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はじめに 

 

 戦略的鉱物資源確保事業は、高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されているにもかかわらず、鉱業制

度の安定性、環境問題、先住民・地域住民問題等の政治的社会的リスクが顕在化しているため、現状

では探鉱開発投資が停滞している国/地域において、その投資阻害要因を特定し、実際に投資を行う際

の留意点等を調査し、とりまとめを行う事業である。 

 キューバ共和国は世界有数のニッケル及びコバルトの資源ポテンシャルを有するが、1959年のキュ

ーバ革命以降、1961年の国交断絶、1996年のヘルムズ・バートン法の制定等、米国と50年に亘り厳

しい対立・緊張関係にある。一方、キューバ政府は1989年からの東側経済圏の崩壊に対処するため、

西側諸国の資本導入による鉱業の活性化を図った。しかしながら、現在、キューバで生産活動を行っ

ている外国鉱山企業は、同国政府と合弁でニッケル生産を行っているSherritt Internatinal社(カナ

ダ)に限られる。 

本報告書は、JOGMECメキシコ事務所が現地コンサルタント(Productos Yanagi及びIntersteel Japan 

Ltd. Mexico S.A. de C.V.)の協力を得て作成したものである。 

 本報告書が関係各位の参考になれば幸甚である。 

 

 

平成22年 3月 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

金属資源開発本部 企画調査部 

 

 

 

 

 

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機

構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう 大限の努力を

行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づきと

られた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び執筆者は何

ら責任を負いかねます。 
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1.一般事情 

1-1. 概要 

(1) 正式国名  キューバ共和国(La Repubulica de Cuba) 

(2) 独 立 年  1902年 5月 20日(スペインから独立) 

(3) 面  積  110,922㎢  (日本の面積の約3分の1弱、本州の約半分) 

(4) 人  口  1,124万人(2008年国家統計局) 

(5) 首  都  ハバナ 

(6) 人  種  白人､黒人、混血などからなる。政府発表では白人の比率が約50％であるが、白人

25％、黒人 25％、混血 50％程度と推定される。また、人口の約 1％が中国系であ

り､日系人は約1,000人である。 

(7) 公 用 語  スペイン語 

(8) 宗  教  カトリック教､アフリカ起源の宗教 

(9) 政  体  社会主義共和制 

(10) 元  首  ラウル・カストロ・ルス国家評議会議長(閣僚評議会議長兼任) 

(11) 国  会  一院制(人民権力全国議会、614名) 

(12) 政  党  キューバ共産党 

 

1-2. 地理 

カリブ海の大アンティル諸島に位置する東西に延びる細長い島国である。 

 全長は 1,250km、 大幅は 191km あり、本島のほか 1,600 あまりの島や岩礁からなる、カリブ海

大の島国である。島の4分の1は山岳地帯となっていて、 高地点は南部のシエラ・マエストラ山脈

のトゥルキノ山。標高は1,980mで、山

腹は豊かなマホガニーの林に包まれ、

海岸では石油が産出される。 

 ウィンドワード海峡を隔てて東には

イスパニョーラ島のハイチとドミニカ

共和国が、ケイマン海峡を隔てて南に

はケイマン諸島とジャマイカが、フロ

リダ海峡を隔てて145km北方には米国

のフロリダ州が存在する(図1参照)。                  

 

 

 

図 1. キューバ共和国位置図 

 

1-3. 気候及び気象 

亜熱帯海洋性気候。夏の平均気温は 28℃、冬でも平均 22～23℃で、年平均気温は 25.5℃である。

特に6～9月の4か月間は、日射が強く、日中は連日30℃を越え、 高35℃に達するときもある。ま

た、冬の1～2月には 低気温が10℃を割ることもしばしばで、寒冷前線が南下してくると内陸では0℃

近くに下がることもある。一年は雨季(5～10月)と乾季(11～4月)に分かれる。年間総雨量は約1,300mm

であるが、その大部分は雨季に降り、乾季には稀に夕立がみられる程度である。湿度は年間を通じて

非常に高く、年平均は78％である。なお、9～10月は台風シーズンである。 
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表1. ハバナの年間気温・雨量 

 

1-4. 歴史 

ヨーロッパ人の到来する以前のキューバには、南アメリカのギアナ地方から海を渡ってきたアラワ

ク族系のタイノ族や、シボネイ族、カリブ族と呼ばれる先住民が住み、温厚な性格の先住民は原始的

ながら平和な暮らしを続けていた。 

1492年、キューバ島はコロンブスの第一次航海でヨーロッパ人に｢発見｣され、スペイン人による征

服が始まった。キューバの先住民は、スペイン人への抵抗を続けたが、1511年に征服された。スペイ

ン人が入植を進めるにつれ、奴隷労働を強いられた先住民の人口は激減し、虐殺、虐待や強制労働、

疫病によって先住民のほとんどが絶滅したとされる。先住民に代わる労働力としてアフリカから黒人

奴隷が連れて来られ、また、年代を経て欧州からの新たな移民も加わり、徐々に現在のキューバ国民

が形成された。 

政治的には、16世紀から19世紀末まで約400年近くスペインの植民地であったが、1902年にキュ

ーバ共和国が成立すると米国の強い影響下に置かれた。1959 年のフィデル・カストロ が主導した反

バティスタ武力蜂起(キューバ革命)の勝利以降は、米国との激しい対立の中から、次第にソ連・東欧

諸国との関係を深めていった。1990年代初頭のソ連・社会主義圏の崩壊後は、経済危機に見舞われた

が、一部経済の自由化を進めるとともに、大産油国であるベネズエラや同じ共産/社会主義国である中

国、ベトナムやアンゴラ等との連携を強め、経済回復を模索している。 

 

1-5. 文化 

キューバ国民の大半がスペインかアフリカからの移民であるため、キューバの文化はスペインと、

アフリカの特にヨルバ(現在のナイジェリア)の伝統文化から影響を受け、それらが混交しているとい

う特徴がある。 

 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

気温(℃) 22.6 23.0 22.3 24.7 26.4 28.0 28.1 28.2 27.6 26.6 24.7 23.8

雨量(mm) 99 187 61 27 158 96 154 187 239 13 33 39
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2.政治・経済事情 

2-1. 政治体制 

2-1-1. 概要 

社会主義路線を堅持している。外交的には、非同盟である。ラテンアメリカ地域に増えている左派

政権、特にベネズエラやニカラグアとの関係が緊密となっている。 

2009年 1月に革命50周年を迎えたキューバであるが、2006年 8月のフィデル・カストロの病気引

退によって今後国内政治に変化が生じるか、2009年 1月に誕生したオバマ米政権によって、キューバ

と米国の間の関係改善が行われるかが焦点となっている。 

 

2-1-2. 立法・行政組織 

(1) 人民権力全国議会(立法) 

一院制の人民権力全国議会は、立法機関であると共に｢国権の 高機関｣であり、実際には三権の上

位に位置づけられる。 

1992年の憲法改正により、人民権力議会の議員(任期5年)は有権者による自由、直接、秘密選挙に

よって選出されることになり(憲法第71条)、1993年 2月に初の直接選挙が実施された。議員選挙は1

つの選挙区に 1 名の候補者しか立候補できないため、実質的には信任投票である。通常会期は年に 2

回､臨時会期は全議員の3分の1もしくは国家評議会の要請により召集される(同第78条)。なお、16

歳以上の全ての男女が選挙権を有し(同第132条)、被選挙権は全国議会が18歳以上、その他の議会は

16歳以上となっている(同第133条)。 

憲法の改正は、人民権力全国議会議員定員の3分の2以上の多数によってのみ成立し、人民権力全

国議会あるいは国家評議会の構成と権限に関する改正の場合には、上記に加え国民投票における過半

数の賛同が必要であると規定されていたが、2002年 7月の憲法改正により社会主義システムの変更に

関わる部分の改正については上から除かれる旨の決定がなされた。 

(2) 国家評議会(立法) 

議長1名、第一副議長1名、副議長5名、書記1名、評議委員23名、合計31名のメンバーによっ

て構成される集団指導機関であり、人民権力全国議会によって選出される。同評議会は、人民権力全

国議会の招集､法案の提出、条約の批准、廃案を行い、さらに人民権力全国議会閉会中は、その権能を

代行する。国家評議会議長は国家元首である。2008年 2月､フィデル・カストロ前議長の実弟ラウル・

カストロが、国家評議会議長に選出された。 

(3) 閣僚評議会(行政) 

閣僚評議会は 高の執行・行政機関であり、閣僚評議会議長、第一副議長、副議長、各大臣職、中

央銀行総裁等で構成される。 

 

2-1-3. 司法 

三審制(人民市民裁判所、人民県裁判所、人民 高裁判所)の 高位に位置するのが人民 高裁判所

である。裁判官は裁判所が提示した候補者リストに基づき、人民権力議会が投票で任命する(市民裁判

所は人民権力市議会、県裁判所は人民権力県議会、 高裁判所は人民権力全国議会と各レベルに応じ

て任官)。 

 

2-1-4. 地方行政 

全国は 14 県及び 1 特別自治区に分かれており、その下に合計 169 の地方自治体(市)が置かれてい
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る。県と市にはそれぞれの人民権力議会(県議会及び市議会)がある。人民権力県議会議員、市議会議

員は直接選挙により選出され､其々の任期は 5 年及び 2 年半である。県議員選挙は 1 つの選挙区に 1

名の候補者しか立候補できないため実質的には信任投票である。 

 

2-1-5. 外交 

 ベネズエラ、中国、更には、ロシアとの関係を拡大・維持。一方、旧ソ連への依存の反省から外交

関係の多角化に努力している。特にアフリカを中心とする非同盟諸国、ラ米・カリブ諸国への医療、

識字教育サービスを通じ影響力を拡大。米国とは、1961年以来、国交は断絶したままであるが、2001

年に開始された米国からの農産物輸入が増加している。 

 

2-1-6. 近の政治動向 

 2008 年 2 月 24 日、人民権力全国議会は、半世紀近く国家元首の地位にあったフィデル・カストロ

国家評議議長の辞意表明を受け、同議長の実弟であるラウル・カストロ国家評議会第一副議長(当時)

を議長に選出した。ナンバー2の第一副議長職にはマチャド・ベントゥｰラ副議長が選出された。フィ

デル・カストロ前議長は共産党第一書記の職は維持。 

 2009年 3月、国家評議会及び共産党政治局は、11名の閣僚の解任を発表し、ラウル・カストロ議長

就任後 大の閣僚評議会の人事交代を実施した。ポスト・カストロ体制の有力な後継者と目されてい

た若手指導者のラヘ国家評議会副議長及びペレス外相が事実上失脚した(両者ともフィデル前議長の

長年の側近)。 

 

2-2. 経済 

2-1-1. 現在の経済情勢 

 キューバの2008年の経済指標は以下のとおりである。 

(1) 通貨：キューバ・ペソ（ドルとの交換不可）及びCUP（兌換ペソ：ドルとの交換可能） 

為替レート：1CUP＝1.08US＄(公式レート)＝約24キューバ・ペソ(実勢レート) 

(2) 主要産業：観光業、医療サービス、農業(砂糖、煙草、柑橘類)、鉱業(ニッケル)、水産業 

(3) GDP：45,774百万CUP(2008年国家統計局) 

(4) 一人当たりGDP：4,072CUP(2008年国家統計局) 

(5) 経済成長率：4.3％(2008年国家統計局) 

(6) 物価上昇率：3.4％(2008年国家統計局) 

(7) 失業率：1.6％(2008年国家統計局) 

 

ソ連・東欧圏の崩壊で、1990年代前半キューバ経済は大幅なマイナス成長を記録した。経済危機を

克服するため、キューバ政府は部分的に市場原理に基づく経済改革を導入した。その後キューバ経済

は1995年以降回復の兆しを見せ、1990年代後半の成長率は平均4.6％であった。近年では、ベネズエ

ラや中国との緊密な経済関係等を背景に高い成長率を記録したが(2006 年に 12.5％、2007 年には

7.5％：政府発表)、2008年の成長率は国際的な経済危機、ハリケーン被害等により4.3％に留まった。 

主要産業は観光業、農業(砂糖、タバコ)、鉱業(ニッケル)等。 近は医療分野(眼科医の海外派遣)

にも力を入れている。他方、国内では格差の拡大や腐敗等の問題が深刻化している。 

現在ベネズエラがキューバの 大の貿易相手国である。キューバはベネズエラから約10万バレル/

日の原油を特恵条件で輸入する一方、ベネズエラへの医療サービス提供による収入が増加している。 
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メキシコ湾海底油田の推定石油埋蔵量は、4.6兆バレル(米国地質調査所)であり、同油田鉱区には、

スペイン、ノルウェー、ベネズエラ、カナダ、インド、ベトナム、マレーシア、ブラジルの石油企業

が参入している。 

脱ドル化プロセスとして、国営企業間の取引通貨をCUP（兌換ペソ）へ変更(2003年 7月)、キュー

バ国営企業の行う副次的なサービスや製品に対する US$使用の禁止(2004 年 3 月)、国内での US$流通

禁止(2004年 11月)等を実施した。 

ラウル・カストロ議長就任以来、プリペイド携帯電話所持、DVD 等の電気製品の販売、ホテル宿泊

を解禁する等の自由化の動きがみられる他、農業分野では、地方に政策決定権と責任を持たせようと

する分権化の動きがみられる。 

日本との関係は、1998 年 3 月民間債務リスケジューリングの基本合意が成立。2001 年 2 月には短

期公的債務のリスケジューリングも実現し、短期貿易保険が再開した。 

1982 年の外資関連法制定により、外国企業はキューバとの合弁事業が可能となり、1995 年 9 月に

は 100％の外資導入を認めた新外国投資法が成立した。スペイン、カナダを筆頭に、ホテル、鉱業、

石油精製等の分野への投資が進行し、2002年には400近い合弁企業が稼動していたが、2008年末には

234 社にまで減少した。 近の投資企業数の減少は、キューバ側がベネズエラ及び中国のような国々

の大型投資を求めるようになっていること、2003年頃から本格化したキューバ政府の中央集権的な経

済政策の再強化等が要因となっている。 

 

2-1-2. 貿易・投資状況 

 近の貿易額の推移を表2に示す。 

 

表 2. 貿易額の推移              (単位：百万ペソ) 

暦年 2005 2006 2007 2008 

輸出額(FOB) 2,159 2,925 3,686 3,680

輸入額(CIF) 7,604 9,498 10,079 14,249

出典：国家統計局 

 

 キューバの主要輸出品目は鉱物、砂糖、葉巻、魚介類、農畜産物であり、主要輸入品目は燃料・潤

滑油、機械・輸送機械、食料・動物、工業製品、雑貨である。また、主要輸出先は中国、カナダ、オ

ランダ、スペイン、主要輸入元はベネズエラ、中国、スペイン、カナダ、米国となっている。 

 近の対日貿易額の推移を表3に示す。 

 

表 3. 対日貿易額の推移                (単位：億円) 

暦年 2005 2006 2007 2008 

日本の輸出額 192 148 209 69

日本の輸入額 34 21 20 16

出典：通関統計(日本) 

 

 日本からの主要輸出品目は医療機器、精密機械、電気機械、輸送機械であり、主要輸入品目は魚介

類、葉巻、コーヒー、ニッケル、その他食料品である。
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3. 鉱業事情 

3-1. 鉱業の現状と動向の概要 

 キューバにおける鉱業活動の大部分は、基礎産業省(MINBAS: Ministerio de la Industria Básica)

と建設省(MICONS: Ministerio de Construcción)によって実施されている。基礎産業省の下部組織と

して、Cubaniquel(ニッケル公社：ニッケル・コバルト)、Cubapetróleo(石油関連)、Geominsal(地質

公社：ニッケル・コバルトを除く金属・非鉄金属鉱物及び塩)、Grupo Empresarial Cemento Vionio 

(CENVIO:セメント公社)等がある。一方、建設省は大理石、セラミックス、砂利・砂等の生産を所管する。 

キュ－バの主要金属鉱物資源はラテライト鉱床中のニッケル及びコバルトで、両鉱種とも世界第 2

位の埋蔵量を有する。1959年のキュ－バ革命後、東側諸国の技術・資本を用いて、ニッケルとコバル

トの本格的な生産が開始された。しかしながら、埋蔵量に比べて生産規模は小さく、2008年のニッケ

ル鉱石生産量は世界第8位、同一次ニッケル生産量は世界第11位に留まっている。その他、金・銀・

銅・鉛・亜鉛・クロム・鉄等が賦存するが、近年において開発されているのは小規模なクロム及び鉄

鉱山のみである。近年のデータは公表されていないが、2000年代初頭のキューバのGDPに占める鉱業

の割合は約1.5％であった。 

キュ－バ政府は、1990年以降の東側経済圏の崩壊を機に、西側資本によるニッケル鉱業の活性化を

図る新たな鉱業政策を開始した。1993年以降、外資への有望鉱区公開、外資導入の促進等を目的とし

た鉱山法の改正、外国投資法の整備、製錬所への外資導入・合併企業設立を行った。これにより、欧

州、カナダ及び豪州等の企業による探鉱活動が活発化した。 

現在でもキューバ政府は外資導入に積極的であるが、政府内部の審査に不透明な部分が多く、現状

では、カナダのSherritt International Corp.が Cubaniquel傘下のGenaral Nickel Co.S.A.との間

で対等JV会社を設立してニッケル鉱山を操業しているのみで、豪州等の企業は探査事業から撤退した

とされる。ただし、中国との関係は、2004 年 11 月の胡錦濤国家主席のキューバ訪問によるニッケル

事業を含む覚書署名により、今後の鉱業関係の拡大が見込まれる。 

また、キューバ政府は、2007年 2月にベネズエラとニッケル協定に署名した。この協定では、ベネ

ズエラが521百万US$を投資し、1991年のソ連崩壊に伴って操業が停止されたキューバ国内のソ連製

ニッケルプラント(生産能力：68,000t/年)を活用してニッケル生産を開始することとなっている。 

 近年のキューバの鉱業生産状況を表4～6に示す。 

 

表 4. キューバ非鉄鉱物生産量 

暦年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ni鉱石(千t) 74.0 75.5 74.6 78.0 78.4 70.5

Ni硫化物(千t) 42.0 42.0 42.0 42.0 41.5 35.6

Cr鉱石(千t) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

出典：World metal Statistics Yearbook 2009 

 

表 5. キュ-バ鉱物(金属)採掘量 

暦年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Niラテライト(百万t)  2.91  3.01  3.43  3.11  3.33  3.29

Niラテライト＋蛇紋岩(百万t)  4.81  5.46  5.41  5.68  5.27  5.18

Cr鉱物(千t)  33.3  40.3  34.0  27.9  ―  ―

鉄鉱物(千t)  18.4  19.7  18.9   7.8   3.3  ―

出典：国家統計局及び国家鉱物資源事務所2008年 
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表6. 炭化水素採掘量 

暦年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

天然ガス(百万m3)  658.0   704.2   743.3 1,096.6 1,217.9 1,161.0

混合物込み石油(千t) 3,678.9 3,253.0 2,935.1 2,900.0 2,905.0 3,003.1

出典：国家統計局及び国家鉱物資源事務所2008年 

 

3-2. 地質鉱床 

3-2-1. 地質構造 

 キューバを含む大アンティル諸島(キューバ、ジャマイカ、イスパニョーラ島、プエルトリコ、バー

ジン諸島)は、後期白亜紀～第三紀前期の造山帯によってその骨格が形成されている。西インド諸島で

化石によって確かめられている 古の地層は、キューバ西部に位置するSierra de los Organosの中

部ジュラ紀のSan Ceyetano Formationと Jagua Formationである。続いて、下部白亜紀の地層がキュ

ーバからバージン諸島まで分布している。 

 白亜紀の地層は、頁岩、チャート、凝灰質砂岩、火山角礫岩、溶岩等からなる厚い堆積物で、間に

薄層の石灰岩を数枚挟む。これらの堆積物は、白亜紀末期にララマイド(Laramide)造山運動によって

褶曲した。その後造山運動の中心は、西から東へと順次移動していった。 

 キューバにおける 初の強い変動は、上部白亜紀のCampanianと Santoniaの間に起きているが、一

部で白亜紀末期の変動もみられる。ジャマイカやイスパニョーラ島では、白亜紀と始新世との間に変

動が起きており、一方、プエルトリコでは、始新世になってから起きている。 

 ララマイド造山運動によって作られた構造型は、主に変動を受けた物質(堆積物)によって変化が見

られる。厚い頁岩と岩塩層のある地域では、衝上が起き、その規模は西アルプスの“Decke“にも相当

すると言われている。凝灰岩や石灰岩の分布する地域では単純な褶曲が見られ、溶岩の多い地域では

褶曲よりもむしろ断層が卓越している。 

 また、ララマイド造山運動では、大量の超塩基性岩が貫入しており、大部分の地域で浅海性の石灰

岩が堆積した。中新世に再変動があり、下部第三紀の堆積物は褶曲し、現在のキューバ島の中心部が

隆起した。その後、島の周縁や幾つかの堆積盆でのみ、浅海性の堆積が継続した。このようにして、

後期中新世から鮮新世にかけて、広範囲にわたって準平原が形成された。 

 主要な構造は、北北東-南南西系と東西系であり、前者には、Pinar、La Habana、Veradero、La Trocha、

Camaguey及びNipe-Guacanayabo断層等、後者にはOriente断層等がある。 

 

3-2-2. 鉱床概況 

 キューバでは比較的多種類の鉱物資源の存在が知られている。キューバは19世紀に世界有数の銅産

出を誇ったことがあり、また、クロム鉱、ニッケル鉱、マンガン鉱は、米国にとって極めて重要な資

源であった。ニッケル鉱は、主にラテライト・ニッケル鉱として産出される。キューバの鉱床区は、

東部のOriental地区、中部のカマゲイやサンタ・クララ市周辺のCentral地区、及び西部のOccidental

地区の3つに大分される。 

(1) Oriental地区 

 ニッケル・コバルトの主要鉱山がこの地区に集中しており、Moa 鉱山、Nicaro 鉱山、Punta Gorda

鉱山等がある。これらの一般的な品位は、Ni 1.5％以上、Co 0.2～1.5％程度である。オフィオライト

に伴うクロム鉱床として Cayoguan 鉱山や Potosi 鉱山等があり、Cr203品位は 38～40％程度である。
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ボーキサイト鉱床は、オフィオライト起源のものとして Cantarana、炭酸岩起源のものとして Alta 

Clarita、Sierra de Guasa、Sierra de Caujeri、Punta de Maisi等がある。 

 金鉱山としては、Nuevo Potosi鉱山があり、石英脈中の黄鉄鉱に金が含有されている。銅鉱山とし

ては、El Cobreがあり、1530年に発見され、19世紀には世界有数の産銅地であったが、2001年に閉

山した(鉱量 3 百万 t、品位 Cu 2.5～3.2％)。なお、Sierra Maestra にも多数の銅鉱山が知られてい

る。地質的には、その西側に新生代の火成活動が認められるが、アクセスが極めて悪く未探鉱地とし

て残されている。 

 キューバの主要なマンガン鉱床もこの地区にあり、1942～1945 年のマンガン生産量は 60.8 万 t を

記録した。Charco Redondoや El Cristoが主要鉱山であり、いずれも火山-堆積性の鉱床である。 

(2) Central地区 

 本地区にはオフィオライトに伴う多数のクロム鉱床が賦存する。ボーキサイト鉱床は、炭酸岩起源

のものとして Sierra Cubitas がある。金鉱山としては Florencia 鉱山(火山岩中の脈型鉱床：脈幅 1

～1.5m)があり、鉱量 60万 t、品位Au 5.6g/tである。 

 黒鉱タイプとしてAntonioや San Fernando鉱山が、SEDEXとしてVictoria、Carlota、Guachinango

鉱山が、ポーフィリー・カッパーとしてArimaoや Macagua鉱山が知られている。本地区の基礎的地質

データはかなり整っており、鉱床胚胎ゾーンの中には鉱徴地の他、未調査地区が多くある。今後まと

まった規模の高品位鉱床の発見が期待される。 

(3) Occidental地区 

 本地区は、Pinar del Rio、Bahia-Honda及びJuventud(Pinos)島の3地区に細分され、非鉄金属鉱

床が多数存在する。ラテライト・ニッケル鉱床として、Cajarabanaや San Miguel de Los banosがあ

る。ボーキサイト鉱床として、Sierra Azulや San Franciscon等がある。 

 SEDEX として銅鉱床である Matahambre 鉱山(1997 年閉山、鉱量 13 百万 t、品位 Cu 5％)や Santa 

Lucia(品位Pb+Zn 5％)、Castellanos (品位Pb+Zn 8.5％)、Hierro(品位Cu 3～4％)、Nieves(鉱量24

百万t、品位Zn 4.7％、Pb 6.0％、Cu 6.0％)等、また、キプロス・タイプとしてはJucaroがある。 

 Pinos島には、Delita金山があり、これはジュラ紀の緑色片岩中の脈で、金は黄鉄鉱や硫砒鉄鉱に

含有されている。1948～1951 年に 1.7t の金が産出された(鉱量 17 百万 t、金品位 3.1g/t)。さらに、

Lelaのタングステン・スカルン鉱床もある。 

 鉱床胚胎ゾーン中に鉱徴地が多くあることから、今後の調査により同程度の規模の鉱床を発見でき

る可能性がある。基礎的な地質調査はほぼ実施されているが、組織的な探査は実施されていない状況

にある。 

 

3-3. 主要鉱山・製錬所 

 キューバでは、ニッケル３鉱山とこれらに併設された製錬所が稼動している。キューバ政府は2020

年までにニッケル・コバルト混合硫化物(Ni/Co mixed sulfide) 生産能力を150千 t/年へ増産する計

画を有している。その他の金属鉱山として、Castellanos 金山と Mercedita クロム鉱山が稼行してい

ると推測される(表7参照)。 
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表7. キューバの稼行中金属鉱山(2004年現在) 

鉱山名 所在地 保有企業 生産能力 

Moa Holguin県 Moa Nickel S.A. Ni:33千 t/年 

Co:3千 t/年 

Nicaro Holguin県 キューバ政府 Ni：12.4千 t/年 

Punta Gorda Holguin県 キューバ政府 Ni:31.5千 t/年 

Castellanos Pinar del Rio県 キューバ企業(名称不明) Au:550kg/年 

Mercedita Holguin県 キューバ政府 ｸﾛﾏｲﾄ:60千 t/年 

出典：USGS 

 

 以下に、キューバのニッケル鉱山・製錬所の概要を記す。 

(1) Moa鉱山/Comandante Pedro Sotto Albaプラント 

・位  置：Holguin県 Moa町 

・鉱  種：ニッケル、コバルト、鉄、金 

・採 掘 法：露天掘 

・保有企業：General Nickel Co. S.A. (Cubaniquel子会社) 50％権益 

       Sherritt International Corp. (本社：カナダ・Toronto) 50％権益 

・埋蔵鉱量：60百万t、品位 Ni 1.29％、Co 0.13％ 

・鉱  床：ラテライト 

・概  要：プラントは、1958 年、Freeport McMoran の前進である米国企業によって建設された

が、キューバ革命政府によって国有化され、Cubaniquel によって 1961 年から生産が

開始された。1994年中頃、カナダのSherritt International Corp.と Cubaniquel子

会社General Nickel Co. S.A.の JVが成立。Sherrit社の参加により、本鉱山の生産

は飛躍的に増加した。当初の混合硫化物生産量は11,000t/年、現在は36,000t/年、

今後46,000～49,000t/年に拡張する計画がある。本鉱山で生産された混合硫化物は、

カナダへ輸出され、Sherritt社 Fort Saskatchewan製錬所で製錬される。 

 

(2) Nicaro Oriente 鉱山/Comandante Rene Ramos Latour プラント 

・位  置：Holguin県 Moa町 

・鉱  種：ニッケル、コバルト 

・採 掘 法：露天掘 

・保有企業：Geneal Nickel Co. S.A.  

・生産開始年：1943年 

・ 埋蔵鉱量： ニッケル1.4百万t、品位 Ni 1.2％、Co 0.07％ 

・精鉱生産量：ニッケル22.5千 t/年、コバルト1.0千 t/年 

・プラント鉱石処理能力：6.3千 t/日、2.2百万t/年 

・製錬方法：炭酸アンモニア法 

 

(3) Punta Gorda鉱山/Comandante Ernesto Che Guevaraプラント 

・位  置：Holguin県 Punta Gorda町 

・ 鉱  種：ニッケル、コバルト 

・ 鉱  床：Ultra-Mafic 
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・ 採 掘 法：露天掘 

・ 開 発 者：General Nickel Co. S.A. 

・埋蔵鉱量：3.1億 t、品位 Ni 1.32％、Co 0.11％ 

・プラント処理能力：(鉱石)6百万t/年、シンター生産能力30千 t/年 

 ・製錬方法：炭酸アンモニア法 

 

3-4. 探鉱状況・探鉱プロジェクト 

 1990 年代から 2000 年初頭にかけて外国企業との JV で数多くの探鉱プロジェクトが実施されたが、

2009 年 9 月現在、Moa Bay 鉱山の探鉱以外のプロジェクトは全て活動を停止していると推測される 

(加・Sherritt社以外の外国企業の撤退)。 

主要探鉱プロジェクトの概要を以下に記す。 

(1) Castellanos複雑鉱プロジェクト 

位  置：Pinar del Río県、Santa Lucia町から10km。 

対象鉱種：鉛、亜鉛、硫黄、バライト、金及び銀 

開 発 者：Geominera S.A. 

埋蔵鉱量：12百万t(確定5百万t及び推定7百万t) 

鉱  床：SEDEX。地表下 200～300m まで試錐探査終了。平均品位は、Zn 6.3％、Pb 3.1％、パイ

ライト17.6％、バライト7.3％。 ストックワーク部の品位は、Cu 0.8～2.2％、パイライ

ト26.2％、Au 0.8g/t、Ag 43.5g/t。 

概  要：2005年 10月現在、キューバ政府が外国投資企業へJVを提案している案件。 

     キューバの鉱業当局は、縮尺1:10,000～1:1,000の地質図、地化学、物探、水理及び試錐

探査、さらに鉱業インフラ調査及び選鉱試験等によるFS評価を完了。 本評価によると、

同プロジェクトは、鉱山寿命10年間でPb精鉱32万 t(品位 Pb 60％)、Zn精鉱40万 t(品

位 Zn 54％)を生産予定。初期の事業開発費は47百万US$と見込まれている。 

      稼行中の Castellano 金山は、本鉱床の頂部に発達する酸化帯であり、鉱量 13 百万 t、

品位Au 4g/tとされている。 

 

(2) Lomo Hierroプロジェクト 

位  置：Pinar del Río県 

対象鉱種：銀 

開 発 者：Holmer Gold Mine Ltd.(50％)と Geominera社(50％)の JV 

埋蔵鉱量：推定2.25百万t、平均品位Ag 152g/t 

鉱  床：SEDEX 

概  要：1994 年末、Holmer 社は 6 孔のボーリングを実施し、内 3 孔が鉱化帯を捕捉(幅 27.7ft

間、平均品位 Ag 11g/t)。1997 年のプレ FS 評価によると、初期の資本コスト 6百万 US$、

産銀量42.5t/年、キャッシュコストは1.85US$/oz。 

      1997 年 7 月、Holmer 社は、53 孔の追加ボーリングにより銀の埋蔵量を 283t から 439t

ヘ増加。1999年 5月、Rescan Engineering社によるFS評価が終了し、同年末Homer社は、

キューバ政府から採掘権を取得。2000年 2月、Holmer社とGeominera社は、Cobre Mantua 

社の保有するCobre Mantua鉱山(本プロジェクトから35kmに位置)のインフラ・銅選鉱プ

ラントのリースに関する覚書を交わした。 
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Holmer 社は、本プロジェクト(産銀量 56.7t/年)に関する開発許可申請を行い、ファイ

ナンス先を模索していたが、2004年 12月 Lake Shore Gold社に買収された。 

 

(3) Camagueyプロジェクト 

位  置：キューバ中央東部、Camaguey市の北東70km 

対象鉱種：金 

開 発 者：Caribgold Resources Ltd.(50％)と Geominera社(50％)の JV 

埋蔵鉱量：推定2.3百万t、品位Au 5.8g/t、可採金量：12.2t 

鉱  床：方解石/石英鉱脈 

概  要： Calibgold社は、1993年にキューバ中央東部に広域探査許可(面積2,400km2)を取得(1997

年に 82km2に減じた)。 1997 年、新規石英脈が発見されたJacinto 鉱床の Santa Elena 地

域においてトレンチ探査等により、5つの鉱脈を捕捉。Beatriz脈とSouth Elena脈を集中

的に探査、可採金量を5.7tと推定。 

1999 年 2 月、総延長 5,600m の Jacinto 鉱床の試錐探査により推定資源量 2.3 百万 t、

可採金量12.2tを捕捉。 

 

(4) San Felipeプロジェクト 

位  置：キューバ中央東部、Camaguey市北45km 

対象鉱種：ニッケル、コバルト、銅、金 

開 発 者：BHP Billiton(75％)と Geominera社(25％)の JV 

埋蔵鉱量：235百万t(カットオフ品位 0.8％)、品位：Ni 1.33％及びCo 0.05％ 

可採鉱量：ニッケル3.04百万t、コバルト23.40万 t 

鉱  床：ラテライト鉱床、スメクタイト多量含有が特徴。 

概  要：1998年 2月、QNI社(BHP Billiton子会社)は San Felipeプロジェクト(鉱区面積106km2) 

の探鉱権を取得。同年、QNI 社は FS 段階までの期限付き契約で Camaguey 県が所有する

Geominera S.A.とのJV契約に署名。2001年 4月、QNI社は、662孔のボーリング探査や環

境影響調査等によるプレFS評価を終了。 

      2004 年後半、中国・Minmetals（五鉱集団）と Cubaniquel は、本プロジェクトの JV 探

査に関する覚書を交わした。 

 

(5) Mantuaプロジェクト 

位  置：Pinar del Rio県、Santa Lucia南西40km. 

