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(1)集積場の使用前検査等について

令和３年６月１０日

集積場(鉱山保安法施行規則第３１条の別表第２の第２７号、第２８号)にかか
る使用前検査の時期及び使用開始届の届出時期については、平成19年11月
18日付けで保安担当者会議で周知していますが、その内容について一部変更
及び追加しましたので周知します。

九州産業保安監督部 鉱害防止課
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１．使用前検査の時期について

（1）集積場の使用前検査は、集積場が完成したとき＊１に
実施する。

（2）なお、集積開始前及び集積中に設置した崩壊流出防

止対策の施設等（以下崩壊流出防止施設＊２という）に
ついては、工事が完了し、その施設を使用する前に使
用前検査の部分検査として実施し、その記録は、使用
前検査の記録として保存する。

＊１：集積場が完成したときとは、集積が終了し工事計画の工事が全て完了したとき。
＊２：崩壊流出防止施設とは、工事計画書に記載した次の施設とする。

①かん止堤（擁壁、その他の適当な防護施設を含む）
②場外水又は場内水の排除施設
③流木、土石等による埋そく防止施設

④集積場の斜面の傾斜角度（集積中の小段の高さ、幅等）。



3

１．使用前検査の時期について

（解説）
・特定施設の使用前検査は、法第１４条第１項により、特定施設の設置等の工事が完
成したときに使用前検査を実施すると規定している。

・ただし集積場は、集積を開始する前及び集積中に崩壊流出防止施設を設置し、そ

の施設を使用しつつ集積を実施するので、これらの施設は、「工事計画に従った工
事であるか、技術基準に適合するものであるか」を使用する前に確認（検査）しなけ
れば、集積場の安定（集積場の安全性）は確保できない。

・ このため、これらの確認（検査）を使用前検査の部分検査として実施し、集積場完成
時に実施する使用前検査の記録の一部として保存しておくものとする。

【平成１９年１１月２８日付け周知との相違点】
①使用前検査は、集積場完成時に実施する。（前回周知では明示なし）

②「重要施設を含む工作物を設置しその施設を使用する前に使用前検査する」としてい
たが、集積場完成時の検査において、当該施設の検査が集積場の安定性確認に大き
く関係するため、これまでの使用前検査を「使用前検査の部分検査」とし、この検査の
記録は、使用前検査として保存することとする。

③重要施設（擁壁・かん止堤等の防護施設、場外水・場内水排除施設）を、崩壊流出防
止施設とし、工事計画に記載した施設等を具体的に示した。
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２．使用開始届の届出時期について

（1）工事計画届（設置）に基づき、集積を開始したときに届
け出る。

（2）工事計画届（変更）の場合は、その計画に基づき、集
積を開始したときに届け出る。

（解説）
・特定施設の使用開始届は、法第１５条により、届出に係る特定施設の使用を開始し
たときに届け出ると規定している。集積場は、鉱さい、沈澱物、捨石等を集積処分す

るための施設であり、集積を開始したときが、集積場の使用開始となるため、集積を
開始したときに届け出る。
・工事計画届（変更＊３）に係る使用開始も、集積を開始したときに届け出る。

＊３：変更の内容が、崩壊流出防止施設の変更であって、当該施設工事と平行して集積を開始した場合は、
変更計画に基づく集積の開始として届け出る。

【平成１９年１１月２８日付周知との相違点】

①工事計画（変更）の場合は、「変更届に係る工事が全部又は一部が完了し、当該施
設の使用を開始した後」としていたが、施設の設置に関係なく、集積を開始したとき
とする。
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●使用開始の時期
工事計画届（設置・変更）に基づき 集積を開始した時点。

●使用前検査の時期
使用前検査は、集積場が完成（工事計画の完了）した時点で実施する。
なお、集積開始前及び集積中に設置した崩壊流出防止施設(注)については、その施設を使用
する前に、使用前検査の部分検査として実施し、その記録は使用前検査の記録として保存する。
・部分検査①：集積開始前に実施。（集積前に設置したかん止堤、場外排水路等）
・部分検査②：集積中に集積の進行とともに設置した施設を使用する前に実施。

（排水路、集積場の斜面傾斜角（小段の高さ・幅等））

工事計画届（変更）
後は下記に移行

（注）
崩壊流出防止施設とは、工事計画書に記載
した次の施設とする。
①かん止堤（擁壁、その他の適当な防護施
設を含む）

②場外水又は場内水の排除施設
③流木、土石等による埋そく防止施設
④集積場の斜面の傾斜角度（集積中の小段
の高さ、幅等）

変更届後の集積の開始
使用開始届

【工事着手】
届受理後３０日又は
期間短縮通知の日付け後



(2)粉じんに係る省令改正
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（2）粉じんに係る省令改正

今般、一般法である労働安全衛生法の「粉じん障害防止規則」が改正（令和2年6月15
日厚生労働省令第128号）され、トンネル内での掘削作業における粉じん規制が強化された
ことを踏まえ、経済産業省においても有識者からなる研究会を設置し、鉱山の粉じん規制のあ
り方について検討を行った結果、鉱山においても労働安全衛生法令の粉じん規制強化の内容
について、鉱山の実情等を踏まえて採り入れるべき等の提言がなされたことから、鉱山保安法
施行規則及び鉱業権者が講ずべき措置事例（内規）について所要の改正を行った。

 鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令等について（呼吸用保護具）

（改正の概要）
（１）鉱山保安法施行規則改正

鉱山労働者に着用させる呼吸用保護具（規則第１０条第２号）について、作業環
境に応じた有効な防じん性能を有するものとする改正を実施。

（２）鉱業権者が講ずべき措置事例の改正（規則第１０条第２号の呼吸用保護具）
① 「作業環境に応じた有効な防じん性能を有するもの」とは、常時著しく粉じんが発生
し、又は飛散する坑内作業場においては、粉じん濃度を粉じんの管理濃度で除した
「要求防護係数」を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具とすることを規定。
（なお、当該措置事例に示されているエアラインマスクについても同様に規定。）
②防じんマスクの顔面への密着性の確認の実施することおよび密着性の確認方法は厚
生労働省労働基準局長通知を参照すべきことを規定。
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鉱山保安法施行規則改正
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鉱業権者が講ずべき措置事例の改正
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鉱業権者が講ずべき措置事例の改正
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鉱業権者が講ずべき措置事例の改正



(3)アーク溶接関係
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（3）アーク溶接関係

＜詳細は、厚生労働省HPをご確認下さい＞
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html

（改正の概要）
金属アーク溶接等作業時に発生する「溶接ヒューム」（※）について、労働者に神経障害等の

健康障害を及ぼすおそれが明らかとなったことから、労働安全衛生法施行令が改正され、「溶接
ヒューム」が特定化学物質に指定された。

■公布日 令和２年４月２２日
■施行日 令和３年４月 １日（一部経過措置あり）

※金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質（燃焼ガス、レーザービームを熱源とする溶接、溶断等は除く）

 特定化学物質障害予防規則の改正に伴う金属アーク溶接等作業における健康障害
防止措置の義務化について（周知）

これに伴い、特定化学物質障害予防規則（以下、「特化則」という。）の改正も行われ、
「全体換気装置による換気等の措置」、「溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具
の使用及びフィットテスト」、「6ヶ月以内ごとに1回の特殊健康診断」（1次検診）の実施等、
健康障害防止措置が「義務化」されたところ。

鉱業権者又は鉱業代理人におかれましては、鉱山労働者を金属アーク溶接等作業に従事さ
せる際には、鉱山保安法に基づく粉じん対策に加え、「特化則」に基づく措置を併せて行う必要
があることに留意。
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(4)鉱山労働者と解する
請負作業者の範囲
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１．鉱山労働者について

【鉱山保安法第２条第３項（用語の意義）】
この法律において「鉱山労働者」とは、 鉱山において鉱業に従事する者をいう。

【鉱山保安法の解説（第２条）】
４．第２項ただし書及び第４項について
(1)本法において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場と定義されている。
「鉱山」とは鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業を行う事業場。

「鉱山労働者」とは

鉱山労働者の範囲

 直轄作業者（職員）
鉱山における全ての直轄職員（採鉱、選鉱、施設保全、雑作業、事務員等）

 請負作業者
①法の解説「鉱山労働者と解する請負作業者の範囲」に示す作業に従事する者
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２-１．鉱山労働者と解する請負作業者の範囲

【鉱山保安法の解説（第２条）】
３．鉱山労働者と解する請負作業者の範囲は、次の作業に従事する者である。
(1) 坑内（地下施設を除く。）作業（坑外坑内にわたって作業し、坑内の一部に入ることが常態である作業を含む。）

(2) 坑内（地下施設を除く。）作業以外の鉱物の掘採及びこれに伴う土地の掘削又は表土の除去

(3) 坑内（地下施設を除く。）以外における試すい（坑外建設物の地盤調査等のための試すいを除く。）

(4) 立坑の開削（立坑の開削と併せてやぐらを建設する場合は、やぐらの建設を含む。）

(5) 石油鉱山におけるやぐらの建設及び解体

(6) 坑外及び地下施設における鉱物（自家消費に係るものを除く。）の運搬（鉱山外にわたる場合を除く。）

鉱山労働者と解する請負作業者は、次の(1)～(11)の作業に従事する者である。

坑内での作業は全て該当するが、一時的に入坑して作業する場合は除外されている。

坑外での採掘作業（表土の除去を含む）

坑外での試すい作業（鉱業のための地盤調査）

鉱山内での鉱物の運搬作業（ダンプトラック、ベルトコンベア等による運搬作業）
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２-２．鉱山労働者と解する請負作業者の範囲

