
令和２年５月２９日 

各鉱山保安統括者 殿 

九州産業保安監督部 

鉱山保安課長 

鉱害防止課長 

保安統括者会議資料の送付について 

平素より鉱山保安に対するご理解をいただき、誠に有り難うございま

す。 

さて、例年５月下旬に開催しておりました保安統括者会議については、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、今年度は、中止と

させていただきました。 

会議の開催は中止としましたが、会議において、皆様に御説明予定であ

りました会議資料を送付します。 

貴鉱山におかれましては、本資料に目を通していただき、鉱山内に周知

されるようお願いするとともに、積極的に保安教育等に活用し、保安の確

保に努めていただきますようお願い申し上げます。 

特に、資料３－１及び資料３－２については、良く読んでいただき、担

当者に周知して、作業を進めていただきますようお願いします。 



 

令和２年度 保安統括者会議 

配 付 資 料 

 

令和２年５月 

九州産業保安監督部 

 

 

資料１   九州管内の鉱山保安の概況について 

 

資料２   令和２年度 鉱山保安に係る当部の取り組み（概要） 

 

資料３－１ 保安図について 

 

資料３－２ 作業手順書について 

 

資料４－１ 鉱山災害・事故受付体制 

 

資料４－２ 保安ネット（電子申請鉱山向説明資料） 

 

資料４－３ その他（移動式破砕設備について） 

 

参考１   一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習について 

 

参考２   メルマガについて 

 

 

 



資料１ 鉱山保安の概要
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令和元年１２月末現在

稼
行
鉱
山

鉱種名 鉱山数 鉱山労働者数 鉱山名

金 属 7 331
第一阿蘇、菱刈、春日、赤石、岩戸金山
対州二本木、新柚木（しんゆうき）

非金属 11 123 
嘉穂硅石、喜久、白野江、新鳶ケ巣、五島、東裕四浦、
戸高四浦、四浦珪石、入来カオリン、雄ケ原、上ゲ

石灰石 18 1,008 
北九州吉田、住友大阪セメント小倉、東谷、新関の山、船尾、
宇部苅田、池本香春石灰石、香春、高野、白石肥後、姫戸、新
大分、風戸、新津久見、戸高、西佐多浦、徳之島、南宝

天然ガス 6 55 北郷、佐土原、宮崎、大淀河畔、青島、新富

計 42 1,517 

１－１．稼行鉱山数・鉱山労働者数
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２－１－１．災害発生件数（全国）
 令和元年（平成３１年）の全国の災害発生件数（風水雪害除く）は４３件

（対前年△３件）

 主な災害発生事由としては、転倒・墜落、火災、運搬装置（車両系、ベルトコンベア）
が比較的多い。

（資料）当省報告ベース資料より

＜主な災害発生事由内訳＞ （括弧内は対前年増減数）

①墜落・転倒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０件（＋４）
②火災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９件（＋３）
③運搬装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７件 (△３）

内 ベルトコンベア・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３件（△１）
車両系鉱山機械（含自動車）・・・ ３件（△３）
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件（＋１）

④発破・火薬、飛石・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７件（＋３）
⑤落盤・浮石、倒壊・落下倒壊物・・・・・・・ ３件（△１）
⑥機械、工具、取器・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件（△１）

上記以外の災害５件については、出水、油流出、その他（埋没）が各１件、坑廃水が２件である。
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(2)火災（坑外）抵抗器
①発生日：令和元年５月３０日(木）
１１時１０分頃

②発生場所：坑外 制御室内

③鉱種：金、銀

④罹災者：無し

⑤概要：プラントの破砕機が過負荷運転により
稼働が停止したため、係員が点検を行ったとこ
ろ、制御室内の抵抗器から発煙を確認した。当
該係員及び連絡を受けて駆けつけた作業員9
名が消火器による消火作業を実施したところ、
１１時１７分に鎮火した。

⑥原因：前日の絶縁抵抗測定終了後のスイッ
チを入れ忘れた。スイッチの確認をせずに運転
した。安全装置である温度センサーが付いて
いなかった。

⑦対策：手順の再教育、安全装置を設置
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(3)火災（坑内）ダンプトラック
①発生日：１０月７日

②発生場所：坑内 斜坑

③鉱種：金、銀

④罹災者：無し

⑤概要：ダンプトラック（２０ｔ）がズリを運んで昇坑
中、突然トルクコンバーターとトランスミッションを
繋ぐシャフトが外れ、オイル配管が損傷、漏れ出
たオイルにシャフトの回転による衝突火花で引火
し、エンジンから出火した。オペレーターはすぐに
坑外に連絡し、車載の消火器で消火した。

⑥原因：トルクコンバーターとミッションをつなぐ
シャフトのジョイント部が外れたことによる。原因
不明。

⑦対策：シャフト破損の発生原因についてメー
カーに調査依頼したが出荷時の不具合と思われ
る原因不明。

消火、退避等の充実

災害発生箇所
坑口から１５００ｍ
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Case２．(1)発破又は火薬類のため（坑外）飛石罹災
①発生日：６月１０日 １１時５２分

