
資料３

鉱山保安ＭＳに係るチェックリストⅠ、Ⅱについて

【ＰＤＣＡサイクルの有効性の自己点検用ツール】

ＰＤＣＡサイクルが回っているか自己点検を行うときに利用できるチェックリストを

作成し鉱山へ配布している。

チェックリストは全２０問の設問からなり、以下のとおりリスクアセスメントに関す

る事項とマネジメントシステムに関する事項に区分している。

チェックリストⅠ：リスクアセスメント等に係る点検評価（全９問の設問）

チェックリストⅡ：マネジメントシステムに係る点検評価（全１１問の設問）

チェックリストの各設問は、ＰＤＣＡを回す上で重要な取組についての実施状況を以

下の４段階で点数付けするものとなっている。

適切に実施・・・・・・３点

一部改善の余地あり・・２点

全面的に改善が必要・・１点

未実施・・・・・・・・０点

鉱山保安マネジメントシステムの構築とその有効性を評価する指標として、チェック

リストⅠ、Ⅱそれぞれの設問の合計点を用い、以下の基準でグループ分けしている。
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【従来のチェックリストの問題点等】

① 各設問の取組の評価を行うための客観的判定基準が不足しており、主観的な判断

による鉱山間の判定基準のばらつきが大い。

② 鉱山保安マネジメントシステムの構築と有効化を図るためのツールの一つであり

ながら、鉱山保安マネジメントシステムの解説書「鉱山保安マネジメントシステム

の構築と有効化のためのガイドブック」との連携が弱い。（参照すべきガイドブッ

クの関係ページの標記が少ない）

【チェックリストⅠ、Ⅱの改善】

前述の問題点等を踏まえ、管内の鉱山労働者数が１０人～５０人の鉱山（６鉱山）協

力のもと、チェックリストの見直し（情報追加）を行った。主な内容は次のとおり。

① 各設問の取組の評価基準として、ＰＤＣＡサイクルを回すために必要な具体的活

動で、中小規模鉱山でも実施が可能なものを例示（複数）し、その実施個数によっ

て取組の評価（適切に実施～未実施）を判定するようにした。

② 各設問の判定基準として追加した具体的取組については、できるだけガイドブッ

クの関係ページを参照できるよう、情報を追加した。

【今後の活用方針】

自己の鉱山における保安活動と鉱山保安マネジメントシステムの関連性を理解しつ

つ、鉱山保安マネジメントシステムの構築度、有効度の現状把握ができるツールとし

より良いものとなったと考えられる事から、今後は、各鉱山に対し判定基準の内容等

の理解を深めるための説明会等を実施するなどし、鉱山における鉱山保安マネジメン

トシステムの構築と有効化の推進に活用。
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「鉱山保安に係るマネジメントシステム」に関するアンケート(判定基準付き) 

 

 

１．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の実施体制について 

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等を表明し、これ

を推進するための体制等(組織・予算等)を整備しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（1 つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 経営トップはリスクアセスメントを行うことについて、その重要性等を鉱山労働者に対し、年

度当初の保安方針の表明時などにおいて、直接自ら表明（口頭によるものを含む。）しています

か。＜ガイドブックＰ１２をご覧下さい。＞ 

□２ リスクアセスメントを行うための体制等（組織・予算等）は、概ね、【解説】に記載されている

内容で実施していますか。＜ガイドブックＰ３２【POINT ①】をご覧下さい。＞ 

□３ リスクアセスメントの実施方法等必要な教育を実施していますか。 

 

※ガイドブック：「鉱山保安マネジメントシステムの構築とその有効化のためのガイドブック」です。 

      経済産業省のホームページ（以下のＵＲＬ）に掲載しています。 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/detail/msshientool.html 
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【解説】 

チェックリストⅠ（27 点満点） 

今回評点合計 

（Ｑ１からＱ９まで） 

前回評点合計 

（Ｑ１からＱ９まで） 

  

今回評点 前回評点 
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リスクアセスメントは、鉱山保安法令において「現況調査」が義務付けられたから行うのではなく、

経営トップが自らの意志で保安向上のためにこれを実施することが有意義であると判断したものであ

ることを、鉱山労働者に対し周知することが重要です。その体制等は以下のとおりとすることが望ま

れます。 

・保安統括者又は保安管理者に実施を管理させること 

・保安委員会の活用等を通じ、鉱山労働者を参画させること 

・作業内容を詳しく把握している作業監督者等にリスクの特定、リスクの評価、リスク低減措置の検討

に参画させること 

・リスクアセスメントに必要な教育を実施すること 
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(2) 実施時期について 

