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平成２６年度鉱山・火薬類保安関連概算要求の概要 
 

 
平 成 ２ ５ 年 ８ 月 
経 済 産 業 省 
商務流通保安グループ 
鉱山・火薬類監理官付 

 
【ポイント】 
 

○金属鉱業等の鉱山の鉱害防止事業を計画的かつ着実に推進するため、地方公

 共団体等が行う鉱害防止事業に対する補助金の交付、中長期的なコスト低減

 のための技術開発・調査研究、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

 構（JOGMEC）による鉱害防止事業の支援を実施する。 

○大水深域における石油及び天然ガス資源の開発に係る保安技術動向調査を行

い、技術指針等に反映させるための調査検討を実施する。 

○火薬類の保安の向上に資するため、火薬庫に設置される土堤の構造に関する

技術基準の検討を目的とした実証実験等を実施するとともに、火薬類による

事故原因の解析・再発防止対策の検討、火薬類保安規制の国際化に向けた火

薬類の国際標準化に関する情報等の収集を行う。 

 

 
［単位：百万円］   

２６年度概算要求額（２５年度当初予算額）   

 

 鉱山・火薬類保安関係予算       ２，６４８（２，１４５） 

＜うち新しい日本のための優先課題推進枠：４００＞ 

                             （※JOGMEC交付金、財投資金は総額に含めない。）
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Ⅰ．休廃止鉱山の鉱害防止対策 
 

２，４９８（２，０２２） 

＜うち優先課題推進枠：４００＞ 

金属鉱業等の鉱山においては、閉山後も人の健康に被害を生ずるおそれのあるカ

ドミウム、ヒ素等の有害物質を含む坑廃水が永続的に流出するという特殊性がある

ことから、鉱害防止事業を計画的かつ着実に推進し、また、鉱害防止事業の実施に

要する費用を中長期的に軽減させていくため、以下の施策を実施する。 

 

１．休廃止鉱山鉱害防止等工事等        

 

（１）休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金    ２，０１５（１，９１５） 

地方公共団体による鉱害防止工事及び坑廃水処理や、鉱害防止義務者（鉱業権者

等）による自己に責任のない汚染について行う坑廃水処理に対して補助金を交付す

る。（補助率３／４） 
  ※鉱害防止義務者が無資力又は不存在の休廃止鉱山について、地方公共団体が実施する集積場の覆

土・植裁、坑口の閉そく、坑廃水処理等の事業に対し補助金を交付（義務者不存在分）。 
  ※鉱害防止義務者が存在する休廃止鉱山について、義務者等が実施する坑廃水処理事業のうち、義

務者の行為に起因しない汚染分（自然汚染、他者汚染）の処理費用について補助金を交付（義
務者存在分）。 

 
（２）休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究委託費       ２０（２８） 

坑廃水処理事業に要する費用負担を中長期的に軽減していくため、自然の浄化能

力を活用したパッシブトリートメント等の新技術について、効果、適用条件、費用

対効果等について調査研究を実施する。 

 

（３）坑廃水水質改善技術開発事業             ６３（７９） 

採掘後の坑内空洞を中和殿物を含む充填材で埋め戻すことにより、坑廃水の水質

や水量を改善し、坑廃水処理費用の低減を図る技術開発を実施する。 

 

（４）休廃止鉱山集積場鉱害防止等工事費補助事業      ４００（新規） 

                     ＜うち優先課題推進枠：４００＞ 

休廃止鉱山における集積場の耐震性安定化工事の実施を助成する。 

 

 ２．独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構による鉱害防止支援 

 

（１）鉱害防止支援業務 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）の運営に必要な経費等

について交付金を交付する（地方公共団体が実施する鉱害防止事業に対するコンサ

ルティング、融資業務など）。 

  ・(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属鉱業運営費交付金 

            ３，４９９百万円の内数（３，４９２百万円の内数） 



- 3 -

※資源機構の鉱害防止部門に必要な経費は、資源エネルギー庁において要求する「資源機
構金属鉱業一般勘定運営費交付金」３，４９９百万円の内数。 

 

（２）鉱害防止融資                   ８億円（４億円） 

 