②発生場所：採掘切羽

③鉱種：石灰石

④罹災者：重傷１名

⑤概要：発破箇所から約１００ｍ離れた重機（油圧ショベル）の陰を
点火位置として点火したところ、発破飛石が発生し、点火位置にい
た３名のうち２名に向かって飛来した。１名は左足擦過傷（不休）で
あったが、もう１名（点火者）は左足に当たって罹災した。

⑥原因：・作業基準を５年前に見直した際、点火位置及び点火場
所の構造についての安全性の検討が十分なされていなかった。

・退避場所について、作業基準に明確に定められていなかった。

⑦対策：・点火位置を見直し、前方、側方、後方別に離隔距離を規
定。

・点火場所の構造を見直し、鋼板製の点火小屋の中から点火する
よう規定。

・退避に関する規定を見直し、点火者以外の者は切羽内から退避
することを規定。
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(3)発破又は火薬類のため（坑内）紛失

①発生日：１０月３１日午前１１時５分頃、

１１月５日１０時２０分～１１時頃

②発生場所：坑道側壁

③鉱種：石灰石

④罹災者：なし

⑤概要：坑内の岩盤の定期点検中、坑道側壁の発破孔跡に紙くずが見えたため、取り出したとこ
ろ、計約５７０ｇの含水爆薬が見つかった。この発見を受けて、鉱山側が同坑道の残発破孔の総点
検を実施したところ、１１月５日に計９６０ｇの含水爆薬が新たに見つかった。当該坑道は、平成１９
年３月頃掘進されたもので、発見された爆薬は、掘進時の不発したものが未回収となり残っていた
ものと推測される。

⑥原因：・正起爆であった。・振動騒音低減のためスペーサを導入した・発破後の掘削断面が規格
通り起きていたことから完爆と判断し、点検不足によって残留火薬を見逃した。当鉱山は４回／年
当該坑道の岩盤点検調査を実施してきたが、主として浮石等の点検であり、残孔尻までの確認は
実施していなかった。

⑦対策：今後坑内掘進等がある場合は、作業手順等により発破後の点検強化する。
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Case３．(1)墜落（坑外）解体作業中
①発生日：８月２６日

②発生場所：

③鉱種：ろう石

④罹災者：重傷者１名

⑤概要：選鉱場内旧休憩室の解体作業を行っていた作業員が、最
後に床面を落とすために、予めパワーショベルで吊り上げていたワ
イヤーの床面の位置を中心側に変えようとして床面に上がったとこ
ろ、床面を支える左右２本の支柱の内１本が腐食のため突然破断し、
斜めに宙づりになった床面を滑るように約４～５ｍ下の地面へ墜落し
た。

⑥原因：作業基準を作成、周知しておらず、墜落制止用器具が使用
させていなかった。 ・床面と建屋本体の接続部を溶断した後に、支
柱のみで支えられていた床面に作業者を乗せた。 ・老朽化している
施設の撤去作業であるにもかかわらず、支柱の腐食状況等を確認
していなかった

⑦対策：保安規程の見直しを行い、高所作業にかかる作業基準を作
成し、鉱山労働者へ周知を行う。 ・墜落制止用器具を追加購入し、
整備を行う。
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４－１．平成３１年度（令和元年度） 保安検査 概要

 平成３１年度（令和元年度）当部は管内２１鉱山に対して保安検査を実施（内
訳：金属４・非金属３・石灰石１０・天然ガス４）。自主保安体制、保安規程の遵守状況を確認、
指導。

 検査指摘事項は全７９件。書類検査関係が保安規程の未遵守等３１件、現場検
査関係がベルトコンベア・通路防護柵の不備等１３件。

分類 指摘件数 改善が必要と認められる事項 R１FY 30FY

書類
検査

４７
(60％)

・法令手続関係未届等
・保安規程の未遵守等
・現況調査の記録未作成
・その他（火薬関係記録の不備等）

計

３
３１
５
８

４７

４
４１
７

１７
６９

現場
検査

３２
(40％)

・ＢＣ、通路防護柵等の不備
・車両系鉱山機械・自動車及び鉱山道路等の不備
・電気設備の不備
・その他（消火設備、警標不備等）

計

１３
６
３

１０

３２

１２
５
２

１５

３４

計 ７９ ７９ １０３
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４－２．平成３１年度（令和元年度） 保安検査 重点事項

 平成３１年度（令和元年度）、当部では、過去５年間の事故事由や法令違反内
容を踏まえ、下記重点項目を決定し、ヒアリング及び現場検査を実施。

① 運搬装置（車両系鉱山機械及び自動車（鉱山道路含む）、コンベア）
② 捨石の発生処理状況

 重点事項にかかる指摘件数は全７９件の内２４件。主な内訳は、車両系鉱山機械
等の点検、鉱山道路勾配、コンベア回転部の保護柵等。

分類 指摘件数 鉱山数

①運搬装置

ⅰ) 車両系鉱山機械
及び自動車 １１件 ・始業点検、定期点検（３４台）

・停車時の措置（１台）

ⅱ)鉱山道路 ４件 ・傾斜（２箇所）・幅員（１箇所）
・道路境界（１箇所）・制限速度（１箇所）

ⅲ) コンベア ４件 ・回転部の保護柵等（９箇所）
・清掃作業（１箇所）・防じんカバー（１箇所）

②捨石の発生処理状況 ５件 ・集積場（２施設）・巡視点検（２施設）
・水路等不備（５施設）

計 ２４件
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５－１．令和元年度 全国鉱山保安表彰
 令和元年１０月８日 ＫＫＲホテル東京で、５鉱山、保安従事者２１名に対し
て全国鉱山保安表彰を実施。