Ｑ２：法令で定めた施業案変更のとき以外にも、事業を取り巻く環境の変化に応じて、リスクアセスメ

ントを行っているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

     鉱山保安法第１８条第４項において努力義務とされている、操業条件に変化が生じるときなど

【解説】に記載されている次の機会についても、リスクアセスメントを行っていますか。＜ガイドブック

Ｐ３３【POINT ③】をご覧下さい。＞ 

   

□１ 【解説】に記載されている「操業条件等に変化が生じるとき」に例示した機会に、概ねリスクア

セスメントを行っていますか。 

□２ 【解説】に記載されている「保安確保措置等に不具合が生じ、又は生ずるおそれのあるとき」

に例示した機会に、概ねリスクアセスメントを行っていますか。 

□３ 【解説】に記載されている「その他、前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の

経年劣化、鉱山労働者の入れ替わり等に伴う保安上の知識経験の変化、新たな鉱山保安に

係る知見の集積等があったとき」などに、概ねリスクアセスメントを行っていますか。 

  （本チェック項目「□３」については、近年３年程度の期間で振り返ってください。） 
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【解説】 

「先ずは、リスクアセスメントをやってみよう」ということで、危ないと思われる作業・作業場所を対象

として絞り込み、できるところからリスクアセスメントを始めてみることが初期の段階には必要ですが、

軌道にのってきたら、次の機会にも行うようにしましょう。 

[操業条件等に変化が生じるとき] 

・採掘作業の進行により採掘切羽や鉱山道路等の変更が生じるとき 

・建設物、工作物その他の施設を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき 

・機械、器具又は工作物を新たに採用し、又は変更するとき 

・材料、動力又は火気の取扱いを新たに採用し、又は変更するとき 

・使用方法又は作業方法若しくは作業手順を新たに採用し、又は変更するとき 

今回評点 前回評点 
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・その他操業等に不具合が生じ、操業方法等の変更の必要性が生じたとき 等 

[保安確保措置等に不具合が生じ、又は生ずるおそれのあるとき] 

・巡視・点検、保安推進活動（ヒヤリハット、危険予知活動等）の結果から保安確保措置等に見直し

の必要性が生じたとき 

・他鉱山における災害事例等から、自鉱山においても類似の事象が想定されるとき 

・鉱山保安関係法令の要求事項に対する不適合が認められたとき、又は法令の改正により規制が

追加・変更されたとき 

・鉱業権者が講じるとした措置が適切に実施されているか確認し、講じた措置内容が有効か評価し

た結果、見直しの必要が生じたとき 等 

[その他、前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年劣化、鉱山労働者の入れ替

わり等に伴う保安上の知識経験の変化、新たな鉱山保安に係る知見の集積等があったとき] 
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(3) 情報の入手について 

Ｑ３：リスクアセスメントを実施するに当たり、対象作業・作業場所に関し十分な情報を入手している

か。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 次の作業等は、概ねリスクアセスメントの対象としていますか。＜ガイドブックＰ３４【POINT

④】・Ｐ３３【POINT ③】の下表をご覧下さい。＞ 

①過去に事故が発生した設備 

②過去にヒヤリハットが発生した（場所、設備、作業内容等） 

③鉱山労働者が不安を感じている作業 

④操作が複雑な機械設備の操作 

⑤他鉱山の災害事例で自鉱山に類似するもの 等 

□２ リスクアセスメントを行うに当たっては重大なリスクの見落としがないように、【解説】に例示

した入手すべき情報などを活用していますか。＜ガイドブックＰ３４【POINT ⑤】・Ｐ３３【POINT 

③】の下表をご覧下さい。＞ 

□３ リスクアセスメントを行うに当たって、作業標準等が定められていない機械設備等の保守点

検作業や補修作業等の非定常作業についても、危険情報が抜け落ちないようにしていますか。

＜ガイドブックＰ３４【POINT ④】をご覧下さい。＞ 

                                                                            3 

【解説】 

入手すべき情報としては、ヒヤリハットや危険予知活動の事例、安全パトロールの結果、類似災害

情報等があり、これらのうち必要な情報を鉱山労働者から報告させる仕組みが必要です。その他、作

業標準、作業手順書、作業環境測定結果、機械設備の仕様書やレイアウト、操作（取扱）説明書、各種

マニュアル等、地質図や柱状図等の調査データ、上下同時作業や車両乗り入れ等の情報も必要に応

じて活用しましょう。作業標準等が定められていない機械設備等の保守点検作業や補修作業等の非

定常作業についても、危険情報が抜け落ちることのないよう、留意する必要があります。 

 

 

 

今回評点 前回評点 
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(4)危険性又は有害性の特定とリスクの見積もりについて 