 ①鉱害防止資金融資       （財政融資 事業規模 ７．０億円(３．１億円)） 

  うち緊急時災害復旧（融資枠１億円、貸付比率９０％以内 ） 

 ②鉱害防止事業基金拠出金資金融資  （  〃   〃   ０億円( ０億円)） 

 ③鉱害負担金資金融資        （   〃   〃 １．０億円(０．９億円)）

 
※財政投融資のうち財政融資を原資にして、鉱害防止資金（使用済特定施設鉱害防止工事及び坑廃水処

理事業分、うち緊急時災害復旧（鉱害防止工事）を含む）及び、鉱害負担金資金への融資事業を実
施。 

 
 
（３）金属鉱業等鉱害防止準備金の延長（税制） 

金属鉱山等における閉山後等の鉱害を防止するため、金属鉱業等鉱害対策特別措

置法第７条の規定に基づき、産業保安監督部長が採掘権者等に対して JOGMEC の鉱害

防止積立金の積立額として通知した額について、鉱山の採掘権者等が積立てを行っ

た場合には、その積立額を限度に損金算入ができる本制度は、平成２６年３月３１

日が適用期限となっている。このため、本制度の適用期限を延長する。 
 
 
 

 

Ⅱ．石油・天然ガス鉱山の鉱害防止対策 

 

８０（４６） 

                            

（１）大水深海底鉱山保安対策調査委託費          ８０（４６） 

水深１０００ｍを超える大水深域における石油及び天然ガス資源の開発に係る国

内外の保安技術動向調査を行い、当該開発に係る技術指針等に反映させるための調

査検討を実施する。 

       
 

 
 

Ⅲ．火薬類の保安対策 

 

７０（３４） 

                            

（１）火薬類爆発影響低減化技術基準検討事業     ７０の内数（３４の内数） 

火薬類関連施設周辺の市街地化に伴い、保安距離を確保できなくなる事例が散見

されているため、火薬庫に設置される土堤の構造に関する技術基準の検討を目的と

した実証実験等を実施し、火薬類取締法施行規則の改正に向けた検討を行う。 
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（２）火薬類事故防止対策事業            ７０の内数（３４の内数） 

平成２５年に発生した火薬類による事故原因の解析・再発防止対策の検討を行い

火薬類の保安の向上を図る。 

 

（３）火薬類国際化対策事業             ７０の内数（３４の内数） 

国連の「危険物輸送基準勧告」に示された火薬類の分類判定基準や、新たに提案

される試験方法等国際的な火薬類の保安に係る技術基準の動向等に関する情報を収

集し、火薬類保安規制の国際化について、火薬類取締法における対応策の検討を行

う。 

 

（４）火薬類設備の災害耐力強靱化技術基準策定研究開発委託費  ７０の内数（新規） 

火薬庫の周囲を取り囲む土堤について、地震の揺れによる土堤の崩壊・緩みを防

止し、万一の爆発の際にも外部への影響を抑えるため、土木工事等で利用される工

法の導入に資する実証を行う。また、安全な点火方法や火工品の取り扱いに資する

先進事例等実態調査を行う。 
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Ⅰ．休廃止鉱山の鉱害防止対策（一般会計） （単位：千円）
平成25年度 平成26年度 対前年度 対前年度比

予算額（A） 概算要求額（B） （C）＝（B）－（A） （B）／（A）

１．休廃止鉱山鉱害防止等工事等 2,022,306 2,498,111 475,805 123.5%
　　　休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 1,915,361 2,015,361 100,000
　　　  休廃止鉱山集積場鉱害防止等工事費補助事業（新規）【優先課題推進枠】 0 400,000 400,000
　　　休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究事業 28,056 19,639 ▲ 8,417
　　　坑廃水水質改善技術開発事業 78,889 63,111 ▲ 15,778

２．（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属鉱業一般勘定運営費交付金（※） 3,491,632 3,498,930 7,298
※JOGMEC運営費交付金は、一般会計要求総額を記載しており、総額には含まない。