対象鉱種：金、銅 

開 発 者：Northern Orion Explorations Ltd.と Geominsalの JV 

埋蔵鉱量：二次富化帯での埋蔵量は2百万t、品位Au 1.44g/t、Ag 11g/t、初生鉱体の埋蔵量は6.2

百万t、品位Cu 1.0％。推定資源量は22.6百万t、品位Cu 1.0％。 

鉱  床：ジュラ系(エスペランサ累層)火山岩を母岩とするキプロス型硫化鉱床。二次富化帯に金

が濃集している。 
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 (1) Santa Lucia 地区拡大図             (2) Moa Bay 地区拡大図 

                            

         

 

 

 

 

 

 

            

 

(3) Mantua 地区拡大図              (4) Camaguey 地区拡大図 

          

 

図 2. キューバの主要鉱山・製錬所・探鉱プロジェクト位置図 
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4.鉱業政策 

4-1. 概要 

鉱山法第 5 条に、｢キューバにおける鉱業政策の策定・実施・運用は、閣僚評議会(El Consejo de 

Ministros)あるいはその執行委員会(Comité Ejecutivo)が、基礎産業省を通じて統制する｣と規定され

ている。 

2008年7月18日、国家評議会は、憲法第90条にて付与された権限及び鉱山法第3章の規定に従い、

以下12項目の鉱業政策を承認した(詳細は資料3を参照)。 

① 国土の地質学的知見 

② 設備と技術の近代化 

③ 鉱業活動における品質システム導入の普及 

④ 鉱業権付与の対象を専門機関に限定 

⑤ 鉱物資源の価格について 

⑥ 環境保護、鉱山の閉鎖、環境負荷の回復について 

⑦ 鉱物の輸出及び輸入 

⑧ 国家地質調査所について 

⑨ 地質・鉱業活動の区画整備 

⑩ 人材の養成と開発 

⑪ 国際協力 

⑫ 外国投資 

  

4-2. 鉱業関連組織 

 キュ－バの金属鉱業は、基礎産業省(MINBAS：Ministerio de Industria Básica)と同省の内局であ

る国家鉱物資源事務所(ONRM：Oficina Nacional de Recursos Minerales)の管轄下にある。 

 

4-2-1. 基礎産業省 (MINBAS)  

基礎産業省は、鉱業の他に電力、石油、薬品化学、セメント・ガラス及び化学工業分野を統括する

公社を保有する。現在、基礎産業省の所管する事業は 58 事業(サービスまたは協同生産：5 契約、リ

スク分担試掘：10契約、国内JV：24企業、海外JV：7企業、海外100％権益：1企業、経済協力：10

契約、増産：1契約)が存在する。労働者数は98,000人、組織は以下のとおりである。 

基礎産業省の内部組織 

・大 臣(Ministerio)      1人(ジャディラ・ガルシア・ベラ) 

 ・副大臣(Vicemin.)      5人 

・各 局(Dirección)     技術(Técnica) 

                官房・研修(Cuadro y Capacitación) 

                               労務(Recursos Laborales) 

                               法務(Jurídica) 

                               計画(Planificación) 

                               会計・監査(Contabilidad y Auditoria) 

                               経済評価・価格(Evaluación Económica y Precios) 

                               外務(Relaciones Internacionales) 

 

鉱山法第6条に定められた基礎産業省の権限は以下のとおりである。 
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・鉱業政策策定に関する人民権力全国議会(Asamblea Nacional del Poder Popular)及び国家評議会

(Consejo del Estado)への諮問。 

・閣僚評議会(Consejo de Ministros) またはその執行委員会(Comité Ejecutivo)への鉱業留保地区設

定の提案。 

・鉱業開発の企画立案、短期、中期及び長期の鉱業振興を通じた鉱業政策管理。 

・国の地質調査の促進。 

・鉱業活動の規制と管理(本法により他省庁の管轄と規定されたものを除く)。 

・その他現行法に規定された業務。 

 

4-2-2. 国家鉱物資源事務所(ONRM) 

国家鉱物資源事務所は、法律第76号(鉱山法)第 14条の規定に従って設立された基礎産業省の内局

である。 

同局の機能は以下のとおりである。 

・鉱山法及びその他の現行規則の規定に従って、基礎産業省及びその他の中央官庁への助言を行い、

鉱業活動及び鉱物資源の合理的使用を統制管理すること。 

・鉱床開発のための準備状況を確認しつつ、埋蔵鉱量の承認、登録、管理を行うこと。 

・鉱業コンセッションの付与、失効及び消滅に関する技術的意見書を作成し、コンセッションが付与

されるに当たっての条件の遵守を監督すること。 

・鉱山開発プロジェクトの承認。 

・鉱業登記を遂行し、鉱業コンセッション、鉱業留保地区、鉱床、鉱徴、研究地区及び採掘中または

放棄された鉱山に関する登録内容を更新維持すること。 

・国家の地質及び鉱山情報の保管の確立。 

・鉱業活動を実施する自然人及び法人に対する監督。 

・環境保全計画及び環境影響緩和対策の実施を管理すること。 

・国の鉱業統計の更新。 

・鉱山の閉山に立会い、閉山実施計画の実施を管理すること。 

 

4-2-3. 公社 

MINBASが管轄する鉱山部門の公社は、Cubaniquel(キューバニッケル公社)とGeominsal (地質鉱山

公社)である。以下に両公社の概要を示す。 

(1) Cubaniquel 

 Cubaniquelは、Holguín県 Moa町に位置し、ニッケル・コバルトの酸化物及び硫化物の生産を主要

業務とする。他に、鉱山操業サ－ビス、鉱山開発、土木及び機械据付基礎工事、資金・設備管理、機

械・部品生産、プロジェクトの管理、調査事業等の業務も行う。傘下に、ニッケル・コバルト探鉱開

発に関する外資との対外折衝、合併交渉・設立を担うComercial Caribian Nickel S.A.を有する。同

公社は、2つの国営鉱業所(Punta Gorda、Nicaro)、及び加・Sherritt社とのJV鉱業所(Moa)を有し、

他に複数のインフラ企業、調査・事業センター、機械生産企業等、配下に多数の子会社を有する。 

 

(2) Geominsal 

Geominsal は、ニッケル・コバルトを除く金属の探鉱を主要業務とし、傘下に、Geominera S.A.、

CIPIMM(鉱山冶金調査センター)、IGP(地質古生物研究所)等を有する。 

 Geominera S.A.は、キュ－バ政府、地質古生物研究所、 鉱山冶金調査センター、地方企業等の出資
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によって1993年に設立された国営企業である。鉱山冶金調査センターは、金属・非金属処理(特にゼ

オライト)の研究を担当する。地質古生物学研究所の主要業務は、学術研究・広域調査、鉱床学、探鉱

データの解析・管理である。デジタル化された10万分の1地質図はIPG本部で、5万分の1地質図は

地方支所で製作する。 

また、コバルト、ニッケル以外の鉱業の探鉱開発事業の外資との対外折衝、合併交渉・設立は、同

公社の子会社であるComercial Geominera S.Aが実施する。 

 

4-3. 鉱山法 

4-3-1. 概要・基本理念 

キュ－バでは、1940 年の憲法と 1959 年の基本法において、｢地表の下の土は国家に属する｣という

原則を繰り返し規定しており、この原則は1976年の憲法と1992年の憲法改正においても有効性を保

っている。現行のキュ－バ共和国憲法第15条)では、｢小規模農民またはこれらが形成する共同体の所

有地以外の土地、地表の下の土、鉱床、生物資源もしくは非生物資源は、全ての国民の社会主義国家

の所有物であり、個人もしくは法人の所有物として譲渡することはできないが、国家開発の目的に供

され、国家の政治的、社会的そして経済的原則に悪影響を及ぼさない場合は、例外として全部もしく

は一部の譲渡を許可することができる。閣僚評議会あるいはその執行委員会がこれを許可する｣と規定

されている。 

1995 年に現行鉱山法(法律第 76 号)が施行される以前は、キュ－バ共和国には独自の鉱山法は存在

しなかったが、鉱業活動の法的規範となる各種の法的措置が存在していた。歴史的には、1859年のス

ペインの鉱山法がキュ－バ国内で適用されており、ほぼ一世紀に亘って各種の改定がなされてきた。

キューバ革命後の1962年に制定された第1006号法は、キュ－バ共和国社会の経済原則に反する全て

の鉱業関連法を無効とし、以前の法制で付与されていた全てのコンセッションとその権利を取り消し、

1962年から施行された国有化に関する種々の法律を補足することとなった。 

第 76 号法は 1995 年 1 月 23 日に公布され、即日施行された。本法は鉱業への外国資本導入を促進

する意図を持って制定されたものであり、法案作成に際しては、諸外国の鉱山法を参考にし、キュ－

バで活動中の外国企業やキュ－バ国民の意見を広く聞くよう努めたとされている。現行鉱山法は全16

章から成り、その概要は以下のとおりである(詳細は資料1を参照)。 

(1) 法律の目的と適用範囲 

 鉱物資源の保護、開発及び合理的利用を保証する手段である鉱業政策と鉱業活動の法的規制を確立

することを目的とし(第1条)、領土及び経済水域内の鉱物資源に適用されるが、放射鉱物と石油・天

然ガスには適用されない(第2条)。第3条は、本法で使用する用語の定義付けである。 

 

(2) 鉱物資源の国家への帰属 

 憲法の適用範囲における全ての場所に存在する下層土、鉱山及び全ての鉱物資源に関する譲渡は不

可能で無期限の統治権は国家に帰属する。 

 

(3) 鉱業政策 

 閣僚評議会あるいはその執行委員会は、基礎産業省を通じて鉱業政策の策定、施行及び運用を管理

する(第5条)。第6条では、基礎産業省の権限を規定している。 

 

(4) 鉱業活動・鉱物の分類 

鉱業活動は以下の5つのフェーズに分類される(第12条)。 
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a)広域調査 (Reconocimiento)：鉱化異常捕捉等の初期的な探査 

  b)地質調査 (Investigación Geológica)、さらに以下のサブ・フェーズに分けられる。 

    -探査(Prospección)：鉱床を把握するための鉱徴地の探査 

    -探鉱(Exploración)：鉱床の構造決定、埋蔵量計算、経済性評価等 

  c)採掘(Explotación)：開発準備、鉱物の採鉱及び運搬等 

  d)処理(Procesamiento):鉱物の選鉱・精製、販売のための梱包等 

  e)販売(Comercialización)：鉱物の商品化 

鉱物資源は以下の5グル－プに分かれる(第13条)。 

Ⅰグル－プ：非金属。建材、工業及び他の経済分野の原材料、貴石及び純貴石を含む 

Ⅱグル－プ：金属鉱物。貴金属、鉄、非鉄金属、随伴した金属及び非金属鉱物を含む 

Ⅲグル－プ：エネルギー鉱物 

Ⅳグル－プ：水と薬用泥。鉱業・工業水、薬用鉱物水、天然鉱物水及び鉱物質薬用泥 

  Ⅴグル－プ：他の鉱物。廃さい、Ⅰ～Ⅳグル－プに入らない他の鉱物。 

 

(5) 鉱業当局 

 国家鉱物資源事務所が基礎産業省の下部機関として設立され、鉱業活動と鉱物資源の合理的利用の

統制と管理、埋蔵鉱量の承認・登録・管理、鉱業コンセッションの付与・中断・取消に関する技術的

意見書の作成、鉱山採掘プロジェクトの承認、鉱業登記、地質・鉱業情報収集、環境対策実施の管理、

鉱業統計の更新、閉山プログラムの管理等を行う(第14条)。 

 

(6) 鉱業コンセッション 

 鉱業コンセッションは本法とその施行規則で定める条件において、自然人あるいは法人に対して一

時的に付与される鉱業活動実施の権利である(第17条)。 

 

(7) 環境影響調査 

 コンセッションの保有者は、環境影響調査を実施し、鉱業活動が及ぼす影響の予防・緩和・管理・

復旧・補償のための計画を作成することにより、コンセッション対象地域の環境と生態系を適切に保

存する義務を有する(第41条 c項)。 

 

(8) 閉山 

 鉱山の閉山は再開の有無により一時的閉山と恒久的閉山に分けられ、一時的閉山には基礎産業省の

許可が必要である(第 61 条)。恒久的閉山には閣僚評議会またはその執行委員会の許可が必要である

(第67条)。 
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表8. 鉱山法の構成と規定内容 

章・条項 規定内容 

第1章 法律の目的と適用範囲(第1～第3条) 目的。鉱物資源の定義。本法で使用す

る用語の定義。 

第2章 鉱物資源の帰属(第4条) 国家への帰属を規定。 

第3章 鉱業政策の実施(第5～6条) 基礎産業省を通じた鉱業政策の策定。

基礎産業省の権限についての規定。 

第4章 鉱業活動 

第1部 一般事項(第7～12条) 

第 2部 鉱物の分類(第13条) 

鉱業活動の定義。鉱業の優先性、地役

権についての規定。対象鉱物の分類。

第5章 鉱業当局 

第1部 鉱業当局の機能(第14条) 

第 2部 鉱業登記(第15～16条) 

国家鉱物資源事務所の設立と機能。鉱

業登記に関する規定。 

 

第 6章 鉱業コンセッション 

第1部 一般事項(第17～19条) 

第 2部 コンセッション所有者(第20～25条) 

 第 3部 コンセッションの申請手続き(第26～35条) 

第 4部 入札(第36条) 

コンセッションの一般的定義、有効期

間、申請手続き等。 

第7章 コンセッション所有者の義務 

 第 1部 一般事項(第37～40条) 

 第 2部 一般義務(第41条) 

 第 3部 地質調査(第42条) 

 第 4部 採掘と処理(第43～45条) 

コンセッション取得者の義務。 

連続的な実施、キューバ人の優先雇

用、期限内の活動開始、報告書提出等。

第8章 小規模鉱業生産(第46～48条) 小規模鉱業生産に関する規定。 

第9章 コンセッション所有者の権利 

 第 1部 一般権利(第49条) 

 第 2部 鉱業地役権の特別制度(第50～55条) 

コンセッション取得者の権利、鉱業地

役権の特別制度に関する規定。 

第10章 コンセッションの失効、無効、消滅 

    (第 56～56条) 

コンセッションの失効、無効、消滅に

関する規定。 

第11章 閉山(第 61～67条) 一時的閉山、恒久的閉山、部分的閉山、

全面的閉山に関する規定。 

第12章 作業の保安と衛生(第68～69条) 保安衛生に関する規定。 

第13章 鉱業留保地域の宣言(第70～74条) 鉱業が留保される地域についての規

定。 

第14章 税制(第 75～83条) 鉱区料、ロイヤルティ等、鉱業関連税

制の規定。 

第15章 鉱業活動の奨励(第84～86条) 加速償却、ロイヤルティの支払猶予等

の規定。 

第16章 違反及び担当当局 

第1部 違反(第87条) 

第2部 担当当局(第88～89条) 

違反及び裁定を担当する当局につい

ての規定。 
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4-3-2. 鉱業コンセッション 

 コンセッションは、地質調査、採掘、処理の3つに分けられる。広域調査は基礎産業省が与える許

可の対象となるが、コンセッションの取得は必要としない(第22条)。鉱業コンセッション取得の申請

は、国家鉱物資源事務所を通し基礎産業省に提出される(鉱山法第26条)。閣僚評議会あるいはその執

行委員会がコンセッションの付与・拒否・中断・取消の決定、及び譲渡の承認を行う(第18条、第34条)。 

コンセッション(広域調査許可を含む)の取得申請、及びその延長と拡大の申請の認否に関して、

MINVAS/ONRM は、革命軍省(Fuerzas Armadas Revolucionarias)、民間防御国家参謀局(Estado Mayor 

Nacional de la Defensa Civil)、科学技術環境省(Ministerio de Ciencia、Tecnología y Medio 

Ambiente)、農業省(Ministerio de la Agricultura)の 4当局と協議し、その承認を得なければならな

い(鉱業施行規則第9、10条)。 

広域調査許可及び各鉱業コンセッションの概要は以下のとおり。 

(1) 広域調査許可 

本調査許可の有効期間は 1 年で、さらに 6 か月の延長が可能である(鉱山法施行規則第 26 条)。申

請は、鉱山法第 27 条 a)～e)等に明記された許可取得に必要とされる全ての書類を揃えて行う。国家

鉱物資源事務所は、申請受理書受理後45日以内に認可または否認の通知を行う(鉱山法施行規則第13

条)。広域探査許可取得者は、取得日から3か月以内にその活動を開始する等の義務がある(鉱山法施

行規則第31条)。 

本調査許可の延長申請は、期限終了日の 60 日前に提出しなければならない。延長申請及び調査地

区拡大申請の手続きは、初期手続きと同様、受理日から45日以内にその結果が申請者に通達される(鉱

山法施行規則第13～16条)。 

 

(2) 地質調査コンセッション 

地質調査コンセッションは、Prospección(探査)とExploración(探鉱)に二分される(鉱山法第12条)。

本コンセッションの有効期間は3年で、更に2年間の延長が可能である(第23条)。申請は、鉱山法第

27条 a)～g)等に明記された権利取得に必要とされる全ての書類を揃えて行う。国家鉱物資源事務所は

申請書受理後120日以内に認可または否認の通知を行う(鉱山法施行規則第19条)。コンセッション取

得者は、環境許可書(注)を申請し取得しなければならないが、この申請は、コンセッション取得申請と

同時に要求される可能性がある(鉱山法施行規則第37条)。 

コンセッション取得者は、権利取得後 3 か月以内にその活動を開始しなければならない(鉱山法第

41～42 条)。鉱区全域の探査活動(Prospección)の終了前に、鉱区の一部の探鉱活動(Exploración)を

行うことができる。ただし、同活動開始の15日前に国家鉱物資源事務所へ通知し、探鉱税支払い証明

書を提出しなければならない(鉱山法施行規則第38条)。 

本コンセッションの保有者は、付随する要件と義務を全て遵守した場合に限り、その調査地域にお

いて採掘コンセッションと処理コンセッションを付与される権利を有する(第32条第1項)。ただし、

本コンセッション期限満了の30日前にこれらの取得申請をしなければならない。この権利を行使しな

かった場合、土地は自由地となり新規申請の対象となる(鉱山法施行規則第45条)。 

本コンセッションの延長申請は、期限満了の 90 日前に行う。指定期間内に申請者への国家鉱物資

源事務所の延長認可の返答がなかった場合、同権利は無効となる(鉱山法施行規則第20条)。 

注)環境許可書は、地質調査活動の認可を記載した公式文書で科学技術環境省が付与する。この目的は、現行環境法で

定められた事項の履行の管理にある(環境法第3章及び第8章)。 
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(3) 採掘・処理コンセッション 

 採掘コンセッションと処理コンセッションの有効期間は25年で、さらに25年間の延長が可能であ

る(第24条)。コンセッションの有効期間が満了した場合、その保有者の権利は停止され、対象地域に

建設された恒久施設(撤去不可能な物件)の所有権は補償なしで国家に移転される。また、撤去可能な

物件を売却する場合は、国家が優先的な購入権を有する(第25条)。 

採掘コンセッションまたは処理コンセッションの延長申請は、期限満了の180日前に行う。指定期

間内に申請者へのONRMの延長の認可の返答が無かった場合、同権利は無効となる(鉱山法施行規則第

20条)。 

 

4-3-3. 鉱業関連税 

 鉱山法第75条に、｢コンセッションの保有者は、一般税法及びその他に定められた一般的租税以外

に、鉱業活動に伴う鉱区税及び鉱物資源の回収に係るロイヤルティを国家に対して支払う｣と規定され

ている。表9に各種鉱業活動に伴う鉱区税(第76条に規定)、ロイヤルティ(第80条に規定)及びその

他の支払を示す。 

 

表 9. 鉱業活動に伴う鉱区税、ロイヤルティ等 

鉱業活動 鉱区税/ha･年 ロイヤルティ その他 

広域探査    ― ―  

地質調査 

探 査 

探 鉱 

 

2CUP 

5CUP 

― 

 

 

地質情報入手に係る国家への料

金納入(第31条) 

環境許可書の申請と取得に関す

る税金の納付(環境法第25条) 

採掘 10CUP Ⅰ、Ⅱ、Ⅲグループ：3～5％ 

Ⅳグループ：1～3％ 

Ⅴグループ：1％以下 

 

処理    ―       ― 処理施設建設のための土地使用

料(第78条) 

注)Ⅰグル―プの内、建材用及び石灰・セメント・セラミック生産用非金属鉱物のロイヤルティは1％以下 

 

鉱区税及びロイヤルティ以外の税金として、コンセッション保有者に対する地質情報入手に関する

国家への規定料金、環境許可書取得税がある。その他に、鉱山法施行規則第87条により、コンセッ

ション取得者に対し財政積立金の創設が義務付けられているが、国家鉱物資源事務所の法務担当者に

よれば、具体的な創設方法が規定されていないため、現在まで一度も実施されたことはない。 

 

4-3-4. 鉱山法施行規則の概要 

 鉱山法施行規則は全17章、100条から成り、その概要は以下のとおりである(詳細は資料2を参照)。 

 (1) 第 1章 鉱業権者になるための申請 

  広域探査許可及び鉱業コンセッションを取得するための一般事項、申請に関する関連当局、広域

探査許可と鉱業コンセッション及びこれらの延長手続き、鉱物地役権取得手続き及び強制収用。 

 (2) 第 2章 広域探査許可 

  広域探査の定義、期間(1 年更に 6 か月延長可能)、許可取得から 3 か月以内の活動開始等の名義

人の義務及び許可取得の失効、取り消し及び消滅。 
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 (3) 第 3章 鉱業コンセッション 

  広域探査許可取得者の環境許可書及び鉱業コンセッション取得者の環境影響評価報告書提出等の

義務。認可されていない鉱物発見時の義務。鉱業コンセッションの消滅。 

 (4) 第 4章 資料 

  広域探査許可取得者及び地質調査コンセッション取得者の採取した鉱物及び物質の保存義務。 

 (5) 第 5章 小規模鉱山 

  小規模鉱山あるいは小規模鉱物生産権取得者の義務。 

 (6) 第 6章 大陸棚及び経済水域における鉱物資源 

  大陸棚及び経済水域における鉱業コンセッション取得者の義務。当該権利取得者は、一般コンセ

ッション取得書類等の他に内務省、観光省、漁業省及び運輸省の証書が必要。 

 (7) 第 7章 ミネラル水及び薬用ミネラル泥 

  鉱物グル―プIVの保護地域及び同の鉱業活動禁止地区等を規定。 

 (8) 第 8章 取り下げ 

  鉱業登録の許可前及び取得後の期間中の申請人・鉱業権者による取り下げを規定。 

 (9) 第 9章 鉱業権の譲渡または委譲及び権利者の提携 

  第三者への鉱業権の譲渡、名義人移転、担保の付保及び取得後の複数鉱業権の合体を規定。 

(10) 第 10章 鉱区の返還 

  採掘コンセッション取得者の採掘域及び興味外区域の返還を規定。 

(11) 第 11章 鉱業活動の保安衛生 

  コンセッション取得者の鉱業活動の保安衛生等の保障を規定。 

(12) 第 12章 鉱業活動の技術、統計及びプロジェクト書類 

  コンセッション取得者のONRMへの鉱業活動における情報提供の義務。 

(13) 第 13章 鉱業コンセッションと広域探査許可の地形的境界策定 

  鉱業権者の鉱区標識設立。 

(14) 第 14章 閉山 

  採掘コンセッション取得者の一時及び恒久閉山を定義。基礎産業省の事前認可で2年間、それ以

上は閣僚評議会またはその執行委員会の事前認可で一時閉山が可能。 

(15) 第 15章 環境保護関連経費に充当する予備金 

  鉱業コンセッション取得者は、鉱区及びこれに関連する区域の修復、環境管理の計画及び鉱業活

動による影響を緩和する作業の経費を負担するための予備金創設の義務を規定。 

(16) 第 16章 鉱業原簿 

  ONRMの鉱業登録部の機能、外国企業の鉱業登録手続き等を規定。 

(17) 第 17章 鉱業活動の監督 

  鉱業権の名義人に対するONRMの国家監督、同名義人への罰則とその料金を規定。 
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5. 外国投資 

5-1. 外国投資法の概要 

キューバ経済に外国投資の参加を認めた 初の法律は、1982 年に導入された法令第 50 号である。

同法令は一般的に合弁事業における外国資本比率は49％で、閣僚評議会の承認を得た場合のみこれを

超えることができると規定した。1989年からの旧ソ連崩壊に対処し、外国投資並びに観光への開放策

を進展させるため、キューバ政府は新たな外国投資法を1995年に成立させた。1995年の外国投資法(法

律第 77 号)は、82 年の法律第 50 号における基本的考えを変えないまま、外国投資に対する法制の全

般的範囲を拡大した。 

法律第 77 号は外国から投資する場合の、投資家に対する保証、認可手続き、労働、税務等に関す

る規則となっている。同法の要点は以下のとおりである。 

(1) 国家経済の全部門(保健、教育、軍隊そのものを除く)が外国投資に開放された。 

(2) 合弁事業、その他形態の経済共同会社に加え、初めて100％外資による投資が許可された。 

(3) 所有者の権利や他の所有権をも含む、不動産投資の可能性を明確に定めた。 

(4) キューバにおける外国投資家の全面保護と安全を約束した。その資産はキューバ政府によって宣

言されるか、『公共の福祉による、または社会利益による理由』(二国間投資促進保護協定によっ

て定められている)を除いて保護されている。 

(5) 外国投資はキューバ法と国内の裁判所の規定に従って、第三者からの申し立てより保護される。 

(6) 外国投資家はその投資全体あるいは一部を、政府の認可のもと、国家あるいは第三者に売却、譲

渡することができる。支払いは兌換通貨によって行われる。 

(7) 国家は純利益と配当を兌換通貨を用いて、自由に海外送金することを保障する。外国投資会社の

外国人従業員も、その所得を海外送金する権利を有する。 

(注) 2009年 9月キューバ訪問時における外資系企業関係者インタビューによると、外国企業と外国人の預金口座の

凍結が行われており、海外送金はもとより銀行引出しも、困難な状況とのことである。 

 

5-2. 外資優遇制度 

 外資法に規定された外資優遇制度の概要は以下のとおりである。 

(1) 投資家への保証： 

－外資法第3条 

公共の利益や社会的利害を事由にキューバ国憲法、現行法、キューバが調印した相互投資促進保護

に関する国際協定に基づき政府が接収を宣言し、双方の合意で決定された商業価値に対し自由両替可

能な通貨による事前の賠償金が支払われる場合を除き、外国投資家は国内領土内で完璧な保護と安全

を享受し、国家による接収はできない。 

－外資法第4条2. 

期限到来時点で期限が延長されないのであれば、定款及び現行法制による規定に従い、混合企業、

国際経済連携契約書または完全外国資本企業の清算が手続きされ、外国投資に該当する分は反対の事

項が明記されている契約を除いて自由に交換できる貨幣で支払われる。 

(2) 再投資される純益への課税の部分的または全面的免除 

－外資法第39条 a) 
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純利益税は課税対象となる純利益に 30％の税率が適用される。国益により妥当と判断される場合、

閣僚理事会執行委員会はキューバに再投資される純利益への課税を部分的または全面的に免除するこ

とができる。 

 

5-3. その他 

(1) 外資比率の上限 

100％外資による出資が可能である。ただし、これまで外資100％が認められた例は極めて少ない。 

－外資法第12条 

外国投資家は以下の形態のいずれかを採用する。 

a) 混合企業 

b) 国際経済提携契約 

c) 全額外資企業 

 

(2) 利益の海外送金の規制の有無 

以下の規定により、利益の海外送金が保証されている。 

－外資法第8条1. 

国家は外国投資家に対し当該送金に関連した税の支払いまたは他のいかなる不当徴税なしに、自由

両替可能な通貨による外国への以下の自由送金を保証する。 

a) 投資開発によって得た純利益または配当金 

b) 本法律第3、4、6条に関するケースで受け取るべき金額。 

－外資法第8条2. 

混合企業、国際経済連合体のいかなる他の形における当事者、または完全外国資本企業にサービス

を提供する外国人は、常にキューバにおける恒久的在住者でないのであれば、キューバ中央銀行によ

り決定されるその他の規制に従い、受け取る報酬を外国に送金する権利を持つ。 

注)法律では配当送金は保障されているが、2004年 11月 8日以降、キューバ中央銀行決議第80/2004号によるUS$流

通禁止措置により、US$による外国への送金が停止されている。 

 

(3) 特恵関税 

外国投資法は、独自の課税制度を定めており、合弁事業や契約による事業体には特別税率が適用さ

れるため有利になる。一方、100％外国資本の会社は、一般法に準拠し、法律第73号の定めに従って

税金の支払いが行われる。 

 

(4) 投資優遇措置 

国内に 4 か所の Free Zone(工業団地)を設け、進出企業に対して、以下のような優遇措置を供与し

ている。 

a) 土地の50年間にわたる貸与(延長可) 

b) 輸入関税の免除 

c) 製造業25％を限度とする国内市場向け出荷の承認 

d) 製造業に対する12年間(サービス業の場合は5年間)の法人税免除(延長可) 

 

(5) 米国による経済制裁 

米国のキューバに対する経済制裁法案は、連邦議会へ過去 3 法案が提案され、そのうち 1992 年の
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トリチェリ法、1996年のヘルムズ・バートン法の2法案が成立している。 

ヘルムズ･バートン法は第 1 項から第 4 項まであり、その内の第 3 項が革命によりキューバ政府に

没収された資産を保有する米国民へ同資産を使って営業している外国人・企業に対して損害賠償請求

する権利を与えることを規定している。第4項は、同資産を使って営業している外国企業の関係者及

び家族が米国入国することを禁止している。第4項の制裁措置は、キューバで石油・ニッケルの生産

を行っている加・Sherritt社の社員に対して初めて適用された。 

(注)2009 年 9月キューバ訪問時のSherritt 社関係者インタビューによると、規定どおり米国には入国できないとの

こと。 

 

(6) キューバでの鉱業活動形態 

キュ－バでの鉱業活動形態は、外国投資法に基づく3形態、Empresas 100％ Extranjero (100％外

国資本企業)、Empresa mixta (JV企業)、Contrato de Asociación Económica Internacional(国際経

済連携契約)、及びContrato de Producción O Servicio Cooperados(生産契約またはサ－ビス協力契

約)がある。これらの形態における投資案件成立には、以下の手順が必要である。 

① 第一段階として、基礎産業省の内局である国家鉱物資源事務所との協議。 

② 国家鉱物資源事務所は関係当局と協議しこれらの 5 形態の 1 形態を選択、 終的に具体的な事

業計画書を添付した形態設立の申請書(注)を作成。 

③ 国家鉱物資源事務所は、基礎産業省名義で申請書を外国貿易・外国投資省(MINVEC)へ提出。 

④ 外国貿易・外国投資省は同省の投資案件専門家により、この申請書を評価、 終的に認可を付

与。 

(注)MINVEC のアジア課担当者によると、この形態設立の申請書には少なくともプレ FS 評価を含む事業計画書が

必要である。また、同省に認可された外国投資企業及びそのスタッフ等がキュ－バ国内で活動するために必

要な全ての手続きは、同省が代行して申請書を作成し各関係当局へ提出するとのこと。 
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6.環境行政 

6-1. 環境法の基本理念 

キューバ憲法第27条には、｢国家は国内の環境及び天然資源を保護する。人の生活をより合理的に

し、現在及び未来の世代の存続、福祉、安全を確保するための持続可能な経済社会発展とこれらの間

に緊密な関係があることを認識する。この政策を実行することは所轄機関の責務である。水及び大気

の保護、土壌、動植物そして自然の豊かな潜在力の全てに資することは市民の責務である。｣と規定さ

れている。本規定を更に推し進め、法律第33号『環境保護及び天然資源の合理的利用に係る法律』(1981

年制定)を経て、法律第81号『環境法』(1997年)の制定に至った。 

 

6-2. 鉱業に関する環境保護 

鉱業に関する環境保護については、法律第81号『環境法』及び法律第76号『鉱山法』によって規

定されている。 

(1) 管轄当局 

環境保全の計画及び環境影響の管理は、国家鉱物資源事務所が行う。鉱山法第14条に、｢国家鉱物

資源事務所(以下『鉱業当局』と称する。)が基礎産業省の下部機関である法人として設立され、以下

の業務が委託される。h)環境保全の計画及び環境影響を緩和するための対策の実施を管理する。｣と規

定されている。 

(2) 鉱物資源開発に関する環境保護 

環境法第 6 編は環境保護の具体的な分野を規定しており、第 8 章(第 120～124 条)において、鉱物

資源開発に関して以下のとおり規定している。 

－第120条 全ての自然人、または法人による鉱物資源の開発は以下の規定に従う： 

a) 鉱業活動は環境影響評価プロセス対象であることから、鉱業権者は地質調査(広域調査)遂行のた

めに環境許可証を申請し、該当する時には、採掘・処理段階においても、環境許可証の申請し環

境影響調査を実施する義務がある。 

b) 鉱業活動は、全国保護地区体系、陸域の水と海水、耕作地、植物群、野生動物群、景観、及び環

境一般に対して、直接または間接的に引き起こす変質を 小限に抑えねばならない。 

－第121条 基礎産業省は、法律が他の国家機関と組織に付与している権限と管轄を損なわないよう

に、鉱業活動と鉱業留保地域を規制する。 

－第122条 鉱物資源活用活動を行う自然人または法人は、鉱山法と本法規定に従い、その活動によ

り劣化した地域、及び生態系で被害を受ける可能性があるものを回復する義務があり、もしくは劣

化・被害がない場合には、科学技術環境省、農業省、基礎産業省が定める条件に従って、環境保護

に向けたその他の活動を実行する。 

－第123条 鉱山水に関係する活動を行う個人あるいは法人はすべて、合理的な開発を保証し、枯渇

あるいは劣化を回避するために、基礎産業省が出す評価及び判断に基づき、また必要な場合には疫

学的状況に関する保健省の意見を聞き、鉱床の能力、その自然回復力、水質の状態に合わせて活動

を調整する。 

－第124条 基礎産業省は、その他の所轄機関・組織と連携し、鉱業用薬水及び泥の管理に向けた活

動の監督、実施を担当する。 
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(3) 鉱業権者の義務 

 鉱山法には鉱業権者の環境保全義務として、以下の規定がある。 

－第39条 第 13条に定められているグループⅣ(水と薬用泥。鉱業・工業用水、薬用鉱物水、天然鉱

物水及び鉱物用薬用泥。) の鉱物資源に関して、保護されている境界内側における以下の活動は全

面的に禁止されている。 

a)これらを汚染する排水を直接または間接的に行うこと。 

b)その堆積される状態と場所を問わず、そして汚染の危険あるいはこれらの資源の変質の危険の有

無、もしくはその可能性の有無を問わず固形残渣、残骸または物資を堆積させること。 

c)周辺の環境破壊に結び付く可能性のあるその他の活動を行うこと 

－第41条 全ての鉱業権者に対して以下の義務が課されている。 

c)環境影響調査を実施し、そして鉱業権を付与された地域内及びその害が到達する可能性のあるそ

の他の地域とこれに関連する生態系に対して当該活動がもたらす影響の予防、緩和、管理、復旧

及び補償のための計画を作成することにより、鉱業権の対象となった地域の環境と生態系の条件

を適切に保全する。 

(4) 閉山後の環境対策 

－第65条 一時的性格の全体もしくは部分的閉山が許可されるに当たり、鉱業権者は以下の事項を閉

山期間中または鉱業権が消滅するまで保証する。 

a)環境の修復と再生の対策。 

鉱業当局の国家監督官は本条と次条に定められる作業の遵守の管理を行う。 

－第66条 鉱山全体または一部の恒久的閉山のために、鉱業権の名義人は鉱山当局を通じて基礎産業

省に以下の内容を含む技術的・経済的事由と閉山プログラムを提出する。 

g)影響を受けた地表の修復プログラム及び環境に対する被害の報告。 

 

(5) 環境許可書の申請及び環境影響調査報告の提出 

  鉱山法施行規則では、環境許可書の申請及び環境影響調査報告の提出について、以下のとおり規

定している。 

－第37条 地質調査コンセッション所有者は、作業を実施するため、環境許可書を申請する。採掘コ

ンセッション所有者もしくは処理コンセッション所有者、またはその双方は、その活動を管轄する

機関の規定に基づき、環境影響調査報告を提出する義務を負う。 

－第43条 コンセッションを有する者は、 

a) 環境許可書もしくは環境影響調査、またはその双方に規定された施策に基づき、 

b) 科学技術環境省及び国立水資源研究所(Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos)との

連携のもと、 

鉱区内のいずれかの水源を利用する。 

(6) 環境保護対策に充当する予備金について 

鉱山法施行規則では、環境保護対策予備金について、以下のとおり規定している。 

－第 87 条 鉱業権者は以下から派生する経費をカバーするために十分な金額の財務準備金を創設す

る義務がある： 

a) 鉱区と鉱区周辺の復元・修復作業。 



- 26 - 

b) 環境指針統制プラン 

c) 鉱業活動により発生する直接、間接的影響の減少作業。 

－第88条 上述条項で述べられている準備金額は鉱業権供与から180日以内に鉱業権者から財務物価

省に提示されるが、必ず、該当投資合計の5％以下になることはできない。 

－第89条 閣僚評議会執行委員会または基礎産業省は、適宜、財務物価省の意見を聞き財務準備金を

承認する。 

－第90条 財務物価省はこの準備金存在を監査する任を持ち、創設された事項の目的のために適用さ

れる管理を担う。 



- 27 - 

7.労働事情 

7-1. キューバ人労働者の雇用 

 外資とキューバ資本の合弁企業または全額外資企業(以下｢外資系企業｣と呼ぶ)は、キューバ人を雇

用する義務がある。ただし、上級管理職または特殊技術者ポストには、外国人を雇用することができ

る。外資系企業は直接キューバ人労働者と雇用契約を締結することはできず、雇用契約はキューバ政

府の人材派遣会社との間で結ばれる。例えば、外国企業の駐在員事務所は ACOREC 社(Agencia de 

Contratacion a las Representaciones Comerciales S.A.)を通じてキューバ人との雇用契約を締結す

る。 

外資系企業から労働者への直接支払行為は禁止されている。外資系企業が派遣料を人材派遣会社に

支払い、キューバ人への給与支払は人材派遣会社が国内通貨(非兌換ペソ)で行う。2009年 9月時点の

派遣料の相場は、管理職クラスで1,250US$/月、秘書クラスで650US$/月とのことである(現地での外

資系企業関係者からのヒアリングによる)。 

 

7-2. 労働法の概要 

(1) 労働法の基本 

キューバの労働法は、労働者と農民の国家及び社会主義の構築段階におけるその他の肉体的・知的

労働者による独自の生産関係に基盤をおくもので、基本的生産手段に関する全国民の社会主義財産と

人間による人間の搾取の廃止に基づく経済制度、ならびに『各人は能力に応じて働き、その労働に応

じて受け取る』という社会主義分配の原則により統制される。(労働法第1条) 

 

(2) 労働契約を結ぶための資格 

労働契約を結ぶための資格は、17歳で取得できる。(労働法第26条) 
 

(3) 契約締結の形式 

労働契約は、書面によって締結されなければならない。雇用機関の経営管理部門は、労働契約の写

しを当該労働者に提供する義務を負う。(労働法第28条) 

 

(4) 試用期間 

雇用機関は、労働者に対し、30日を超えない試用期間を求めることができる。 

この試用期間は、中等または高等レベルを持つことが必要とされる仕事の場合、もう30日延長され

得る。国家労働社会保障委員会が例外的に認める場合、試用期間は180日まで可能となる。 

(労働法第34条) 

 