Ｑ４：①保安を害する要因（リスク）の大きさを見積もる前に、対象作業・作業場所に関し、危険性又は

有害性（ハザード：リスクの潜在的な源のこと）を十分に特定しているか。この過程に、関係する鉱

山労働者が参画しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 危険性又は有害性（ハザード：リスクの潜在的な源のこと）の特定は、概ね、【解説】に記載

されているような手順で行っていますか。＜ガイドブックＰ１３・Ｐ１４・Ｐ３２【POINT ②】をご覧下

さい。＞ 

□２特定に当たっては、作業内容を詳しく把握している作業監督者等の鉱山労働者は参画してい

ますか。＜ガイドブックＰ３２【POINT ①】をご覧下さい。＞ 

□３ 参画する鉱山労働者に対し、危険性又は有害性を特定するための必要な教育を行ってい

ますか。 

□４ 特定した危険性又は有害性を記録し、保存していますか。 
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【解説】 

危険性又は有害性は、それ自体の存在が害をもたらす訳ではありません。それがヒトや周辺環境等

に影響を与えることで危害や鉱害が発生します。リスクアセスメントの重要なポイントの第一は、作業

や作業場所に潜在するこの「危険性又は有害性」を十分に特定することです。 

以下の手順で実施することが推奨されます。 

・対象作業について、作業手順書や機器の取扱いマニュアルを用意しましょう（それらがない場合は、

作業の概要を書き出しましょう）。 

・対象作業をわかりやすい単位で区分しましょう。 

・日常の仕事とは違う目、すなわち危険性又は有害性がないかという目で、現場を観察してみましょう

（過去には、そんなことが起きるわけがないと思われるような災害が発生しています）。 

・機械や設備は故障しますし、人はミスを犯すということを前提に作業現場を観察してみましょう。 

・危険性又は有害性の特定に当たっては、これによって発生する危害や鉱害について、次の「(5)リスク

の分析・評価」を適切に行うため、危害や鉱害に至る流れ「～なので、～して、～になる」を想定して

行うことが大切です。 

今回評点 前回評点 
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・上記の「～なので、～して、～になる」のように、原因と結果を同時に検討しようとすると、パターンが

膨大になり、リスクの洗い出しが難しくなる場合があります。例えば、「足を踏み外し、歩廊から人が

墜落する」というリスクの洗い出しを行う際には、人が墜落する場所を全て書き出してから、人が墜落

する原因を羅列します。このように、原因と結果を分けて記載し組み合わせることにより、リスクの洗

い出しにおいて漏れが防ぎやすくなります。 
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Ｑ５：特定したすべての危険性又は有害性によって生ずるおそれのある危害や鉱害について、リスクの

大きさを客観的に見積もっているか。この過程に、関係する鉱山労働者が参画しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 特定したすべての危険性又は有害性によって生ずるおそれのある危害や鉱害について、リ

スクの見積りに当たっては、概ね、【解説】に記載されているような事項に留意して行っています

か。＜ガイドブックＰ１５又は手引書Ｐ３７をご覧下さい。＞ 

□２ リスクの見積もりに当たっては、作業内容を詳しく把握している作業監督者等の鉱山労働者

は参画していますか。 

□３ 参画する鉱山労働者に対し、リスクの大きさを見積もるための必要な教育を行っています

か。 

□４ リスク見積もりの結果を記録し、保存していますか。 

                                                                             

※手引書：「鉱山保安マネジメントシステムの構築とその有効性向上に向けた手引き書」です。 

      経済産業省のホームページ（以下のＵＲＬ）に掲載しています。 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/detail/msshientool.html  
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【解説】 

リスクの大きさは、危険性又は有害性による危害や鉱害の発生可能性の度合とそれが発生したとき

の結果の重大性の度合等に基づき見積ります。リスクアセスメントの重要なポイントの第二は、リスク

の大きさを客観的に見積もることにより、複数のリスクに優先順位を付け、合理的な対策を講じることと

した点です。 

リスク見積りに当たり、留意すべき事項は次のとおりです。 

・リスクの見積りは、極力複数の人で実施しましょう。多様な観点があった方がより適切な見積りができ

るからです。 

・リスク見積りのメンバーのリーダーは、必ずしも上位職の者とは限りません。作業内容をよく知ってい

る人がなりましょう。 

・リーダーは意見の調整役に徹するように努めましょう。 

・現在行っている安全対策を考慮してリスクの見積りを行いましょう。 

今回評点 前回評点 
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・リスクの見積りに当たっては、罹災程度や基準値に対する超過具合等、危害や鉱害の具体的影響を

