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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



18

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