 九州からは、串木野鉱山（鹿児島県・金属）１鉱山と、新津久見鉱山（大分
県・石灰石）、串木野鉱山、香春鉱山（福岡県・石灰石）から３名が受賞。

（１）鉱山の部（５鉱山）
九州管内では、
串木野鉱山（鹿児島県 金属）が受賞。

（２）保安従事者の部（２１名）（敬称略、順不同）
九州管内では、以下の３名の方が受賞。
①二村 干城（新津久見鉱山；大分県）
②中薗 良一（串木野鉱山；鹿児島県）
③大久保 修（香春鉱山；福岡県）

ＨＰで公開中
https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/kouzan/hyoushou/r1zenkokukomento.pdf
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５－２．令和元年度 九州地方鉱山保安表彰

 令和元年６月１９日ホテルサンライン福岡で、宇部苅田鉱山（福岡県・石灰石）１
鉱山と、５鉱山の保安従事者８名に対して九州鉱山保安表彰を実施。

（１）鉱山の部（１鉱山）
宇部苅田鉱山（福岡県 石灰石）

（２）保安従事者の部（８名）（敬称略、順不同）
田渕 洋一、諏訪 浩（以上、串木野鉱山）
埒 俊治、神川 敏春（以上、菱刈鉱山）
藤井 昇（東谷鉱山）
小手川 直樹（新津久見鉱山）
川野 修平、森﨑 勇人（以上、戸髙鉱山）

ＨＰで公開
https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/kouzan/hyoushou/R1chihouhyoushouHP.pdf
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７－２．令和元年度 鉱山保安標語入賞作品

 当部管内で１９鉱山１６２作品の応募があり、選考会において厳正に審査した結果、
特選１作品、入選４作品を選出。

 全国保安週間に合わせて、当部長他管理職が鉱山に赴き、表彰状を授与。協賛の石
灰石鉱業協会九州事務所および九州地方鉱山会から副賞を贈呈。

みんなで見つける 小さなリスク 気付いて対策 大きな成果
菱刈鉱山 北園雄二 様

安全は 人に頼るな任せるな 「慣れ」と「過信」が事故のもと
新津久見鉱山 今枝姫那羽 様

「危ないぞ」言える勇気と聞くゆとり みんなで作ろうゼロ災職場
住友大阪セメント小倉鉱山 篠田侑輝 様

令和元年 一から見直すいい機会 さあゆこう！保安元年！
住友大阪セメント小倉鉱山 中谷竜也 様

慌てるな！ 手を出す前に一呼吸 手順を守り 安全確認
戸髙鉱山 大村侑愛 様

特選

入選



２０２００３２４九産保第２６号 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

九 州 産 業 保 安 監 督 部 

 

令和２年度 鉱山保安に係る当部の取り組み 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

 令和２年度は、第１３次鉱業労働災害防止計画（計画期間：平成３０年度から３４年度ま

での５年間）の３年目であり、当部は本計画の主旨を踏まえ、次の基本的な考えのもと取り

組むこととする。 

 １．効果的・効率的な立入検査の実施等による鉱山保安法令の遵守徹底 

 ２．鉱山保安マネジメントシステムの活動の支援による保安レベルの向上 

 ３．災害等保安情報の提供及び九州地方鉱山保安表彰等を通じた保安意識の高揚 

４．鉱業関係団体との連携等による中小零細鉱山における保安レベルの底上げ 

 

 

Ⅱ 災害撲滅のための目標 

 鉱山災害の撲滅を図ることを最終目標とするが、平成３０年から令和２年３月時点の災害

実績を踏まえ、令和２年（暦年）の当部の災害目標は次のとおりとする。 

１．死亡者０名 

２．罹災者（全体災害）１名以下 

３．罹災者（重篤災害）１名以下 

 

 ＜参考＞ 

 当部の第１３次鉱業労働災害防止計画の目標 

①罹災者数（全体）：第１２次期間中の罹災者６名（度数率０．４１）に比し約２割減少

させることを目標とし、第１３次期間中の罹災者数を５名（度数率０．３３）以下とす

る。 

②罹災者数（重篤）：第１２次期間中の重篤災害の罹災者６名（度数率０．４１）を約３

割減少させることを目標とし、第１３次期間中の重篤災害の罹災者数を４名（度数率０．

２７）以下とする。 

資料２ 



 

 

Ⅲ 立入検査 

 立入検査においては次の検査を行うとともに、災害等が発生した場合は特別検査等を行い、

再発防止を図る。 

１．保安検査 

 稼行鉱山を対象に、自主保安体制や保安規程及び鉱業上使用する工作物等の技術基準

遵守状況を確認する検査を計画的に実施し、鉱山保安法令の遵守徹底を図る。 

 なお、実施にあたっては、次の事項を検査重点項目として合わせて実施する。 

(1)墜落災害防止 

(2)火災防止 

  