想定しましょう。 

・見積りした値がばらついた時は、よく意見を聞いて調整しましょう（こうだと決め付けてはいけません。

メンバーの経験、知識、年齢、性別等それぞれ違うので、バラつくのが当然と考えましょう）。見積りの

値は平均点ではなく、多数決で決めるものでもありません。グループで話し合い、合意したものとしま

しょう。 

・見積りの値については、説明のつくものでなければなりません（やま勘は禁物です）。 

・過去に発生した災害だけで重大性を判断せず、想定することのできる 悪のケースで見積もりましょ

う。 

・見積りの値はグループの中で、 もリスクを高く見積もった評価値を出した人からよく意見を聴き、メ

ンバーの納得のもとに採用しましょう。 

これらの点に留意し、グループで意見を出し合い、話し合い、意見の違いについてはお互いに調整

し、 終的にはグループの総意として集約します。これらの過程により、関係する鉱山労働者間で情報

や認識が共有化されることが重要です。 
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(5) リスク評価（リスク低減の優先度設定とリスク低減措置の検討）について 

Ｑ６：それぞれ見積られたリスクに基づいて、リスク低減の優先度を設定するとともに具体的かつ適正

なリスク低減措置を検討しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（４つ～３つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（２つ～１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ リスクの見積もりの結果から、概ね、【解説】に記載されているようなリスク低減の優先度（リ

スクレベル、危険度レベル等のこと。以下同じ。）を設定していますか。＜ガイドブックＰ１６をご

覧下さい。＞ 

□２ リスク低減措置については、法令で義務づけられた事項がある場合にはその措置を必ず行

うとともに、リスク低減の優先度が高いものから検討を行い、検討にあたっては、【解説】に記載

されている、①本質安全対策、②工学的対策、③管理的対策、④個人用保護具の使用の順で

行っていますか。＜ガイドブックＰ２１をご覧下さい。＞ 

□３ リスク低減措置の検討にあたっては、作業内容を詳しく把握している作業監督者等の鉱山

労働者が参画していますか。 

□４ 参画する鉱山労働者に対し、リスク低減措置を検討するための必要な教育をおこなってい

ますか。 

□５ 設定したリスク低減措置の優先度を記録し、保存していますか。 

                                                               6 

【解説】 

リスクの見積り結果から、例えば、「直ちに解決すべき又は重大なリスクがある（Ⅲ）」、「速やかに低

減措置を講ずべきリスクがある（Ⅱ）」、「必要に応じて低減措置を講ずべきリスクがある（Ⅰ）」等の優

先度を設定します。 

優先度に応じて、経営資源（費用と労力）の投入や措置を講じるまでの作業停止を検討します。 

なお、優先度が同ランク（リスク見積もりの結果が同じ評価）であっても、発生可能性の度合と重大

性の度合には大きな差異が認められる場合がありますので、何れを優先させるのか留意が必要です。

発生可能性の度合と重大性の度合をマトリックス上で表し、どのようなリスクを重視するかについて経

営トップと一緒に検討しましょう。また、技術上の理由等によって、「リスクの保有」という選択をする場

合もあると思われますので、この場合の取扱いにも留意しましょう（次項【解説】参照）。 

リスク低減措置については、法令で義務付けられた事項がある場合には、それを必ず実施するとと

今回評点 前回評点 
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もに、優先度の高いものから検討を行うことになります。検討に当たっては、以下の基本的考え方（措

置内容の優先順位）を踏まえつつ、合理的なものとします。 

①危険な作業の廃止・変更等の本質的対策 

②非常用停止スイッチの設置等の設備的対策（工学的対策） 

③マニュアルの整備等の管理的対策 

④個人用保護具の使用 
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(6) リスク低減措置の実施とその評価・見直しについて 

Ｑ７：リスク低減措置を設定した優先度に従い適切に実施しているか、その状況について確認を行っ

ているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ リスク低減措置の実施に当たっては、可能な限り、高い優先度（リスクレベル、危険度レ

ベル等のこと）のものから行っていますか。＜ガイドブックＰ２１の下表・Ｐ２７・Ｐ３６をご覧下

さい。＞ 

□２ 後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措

置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講じていますか。 

   □３ リスク低減措置の実施状況の確認を行っていますか。 

□４ リスク低減措置の実施状況の確認結果を記録し、保存していますか。 

                                                             7 

 

今回評点 前回評点 
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Ｑ８：実施したリスク低減措置が保安確保のために予定した効果を発現しているか、その内容につい

て評価を行っているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（４つ～３つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（２つ～１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ リスク低減措置が予定した効果を発現しているか、残留リスクはないか、新たなリスクは発