Ⅰ．休廃止鉱山の鉱害防止対策（財政投融資金） （単位：億円）
平成25年度 平成26年度 対前年度増減 対前年度比

計画事業額（A） 計画事業額（B） （C）＝（B）－（A） （B）／（A）

１．鉱害防止資金融資 3.1 7.0 3.9
2．鉱害防止事業基金拠出金資金融資 0 0 0.0
3．鉱害負担金資金融資 0.9 1.0 0.1

合計 4 8 4 200.0%
（注：JOGMECの自己資金分を含む事業規模）

Ⅱ．石油・天然ガス鉱山の鉱害防止対策（特別会計） （単位：千円）
平成25年度 平成26年度 対前年度増減 対前年度比

予算額（A） 概算要求額（B） （C）＝（B）－（A） （B）／（A）

１．燃料安定供給対策 88,064 80,000 ▲ 8,064 90.8%
　　　大水深海底鉱山保安対策調査事業 45,980 80,000 34,020
　　　廃止石油坑井封鎖事業費補助金（終了） 42,084 0 ▲ 42,084

Ⅲ．火薬類の保安対策（一般会計） （単位：千円）

平成25年度 平成26年度 対前年度増減 対前年度比

予算額（A） 概算要求額（B） （C）＝（B）－（A） （B）／（A）

１．高圧ガス等技術基準策定研究開発等（火薬類関係のみ） 34,317 70,292 35,975 204.8%

【鉱山・火薬類保安関連概算要求総額】 2,144,687 2,648,403 503,716 123.5%

平成26年度鉱山・火薬類保安関連概算要求の概要（一覧表）

項　目

項　目

項　目

項　目

 



 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 
  平成２６年度概算要求額２０．２億円（１９．２億円） 

 

商務流通保安グループ 
鉱山・火薬類監理官付 

03-3501-1870 

鉱害防止事業を行う地方公共団体等に対し、鉱害防止
事業に要する費用の４分の３を国が補助します。      

○金属鉱山等は、採掘活動終了後もカドミウム、鉛、ヒ素
等の重金属による水質の汚濁、農用地の汚染等をもたら
すことが少なくなく、放置すれば人の健康被害、農作物
被害、漁業被害等の深刻な問題（鉱害）を引き起こすこ
とになります。 

 
○このため、地方公共団体等が事業主体となって行う鉱害

防止事業に要する費用について、国が４分の３を補助し
ます。 

 
○また、老朽化が進む鉱害防止施設について、本来の機能

を回復するため、早急に対策工事を行う必要があります。 

 国 地方公共団体等 

補助 

３/４ 

<実施主体> 

 
  

汚染された河川（昭和４９年当時） 

対策を講じた後の河川（現在） 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

坑廃水処理の実施 



 
  

 休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究事業 
 平成2６年度概算要求額０．２億円（０．３億円） 

商務流通保安グループ 
鉱山・火薬類監理官付 

03-3501-1870 

鉱害防止技術の知見を有する民間団体等
に調査研究事業を委託します。 

○鉱害防止事業にかかる経済的負担（休廃止鉱
山鉱害防止等工事費補助事業 平成25年度：
19.2億円）を軽減するため、自然の水質浄化
作用を活用する技術について、各休廃止鉱山
への適用可能性や定量的効果等を検証します。 

 
○具体的には、坑廃水処理に導入が期待される
植物や石灰水路等の自然の浄化作用を利用し
た新技術（パッシブトリートメント）の実証
試験を行い、浄化能力等を検証し、他の坑廃
水処理場への導入促進を図ります。 

 
○現在、休廃止鉱山の鉱害防止事業に多額の費
用を要していますが、本事業の成果を活用し、
坑廃水処理に要するランニングコストの削減
を図ることが可能です。 

 国 民間事業者等 
委託 

事業イメージ 事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 



  
坑廃水水質改善技術開発事業 

 平成2６年度概算要求額０．６億円（０．８億円） 
 

商務流通保安グループ 
鉱山・火薬類監理官付 

03-3501-1870 

○鉱害防止事業の国民経済的負担を軽
減し、健全な水循環と持続可能な水利用
環境を維持するため、低コストな坑内空
洞充填技術を開発します。 
 
○具体的には、採掘跡、坑道等の坑内
空洞を中和殿物を含む充填材で埋め戻
し、地下に浸透した雨水と鉱石等との接
触を減らすことにより、坑内水の水量を
減少、水質を良化させ、併せて坑内空洞
の安定化（崩壊防止）、殿物処理費の低
減を図ります。 