２．鉱害等検査、その他検査 

対象鉱山に対し、坑廃水の採水・分析、作業環境の粉じん濃度測定等を計画的に実施

し、各基準の遵守状況を確認する。 

なお、必要に応じて、その他検査を実施し、施設の保守管理状況等を確認する。 

 

＜参考＞ 

立入検査の種類は、次のとおり。 

  保安検査・・・・鉱山の自主保安体制等を確認する検査 

  鉱害等検査・・・坑廃水等の各種基準の適合状況を確認する検査 

  その他検査・・・施設の管理状況を確認する検査等 

  特別検査・・・・災害・事故が発生した場合の検査 

 

 

Ⅳ 鉱山保安マネジメントシステムの活動への支援等 

 鉱山保安マネジメントシステムの活動について、次のとおり助言、支援を行う。 

 

１．リスクアセスメント（現況調査）の充実のための支援 

 鉱山保安マネジメントシステムの根幹であるリスクアセスメントの充実のため、保安

検査等において、施業案変更時等における現況調査の実施状況について確認するととも



に、鉱山の状況に応じたきめ細かな助言を行う。 

 

２．マネジメントシステム活動のための支援 

 継続的な保安水準の向上を目指し、地区保安対策協議会やメールマガジン、保安検査等

を通じて、鉱山保安マネジメントシステムの自己評価結果を踏まえ、特に中小零細鉱山の

理解度向上を目指し、鉱山の実態に合った助言等を行い、鉱山保安マネジメントシステム

活動を支援する。 

 

 

Ⅴ その他 

１．広報 

 令和２年度の当部の取り組みの概要、保安統括者会議、鉱山保安表彰、全国鉱山保安週

間及び地方鉱山保安協議会等について、ホームページ、メルマガ、ツイッター、プレス発

表により広報を行う。 

 また、災害等情報の水平展開を実施するとともに、鉱山への調査、アンケート等を行い

必要に応じて情報提供を行う。 

 

２．関係団体等と連絡を密にし、次の取り組みを行う。※ 

(1)九州地方鉱山保安表彰 

(2)全国鉱山保安週間（７月１日から７日）における保安ポスターの鉱山等への配布、保

安標語表彰及び保安講話 

(3)関係団体及び地区保安対策協議会に対する保安に関する情報の提供及び地域単位で

の情報交換の促進による中小零細規模鉱山の保安レベルの向上 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、一部予定が変更となっています。 
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令和元年度の保安図の提出ありがとうございました。
３５鉱山の提出があり、審査した結果、多くの不備事項が認められました。（１頁参照）
今年度に限り、新型コロナウイルスの影響により、提出期限が今年末までと延長になりましたが
以下事項に留意し、作成して下さい。（６頁参照）
今年度については、審査の結果大きな不備がある場合は再提出をお願いすることもありますので、
保安図作成の担当者の方に本内容を必ずお伝え下さい。
なお、保安図に関する規定条文は７頁のとおりです。

資料３－１ 保安図について
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令和元年度保安図審査結果の概要
令和元年度提出鉱山数 ３５

１．鉱山施設、鉱区線等ＪＩＳＭ０１０１で定める記号になっていない。・・・・・・・・・２４鉱山

５．前年度の採掘区域が平面図、断面図で明示されていない、
凡例が前々年度となっている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８鉱山

３．採掘範囲が認可施業案の採掘区域を越えている部分、一致していない部分が認められる、
また記入されていない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０鉱山

４．平面図と断面図が一致していない、断面図がない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０鉱山

２．必要な鉱山施設、鉱業法第６４条物件が記入されていない・・・・・・・・・・・・・・・・・１４鉱山

６．その他
鉱山の管理範囲が記入されていない、不明確
縮尺が不明
凡例に記載されていないものがある。
鉱区線、採掘範囲、管理範囲等多くの線が混在していて区別がつかない
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１．鉱山施設、鉱区線等ＪＩＳＭ０１０１で定める記号になっていない。・・・・・・・・・２４鉱山

多くの鉱山の保安図内の施設の記号、線がＪＩＳＭ０１０１で定める記号になっていませんでし
た。
凡例と図面の中の施設が相違しているもの、すでに廃止している施設が記入されているものがありまし
た。
JIS M0101 鉱山記号 は、日本産業標準調査会のＨＰで閲覧できますので確認して下さい。
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?toGnrJI
SStandardDetailList

JIS記号にないもの、不明であれば正しい名称を図面上記載して下さい。

２．必要な鉱山施設、鉱業法第６４条物件が記入されていない・・・・・・・・・・・・・・・・・１４鉱山

鉱業法（掘採の制限）
第六十四条 鉱業権者は、鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい、排水施設、公
園、墓地、学校、病院、図書館及びその他の公共の用に供する施設並びに建物の地表地下とも五十メートル以内の場所において
鉱物を掘採するには、他の法令の規定によつて許可又は認可を受けた場合を除き、管理庁又は管理人の承諾を得なければならな
い。但し、当該管理庁又は管理人は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。

鉱業法第６４条物件については、施業案上記載されているかと思いますが、保安図にもかならず
記載して下さい。また、平面図上、必要な施設が記載されていなかったり、すでに廃止されている施
設、建物が記載されていますので、注意して下さい。