生していないかなどを確認していますか。リスク低減措置の検討を行う際に、措置実施後に

予想（想定）されるリスクレベルの評価も行っている場合でも、予想（想定）どおりのリスクレ

ベルとなっているか、新たなリスクは発生していないかなどを、措置実施後には必ず（リスク

の見積もりまでは行わなくても）確認する必要があります。 

□２ 新たなリスクの発生が認められた場合は、リスクレベルの評価（リスクの見積り）を行って

いますか。 

  ※ なお、新たなリスクの発生が認められなかった場合は☑を入れてかまいません。 

□３ 実施したリスク低減措置が管理的対策（マニュアルの整備や教育訓練など）にもかかわら

ず、ケガの程度（重篤度）の点数が下げられていませんか。管理的対策では、ケガの程度

（重篤度）の点数は下がりません。＜ガイドブックＰ２１・Ｐ３５・Ｐ３６・Ｐ３７をご覧下さい。＞ 

□４ リスク低減措置の効果が維持されているか、定期的に確認し、評価していますか。 

  ※ 措置の効果が維持されているかは、工学的対策の場合は防護設備等が維持されている

か、管理的対策・保護具については労働者が継続して遵守しているかなどの観点から確認

評価します。なお、毎年全ての事項を確認し、評価していなくても計画的に実施されている

場合は☑を入れてください。 

□５ リスク低減措置の評価結果を記録し、保存していますか。 

8 

 

今回評点 前回評点 
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Ｑ９：実施したリスク低減措置の評価結果等に基づき、適切な見直しを行っているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

 ① 該当する項目に☑を入れてください。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ リスク低減措置の確認又は評価の結果、計画したリスクレベルに改善されていなかった

場合には、措置の見直しを行っていますか。＜ガイドブックＰ２７をご覧下さい。＞ 

   なお、計画したリスクレベルに改善されていなかった場合がなかったときは、☑を入れて

ください。 

□２ 残留リスクがより小さくなるような見直し（例えば、管理的対策から工学的対策への見直

しなど）を行っていますか。 

□３ リスク低減措置の見直し結果を記録し、保存していますか。 

□４ リスク低減措置の見直しの結果を踏まえ、必要に応じ保安規程や作業手順書等に反映

していますか。 

9

【解説】 

リスクアセスメントの重要なポイントの第三は、「リスク低減措置実施後の検証」です。初期の目的ど

おりリスクを低減できているか、措置を講じたことにより新たなリスクが発生していないか等、分析評価

を行い、不十分な場合には追加の措置を実施し、再度アセスメントをすることが必要です。 

また、技術上の制約等により、リスクが残り「残留リスク」となった場合や「リスクの保有」という選択を

した場合には、鉱山労働者に対してこれを周知し、必要な保安教育を行う等の「暫定措置」を実施した

うえで、適切に管理しましょう。残留リスクや保有したリスクについて、技術上の制約等を理由に措置を

実施済みという取扱いにすることはやめましょう。その後、制約等が解消された時点で設備的対策等

の恒久措置を検討し、遅滞なく保安計画等に反映させて、計画的に解決を図ることが大切です。 

なお、「措置の実施状況の確認」、「措置の評価」及び「措置の見直し」については、ＰＤＣＡを回すう

えで重要なところであり、鉱山保安法令の解説においても次のように記載されています。その意味する

ところを十分に理解してＰＤＣＡを回しましょう。 

（実施状況の確認） 

① 鉱業権者が保安規程で実施することを規定した措置が、現場において適切に実施されているか、

つまり、自ら規定した措置を鉱山労働者が遵守しているかを確認するものであり、鉱山の実態に合わ

せて定期的に継続して確認することが重要です。 

今回評点 前回評点 
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（評価） 

② 鉱業権者が保安規程で実施することを規定した措置が、保安を確保するため適切な内容となって

いるか、つまり、自ら規定した措置が現状に合っており、十分に安全が確保される内容となっている

かを評価することが重要です。 

（見直し） 

③ 評価の結果、措置が有効に機能していない場合は、その措置の内容が適切であるかを確認したう

えで、措置が適切な場合は、鉱山労働者に対して再度、保安教育を行い措置を遵守させることが必

要です。また、措置の内容に問題があるため有効に機能していない場合、及び措置の内容が不適切

であるとの結果が出た場合は、再度、現況調査を行ったうえで、措置の内容を見直す、つまり、保安

規程や作業手順書等の内容を変更することが必要です。 
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２．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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 保安方針 

Ｑ１０：経営トップは保安方針を定め、これを表明しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 経営トップは、自ら保安に対する姿勢を明確にした保安方針を直接自ら表明（口頭による