(5) 労働契約の内容 

書面による労働契約には、少なくとも以下の細目が含まれていなければならない。 

a) 雇用主の名前、姓、住所、及び出頭した資格。 

b) 労働者が就く予定の仕事または任務及び詳細に述べた作業内容。 

c) 労働の安全衛生に関する条件。 

ch) 作業を行うべき場所。 

d) 1日の労働時間及び勤務時間。 

e) 賃金の額と支払いの場所、時期及び方法。 

f) 当該契約の発効日。 

g) 一定期間の契約の場合、その終了日。 
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h) 適性に関する特定条件。 

i) 一つの作業または工事の実施のための契約の場合、行う作業の内容。 

j) 契約当事者双方の署名。 

(労働法第37条) 

 

(6) 労働契約の終了 

労働契約は、以下の一般的理由により終了する。 

a) 当事者双方の合意。 

b) 当事者いずれかの意思。 

c) 兵役遂行のための労働者の招集。 

ch) 一定期間の契約の場合、定められた期間の満了。 

d) ある作業のために結ばれた契約の場合、その契約の目的である作業の完了。 

e) 労働者の定年退職。 

f) 労働者の死亡。 

g) 雇用機関が消滅し、他のいかなる機関にも代位が存在しない場合。 

(労働法第48条) 

以下の理由によって、雇用機関の経営管理部門の意思により労働契約は終了する。 

a) 労働者に業務を実施する能力がなく、これが然るべく証明された場合。 

b) 当該契約に明確に定めた条件が満たされず、割り当てられた仕事または任務に就くための適性が労

働者に欠けている場合。 

c) 労働者の他施設での雇用可能宣言が発令された場合。ただし、他に行える業務がない場合、あるい

はあっても当該労働者が受け入れない場合に限る。 

ch) 労働者に部分的障害があり、当該雇用機関内に同労働者を配置する可能性がなくなった場合。 

d) 労働者が、労働規律違反により正式に罷免された場合。 

e) 確定判決もしくは公安措置により、禁固刑が科された場合。どちらも、6か月を超える場合に限る。 

f) 無給の育児休暇期間が終了し、女性労働者が仕事に復帰しない場合。 

g) 一定期間の契約もしくは一つの作業または工事の実施のための契約の場合で、確定判決により禁固

刑が科された場合。 

c)項及びch)項の場合は、労使関係が終了した時点で、労働者は、法律が定める保護を受ける。 

(労働法第53条) 

 

(7) 1日の労働時間、勤務時間、時間外労働、1日の労働時間内の休憩 

通常、1日の労働時間は8時間で、週平均44時間とする。 

(労働法第53条) 

 勤務時間は、以下の機関により集権的に定められる。 

a) 国家労働社会保障委員会 

b) 人民権力全国議会の州機関 

こうした集権化した機関が存在しない場合、勤務時間は、雇用機関の経営管理部門が、その上層部

の承認を事前に得た上で定めることができる。 

該当する組合組織は、勤務時間を定める過程に参加する権利を有する。 
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(労働法第71条) 

労働者は、超過勤務として 2日連続して 4時間以上働いたり、1週間に 2回以上の連続交替勤務を

行ったりする義務はない。また、超過勤務、連続交替勤務、または週休日の振替を行っても、1 年間

に合計160時間以上の時間外労働が要求されることはない。 

国家労働社会保障委員会は、労働者中央連合の見解を聞いた上で、特定の部門、分野及び活動にお

ける業務の性質を考慮して、前段落に示す時間数と異なる制限を定めることができる。 

労働者は、1日の労働時間8時間の中で、休憩や個人的な用事のために30分の時間を与えられる権

利を有する。 

(労働法第77条) 

活動の性質により必要とされる場合、国家労働社会保障委員会は、国家中央行政機構の各組織、ま

たは場合に応じて人民権力地方会行政執行部の提案により、それぞれの組合と合意して、これより長

い休憩時間を認めることができる。 

でき高払いで働く労働者の休憩時間は、労働基準を作成する際に考慮される。 

時間制で働く労働者の休憩時間の配分は、それぞれの組合組織と合意して、雇用機関の経営管理部

門により決定される。休憩時間の配分により、1 日の労働時間や法的に定められた勤務時間を変更す

ることはできない。 

(労働法第80条) 

 

(10) 週休 

労働者は、少なくとも連続して24時間の週休をとる権利を有する。 

週休日は、通常日曜日とする。生産の技術組織的条件のため、または国民あるいは他の機関へ毎日

継続的なサービスを提供する必要があるため活動が中断できない雇用機関では、かかる目的のために

雇用機関及びそれぞれの組合組織が作成した予定表に従って、週の他のいずれかの曜日を週休として

定める。 

組織的性質、技術的性質またはその両方の性質により労働者が1週間以上続けて勤務しなければな

らない場合、この労働者は、適用される勤務制度が定める期間が終了すると累積した週休を取得する

権利を有する。 

(労働法第82条) 

 

(11) 国民の記念日、公式記念日及び7月25日・27日の祝日の休息 

以下の記念日を国家として祝う。 

1月 1日 ＜革命記念日＞ 

5月 1日 ＜国際メーデー＞ 

7月 26日 ＜国民蜂起の日＞ 

10月 10日 ＜独立戦争の開始＞ 

毎年7月 25日及び27日は祝日とする。 

(労働法第83条) 

以下の記念日を公式に祝う。 

1月 28日 ＜国民英雄ホセ・マルティの生誕＞ 

2月 24日 ＜バイレの叫び＞ 
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3月 8日 ＜国際婦人デー＞ 

3月 13日 ＜大統領官邸襲撃＞ 

4月 16日 ＜民兵の日＞ 

4月 19日 ＜プラヤ・ヒロンの勝利＞ 

5月 17日 ＜農業改革と農民の日＞ 

7月 30日 フランク・パイスの死去、＜革命殉教者の日＞ 

8月 12日 マチャード独裁に対する民衆の勝利 

10月 8日 エルネスト・チェ・ゲバラ司令官の死去、＜英雄的戦士の日＞ 

10月 28日 カミロ・シエンフエゴス司令官の事故死 

11月 27日 医学生の銃殺、＜学生の服喪の日＞ 

12月 2日 グランマ号遠征隊の上陸、＜革命軍の日＞ 

12月 7日 アントニオ・マセオ・グラハレス副司令官の戦死、＜独立戦争における戦没者の日＞ 

(労働法第84条) 

国民の記念日及び7月25日・27日、12月 25日の祝日には、労働活動を休業する。 

(労働法第85条) 

国民の記念日である1月 1日、5月 1日及び 10月 10 日が日曜日と重なった場合、日曜日としての

休息は、国家労働社会保障委員会により調整される。 

(労働法第86条) 

 

(12) 年次有給休暇 

労働者は、実働 11 か月につき 1 か月の有給休暇を取得する権利を有する。休暇の月は、30 暦日と

する。 

 労働者が行っている活動の性質またはその他事情により11か月間労働しない場合は、働いた期間に

比例した長さの有給休暇を取得する権利を有する。 

(労働法第88条) 

 

(13) 賃金の支払い条件 

賃金は、少なくとも月に1度法定通貨で支払われる。ただし、もっと長期の期間が定められている

報酬の支払いは除く。支払日が非労働日と重なった場合、賃金はこれに先立つ労働日に支払われる。

支払い期間を変更するには、該当する組合組織の同意が必要となる。 

(労働法第123条) 

 

(14) 労働者の労働規律違反と懲戒処分 

以下の行為･態度は、労働規律違反とみなされる。 

a) 勤務時間に関する違反。 

b) 正当な理由がない欠勤。 

c) 雇用機関内もしくは業務遂行時において、仕事の上司、同僚または第三者に対して敬意を欠く。 

ch) 不服従。 

d) 雇用機関内もしくは業務遂行時において、仕事の上司、同僚または第三者を言葉・行動で虐待する。 

e) 怠慢。 

f) 国家機密及び物理的安全保護に関する法律の規定違反。 

g) 業務中に雇用機関の物品に損害を与える。 

h) 職場または第三者が所有する物品や貴重品を、騙すことによって紛失・盗み・すり替え・私物化す  
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る。 

i) 雇用機関内もしくは業務遂行時において、犯罪となりうる事件を起こす、または行為をはたらく。 

j) 雇用機関における現行の規律規定を破る。 

k) 労働の安全衛生に関する法規が定める義務を、労働者が正当な理由なく守らない。 

(労働法第158条) 

犯した違反、関与状況、違反者の個人的状況、その労働経歴、現在の振る舞い、事件の重大性及び

発生した損害を考慮して、次の懲戒処分の中のひとつが適用されうる。 

a) 個人的または公の場での訓戒。 

b) 元の職に復帰する権利を保有したまま1年以下の期間で報酬または評価の低い他の職、あるいは異

なる労働条件の他の職へ異動させる。 

c) 当該労働者が就いていた職を解いて、他の職へ異動させる。 

ch) 雇用機関との雇用関係を30日までの期間で中断する。 

d) 雇用機関からの永久解雇。 

 法律は、経済的内容または何らかの労働手当の一時的剥奪といった特定の懲戒処分を例外的に定め

ることができる。(労働法第159条) 

 

(15) 不当な懲戒処分の適用に対する損害賠償 

労働者は、懲戒処分を科されたものの、管轄の裁判所もしくは当局がこれを放免した場合、または

厳格性の低い処分を適用した場合、雇用機関の経営管理部門から不当に受けた経済的損害に対する賠

償を受ける権利を有する。労働者の放免が命じられた場合、経営管理部門は、労働者会議でこれを報

告しなければならない。(労働法第182条) 

不当に科された懲戒処分または仮処分から幹部・役人を放免する、または厳格性の低い処分に代替

する管轄当局は、職権により、妥当な場合は当該任務への復帰を命じる。また、いずれの場合も、該

当する損害賠償の支払いを命じる。(労働法第183条) 

賠償金額を決定する目的で、管轄の裁判所または当局は、以下の法則を考慮する。 

a) 賠償金額は、当事者が勤務していた場合に受け取るはずであった賃金を決して超えてはならず、懲

戒処分の手続き中に行った国家活動に対する賃金の名目で受け取った収入は差し引かれる。 

b) 当事者が賃金を受給しなかった期間または減らされた額が考慮される。(労働法第185条) 

 

(16) 禁止事項 

以下の作業に(15歳及び16歳の)青少年を雇用することは禁じられている。 

a) 積み込み作業または極度に重いものを扱う作業。 

b) 鉱物の採掘。 

c) 有害物質、反応物質または毒物を使用する場所。 

ch) 地下の作業。 

d) 高所の作業。 

e) 夜の作業。 

f) 本人の安全または他の人々の安全が当該青少年の責任に問われる作業。(労働法第224条) 

17 歳の者は、18 歳になるまで地下の作業及び健康や総合的な発育に害を与えうる物質を扱う作業
に従事することはできない。(労働法第225条) 
 

(17) 労働紛争を解決する機関 

労働紛争は、以下の機関に委ねられる。 
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a) 労働審議会 

b) 司法制度の人民裁判所 

 特別な手続きに付される懲戒処分の対立は、かかる目的のために定められた法律の規定により統制

される。(労働法第250条) 

 

(18) 異議申し立てを行うための期間 

労働者は、労働にかかわる自分の権利に関する異議申し立てを行うために 180 日の期間を有する。

この期間は、法律が定める例外を除き、当該違反行為が行われた日もしくは違反を認識した日の翌日

から起算される。(労働法第259条) 

 

(19) 国による労働監査 

 国による労働監査は、以下の機関の権限とする。 

a) 労働、社会保障及び労働の安全に関する法規については、国家労働社会保障委員会。 

b) 医療及び労働の衛生については、厚生省。 

c) 火災･爆発に対する安全に関する事項については、内務省。 

ch) それぞれのシステムの中では、国家中央行政機構の各機関・組織。 

d) 各地方に位置する支部においては、統括機関が定める基準及び手続きに基づき、人民権力地方会の

行政執行部。(労働法第298条) 

 

 国による労働監査には、以下の機能がある。 

a) 確認された違反の排除を命じる。 

b) 即座に又は定められた期間内に必要な対策を講じるよう命じる。 

c) 確認された違反の責任者と思われる幹部、役人及びその他労働者に対して、妥当な場合、懲戒処分

の手続き開始を要求する。あるいは、場合により、刑事訴訟を開始する。 

ch) 以前の監査の結果として命じられた対策が守られていることを確認する。 

d) その他、法律が認める機能。(労働法第301条) 

 第 298条が述べる統括機関の監査が、労働者または他の人々の生命もしくは健康に対する重大な又

は差し迫った危険を避けるために必要であると考えた場合、この危険をできる限り早急に予防する対

策を命じる。これらの対策は、特定の施設、機械、設備、装置、原材料及び資材の部分的または完全

な使用停止、あるいは全体的な作業の中断からなりうる。(労働法第303条) 

 

(20) 組合による労働監査 

組合組織は、労働条件を規制する規定の適用について雇用機関に情報を請求できる。 

雇用機関は、監査の適正な実施のために必要とされる情報を組合の監査官に提供する義務を負う。

(労働法第305条) 

組合による労働監査は、作業現場の条件によって業務上の事故が差し迫って起こることが予想され

る場合、機械、装置及び作業の機能停止を命じ、作業現場の閉鎖を申し出ることができる。(労働法第

306条) 

労働、社会保障及び労働の安全衛生に関する法規の違反に対する責任労働、社会保障及び労働の安

全衛生に関する法規の違反に対する責任は、当該分野の法規が定めるところに従い、行政手段により、

また、場合よっては刑事手段により要求することができる。また、いずれの場合も、国による監査及

び組合による監査を要請することができる。(労働法第308条) 
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資料1. キューバ共和国法律第76号 鉱山法(Ley No.76 Ley de Minas)仮訳 
 

 キューバ共和国人民権力全国議会議長リカルド・アラルコン・デ・ケサダは以下の通告をする。 
 

 人民権力全国議会は、1994年 12月 21日に開催された第4回立法議会の第4回通常会期の議事にお

いて、以下の承認を行った。 
 

 1883年10月10日からキューバにおいて適用された鉱山法及びその新しい鉱山法制の基礎となる政

令は、1959年から開始されたわが社会の根本的な変革である生産の基本的手段の国有化によって、特

別な重要性を持つに至り次々と変更がなされた。 
 

 キューバ共和国憲法第 15 条 a)項は、特に、下層土と鉱山、共和国の経済水域に存在する水、生物

資源及び非生物天然資源は、全国民の社会主義国家の所有物であると規定している。 
 

 国家による必要な統御の下に、全ての種類の鉱業活動の実施中における環境保護と環境インパクト

の防止を保障しつつ、国内の地質学的知見の向上及び鉱物資源の合理的採掘を促進し達成するために、

現状の社会経済的現実に調和した鉱山法制を再構築し、新しい社会制度を組み入れ、適用不可能とな

ったものを排除し、当該分野における 新の法律理論の恩恵をキューバ社会の特質と原理に組み込み

ながら導入する必要がある。 
 

 さらに、本法の条文において、鉱業コンセッションの付与・監督・統制、及びコンセッションに対

する課税に関連した諸手続きを変更し、現状に合ったものにする必要がある。 
 

 以上を考慮して、人民権力全国議会は、キューバ共和国憲法の第 75 条の b)項において定められた

権限を行使し、以下の法律第76号鉱山法を承認する。 
 
 

法律第76号 鉱山法 
 

第1章 法律の目的と適用範囲 
 

第 1条 本法は『鉱山法』と呼ばれ、本活動に関連した国家公務員によって管理される義務的指針を

示しながら、国家の利益に関連する鉱物資源の保護、開発及び合理的利用を保障する手段である鉱

業政策と当該活動の法的規制とを確立することを目的とする。 
 

第 2条 本法の目的において、鉱物資源とは、法律の定める範囲内の領土における地面及び下層土、

並びに共和国経済水域の海底及び海底面下に含まれる固体鉱物及び液体鉱物のあらゆる種類の濃縮

状況を意味する。 

 放射性鉱物と液状及びガス状の炭化水素は特別法によって規制される。放射性鉱物で随伴鉱石また

は低品位鉱を構成するものは、これ以外に本法によっても規制される。 
 

第 3条 本法規定の解釈、遵守及び運用のために以下の定義付けを行う。 
 

残渣の堆積(Acumulaciones de Residuales):特定の技術プロセスにおいて利用不能な固体物質または

液体物質の堆積。 
 

鉱区税(Canon):国有財産の享有に対して支払われる金額。 

 

尾鉱(Colas):特定の処理工程から生じた利用不能な残渣で、鉱物が残留しているもの。 
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鉱物の濃縮(Concentraciones de minerales):鉱物の自然界における濃縮 
 

ずり(Escombreras):採掘作業による余剰物の集合体で、技術開発の結果として将来利用され得るもの。 
 

残渣堆積場(Escoriales):特定の工業冶金プロセスの廃棄残渣が堆積される場所で、その含有物を抽出

するためにその他の工業プロセスを適用することにより、残渣の再利用が可能となる。 
 

探鉱(Exploración):鉱床の構造の確定、鉱体の賦存形態、規模及びその条件、鉱床を胚帯する地域の

地質構造、鉱床に含まれる鉱物の含有率と量、及び埋蔵鉱量の計算等を目的として行われる操業、

作業及び鉱山採鉱の総称で、より良い採掘を実施するための一助となる鉱床の経済的評価とその

他の調査が含まれる。 
 

採掘(Explotación):鉱床の準備と開発、そして鉱物の採掘と運搬に該当する操業、工事、作業及び鉱

山採鉱の総称。 
 

海洋底(Fondo Marino):海底層。 
 

環境インパクト(Impacto ambiental):人間または環境とは関係のないその他の要素の活動が環境を破

壊する事態。 
 

採鉱(Laboreos):必要な採鉱、堀進、支保、それら作業のための交通の配備、及び利用可能な鉱石の出

鉱を行う、鉱山採掘の技能。 
 

鉱石品位(Ley de minerales):ある鉱石に含有される金属の濃度。 
 

鉱石(Mena):金属鉱物の有用な部分。 
 

詳細位置決め(Microlocalización):コンセッションの対象となる土地の区画の詳細な区分け。 
 

鉱山(Mina):鉱物鉱床の調査と採掘のために実施される掘進、及び地表と地中の設備の設置の複合的な

結果としての構築物。 
 

鉱業(Minería):鉱山と鉱石採掘についての総合的技能。 
 

鉱物(Mineral):地面または下層土に存在し、主としてその採掘が経済的利益に結びつく無機物質。 
 

随伴鉱物(Mineral acompañante):鉱床に含有されている鉱業活動の主目的ではない鉱物で、一定の経

済的利益をもたらすか、否かは問わない。 
 

主要鉱物(Mineral principal):ある鉱床に含有されている鉱業活動の基本的対象となる鉱物。 

 

放射性鉱物(Mineral radioactivo):特にウラン族、トリウム族の元素を含有し、濃縮することによっ

て、一般的に工業的利用が可能となる鉱物。 
 

鉱山操業(Operaciones mineras):鉱物の調査と採掘に適した計器と装置を用いて鉱山において実施さ

れる活動。 
 

処理(Procesamiento):使用または販売の目的を持って、有用含有物の品質と含有量の向上、分離、精

製、消費のための適合化、または包装のために行う採掘された鉱石の処理。 
 

鉱物資源の技術的プロセス(Proceso Teccnológico de recursos minerales):採掘された鉱石がその適
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切な利用のために通過する工程。 
 

探査(Prospección):鉱床を形成する可能性のある鉱物の濃縮の兆候を探す目的を持つ技術と方法の適

用による作業の総称。 
 

広域調査(Reconocimiento):探査のための有望地域を確定するための、一定の地域における予備的作業

の実施。 
 

鉱業原簿(Registro minero):鉱業活動を実施するために自然人または法人に賦与された権利に関する

データ等から成り立つ管理システム。 
 

埋蔵鉱量(Reserva del mineral):一定の段階までの地質学的評価を伴った未採掘鉱物の量。 
 

母岩または剥土(Roca de caja o de destape):鉱床の一部を形成する岩石鉱物及び不要鉱物で、鉱物

の採掘の妨げとなるために除去する必要があるもの。 
 

地役権(Servidumbre):他の者の利益のために、異なった所有者の不動産に対して設定される権利。地

役権の設定から恩恵を受ける不動産を要役地と呼び、地役権が設定される不動産を承役地と呼ぶ。 
 

下層土(Subsuelo):地面の直下にある岩石と鉱物から成り立つ部分で、法律はこれに対して鉱業活動の

ためのコンセッションを通じてその権利が賦与される公的統治権を設定する。 
 

地面(Suelo):植物が根づいている地球の表面の上層で、特定の生態系が存在しているもの。 
 

自由地(Terreno franco):鉱業を含むあらゆる活動を実施するための自由で利用可能な土地。 
 

ボーリングコアの分割検証サンプル(Testigo reducido de perforación):ボーリングによって採取さ

れた岩石または鉱物のサンプルの分割減量された部分で、定められた期間内は研究の目的で保存

されるもの。 
 

残渣処理(Tratamiento de residuales):鉱石処理の技術プロセスによる残留成分または廃棄物の一部

もしくは全体の汚染を除去するためのプロセス。 
 

鉱床(Yacimiento):地面あるいは下層土に自然に蓄積された原材料及びエネルギー源として使用可能

かつ採掘可能な鉱物質の物質、貴石あるいは準貴石の濃縮、及び採掘によって経済的重要性を持

つその他のあらゆる鉱物質の物質の自然な蓄積。 
 

有望地帯(Zona de inetrés):鉱石の存在の可能性を予想させる地質学的異常、サンプルまたは変質作

用が見出される場所。 
 

鉱化帯(Zona mineralizada):地面または下層土の延長で、経済的に利用できる鉱物の濃縮が見出され

る部分。 
 

第 2章 鉱物資源の所有制度 
 

第 4条 憲法の適用範囲における全ての場所に存在する下層土、鉱山及び全ての鉱物資源に関する譲

渡不可能で無期限の統治権は国家に帰属している。 
 

第 3章 鉱業政策の実施 
 

第 5条 閣僚評議会あるいはその執行委員会は、本法第18条の規定を除き、基礎産業省を通じて鉱業
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政策の策定、施行及び運用を管理する。 
 

第 6条 前条の規定を遵守するために、基礎産業省は以下の権限を持つ。 

a)鉱業政策の策定に当たって人民権力全国議会と国家評議会に対して助言を行う。 

b)閣僚評議会またはその執行委員会に対して鉱業留保地域の宣言を提案する。 

c)鉱業開発と鉱業振興のための短期、中期及び長期の計画とプログラムを通じて鉱業政策を管理す

る。 

d)国内において地質調査を促進する。 

e)法律が定める中央行政府の他機関の権限を損ねることなく、鉱業活動の監督と管理を行う。 

f)現行法が付与するその他の権限。 
 

第 4章 鉱業活動 
 

第 1部 一般事項 
 

第 7条 鉱業活動は、本法第12条の定める操業と活動の総称と解釈する。 
 

第 8条 鉱業活動は国防上の利益と共存しうる。 
 

第 9条 鉱業活動の実施は、法律が定める環境関連事項についての科学技術環境省の権限を考慮する。 
 

第 10条 鉱業活動は公共の利益であり社会事業であることが宣言され、経済的あるいは社会的自由に

より望ましいと判断される場合に限り、その他のあらゆる土地利用に対する優先権を享受する。 
 

第 11条 鉱業活動を実施するために、コンセッション所有者は閣僚評議会またはその執行委員会から

国有財産を使用する許可を受けることができる。民間所有財産の場合は、可能な場合には鉱業地役

権の特別制度が、さらに立退き以外の、もしくは第三者が享受していた所有権を侵害しない解決策

として、その他のあらゆる代替案が適用される。 

これらの代替案が成功しなかった場合には、基礎産業省が裁判所に申請を行い、強制収用が執行さ

れる。しかるべき補償を含めたこの手続きは、鉱業活動の実施に不可欠な土地及びその他の財産の

使用のために正当とされる。 
 

第 12条 本法の目的のために、鉱業活動は以下のフェーズに分類される。 

a)広域調査。 

b)探査と探鉱のサブ・フェーズに分けられる地質調査。 

c)採掘。 

d)処理。 

e)販売。 
 

第 2部 鉱物の分類 
 

第 13条 本法の目的のために、鉱物資源は以下のとおり分類される。 

グループⅠ. 基本的には建材、あるいは、工業及びその他の経済分野の原料として使用される非金属

鉱物。このグループには貴石及び準貴石が含まれる。 

グループⅡ. 金属鉱物。このグループには貴金属、鉄、非鉄金属、そして随伴鉱物としての金属鉱物

あるいは非金属鉱物が含まれる。 

グループⅢ. エネルギー鉱物。 
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グループⅣ. 水と薬用泥。鉱業・工業用水、薬用鉱物水、天然鉱物水及び鉱物質薬用泥。 

グループⅤ.その他の堆積された鉱物。このグループには以下のものが含まれる。 

 a) 残渣、ずり及び残渣堆積場のように、ある種の含有物の利用のために有用と見なされる鉱業活動

の残渣により構成される堆積物。 

 b)以上のグループに該当しないが、採掘の対象となる可能性のある全ての鉱物の蓄積及びその他の

鉱物資源。 
 

第5章 鉱業当局 
 

第 1部 鉱業当局の機能 
 

第 14条 国家鉱物資源局(以下｢鉱業当局｣と称する。) は基礎産業省の下部機関である法人として設

立され、以下の業務を担当する。 

 a)本法及びその他の現行法の規定に従い、基礎産業省及び中央行政府のその他の機関に本分野に関

連する助言を行いながら、これら機関の権限を損ねることなく、鉱業活動と鉱物資源の合理的利

用の監督と管理を行う。 

 b)鉱床の開発準備の進捗状況を確証しながら、埋蔵鉱量の承認、登録及び管理を行う。 

 c)鉱業コンセッションの付与、取消及び消滅に関する技術的意見書を作成し、コンセッションを付

与された条件の遵守を監督する。 

 d)本法に従い、鉱山採掘のプロジェクトを承認する。 

 e)鉱業原簿を運営し、鉱業コンセッション、鉱業留保地区、鉱床、鉱兆、調査地区及び操業中また

は放棄された鉱山に関する登録内容を更新する。 

 f)国家の地質・鉱業情報の保管を引き受ける。 

 g)鉱業活動を実施する自然人及び法人が約束した合意事項と義務、並びに監督される活動を規制す

る現行法の規定の遵守を確認するために、これらの自然人及び法人に対する国家監督を実施する。 

 h)環境保全の計画及び環境インパクトを緩和するための対策の実施を管理する。 

 i)国家の鉱業統計を 新のものに維持する。 

 j)鉱山の閉山に立会い、実施される閉山プログラムの措置を管理する。 
 

第 2部 鉱業原簿 
 

第 15条 本法第14条のe)項に記載された事項に加えて、以下の事項が鉱業原簿に登録される。 

 a)付与されたコンセッションの名前。 

 b)コンセッションの修正、有効期間の延長、失効、取消及び消滅。 

 c)コンセッションの譲渡。 

 d)コンセッションの付与または享受に影響を及ぼす法的宣言。 

 e)鉱業地役権。 
 

第 16条 本法及び一般税法に規定された税金支払後の鉱業原簿への登録手順は、本法施行規則に定め

られる。 
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第6章 鉱業コンセッション 
 

第 1部 一般事項 
 

第 17条 本法の目的において、鉱業コンセッション(以下｢コンセッション｣と称する。) は政府の一

方的な行為として生じる法的関係と見なされ、本法とその施行規則で定められる条件下において、

権利と義務を伴って自然人あるいは法人に対して一時的に付与される鉱業活動実施の権利である。

国家によってある種の鉱物の専有的留保が宣言される場合を別にして、本法第 13 条に関連した全

ての鉱物資源はコンセッション付与の対象となる。 
 

第 18条 閣僚評議会またはその執行委員会はコンセッションを付与するか、あるいはこれを拒否し、

その取消と消滅を命令する。 
 

第 19条 コンセッションは地表面積と深度で定められる空間と解釈される。地表の境界はhaの単位

で計測され、国家座標システムにおける多角形または結果として形成された幾何学図形のそれぞれ

の頂点を結ぶ直線によって表示される。深部方向の境界は地表の表示と一致する。しかしながら、

深度は鉱床の位置と鉱業技術の到達深度によって定められる。 
 

第 2部 コンセッション所有者 
 

第 20条 本法の目的において、コンセッション所有者とは、鉱業活動の一つあるいは複数のフェーズ

の実施のための該当するコンセッションにより然るべく許可を受けた自然人あるいは法人を意味

する。 
 

第 21条 全てのコンセッション所有者は、キューバ共和国における現行の法律とその他の規則の支配

下にある。 
 

第 22条 コンセッションは地質調査、採掘または処理に分けられる。広域調査の作業は基礎産業省の

与える許可の対象となっているが、コンセッションの取得は必要としない。 

広域調査の許可は、許可の中で定められた特定の鉱物種を対象として、特定地域内において有効期

間中に、探査のための有望地域を確定する目的で予備的作業を実施する非排他的権利をその許可取

得者に与える。 

地質調査コンセッションは、本法第 3 条で定義された探査と探鉱というサブ･フェーズに関連した

作業を実施するための権利をコンセッション所有者に与える。 

採掘コンセッションは、許可された鉱物の占有に関連して、さらにコンセッションに明記されてい

る場合には、その処理と販売に関して、本法第3条に定義された作業を実施するための権利をコン

セッション所有者に与える。 

処理コンセッションは、本法第3条に定義された処理を実施するための権利をコンセッション所有

者に与える。 
 

第 23条 地質調査コンセッションの有効期間は3年で、延長許可が与えられた日から数えて2年間の

延長が可能である。 
 

第 24条 採掘と処理のコンセッションの有効期間はその付与の日から数えて 大25年である。本期

間は、コンセッション所有者がコンセッションに定められた鉱物資源を継続して採掘することの可

能性、並びに採掘と処理の技術に近代的な技術を適応することの可能性を証明した場合に、継続し

てさらに25年の延長が可能である。 
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第25条 本法第60条のa)項で規定されたコンセッションの消滅によりコンセッション所有者の権利

は停止され、地域内に建設された恒久施設の所有権は補償なしに国家に移転される。この場合に、

国家は撤去が可能な施設についても、コンセッション所有者が売却の意思を表明した場合にはこれ

を購入する優先権を有する。 

国家は当該地域について新規にコンセッションを付与することができるが、この場合、旧コンセッ

ション所有者が優先権を有する。 
 

第 3部 コンセッションの申請手続き 
 

第 26条 コンセッションの申請は、当事者によって鉱業当局を通じて基礎産業省に提出され、申請は

書類に対する課税の対象となる。 

鉱業当局は、実施済み及び実施中の地質調査に関する既存の情報及び申請された地域に関して下さ

れる決定の提案を含む自身の見解を示した意見書を添付した書類一式を作成しつつ、申請書が定め

られた要件を満足しているかを確認し、書類一式を基礎産業省に送付する。 
 

第 27条 全ての鉱業コンセッションの申請は以下の一般要件が記載されていなければならない。 

 a)技術力と資金力を含む、申請者に関するデータ。 

 b)鉱物資源の特定。 

 c)申請するコンセッションのha(ヘクタール)単位で表示された面積、及び国家座標システムにおけ

る位置。 

 d)申請する有効期間。 

 e)追求する目的、実施予定の各作業の要約とそれらの実施期間。 

 f)採掘、処理、及び小規模鉱業生産のコンセッションを申請する場合には、国土企画庁(Insitituto 

de Planificación Física)による投資の詳細位置決めの承認、及び土地の使用と所有を管轄する

当局の証明書。 

 g)本法施行規則が必要と定めるその他のデータと詳細。 

 広域調査の許可申請は、本条のa)項から e)項に規定された要件を満たさなければならない。 
 

第 28条 採掘コンセッション所有者になるための申請には、第27条に規定された要件以外に、以下

の要件が記載されていなければならない。 

 a)鉱床の主たる特徴、鉱物資源の用途、鉱業当局によって承認された埋蔵鉱量、前段階において未

実施となっている作業、及び当該投資に関する技術的・経済的な主要指標の概要。 

 b)地質調査コンセッションが先立って申請者に付与されている場合には、これに付随もしくは派生

する義務が全て遵守されていることの信憑性のある証明。 
 

第 29条 処理コンセッション所有者になるための申請には、第27条に規定された要件以外に、以下

の要件が記載されていなければならない。 

 a)処理される鉱物の出所と特徴。 

 b)鉱物資源を処理する技術プロセスに使用されるプラントの主な特徴に関する詳細な報告。 

 コンセッションの申請が採掘と同時に処理のフェーズを含む場合には、第27条の一般的事項の他に、

第28条及び第29条のa)項と b)項が定める要件を満たす必要がある。 
 

第 30条 小規模鉱業生産のコンセッション所有者になるための申請は、第27条に規定された要件以

外に、以下の要件が記載されていなければならない。 

 a)作業、実施プログラム及び鉱物の 終出荷先が別記された、実施される鉱業活動に関する報告。 
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 b)地質調査コンセッションが先立って申請者に付与されている場合には、これに付随または派生す

る義務が全て遵守されていることの信憑性のある証明。 
 

第 31条 コンセッション所有者は、実施済みまたは実施中の地質調査に関する既存の国有情報に対し

て規定料金を支払う。 

 これら作業に要した費用を補填するための様式は、本法施行規則において定められる。 
 

第 32条 以上の各条文において規定された各要件が満たされる場合には、基礎産業省は、地方政府の

見解を聴取しつつ、その他の反対意見と共に、閣僚評議会またはその執行委員会宛に申請者に対し

てコンセッションを付与するか否かの妥当性に関する意見書を提出し、コンセッションが付与され

る場合には鉱業原簿への登録を行う。 

コンセッション付与のために以下の規則が適用される。 

1.地質調査コンセッション所有者は、前段階のコンセッションから派生する全ての要件と義務を遵

守する場合に限り、当該調査地域において、採掘と処理のコンセッションを付与される権利を持

っている。 

 2.コンセッション所有者が本法施行規則に示された期限内に権利の執行を行わない場合は、当該地

域は自由地と見なされ、コンセッションの付与が可能となる。 

 3.複数の申請が同一の自由地に提出された場合は、国益の観点から も都合の良い提案を行った申

請者にコンセッションが付与される。 
 

第 33条 本法に則って提出されたすべての申請は、申請されたコンセッションが付与される前のいか

なる時点においても、これを辞退することができる。しかしながら、申請が辞退された場合には、

支払い済みの税金は国家のものとなる。 
 

第 34条 閣僚評議会またはその執行委員会は、コンセッションを付与するための条項を定め、これに

は決定を保護する基本事項、当該コンセッションの種類、申請者の確認、付与される土地の区画の

境界の詳細、保護される鉱物種、有効期間、ロイヤルティの料率・支払い方式・支払い時期、環境

の復旧のための財政基金の金額、及び申請書類、確立された鉱業政策と現行法を分析した結果とし

て定められるその他のあらゆる考慮内容と条件が記載される。コンセッションは、譲渡者の事前の

明白な承認がない限り、譲渡不可能である。 
 

第 35 条 鉱業活動の実施のために付与された面積の拡張とコンセッションの有効期間の延長の申請

は、審査が行われるデータを除いて、それぞれのコンセッションの 初の申請のために定められた

ものと同じ手続きにより作成され処理される。 
 

第 4部 入札 
 

第 36条 国家は、国内で鉱業活動を実施するために、より有利な提案を選択する目的で、既存もしく

は手続き中の権利に影響を与えない限りにおいて、鉱物資源の地質調査、採掘、処理及び販売に関

する入札を、指定する法人を通じて行うことができる。 

 

第 7章 コンセッション所有者の義務 
 

第 1部 一般事項 
 

第 37条 コンセッション所有者は鉱業活動を中断すること無く実施しなければならない。然るべく証

明された不可抗力または市場の経済的条件により、本法第42条のa)項、第43条のa)項、第44条
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の a)項及び第 48 条の a)項で規定された期限内に作業が開始されない場合、あるいは本法の第 58