3

３．採掘範囲が認可施業案の採掘区域を越えている部分、一致していない部分が認められる、
また記入されていない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０鉱山

一部の鉱山の図面を審査すると施業案で認可されている採掘範囲を超えた範囲まで採掘している図
面があります。施業案の採掘区域については必ず確認して下さい。

４．平面図と断面図が一致していない、断面図がない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０鉱山

当該年（前年７月から今年の６月まで）の採掘箇所は平面図で明確（赤太線等）に記載して下
さい。その採掘区域の断面図を添付して下さい。施業案では平面図（区域）と断面図（レベル）で
採掘範囲を決めているかと思います。断面図は平面上の地形と合致するように作成して下さい。一部
レベルが合致していないものがあります。
また、図面上、昨年度のものをそのまま使用されていて年月を修正されていない図面があります。

５．前年度の採掘区域が平面図、断面図で明示されていない、
凡例が前々年度となっている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８鉱山
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６．その他
・鉱山の管理範囲が記入されていない、不明確
保安図には、鉱山の管理範囲を記載して下さい。

・縮尺が不明
縮尺、真北線（方位）が入っていない図面があります。図面の基本です。忘れずに記載
して下さい。

・凡例に記載されていないものがある。
凡例にあって図面上ないものがあります。確認お願いします。

・鉱区線、採掘範囲、管理範囲等多くの線が混在していて区別がつかない
図面上、やむを得ないかと思いますが、多くの線が混在、重なり等があって審査が困難な場合
があります。線の色、大きさ、種類等でわかりやすく記載していただきますようお願いします。

最低限以下の事をチェックして今年度は提出して下さい。
□縮尺は記載されているか
□方位線は記載されているか
□前年度採掘区域は明示されているか
□前年度採掘範囲に断面線が記載され、断面図は添付されているか
□平面図と断面図は地形等合致しているか
□鉱区線、鉱山管理範囲は明記されているか
□火薬類受渡場所、火薬類取扱所、火薬庫等保安上の重要施設は記載されているか
□鉱業法第６４条物件（公共の道路等公共の用に供する施設、建物等）は記載されているか
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記号番号 名称 記号 記号番号 名称 記号

C12 露天掘採場 Ｇ２１ 燃料貯蔵所

Ｄ１３ 消火栓 Ｇ２２ 燃料給油所

Ｄ１４ 消火器 Ｇ２３ 坑廃水処理施設

Ｄ６ 発破箇所 Ｇ２４
たい積場 枠黒 中焦茶色ぼ
かし

Ｄ７ 発破退避所 Ｇ２５ 沈澱池 枠黒中青色ぼかし

Ｅ２１ ベルトコンベア Ｇ２６ 埋立場 枠黒中黄色ぼかし

Ｅ３７
コンプレッサ
空気用・ガス用

Ｇ７ 倉庫

G10 火薬類取扱所 ＥＤＳ Ｚ２ 鉱区線 赤

G11 火薬類貯蔵所（火薬庫）
ＥＳ

Ｚ３ 隣接他人鉱区線 青

Ｇ１２ 油脂類貯蔵所

火薬類受渡場所はJIS記号はありませんの
で 受 とかわかるように記載して下さい。

【参考】使用頻度の高いJIS鉱山記号

※図面を見る側がわかりやすく作成して
下さい。

出典：JISM0101;1978 鉱山記号
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□鉱山保安課からのお知らせ□
令和２年４月１３日 配信メール kyushu2@meti.go.jp

◆新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について（鉱山保安法施行規則に規定する保安図の
提出期限の延長）

新型コロナウイルスの影響に鑑み、鉱山保安法施行規則第４７条で規定する６月末日現在の
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
すのでお知らせします。
なお、この措置は、本年限りとしており、別途措置が講じられない限り、令和３年については、通常
通り８月末までに提出してください。
また、鉱業法施行規則第５８条で規定されている経済産業局長等への坑内実測図の８月末
の提出期限については、九州経済産業局鉱業課（TEL 092-482-5479）へご確認ください。
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○鉱山保安法
（保安図）
第４２条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複
本を産業保安監督部長に提出しなければならない。

○鉱山保安法施行規則
（保安図）
第４７条 鉱業権者は、法第４２条の規定に基づき作成した保安図の複本を、毎年６月末日現在のものを毎年８月末日

までに提出するものとする。ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に
申し出て、その提出を行わないことができる。

２ 法第４２条の規定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各号の規定によるものとする。
一 施設の配置が適切に表示される縮尺とすること。
二 記号は、日本産業規格Ｍ０１０１鉱山記号で定める記号とし、同規格に該当する記号がない場合にあっては、簡潔

かつ平易に事項を表示することができる記号とする。
三 石炭鉱山及び金属鉱山等の露天掘採場並びに金属鉱山等の坑内においては、平面図のほか、さい面図を作成すること。
六 金属鉱山等の坑内においては、坑口、坑道、立坑、掘採作業場、掘進箇所、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、

燃料油貯蔵所、燃料給油所、通気設備、排水設備、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。
七 石油鉱山においては、坑井、ポンピングパワー、特定施設、受電設備、火薬類その他の危険物の貯蔵所、消火施設の