(7) 鉱山内における火薬類の運搬

(8) 選鉱、選炭、製錬、砕鉱、か焼及び鉱物の乾燥

(9) 捨石、鉱さい又は沈殿物の集積（集積と併せて捨石、鉱さい又は沈殿物を運搬する場合には、その運搬を含む。）
並びに坑水及び廃水の処理
なお、「捨石、鉱さい又は沈殿物の集積」には、「捨石、鉱さい又は沈殿物を利用するかん止堤の築造の作業」を含む。

(10) 鉱業廃棄物の運搬又は処分

(11) 前各号の作業に主として従事している者が行う鉱山施設の維持、改造及び修理
なお、請負業者が施工する坑外施設の建設作業（捨石、鉱さい又は沈殿物を利用するかん止堤の築造の作業を除
く。）は鉱業ではないので、本法は適用されない。

集積作業は、集積場において集積物を敷均し、整形等の作業となる。（集積物によるかん止堤の築造を含む。）

鉱業廃棄物には、金属鉱物以外の鉱物採掘による捨石、金属鉱物等の鉱床以外の掘削による捨石は含まない。
（施行規則第1条第３３号：鉱業廃棄物の定義）

「鉱山施設の維持、改造及び修理」の作業のみを実施している場合は、鉱山労働者と解さない。
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 請負とは労働の結果として作業の完成を目的とするもの(民法第632条)で、鉱山（鉱業権者）と
請負会社が請負契約を結び、受注した業務を遂行するもの。

 請負会社は、自社の労働者に直接指揮命令を行い、請負会社の責任で受注した業務を遂行する。
 発注した鉱山は、請負労働者には直接作業指示等は行ってはいけない。（指揮命令は出来ない）

３．請負とは

労働者

請負契約

指揮
命令

雇用関係

鉱山会社

【請負】

請負会社
【偽装請負】
書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、
実態としては労働者派遣であるものを言い、違法
です。
請負は、発注者と受託者の労働者との間に指
揮命令関係が生じないということです。
直轄の担当者から請負作業者に直接作業指示
等を行うことは、違法となります。

※請負の労働者は、請負会社の指揮命令により作業を実施するため、別に定める範囲の作業に
従事する者以外は、鉱山労働者ではない。（鉱山保安法適用外）
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４．労働者派遣とは

【派遣】

派遣
労働者

指揮命令

鉱山会社 派遣会社

雇用関係

労働者
派遣契約

 労働者派遣とは派遣元（派遣会社）と派遣先（鉱山）との労働者派遣契約に基づき、派遣元が
雇用する労働者を派遣先（鉱山）の指揮.命令を受けて派遣先の業務に従事させること。

 労働者派遣法によって派遣を行う事業者は労働者派遣事業の許可を受けることが定められている。

※派遣労働者は、鉱山の指揮命令により作業を実施するため、鉱山労働者である。
（鉱山保安法適用）
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５．鉱山に確認をお願いしたいこと。

 請負の鉱山労働者について確認
• 「鉱山労働者と解する請負作業者の範囲」に該当するか。

 請負形態の確認（偽装請負になっていないか）

• 請負作業者に直轄担当者から直接作業指示等行っていないか。（作業指示は、請
負の責任者に行っているか）

 確認の結果、鉱山労働者に該当しない場合について
• 災害月報の鉱山労働者に計上していないか。（これまで計上していれば、今後除外し
て下さい。）

• 鉱山労働者に該当しない請負での作業は労働安全衛生法等の適用となるため、作業
に必要な手続き等（作業者の資格）を行っているか。

 鉱山労働者に該当するか判断出来ない場合は、九州産業保安監督部鉱山保安課に問
合せをお願いします。



(5)災害発生時の連絡
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（5）災害発生時の連絡
鉱山保安法第４１条の規程により、監督部長あてに報告が必要です。 先ず第一報を
<重大な災害>・・・ 直ちに報告 及び災害が発生した日から３０日以内の詳報
① 死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害
② 三日以上の休業見込みの負傷者が同時に五人以上生じた災害

<省令に定める災害>･･･速やかに報告 及び災害が発生した日から３０日以内の詳報
鉱山保安法施行規則第４６条の「別表」に定める災害に応じた、報告時期、報告項目

九州産業保安監督部 鉱山保安課・鉱害防止課 連絡窓口

勤務
時間内

〇鉱山保安課 （監督係・総括係）
〇鉱害防止課 （監督係・総括係）

電話 092-482-5928～5931
電話 092-482-5933～5935

勤務
時間外

〇鉱山保安課
①鉱山保安課長 末松 次夫
②統括鉱務監督官 髙口 龍也

〇鉱害防止課
①鉱害防止課長 平田 憲司
②統括鉱務監督官 江﨑 昭博

防災携帯
防災携帯

防災携帯
防災携帯

これまでの周知
番号と変更なし