国 民間団体等 

委託 

鉱害防止技術の知見を有する民間団
体等に技術開発事業を委託します。 
 

 
  ＜効果＞ 

  ・坑内水の水量減少、水質良化 
  ・坑内空洞の安定化（崩壊防止） 
  ・殿物処理費の低減 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

坑内空洞充填のイメージ図 

＜事業内容＞ 
鉱山の坑内採掘跡等のうち、水で
満たされていない空洞部分※に、
中和殿物、建設残土、セメント等を
混和した充填材をボーリング孔を
使い流送し、充填する。 
 
※図の排水箇所より、上の部分 
 

坑道 

降
雨 

地下水 
プラグ 

坑内水 
（坑水処理施設へ） 

坑内
充填 

雨水と鉱床の接触
機会を減少 

鉱床 



 休廃止鉱山集積場鉱害防止等工事費補助事業 
  平成２６年度概算要求額４．０億円（新規） 
【うち優先課題推進枠４．０億円】 

商務流通保安グループ 
鉱山・火薬類監理官付 

03-3501-1870 

集積場耐震性安定化工事を行う地方公共団体に対し、鉱害
防止事業に要する費用を国が補助します。      

○東日本大震災によって、鉱山集積場から集積物のスラ
イム（鉱石の選鉱・製錬時に発生する残渣）が流出し
たことから、類似の集積場について、平成２４年１１
月に改正した集積場技術指針に適合しているかどうか、
全国の集積場で安定性調査を実施しています。 

 
○これまでの調査によって、安定性に問題のあることが

判明した鉱山集積場について、大規模な地震が来ても
集積物が流出しないように集積場の耐震性安定化工事
を実施します。 

 
○本事業は、地方公共団体等が事業主体となって行う集

積場耐震性安定化工事に要する費用について、国が補
助（補助率１０／１０）します。 

 国 地方公共団体 

補助 

１０/１０ 

<実施主体> 

 
  

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

たい積物の一部流出 

たい積場の亀裂 



別紙－３（1/2）

国土交通省東北地方整備局 能代河川国道事務所

平成２５年８月９日１６時３０分発表

　　部が前回より更新

１．事故概要

・発生場所：

鹿角市 ２カ所 （松子沢抗排水処理所、小真木抗廃水処理所）

大館市 ２カ所 （岩神鉱山抗水処理場、宝倉鉱山猿間抗水処理場）

・発生日時：１１時１５分頃　能代河川国道事務所に入電

・流 出 物：マンガン、鉄、銅を含んだ廃水

・流 出 量：不明

・大雨により大量の水や土砂が処理場に流れ込み、処理場施設の被災や機能停止により、

　未処理の鉱山廃水が河川に流出。

２．事故対応状況

・復旧の見込みはたっておりません。

《　詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。　》

＜＜発表記者会：能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ＞＞

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省　東北地方整備局　能代河川国道事務所
電話：０１８５－７０－１２４６（河川管理課）
副所長（技術）　　栗田　信博　（内線２０４）

河川管理課長　　　佐々木　良浩　（内線３３１）

秋田県鹿角市、大館市における旧鉱山廃水（マンガ
ン、鉄等を含む廃水）の流出について（第１報）

問い合わせ先

本日１１時１５分より、秋田県鹿角市、大館市の旧鉱山廃水処理場４
カ所で、大雨により廃水処理場が被災・停止し、未処理の排水が流出し
たとの連絡が国土交通省能代河川国道事務所へ入りました。