位置その他保安上必要な事項を記載すること。
十一 金属鉱山等の地下施設においては、第三号及び第六号に準じて記載すること。
十二 金属鉱山等の坑外においては、露天掘採場、製錬場、選鉱場、捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立

場、坑廃水処理施設等及び排水口、火薬庫、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類、毒物及び劇物
その他の危険物の貯蔵所、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。

十四 金属鉱山等においては、鉱山の周辺にある鉱業法第６４条 に規定する公共の用に供する施設及び建物を記載すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部長が保安上必要があると認めて指示した事項を記載すること。



資料３－２ 作業手順書について
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• 最近の保安検査において、法令上必要な作業手順書の未整備が散見されております。
• 作業手順書は、鉱業権者が、法令に基づき、定めなければならないものであり、全ての鉱山
労働者に統一した安全な作業手順・方法をさせる上で、不可欠なものです。

• これらを規定しないままでいると、労働者毎に異なる作業手順・方法となるばかりか、不安全
な作業手順・方法となるおそれもあり、保安の確保上問題となります。

• また、作業手順書は、作成するだけでなく、周知・実行させなければ意味がありませんし、必要
に応じ、適宜見直しも必要になってきますので、作業手順書も維持管理が必要です。

• 鉱山において、法令上必要な作業手順書を定めなければならない機械・器具や作業に該当
するものがあれば、作業手順書の有無等について、確認していただき、無い場合は作成願い
ます。

• なお、これらの作業手順書については、保安検査にて確認することとしております。



１．作業手順書について

1

Ｑ１．作業手順書をどうして作らなければいけないの？
Ａ．鉱山保安法施行規則第１２条に基づき、鉱業権者は、鉱業上使用する機械、器具

及び工作物について、これらの安全かつ、適正な使用方法又は作業方法若しくは作業
手順を定めなくてはなりません。また、これを労働者の方々に周知しなければなりません。

Ｑ２．「安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順」とは具体的に何ですか？
Ａ．「鉱業権者が講ずべき措置事例」において、以下のとおり示されています。

• 「安全かつ適正」とは、例えば、「機械の運転中に補修、注油又は掃除をしない。」などの
作業を行う箇所やその周囲の状況に応じたものをいう。

• 「使用方法」とは、「起動（開始）時」、「通常使用時」及び「使用停止時又は終了
時」の操作方法をいい、これらの使用時における保安上の注意事項を含む。

• 「作業方法」、「作業手順」とは、「通常の作業時」に加え、「修理時」、「清掃時」、「故
障又は破損時等の通常の使用が出来ない時」及び「複数で行う共同作業時」も含む。

作業手順書の作成は義務なんです。
使用方法、作業方法等定めていますか？
作成したものを周知していますか？



１．作業手順書について
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Ｑ３．「使用方法」、「作業方法」、「作業手順」とは具体的に何の使用、作業ですか？
Ａ．「鉱業権者が講ずべき措置事例」において、主なものが以下のとおり示されています。

（使用方法を定める必要のある主な機械、器具等）
（１）運搬関係

1. 車両系鉱山機械
2. 自動車
3. 巻揚装置（エア、電動）；立坑、斜坑、水平
4. クレーン（クレーン、移動式クレーン、デリック）
5. コンベア（ベルト、チェーン、流体、バケットエレベータ、スクリュー、振動）
6. 機関車（内燃機関、蓄電池式、架空線式）；人車又は鉱車を含む。
7. スラッシャー
8. 単軌条運搬機
9. 架空索道
10.パイプライン

作業手順書の作成が漏れている機械、器具
はありませんか？
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（使用方法）
使用方法を定めることを要す主な機械、器具等
（２）運搬関係以外

1. 掘削装置
2. 採油装置
3. ポンプ装置
4. 石油貯蔵タンク又はガスホルダー
5. 掘進機械（車両系鉱山機械を除く。）
6. 扇風機（主要、補助、局部）
7. 電気工作物
8. 電気計器類
9. 携帯用安全電灯
10.パーフォレーション用装置
11.コンプレッサー
12.ボイラー又は蒸気圧力容器

13.高圧ガス製造施設又は高圧ガス貯蔵所
14.高圧ガスの充てん容器
15.高圧ガス処理プラント
16.ガソリンプラント
17.スタビライザープラント
18.ガス集合溶接装置
19.グラインダ
20.吊り足場

作業手順書の作成が漏れている機械、器具
はありませんか？



１．作業手順書について

4

（「作業方法」又は「作業手順」を定めることが必要な主な作業）
1. やぐらの組立・解体作業
2. 坑井の掘削作業
3. 試油作業
4. 坑井の仕上げ作業
5. パーフォレーション作業
6. 石油の掘採作業（「火攻法」「水圧破砕法」等）
7. 坑井の改修又は廃坑作業
8. 掘削バージのえい航作業
9. 掘削バージの着底又は離底作業
10. 石油貯蔵タンク又はガスホルダー内作業
11. 高圧ガスの詰め替え作業
12. 高圧ガスの消費又は廃棄作業
13. パイプラインの維持・管理
14. 支柱作業

15. 支柱の回収作業
16. 炭柱又は鉱柱の処理作業
17. 仕繰拡大作業
18. 密閉作業
19. 密閉の取り明け作業
20. 坑口又は坑道の閉そく作業
21. 浮石除去作業
（坑内、表土際及び降雨又は降雪時等）

