年2月 以降製造中止

「OPW-300」※プラズマ溶接機 オリジン電気（株） － 1978年3月 以降製造中止

「PCD-100-405」※プラズマ切断機 オリジン電気（株） － 1977年3月～1982年2月 以降製造中止

「PCD-100-406」※プラズマ切断機 オリジン電気（株） － 1981年10月～1985年3月 以降製造中止

「PCD-150-380」※プラズマ切断機 オリジン電気（株） － 1975年12月～1980年3月 以降製造中止

「PCD-150-416」※プラズマ切断機 オリジン電気（株） － 1985年8月～1991年8月 以降製造中止

※使用コンデンサメーカー：日ケミ、マルコン（現：日ケミ山形）、ニチコン

（株）ダイヘン HP掲載の通り（https://www.daihen.co.jp/csr/pcb/index08.html）

高濃度PCB含有コンデンサを使用した溶接機のメーカー名、機器名、型式名及び製造時期

（株）オリジン



回答企業 設備型式・機種 メーカー PCB含有コンデンサの使用時期 微量PCB混入が懸念されるコンデンサの使用時期

定置式スポット溶接機 SLPシリーズ

定置式プロジェクション溶接機 POシリーズ

定置式シーム溶接機 RCK・RCG・RUGシリーズ

タイマーコンタクター TCシリーズ

屋根シーム溶接機 S5-TH-Yシリーズ

IC タイマ：SC4 型 （株）名古屋電元社 使用していません

ＣＭＯＳタイマ：TCC4-17* （株）名古屋電元社 使用していません

マイコンエース：M**-**** （株）名古屋電元社 使用していません

ユニバーサルⅠ：TMCO-***/CSM-*** （株）名古屋電元社 使用していません

ユニバーサルⅡ：TCUO-****/CSU-*** （株）名古屋電元社 使用していません

ユニバーサルⅢ：U30-**** （株）名古屋電元社 使用していません

ユニバーサルⅣ：U40-**** （株）名古屋電元社 使用していません

ＲＷＣ：U32-**** （株）名古屋電元社 使用していません

ＡＷＣ：AWC-** （株）名古屋電元社 使用していません

ＰＨＡＳＥ１：PH1-**** （株）名古屋電元社 使用していません

パナソニック（株）

（株）育良精機

OBARA（株）

（株）神戸製鋼所

（株）向洋技研

（株）中央製作所

デンヨー（株）

（株）電溶工業

古河電工パワーシステムズ（株）

東亜精機（株）
（～1988年）
ナストーア（株）
（1988年～2011年）

1970年7月～1973年3月 1973年4月～1990年3月

1989年までの製造品が対象です

電元社トーア（株）

該当なし

該当なし

（株）ナ・デックス

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

別紙の通り

該当なし





〇上記以外は個別にお問い合わせください

②１９９０年以前に製造された溶接機(主銘板に記載された製造年を確認ください）

１９９０年以前に製造された溶接機には、製造時における微量ＰＣＢ混入の可能性を完全に否定することができないものがあります。

溶接機の主銘板の写真と、主銘板に記載された情報（型式名、品番、製造年他）をご連絡ください。

主銘板が判別できない場合、溶接機本体の写真の送付をお願いします。

対象機種に対しては、ＰＣＢ特措法に準拠した適正な処理をおねがいいたします。

③１９９１年以降に製造された溶接機(主銘板に記載された製造年を確認ください）

１９９１年以降に製造された溶接機は、製造時におけるＰＣＢの混入の可能性ある対象機種に該当いたしません。