条のb)項で規定された期間を越えて操業が中断される場合は、基礎産業省は当事者の申請に応じて、

原因の継続する期間と同一期間の期限延長を行うことができる。 
 

第 38条 コンセッション所有者は、付与されたコンセッションで指定された鉱物資源のみを対象とし

て、承認された鉱業活動を実施することができる。実施期間中に許可された以外の鉱物資源が発見

されるか、あるいはこれが採掘または処理される可能性が出てきた場合は、コンセッション所有者

は、本法施行規則で定められた期限内に、鉱業当局を通じて基礎産業省に報告を行う。基礎産業省

は、閣僚評議会またはその執行委員会に対して、以下の中から一つの決定を下せるよう、勧告を伴

った報告を上げる。 

a)コンセッション所有者が関心を持っている場合は、本法またはその施行規則に規定された要件と

手続きを満たさなければならないが、新しい資源に活動を拡大することを許可する。 

b)承認済みの活動が新しい資源の利用を危険にさらし、さらに新しい資源が国家により大きな利益

をもたらす場合は、国家はコンセッション所有者が被った損害を補償をすることを前提として、

承認済みの活動の全部または一部を停止させる。 

c)鉱物資源を保全し、国家の利益を擁護するその他のあらゆる措置を講じる。 
 

第 39条 第 13条に定められているグループⅣの鉱物資源に関して、保護されている境界の内側にお

ける以下の活動は全面的に禁止されている。 

a)汚染排水を直接的あるいは間接的に行うこと。 

b)堆積物の性状と堆積場所を問わず、汚染の危険性あるいは当該資源の品質低下を招くか招く恐れ

のある固形残渣、残骸または物質を堆積させること。 

c)周辺の環境破壊に結びつく可能性のあるその他の活動を行うこと。 
 

第 40条 鉱業用に建設された道路は、鉱業当局が人命あるいは鉱業施設に危険を及ぼすと判断しない

限り、公共の用に供される。 
 

第 2部 一般義務 
 

第 41条 全てのコンセッション所有者に対して以下の義務が課されている。 

a)目的と結果に基づいた計画を基礎として作業を実施する。 

b)本法施行規則の規定に従い、鉱業当局に作業の結果を報告する。 

c) コンセッション対象地域、及び影響を受ける可能性のある地域とこれに関連する生態系に対して

環境インパクト調査を実施し、当該活動がもたらす影響の予防、緩和、管理、復旧及び補償のた

めの計画を作成し、コンセッション対象地域の環境と生態系の条件を適切に保全する。 

d)コンセッションが付与されるために定められた条項で承認された 小限の作業プログラムを履

行する。 

e)主要鉱物と随伴鉱物の評価と利用を保証する技術と手法を以って地質調査、採掘及び鉱物処理を

実施する。 

f)許可された目的のためにのみ鉱業活動を実施する。 

g)現行規則で定められている作業の安全と衛生の基準を適用しつつ、労働者の健康と生命を保護す

る。 

h)操業の進展を適切に反映する登録を国土内に確立する。 

i)施設内で鉱業操業の国家監督が実施されることを許可し、要請される情報を監督官に提供する。 

j)鉱業活動の実施のためにキューバ人を優先的に雇用し、労働者の訓練と研修の計画を策定し、さ
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らに教育実習のための学生を受け入れる。 

k)ボーリングの分割検証サンプル、分析用のサンプル、及び鉱業活動に資するその他の物質または

情報を、本法施行規則が定める期限まで保管し保存する。 

l)鉱区料または地表の使用料、さらに必要に応じてその他の適用される税金を支払う。 

m)採掘と処理の段階において、将来抽出される可能性または使用される可能性のある低品位鉱また

は随伴鉱物、尾鉱、ずり及びその他の鉱物を保管する。 

n)経済的効率と鉱物資源の利用を向上させるために、生産技術の調査を実施し、コンセッションの

目的と関連した技術革新を導入する。 

o)鉱業活動実施のために許可された地域の境界を確定・維持し、さらに、然るべく許可された作業

と無関係のその他の作業が行われないように保護する。 

p)採掘、処理及び小規模鉱業生産の段階において、残渣処理のプロセスの有効性を管理する。 

q)地域と施設を鉱山作業に無関係な者の侵入から守り、さらに工事と建築物の安全のための措置を

講じる。 
 

第 3部 地質調査 
 

第 42条 前条で定められた一般的義務の他に、地質調査コンセッション所有者は以下の義務を負う。 

a)コンセッションが付与された日から数えて 大3か月以内に操業を開始する。 

b)調査地域に関して既存の調査が存在することを考慮して、合理的かつ経済的に鉱床の調査を行う。 

c)主要鉱物と随伴鉱物の埋蔵鉱量を量的及び質的に確定する。 

d)実施された地質調査の結果として、埋蔵鉱量計算の申告を含み、本件に関連した方法論及び技術

的基準が定める全ての書類が添付された 終報告書を鉱業当局に提出する。 

e)探査と探鉱の作業を継続する意図のない地域を返還し、探鉱のサブ・フェーズが終了する時点に

おいては、採掘の対象とならない地域を 終的に返還する。 
 

第 4部 採掘と処理 
 

第43条 第41条で定められた一般的義務の他に、採掘のコンセッション所有者は以下の義務を負う。 

a)コンセッションが付与された日から数えて 大2年以内に採掘を開始する。 

b)本法施行規則が定める手続きに従い採掘計画を作成し、鉱業当局の承認を受ける。 

c)損失と希釈を 低限に抑えて鉱床を採掘する。 

d)鉱床に関する知見を増やし採掘作業の指針とするために、必要な地質調査を企画・実施する。 

e)埋蔵鉱量の変化と年間鉱業計画を鉱業当局に報告する。 

f)必要に応じて母岩または剥土を可能な限り活用し、適正に堆積する。 

g)採掘された地域の復旧と再生のために、地方政府と管轄当局の定めた期限内に必要な作業を立案

し、必要な場合は、これらの目的のための財政基金を設立する。 
 

第 44条 第 41条で定められた一般的義務の他に、処理コンセッション所有者は以下の義務を負う。 

a)コンセッションが付与された日から数えて 大3年以内に処理を開始する。 

b)本法の施行規則が定める手続きに従い、鉱物資源の処理計画を作成し、鉱業当局の承認を受ける。 

c)鉱業当局に年間処理計画を報告する。 

d)鉱業プロセスの経済的効率を改善するための生産技術の調査を実施する。 

e)小規模鉱業生産から生産される鉱石の処理のための便宜を図る。 
 

第 45条 薬用、あるいは直接人間に投与または消費される鉱物資源の採掘と処理において、当該コン
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セッション所有者は前条で定められた一般的義務の他に以下の事項を保証する。 

a)認可された活動の実施における適切な衛生・保健条件。 

b)消費者により使用されるまで、元来の物理化学的特性及び微生物学的特性を維持する。 

c)製品の証明、そして上述特性の保持期間の明記。 

d)投与または消費による消費者の被害を防止するために必要なその他のあらゆる条件を満たすこ

と。 
 

第 8章 小規模鉱業生産 
 

第 46条 本法施行規則で定められる分類から、あるいはその採掘の経済的重要性によって、小規模鉱

床と見なされる鉱物資源の濃縮に対して実施される全ての生産を、小規模鉱業生産と規定する。 
 

第 47条 小規模鉱業生産における採掘と処理のコンセッションの付与のために、本章の規定と相反し

ない限り、本法の規定が適用される。 

閣僚評議会またはその執行委員会は、特定鉱物の小規模鉱床のための鉱業コンセッションの付与ま

たは拒絶の権限を基礎産業省に移管し、その取消と消滅命令についても同様とする。 
 

第 48条 第 41条で定められた一般的義務の他に、小規模鉱業生産のコンセッション所有者は以下の

義務を負う。 

a)コンセッションが付与された日から数えて 大2年以内に採掘を開始する。 

b)コンセッションが付与された地区と作業を実施する区域の地形図を 新のものに維持する。 

 c)鉱物資源の採掘のために必要とされる 低限の地質学的知見を持つこと。 
 
 

第 9章 コンセッション所有者の権限 
 

第 1部 一般的権限 
 

第 49条 個別の事例のために定められた規則及び要件の遵守は別として、全てのコンセッション所有

者は以下の事項を実施することが可能である。 

a)鉱業地役権の特別制度を使用し、地主あるいは所有者にとって 適かつ被害が 低となる経路を

採用し、さらに該当する補償を含めた本件に関して定められた条項の遵守を義務付けられること

により、国有地あるいは私有地を通過して鉱業地域へアクセスをすること。 

b)譲渡者の事前の明白な了承を得ることにより、コンセッションの権利を譲渡すること。 

c)鉱業活動の合理的開発のために必要な建設を行うこと。 

d)鉱山操業の実施中に噴出または出現するか、あるいは鉱山操業による排水を操業において使用す

ること。 
 

第 2部 鉱業地役権の特別制度 
 

第 50条 与えられた権利の合理的行使のために必要となる第三者の所有する隣接地に、鉱業コンセッ

ション所有者は鉱業地役権の設定を申請することができる。 
 

第 51条 地役権には自発的なものと法的なものがある。 
 

第 52条 自発的地役権は、土地の使用に関する管轄当局の意見を聴取した上でコンセッション所有者

の利益のために、地役権が設定される不動産の所有者からコンセッション所有者に対して鉱業当局

管轄の鉱業原簿に登録される公正証書を通じて付与される。 
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第 53条 法的地役権は、土地の使用に関して管轄当局の意見を聴取した上で、鉱業当局を通じて基礎

産業省によって与えられるもので、アクセスの保持、通気、排水及び鉱物の加工の可能性のために

必要な作業と理解される。 
  

第 54条 いずれの場合の地役権についても、これにより不動産の所有者が被る損害に対して補償が行

われる。 
 

第 55条 地役権は以下の場合に消滅する。 

a)コンセッションの失効、取消及び消滅による場合。 

b)要役地と承役地の所有権が同一人のものとなった場合。 
 

第 10章 コンセッションの無効、取消及び消滅 
 

第 56条 本法で定める要件が満たされずに付与された全てのコンセッションは無効である。 
 

第 57条 鉱業当局の国家監督官は、再犯でない違反者に対して、コンセッションの取消がその履行に

係わることを条件に以下に掲げる措置を講ずることができる。 

a)作業を中断することなく、違反行為が是正されるまでの 長期限を与える。 

b)違反行為が是正されるまで作業を中断させ、この場合は、中断によって発生する経済的損失は反

則を犯した者の負担となる。 
 

第 58条 いかなるコンセッションについても、以下の遵守事項に関する反則が再犯である場合には取

消の対象となる。 

a)地質調査、採掘及び処理を開始するために本法で定められた期限。 

b)6 か月以上にわたる地質調査の作業の停止または中断、あるいは 2 年以上にわたる採掘あるいは

処理の作業の停止または中断で、両方の場合において然るべき許可が無いか、あるいは定められ

た期間内に再開されない場合。 

c)国家監督官が命じた措置。 

d)コンセッションが付与された時点で課された条件。 

e)許可されていない鉱物資源の採掘。 

f)労働と人命の安全のために定められた措置が遵守されない場合。 

g)本法施行規則と現行規則に従って義務付けられている操業の進展を反映した報告書の提出また

は登録の更新。 

h)それぞれのコンセッションに義務付けられている作業。 

i)環境保全措置の実施プログラム。 

j)コンセッションが付与された条件として定められているその他の事由。 
 

第 59条 本法で定められた税金または手数料の支払いが行われない場合は、支払いが行われる目的で

一般税法に定められている措置が講じられる。全ての徴収措置が講じ尽くされた場合には、そのコ

ンセッションを取り消すことができる。 
 

第 60条 以下の原因によりコンセッションは消滅する。 

a)有効期間または延長期間が終了した場合。 

b)コンセッション所有者の法人格が消滅した場合。 

c)コンセッション所有者の自発的な辞退による場合。 

d)鉱山の恒久的・全体的な閉山による場合。 
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第 11章 閉山 
 

第 61条 鉱山の閉山は、再開が計画されているか否か、あるいは可能であるか否かによって一時的閉

山あるいは恒久的閉山とすることができ、活動の中断が鉱山全体に及ぶかあるいは一部であるかに

よって全体の閉山または部分的閉山とすることができる。 

全ての場合において、一時的な閉山のためには根拠のある裁定を通じた基礎産業省の許可が必要で

ある。 
 

第 62条 一時的閉山は、技術的理由、経済的理由、鉱山・地質学的理由、水文地質学的理由、火災、

環境破壊、あるいはその他の鉱床の採掘の継続の妨げとなる理由により行われる。 

恒久的閉山は、埋蔵鉱量が枯渇し増加の可能性が無い場合、あるいは経済・技術的条件、鉱山保安

条件または環境条件が変化したことにより埋蔵鉱量が取り消された場合に行われる。 
 

第 63条 一時的または全面的に拘らず、鉱山の閉山許可を得るために、コンセッション所有者は、適

切な論証を伴った技術的・経済的分析と実施される措置を伴う作業プログラムを、鉱山当局を通じ

て基礎産業省に提出する。 
 

第 64条 閉山が国家の利益のために行われた場合は、キューバ国家はコンセッション所有者に対して

応分の補償を行う。 
 

第 65条 一時的性格の全体もしくは部分的閉山が許可されるにあたり、コンセッション所有者は、以

下の事項を閉山期間中あるいはコンセッションが消滅するまで保証する。 

a)採掘された鉱床の地形、地質及び鉱山に関する資料を更新し、検査と保存のために鉱業当局に提

出すること。 

b)鉱山作業を再開できる状態に鉱山を保全する作業。 

c)人身事故、火災及び損害の可能性から鉱山とその施設を守るための保安措置。 

d)設備、装置及び既存の資材の保管と振り向け先 

e)環境の復旧と再生の対策。 

鉱業当局の国家監督官は本条と次条に定められる作業の履行の管理を行う。 
 

第 66条 鉱山全体または一部の恒久的閉山のために、コンセッション所有者は、鉱山当局を通じて基

礎産業省に、以下の内容を含む技術的・経済的論証と閉山プログラムを提出する。 

a)埋蔵鉱量の 新の状況。 

b)坑内掘鉱山においては、崩壊と沈下により地表が将来被りうる被害を防ぐために実施される採掘

跡の処理方法。 

c)全ての採掘跡へのアクセスの閉鎖。 

d)地表設備、装置及び資材の利用と振り向け先。 

e)坑内の装置と資材の回収。 

f)尾鉱、ずり及び残渣堆積場の状態、必要に応じて、含有される鉱物量または全堆積物の体積計算。 

g)影響を受けた地表の復旧プログラム及び環境に対する被害の報告。 

h)坑内掘鉱山設備または露天掘採掘設備の可能性のある用途。 
 

第 67条 鉱山の恒久的閉山については、全ての場合に閣僚評議会またはその執行委員会の許可が必要

である。 
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第12章 作業の保安と衛生 
 

第 68条 全てのコンセッション所有者は、作業の保安と衛生に関する現行規則を遵守する義務がある。 
 

第 69条 コンセッション所有者は、本法施行規則に詳細が規定される対策計画の策定と実施を通じて、

作業の保安と衛生を保証する。 
 

第 13章 鉱業留保地域の宣言 
 

第 70条 閣僚評議会またはその執行委員会は、鉱業留保地域の宣言を行う権限を持った機関であり、

したがって、当該地域内で地質・鉱業活動と関係のないその他の活動の実施を許可する唯一の機関

である。 
 

第 71条 鉱業留保地域は、鉱物の濃縮の存在が予想されることが明白であり、これを保全するのが適

当であると理解される地域で、この地域が留保される理由となった鉱業目的の実施に損害を与える

可能性のある地質・鉱業活動と無関係のその他の活動の実施が制限されることになる。 
 

第 72条 基礎産業省は、閣僚評議会またはその執行委員会に対して、省自体あるいは国内の鉱業活動

の展開と関連のある機関の要請により、鉱業留保地域の宣言のために適切な手続きを行う。 
 

第 73条 鉱業留保地域の宣言のために、以下の事項が考慮される。 

a)資源の潜在的価値または国内の工業生産に対する効果を前提とした、経済的または戦略的重要性。 

b)地域における利害の衝突。 

c)選択された地域の居住地区。 

d)あらゆるカテゴリーの保護地域の存在。 

e) 外部の物理的要因、生物的要因または化学的要因により、汚染あるいは品質低下の可能性のある、

第13条に定められたグループⅣの鉱物資源の場合には、当該鉱物資源と水理的に関連のある保護

境界及び影響地域が鉱業留保地域に含まれる。 

 本条のb)項とc)項の記述は、所轄である国土企画庁と調整される。 
 

第 74条 閣僚評議会により宣言された鉱業留保地域内のコンセッションの申請は、本法の規定及び閣

僚評議会またはその執行委員会がそれぞれの宣言において設定する特別要件にに従って、基礎産業

省に提出される。 
 

第 14章 税制 
 

第 75条 コンセッション所有者は、一般税法の規定とその他の確立された一般的な各種支払いを損ね

ることなく、鉱業活動の実施による鉱区料及び本法に定める非再生鉱物資源の採掘によるロイヤル

ティを国家に対して支払う。 
 

第 76条 国家はコンセッション所有者から鉱区料の名目で以下の年額を徴収する。 

a)探査のサブ･フェーズの期間中は1ha当たり2CUP。 

b)探鉱のサブ･フェーズの期間中は1ha当たり5CUP。 

c)採掘のフェーズの期間中は1ha当たり10CUP。 
 

第 77条 前条で記載されている金額は国家の予算に編入され、財務価格省の定める徴税の手順と様式

に従い、毎年、前払される。 
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第78条 処理コンセッション所有者は、閣僚評議会またはその執行委員会がコンセッションを付与す

る際に定める処理施設の建設に使用される地表権の料金を支払う。さらに、政府は前述の地表権の

諸条件を定める。 
 

第 79条 鉱業採掘と生産実施の条件を勘案して、必要となる場合には、閣僚評議会またはその執行委

員会は、以下の事項に対してロイヤルティの支払いのための計算を確立することができる。 

a)生産品の売上高。 

b)取得鉱産物の国際市場における四半期毎の平均価格。 

c)明白に合意された金額。 
 

第 80条 国家は各コンセッション所有者から、コンセッション付与時点で定められた条項に以下の料

率表に対応して設定された料率によって、国土内の鉱物資源の採掘に対するロイヤルティを受け取

る。 

ロイヤルティが適用される鉱物の種類 

a)3～5％の鉱物：建設のため、並びに石炭、セメント及びセラミックスの生産のための非金属鉱物

を除くグループⅠ、Ⅱ及びⅢに関連した鉱物 

b)グループⅣの鉱物は1～3％。 

c) 1％以下の鉱物：グループⅤに属する鉱物。建設のため、並びに石炭、セメント及びセラミック

スの生産のための非金属鉱物。 
 

第 81条 全ての採掘コンセッション所有者は、設定されるロイヤルティの負債者という性格を持つ。 
 

第 82条 このロイヤルティの支払いは、国家の選択により、物品または現金のいずれかの一方で行わ

れる。 
 

第 83条 ロイヤルティの計算は確定生産量ベースで実施される。支払いは、義務を負う者が操業で運

用するものと同一通貨で行われる。 
 

第 15章 鉱業活動の奨励 
 

第 84条 閣僚評議会またはその執行委員会は、採掘コンセッション所有者に対して、所得税の支払い

の前に、償還対象支出として認められた探査と探鉱の期間中に生じた支出の償却のために、利益の

一部を充てることを許可することができる。 
 

第 85条 採掘コンセッション所有者は、財務価格省の定める条件に従い、交通と運搬の手段と装置を

含め、鉱石の採掘開始、その処理の開始、及び製品の販売開始のために行った投資の加速償却を適

用することができる。 
 

第 86 条 コンセッションの目的である鉱業活動の実施に関連した鉱業操業の継続が危機に直面する

例外的な状況が存在する場合は、コンセッション所有者は、基礎産業省を通じて財務価格省に対し

て、コンセッションの付与に際して定められたロイヤルティの全部または一部の支払いの猶予を、

根拠を付して申請することができる。 

財務価格省は、申請された猶予を承認するか否かの根拠ある裁定を通告する。承認する場合に、国

家予算とコンセッション所有者の利益を満足させる期間が設定される。 
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第16章 違反、及び措置を講じ、訴訟の裁定を行う権限を持つ当局 
 

第 1部 違反 
 

第 87条 本法の規定に違反するが、第57条、第58条及び第59条で定める取消または消滅の対象と

はならないコンセッション所有者には、それぞれの場合に応じて、施行規則が定めた罰金の金額と

適用すべき付帯措置に従って、個人または法人に対する罰則が課される。 
 

第 2部 措置を講じ、訴訟の裁定を行う権限を持つ当局 
 

第 88条 違反の存在を証明し、罰金及び該当する措置を講じる権限は、各当局の管轄事項に応じて、

鉱業当局の国家監督官、地方政府の監督官、及び中央行政府のその他の管轄組織から任命された者

に委ねられる。 
 

第 89 条 罰金または罰則を講じた行政府の行為に対する反訴の訴訟を聴取し裁定を下す権限を持つ

当局は、それぞれの管轄に応じて、地方政府機関の大臣または長である。 
 

移行措置 
 

第 1条 現在鉱業活動を実施する自然人と法人は、本法の発効の日から数えて 大1年以内に、本法

の定めるところに従いコンセッションの申請を提出することが義務付けられる。 
 

第 2条 前述の措置の期間が過ぎた場合には、鉱業活動の実施を継続する権利は無効となる。 
 

特別措置 
 

第 1条 本法に導入されるいかなる変更も、コンセッションが付与されてから25年が経過するまでの

間はその付与された内容と条件に変更を及ぼすものではない。 
 

第 2条 金の場合には、基礎産業省は、当該金属に関する各コンセッションについての設定条件をキ

ューバ中央銀行と事前調整する。 
 

第 3条 本法に関連したいかなる理由によるコンセッションの取消または鉱山の閉山、及び鉱業活動

の放棄によっても、コンセッション所有者に責任がある場合は、このような行為の結果として国に

もたらされた損害に対しての賠償責任をコンセッション所有者は免除されない。 
 

第 4条 閣僚評議会またはその執行委員会に対して、国家の利益のために正当な理由がある場合は、

例外的に、実施する組織及び機関との調整の上で、付与されるコンセッションのために本法規定と

は異なる期間と金額を設定する権限を与える。 
 

終措置 
 

第 1条 閣僚評議会またはその執行委員会は、本法施行規則を制定する。 

 

第 2条 基礎産業省に対して、本法のより良い運用のために必要とされる数の措置を定める権限が与

えられる。 
 

第 3条 環境の保護と天然資源の合理的利用を保証するための方針である政策を指導し管理すること、

鉱業コンセッションの実施のために必要な環境インパクト活動が発生した場合の規制、評価及び承

認を行うこと、並びに国家環境監督の実施と現行法で規定された罰則の適用を含む当該活動のため
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に設定された環境措置の履行を確立・監督・請求することは、科学技術環境省の管轄である。 
 

第 4条 1859年 7月 6日の鉱山法、1868年 12月 29日の新鉱山法制のための一般的基礎の政令、1914

年 9月 27日のキューバ鉱業のための組織規則の政令第1076号、1909 年 1月 12日に同日付の政令

第 78 号によって公布された法、1915 年 1 月 18 日の政令第 55 号、1915 年 1 月 31 日の政令第 716

号、1916年 4月 5日の政令第447号、1918年 4月 15日の政令第662号、1918年 5月 21日の政令

第869号、1920 年 10月 22 日の政令第1662 号、1921 年 3月 18 日の政令第355 号、1924 年 2月 5

日の政令第147号、1923年 8月 15日の政令第1370号、1930年 6月 7日の政令第768号、1931年

5月 26日の政令第717号、1932年 4月 12日の政令第470号、1932年 4月 12日の政令第471号、

1932年 5月 19日の政令第676号、1932年 8月 11日の政令第1120号、1941年 4月 16日の政令第

1073 号、1943 年 8 月 30 日の政令第 2423 号、1959 年 10 月 27 日の政令第 617 号、1966 年 7 月 15

日の政令第 1196 号、及び本法の規定と相反する全てのその他の法的措置及び規則は、廃止され、

無効となり、いかなる法的価値も無くなった。 
 

 本法は共和国官報に公布された日から発効する。 
 

ハバナ市の人民権力全国議会の議事場において、1994年 12月 21日 
 

リカルド・アラルコン・デ・ケサダ 
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資料2. 鉱山法施行規則(Decreto No.222)仮訳 

 

閣僚評議会(Consejo de Ministros) 

政令第222号 

人民権力全国議会(Asamblea Nacional del Poder Popular)は、わが国の鉱業政策ならびに国益に応

じた鉱物資源の保護、開発及び合理的利用を目指す鉱業活動の法的規則を定める、1995 年 1 月 23 日

公布、法律第76号鉱山法(Ley de Minas)を承認した。 

同法は、 終規定第1条において、閣僚評議会(Consejo de Ministros)またはその執行委員会(Comité 

Ejecutivo)に対し、該当する規則を発令する権限を与えている。 

したがって、閣僚評議会執行委員会は、授与された権限を行使し、基礎産業省(Ministerio de la 

Industria Básica)の提案に基づき、以下を発令する。 
 

鉱山法施行規則 

第Ⅰ章 

鉱業権者になるための申請について 
 

第 1節 

総則 

第 1条 すべての自然人または法人は、広域調査許可または鉱業コンセッション及びそれらの存続期

間の延長、区域の拡大、鉱山地役権及び閉山を申請する権利を有する。この申請は、当事者または

その法的代理人が鉱業当局(Autoridad Minera)に提出する。 
 

第 2条 前条項に言及する申請は、財務物価省(Ministerio de Finanzas y Precios)が制定する文書

税の対象となるが、これにより、同申請に伴う手続に対して基礎産業省が制定した手続料の支払い

が妨げられることはない。 
 

第 3条 鉱業権者になるためには、キューバ共和国に法的な定住所を有する必要がある。 
 

第 4条 鉱業活動及びその拡大の申請対象区域の外周は、その活動段階を問わず、以下の事項を満た

さなければならない。 

a) 4か所以上の頂点を有する閉多角形であること。 

b) 各辺は、国土の経緯度座標軸の方向に従って、南北及び東西を向いていること。 

c) 頂点をなす点には、これらの頂点のいずれかを一(1)とし、そこから時計周りの方向で順に番

号を付けること。 

d) これらの頂点は、地形図または申請区域に合った尺寸で作成された地図、及び国土経緯線網

に表示されていること。 

技術的、経済的または地理的理由により、本条項 b)の規定を変更するべきと判断される場合は、

例外的にこれを認める。 
 

第 5条 鉱業当局は、申請を受付けてから5日以内に、以下のいずれかの裁定事項を申請者に書面で

通知する。 

a) 申請書の受理。 

b) 鉱山法及び本規則に規定された必要条件が不具備であるため、申請書を受理せず、申請者に

返却。 

規定の期間内に鉱業当局から回答がない場合は、受理されたものと理解する。 
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第 6条 申請に伴い、これに関連するすべての文書を包括する関係書類一式の作成を行う。同書類は、

申請書の内容が決裁された後、鉱業当局が保管する。 
 

第 7条 鉱山法第13章の規定による第IV群の鉱物資源の採掘コンセッションを申請する場合、コン

セッション所有者は、本規則の規定のために鉱業当局がとる決定に応じ、鉱床保護地区を含める。 
 

第 8条 海水を蒸発させて食塩を製造する塩田区域は、採掘コンセッションもしくは処理コンセッシ

ョン、またはその双方としてのみ申請される。この場合、埋蔵量認定に関する鉱山法第 28 条 a)の

規定を順守する必要はない。 
 

第 2節 

整合性について 

第9条 鉱業当局は、申請対象地域において国防利益が侵害されることが無いよう、革命軍(Fuerzas 

Armadas Revolucionarias)及び国防参謀本部(Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil)との間

で、広域調査許可、鉱業コンセッション及びその存続期間の延長、ならびに区域拡大のために提出

された申請について整合性を図る。 
 

第 10条 鉱業当局は、適宜、申請対象地域において遵守されるべき環境方針、及び土地利用に関する

規定を定めるため、科学技術環境省(Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente)及び

農業省(Ministerio de la Agricultura)との間で、前条項に関連する申請について整合性を図る。 
 

第 11条 先の条項に記された機関は、書面による諮問を受けた日より 30 日以内に整合性について書

面回答を行う。国防機関が本条項に規定する期間を不十分とする場合、同機関は基礎産業省に書面

を提出し、新たな期間の検討を要請する。 

この整合性の結果は、鉱業当局の裁定に盛り込まれるが、鉱業活動と相容れない利益がある場合も

同様である。 
 

第 12条 鉱業当局は、区域返還の結果として、付与された区域に加えられる変更について環境当局及

び国防当局に対して、体系的に情報の更新及び通知を行う。 
 

第 3節 

広域調査許可の申請及びその存続期間の延長手続について 

第13条 鉱業当局は、広域調査許可申請を受理してから 45 日以内に、その承認の可否を申請者に通

知する。 
 

第 14条 広域調査許可の延長申請は、その有効期限終了の60日前に提出する。 
 

第 15条 前条項の申請を受領した後、新規申請と同様の手順に則って作成及び手続を行い、同申請の

提出日より45日以内に、鉱業当局が申請者に承認の旨を通知する。 
 

第 16条 広域調査区域拡大の申請は、関係書類に記載された内容を除き、新規申請と同様の手順に則

って作成及び手続を行う。 
 

第 4節 

鉱業コンセッションの申請及びその存続期間の延長手続について 

第17条 採掘コンセッションもしくは処理コンセッション、またはその双方の申請を行うに当たり、
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申請者は、投資詳細地域選定調査に関する企画研究所(Instituto de Planificación Física)の承

認及び管轄機関による土地利用・所有証明書、鉱山法第 26 条の規定事項を申請書に添付しなけれ

ばならない。 
 

第 18条 前条項に記載された書類には、以下の事項が含まれていなければならない。 

a) 企画研究所が許認する詳細地域選定調査の場合、申請を行う鉱業活動の実施地域の承認

に加え、適切な縮尺度の地図に経緯線をいれた同地域の図面、及び投資に反対する場合

は、その詳細な理由。 

b) 申請区域の土地使用及び所有証明書に関しては、当該機関は地籍、分譲番号、証明を受

けた面積(ha表示)、土地の用途、その土地の所有者または占有者の関係、証明地域の経

緯度関係を詳述する文書を証明書に盛り込む。また、適切な縮尺度の地図に経緯線をい

れた同区域の図を付録し、当図に全ての用途及び文書部分で言及される所有者または占

有者の所在地を記号を用いて記入する。 
 

第 19条 鉱業当局は、申請の受理より120日以内にコンセッションの承認の可否を申請者に通知する。 
 

第 20条 地質調査コンセッションの延長の申請は、その有効期限終了の 90 日前に提出し、採掘コン

セッションもしくは処理コンセッション、またはその双方の延長の申請については、その有効期限

終了の自然日180日前に行う。鉱業当局は、指定期間内に、延期の認可及び同認可に伴い規定され

る条件の通知を行う。同期間が過ぎても申請者への回答がない場合、申請は却下され、その鉱業権

は失効したと見なされる。 
 

第 5節 

鉱山地役権申請の手続について 

第21条 法的地役権設定の申請には、以下の必要事項を含める。 

a) 鉱業活動を行う者の総合情報及び鉱業権を保護する証書または証明書。 

b) 承役地の占有者及び地役権の設定対象区域の総合情報。 

c) 申請する地役権の内容、予定されている作業及び業務、ならびに地役権を設定する理由 

d) 地役権の期間 

e) 占有者が被る損失及び損害に対し、認可された機関が保証する補償金額 

f) 承役地の所有者が提示する反対論旨 
 

第 22条 法的地役権の設定は、承役地の所有者の拒否を受け、鉱業活動を行う者が任意に地役権を設

定することが不可能な場合に限り行われる。 

 

第 23条 鉱業当局は、申請の提出日より 90 日以内に、地役権の設定を規定する基礎産業大臣の決議

を申請者に通知する。 
 

第 6節 

強制接収について 

第24条 強制接収については、適宜、基礎産業省が鉱業当局を介して裁判所において行う。 
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第Ⅱ章 

広域調査許可について 

第1節 

総則 

第 25条 広域調査は、特定区域において実施される空域、海域及び陸域の地質、地球物理、その他各

種の研究とする。 

これらの研究には以下の項目がある。 

  a) 地方における地質・地球物理研究 

  b) 1:250,000及び1:100,000の小縮尺での地質調査 

  c) 1:100,000及び1:50,000の中縮尺での地質調査 

  d) ある地域または領域において行われる学術調査的テーマ研究で、累層、地質構成、地質化学、

メタロジェニー、鉱化作用の発生及びその他類似課題を研究の目的とするもの。 

  e) 後に何らかの鉱業コンセッションを申請する目的で、過去の調査内容を確認または確証するた

めに行う研究。 
 

第 26条 広域調査の許可期限は1年間とし、6か月間の延長が可能である。 

 

第 27条 広域調査許可またはその延長の承認、ならびにその無効及び消滅は、基礎産業大臣の決議に

より規定される。 
 

第 28条 鉱業コンセッション区域または過去に認可された鉱区内における広域調査許可の付与は、新

たに付与される許可が当初認可された鉱物と異なる鉱物に承認される場合に限られ、本来の権利者

の鉱山権の享受を侵害しないことを条件に可能である。 
 

第 29条 広域調査許可を付与する決議には、以下の項目が含まれる。 

  a) 申請者の身分情報 

  b) 認可を受けた業務 

  c) 認可区域の正確な境界線 

  d) 対象鉱物 

  e) 認可期限 

  f) 低作業計画 

  g) 関係書類の分析から生じる、その他の留意点及び条件 
 

第 30条 広域調査許可を有する者が次段階の鉱山権を取得するためには、広域調査許可の期間終了の

30 日以前に同権利の申請を行わなければならない。同権利の行使が行われない場合、土地は開放

され、新規申請の対象とみなされる。 
 

第 2節 

広域調査許可を有する者の義務について 

第31条 広域調査許可を有する者は以下の義務を負う。 

  a) 権利を付与された日から3か月以内に作業を開始すること。 

  b) 目的のために作成された計画または構想に基づいて調査を実施すること。 

  c) 規定される環境施策を遵守すること。 

  d) 低作業計画を達成すること。 
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  e) 国家検査の実施を受け入れ、検査官が要請する情報を提供すること 

  f) 作業の保安及び衛生に関する要求事項を遵守すること。 

  g) 広域調査業務の 終報告書を鉱業当局に提出すること。 

 

第 3節 

広域調査許可の無効、撤回及び消滅について 

第32条 鉱山法及び本規則が規定する要求事項を遵守せずに付与された広域調査許可はいずれも無

効である。 
 

第 33条 以下の項目について違反を再発した場合、いかなる広域調査許可も撤回されうる。 

  a) 広域調査許可に課された条件 

  b) 権利に応じて、義務付けられた業務 

  c) 許可区域における環境保護策 
 

第 34条 広域調査許可が消滅する原因は以下のとおりである。 

  a) 有効期限または延長期間の終了 

  b) 許可を有する者の法人格が消滅 

  c) 許可を有する者による自発的な放棄 
 

第 35条 広域調査許可の無効、撤回または消滅が公表されると、対象となる土地は開放され、鉱業活

動を実施するための新規申請の対象とみなされる。 
 

第 36条 広域調査許可の消滅は、本節に規定するいずれかの原因により発生し、許可を有する者は、

同者が負う未履行の義務の遂行、及び同者が実施した鉱業活動がもたらした損失及び損害への補償

を免れることはない。 
 

第Ⅲ章 

鉱業コンセッションについて 

第1節 

総則 
 

第 37条 地質調査コンセッション所有者は、作業を実施するため、環境許可書を申請する。採掘コン

セッション所有者もしくは処理コンセッション所有者、またはその双方は、その活動を管轄する機

関の規定に基づき、環境影響調査を提出する義務を負う。 
 

第 38条 地質調査コンセッションを有する者は、コンセッションの一部である地質探鉱業務の開始15

日前に鉱業当局に通知を行い、探鉱の準段階に設定された使用料の支払いを行うことを条件に、全

区域の探査が終了する前に、優先的に同探鉱業務を実施することが可能である。 
 

第 39条 地質調査コンセッションが採掘コンセッションに移行する場合、その申請には、鉱山法第VI

章第3節で求められる事項に加え、以下の事項が必要である。 

  a) 地質調査の 終報告書 

  b) 推定埋蔵量を保証する調査を含む、技術的及び経済的調査の実施 
 

第 40条 採掘コンセッションを有する者は、鉱山の平面図及び断面図を毎年1回更新し、期間中に発

生した地形、地質及び鉱脈に関する変化を同図面に記載する。 
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第41条 採掘コンセッション及び処理コンセッションを有する者は、適宜、閣僚評議会執行委員会ま