22. 表土立木除去作業
23. 掘進、採炭又は採鉱作業
24. ボーリング作業
25. ガス抜き作業
26. 可燃性ガス等の排除作業
27. クラッシャのブリッジ改善作業
28. 物体の投下作業
29. 貯炭舎又は貯鉱舎内作業

作業手順書の作成が漏れている作業
はありませんか？



１．作業手順書について

5

（「作業方法」又は「作業手順」を定めることが必要な主な作業）
30.高所作業
31.はい作業
32.クレーンによる作業
33.石灰石焼成作業
34.高熱物を取り扱う作業
35.溶接又は溶断作業
36.火気禁止区域内における裸火等を使用するやむを得ない作業
37.消火作業
38.機械、器具又は工作物の修理作業
39.毒物又は劇物の運搬作業
40.坑水又は廃水の処理作業
41.捨石、鉱さい又は沈殿物の集積作業
42.海洋への土砂の排出作業

＊「作業」は、鉱業と解される場合に限る。 作業手順書の作成が漏れている作業
はありませんか？



２．作業手順書の管理について

6

（実際に判明した作業手順書の問題点）
① スポット作業について、作業手順書が作成されておらず、作業者は口頭による指示のみで作
業をせざる得なかった。

② 機械、器具を更新した際に、作業手順書を更新しておらず、適切な作業手順とは異なる作
業を続けていた。

③ 作業手順書を更新したが、周知しておらず、労働者は古い作業手順で作業してしまった。
④ 作業手順書を定期的に見直しておらず、労働者が勝手に作業手順を変えていた。
⑤ 作業手順書には無い作業が発生することが前もって予想されたのに、作業手順書を作成せ
ずに現場責任者の判断で作業を実施した。

令和元年度、実際に、これらを原因
とする災害が発生しております。



２．作業手順書の管理について

7

では、これから、何をすべきか
① 現状の作業手順書が、規則で指定する機械、器具や作業について作成されている
かもう一度、鉱山内で確認しましょう。もし漏れていた場合、速やかに作成し、鉱山
労働者に周知しましょう。

② 規則で指定する機械、器具や作業以外でも必要な機械、器具や作業はないのか、
鉱山労働者の皆さんの意見を踏まえ、積極的に作成しましょう。

③ 作業手順書の内容が、現状の機械、器具や作業道具に適しているか確認しましょ
う。古いものを対象に作られた作業手順書は、意味がありません。

④ 定期的に、作業手順書を確認し、見直しする場合、必ず鉱山労働者と話合いな
がら行いましょう。



３．まとめ

8

①鉱業権者には、鉱山保安法令で、指定された作業については、作業
手順書を作成しなければならない義務がある。

②令和元年の保安検査にて、作業手順書の未整備の法令違反の鉱
山が散見されるため、今後も、保安検査にて作業手順書の整備状
況を確認する。

③鉱山においては、作業手順書の作成漏れが無いか確認していただくと
ともに、既存の手順書についても、周知や適宜見直しを行い保安の
確保に努めていただきたい。
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○鉱山保安法
（鉱業権者の義務）
第５条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため

必要な措置を講じなければならない。
一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
三 機械、器具（衛生用保護具を除く。以下同じ。）及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の
取扱い

第７条 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及
び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。

○鉱山保安法施行規則
（機械、器具及び工作物の使用）
第１２条 法第５条第１項及び第７条の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべ

き措置は、当該機械、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を定め、これを鉱
山労働者に周知することとする。



鉱山向け導入・操作説明資料

１

資料４－２



産業保安分野（電気・ガス・火薬類・鉱山・製品安全）におけ
る経済産業省に対する一部手続について、インターネット
上で提出・確認を行うためのサービス

鉱山保安法では、災害月報が対象

（他の手続きについても電子申請について検討しています）

とは？

２



３



必要なものは何？

１．GビズＩＤ
１つのアカウントID・パスワードで、経済産業省が提供す

る様々な行政サービスが利用できるサービス

２．インターネット接続環境
ネット回線及びパソコン等のハードウェア
（注）ブラウザはGoogle Chrome を推奨

サポート対象：Edge,FireFox,Safari,IE
画面が正しく出力されない可能性あり

４



ＧビズＩＤの種類は３つ（実質は①③の２つと考えてよい）
①プライム（法人登録）
②メンバー（法人内の担当者登録）
③エントリー（担当者登録）

プライム（法人登録）
メリット：同一法人の申請等を確認することが可能
デメリット：法人印の押印と印鑑証明が必要

登録審査に２週間程度は要する見込み

エントリー（担当者登録）
メリット：電子メールアドレス（ＩＤになります）とパスワードの登録と法人番号の

情報のみで利用可能
デメリット：他者の申請等を確認することができない

ＧビズＩＤは経済産業省共通ＩＤとなるので、プライム登録するか、エントリー登録
とするかは、各社、各鉱山の実情に応じ決めてください

ＧビズＩＤの種類

５



１．メールアドレス
メールアドレスをアカウントIDとしている
保安ネットからの通知などもこのアドレスに送付

２．パスワード
８文字以上（半角英数字、半角スペース、半角記号

!“#$%&‘()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~ ）
メールアドレスと４文字以上重複する場合はエラーとなります