ものを含む。）していますか。＜ガイドブックＰ１２【方針策定に関する留意点・工夫点】２．をご

覧下さい。＞ 

 □２ 表明（口頭によるものを含む。）した保安方針には、概ね、次の事項の内容を含んでいます

か。 

      ・危害及び鉱害の防止を図ること 

      ・鉱山労働者の協力のもと、保安活動を実施すること 

      ・法又はこれに基づく命令、保安規程等を遵守すること 

      ・鉱山保安マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施すること 

□３ 保安方針の中に、生産に関する方針が混在していませんか。 

□４ 文書（紙又は電子媒体等。以下同じ。）により、保安方針は定めていますか。 

10

【解説】 

保安方針は、保安の確保を経営システムの一環として捉え、経営トップの理念、哲学等の保安に関

チェックリストⅡ（33 点満点） 

今回評点合計 

（Ｑ１０からＱ２０まで） 

前回評点合計 

（Ｑ１０からＱ２０まで）

  

今回評点 前回評点 
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する基本的な考え方に基づき定めることが重要です。 

Ｑ１１：保安方針について、鉱山労働者に浸透するような仕組みになっているか又はそのための取組を

行っているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）   

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 保安方針を鉱山労働者に浸透させるため、保安方針の説明を含む保安教育の年間実施

計画表を作成する等の取組を行っていますか。 

□２ 保安方針を口頭、文書、電子メール等により直接自ら、策定背景を説明するなど工夫して

鉱山労働者に周知していますか。＜ガイドブックＰ１２【方針表明に関する留意点・工夫点】２．

をご覧下さい。＞ 

□３ 文書、ポスターなどの掲示若しくは備付又は事業者内コンピュータネットワークで掲示する

等、いつでも閲覧可能な状態にしていますか。＜ガイドブックＰ１２【方針表明に関する留意点・

工夫点】１．をご覧下さい。＞ 

□４ 実施した保安教育等は記録し、保存していますか。 

11 

【解説】 

経営トップによる保安方針の表明については、その考え方が鉱山労働者に浸透することも重要です。

そのために必要な仕組みや取組を検討する必要があります。 

今回評点 前回評点 
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(2) 保安目標 

Ｑ１２：保安目標を適切に設定しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（５つ～３つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（２つ～１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 保安方針に基づき、①リスクアセスメントの調査結果、②前年等過去の保安目標の達成

状況等を踏まえ保安目標を設定していますか。＜ガイドブックＰ１９をご覧下さい。＞ 

□２ 保安目標を達成させるための重点項目を設け、この項目毎に目標値、期待する効果を含

めた具体的な実施事項を設定していますか。（重点項目が無くても、具体的な実施事項を設定

している場合は☑を入れてください。）＜ガイドブックＰ２０をご覧下さい。＞ 

□３ 鉱山としての目標を設定するほか、必要な場合、これを基にした関係部署ごとの目標も設

定していますか。ただし、小規模鉱山で、関係部署ごとの目標は必要ないところもありますの

で、必要がない場合は☑を入れてください。 

□４ 目標は達成の度合いを客観的に評価できるよう、可能な限り定量的なものとなっています

か。ただし、複数の目標がある場合、すべてが定量的である必要はありませんので、一つでも

定量的なものである場合は☑を入れてください。 

□５ 保安目標は、文書（紙又は電子媒体等。以下同じ。）により定めていますか。 

□６ 保安目標の設定に当たり、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映していますか。 

12

【解説】 

保安目標は達成すべきものとして定めた１年後の到達点です。その難易度については、組織が目指

すレベルによって異なるものであり、関係者の努力により達成可能なものであること（達成するための

手段を具体的に立案可能なもの、１年後に達成度合いを客観的に評価可能なものとすること）が重要

です。また、保安目標の設定に当たっては、過去の目標達成状況及びリスクアセスメントの結果等を踏

まえることが必要です。これに加え、鉱山を取り巻く内部（鉱山労働者の安全に関する意識、保安教育

の状況等）及び外部（他鉱山との比較、社会の意識等）の環境変化を把握し、保安目標が社会的に受

け入れられるか、事業を継続できるものであるか等の検討も重要です。 

保安目標の内容により、その年に対象とするリスクの範囲が決定します。例えば、保安目標を重傷

以上の災害ゼロとした場合には、軽傷以下の災害に関するリスクはリスクに当たりません。マネジメン

トシステムは、毎年ＰＤＣＡを回すことにより継続して保安のレベルを向上していこうとするものですから、

今回評点 前回評点 
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翌年、翌々年と達成状況を踏まえながら目標水準を上げていくことが重要です。 

保安目標として保安教育を活性化する等のケースが見られますが、保安教育は安全を確保するた

めの手段であって、目標としては望ましくありません。保安目標には手段ではなく、目的となるものを掲

げましょう。 



21 
 

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。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 経営トップは、保安目標を達成するため、十分な人材及び予算を確保するよう努めていま