たは基礎産業大臣の事前認可を得て、同コンセッションの対象採掘区域において採掘された鉱物以

外の鉱物を加工する権利を有する。 
 

第 42条 鉱業コンセッションを有する者は、鉱山法第13条第IV群に記載された水以外であれば、鉱

業活動中に噴出または湧出する水、または同活動の排水から生じる水を無償で使用することが可能

である。また、コンセッション所有者は、現行法規の規定に基づき、事前に当該負担金を支払えば、

鉱区においてその他の水源を利用することも可能である。 
 

第 43条 コンセッションを有する者は、 

c) 環境許可書もしくは環境影響調査、またはその双方に規定された施策に基づき、 

d) 科学技術環境省及び国立水資源研究所(Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos)との

連携のもと、 

鉱区内のいずれかの水源を利用する。 
 

第 2節 

発見について 

第44条 鉱業コンセッションを有する者は、その権利範囲では認可されていない鉱物資源の発見を確

認した場合、その後 48 時間以内にその旨を鉱山当局に報告し、同鉱物資源に対し鉱業活動を行う

ことを希望するか否かを通知する。希望する場合は、申請者の関係書類に収められた情報を除いて、

鉱山法及び本規則が規定する手順に則り、当該コンセッションの申請及び手続を行う。 
 

第 45条 地質調査コンセッションを有する者が、発見された資源の採掘権または加工権を取得するた

めには、地質調査コンセッションの有効期限が終了する 30 日以前に同権利の申請を行わなければ

ならない。同権利を行使しない場合、土地は開放され、新規申請の対象とみなされる。 

 

第 3節 

鉱業コンセッションの消滅について 

第46条 鉱山法第 60 条に基づき、コンセッションの消滅によって、コンセッションを有する者が負

う未履行の義務の遂行、及び同者が実施した鉱業活動がもたらした損失及び損害への補償を免れる

ことはない。 
 

第 47条 コンセッション所有者は、コンセッションの消滅から6か月以内に、経済的見地から撤去及

び解体可能な全ての設備を鉱区から搬出することが可能である。恒久的設備及び前述の6か月間が

経過してなお鉱区に放置される設備は、キューバ国の所有に帰し、コンセッション所有者への補償

は一切不要とする。コンセッション所有者が鉱区より撤去した設備の売却を希望する場合、キュー

バ政府機関はコンセッション所有者が設定する売却条件のもと、優先買入権を有する。 
 

第 48条 コンセッション所有者は、鉱業コンセッションが消滅する前に、鉱業活動に不要な設備をキ

ューバ政府機関に優先売却することが可能である。 
 

第 49条 鉱業コンセッションの消滅、無効または撤回が公表される場合、対象となる土地は開放され、

鉱業活動を実施するための新規申請の対象とみなされる。 
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第Ⅳ章 

資料について 

第50条 広域調査許可及び地質調査コンセッションを有する者は、その鉱業権の有効期間中、返還区

域に関する書類を含め、ボーリングコアの分割検証サンプル、試料の複製及び実施する鉱業活動に

有意義なその他の資料及び情報の保管を保証する義務を負う。 
 

第 51条 採掘コンセッションに関して、鉱業当局の基準により保存及び保管する価値のある資料また

は情報は、コンセッション所有者が適切な場所に1年以上所持し、それ以降は、鉱業当局の要請に

応じて、同当局に引き渡される。 
 

第 52条 広域調査許可または鉱業コンセッションが消滅すると、鉱業当局は、保管する資料及び情報

を決定し、それら素材及びボーリング小型コアサンプルの保管者を指名する。そのために、必要な

予算を決定し、基礎産業省の予算にその資金を織り込むことを提案する。鉱業当局は、これらの資

金維持のための国家予算の使用を管理する。 
 

第Ⅴ章 

小規模鉱山について 

第53条 鉱山法第46条の規定を考慮し、同法第13条に規定された鉱物資源の分類に応じて、第I群、

第III群及び第IV群に属する鉱物のすべての鉱脈を小規模鉱山または小規模鉱業生産とする。 
 

第 54条 第 I 群、第 III 群及び第 IV 群の鉱物を扱う小規模鉱業のコンセッションは、基礎産業省の

決議により付与されるが、貴石及び半貴石の鉱脈のためのコンセッション、ならびに閣僚評議会ま

たはその執行委員会の承認を受ける、実施に外国資本の参入が必要な鉱業活動のためのコンセッシ

ョンは例外とする。 
 

第Ⅵ章 

大陸棚及び経済水域における鉱物資源について 

第55条 大陸棚及び経済水域における鉱物資源の鉱業コンセッションの申請には、鉱山法第27条 a)、

b)、c)、d)、e)、f)及び g)、ならびに採掘コンセッションを申請する場合は、鉱山法第 28 条 a)

の要求事項に加え、以下の項目が求められる。 

  a) 業務実施のための構想 

  b) 区域内のその他の利益に影響を与えないことを証明する内務省(Ministerio del Interior)、観

光省(Ministerio del Turismo)、漁業省(Ministerio de la Industria Pesquera)及び運輸省

(Ministerio del Transporte)の書類 

  c) 科学技術環境省の環境許可書 
 

第 56条 大陸棚及び経済水域の鉱業コンセッション所有者は、場合に応じて浮標または標識などを用

い、恒久的な方法で鉱区の頂点を明示及び特定する。 

 

第Ⅶ章 

ミネラル水及び薬用ミネラル泥について 

第57条 鉱山法第13条に規定された第IV群の鉱物資源に対して、定性的または定量的変化をもたら

す活動または設備を、場合に応じて禁止または制限するため、保護域とも称される保護地区を設定

する。 
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この保護地区は地質調査の 終報告書に提言され、鉱脈及びその環境の地質的、水文地質的、地形

的、社会経済的特徴に基づいて、個々の場合に合わせて決定され、以下のとおり称する。 

a) 保護地区Ⅰ： 場合に応じて、鉱脈、井戸または源泉及びその周囲を含む地区で、排出された

汚染物質が帯水層に浸透し始めてから24時間以内に鉱物資源に即時影響を与える可能性があ

る場合、鉱物資源を保護するために設定される。 

b) 保護地区Ⅱ： 100日以内の短期間で分解される化学汚染物質及び生物汚染物質の排出による

被害を回避するために設定される。 

c) 保護地区Ⅲ： 5年以内の長期間で分解される化学汚染物質及び放射性汚染物質の排出による

被害を回避するために設定される。 

d) 保護地区Ⅳ： 鉱脈から離れたところ、または鉱脈の外部に給水地帯を有する帯水層に対して

設定される。 

e) 保護地区V： 塩水の浸入により鉱脈の塩化が発生し得る海岸帯水層または塩水境界に近接し

た帯水層に対して設定される。 
 

第 58条 当該保護地区において禁止または制限される活動には、以下のようなものがある。 

a) 第IV群の鉱物の採掘以外の鉱業活動 

b) 浄化槽、墓地、廃棄物または汚水の貯留、輸送及び処理といった都市または農村活動 

c) 農業、養鶏、畜産活動、肥料及び殺虫剤の保管、ならびに汚水による灌漑 

d) 液体または気体炭化水素、化学物質、放射性物質、食品、畜産品の保管、輸送及び処理とい

った産業活動 

e) 温泉場、キャンプ場などの娯楽活動 
 

第 59条 保護地区の提案を記載した地質調査の 終報告書は、鉱業当局に提出され、同当局は 90 日

間で環境保護システムを構成する機関の参画のもと、報告書作成者に対して必要な追加解説または

詳細説明を求め、同地区に関心を有する機関及び団体の意見を聴取した上で、同報告書の検討及び

承認を行い、以下の項目を定める。 

a) 設定するべき保護地区、かつその中で採掘鉱区に含まれる地区 

b) 同地区への規則及び管理 
 

第 60条 採掘コンセッションの申請を行う際、当事者は、前条項の規定に基づいて承認された保護地

区を申請書に含める。 
 

第Ⅷ章 

取り下げについて 

第61条 本規則第1条に言及する申請は、認可を受ける前に、申請発起人により、以下の事項が記載

された書面を以て、随時撤回することが可能である。 

a) 申請者または法的代理人に関する情報 

b) 取り下げる申請書の登録分冊、頁及び番号 
 

第 62条 鉱業権者は、その権利の有効期間中、以下の事項が記載された書面を以て随時取り下げを申

請することが可能である 

a) 鉱業権者の情報 

b) 取り下げられる鉱業権の登録分冊、頁及び番号 

c) 鉱業権の種類及び名称 
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d) 未履行義務の一覧 
 

第 63条 鉱業権の取り下げは、鉱業当局に提出され、未履行の義務が遂行された時点で受理される。 

 

第Ⅸ章 

鉱業権の譲渡または委譲及び権利者の提携について 

第64条 鉱業権の全部または一部を第三者に譲渡、委譲または担保として提供するには、その鉱業権

者は、以下の項目が記載された書面を以て、その旨を鉱業当局に申請しなければならない。 

a) その目的の根拠 

b) 鉱業権者が譲渡、委譲もしくは担保としての提供を行おうとする自然人または法人に関する

情報、ならびにその技術能力及び財務能力 
 

第 65条 鉱業当局は、移転、譲渡または支払い担保に関する現行法規の規定手順に基づき、事前に政

府への諮問を行い、申請者に対して60日以内に申請の認可または却下を通知する。 
 

第 66条 当該認可の取得後に事業提携を行う鉱業者は、鉱業原簿を更新するため、事業提携から 15

日以内に、当該証明文書を以て鉱業当局にその旨を書面で通知する義務を負う。請負業者を指名す

る鉱業者は、前記と同じく、指名から15日以内に鉱山当局に書面で通知しなければならない。 

 

第Ⅹ章 

鉱区の返還について 

第67条 採掘コンセッション所有者は、コンセッションに規定された条件に準じて、鉱業当局を介し、

採掘区域または関心に値しない区域を国に返還する。 
 

第 68条 返還区域は、ランベルト座標系の簡潔な幾何学的面からなるとともに、現行法規及び当該活

動の管轄機関が規定する環境条件を備えていること。 
 

第 69条 すべての作成文書及び返還区域上に存在する資料は、本規則の第 IV 章の規定に応じて、鉱

業当局に引き渡される。 
 

第 70条 鉱業当局は、鉱業原簿を更新するため、返還後の新たな経緯度座標を認証する。返還区域は

開放され、鉱業活動を実施する新規申請の対象とみなされる。 

 

第ⅩⅠ章 

作業の保安及び衛生について 

第71条 コンセッション所有者は、下記により、作業の安全性、業務上の衛生、作業条件及び環境の

改善を保証する。 

a) 該当分野の現行法規の適用 

b) 対策計画を含む、危険の特定、評価及び管理 

c) 鉱山保安に関する現行規制の遵守 

d) 労務災害及び職業疾病の誘因の調査、記録及び分析 
 

第 72条 コンセッション所有者は、下記項目を含む、対策計画を作成する。 

a) 作業者の教育 

b) 個人及び集団保護策、その計画、利用及び管理 
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c) 作業条件の改善 

d) 作業者の健康、職業疾病の予防及び医療サービス 

e) 災害の排除、防火計画、ならびに防火、模擬災害及び模擬停止訓練 

f) 作業保護及び衛生のために必要な資源及び方策の計画 

g) 保安の検査及びその記録 
 

第ⅩⅡ章 

技術文書、統計文書及び鉱業活動計画書について 

第73条 希望する権利者は、事前に設定された料金またはコンセッション所有者と合意した金額を支

払うことにより、コンセッションが付与されたいずれの区域についても、国が所有する地質及び鉱

業情報を利用することが可能である。 

情報の算定額については、国が指定した者が、寄与金または資本の一部として利用することが可能

であり、または、規定に応じて、一括もしくは分割で国に直接支払うことが可能である。 
 

第 74条 鉱業権者は、鉱業当局に以下の情報を提出する義務を負う。 

a) 広域調査及び地質調査の進捗に関する四半期報告書。その業務量及び予算を示した活動別

の 低作業計画の達成度、同期間中の実績、及び課された義務が不履行の場合には、その

理由を記載する。 

b) 鉱物資源の採掘及び加工に関する四半期技術統計報告書。期間内の同資源の定量的かつ定

性的利用、生産工程の効率性、計画指標の達成度を示すあらゆる技術的及び経済的要素を

記載する。ただし、小規模鉱山の採掘及び処理コンセッション所有者は例外とし、鉱業当

局の事前承認を受ければ、 長1年以内に報告書を提出することが可能である。 

c) 現行年度12月時の翌年の年間鉱業計画または年間加工計画。期間内に必要な採掘量及び

加工量を保証するために要する全業務を記載する。 

d) 採掘計画もしくは加工計画、またはその双方の実施15日前に行われた更新または修正。 

e) 埋蔵量の年間推移、及び当初の推定埋蔵量と異なるすべての再推定値 

f) 作業保安及び衛生に関する四半期統計 

g) その他の規定された情報 

 

第 75条 推定埋蔵量を記載した地質調査の 終報告書、採掘計画、鉱物資源加工計画及びフィージビ

リティ調査は、鉱業当局へ提出され、同当局は60日以内に検討し、承認する。 

鉱業当局は、コンセッション所有者に承認の旨を書面で通知し、承認文書を保管する。後に承認埋

蔵量及びその用途に変更を及ぼす修正があれば、鉱業当局による新たな承認の対象となる。 

 

第 76条 鉱業権者の機密とみなす情報については、鉱業当局と合意した期間満了時、つまり区域の返

還または鉱業権が無効もしくは消滅するまで、その機密性が維持される。 
 

第ⅩⅢ章 

許可及び鉱業コンセッションの地形的境界画定について 

第77条 全ての地形的境界は鉱業活動を行う者によって画定される。同者は、目に見える恒久的建造

物を構築し、その鉱業権の有効期間中、良好な状態でこれを維持する義務を負う。 
 

第 78条 広域調査許可及び地質調査コンセッションについては、鉱業当局の決定によって土地の地形

的境界画定のみ行われるが、これは訴訟の場合、または同決定が正当と認められる理由がある場合
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とし、本章に規定された要求事項を遵守する。 
 

第 79条 採掘コンセッションは、鉱業原簿への登記から6か月間以内に、土地の地形的境界画定を行

い、以下の要求事項を満たす。 

a) 鉱区またはその周囲にある “P.P” (Punto de Partida)と称する始点上に建造物を設置

する。 

b) コンセッションを形成する、P.Pを始まりとする多角形の全頂点を地形的に明確にすると

ともに、建造物を設置する。 
 

第 80条 鉱業権者は、始点、その他の地点の位置、建造物、標示、計測、全国地形網へのリンク、地

点の経緯度及び海抜、使用計算法、ならびに実行責任技術者及び使用計測機器のすべてについて記

載した境界画定書を作成し、鉱業当局へ提出する。 

 

第ⅩⅣ章 

鉱山の閉鎖について 

第81条 採掘コンセッション所有者は、鉱山法第 62 条に規定された理由により、基礎産業省の許可

を事前に得て、 長2年間一時的に鉱山を閉鎖することが可能である。閉山期間が2年以上の場合

については、閣僚評議会執行委員会により事前に承認を受ける。 
 

第 82条 鉱山の一時的閉鎖を認可する基礎産業省の規定には、閉山期間中にコンセッション所有者が

実行すべき施策を記載した業務計画が含まれる。 

一時的閉山の原因となった理由が解消すれば、コンセッション所有者は採掘作業を再開する義務を

負う。 
 

第 83条 鉱山の恒久的閉鎖計画には、鉱山法第66条の規定に加え、現在の原始埋蔵量を含め、地形、

地質及び鉱脈の現状を記載するとともに、あらゆる書類、図面、地質素材の保管を目的として、こ

れを鉱業当局に提出することを含める。 
 

第 84条 閉山計画は、同計画を認可する法的規定で定められており、これを遂行した段階で、コンセ

ッション所有者及び鉱業当局間で恒久的閉山証書が締結され、同証書において、承認計画の達成度

の評価を行い、閉山後の当該施策を記載する。このコンセッションは消滅し、区域は開放されて、

新規コンセッションの発行が可能となる。 
 

第 85条 鉱山の閉鎖後、土地に残る選鉱尾鉱、スラグ、副産物、鉱業工程の不良品などの集積場は、

鉱業当局が一覧を作成し、登録を行う。 
 

第 86 条 鉱業コンセッション所有者は、鉱業当局の事前の承認を受ければ、鉱山法第 58 条 b)に定め

られた期間中、鉱業活動を停止または中止することが可能である。 

 

第ⅩⅤ章 

環境保護関連経費に充当する予備金について 

第87条 コンセッション所有者は、以下の項目により発生する経費を負担するために十分な額の予備

金を創出する義務を負う。 
 

a) 鉱区及び返還区域の復元作業 

b) 環境指標の管理計画 
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c) 鉱業活動が引き起こす直接的及び間接的影響を緩和する作業 
 

第 88条 前条項に言及する予備金の総額は、コンセッション所有者がコンセッションの付与を受けて

から180日以内に財務物価省に提案し、その額は当該投資総額の5％を下回ることは決してない。 
 

第 89条 閣僚評議会執行委員会または基礎産業省は、適宜、財務物価省の基準を諮問し、予備金の承

認を行う。 
 

第 90条 財務物価省は、当予備金の有無の監査及び予備金創設の契機である目的への充当管理を担当

する。 
 

第ⅩⅥ章 

鉱業原簿について 

第91条 鉱業原簿は、以下のような機能を有する。 

a) コンセッション所有者に対して規定された義務を管理する。 

b) 各権利者の関係書類に記載された文書について、権利者に情報を提供する。 

c) 広域調査許可及びその存続期間の延長、鉱業コンセッション及びその存続期間の延長、区

域の拡大、鉱山地役権、ならびに閉山の申請を受領及び登録する。 

d) 人民権力地方機関及び本規則第9条及び第10条に言及した機関との間で、本条項c)に記

載した申請を整合させる。 

e) 全ての希望者に対し、適宜、鉱業原簿を閲覧する権利を与える。 
 

第 92条 広域調査許可及び鉱業コンセッションの申請は、申請を行う許可またはコンセッションの対

象区域の管轄権を有する鉱業当局領域事務所(Oficina Territorial de la Autoridad Minera)に提

出する。ただし、国家鉱物資源事務所(Oficina Nacional de Recursos Minerales)を本部とする、

鉱業当局中央事務所に提出される、外国団体が参加する広域調査許可及び鉱業コンセッションの申

請は除く。 
 

第 93条 小規模鉱山の広域調査許可または鉱業コンセッションを承認する決議及びその他のコンセ

ッションを付与する法令は、鉱業当局中央事務所の鉱業原簿に鉱業権として登録される。決議及び

法令は、認可より30日間以内に鉱業原簿に登録されなければ、失効する。 
 

第 94条 また、鉱業当局中央事務所では、鉱山法第15条 b)、c)、d)及びe)に関連し、登録権利の修

正の要因を鉱業原簿に記載する。 
 

第ⅩⅦ章 

鉱業活動の監督について 

第1節 

鉱業当局の国家検査について 

第95条 国家検査は、鉱山法第 14条 g)に基づき、以下の項目に関する鉱業権者の順守状況を管理、

監査及び監督する国家事業とする。 

a) 権利を付与した規定に定められた条件及び義務 

b) 鉱山法、本規則及びその他の現行規定 

c) 鉱山業務の保安 

d) 環境保護計画及び環境影響の緩和対策 
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e) 国家検査官に指示された対策 
 

第 96条 鉱業当局の検査は、人民権力地方機関及び国家中央管理機関(Administración Central del 

Estado)が各々の管轄権の範囲内で実施する検査を害することなく、実施される。 

 

第 2節 

違反について 

第97条 違反と見なされる場合、これに対して、個人及び団体に適宜の罰金を課す。 

  a) 然るべき鉱業権を有さずに、鉱業活動のいずれかの段階を実施した場合、50～1,000CUP 

  b) コンセッションで認可された鉱物資源とは異なる資源を採掘した場合、200～2,000CUP 

  c) 第 IV群の鉱物資源保護地区に設定された施策及び規則に違反した場合、100～2,000CUP 

  d) 当該計画の承認を受けずに、採掘活動もしくは加工活動を実施する場合、または当該計画があ

る場合、これに定められた条件を遵守していない場合、50～1,000CUP 

  e) 鉱業当局が要請する統計情報及び技術情報を規定期間内に提供しない場合、50～500CUP 

  f) 鉱業当局が要請する統計情報及び技術情報を改ざんした場合、500～5,000CUP 

  g) 作業の保護及び衛生のために規定された施策、ならびに作業者の安全及び健康のための施策を

遵守していない場合、200～2,000CUP 

  h) 国家検査の実施に応じない場合、2,000CUP 

  i) 鉱業活動の推進状況を適切に示した記録が行われていない場合、50～200CUP 

  j) 鉱業活動の推進状況を適切に示した記録のデータを改ざんした場合、200～5,000CUP 

  k) 鉱区の境界が画定されていない場合、200～500CUP 

  l) 鉱区の境界を改ざんした場合、500～2,000CUP 

  m) 鉱区において認可されていない、鉱業とは無関係な活動を実施した場合、50～1,000CUP 

  n) 鉱業当局が規定する期間及び条件下で、原素材及びボーリングコアサンプルを保管または保存

しなかった場合、500～2,000CUP 

  o) コンセッション所有者が、その権利に応じて課せられた義務を履行しなかった場合、100～

2,000CUP 
 

第 98条 罰金の適用により、刑事法上、民法上または行政上要求されうる責任が損なわれることはな

い。 
 

第 99条 検査官は、違反者に対し、以下の適宜の追加措置を課すことが可能である。 

  a) もたらした不利益を回復する義務 

  b) 本規則第97条 a)及びb)の場合、鉱物または違反を犯す際に用いられた設備もしくは器具の没

収 

  c) 国家検査官が指示する期間及び条件において、犯した違反を解消する義務 

  d) 違反が解消されるまで、適宜、業務を一部または全面停止 

  e) 本章に記載された違反の繰り返しによる、鉱業権の取消申請 
 

第 100条 本章に列挙した全ての違反について、検査官は、責任を有する団体に罰金を課す。コンセッ

ション所有者が自然人である場合に限り、個人に対する罰金が適用され、課される罰金は、現行法

規の規定に従い適切に実施される。 

 

終規定 
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第1条 本法規の条項をより適切に適用するために必要な規定を定める権限を基礎産業省に与える。 
 

第 2条 本法規はキューバ共和国官報で公布された日より発効し、その規定に相反する同位または下

位法規は全て廃止する。 

1997年 9月 16日ハバナ市において発行される。 
 

フィデル・カストロ・ルイス 

閣僚評議会議長 

 

マルコス・ポルタル・レオン 

基礎産業省大臣 

 

カルロス・ラヘ・ダビラ 

閣僚評議会及び執行委員会書記 
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資料3. 鉱業政策仮訳 
 

国家評議会 
 

キューバ共和国国家評議会は、憲法第90条にて付与された権限を行使し、1995年 1月 23日に公布

された法律第76号鉱業法の第3章の規定に従い、以下の決議を採択した。 
 

決議 
 

第 1条： 以下の行動原理を掲げた国家の鉱業政策を承認する。 
 

1. 国土の地質学的知見 

地図作成調査、地質調査及び地球物理学的調査により裏付けられた国土の地質学的知見は、広域

縮尺(1:250,000及び1:100,000)では100％、鉱床の特性分析を含めた縮尺1:50,000では45％に達し

ている。 

輸出も含めた国家経済の発展に必要となる原材料を確保するために、必要な範囲で国家の地質学的

知見のレベルを引き続き向上していく。 

必要とされる調査業務を実施するにあたって、地質財産及び情報へのアクセスの保護・保全に関す

る利害との共立を図った上で、輸出も含めた国家経済の発展に必要となる原材料を確保するために、

必要な範囲で国家の地質学的知見のレベルを引き続き向上していく。 

必要とされる調査業務を実施し、地質財産及び利用可能な情報へのアクセスを保護するため、可能

性に応じて必要な財源や財政制度が保証される。 
 

2. 設備と技術の近代化 

クリーナープロダクションのプロセスを適用するため、設備と鉱業技術の近代化・自動化を推進・

促進・支援する。環境基準を遵守する。コストを削減する。高い効率性、特に作業の生産性と安全及

び鉱物資源の 大限活用を目指す。 
 

3. 鉱業活動における品質システム導入の普及 

国際標準による製品・サービスの認定を達成するため、分析試験所や研究・プロジェクトセンタ

ーの認証を優先して、鉱業活動の全ての段階において総合的品質管理システムを導入する。 
 

4. 鉱業権付与の対象を専門機関に限定 

鉱業権は、専門機関にのみ付与する。これにより、鉱物資源の採掘と合理的活用のために鉱業法

で制定されている義務ならびに環境保護や納税に関する義務の遂行を促進する。 

鉱業専門機関として認められるのは、鉱物資源を合理的に採掘し、鉱業権の所有により発生する

義務を厳密に果たし、国土または特定の生産活動の開発ニーズに応じて原材料を供給することを保証

する財政能力及び技術能力を有する機関とする。 
 

5. 鉱物資源の価格について 

建設材料の合理的な採掘と商品化の推奨・援助を目指した価格政策を財務物価省が体系的に見直

す。 
 

6. 環境保護、鉱山の閉鎖、環境負荷の回復について 

鉱業活動により引き起こされる環境への影響を 小限に抑え、水資源、大気、土壌の汚染や採掘

された区域の義務的植林に特別な配慮を払い、環境への影響に関する厳格な管理と対応する監視体制
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を維持する。 

鉱山の閉鎖にかかわる活動が、承認された当該プロジェクトを厳密に成し遂げた上で行われてい

ること、また、環境負荷を増大していないことを保証する。 

環境保護義務の遂行と環境資源の有効活用の管理を保証する財政準備金を鉱業権所有者が適宜創

設するための手続きを承認・導入する。 

環境負荷を回復するために、発生する問題を解決できるような財政面・組織面の資源とメカニズ

ムを保証する。 

鉱業活動に特化した環境戦略を策定・導入する。 
 

7. 鉱物の輸出及び輸入 

定められた諮問・承認のプロセスを通して、収益の高い鉱物、または、その特性により国内需要

が少なく自国のニーズを満たす効果が低い鉱物の輸出を引き続き推進する。ただし、現存する資源量

や埋蔵量またはその特性により、国家の将来的発展のために保護されるべき鉱物には制限を設ける。 

国内に存在する鉱物及び同副産物は、採算が合えば国内での採掘・加工を促進することを基準と

して考慮し、同様の諮問・承認のプロセスを通して、その輸入を制限する。これにより、経済及び社

会の利益を目指した鉱業部門の生産的活性と成長に寄与する。 
 

8. 国家地質調査所について 

国家地質調査所(Servicio Geológico Nacional)が国家利益に応え、企業的体制には従属せずに、

基本的に国家予算により資金が供給されるよう、同調査所を発展させる。 

以下の手段により、鉱物資源の持続的な 善の活用法を計画する。 

a) 必要とされる地球科学的知識。 

b) 国土の地質学的地図を様々な縮尺で作成する情報基盤を設置し更新する。 

c) 環境地質学、地質学的リスク、地質工学などの部門における専門調査を実施する。 
 

9. 地質・鉱業活動の区画整備 

国土整備都市計画庁(Instituto de Planificación Física)と連携して、国の地質・鉱業財産の区

画整備を改善し、国内のニーズに応じてこれを行う。 

持続的開発を確かなものとする鉱業潜在性を保護するため、鉱物が埋蔵されている可能性のある

地域の早期特定とその手続き処理を保証する。 
 

10. 人材の養成と開発 

鉱業部門の労働者が首尾よく業務を行えるような人材の養成・開発、当該活動を行うために然る

べく能力のある専門職スタッフ・技術者・作業員の適宜引継ぎ及び継続性、キューバの社会経済的発

展のために必要となる生産実績を、以下の行動を通して保証する。 

a) 求められる人材を確保できる継続的な人材養成・開発システムを導入する。 

b) 地質学者、鉱山労働者、及びその他必要とされる専門家や技術者の養成を計画・実行する。 

c) 鉱山工学、地質工学、冶金工学及びその他これに類する専門課程の体系的見直しを維持する。 

d) 初等及び中等教育の枠組みにおいて地球科学の基礎知識を奨励する。 

e) 鉱業活動の重要性と有用性を社会的に認めることにより、これに関連する職業への従事・遂行を

推奨する。 
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11. 国際協力 

ニーズの認識に関する理解を深め、利害関係を特定し、資源や経験の交流を行い、各国の均衡の

とれた発展に向けて戦略的同盟を構築するため、米州Bolivar代替構想(ALBA)等の統合もしくは協議

の場を活用できる国際機関や地域機関の、加盟国の枠組みにおける行動を優先し、鉱業分野における

協力協定を推進・調整・誘導する。 
 

12. 外国投資 

金、銀、銅、鉛、亜鉛及びその他金属鉱物や非金属鉱物に係る地質学的調査・探査のためのリス

ク契約をはじめ、鉱物の採掘・加工のためのその他方式の開発に係るプロジェクトを推進・評価する。 

 

第 2条： 閣僚評議会またはその執行委員会は、基礎産業省を通じて、本決議によって承認された鉱業

政策の展開・実施・適用を管理する。 

 

本決議は、2008年 7月 18日、ハバナ市の革命宮殿において採択された。 

 

        ラウル･カストロ・ルス 

           国家評議会議長 
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資料4. 外国投資法(Ley No.77 Ley de la Inversión Extranjera)仮訳 

 

 キューバ共和国人民権力全国議会議長リカルド・アラルコン・デ・ケサダは以下の通告を行う。 
 

 キューバ共和国人民権力全国議会は1995年9月5日に開催された第4回立法議会の第5回通常会期

の議事において以下の事項を承認した： 
 

社会主義陣営が存在せず、グローバル化した世界経済、及び経済・政治・軍事の各分野における強

い覇権主義的傾向を有する現状世界にあって、征服と強靭な包囲から身を守るために、キューバは、

資本、特定技術、及び、特に市場に欠けており、産業再編成の必要があるが、独立と国家主権に関す

る も厳格な土台の上に、外国投資を通じて、 新先端技術の導入、産業近代化、生産の効率化、新

規雇用の創設、提供する製品の品質及びサービスの改善、コスト削減、国外でのより大きな競争力、

特定の市場へのアクセス、といった面で様々な恩恵を得ることができる。これは同時に、経済社会開

発において国家が実行しなければならない努力を支えるものである。 
 

1992年に改正された共和国憲法は、その他の所有形態の一つとして、法律に従って設立される混合

企業、経済会社、経済団体による所有を認め、また、国家にとって有益かつ必要な場合には、国家所

有との関連における例外的な性格のものとして、国家の発展に向けられた経済客体の部分的あるいは

全面的な所有権の移転を準備した。 
 

キューバにおける外国資本投資の活発な促進、投資形態と投資分野に関する可能性の拡大を生み出

す国家経済における諸変革は、その他の重要な諸要素の中でも、1982年 2月 15日付けの政令第50号

『キューバ機関と外国機関との経済連携について(Sobre Asosoación Economica entre Entidades 

Cubanas y Extranjeras)』によって、現在のところ提供されている法律的枠組の可能性を超える。 
 

国家経済における外国投資参加プロセスを拡大し、容易にするためには、外国投資家に対してより

多くの安全と保証を与え、かつ、全ての生産分野及び相互利益がもたらされると判断されたサービス

分野において、根本的かつ国家の持続可能な発展と国家経済の回復に結びつく財政資金、技術及び新

市場を得ることができるような新規法制を採用することが望ましい。 
 

以上を考慮して、人民権力全国議会は共和国憲法第 75 条 b 項で付与されている権限を用い、以下

の法律を公布することに同意するものである。 
 

法律第77号 

外国投資法 
 

第１章 目的と内容 

第1条： 

１． 本法は、国家主権、独立及び天然資源の防御と合理的使用に関する基本の上で国家の経済的能力

の強化と継続的発展に貢献する利益活動を行うため、及びそれらの効果のために実行すべき主要

な法規制を定めるために、キューバ共和国領土内における外国投資を促進し、恩恵を与える目的

を持つ。 

２． 本法規定には、投資家に与えられる保証、外国投資を受けることができる国家経済分野、投資が

採用できる形態、種々の投資種類、その認可のための手続、銀行制度、特別税制、及びこれら投

資のための労働制度、環境保全に関する基準及び天然資源の合理的使用等が含まれている。 
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第２章 用語解説 

第2条：本法において以下の用語は、其々、以下に示すとおり解釈される。 
 

A)国際経済連合体(Asociación Económica Internacional)：営利目的により、国内領土内での財の生

産、サービスの提供、またはその両者を行う、一人以上の国内投資家と一人以上の外国投資家の連

合体。混合企業と国際経済連携契約の二つの形態がある。 
 

B)認可(Autrozación)：特定期間の間、本法で規定されている外国投資のいずれかの形態を実行するた

め、閣僚評議会あるいは政府委員会より付与される書類。 
 

C)外国資本(Capital Extranjera)：外国から導入される資本金、及び本法に従って再投資される外国

投資家の利益あるいは配当金の一部。 
 

D)上級経営陣(Cargos de Dirección Superior)：混合企業及び完全外国資本企業の取締役会メンバー、

国際経済連携契約の当事者の代表者、及び完全外国資本企業の代表者。 
 

E)政府委員会(Comisión de Gobierno)：閣僚評議会執行委員会によって任命され、本法の条項によっ

て規定された管轄分野における外国資本投資を承認する権限を有する委員会。 
 

F)行政コンセッション(Concesión Administrativa)：定められた事項と条件の下で、公共サービスの

提供、天然資源の開発、または公共工事を遂行する権利を共和国政府がある機関に一方的に与える

行為。 
 

G)国際経済連携契約(Contrato de Asociación Económica Internacional)別個に法人を設立すること

なく、国際経済連合に固有な行為を行うために一人以上の国内投資家と一人以上の外国投資家間が

締結する協定あるいは合意。 
 

H)完全外国資本企業(Empresa de Capitatl Totalmente Extranjero)：国内投資家の参加が一切ない外

国資本の商事機関。 
 

I)混合企業(Empresa Mixta)：株主として一人以上の国内投資家及び一人以上の外国投資家が参加する、

記名式株式による株式会社の形態を採用したキューバの商事会社。 
 

J)雇用機関(Entidad Empleadora)：混合企業あるいは完全外国資本企業に労働者を提供する権限を持

つ法人格を有するキューバの組織。企業の要請に対して、契約を通じて必要とする異なった職能を

持つ労働者を提供するが、当該労働者は本機関との雇用関係を維持する。 
 

K)報酬(Haberes)：キューバ人及び外国人労働者が受け取る給与、収入、その他の手当、並びに補償、

その他の追加支払い、ただし、それがある場合、経済振興基金からの拠出分は除外される。 
 

L)外国投資(Inversión Extranjera)：本法に規定されているいずれかの形態で外国投資家により実行

される資本金の持ち込み。 
 

M)外国投資家(Inversionista Extranjero)：混合企業の株主となる、あるいは完全外国資本企業に参

加する、あるいは国際経済連携契約における当事者となる、外国における住所と外国資本を持つ自

然人または法人。 
 

N)国内投資家(Inversionista Nacional)：混合企業の株主になる、あるいは国際経済連携契約の当事
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者となる、法人格を有する政府企業または政府機関、及びキューバ国籍と国内住所を有する株式会

社またはその他の法人。 
 

第３章 投資家に対する保証 
 

第 3条：国内領土における外国投資は、完全な保護と安全性を享受し、以下の場合を除き、没収され

ることはない。 

没収は、公共利用あるいは社会的利益のために、政府の宣言により、共和国憲法の規定、現行法制、

及びキューバが署名した投資相互促進及び保護に関する国際協定にしたがって、遂行されることに

なり、相互が合意した商業価値により自由に交換できる貨幣で事前の賠償がなされる。賠償額が合

意されない場合の価格設定は、ビジネス評価において国際的知名度があり、財政価格省が承認した、

各当事者の合意によって契約される組織によって行われる。被没収者が完全外国資本企業であるな

らば、この合意は外国貿易・外国投資省と外国投資家によってなされる。 
 

第 4条： 

１． 混合企業、国際経済連携契約の当事者、あるいは完全外国資本企業による操業の展開のために与

えられた認可期間は、期限満了以前に関係当事者により申請があった場合に限り、認可を与えた

当局自体によって延長が可能となる。 

２． 期限満了時点で期限が延長されないのであれば、定款及び現行法の規定に従って、混合企業、国

際経済連携契約あるいは完全外国資本企業の清算が手続きされ、外国投資家に相当する分は、反

対の事項が明記されている契約を除いて、自由に交換できる通貨で支払われる。 
 

第 5条：外国投資は、キューバ法及び国内裁判所の裁量にしたがって、第三者の申し立てに対して権

利調整され同等に保護される。 
 

第 6条： 

１． 国際経済連合体における外国投資家は、任意の時点で、当事者の事前の同意を以って、その全部

あるいは一部の参加分を、他のいかなる投資形態でも、事前の政府の認可により、政府または第

三者に売却あるいは譲渡することができ、反対の事項が明記されている契約を除いて、自由に交

換できる通貨でその代価を受け取る。 

２． 完全外国資本企業における外国投資家は、任意の時点で、その全部あるいは一部の参加分を、他

のいかなる投資形態でも、政府の事前の許可により、政府または第三者に売却あるいは譲渡する

ことができ、反対の事項が明記されている契約を除いて、自由に交換できる通貨でその代価を受

け取る。 
 

第 7条：本法第4条と6条に述べられている場合の外国投資家が受け取る価格は両当事者の合意によ

って定められる。当事者の合意がなされない場合は、国内領土での操業を財務価格省により認可さ

れ、かつ当事者により共通して契約されるビジネス評価において国際的知名度のある組織によって、

受け取り価格が定められる。あるいは外国貿易・外国投資省と完全外国資本企業における外国投資

家の合意によって定められる。 
 

第 8条： 

1.国家は外国投資家に対して、以下の送金に関連する税金の支払いあるいはその他の徴税を行うこと

なく、自由に交換できる通貨での対外送金の自由を保証する。 

a)投資開発で得た純利益あるいは配当金。 
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b)本法第3条、4条及び6条で述べられている場合の受け取るべき金額。 

 

2.混合企業、国際経済連合体のいかなる他の形における当事者、あるいは完全外国資本企業にサービ

スを提供する外国人は、常にキューバにおける恒久的在住者でないのであれば、金額の中よりキ

ューバ中央銀行により決定されるその他の規制に従って、受け取る報酬を外国に送金する権利を

持つ。 
 

第 9条：混合企業と国際経済連携契約における当事者は認可された期限が満了するまで、本法が定め

る特別体系における税金を支払う。 

上段の規定は、社会保険料と現行法で定められている正式な義務を除いて、公定価格、租税には適

用されない。1994年 12月 21日付けの鉱山法に含まれている支払い義務、及び天然資源の分野で定

められているその他の法規定にも適用されず、これらの支払はそれらの法律で規定されている形態

及び金額で充足されるものである。 
 

第４章 外国投資向け部門 
 

第 10条：全ての部門において外国投資が認可され得る。ただし、国民に対する厚生、教育分野、及び

企業化部分を除く軍事部門への外国投資は認可されない。 
 

第５章 外国投資について 
 

第 1部 

外国投資の表明と形態 
 

第 11条：本法の目的において、以下のものが外国資本投資と見なされる： 

A)直接投資。外国投資家の混合企業または完全外国資本企業の活動への実際的な参加、及び国際経

済連携契約への出資。 

B)直接投資条件を持たない、公的または私的な株式、その他の有価証券への投資。 
 

第 12条：外国投資は以下の形態のいずれかを採択する： 

A)混合企業 

B)国際経済連携契約 

C)完全外国資本企業 
 

第 2部 

混合企業 
 

第 13条： 

1.混合企業は当事者と異なる法人の設立を意味し、記名式株式による株式会社形態を採用し、その分

野の現行法が適用される。 

2.外国投資家と国内投資家が持ち込むべき資本金比率は、両者により合意され、認可において定めら

れる。 

3.混合企業の設立には公正証書の作成が必要とされ、この公証人書類の添付文書として経済連携契約

書中に当該企業の定款及び認可書が記載される。 

経済連携契約書は混合企業の操業の管理と発展のため、及び企業目的の達成のための株主間協定

を含み、それらの中には、経営におけるキューバ側当事者の参加、あるいは企業の共同経営、企
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業の生産あるいはサービスのために保証される市場に関する事項、会計システムの基本及び利益

の計算と配分を保証する事項が記載される。 

混合企業の定款には、会社組織と操業に関する規定が含まれ、その中には株主総会、株主の権限

と構成、株主総会での投票権実施に要求される必要定数と必要事項、取締役会の構造と権限に関

する事項がある；株主総会と取締役会において、決定を採択する方法は過半数から全員一致まで

を選択できる。また、定款には、解散及び会社を清算するための手続き、並びに本件に関する現

行法、本法、及び当事者間の合意の結果から生じるその他の規定が含まれる。 

4. 混合企業経営者が公正証書の中で任命されていない場合は、後日、定款にしたがって、 初の通常

株主総会を開催し、取締役会のメンバーを任命できる。 

5.混合企業の設立後は、当事者間の合意と認可を与えた当局の承認がない限り、株主を変更すること

はできない。 

株主の変更とは、外国投資家の場合は自然人あるいは法人による交替、国内投資家の場合は他の

法人による交替と了解される。 

6.混合企業は、国内及び国外に事務所、駐在員事務所、支店、及び関係企業を創設でき、また、国外

の事業体に参入することができる。 

7.混合企業は、これらの活動についてキューバ共和国商工会議所内の登記所に登記した時点で法人格

を取得する。 

第3部 

国際経済連携契約 
 

第 14条：国際経済連携契約は以下の性格を持つ： 

1. 