３．法人番号
不明な場合は、国税庁法人番号公表サイト で検索

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

ＧビズＩＤ取得に必要なものは？

６





















困ったときは・・・

●ＧビズＩＤについては
○ＧビズＩＤヘルプデスク
電 話：０６－６２２５－７８７７
受付時間：平日の９：００～１７：００

●保安ネットについては
○保安ネットヘルプデスク
電 話：０５０－２０１８－８３８１
受付時間：平日の８：００～１８：００

●提出書類（災害月報）の記載については
○九州産業保安監督部鉱山保安課
電 話：０９２－４８２－５９２８～５９３１

１６



 

【資料４－３】 

 

移動式破砕設備の点検について（お願い） 

 

 

１. 移動式破砕設備について 

移動式破砕設備とは、移動式破砕機と呼ばれ、自走式のクラッシャーで

あり、建設現場において副産物として発生するコンクリート塊、アスファ

ルトコンクリート塊及び自然石等を破砕するクラッシャーを搭載したもの

です。 

九州管内の鉱山でも使用されているものであり、鉱山毎にその移動頻度

は異なり、ほぼ移動しないものや週数日移動するものもあります。 

 

２. 点検について 

 令和元年度の保安検査において、この移動式破砕設備については、工事

計画にて届け出られた粉じん発生施設としての点検を行っていても、移動

の際に自走機能部分の点検を行っていない事象が複数認められました。 

 自走機能部分については、いざ、点検をしたところ、交換部品が無く、

使用不能に陥った事例もありました。 

 

３. お願い 

 この移動式破砕設備の自走機能については、保安の確保の観点からも、

移動する前に、点検を行い、安全に移動するようにしてください。 

 また、点検記録についても、きちんと保管し、維持管理を行ってくださ

い。 

  



令和 2 年 4 月 

令和２年度 公害防止管理者（一般粉じん関係）資格認定講習のご案内 

一般社団法人 日本砕石協会 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第３に規定されている標記の資格認定講

習を、以下の日程により実施いたします。 

本講習は、１つの特定工場に２名以上の有資格者（一般粉じん関係公害防止管理者）を配置するために、

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けて当協会が実施するものです。多くの受講者の申込みがありますが、

募集人数に限度があるため、事前に仮予約の受付をします。なお、正式の申込用紙及び詳細なご案内は、開

催期日の約 1カ月前までに、仮申込書に記載された送付先にご送付いたします。 

（注）特定工場とは、以下の一般粉じん発生施設が設置されている工場。 

①コークス炉の原料処理能力が１日当たり 50トン以上

②土石の堆積場の面積が 1,000㎡以上 ③ベルトコンベアのベルトの幅が 75㎝以上

④破砕機又は摩砕機の原動機の定格出力が 75kW 以上 ⑤ふるいの原動機の定格出力が 15kW 以上

１．開催日程及び開催場所 

開催期日 開催地 募集人数 

令和 2 年 9 月 10 日(木)～11 日(金) 名 古 屋 市 ６０名 

令和 2 年 10 月 15 日(木)～16 日(金) 大 阪 市 ６０名 

令和 2 年 10 月 29 日(木)～30 日(金) 福 岡 市 ６０名 

令和 2 年 11 月 19 日(木)～20 日(金) 東 京 都 １００名 

令和 2 年 12 月 10 日(木)～11 日(金) 広 島 市 ６０名 

２．受講資格 

■一般受講者

◇大学卒････････････薬学・工学・化学のいずれかの課程を修めて卒業したのち実務経験が３年以上

◇短大・専門学校卒･･薬学・工学・化学のいずれかの課程を修めて卒業したのち実務経験が５年以上

◇高校卒････････････実務経験７年以上 ◇その他････････････実務経験 10 年以上

（注）実務経験とは、粉じん発生施設または粉じんを処理するための施設の維持管理を行った経験。 

■採石業務管理者としての実務経験が１年以上 ■衛生工学衛生管理者としての実務経験が１年以上

■環境計量士（濃度関係） ■第 1 種作業環境測定士 ■技術士（化学部門においては化学装置及び設備

の科目、衛生部門においては大気管理の科目、環境部門においては環境保全計画又は環境測定の科目） 

３．受講料及びテキスト代 

受講料：25,000 円（非課税） テキスト代：10,000 円（税抜き） 計 36,000円（税込） 

※受講料及びテキスト代は正式の申込書提出と同時にご送金いただきます。

４．仮申込方法 

以下の URL にパソコン、タブレット、スマートフォン等でアクセスして頂き、必要事項を入力のうえ 

「送信」をクリックしてください。 

https://forms.gle/L5yWn8kPMGq4oFrs7 

５．その他 

  既に一般粉じん関係以外の公害防止管理者又は公害防止主任管理者の資格を保有されている方が本講習

を受講される場合は、保有資格取得時に受験・受講した科目と共通の科目について講義を免除することが

可能となりますので、以下の連絡先にご相談ください 

６．問合せ先 一般社団法人日本砕石協会 担当：深 松   e-mail:JCSA_honbu@nifty.com 

参考１