この情報を受け、能代河川国道事務所では１１時１５分に災害対策支
部（水質）「警戒体制」を設置し関係機関に情報提供しました。







別紙－３（1/2）

国土交通省東北地方整備局 能代河川国道事務所

平成２５年８月２３日　　９時３０分発表

部が前回より更新
１．事故概要

・発生場所：秋田県鹿角市 ３カ所 （松子沢廃水処理所、小真木坑廃水処理所）

　 （女平坑水処理場）

大館市 ２カ所 （岩神鉱山坑水処理場、宝倉鉱山猿間坑水処理場）

・発生日時 ８月　９日（金）　１１時１５分頃　能代河川国道事務所に連絡

８月１２日（月）　９時３５分頃　新たに花輪鉱山の女平坑水処理場の

被災が確認され、能代河川国道事務所に連絡

・流 出 物：鉱山廃水（マンガン、鉄、銅等を含む）

・流 出 量：不明

・復旧状況：【復旧済み】５カ所（松子沢廃水処理所）（女平坑水処理場）

　　（岩神鉱山坑水処理場）（宝倉鉱山猿間坑水処理場）

　　（小真木坑廃水処理所）

２．体制　平成２５年８月　９日　１１：１５より「警戒体制」を設置

　　　　　平成２５年８月２０日　１９：００より「注意体制」に移行

         平成２５年８月２３日　９：３０　災害対策支部（水質）「注意体制」を解除

３．米代川の巡視・水質調査の結果（８月２２日（木）　午前１１：１６～１３：５２）

【巡視結果】

・能代橋（能代市）～十二所橋（大館市）区間を巡視の結果、魚のへい死等の異常は、

  確認されませんでした。

【水質調査結果】

・水質調査（亜鉛、銅、総鉄、カドミウム、鉛、マンガン、水素イオン濃度）の結果、

　すべて基準値内であり水質への異常は確認されませんでした。

４．今後の対応

・通常の河川巡視等により、河川に異常がないか引き続き監視してまいります。

・今回の一連の事故に関連する水質調査につきましては、以上をもちまして終了いたし

　ます。

※現在、河川の異常は確認されておりませんが、魚の死骸等の水質の異常を発見された

　場合は、下記に連絡をお願いします。

＜＜発表記者会：能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ＞＞

※復旧状況は、秋田県発表「平成25年8月9日大雨被害状況について（8月21日）」による

秋田県鹿角市、大館市における旧鉱山廃水の流出につ
いて(第２５報・終報)

問い合わせ先

　８月９日の大雨により秋田県鹿角市、大館市の旧鉱山廃水処理場５カ
所が被災・停止し、未処理の廃水が流出しました。
　能代河川国道事務所では、８月９日より災害対策支部（水質）「警戒
体制」、２０日より「注意体制」に移行し、米代川の水質調査・監視を
行ってきましたが、各施設の復旧作業が完了し、米代川の水質に異常が
見られないことから、８月２３日９時３０分をもって災害対策支部（水
質）「注意体制」を解除しました。

                   米代川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
                国土交通省　東北地方整備局　能代河川国道事務所
                            電話：０１８５－７０－１２４６（河川管理課）
                      河川管理課長　　  佐々木　良浩　（内線３３１）
                      建設専門官　　　　田中　誠　（内線４０１）



事故発生箇所

（岩神鉱山）

（宝倉鉱山）
（小真木）

（松子沢）

能代橋

二ツ井水質観測所 鷹巣水質観測所

新真中橋水質観測所

十二所水質観測所
（女平）

岩手県

青森県

秋田県

米代川 水質調査箇所 位置図

水質分析結果（8月22日）

米代川の水質調査地点（５カ所）

十二所橋（大館市十二所字十二所地内） 新真中橋（大館市川口字中川口地内）

鷹巣橋（北秋田市鷹巣字西大柳岱地内） 銀杏橋（能代市二ッ井町字下稗柄地内）

能代橋（能代市能代町字中川原地内）

調査項目 　　調査位置 基準等

　　亜鉛　mg/l 排水基準2mg/l以下

　　銅　　mg/l 排水基準3mg/l以下

　　総鉄　　mg/l　 排水基準10mg/l以下

　　カドミウム　mg/l 環境基準0.003mg/l以下

　　鉛　mg/l 環境基準0.01mg/l以下

　　マンガン　mg/l 排水基準10mg/l以下

　　水素ｲｵﾝ濃度　ｐH 環境基準6.5～8.5

0.001 0.001未満 0.001未満0.001未満 0.001未満

二ッ井 鷹巣 新真中橋 十二所

0.034

0.018

0.3

0.0003未満 0.0003未満

0.014

0.2

0.0003未満0.0003未満

0.5

0.026

0.012

0.018

0.010

0.4

0.05

能代橋

0.019

0.012

0.0003未満

0.027

0.05

0.3

0.05

7.1 7.1 7.2 7.2 7.5

0.06 0.05
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