A) 契約者と異なる法人の設立を意味しない。 

B)当事者間で認可されたあらゆる活動の実施を目的とすることができる。 

C)契約者は、認可された目的、認可条件、または現行法に違反しないことを条件に自らの利益に

都合がよいと見なされる全ての協定及び条項を自由に締結できる。 

D)各契約当事者は、累積されて参加額となる別々の出資を行い、全ての時点で権益保有者となる。

なお、資本金構成に達しない場合でも、各自の所有比率が決定されている限りは、共通基金を

形成することができる。 

2.契約書には、当事者各自の租税負担率、各年度における当事者間の利益配分時期、税務義務の事前

履行の時期、及び発生した場合の損失負担の時期が明記される。 

3.国際経済連携契約において、全ての当事者の利益を代表して行為を行う者は第三者に対して全責任

を負うが、当事者間の関係においては、各当事者が契約書に規定された手段あるいは比率に応じ

た責任を負う。 

4.国際経済連携契約が認可された後は、当事者間の合意と認可を与えた当局の承認がない限り、その

当事者を変更することはできない。 

5.国際経済連携契約が認可されるためには、公正証書化が必要とされ、それらの活動に関してキュー

バ共和国商工会議所に存在する登記所に登録された時点で契約が発効となる。 

 



- 73 - 

第4部 

完全外国資本企業 

第15条： 

1.完全外国資本企業では、外国投資家が企業の経営を行い、全ての権利を享受し、認可書に記載され

た全ての義務に対応する。 

2.完全外国資本企業における外国投資家はキューバ国領土で自然人、あるいは法人としての行為がで

きる。 

A) 所有する外国企業のキューバ子会社を設立するには、記名式株式会社の形態のもと、キューバ

共和国商工会議所の登記所に登録する、あるいは 

B) キューバ共和国商工会議所の登記所に登録して自分自身で行為を行う。 

 

第 6章 

不動産投資 

第16条： 

1.本法の庇護の下で不動産投資を行うことができ、所有権あるいはその他の権利を取得できる。 

2.上段で述べられている不動産投資は以下の用途に向けられる：  

A)キューバ永住者ではない自然人の個人住居あるいは独自の観光目的のための住居及び建造物。 

B)外国法人の住居及び事務所。 

C)観光促進目的の不動産開発。 
 

第 17条：企業活動自体を構成する不動産取得の投資は直接投資と見なされる。 

 
第 18条：本法第16条で述べられている不動産取得と譲渡が実行されるべき条件と規定は認可書で決

定され、現行法によって調整される。 
 

第 7章 

出資とその評価 

第19条： 

１． 本法目的のために以下が資本金持ち込みとなる。 

A)自由に交換できる通貨。 

B)機械、機器、その他の物理的財産あるいは有形財産。 

C)知的所有権、その他の無形財産に関する権利。 

D)動産、不動産に関する所有権、及び不動産に関するその他の権利で、収益権、地表権を含む。 

E)その他の財と権利。 

自由に交換できる通貨で構成されない出資金は、当該通貨で評価される。 

2.国有財産に関する所有権あるいはその他の不動産に関する権利の国内投資家への移転は、当該投資

家により出資がなされるためには、共和国憲法で定められた原則の下で行なわれ、財務価格省の

事前の証明が求められ、管轄機関からの意見聴取と閣僚評議会の承認が必要となる。 

知的所有権及び無形財産に関するその他の権利の出資に関しては、これら権利に関する現行法の

規定に従うこととなる。 

3.自由に交換できる貨幣での出資は、国際市場における価値で評価される；国内通貨への換金につい

ては、会計目的のために、キューバ中央銀行の為替レートにより調整される。外国資本の出資を
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構成する自由に交換できる貨幣は、国内取引の認可を受けている金融機関を通じて国内に入る。 

4.混合企業の資本金または国際経済連携契約への出資金に当てられる、自由に交換されない通貨での

出資額は、知的所有権または無形財産に関するその他の権利から構成されるものを除き、投資家

間で任意に合意される方法を通じて評価され、その価値は、財務価格省の認可を受けた機関が発

行する鑑定証明書をもって証明され、付与される公正証書に記載される。 

5.自由に交換されない通貨による完全外国資本企業向けの出資額の評価は、知的所有権または無形財

産に関するその他の権利から構成されるものを除き、常に、財務価格省の認可を受けた機関が発

行する鑑定証明書を通じてなされる。 

6.知的所有権と無形財産に関するその他の権利で構成される出資は、国内外投資家間で任意に合意さ

れる方法で評価され、完全外国資本企業への出資の場合には、外国貿易・外国投資省と外国投資

家とで合意される方法で評価される。 
 

第 8章 

外国投資の交渉と認可 

第20条： 

1.国際経済連合体を成立させるには、国内投資家は投資の各側面を外国投資家と交渉しなければなら

ず、そこには経済的フィージビリティ・スタディ、各自の出資額、当該連合体の経営及び管理方

式、さらにその正式な設立のための法的書類が含まれる。 

2.完全外国資本企業を設立する場合は、外国貿易・外国投資省は、投資対象となる分野、部門あるい

は経済活動についてのキューバ管轄機関を外国投資家に示す。外国投資家は、当該機関と共同で

投資案件を分析し、当該機関の書面による承認を取得しなければならない。 
 

第 21条： 

1.国内領土における外国投資を実行するための認可は、閣僚評議会執行委員会あるいは同執行委員会

に任命された委員会によって付与される。 

2.以下に示されている分野のいずれか、あるいは以下の性格を持つ外国投資の認可は閣僚評議会のみ

が権限を有する。 

A)外国及び国内投資家の出資金合計額が自由に交換できる通貨相当で1千万US$以上の時。 

B)完全外国資本企業。 

C)運輸、通信、水道、電気等の公共サービスの発達、もしくは公共物の建設工事への投資。 

D)外国政府の資本参加を持つ外国企業が介入する時。 

E)｢環境保護と天然資源の合理的使用に関する法律｣の規定に従う天然資源の採掘を含む時。 

F)国有財産の移転あるいは国有不動産に関する権利の移転を伴う投資。  

G)軍隊関連企業。 

3.上段に記載されていない外国投資の認可は政府委員会が所管する。 
 

第 22条：完全外国資本企業の認可を取得しようとする外国投資家は、管轄キューバ機関と共同で外国

貿易・外国投資省に申請書を提出する。 
 

第 23条： 

1.混合企業の設立または国際経済連携契約締結のためには、申請書は外国投資家と国内投資家により

連名で署名され、外国貿易・外国投資省に提出されなければならない。 
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2.提出される投資申請書には以下の書類が添付される： 

A)混合企業の設立及び国際経済連携契約の成立のためには、国際経済連携協定(案)、設立しよう

とする混合企業の定款(案)または締結しようとする契約書(案)、経済性FS評価。 

B)外国投資家に関しては、その身分照合と支払い能力を証明する書類、さらに、法人格を有する

場合はその正当な代表権を確証する委任状。 

C)国内投資家に関しては、企業あるいは政府機関の場合、外国投資を実施しようとする分野、部

門または経済活動を管轄する 上位の当局の承諾書、完全なキューバ資本の商事会社あるいは

サービス民間企業の場合は、外国投資家と該当書類を申請するための個別委任を与える株主総

会の同意書。 

D)外国投資家が完全外国資本企業の設立を申請する場合は、投資を実施しようとする分野、部門

または経済活動を管轄する 上位の当局が発行する承諾書、定款文書、経済性 FS 調査書、外

国投資家の身分照合及び支払能力を証明する書類、さらに、法人の場合、当該投資の実施に関

する正当な代表権を証明する委任状。 

E)投資要請書に添付する書類は手続する時には然るべく証明されていなければならない。 

3.外国貿易・外国投資省が申請書を認めるためには、その申請書が本条項に記載されている様式で提

出されなければならない。 

4.外国貿易・外国投資省により申請が認められた場合は、申請書は関係組織・機関の協議に委ねられ、

これら組織・機関から意見書が出される。 

5.上述手続の履行後、外国貿易・外国投資省は、申請に対する評価についての書類一式を当該決定の

採択のため、閣僚評議会、または該当する場合には、政府委員会宛てに上程する。 

6.外国投資の否認または認可は、申請書提出後60自然日以内に決定され、申請者に通達されなければ

ならない。 
 

第 24条： 

1.認可書の中には、従うべき条件、該当投資の目的、投資形態に関する規定が記載される。 

2.承認された投資目的が、公共サービス、天然資源開発、または公共工事の開発・実施である場合は、

閣僚評議会執行委員会は、定められた条項と条件の下で該当する行政コンセッションを与える。 
 

第 25条：認可書に定められた条件は、外国貿易・外国投資省を通じて、当事者の要請に応じて説明さ

れる。 

第9章 

銀行制度 

第 26条： 

1.混合企業、国際経済連携契約の当事者である外国投資家及び国内投資家(連名あるいは個別に)、及

び完全外国資本企業は、国立銀行システム内のいずれかの銀行において自由に交換できる通貨建

ての口座を開設し、それを通じて操業によって生じる取立てと支払いを行う。 

2.混合企業と国際経済連携契約の当事者である国内投資家は、キューバ中央銀行の事前認可を得るこ

とにより、自由に返還できる通貨建ての口座を外国の銀行に開設し、操作することができる。 
 

第 27条：混合企業、国際経済連携契約の当事者、及び完全外国資本企業は、閣僚評議会執行委員会に

よる例外的な認可によって、特定の取立てと支払いを交換不能国内通貨で行うことができる。 
 

第 28条：混合企業、国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家、国際合弁契約書当事
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者、及び完全外国資本企業は、外貨建て貸し付けを以下と契約することができる： 

A)国立銀行システムの銀行、またはキューバ中央銀行によって承認された金融機関。 

B)本件に関して現行法規で取り決められた外国銀行または外国金融機関。 

 

第 10章 

輸出入制度 
 

第 29条：混合企業、国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家、及び完全外国資本企

業は、それらのために定められている規定に従って、生産品を直接輸出する権利、及び投資目的の

ために必要なものを直接輸入する権利を有する。 
 

第 11章 

労務制度 
 

第 30条：外国投資活動においては、本法律で規定される適正化を伴って、キューバの現行労働法規及

び社会保険規程が履行されるものとする。 
 

第 31条： 

1.外国投資に該当する活動にサービスを提供する労働者は、一般的基準としてキューバ人、あるいは

キューバに永住する外国人とする。 

2.しかしながら、混合企業、完全外国資本企業または国際経済連携契約の当事者の取締役は、上級経

営陣の特定の役職、あるいは技術職の一部を国内永住者でない者に遂行させることを決定するこ

とができ、その場合、これらの労働者に適用される労務制度、権利、義務を決定することができ

る。 

契約された国内非居住者は、キューバの現行移民規程及び外国人規定の対象となる。 
 

第 32条： 

1.混合企業、国際経済連携契約の当事者、及び完全外国資本企業は、外国投資に該当する活動にサー

ビスを提供しているキューバ人労働者及びキューバに永住する外国人のための経済振興基金を創

設する認可を受けることができる。 

2.経済振興基金への入金は、取得利益から行なわれる。この入金額は、混合企業、国際経済連携契約

の当事者である外国投資家と国内投資家、及び完全外国資本企業が外国貿易・外国投資省と合意

して定める。 
 

第 33条： 

1.混合企業にサービスを提供するキューバ人またはキューバ永住外国人は、取締役会構成員を除き、

外国貿易・外国投資省が提示し、労働社会保障省が認可した雇用機関により契約される。 

混合企業の取締役会メンバーは、株主総会で任命され、労務的には混合企業に拘束される。 

例外として、そのような認可が与えられた場合は、混合企業にサービスを提供する全ての者が混

合企業と直接契約を結ぶことができるが、その場合は常に労働契約に関する現行法の規定の調整

が行なわれるものとする。 

2.国際経済連携契約の当事者にサービスを提供する者は、キューバ側当事者と契約を結び、労働契約

に関する現行法の規定を調整するものとする。 

3.完全外国資本企業においては、キューバ人またはキューバ永住外国人のサービスは、取締役会構成
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員を除き、外国貿易・外国投資省が提示し、労働社会保障省が認可した雇用機関と共に当該企業

が付与する契約を通じて提供される。 

完全外国資本企業の取締役会メンバーは、当該企業によって任命され、労務上の拘束を受ける。 

4. キューバ人とキューバ永住外国人への支払いは、本法第27条で示された例外を除いて、事前に交

換可能外貨で取得される国内通貨で行なわれる。 
 

第 34条： 

1.前条項で述べられている雇用機関は、キューバ人及びキューバ永住外国人と個別に雇用契約を結び、

当該雇用者との雇用関係を維持する。本雇用機関はこれらの労働者に報酬を支払う。 

2.混合企業または完全外国資本企業が特定の労働者が労働における要求を充足しないと考えた場合は、

雇用機関に他の人との交替を要請することができる。全ての労働上のクレームは雇用機関で解決

され、雇用機関が自らの負担により労働者が権利を持つ担当当局により定められた退職金を支払

うが、妥当な場合には、混合企業または完全外国資本企業が、現行法に定められた全てが現行法

に合致しなければならない手順にしたがって雇用機関に支払いを弁償する。 
 

第 35条：本章の前述の規定に拘わらず、外国投資を承認する認可書において、例外的に特別の労務規

定を定めることができる。 

 

第 36条：国際経済連合体の枠内で、あるいは完全外国資本企業のキューバ人労働者によって達成され

た革新的技術成果及び知的所有権の保護対象となるその他の無形財産は、関係する現行法の規定に

従う。 
 

第 37条：本章の規程、特に労働契約と労働規律に関する規定のより良い適用に必要となる補足規定の

制定については、労働社会保障省にその権限が付与される。 

 

第 12章 

税金と関税の特別制度 
 

第 38条：混合企業、及び国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家は、以下の納税義

務の対象となる： 

A)所得税。 

B)労働力使用税と社会保険料。 

C)税関で徴税される関税及びその他の手数料。 

D)陸上輸送車両の所有あるいは所持について課税される陸上輸送税。 

E)特定文書の申請、取得または更新に係る税金と手数料を考慮する書類税。 
 

第 39条：本法の目的のため、前条項に記載された自然人と法人による税金支払いは以下の恩典を受け

る： 

A)所得税は純課税利益に対して30％の税率を適用して支払う。国益に都合が良いと見なされる場合

には、閣僚評議会執行委員会は国内に再投資される純益に対する税金支払いの一部あるいは全額

を免除することができる。 

B)再生可能あるいは非再生天然資源開発が関与する時には、閣僚評議会執行委員会の決定により所

得税の税率を 大50％まで増加することができる。 

C)労働力使用税及び社会保険料に関しては以下のとおり定められる： 
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1.労働力使用に対して、現行税率に対する割引が与えられ、11％の税率が適用される。 

2.社会保険料には14％の税率が適用される。 

3.上記二つの項目で表示された税率は、景気対策として支給される分を除いた、労働者が受け取

る全ての概念の給与及びその他の収入の合計に対して適用される。 

D)混合企業の株主または国際経済連携契約の当事者である外国投資家は、事業利益以外の個人的収

入に対する税金支払いが免除される。 
 

第 40条：完全外国資本企業は、その全ての操業期間において、徴税システムに関する現行法の調整を

伴う納税義務がある。 
 

第 41条：本法の目的のために、現行法の規定にしたがって、本章で述べられている自然人と法人に関

税制度に関する特別の便宜が与えられる。 
 

第 42条：税金、関税及び税関で徴税されるその他の手数料は、例えその額が国内通貨表示であっても

自由に交換できる通貨で行う。ただし、閣僚評議会執行委員会が定める例外は除外される。 
 

第 43条：財務価格省は外国貿易・外国投資省の意見を聴取し、投資の恩恵と投資額、資本回復、並び

に優先経済分野及び国家経済にもたらされる恩恵のために閣僚評議会執行委員会から出される指

示を考慮して、一時的に税金の全額あるいは一部を免除することができ、また、特別徴税システム

に関連して該当する恩典を与えることができる。 
 

第 44条：混合企業、国際経済連携契約の当事者、及び完全外国資本企業は、財務価格省が制定する｢

も重要な資産と負債の評価基準｣の対象となる。当該対象者は、採用するシステムが世界的に受け

入れられている会計原則及び税務上の必要事項に合致する限り、 も都合の良い会計システムを任

意に決定できる。 
 

第 13章 

準備金と保険 

第45条： 

1.混合企業、国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家、及び完全外国資本企業は、

操業中に発生し得る偶発事態に備えるための自己負担による義務的性格の準備金を積み立てる。 

2.上記段落で規定される準備金の形成、使用及び清算手順は、財務価格省によって規制される。 
 

第 46条：前条項で述べられている準備金とは別個に、混合企業、国際経済連携契約の当事者である外

国投資家と国内投資家、及び完全外国資本企業は、財務価格省の規制に従う自主的な準備金を積み

立てることができる。 
 

第 47条： 

1.混合企業、国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家、及び完全外国資本企業は、

財務価格省から国内での操業認可を受けた会社と、財産、所有物、操業、及び必要となるその他

全ての活動またはリスクに対応する保険契約を、国際基準での保険料及びその他の契約上の競争

条件に基づいて締結しなければならない。 

2. 国営企業またはその他の国家機関から賃貸される工業施設、観光施設、その他の施設、または土地

は、前段落に規定された条件に従って、貸し手に対する借り手による保険が掛けられる。 
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第14章 

財務情報登録制度 
 

第 48条：混合企業、国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家、及び完全外国資本企

業は、操業開始前に、認可を受けた日から 30 自然日以内に、それらの活動についてキューバ共和

国商工会議所内の登記所に登録する。 
 

第 49条： 

1.本章で述べている自然人と法人は、その税務年度終了日から90自然日以内に、外国貿易・外国投資

省にその期間の操業年次報告書を提出する。 

2.本章で了解される自然人及び法人による年次報告書の提出は、財務価格省への報告義務、該当する

税務署への報告義務、及び定められた統計上の報告義務とは別個に行われるものである。 
 

第 15章 

フリーゾーンと工業団地制度 
 

第 50条：輸出と国際貿易の促進のために、閣僚評議会執行委員会は、国内領土の限定区域にフリーゾ

ーンと工業団地の設置を認可することができる。 
 

第 51条： 

1.フリーゾーンと見なされるのは、閣僚評議会執行委員会の決定により、関税、為替、税務、労務、

移民、公的秩序、資本投資、及び貿易に関する特別制度が適用できる区域であり、そこでは、外

国投資家が金融活動、輸出入、保管、生産活動、または再輸出を行うための参加ができる。 

2.工業団地と見なされるのは、外国資本の参加による生産活動を発展させるために、閣僚評議会執行

委員会の決定により、関税、税務、労務、資本投資と貿易に関する特別制度が適用できる地域で

ある。 
 

第 52条：外国投資の認可において、妥当と判断される場合には、フリーゾーンと工業団地において外

国投資家に提供される特定の便宜と恩典が明記される。 
 

第 53条：フリーゾーンと工業団地の設置とその運用に関連する基準は、そのために制定された特別法

により規制される。 
 

第 16章 

環境保護 
 

第 54条：外国投資は国家の持続可能な開発の意味合いから考えられ、促進される。この意味するとこ

ろは、その遂行の間、環境保護及び天然資源の合理的使用に注意深く対応することである。 
 

第 55条：外国貿易・外国投資省は、妥当と判断される場合、受理した投資提案を科学技術環境省の検

討に附し、同省は環境面の観点から適切性を評価し、環境インパクト評価の実施の必要性、環境ラ

イセンス付与の妥当性、及び現行法の規定に従った管理検査制度についての決定を下す。 
 

第 56条： 

1.科学技術環境省は環境及び天然資源の合理的な使用に対して損害、危険またはリスクを発生させ得

る状況に適切な解決を与えるために必要とされる措置を講ずる。 

2.損失あるいは損害の責任を有する自然人または法人には、環境の原状復帰、物質的損害の修復及び

損害賠償の義務がある。 
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第 17章 

紛争解決体系 
 

第 57条： 

1.混合企業の株主間、国際経済連携契約の当事者である外国投資家と国内投資家間、あるいは記名式

株式の株式会社形態を採る完全外国資本企業の株主間の関係から生じる紛争は、設立定款の合意

事項に従って解決される。 

2.紛争が一人以上の外国人株主と当該株主が所属する混合企業または完全外国資本企業との間で発生

した場合には、同じ規則が適用される。 
 

第 58条：混合企業、国際経済連携契約の当事者である国内外投資家または完全外国資本企業と国営企

業またはその他の政府機関との間で発生した経済的契約の遂行に関する訴訟は、人民 高裁判所政

府評議会が定める人民裁判所経済法廷が審理を担当する。 
 

特別規定 
 

混合企業、国際経済連携契約の当事者である国内投資家と外国投資家、及び完全外国資本企業は、

大惨事と自然災害の防止に関して定められた規則に従う。 
 

暫定規定 
 

第一：本法は施行日時点で操業中の既設の混合企業及びその他の形態を採る国際経済連合体に適用さ

れる。しかしながら、1982年 2月 15日付け法令第50号で庇護された恩恵は、国際経済連合体の全

存続期間において有効性を保つ。 
 

第二：本法は施行日時点で手続き中の外国投資認可申請に適用される。外国貿易・外国投資省は手続

方法について申請者と合意する。 
 

第三：1982年 2月 15日付け法令第50号の規定を 良に適用し遂行するため、中央行政府の異なった

機関により決定された補足規定については、本法に反するか否かを引き続き観察することとし、こ

れらの機関は本法施行日から3か月以内に当該補足規定を見直し、本法規定にしたがって調和させ

る。 
 

終規定 
 

第一：1982年 2月 15日付け法令第50号『キューバ機関と外国機関との経済連携について』及び本法

の規定に反するその他の法規定は廃止される。本法の施行は共和国官報公布日を以って開始される。 
 

第二：本法の規定を 適に履行するために必要となる規則を制定する権限は、閣僚評議会執行委員会

と中央行政府の担当機関に付与される。 
 

1995年 9月 5日、ハバナ市の国会議事堂、人民権力全国議会場で制定された。 

 

リカルド・アラルコン・デ・ケサダ 
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資料5. 法律第81号環境法(Ley No.81 de Medio Ambiente)仮訳 
 

 第 4 期第 9 回通常国会に相当する 1997 年 7 月 11 日の議会において、人民権力全国議会(Asamblea 

Nacional del Poder Popular)が以下の事項を承認したことを通知する。 

理由：1959年に始まった革命事業として確立した開発政策の中で、キューバは環境保護に特別な配慮

を払っており、その表れとして、共和国憲法第27条では次のように述べている。 

｢国家は国内の環境及び天然資源を保護する。人の生活をより合理的にし、現在及び未来の世代の存続、

福祉、安全を確保するための持続可能な経済社会発展とこれらの間に緊密な関係があることを認識す

る。この政策を実行することは所轄機関の責務である。水及び大気の保護、土壌、動植物そして自然

の豊かな潜在力の全てに資することは市民の責務である。｣ 
 

理由：キューバにおける環境活動は、人と自然との関係についてのホセ・マルティの思想、そしてキ

ューバの歴史と自然の文化を結びつける豊かな伝統に支えられている。 

理由：社会及び市民の基本的権利として、健全な環境及び自然と調和した健康で生産的な生活を享受

する権利を確立することが必要である。なぜならば人間こそが、持続可能な開発にとっての本

質的目的だからである。 

理由：環境保護は国防という目的にとって重要な一要因で、キューバの国家主権を保証するものであ

る。それは国民の基本的ニーズを満たすために不可欠な天然資源の利用可能性を確保すること

に寄与し、また、大きな住民居住区に一時的な居住環境を提供し易くするからである。これは、

異常事態の前には重要な要因となる。 

理由：1981年1月10日付け法律第33号｢環境保護及び天然資源の合理的利用に関する法｣(Ley 33 “De 

Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales”)は、キュ

ーバ環境政策の原則の初期における重要な規範であり、この分野における国内の法整備を進め

るための基礎を築いた。しかしながら、現在の経済社会発展状況は、新しい現実により適合し

た法の枠組を要求しており、前述の法律は、国内外の環境問題における近年の進歩からはるか

に取り残され、環境保護の要求及び持続可能な開発の達成をより適切に反映できる法律と取り

替えることが求められている。 

理由：さらに、キューバ環境政策の原則、目的、基本概念、制度的枠組及びその具体化の手段、国家

機関・組織の権限、機能、義務、そして個人及び法人の権利及び義務全体も実情に即したもの

にすることが要求されている。 

理由：よって、人民権力全国議会は、共和国憲法第 75 条 b)項により付与される権限を行使し、下記

の法律第81号環境法の制定を決定する。 
 
 

第 1編 名称、原則、基本概念及び目的 

第I章 名称及び原則 

第1条：本法は環境法と称され、国の環境保護及び持続可能な開発の目的達成に資するため、国の環

境政策を規定する原則、そして国の環境管理、市民及び社会一般の行為を規制するための基本的基

準を制定することを目的とする。 
 

第 2条：環境は国家の財産であり、国の基本的利益そのものである。国は国土全体における環境に対

して主権を行使し、その意味において、国家環境・開発政策に則り環境資源を利用する権利を有す

る。 
 

第 3条：以下を通じて環境を保護することは、国、市民そして社会全体の責務である。 
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a) 環境の保護及びその合理的利用 

b) 環境劣化を引き起こす原因に対する計画的な取り組み 

c) 該当する環境再生活動 

d) 人間と自然、そして社会の間にある相互作用に関して、市民の知識を絶えず増やすこと 

e) 環境面から見て持続可能ではない生産及び消費形態の削減及び排除 

f) 国土条件に適した人口政策の促進 
 

第 4条：持続可能な開発のための環境活動は、国の経済社会発展の要求に基づいており、以下の原則

を根拠としている。 

a) 国は、健全な環境への権利を適切且つ適宜に保護するために必要な措置及び保証を制定し、便宜

を図る。 

b) 環境保護は市民の責務である。 

c) 天然資源は、環境への悪影響の発生を防ぎ、合理的に利用しなければならない。 

d) 科学的根拠に基づき、更に該当する技術・社会経済調査を用いた措置を採用した予防策の優先。

重大な又は取り返しのつかない被害を被る危険がある場合には、絶対的な科学的確実性の欠乏を

予防策が講じられない理由として主張することはできない。 

e) 国家機関・組織が持つ利用可能な環境情報は、それに関して法的に定められたところに従い、す

べての人が適切にアクセスできなければならない。 

f) 環境保護に関する国の義務は、全国規模及び地方の国家機関・組織の各権限の範囲における責任

となる。 

g) 環境保護に関して必要な要件は、あらゆる開発プログラム、プロジェクト、計画に取り入れなけ

ればならない。 

h) 環境教育は、学際的視点から、さらに学問分野の横断的な視点から計画、実施されるものとし、

環境に関する一貫した総合的な見方が形成できるような分析思考が個人及び社会集団に育つこと

を促進し、これらの活動は特に児童、青少年、家庭一般に向けられる。 

i) 環境管理は総合的かつ分野横断的なものであり、そこには国家機関・組織、その他の団体・組織、

社会及び市民一般がそれぞれの管轄、能力に従って協調して参加する。 

j) 個人あるいは法人による経済社会活動は、環境に被害を及ぼすことなく実施するという社会の利

益に制約される。 

k) 環境に関する行動及び決定、そして世論の諮問について、公衆が も好ましい形で知ることが保

証されるが、これはいかなる場合にも不可避である。 

l) いかなる個人あるいは法人も、法律によって付与される権限に従い、本法及びその補足規則に定

められるところの遵守を要求されるため、行政又は司法手段を通じて行動するのに適切かつ十分

な手段を持たねばならない。 

m) 本法の目的を達成するには、意思決定への効果的な参加、そして環境保護及び生活の質の向上を

目指した自己管理プロセスの実施を通じて、地域社会の果たす役割が不可欠である。 
 

第 5条：国は、環境保護のための国際協定・行動、特に中南米・カリブ地域を含めるものを推進し、

参加し、世界の環境を保全、保護、回復するため、また、そのような意思決定の国内における実行

を保証するため、世界連帯の精神の下に協力する。 
 

第 6条：天災あるいはその他の大災害の予防、緩和及び対処、災害により発生する問題の解決、そし

て被災地区の回復に参加することは、国、個人及び法人の責務である。 
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第7条：環境に関連するプログラムの要求に応えるため、国は予算に資金を計上するが、これに関す

る他の機関、組織、団体が有する責任が損なわれることはない。 

 
 

第II章 基本概念 

第8条：本法の解釈のため、以下のように理解される。 

持続可能な農業(Agricultura sostenible)：環境と調和し、経済的に実現可能で、社会的に受け入れ

られる方法により、安定した生産の達成を可能にする農牧業生産方式。 

保護地区(Áreas protegidas)：現行法規に基づき、国にとって生態的、社会的、歴史文化的に重要で

ある、ときには国際的重要性を帯びると宣言された国土内の特定区域であり、具体的な保存の目

的を達成するために、効果的な管理を通じて生物多様性、天然資源及び関連する歴史文化資源の

保護と保全が特に指定された区域。 

所轄当局(Autoridad competente)：本法及びその補足規則に定めるところを適用し、その遵守を求め

る権限を与えられた機関。 

環境コスト(Costo ambiental)：現在の、又は今後予測される天然資源の劣化に関連するコスト。 

環境被害(Daño ambiental)：基準あるいは法規の違反によって引き起こされる環境もしくはその構成

要素の一つ又は複数に関する重大な損失、減少、劣化又は損害。 

持続可能な開発(Desarrollo sostenible)：人の生活の質を持続的かつ公平に向上させるプロセスのこ

とで、このプロセスを通じ、未来の世代のニーズを危険にさらすことなく現世代のニーズが満た

されるよう、環境保護と調和のとれた経済成長及び社会改善を目指す。 

危険廃棄物(Desechos peligrosos)：腐食性、毒性、爆発性、引火性、生物学的有害性、感染性、刺激

性、その他の特性の強度あるいは種類により、人の健康及び環境にとって危険を意味する廃棄物

で、いかなる活動に起因するものでも、いかなる物理的状態でもあり得る。 

放射性廃棄物(Desechos radiactivos)：所轄当局によって定められた水準を超える濃度あるいは活性

の放射性核種を含有する、又はそれに汚染されている廃棄物。 

生物多様性(Diversidad biológica)：陸域、海域その他の水域生態系、また構成要素である生態群集

などを含めたものを起源とする種々の生物。各種内の多様性、いろいろな種の間の多様性、生態

系の間の多様性を含む。 

生態系(Ecosistema)：特定の領域の広がりを持った複合体系で、その内部には生物間、生物と物理・

化学的環境との間の相互関係が存在する。 

環境教育(Educación ambiental)：全市民の総合的教育の範囲を成し、継続的かつ恒久的なプロセスを

指す。そしてこの教育は、持続可能な開発を指向する経済、社会、文化のプロセスを促進するた

め、知識、習慣、技能、能力の習得、態度の育成、そして価値観の形成において、人間どうしの

関係、また人間と社会や自然との関係を調和させることを目指す。 

国家環境戦略(Estrategia Ambiental Nacional)：主要な計画及び指針が形成されているキューバの環

境政策のこと。 

環境影響調査(Estudio de impacto ambiental)：実施を予定する工事・活動プロジェクトに関し、技

術を含めた特徴を詳細に記述したもので、環境影響評価プロセスの中で承認に付すために提出す

る。プロジェクトが環境に及ぼす影響の予測、特定、解釈のための根拠となる背景を提供し、不
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利な効果を阻止又は 小限に抑えるために実施される行為、また採用されるモニタリング・プロ