すか。 

  □２ また、鉱山労働者に対して必要な教育（外部講師等により実施されるものを含む）を行って

いますか。 

  □３ 実施した保安教育等は記録し、保存していますか。 

13

【解説】 

経営トップには、保安目標を達成するための環境整備として、十分な人員及び予算の投入並びに教

育面の充実等を行う責務があります。経営トップ自らが適切な資源配分を判断できない場合には、そ

れに替わる仕組みについて検討する必要があります。組織において、役職（役割）に応じた一定の権

限を付与することも重要です。 

なお、十分な環境整備ができない場合には、保安目標を一旦下げることを検討する必要があるでし

ょう。 

今回評点 前回評点 
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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。また、このことを鉱

山労働者にも認識させているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）   

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 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ますか。＜ガイドブッ

クＰ６・Ｐ２４【計画の実施に関する工夫・留意点】1.保安目標・保安計画の表明をご覧下さい。

＞ 

□２ 経営トップは、保安目標を口頭、文書、電子メール等により直接自ら鉱山労働者に周知し

ていますか。 

□３ 経営トップは、文書、ポスターなどの掲示若しくは備付又は事業者内コンピュータネットワ

ークで掲示する等いつでも閲覧可能な状態にしていますか。 

14 

 

【解説】 

保安は現場の問題として捉えられる傾向がありますが、保安目標の達成は経営トップの責務であり、

そのことを会社全体で共有することが重要です。一般的に利益目標を達成できない場合には経営トッ

プの責任が問われますが、保安目標についても同様の考え方です。利益目標と保安目標の取扱いに

差異があれば、それが評価を行ううえで参考になるでしょう。 

今回評点 前回評点 
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(3) 保安計画 

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。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 保安計画は、目標を達成するため、①リスクアセスメントの結果、②過去における保安計

画の実施状況、③保安目標の達成状況等に基づき、１年等の期間を限り、保安計画（文書に

よるものに限る。以下同じ。）を作成していますか。＜ガイドブックＰ２１～Ｐ２３・Ｐ３８・Ｐ３９をご

覧下さい。＞ 

□２ 保安計画には、保安目標を達成するための重点事項（重点事項を定めた場合）及び、具

体的な実施事項、日程等について定めていますか。＜ガイドブックＰ３８・Ｐ３９をご覧下さい。

＞ 

 

□３ 保安計画は、実施事項の担当部署、必要な予算等を含めて作成していますか。 

□４ 保安計画の作成には、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映していますか。 

             15

【解説】 

保安計画は、保安目標を達成するための手段を計画として作成するものです。目標の達成を可能に

するものであることが、根拠をもって説明できるようにしましょう。 

一度に全てのリスクを洗い出し、その対策を保安計画に定めることができれば 善ですが、実際に

は、それは不可能です。このため、保安目標設定により、対象となるリスクについて絞り込み、当該リス

クに対する対策を確実に行い、毎年、少しずつ保安レベルを上げていくことが効果的です。したがって、

保安計画には、保安目標の達成を阻害するものがリスクであるという視点で、当該リスクに対する対策

を中心に記載しましょう。 

今回評点 前回評点 
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Ｑ１６：保安計画の取組について、計画段階でその取組によって期待される効果を検討しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 保安計画の取組（具体的な実施事項）を計画する際は、その取組によって期待される効果

（目的、目標、ありたい姿等）を検討していますか。 

□２ 保安計画には、取組を行うことが目的化しないよう、①取組（手段）と②期待される効果

（目的、目標、ありたい姿等）の両方を記載していますか。＜ガイドブックＰ３８・Ｐ３９をご覧下さ

い。①取組（手段）は、Ｐ３８の表中の「実施内容」のことです。②期待される効果は、「実施内

容」の横に括弧書きで記載されている「（期待する効果）」やその隣の「目標（値）」のことです。

＞ 

□３ 取組（具体的な実施事項）は、保安目標の達成に合致したものになっていますか。 

16 

【解説】 

保安計画には、取組を行うことが目的化しないよう取組（手段）と期待される効果（目的）の両方を記

載しましょう。計画段階において期待される効果を定量的に検討することにより、適切な評価を行いや

すくなります。 

今回評点 前回評点 
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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。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

      