グラムについて記さなければならない。 

環境影響評価(Evaluación de impacto ambiental)：工事あるいは活動の結果としてもたらされる環境

の変質に関する事前の評価、またそれらの実施に必要な許可の拒否又は一定の条件下での付与を

通じ、工事あるいは活動の計画、プログラム及びプロジェクトの結果としてもたらされる環境へ

の好ましくない影響の発生を回避又は緩和することを目的とする手順。その遵守及び考慮される

べき緩和措置を確保するためのモニタリング・抑制システムに関する詳しい情報を含む。 

環境管理(Gestión ambiental)：環境の保全、改善、再生及びモニタリング、またこの分野における人

間の活動の管理を通じ、天然資源の管理及び合理的利用を保証することに向けられた一連の活動、

仕組み、行為、手段の総体を指す。環境管理では、文化遺産、国内に蓄積された経験そして市民

参加を考慮に入れ、学際的視点で確立された環境政策が適用される。環境保護に関する国家環境

検査、管理活動、現行法規及び基準の遵守の監督・監査であり、遵守を保証するために適切な措

置の採用を評価、決定することを意図としている。 

環境許可証(Licencia ambiental)：現行環境法規に定める事項の遵守を目的に、然るべき規制を行う

ために科学技術環境省(Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente)によって付与さ

れる公式の文書で、一つの工事あるいは活動の実施を認めることを内容とするが、現行法規に従

って他の国家機関・組織が授与する責任を負うその他の許可、承認はこれとは別である。 

環境(Medio ambiente)：人間が相互に影響し合う無生物的、生物的、社会経済的要素の体系を指し、

人間は必要性を満たすためにこれらに適応すると同時に、加工、利用する。 

国家環境・開発プログラム(Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo)：キューバ環境政

策の具体的な計画で、環境保護に関与する者の行為及び持続可能な開発の達成のガイドラインを

含む。アジェンダ21の国レベルでの適用を意味する。 

海洋資源(Recursos marinos)：沿岸地帯及びその保護地区、湾、沼沢及び海岸、島の棚場、海底、そ

して海水、海底、海底下層土、浮上地帯に存在する生物及び無生物の天然資源。 

天然資源(Recursos naturales)：生態系の均衡及び地球上の生命の継続を保証しながら、経済、社会、

精神、文化そして国防面の必要性を満たす、再生可能又は不可能な全ての環境構成要素。 

景観資源(Recursos paisajísticos)：景観を提供する、又は独特の雰囲気を作り出す地上、地下又は

水面下にある自然あるいは人工による地理的な環境。 

全国保護地区機構(Sistema Nacional de Áreas Protegidas)：国土体系の中でお互いに整然と関係し、

相互に影響し合う保護地区の全体を指し、それを構成する個々の地区の保護と管理を通して環境

保護の特定目的の達成に資する。 

環境変数(Variable ambiental)：様々な定質的又は定量的方法によって測定又は評価されることが可

能な環境の要素。 
 
 

第III章 目的 

第9条：本法は以下を目的とする。 

a) 環境保護と両立する形態で、社会経済活動の計画及び開発を促進する法的枠組みを創出する。 

b) 効率のよい管理を目指し、様々な機関・組織間の連携の仕組みを含め、環境問題における個人及

び法人の活動を方向付ける原則を定める。 
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c) 環境保護及び持続可能な開発への市民参加を奨励する。 

d) 環境に関する教育、普及、情報を統合し、環境問題をめぐる市民意識を育てる。 

e) 環境に関する評価、管理、監視活動の実施を調整する。 

f) 人の健康への注意、生活の質の向上、環境全般の改善を促進する。 
 
 

第 2編 制度的枠組 

第10条：本法及び環境法規全般に従い環境管理分野に関して国に付与された権限は、国家中央行政機

構諸機関(Organismos de la Administración Central del Estado)、その他の国家機関、そして人

民権力地方会(Órganos Locales del Poder Popular)が行使する。 
 

第 11条：科学技術環境省は、環境政策を提案し、国の環境管理の調整・規制の基本線に沿ってその実

施を統率し、持続可能な開発に資するために一貫した統合を促進することを任された国家中央行政

機関である。 
 

第 12条：科学技術環境省は、他の所轄機関・組織と連携して以下を行う。 

a) 国家環境戦略、国家環境・開発プログラム、省の統轄機能を遂行するために必要なその他のプロ

グラム及び戦略を計画的に管理し、完成させる。 

b) 環境保護に関するその他の部門別戦略、特に特定の天然資源に関する戦略の実施、開発、遂行に

参加し、評価及び管理を行う。 

c) 環境保護に要求される事項を国家機関・組織の活動に導入するための調整、統合を行ない、この

目的のために、当該情報を申請、入手し、場合に応じて当該機関・組織あるいは閣僚評議会に適

切な提言を行う。 

d) 環境保護のために定められた規制を承認又は提案し、そして場合に応じてその遵守を評価、要求

し、この目的に該当する活動の実施を求める。 

e) 天然資源の合理的利用に向けた経済的規制を提案し、それが環境に及ぼす影響を評価する。 

f) 環境保護及び天然資源の合理的利用に関し、諸機関・組織及びその他の団体の間の意見の相違を

調整し、妥当な決定を採択する、又は然るべく調整が成立しない場合には、当該措置案を政府に

提案する。 

g) 大気現象、気候、大気の化学組成及び大気汚染全般の監視、大気内の放射線の監視、地震関連事

業、地震・大気現象・放射線に関する危険度調査を統率、評価、管理する。 

h) 生物学的安全性及び核安全性に関する環境政策の法整備を行い、その実行を管理する。 

i) 環境的理由によって正当性が認められる場合は、特定の地域あるいは資源について管理・保護の

特別制度を永久的又は一時的に提案し、管理、評価を行う。 

j) 保護地区に関連ある活動の統率、管理を行う。 

k) 環境情報に関するプログラム及びプロジェクトの提案、評価、管理を行う。 

l) 権限の範囲内で本法を適用し、その適用全般を監視する。 

m) その他、現行法規によって指定される事項。 
 

第 13条：国家中央行政機構諸機関、特に天然資源の統轄、国家規制、利用及び管理を担当する機関は、

環境保護に関するその具体的責務、権限、機能の遂行の中で以下の活動を行わなければならない。 

a) 環境保護に関する要求事項を、自身の開発政策、計画、プログラムに組込み、評価する。 

b) 管理の持続性の確保を目指してプロジェクトを実施し、環境要因を科学的に評価しつつ適切な環

境での生活の営みに寄与する。 

c) 部門別環境戦略を策定又は提案し、場合によっては実施する。 



- 86 - 

d) 法規を発布し、その遂行を監視する。 

e) 権限の範囲内で、環境保護に関して定められた規定を遵守し、遵守させる。 

f) 天然資源の利用において、計画的な保全及び加工の措置を講じ、必要な監視・管理制度を開発す

る。 

g) 環境保護のための国内、地域、国際戦略の策定及び実行に参加する。 

h) 科学的根拠に基づき、環境保護に必要な技術基準、特に以下に関する基準の遵守を提案、管理す

る。 

- 環境の質に関する適切な基準を設定する。 

- 汚染物質発生源及び受容体の部類を決める。 

- 汚染物質の負荷の許容限度を決める。 

- 環境に被害を及ぼす可能性がある放出あるいは貯蔵の原因となる活動を実施する際に遵守するべ

き必要条件、手順、その他の仕様を定める。 

i) 担当する活動の流出及び放出のモニタリングを可能にするような技術条件を促進する。 

j) 自主規制の措置を開発、適用する。 

k) 適切な環境管理の達成を導くような研究を奨励、実施する。 

l) 工事・活動プロジェクトの経済・融資計画に、環境面を取り入れるための措置を促進する。 

m) 権限の範囲内で、生産工程で発生した廃棄物の利用、運搬、処理及び 終処分を監視する。 

n) 市民防災国家参謀本部(Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil)の定めるところに従い、天

災あるいは環境に被害を及ぼすその他の種類の災害に関する予防・対応計画を策定、参画、実行

し、当該基準を提案する。 

o) 担当する保護地区の適切な管理を保証する。 

p) 権限の範囲内で、環境教育活動を行う。 

q) 国家環境政策の遂行において、科学技術環境省及びその他の国家機関・組織と連携し、協力する。 
 

第 14条：前条に定められるところは、国内あるいは外国企業、その他の法人にも場合によっては適用

され、これら企業は環境保護のための措置及びプログラムを実行し、このような行動の規制に資す

る仕組みを設置するが、国の当該責任はこれとは別である。 
 

第 15条：当該権限の範囲内で、また現行法規に従い、以下の事項に関する行為を統率、調整、管理す

ることは、それぞれの人民権力地方会の責任である。 

a) 管轄区域の環境優先事項及びその管理に関連する適切な計画の評価。 

b) 管轄区域の整備。 

c) 土地の利用、造林、植林、交通路、建設、公益事業及び下水道。 

ch) 水源地の保護。 

d) 地域の公益事業、車両の通行、地元の輸送機関から生じる影響に関連する、人間の定住地におけ

る環境保護。 

e) 緑地帯の設置及び維持。 

f) 管轄区域内の保護地区の特定、その管理手続きの承認及び支援への参加。 

g) 天災あるいはその他の種類の大災害の発生に対する必要な資源の予測も含めた予防、管理及び復

興。 

h) 自然環境に関連する文化遺産の保存。 
 

第 16条：人民権力地方会は、それぞれの管轄区域において、その特有な状況に配慮し、全国レベルで

設定されたもの以上に厳格な、又は具体的な環境基準及び項目の設定を所轄機関・組織に提案する
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ことができる。 
 

第 17条：以下は、閣僚評議会あるいはその執行委員会の責務である。 

a) 国家環境戦略及び国家環境・開発プログラムを承認、評価し、その目標及び目的の達成に相応し

いと判断する行為を提案する。 

b) 本法の定めるところに従って、政府機関・組織の間の意見の不一致を解決する。 

c) 保護地区及びその緩衝地帯を宣言する。 

d) 本法に記された目的の達成に必要な具体的な地区、生態系又は資源に関するその他すべての宣言

を行う。 
 
 

第 3編 環境政策及び管理の手段 

第18条：キューバの環境政策は、以下の手段を用いた適切な管理を通じて実施される。 

a) 国家環境戦略、国家環境・開発プログラム、その他の経済社会開発プログラム、計画及びプロジ

ェクト 

b) 本環境法及びその補足規則、環境保護に関する技術基準も含む環境保護に向けたその他法規 

c) 環境整備 

d) 環境許可証 

e) 環境影響評価 

f) 環境情報システム 

g) 国家環境検査システム 

h) 環境教育 

i) 科学研究及び技術革新 

j) 経済的規制 

k) 国家環境基金(Fondo Nacional del Medio Ambiente) 

l) 行政、民事、刑事責任制度 
 
 

第I章 計画 

第19条：全ての経済社会開発計画、プログラム、プロジェクトは、国、県あるいは市町村のいずれの

ものであろうとも、本法の主要原則そして所轄当局によって策定される環境政策、戦略、プログラ

ム及びこれらに由来する規定に従って、策定される、又は適合されなければならない。 
 

第 20条：環境保護のための措置は、工事あるいは活動プロジェクトの実施計画において優先的な構成

要素を成す。 
 
 

第II章 環境整備 

第21条：環境整備の主要目的は、社会と自然の相互関係において 大の調和を達成するために、環境

面とその経済、人口、社会的要素とのつながりを総合的に考慮することを基盤として国土の持続可

能な開発を確保することであり、以下が含まれる。 

a) 自然、様々な生態系の特性 

b) 各地域の条件、天然資源から見た地区の分割 

c) 実施される活動、人間の定住地の特性、自然現象の影響により現存する生態的不均衡 

d) 人の活動と環境条件の間に不可欠な均衡 

e) 保護地区及びその緩衝地帯 
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f) 人間と周辺環境の相互依存性 

g) 人間の新しい定住地、インフラストラクチャ工事、その他関連する活動が環境に及ぼす影響 

h) 国防の観点からの要求事項 

第22条：国土の持続可能な開発を達成するため、環境整備は国土整備と相互に協力し、ガイドライン、

規則、基準を提供する。 
 

第 23条：経済企画省(Ministerio de Economía y Planificación)は、科学技術環境省及びその他の関

連機関・組織と緊密に連携し、本法に定められた原則及び目的と国土整備を連携させるための活動

を実施する。 
 
 

第III章 環境許可証 

第24条：環境に重大な影響を及ぼす可能性がある活動、又は現行環境法規が定める規定の遵守を然る

べく管理する必要がある活動はすべて、科学技術環境省がそれに関して定めるところに従って付与

する環境許可証が必要となるが、同省は更に許可証の種類及び様式も定める。 
 

第 25条：前条に言及される環境許可証の付与は、それに関して定められる税の支払いの対象となるが、

許可証所有者はこれによって効果的に環境を保護する義務も、犯す可能性がある行政、民事、刑事

責任も免れることはない。 
 

第 26条：然るべき環境許可証を持たない、又は同許可証の中で定められる要求事項や管理を遵守しな

いプログラム、工事あるいは活動は、科学技術環境省によって一時的あるいは 終的に停止される

こともあるが、これによって該当の責任の発生が免れることはない。 
 
 

第IV章 環境影響評価 

第27条：環境影響評価プロセスには、以下が含まれる。 

a) 環境許可証の申請 

b) 適切とみなされる場合は、環境影響調査 

c) 科学技術環境省が担当する本来の意味での評価 

d) 環境許可証を付与する又は付与しないこと 
 

第 28条：以下に列挙する工事あるいは活動の新規プロジェクトは、環境影響評価プロセスが実施され

るべく、科学技術環境省による該当の検討に付すことが義務付けられる。 

a) ダムあるいは貯水池、灌漑用水路、上水道及び排水工事、浚渫、又は水流の深刻な枯渇あるいは

変質を意味するその他の工事 

b) 総合製鉄所 

c) 化学・石油化学の総合施設 

d) 危険廃棄物の取扱い、運搬、保管、処理及び 終処分施設 

e) 鉱業活動 

f) 発電所、送電線あるいは変電所 

g) 核融合を起こす材料の生産・加工のための研究施設、またこのような活動に関連する廃棄物の

終処分区域・施設を含めた、原子力発電所及びその他の原子炉 

h) 鉄道、土石の堤防、幹線道路、高速道路、ガス及びオイルパイプラインの建設 

i) 空港及び港湾 

j) 精油所、石油天然ガス及び副産物の貯蔵所 
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k) 石油天然ガス残分のガス化及び液化施設 

l) 観光施設、特に沿岸生態系に計画されるもの 

m) 大規模な住民施設 

n) 免税区域及び工業団地 

o) 農牧業、森林業、内陸水面養殖及び海面養殖業で、特に外来種の導入、再生困難な自然種の開発、

又は種の絶滅の危機を意味するようなもの 

p) 土壌あるいは他の天然資源に深刻な劣化を引き起こす、又は生態の均衡に影響を及ぼす可能性が

ある土地利用の変更 

q) 都市の衛生設備からの下水・排水溝 

r) 石油天然ガス抽出のための油井掘削 

s) 病院その他の保健施設 

t) 生物工学、生物工学製品及び工程に関係ある工事 

u) 衛生埋立て地 

v) 墓地及び火葬場 

w) 管理計画に含まれていない保護地区における工事あるいは活動 

x) 砂糖及びその副産物産業 

y) 金属工業、製紙・セルロース業、飲料産業、乳製品・食肉産業、セメント工業、自動車産業 

z) 壊れやすい生態系で行なわれる、生態系及びその構成あるいは均衡に重大な変質を引き起こす、

又は天然資源あるいは環境全般への住民のアクセスに影響を及ぼすその他一切の活動 

科学技術環境省は、当該機関・組織と連携し、必要な場合には、本条に挙げられる工事について、

環境影響評価プロセスに付されるべき範疇を定めるための評価項目を設ける。 
 

第 29条：下記事項に関しても、環境影響評価プロセスを要求することができる。 

a) 既存の活動の拡大あるいは変更、また必要な場合には、現在停止中の活動の生産再開の場合で、

既存の工程及び原料あるいはエネルギー源の使用における技術的変更、そして一般的に環境に影

響を及ぼす可能性がある性質の変更を意味するもの全てを含む。 

b) 前項で示される仮定にはまだ入らないものの、重大な悪影響が発生するため、前述のプロセスに

付される必要がある進行中の工事あるいは活動。 
 

第 30条：環境影響調査の費用、モニタリング、緩和、再生措置の費用、又はその他環境的に適切な工

事あるいは活動の遂行に必要な措置の費用は、その機関の代表権を保持する者が負担する。例外と

して、また財務価格省(Ministerio de Finanzas y Precios)による事前の承認を得て費用が国家予

算により負担されることもある。 
 

第 31条：科学技術環境省は、所轄機関・組織と連携し、都市・工業開発、森林・水の管理、観光・鉱

業・漁業開発、土壌管理の計画あるいは政策を環境影響評価に付すことができる。この評価プロセ

スは、環境許可証の付与を必要としない。 
 

第 32条：環境影響評価プロセスに何らかの形で参加する個人及び法人は全て、提供する情報の真実性、

そして真実の隠蔽あるいは虚偽から生じる結果に対して責任を持つ。 
 

第 33条：科学技術環境省及び経済企画省は、環境影響評価プロセスと投資プロセスとを適切に統合さ

せるため、該当する調整を確立する。 
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第V章 国家環境情報システム(Sistema Nacional de Información Ambiental) 

第 34条：国家環境情報システムは、国、政府、社会一般に環境に関する知識、評価、意思決定に必要

な情報を保証することを根本的な目的とする。 
 

第 35条：科学技術環境省は、経済企画省及びその他の所轄機関・組織と緊密に連携し、国家環境情報

システムの活動の統率、管理を担当する機関であり、その目的のために適切な環境指標を設定する。 
 

第 36条：国家機関・組織は、科学技術環境省から要請された場合には、環境の現状を評価、診断する

ため、国家環境情報システムの機能として指標に盛り込まれた情報をすべて保持、提供する義務を

負うが、これに関しての支払いは生じず、また承認されている知的所有権を損なうこともない。 

科学技術環境省はこの情報を管理し、任務の遂行及び権限の行使、そして託された義務の遂行のた

めに関心を持つ国家機関・組織に対して無償で配布する。 
 

第 37条：科学技術環境省は、本システムに含まれる情報への一般利用者のアクセスの仕組み及び手順

を設定し、様々な手段を通じてその定期的普及を図る。 
 

第 38条：本章に定められるところは、以下事項を損なうことなく効力を持つ。 

a) 国家機密に関する現行法規 

b) 他の国家機関・組織の管轄下にある情報システム 

 
 

第VI章 環境検査システム(Sistema de Inspección Ambiental) 

第 39条：国家環境検査(Inspección Ambiental Estatal)は、以下から成るシステムと理解される。 

a) 科学技術環境省により召集された機関・組織が参加する、同省担当の国家環境検査 

b) 自身の活動が環境保護に影響を及ぼすその他の国家機関・組織が行う国家検査 
 

第 40条：国家環境検査システムに参加する国家機関・組織は、それぞれの権限の範囲において環境保

護を保証するために必要な事項を自身の検査システムに含め、その目的のために科学技術環境省と

連携した行動をとる。 
 

第 41条：国家環境検査の対象となる個人あるいは法人は、所轄当局に対し、検査を受ける場所(一箇

所あるいは複数箇所)への立入りを認め、本法及びその他の現行環境法規を遵守しているかの確認

に要するあらゆる種類の情報を提供する義務を負うが、当該法規に定められた文言及び条件の下で

のみアクセスできる法律上機密と認められた情報はその対象ではない。 
 

第 42条：所轄当局は、必要な場合には、環境法規に適合する事後措置及び遵守のために定められた期

限を検査結果に基づいて指定し、発見された行為あるいは過失で犯罪を構成する可能性があるもの

については共和国検察庁(Fiscalía General de la República)に通知する。 
 

第 43条：環境に対する危険あるいは被害となる状況が発見された場合、所轄当局は、権限の行使のた

めに定められたレベルに従い、また現行法規のその他の必要条件を事前に遂行し、プロセスあるい

は活動の停止、汚染源となる製品、資材あるいは物質の没収、施設の一部あるいは全部の閉鎖を命

令することができ、更に、発見された状況を解決するため、危険あるいは被害に至る前の原状復帰

も含め、妥当な措置をすべて実行することができる。所轄当局の決断に反対する場合には、法が定

める訴訟を起こすことができる。 
 

第 44条：国家環境検査システムは、実施する活動が環境に重大な影響を及ぼす可能性がある個人ある
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いは法人が協調し、自主規制し、自主的に義務を負う行為を奨励する。 
 

第 45条：検査作業のため、所轄当局は、法によって認められた組織、団体、その他の機関の力を借り

ること、また、事前に適正性が確認された人民検査官として、本法及びその他の現行環境法規の遵

守の監視に協力する使命を帯びた一般市民の支援を得ることもできる。 
 
 

第VII章 環境教育 

第46条：科学技術環境省は環境教育戦略を策定し、経済・サービスのあらゆる部門、社会集団及び住

民一般にプログラムの実施を奨励し、その実行に寄与する。 

この目的のため、科学技術環境省は、教育省(Ministerio de Educación)、高等教育省(Ministerio de 

Educación Superior)、文化省(Ministerio de Cultura)、広報機関、その他の所轄機関・組織との間

に該当の連携を確立する。 
 

第 47条：すべての国家機関・組織は、環境教育戦略に従い、またその任務及び権限の遂行において、

労働者、社会団体、又は関係する住民の環境に関する知識を高め、開発との関係を強化し、この分

野における認識をより高めるための活動を、彼らと一緒に推進、実施する責任を負う。 
 

第 48条：指導者、技術職員及び労働者一般に啓蒙・訓練プログラムを実施する機関は、環境に関する

テーマ、特に生産・サービス活動と環境保護との関連、その及ぼす影響に関連する諸側面をプログ

ラムに取り入れる。 
 

第 49条：教育省及び高等教育省は、その他の所轄機関・組織と連携し、国家教育制度に環境に関する

テーマを導入し、継続的に向上させる。 
 

第 50条：高等教育省は、専門家のモデル、学士課程・大学院・延長課程の教育カリキュラム、また、

あらゆる分野の専門家の養成及び補足研修に向けた学校教育及びそれ以外の教育活動を通じて、環

境分野の導入を保証する。 
 

第 51条：娯楽、文化、科学機関は、その管轄に従い、環境教育戦略に対応する活動を実施する。 
 

第 52条：科学技術環境省は、大衆組織、情報伝達者、科学者協会に特に配慮し、法律で認められた組

織、団体、その他の機関での環境教育・普及活動の実施を促進、支援する。 
 

第 53条：マスコミ機関は、経済社会開発と環境保護との間にある複雑な相互関係や関連性に関するよ

り多くの情報、知識を住民に与えるテーマを、テレビ・ラジオ・新聞の番組設計、実施に取り入れ

る責任を負う。 
 

第 54条：科学技術環境省は、当該人民権力地方会と連携し、各地の状況や必要性に連結した地域の環

境研修、自主管理の遂行を含めた教育活動を住民に推進、支援する。 
 

第 55条：国家機関・組織は、自分たちの生産・サービス活動において責任を負う、もしくは関係のあ

る特定の天然資源の保護や合理的利用・開発のテーマ、またこれらの課題に関する労働者の適切な

訓練を、普及・広報活動に取り入れる。 
 

第 56条：教育省及び高等教育省は、科学技術環境省と連携し、特定の任務あるいは活動の遂行又は実

施のためには参加することが義務となるような、環境問題に関する公式研修を設置することができ

る。 
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第VIII章 科学研究及び技術革新 

第57条：科学技術環境省は、所轄機関・組織と連携し、以下の目的に該当する活動を実施する。 

a) 天然資源及び環境全般の状況に関する知識を拡大するための研究を促進する。 

b) 環境保護のための新しいシステム、手法、設備、工程、技術及び装置に関する知識の拡大及び開

発を可能とし、また技術移転プロセスの適切な評価を可能にする科学研究及び技術革新を奨励、

促進する。 

c) 必要とする科学研究・技術革新プロジェクトが、立案段階から環境への配慮を含めるよう図る。 

d) 環境劣化の予防、評価、管理、原状復帰ができるような科学・技術を開発、応用し、環境保護に

関連する問題の解決に代替案を提供する。 

e) 従来の手法と持続可能な開発の要求及び必要要件とを調和させられるような、環境的に適切な技

術の使用を促進する。 

f) 提起された目的の達成に必要な経済社会研究を奨励する。 
 

第 58条：活動によって環境に影響を及ぼす個人及び法人は、環境保護を目指す活動の効率性を高める

ために、科学技術の成果を取り入れる義務を負う。 
 

第 59条：環境政策の策定は、科学研究・技術革新プロセスの成果によって裏付けされる。 
 

第 60条：科学技術環境省は、適切と判断される場合には、外国の組織が領海及び経済水域を含めた国

土内で実施を許可された環境に関する研究に国が参加して便益を共有する権利、またその成果を得

る権利を確保できるような規定を定める。 
 
 

第IX章 経済的規制 

第61条：環境政策・管理の手段としての経済的規制は、環境に影響を及ぼす活動を実施するための租

税・関税政策あるいは差別価格などの適用に基づくものと理解される。 
 

第 62条：財務価格省は、科学技術環境省及びその他の当該機関・組織の意見を聞き、環境保護のため

に適した関税及び租税を決定する。 
 

第 63条：前条から派生して策定される政策及び規定を基に、以下の措置を講じることができる。 

a) 汚染廃液の制御・処理のための技術・設備の輸入に対する関税の免減 

b) 汚染・環境劣化の予防、軽減又は制御のための設備・器具の国内生産に必要な原料・部品の輸入

に対する関税の免減 

c) 環境保護に資する設備、技術、工程の開発、購入あるいは設置のために行なわれた投資の、例外

的な場合における加速的減価償却の許可 

d) 環境に資する特定な活動に対する租税又は金融面の恩恵 
 

第 64条：本章で定められた規定は、各々の場合に受益者が享受する恩恵だけでなく、要求される義務

及び保証、そして付与の動機となった条件が停止又は変更される場合には、それが取消される可能

性をも定める。 
 
 

第X章 国家環境基金(Fondo Nacional del Medio Ambiente) 
 

第 65条：本法の目的遂行を支援することを目指して、国家環境基金が創設されるが、その基本的目的

は、環境保護及び環境の合理的利用に向けたプロジェクト・活動の一部又は全部に資金を供給する
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ことである。 
 

第 66条：財務価格省及び経済企画省は、各々の権限の範囲において、そして科学技術環境省及びその

他の当該機関・組織の意見を聞き、本基金の機能に必要な規則を定める。 
 
 

第XI章 行政制裁 

第67条：環境保護に関する行政制裁制度には、本法の補足規則に定める違反を犯した個人及び法人が

含まれる。 
 

第 68条：違反は各々の場合に対して定められる罰金をもって処罰されるが、現行法規に基づいて適用

されるその他の付帯的処罰は別である。 
 

第 69条：本法の補足規則に定める違反のいかなるものであっても、それが犯されたことを知る者は所

轄当局に届けなければならない。そして、その者に関心がある場合には、当該当局は命じられた措

置及びその遂行について報告する義務を負う。 
 

第XII章 民事責任制度 

第70条：自分の行為あるいは怠慢によって環境に害を及ぼした個人あるいは法人は誰も、その行為を

停止し、引き起こした損害を償う義務を負う。 
 

第 71条：以下は、被害の償い又は損害賠償を請求する権限をもつ。 

a) 共和国検察庁 

b) 科学技術環境省 

c) 直接損害を被った当事者 

本条のa)項及びb)項に示された主体は、環境保護における社会の利益の擁護に立って行動できる。 
 

第 72条：訴訟の結果を確保するため、又は被害が発生し続けないようにするために、現行訴訟法規に

定める措置を申請、採用することができる。 
 

第 73条：当該民事責任の賠償においては、環境の再生に向けた活動を優先的に行うよう努める。 
 

第 74条：閣僚評議会は、財務価格省及び科学技術環境省の提案により、図らずも引き起こされてしま

った環境被害を償うため、民事責任強制保険の制定に適切な法規を発布する。 
 

第XIII章 刑事責任制度 

第75条：刑事処罰の警告の下に法律によって禁じられ、環境保護に反する社会的に危険な行為あるい

は怠慢は、現行刑事法規の定めるところに従って類別、処罰される。 
 
 

第 4編 貿易及び環境 

第76条：自由貿易の規定は、環境保護に向けられた基準及び規制の遵守を除外するものではない。 
 

第 77条：環境保護の目的でキューバが調印した、財・サービスの貿易に禁止、制限を課す国際条約は、

キューバ共和国が調印する多国間自由貿易協定に盛り込まれた基準に対する例外となる。 
 

第 78条：外国貿易省(Ministerio de Comercio Exterior)は、国が貿易及び環境の分野で実施する貿

易・環境政策が本法及びその補足規則に具体化される原則及び規定に一致することを確保するため、

科学技術環境省及びその他の関連機関・組織と共同で措置を制定し、適切な行動を実行する。 
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第79条：財・サービスの国内取引においては、その質を確保し、消費者を保護する手段として、環境

基準の適用を考慮に入れる。 
 
 

第 5編 第 6編から第14編までの共通規定 

第80条：環境保護の具体的な分野、また本法において規制されるその他の事項に関する環境管理は、

国家環境戦略、国家環境・開発プログラム、現行環境法規に定められる原則及び規定に従って行な

われる。 

科学技術環境省は、前段に定める規定の遵守を管理し、そのために妥当とみなされる措置を講じる。 
 
 

第 6編 環境保護の具体的領域 

第I章 総則 

第81条：天然資源の管理は、以下の規定に基づいて実施される。 

a) 合理的利用を確保し、そのために量・質的永続性に留意し、リサイクル及び回収を推進し、資源

が属する生態系を保護する。 

b) 天然資源とその他の環境要素の間、また生態系の間の相互依存性を考慮し、可能な場合には、不

必要又は有害な相互干渉を避ける。 

c) 特定の資源に複数の利用の可能性がある場合は、所轄機関・組織が 初に決定する優先順序及び

調整・適合方法に従う。意見の相違がある場合は、本法において付与される権限に従って、科学

技術環境省の意見を聞く。 

d) 天然資源の複数の部類の利用に対して優先順序を決定するときは、環境保護の要求要件、持続可

能性の確保の必要性、環境・経済・社会的便益及びコストを考慮する。 

e) 国及び地方の官庁は、天然資源の管理の計画に際しては、その均衡を促進し、環境保護の原則を

経済社会開発の要求要件と統合させるように努める。 
 

第 82条：前条に定められるところとは別に、非再生可能資源の開発においては、将来の世代の必要性

を満足させることを目指した投資の予測も考慮に入れる。 
 

第 83条：科学技術環境省は、所轄機関と共同し、本法で定めた枠組みの中で、生態学的な脆弱さゆえ

に異なる対応が必要な山地、沿岸、カルスト、湿地の生態系の環境保護のための特別規定を制定す

る。 
 
 

第II章 生物多様性の保全及び持続可能な利用 

第84条：あらゆる国家機関・組織、その他の個人及び法人は、それぞれの管轄内において、国の生物

多様性の保存及びその構成要素の持続可能な利用を確保するために必要な行為、措置を採用する義

務を負う。 
 

第 85条：地域特有の種、危機又は絶滅のおそれのある種、何らかの特別の意味を持つ種、様々な種類

の生態系の代表的なもの、そしてその遺伝資源は、国による特別保護の対象となり、これにはその

保存及び合理的な利用を保証する規制、管理、取扱い及び保護の厳格な仕組みの設置を含む。 
 

第 86条：科学技術環境省は、農業省及びその他の所轄機関・組織と連携し、新種あるいは特別規制に

従う種の輸入又は環境への導入に関する規則を定める責務を負い、そのために以下の原則を考慮に

入れる。 

a) 導入される環境において起こす可能性がある種の反応 
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b) 導入されようとする種に対する受け入れ環境及び在来種が起こす可能性がある反応 

c) 潜在的に危険な遺伝子型が生じさせる可能性がある危険性 

d) 動植物に影響を及ぼす外来病及び獣疫が持ち込まれる可能性 

e) 人の健康への危険性 

f) 環境保護にとって特別な関心となるその他の事項 
 

第 87条：科学技術環境省は、農業省及びその他の所轄機関・組織と連携し、以下の場合に動植物ある

いは微生物の種の輸出を条件付ける、制限する、又は禁止する規制を設ける。 

a) キューバが調印する国際協定の枠において特別規制の対象となる種 

b) 輸出すると国内の生物多様性の保存に影響を及ぼす可能性がある種 

c) 遺伝資源の利用から生じる恩恵に対しキューバ国の公正かつ公平な参加を確保することが要求さ

れる種 
 

第 88条：科学技術環境省は、所轄機関・組織と連携し、以下の活動を統率する。 

a) 国内の生物多様性の構成要素を特定し、その利用に関する調査を行う。 

b) 特定された生物多様性の構成要素をフォローし、緊急に保存措置を講じる必要があるもの、また

より大きな利用可能性を提供するものに特別に配慮する。 

c) 生物多様性の保存及び利用に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性がある活動のプロセス及

び範疇を特定し、サンプリング、その他の技術を使ってそれらの影響の追跡を行う。 

d) 前項で規定された活動から発生するデータを整理、更新する。 

e) 現場及び現場外における保存措置を講じる。 

f) 保護地区あるいは生物多様性を保存するための特別措置を講じるべきその他の地区の選択、設置

及び整備のための指針を制定する。 

g) 保護地区内外における生物多様性の保存にとって重要な生物資源について、その保存及び持続可

能な利用を保証するために管理規定を制定する。 

h) 自然環境における種の生存の維持、また種及び遺伝資源の進化過程を可能にするような、遺伝的

多様性が高い又は脆弱な生態系及び自然生息地の特別保護を奨励する。 

i) 生物多様性の保護において、保護地区に隣接した地帯の役割を増大させる。 

j) 絶滅の恐れがある、又は絶滅の危機に瀕している種を宣言し、その回復を促進する。 

k) 生物多様性の経済評価を促進する。 

l) 生物多様性の保全及び持続可能な利用に影響を及ぼす可能性がある、又は人間及び動植物の健康

を危険にさらす可能性がある、生物工学又はその他の物質や製品によって遺伝子組換えがなされ

た生物の利用、開放から生じるリスクを規制、管理する。 

m) 国益に合致した、この分野における知的財産権の適切かつ効果的な保護を保証する法規を提案す

る。 

n) 遺伝資源の利用から発生する恩恵に対する公正かつ公平な参加を保証するために必要な戦略、規

範を策定又は提案する。 

o) 生態系、生息地あるいは種を脅かす又は変更する可能性がある種の導入、抽出を管理又は阻止す

る。 

p) 生物多様性の保全及びその構成要素の適切な管理と現在の利用を調和させるために必要な条件を

定め、規制する。 

q) 生物多様性の保全及び持続可能な利用のために、経済・社会的インセンティブを採用する、又は

採用を提案する。 
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第III章 国家保護地区システム 

第89条：科学技術環境省は、国家保護地区システムに関する活動の統率及び管理、他の所轄機関・組

織と連携した全国レベルの総合環境管理、技術・方法論の統率、保護地区宣言の理由となった具体

的な目的の遂行管理、法によって定められた保護地区の管理を担当する。 
 

第 90条：保護地区に関する国家保護地区システムの基本目的には以下が含まれる。 

a) 進化過程の継続性を確保するため、これらの地区における種の季節移動にとって重要な場所を含

め、国内で も重要な生物地理学的地域及び景観美の代表的サンプルを維持する。 

b) 動植物相及び生物多様性全般を現場で保存し、それらに害を及ぼす可能性がある行為、過失ある

いは病原菌を媒介する昆虫から守る。 

c) 地域住民の社会経済水準を高めるため、農村総合開発に資する活動の実践を通じ、山地、湿地、

マングローブ林、カルスト形成地、乾燥・亜乾燥地帯、群島など、脆弱な生態系の保全及び合理

的利用に特別の注意を払い、地域生産活動を合理的、躍動的で持続可能な収益形態に適合させる。 

d) 沿岸及び海洋の環境及び資源の保存、持続可能な利用のために、それらの保護、回復、管理を行

う。 

e) 陸域・水域生物資源が生態系の均衡において果たすきわめて重要な役割を常に考慮に入れ、これ

らの資源に関する国内・国際法規を念頭に置きながら、住民ために様々な財及びサービスを長期

的に獲得するためにこれらの資源を維持、管理する。 

f) 土壌を保全、回復し、浸食、沈殿、塩化、酸性化、その他の劣化プロセスを制御する。 

g) 流域の総合管理を考慮に入れて水資源の保存、管理を行う。 

h) 森林資源が環境の調整役を果たすよう、また森林産物の安定した生産、再生産ができるよう、そ

の管理、改善を行う。 

i) 自然環境と結びついた歴史・文化的価値を保存する。 

j) 自然及び文化的景観を保存、回復する。 

k) 活発な参加を奨励し、特に地域住民に対する環境教育を促進する。 

l) 当該地区の管理分類に適合する方法での娯楽・観光開発を可能にする。 

m) 研究開発のための自然ラボラトリー及び論理的枠組として機能する。 
 

第 91条：自身の管理下に保護地区を持つ個人及び法人は、本法の規定、その他の現行環境法規、科学

技術環境省が制定する規制を遵守し、遵守させ、また特定地区のための管理基準の中で承認される

行為を実施する。 
 
 