   □１ 保安計画が現場の鉱山労働者まで浸透するための工夫をしていますか。＜ガイドブックＰ

２４【計画の実施に関する工夫・留意点】2.工夫を浸透させる工夫をご覧下さい。＞ 

□２ 保安計画に基づく活動等を実施するに当たっての具体的内容の決定方法、経費の執行

方法等保安計画を適切かつ継続的に実施する手順（口頭による取り決めでも良い。）を定

め、鉱山労働者に周知していますか。 

□３ 保安計画の実施に当たり、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映していますか。 

□４ 保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映する手順（方法、マニュアル）を定めてい

ますか。 

17

【解説】 

保安目標の達成及びそれを実現するための保安計画の実行について、関係者が一丸となって取り

組むことが重要です。これらを部署や個人の業績評価に導入し、方向性を統一している事例もありま

す。 

今回評点 前回評点 
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Ｑ１８：保安計画は、その取組が予定どおり実施されているかチェックできるようなものになっているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 保安計画に定めた取組（具体的な実施事項）が計画通り実施されているか、例えば、計画

と実績に分けて毎月進捗状況を確認できる様式になっていますか。＜ガイドブックＰ２２・ｐ２３・

Ｐ３８・Ｐ３９をご覧下さい。＞ 

□２ 誰がいつまでに何を実施するかを明示した様式などになっていますか。 

□３ 取組が予定どおり実施されているか、誰がチェックするか明らかになっていますか。  

18 

【解説】 

人為的ミス等により保安計画の取組が計画どおり実行されない可能性があります。こうした状況を

適切に確認できるよう、どのような保安計画を作成する必要があるか検討する必要があります。例え

ば、誰がいつまでに何を実施するかを明示する等の工夫が必要です。大規模な鉱山においては、部署

毎等の保安計画も作成されることがあり、どこまで詳細に記載するかはそれぞれの保安計画において

確認すべき範囲によって異なります。 

今回評点 前回評点 
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(4) 実行・評価・見直し 

Ｑ１９：保安計画を実行し、その進捗状況を定期的に確認し、その結果を反映しているか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（３つ～２つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合）  

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。 

 

□１ 保安計画の進捗状況の点検及び見直しを実施するための手順（口頭による取り決めでも

よい）はありますか。 

□２ 保安計画は、その進捗状況を定期的に点検し、必要に応じて見直しを実施していますか。

＜ガイドブックＰ２７をご覧下さい。＞ 

□３ 保安計画の実施状況の評価及び改善に当たり、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見

を反映していますか。 

□４ 保安計画の実施状況の点検・改善に関する情報は記録し、保存していますか。 

              19

【解説】 

保安計画どおり実施することも重要ですが、保安計画と乖離が生じた際に、見直しの結果を保安計

画に反映することも同様に重要です。 

今回評点 前回評点 
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Ｑ２０：保安目標（保安計画）の達成（実施）状況について適切に評価を行い、達成（実施）できなかった

場合、原因を調査し改善等を実施しているか。また、そのための仕組みがあるか。 

＜判定＞ 

        ３ 適切に実施（全て☑の場合） 

        ２ 一部改善の余地あり（５つ～３つ☑の場合） 

        １ 全面的に改善が必要（２つ～１つ☑の場合） 

        ０ 未実施（☑なしの場合） 

 

 

 

 

【判定チェック項目】 

① 該当する項目に☑を入れてださい。 

② 次に、☑の数を数え、当該設問の判定を行ってください。  

 

□１ 保安計画に基づいて実行した具体的な実施事項の達成（実施）状況について、定量的に

評価を行っていますか。＜ガイドブックＰ２６・Ｐ２７をご覧下さい。＞ 

□２ 具体的な実施事項の達成度は保安目標の達成度合いにどの様に寄与したか評価してい

ますか。 

□３ 保安目標の達成（実施）ができなかった場合、原因を調査し、達成するために改善等を実

施していますか。 

□４  以上の取組の結果を経営トップに報告していますか。 

□５ 保安目標及び保安計画を実施するための全体の仕組み(システム)等の評価及び改善に

当たり、保安委員会又は鉱山労働者代表の意見を反映していますか。 

□６ 評価や改善、見直し等した結果の記録はありますか。 

20 

【解説】 

保安目標（保安計画）を達成（実施）することが重要であることはもちろんですが、保安目標（保安計

画）を達成（実施）できなかった場合にどう対応するかも同様に重要です。 

また、評価は、「パフォーマンス評価」と「有効性評価」の両方を実施することが重要です。「パフォー

マンス評価は「措置の実施状況に関する評価、実施結果の効果に対する評価」と、「有効性評価」は

「PDCA を回す仕組みそのものの評価、全体として合理的に保安向上に繋がっているかに対する評価」

ということができます。パフォーマンス評価を行っている鉱山は多く見られますが、有効性評価について

も行い、継続的改善につながっているかを具体的に評価し、次の取組につなげていくことが重要です。 

今回評点 前回評点 

 

 

 

 