第IV章 水及び水域生態系 

第1節 総則 

第 92条：水及び水域生態系の管理は、以下の規定に基づいて実施される。 

a) 人間の必要性を満たし、その他の天然資源と均衡のとれた相互関係を維持するために必要な様々

な利用に 善の形で対応できるような状態に、水及び水域生態系を保護、保存することは、全て

の個人及び法人の義務である。 

b) 水域生態系に含まれるすべての天然資源の管理は、その均衡及び関係ある生態系との均衡を尊重

する。 

c) 水理学的循環及びそれに関与する要素の適切な発展を確保するため、土壌、森林地区、地質形成、

帯水層の再充填能力に特別な注意を払う。 
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第93条：水を汚染から守るため、所轄当局は以下の原則に従う。 

a) 水の用途分類においては、人間の消費に必要な質・量の条件を確保することを常に優先させる。 

b) 流水、湾、沿岸水域、湖水、ダム湖、地下水に汚染を引き起こす、あるいは予測された又は予測

可能な用途に影響を及ぼす、又は生態系の均衡を乱す可能性がある物質を放出する場合は、必ず

適切な処理を施さなければならない。 

c) 廃水利用の目的のために定められた規準に従った廃水の利用を奨励する。 

d) 汚染を 小限にとどめ、水の再利用を促すような、効果的な水処理技術の確立を推進する。 
 
 

第 2節 陸水 

第 94条：本法律の効果のため、陸水とは表流水及び地下水と理解する。 
 

第 95条：経済・社会活動の廃水は、貯水池、陸水域、海水域の汚染を防ぐため、環境に放水する前に

当該処理を施さなければならない。 
 

第 96条：汚染、土砂の堆積、その他による悪化の危険を回避するため、陸の水源涵養地の保護地区、

水利工事及び施設、天然あるいは人工河床の境界画定義務が規定される。 
 

第 97条：水資源庁(Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos)は、その他の所轄機関・組織と連

携し、鉱業・医療廃水を除いた陸水の管理に関する活動の管理と実施を担当する。 
 

第 98条：地下水に関係する活動を実施する個人あるいは法人はだれもが、その合理的開発を確保し、

枯渇あるいは劣化を防ぐため、水資源庁が行う評価及び判断に従わなければならない。 
 

第 3節 海水及び海洋資源 

第99条：海水の保護とは、法によって定められる範囲における海水、領海、隣接地域、経済海域、そ

してその中に存在する海洋資源の保全を含む。 
 

第 100条：漁業省(Ministerio de la Industria Pesquera)は、科学技術環境省及びその他の所轄機関・

組織と連携し、海域に存在する水産資源の持続可能な利用・管理を規制する。 
 

第 101条：漁業省及び水資源庁は、当該機関・組織と連携し、水域・陸域・海域生態系の機能に対す

る被害を緩和し、原状回復するために適切な措置を提案、調整する。 
 

第 102条：運輸省(Ministerio de Transporte)は、海上輸送・民間の航行事業及び港湾事業が、海洋・

沿岸資源及び港湾施設に害を及ぼすことなく実施されるよう、規制を設ける。 
 

第 103条：海底、その地層、またそこに存在する資源の探査及び採掘に向けた活動を実施する国家機

関・組織・団体、個人あるいは法人は、その環境、特に海域生態系に害を及ぼすことなく、その活

動を実施する。 
 

第 104条：海域での廃棄物処分はすべて、科学技術環境省の事前許可を必要とし、同省は所轄機関・

組織と連携し、本活動に関する事項を規定することができる。 
 

第 105条：農業省は、科学技術環境省と連携し、岩礁、水路、入江、浦、沿岸地帯、海辺、河口、そ

の他水産資源・海洋資源の避難場所となる場所、また他の天然資源の保護に役立つ場所にあるマン

グローブ林・その他の植生の管理を規制する。 
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第V章 陸域生態系 

第1節 土壌 

第 106条：土壌の利用あるいは開発を行う個人あるいは法人は、以下の規定に従わなければならない。 

a) 土壌の自然条件に適合し、物理的総体・生産能力を維持し生態系の均衡を乱さないという要求を

満足させる活動を行う。 

b) 浸食、塩化、その他地質・地形学的特性の劣化・変更を促すような行為の防止、是正に向けた当

該措置を講じる。 

c) 適切な土壌保全及び管理において、所轄当局と協力する。 

d) 土壌の特性、現在の利用及び将来の予測に応じて決定される保全及び回復を実施する。 

e) 環境に直接又は間接的に被害を及ぼす可能性のある活動を実施する時に、土壌の再生活動を実施

する。 

f) 土壌に関する国の基本法規、また所轄機関が土壌保全のために発布するその他法規に定める規定

を遵守する。 
 

第 107条：前条に述べられる規定の遵守は避けられないものであるが、以下において個々に定める規

定とは別である。 

a) あらゆる種類の環境影響評価 

b) 直接又は間接的な生産奨励措置の採用 

c) あらゆる種類の人間定住地の位置特定及び設計 

d) 保護地区の利用及び用途の決定 

e) 国土整備 

f) 流域管理 

g) 地質探査及び鉱山開発 

h) 土壌及び地下層を変質させるような掘削及びすべての活動 
 

第 108条：土壌汚染の防止及び管理のため、所轄機関・組織は以下の規定に即して行動する。 

a) 家庭、産業、農業廃棄物の発生、管理及び処理、また土壌あるいは作物を汚染する可能性がある

化学物質及びホルモンの使用において正しい方法を用いる、というすべての個人及び法人の義務。 

b) 土壌汚染を防止、管理すること、また家庭、産業、病院からの廃棄物の適切な 終処分を保証す

ることに特別の注意を払う。 

c) 所轄当局の事前の許可無く、都市及び農村の荒地、陸上交通路周辺部において廃棄物処理を行う

こと禁止する。 
 

第 109 条：農業省は、科学技術環境省、基本産業省(Ministerio de la Industria Básica)、砂糖省

(Ministerio del Azúcar)、その他の所轄機関・組織と連携し、農業・森林用地の管理、保全、改

良に関する法規の適用を統率、管理し、その遵守を監視する責務を負う。 
 
 

第 2節 流域 

第 110条：流域における環境管理は、現行法に従って行われ、天然資源及び環境の適切な保護と合理

的な利用を踏まえた経済社会活動の実施が保証されるような総合的管理に基づくものとする。 
 

第 111条：国家流域審議会(Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas)は、当該機関・組織と連携

し、特定の流域に関与する全ての個人あるいは法人の活動が、本法の原則及び目的を取り入れ、且

つ調和させるような活動となるための行動を実施する責務を有する。 
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第 3節 森林資産 

第 112条：森林資産を構成するものは、その所在位置あるいは所属には関係なく、天然林、人工林、

森林活動の用地、森林活動の条件を備えた伐採地、隔離又は集団で育成する森林種の樹木を指す。 
 

第 113条：森林はその機能、社会における役割、地理的位置を考慮し、農業省によって次のように類

別される。 

a) 生産林：合理的な開発及び利用を通じ、木材及びその他の森林産物として国家経済の必要性を満

たすことを主要な用途とする森林。 

b) 保護林：関連する再生可能な資源を保護するために永久に保存されるべき表面を有するもので、

これを損ねることなく生産活動の対象になることもできるが、その保護機能が常に優先される森

林。 

c) 保全林：その特性及び所在位置から、基本的には天然資源及び科学研究、装飾、環境一般の保護

用の資源を保全、保護するために役立つ森林。このような森林は永久に保存されなければならず、

そこでは利用のための伐採は許可されず、その主要機能の強化そして二次林産物の獲得のための

伐採のみが許される。 
 

第 114条：森林面積の削減は禁止する。例外的に閣僚評議会は、国の経済社会開発の必要性のため、

これらの地域に及ぼされる影響を許可することができる。 
 

第 115条：農業省は、所轄機関・組織と連携し、森林資産に関する規定の遵守を統率、監視し、森林

資源の保護及び合理的な利用に向けた必要な措置を講じる責務を負うが、これらの資源の保護に関

する内務省(Ministerio del Interior)の権限は別である。 
 
 

第VI章 野生動植物 

第116条：生物多様性に関し本法によって科学技術環境省に付与された権限とは別に、農業省及び漁

業省は、陸域及び海域の野生動植物の保護に関し、それぞれの管轄に従い、また必要な場合にはそ

の他の国家機関・組織の意見を聞き、以下の権限を持つ。 

a) 野生動植物の種及びその一次産物の取扱い、利用、移動、商品化を規制する基準を制定する。 

b) 野生動植物の保護に関する基準の管理、またその活動の奨励・インセンティブ制度の管理を提案、

実施する。 

c) 狩猟、漁あるいは採取の対象になり得る、また特別な管理の対象になるべき野生動植物の種を特

定し、それに基づいて一時的又は永久的禁猟・禁漁期間を定める。 

d) 海域又は陸域の季節移動種が通過、避難又は繁殖する生態系及び場所における管理規制を定める。 

e) 絶滅の恐れのある種又は危機に瀕している種を回復し安定させるため、特別な方法でそれらを保

護する。 

以上に述べられたことは、これらの資源の保護に関する内務省の権限を損なうことなく、有効であ

る。 
 

第 117条：科学技術環境省は、当該機関と連携し、絶滅の恐れのある、又は危機に瀕している野生動

植物の繁殖施設の設置・運営のために遵守が義務付けられる技術・科学的条件を定める。 
 
 

第VII章 大気 

第118条：大気保全を担当する、又は実施する活動が大気に影響を及ぼす機関・組織は、以下の規定



- 100 - 

に従って行動する。 

a) 大気汚染が制定された基準の許容限度を超えないことを保証する。 

b) 環境、特に人間の健康を守るため、また国が担う国際的公約を遵守するため、大気の質に関する

規制基準に従って大気の質を確保できるよう、人工・自然の固定・移動発生源の運転により発生

する汚染物資排出を減らし、管理する。 
 

第 119条：科学技術環境省は、保健省(Ministerio de Salud Pública)及びその他の所轄機関・組織と

連携し、以下の事項に関係する規定を制定し、又は場合によっては提案し、その遵守を監視する。

(訳注：スペイン語の原文は118条となっているが、前後の関係から日本語訳では119条とした。) 

a) 大気の質。 

b) 財、人間及び動植物に障害、害、劣化を引き起こし得る単独物質あるいは混合物質、粒子状物質

の許容濃度基準。 

c) オゾン層に影響を及ぼす、又は気候変動を起こすガスや粒子状物質の排出に関連する技術工程及

び技術輸入についての禁止、制限及び要求事項。 

d) 大気質及び汚染源のモニタリングシステムの設置、運転及び保守のための技術基準。 

e) 固定汚染源の一覧表及び記録の更新、その排出評価。 

f) 大気汚染による緊急事態に必要な予防・事後措置。 

g) 汚染物質の大気放出を著しく減少、変更させる、又は無にするような技術及び燃料を用いる活動

を奨励するため、促進・経済的インセンティブ制度を設置する。 

h) 当該処罰制度を適用するために必要な具体的事項。 

i) 本法の目的達成に必要と考えられるその他あらゆる基準。 
 
 

第VIII章 鉱物資源 

第120条：鉱物資源の開発は、いかなる個人あるいは法人による場合でも、以下の法規に従う。 

a) 鉱業活動は環境影響評価プロセスの対象となる。従って開発権所有者(concesionario)は、地質調

査段階を実施するために環境許可証を申請し、該当する場合は採掘・処理段階においても同許可

証を申請し環境影響調査を実施する義務を負う。 

b) 鉱業活動は、全国保護地区体系、陸域及び海域にある水、植物地層、野生動植物、景観及び環境

一般に直接又は間接的に引き起こす変質を 小限に抑えなければならない。 
 

第 121条：基本産業省は、鉱業活動及び鉱区に関して規制、管理する責務を負うが、法律によって他

の国家機関・組織に付与される権限が損なわれることはない。 
 

第 122条：鉱物資源の開発事業を実施する個人あるいは法人は、その活動によって劣化した地区、ま

たその活動に関係する地区及び生態系で被害を受ける可能性があるものを、鉱山法(Ley de Minas)

及び本法の規定に従って回復する義務を負う、若しくは、それがない場合には科学技術環境省、農

業省、基本産業省が定める条件に従って、環境保護に向けたその他の活動を行うことが義務付けら

れる。 
 

第 123条：鉱山水に関係する活動を行う個人あるいは法人はすべて、合理的な開発を保証し、枯渇あ

るいは劣化を回避するために、基礎産業省が出す評価及び判断に基づき、また必要な場合には疫学

的状況に関する保健省の意見を聞き、鉱床の能力、その自然回復力、水質の状態に合わせて活動を

調整する。 
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第124条：基本産業省は、その他の所轄機関・組織と連携し、鉱業医療用水及び泥の管理に向けた活

動の監督、実施を担当する。 
 
 

第 7編 エネルギー資源 

第125条：いかなる個人あるいは法人によるエネルギー資源の利用においても、実現が可能である限

り、再生可能なエネルギー源の利用、そしてエネルギーの保存及び効率的利用を奨励する設備、技

術、技術・組織的措置の使用が優先される。 
 

第 126条：エネルギー及びそのインフラストラクチャーの開発、エネルギーの輸送、変換、配給、貯

蔵、 終利用を行う個人あるいは法人は、土壌、水、大気への害を誘発しないこと、そして現行環

境基準の遵守を保証する技術を用いることが義務付けられる。 
 

第 127条：砂糖省、農業省、基礎産業省は、科学技術環境省その他の所轄機関・組織の意見を聞き、

エネルギー源としてのバイオマスの利用、またエネルギー源の効率的利用及び大気汚染減少を目指

すその他の代替技術の利用のための戦略を策定する。(訳注：スペイン語の原文は 126 条となっているが、

前後の関係から日本語訳では127条とした。) 
 

第 128条：基本産業省は、所轄機関・組織の意見を聞き、エネルギー資源の評価、利用及び保護に関

する規制を定める。 
 

第 8編 天災あるいはその他の大災害 

第129条：天災あるいはその他の大災害に関係する予防、準備、対策、回復活動は、市民防災対策シ

ステムに関連する法規によって規制される。 
 

第 130条：市民防災国家参謀本部は、市民防災対策の遂行を監視する機関であり、その権限及び役割

は、災害が引き起こす可能性がある人的損失、物的被害、その他社会、経済、環境面の動揺を防ぎ、

小限に抑えるため、国家機関・組織、経済団体及び社会組織の業務を計画、調整、管理すること

である。 
 

第 131条：科学技術環境省は、市民防災国家参謀本部と連携し、災害が環境にもたらす影響を 小限

に抑えることを目指す活動の計画、指導に参加する。 
 
 

第 9編 持続可能な農業に関する基準 

第132条：国民の適切な食物摂取及び農産物の輸出を保証するため、農業資源の将来の生産能力を保

存・改善し、そして生産は以下の規定に基づいて持続可能な方法で行う。 

a) 作物生態系の総合管理システムの開発。この中には土壌管理、生物多様性特に生産力のある多様

性、水、栄養素及びそのリサイクル、害虫及び病害の管理、適切な品種政策の策定などを含む。 

b) 環境汚染を 小限に抑えるような、現地の特性、条件及び資源に合致した生物・化学手段の合理

的利用。 

c) 土壌の劣化過程の進行を防ぐ又は抑える技術の使用を促し、環境的に適切な基準に従う耕地の準

備。 

d) 害虫及び病害を予防する総合的管理。この目的のための生物多様性資源の利用に特に配慮する。 

e) 現実的かつ客観的根拠に基づいて実施される適切な国土整備・計画の確立。この中で地域農牧業

活動はその地域の経済的・生態的条件に合致するようにする。 

f) 地域住民の伝統的知識及びそれを通じて得られた遺伝資源と科学技術の成果を統合し、生産シス
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テムの概念作り・開発・改良に地域住民が直接参加するよう促す。 

g) 生物多様性の保全及び環境に優しい農業実践を奨励し、土地及び天然資源の不適切な利用や非合

理な農薬使用を回避するような経済規制の仕組みの確立。 

これらの規定は、明らかな劣化過程が存在する可能性がある脆弱な生態系において特に適用される。 
 

第 133条：遺伝資源全般、特に植物遺伝資源は農業にとって重要であるので、個人及び法人はだれも、

｢現場｣及び｢現場外｣での保全形態をうまく両立させ、経済的に有用な種の遺伝学的減耗を防ぎ、そ

れらを適切に保全、利用する義務を負う。 
 

第 134条：農業省は、科学技術環境省と連携し、持続可能な農業に関する国家戦略を策定し、両省は

砂糖省と連携し、本編で定める規定の遵守の保証を目指した基準及び措置を統率、策定、管理する。 
 
 

第 10編 景観資源の持続可能な利用 

第135条：景観資源は、その保護を目的とする予防・事後措置の対象となる。 
 

第 136条：景観資源保護のための予防措置は、実施される行為が保護を必要とするもの全体と調和す

るよう保証することを目指している。このため、以下の活動が特に規定、管理される。 

a) 道路の設計及び建設 

b) 送電線、発電施設及び送電施設 

c) 空港及び港湾施設 

d) 森林活動 

e) 灌漑・排水施設、ダム、水路、上水道、表流水・地下水の水流調整 

f) 都市施設、娯楽・スポーツ・観光施設の位置決定及び建設 

g) 材料・原材料、くず、そしてあらゆる種類の廃棄物の保管及び運搬 

h) 景観の破壊、劣化、又は無関係な要素の混入を意味する、その他の工事あるいは活動 
 

第 137条：事後措置は、景観に及ぼされた被害を償い、できるだけ景観を回復又は改修することを目

指し、本法及びその補足規則の規定に従って講じられる。 
 

第 138条：科学技術環境省は、観光省(Ministerio de Turismo)、経済企画省、その他の所轄機関・組

織と連携し、景観資源の保護及び合理的な利用に必要な規定を制定する、又は場合によっては提案

する責務を負う。 
 
 

第 11編 持続可能な観光開発 

第139条：持続可能な観光開発は、天然資源の美的・娯楽的・科学的・文化的可能性、またその基盤

を成すその他の性質の天然資源の効果的な利用を、それら天然資源の保護と未来の世代に同じ又は

より多くの恩恵を与える保証とも調和させるように開発することに基づいている。さらに、国の文

化及びその地域的表現の尊重と地域住民のこれらの活動への参加もベースにおき、こうして人間生

活の質の向上にも貢献する。 
 

第 140条：保護地区における観光活動は、それぞれの管理レベルに応じて定められた規定に従って実

施される。観光活動が実施される地域が保護地区と宣言されていなければ、その活動を担当する機

関は、その地域の天然資源の保全計画を策定し、その遵守を留意する義務を負う。 
 

第 141条：観光省は、科学技術環境省、経済企画省、その他の所轄機関・組織と連携し、持続可能な

観光開発を保証するための戦略を策定する。 
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第 12編 自然環境に関連する文化遺産の保全 

第142条：当該法規における定義、宣言、規制に従った文化遺産は、自然環境との関連において、そ

の劣化又は破壊を引き起こす可能性がある工事あるいは活動により危険にさらされている文化資

産を救済又は保護するために、予防・事後措置の対象になる。それらの工事・活動には以下のもの

が含まれる。 

a) 登録された記念物だけではなく、周囲の歴史環境も尊重しなければならない都市の拡張・改造工

事 

b) 建造物の建設あるいは補修 

c) 幹線道路の敷設あるいは補修 

d) ダム建設及び送電線あるいは通信ケーブルの付設 

e) 液体及び気体の導管系の設置 

f) 新興住宅地、娯楽・スポーツ・観光施設の位置の決定及び建設 

g) 広告看板の設置 
 

第 143条：国家記念物委員会(Comisión Nacional de Monumentos)は、科学技術環境省の意見を聞き、

本編で言及する文化遺産に関する活動を実施することができる。 
 

第 144条：文化資産の｢現場｣での保存は、環境と歴史的継続性・絆を維持するため、優先事項とみな

される。 
 

第 145条：破壊あるいは劣化を防ぐために移動すべき重要な文化的建造物及び記念物は、元の位置及

びその自然、歴史、芸術的関係ができるだけ類似する場所あるいは集合体の中に置かれなければな

らない。 
 

第 146条：文化省(Ministerio de Cultura)は、科学技術環境省と連携し、その他の所轄機関・組織の

意見を聞き、自然環境に関連する文化遺産の保存を保証するために必要な措置を定める。 
 
 

第 13編 不利な環境要因に関連し、健康及び生活の質を守るためのその他の規定 

第I章 総則 

第147条：人間の健康に悪い影響を及ぼす又は及ぼす可能性がある、若しくは住民の生活の質を損ね

るような物質を放出すること、流し込む又は排出すること、廃棄物を処分すること、音、騒音、悪

臭、振動、その他の物理的要因を発生させることは禁止される。 

前段に定められる禁止事項に違反する個人あるいは法人は、現行法規に定められる条件の下に責任

を負う。 
 
 

第II章 重要な公益事業 

第148条：水資源庁は、人民権力地方会と連携し、飲料水の給水、下水道、廃水処理に関する事業を

指揮し、調整する。 
 

第 149条：保健省は、前条に言及される事業、固形廃棄物の収集及びごみ捨て場での 終処分に関す

る事業、その他地域社会にとって不可欠な公益事業において、環境保護、特に住民の健康及び生活

の質を保証する規定が遵守されることを確認する活動を実施する。 
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第150条：人間の定住地の建設、拡張、改装を開始するには、下水道網、必要なインフラストラクチ

ャー、その他当該の廃棄物処理方法の仕様を明確にし、使用済みの水、汚泥、固形廃棄物の処分計

画が国土整備計画において承認される必要がある。 
 

第 151条：経済企画省は、公共事業の統括機関として、この分野における確認・管理の行為を行うが、

その他の国家機関・組織に該当する権限及び機能が損なわれることはない。 
 
 

第III章 騒音、振動、その他の物理的要因 

第152条：保健省、労働社会保障省(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)、科学技術環境省

は、それぞれの省の権限の範囲で、また適切な調整を設けて、以下を目的とする措置を制定又は提

案する。 

a) 環境に及ぼす影響を規制するため、騒音許容水準の基準を制定する。 

b) 騒音や機械的振動の発生、その他熱エネルギー、光エネルギー、電離放射線、電磁場による汚染

などの物理的要因に関する原因あるいは発生源、性質、程度、規模あるいは頻度を特定し、その

環境影響及び排除又は軽減のために考慮すべき処置を決定する目的で、調査研究を行う。 

c) 騒音及びその他前項で述べられた物理的要因について、技術的プロセス及び技術の輸入に関する

禁止、制限、要求事項。 

d) 固定又は移動騒音によって起こる公害の人工発生源を明らかにし、その当該責任を示し、排除又

は軽減のために考慮すべき措置を決める。 
 
 

第IV章 危険・放射性廃棄物 

第153条：危険・放射性廃棄物の輸入には、科学技術環境省から事前に明確な許可を得ることが必要

であるが、同省は、許可を付与するためには、その輸入が国際的勧告及び現行国内規定に従って行

われ、又社会的に正当な根拠に基づいていることを要求する。 
 

第 154条：危険廃棄物の違法取引は、現行法規の定めに従い処罰される。 

 

第 155条：科学技術環境省は、所轄機関・組織と連携し、危険廃棄物の分類、管理、輸出に関する基

準を制定する。 
 
 

第V章 有毒化学薬品 

第156条：科学技術環境省は、所轄機関・組織と連携し、工業用及び一般消費用の有毒化学薬品の類

別、生産、貯蔵、保存、管理、取扱い、輸出入に関する規則を制定するが、特定の部類の有毒化学

薬品に関する内務省及び市民防災国家参謀本部の権限を損なうことはない。 
 

第 157条：保健省は、殺虫性の有毒化学薬品に関しては、農業省と共同で、また他の所轄機関・組織

と連携し、前条に言及される規定を制定する。 
 
 

第 14編 労働活動の実施における環境保護 

第158条：本法及びその補足基準は、営利目的の有無にかかわらず、また労働活動の性質、実施され

る環境、事業所及び職位の特性、使用又は採用される機械、要素、装置、手順とは無関係に、労働

活動が実施されるすべての施設及び地域に対して適用される。 
 

第 159条：本法の目的のため、施設あるいは地域とは、常時、偶然、一時、臨時的に人が物理的に存
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在する場所で、あらゆる性質の作業が実施されるすべての場所、また労働上の理由で人がとどまる、

出席する又は集らなければならないあらゆる種類の保管所及び付属建築物をさすものと理解され

る。 
 

第 160条：雇用者はすべて、労働者の健康・生命に影響を及ぼさない又は危険にさらさないような環

境条件を確保し、環境と調和した労働活動を実施し、さらに適切な保護手段も保証する義務を負う。

雇用者は、前述の義務の不履行によって発生した損害あるいは被害を償う義務を負う。 
 

第 161条：雇用者は、環境保護のため、また労働者及び周辺住民の健康・生命を守るための予防・管

理対策を採用し、実施しなければならない。特に以下に関して留意すること。 

a) 建築物及び作業区域の建設、調節、設備設置。 

b) 労働環境の危険の予防、修正のための全設備の良好な保存、使用、機能状態。 

c) 定期的に適切な清掃及び消毒を行い、健康にとって危険となるごみや廃棄物の蓄積を防ぐ。 

ch) 規定の保護措置を講じて危険物質を保管する。 

d) 労働者を教育し、事業所の環境危険に関して取るべき予防措置を示す通知を見える場所に掲示す

る。 
 

第 162条：環境保護に関する規定の遵守を要求、管理することを目指した行動をとることは、すべて

の労働者及びその組合組織の権利及び義務である。 
 

第 163条：科学技術環境省、労働社会保障省、保健省は、各省の権限の範囲内で、キューバ労働者中

央連合(Central de Trabajadores de Cuba)及び全国小規模農業生産者連合(Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños)と連携し、本章で定める事項の遵守を保証するために必要な活動を、場合

に応じて調整、制定、実施する。 
 
 

暫定条項 

第 1条：1981年 1月 10日付け法律第33号を補足するものとして制定された法規は、本法に反しない

限り、その効力を維持する。本法の発布より二年以内に、所轄機関は、科学技術環境省と連携し、

必要な場合には前述の法規の当該修正案を閣僚評議会の検討に付す。 
 

第 2条：本法の発布より180日以内に、科学技術環境省は、本法に述べられたところに従って適用さ

れる行政違反及び刑事規定に関する当該案を閣僚評議会に提出する。 
 
 

特別条項 

第 1 条：本法の規定を適用することによって発生する争議の解決は、人民 高裁判所政府審議会

(Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular)の定めに従って、人民裁判所経済法廷(Salas 

de lo Económico de los Tribunales Populares)の責務となるが、ここで対象となる民事、刑事、

行政訴訟、行政違反問題が本来の管轄区域において解決される場合は別である。 

第2条：国家環境検査、環境許可証及び環境影響評価に関し、本法第2編第III、IV、VI章によって

科学技術環境省に付与される権限が、革命軍事省(Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias)、あるいは内務省の、又は両省に関係ある地域あるいは活動に関して行使される

場合は、これらの省の間で調整されるが、本法に定められるところを考慮することが損なわれるこ

とはない。 

第3条：科学技術環境省は、閣僚評議会執行委員会を通じ、キューバ共和国叙勲制度において国内外
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の環境保護及び改善に効果的に貢献したことを証明するキューバあるいは外国の個人あるいは法

人の表彰が考慮されるよう、国家評議会(Consejo de Estado)に提案する。 

第4条：科学技術環境省は、所轄機関・組織への事前の諮問を通じ、本法に盛り込まれた技術用語の

定義を決める責務を担うが、この目的のために、本法の発布より 180 日以内に、国家機関・組織、

関連組織及び団体、一般市民に普及させるべき用語集を作成する。 
 
 

終条項 

第 1条：閣僚評議会は、必要な場合には、本法の 良の適用のために必要とされ得る補足規定を定め

る、若しくは所轄機関・組織によって定められることを提案するが、このためには 高三年間の期

限が与えられる。 

前段に定められた期限は、特定の機関・組織が制定の責務を負う、本法に言及される規定の適用に

も当てはまる。 

第 2 条：1981 年 1 月 10 日付け法律第 33 号｢環境保護及び天然資源の合理的利用に関する法｣(De 

protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales)、1990 年 1 月

18 日付け政令第 118 号｢国家環境保護制度及びその統括機関の構成、組織及び機能｣(Estructura, 

Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y su 

Órgano Rector)は廃止される。 

第3条：本法は、キューバ共和国官報に公布された時より発効する。 

 

1997年 7月 11日、ハバナ市、コンベンションセンター、人民権力全国議会会議室にて 
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資料6 労働法典(Código de Trabajo)仮訳 

キューバ共和国人民権力全国議会(Asamblea Nacional del Poder Popular)フラビオ・ブラボ・パ

ルド議長 

第 2 期第 7 通常国会に相当する 1984 年 12 月 28 日に開催された人民権力全国議会定例議会におい 

て、以下について承認されたことを通知する。 

理由： 数え切れない闘争の後、革命によって得た労働請求を正式に認める労働法典を整備するこ

とは、革命で勝利する以前から労働者階級にとっての年月を経た強い願望であった。 

理由： 革命の勝利後、労働者と農民の国家(Estado de Obreros y Campesinos )は、労働に関する

各種の法規定により、労働法(Derecho Laboral)にかかわる様々な機関に社会主義の基準を徐々に

導入していったが、現在は、労使関係を統制する原則をまとめた法規定が必要とされている。 

理由： キューバ共産党第 2 回大会により承認された社会主義経済のガイドラインは、労働法典の

作成を課題として示している。この課題に関する問題は、我が国の社会主義的な労働法に関して達

成された進展及び同労働法が生産力の向上と社会主義的生産関係の改善において積極的な役割を

果たしていることを考慮して、労働者中央連合(Central de Trabajadores)の第 14 回及び第 15 回

大会で前向きな意見が述べられた。 

理由： 労働法典は、権力を得た労働者階級の意志を表現したものとして、資本主義時代の長い闘

争の歴史によって労働者が勝ち取った、そして社会主義革命の勝利後に獲得できた労働にかかわる

権利と恩恵に関する法的保証を高め、また、労働者の権利を確保するものであり、社会にその役割

が示されると、その作成にあたり、議会においてこの文書を分析・協議した国家機関及び労働組合

の専門家や200万人以上の労働者の見解や提案が尊重された。 

理由： 生産性と効率の向上及び労働規律の強化への寄与ならびにイデオロギー水準や労働者の労

働教育の向上を目指して労使関係の全て若しくはその大部分において適用される規定のうち、明ら

かに不変性が高いものをまとめた労働法典は、労働法の体系化という社会主義的原則に適合する。 

したがって、人民権力全国議会は、以下の法律第49号に合意する。 

 

第 1章： 基本原則 

第 1節： 労働法(Derecho Laboral)の基本 

第 1 条 - キューバの労働法は、労働者と農民の国家及び社会主義の構築段階におけるその他の肉体

的・知的労働者による独自の生産関係に基盤をおくもので、基本的生産手段に関する全国民の社会

主義財産と人間による人間の搾取の廃止に基づく経済制度、ならびに『各人は能力に応じて働き、

その労働に応じて受け取る』という社会主義分配の原則により統制される。 

第 2 条 - キューバの労働法は、本労働法典及び各種法律、政令、法令及び決議に含まれる補足的法

規により構成される。この労働法典において法律と言及する場合は、補足的法規を構成する全ての

規定を含むものとする。 

第 3条 - キューバの労働法を統制するのは、以下の基本原則である。 

a) 労働は、国民にとって権利であり、義務であり、また名誉の動機となる。 

b) 就労可能な全ての国民は、人種、肌の色、性別、宗教、政治的意見、出身地もしくは社会的身

分に関係なく、仕事を得る機会を有し、その仕事により社会の目的に寄与するとともに各人の欲求
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を満足させることができる。 

c) 労働は、経済及び社会の需要、労働者による選択、その適性及び能力に応じて与えられる。 

ch) 人は、その功績と能力に応じて任務・職に就き、同じ労働に対して同じ賃金を受け取る。 

d) 労働には、その質と量に応じて、報酬が与えられる。 

e) 労働者は全て、現行法規に従い、自らの意志で結束して労働組合を設立する権利を有する。 

f) 労働者は全て、生産及びサービスの管理に関与する権利を有する。 

g) 労働者は全て、毎日の休憩、週休、及び年次有給休暇を実質的に享受する権利を有する。 

h) 無報酬で社会全体のために行う自発的な労働は、国民の共産主義意識を形成するものとして認

められる。 

i) 労働者は全て、労働条件の体系的な改善と、特に業務上の事故や疾病を防止するための適切な

対策の適用により、作業の保護・安全・衛生に関する権利を有する。 

j) 労働者は全て、法律が規定する特別な便宜を伴う教育を受ける権利を有する。この教育は、各

雇用機関における成人教育、職業技術教育、労働技術研修の計画や労働者向けの高等教育講座を通

じて受けることができる。 

k) 年齢、障害、病気もしくは業務上の事故により働くことができない労働者は全て、社会保障制

度のサービス・現物・金銭での給付により、適切な保護を受ける。労働者が死亡した場合、法律の

定めるところに従い、この保護はその家族が受けるものとする。 

l) 女性に対しては、社会的労働への参加を可能にする、その身体的･生理的条件に見合った職が与

えられる。また、妊産婦に対する有給休暇が出産の前後に与えられ、また、妊娠・出産により必要

となる病院医療サービスや医薬品・病院食の無料給付が行われる。 

ll) 例外的に労働に参加する青少年は、正常な身体的・精神的発達ならびに適正な文化的・職業的

訓練のために特別な保護を享受する。 

m) 労働者は全て、各人の仕事における担当業務を然るべく遂行し、労働規律を守り、作業にかか

わる物品、手段または器具を大切にしなければならない。 

第 2節： 労働法典の目的と適用範囲 

第 4 条 - 労働法典は、作業の生産性と労働効率性の向上、労働規律の強化、社会主義合法性の枠組

みにおける労働者の権利の実現、生活水準の向上及び義務の遂行の実現に向けた法的保証の確立に

寄与するため、キューバにおける法的労使関係を統制することを目的とする。 

また、社会主義労使関係の改善及び発展に寄与する。 

第 5 条 - 本法典において統制される法的労使関係とは、労働契約もしくはある仕事または任務の遂

行のための指名により、あるいは特定の職務を行うために選任された結果として生じた労働者と雇

用機関との雇用関係から発生するものである。こうした労働に対しては、それぞれの場合において

定められた報酬を受ける。 

第 6 条 - 本法典の規定は、国内に所在する各機関とキューバ国民もしくはキューバに永続的に在住

する外国人の間に存在する法的労使関係を統制する。また、事前の許可を得て国外で働くキューバ

人労働者との関係も統制する。ただし、特別法規もしくは二国間協定において彼らに対する他の制

度が定められている場合を除く。極めて異例の特徴をもつ活動の特性に対しては、必要に応じて、

本法典の規定を法律で調整する。 
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第3節： 雇用機関 

第 7条 - 本法典の適用にあたり、雇用機関とは以下のものを指す。 

a) 国家中央行政機構(Administración Central del Estado)の各組織、国家機関、または、場合によ

り、これらの行政支局及びその他予算配分された団体。 

b) 国営企業及び国営企業の各種連合。 

c) 政治組織・社会組織・大衆組織に属す企業及び団体。 

ch) 農牧生産協同組合及び同組合のメンバーではない労働者に関する組織。 

d) 賃金労働者に関する民間部門の企業及び経営者。 

e) 労使関係を成立させるための法的能力を有するその他機関。 

第 8 条 - 雇用機関の長、その他各部署の幹部及び職員は、各々の生産もしくはサービスにかかわる

計画から派生する任務を遂行し、また遂行させるとともに、当該労働者が も高い経済効率性で作

業を行えるような条件を作り出す義務を負う。 

この目的のために、雇用機関の幹部は、同機関の組合組織と連携して取り組まなければならない。 
 

第 9 条 - 雇用機関の長は、同機関の名において、これを代表して行動し、法律に規定されるところ

に従って、その権限の一部を部下である幹部に委譲することができる。 

第10条 - 雇用機関の長は、同機関の労働者全員及び部下であるその他幹部及び職員に対し、社会主

義合法性の枠組みの中で、作業指示を与える権限を有する。 

第11条 - 雇用機関の幹部は、以下を目指した対策をとらなければならない。 

a) 労働力及び作業にかかわる物品、手段または器具を合理的に利用する。 

b) 生産性と労働効率性を向上させるために、労働組織及び作業基準の設定を継続的に改善する。 

c) 労働条件を体系的に改善し、労働の安全衛生に関して適用される規則や基準を遵守する。 

ch) 当該活動において優れた実績を得ることに対する労働者の物質的利益を高めるため、それぞれ

の権限の範囲内で常に作業の質と量に対する支払いを行う。 

d) 労働政策と賃金政策の正しい適用を保証する。 

e) 適切な労働規律の遵守を確保する。 

f) 労働者に対して法律が定める社会保障の支払いを行い、労働者に対し、また労働者が死亡した

場合はその家族に対して社会保障の恩恵を実現させるために所定の手続きを行う。 

g) 雇用機関の資源を用いて、労働者の職業技術訓練及び職業レベルの体系的向上を確保する。 

h) 原材料、資材、エネルギー、水及び可能な限りの資源の節約を目指したあらゆる対策の適用を

保証する。 

i) 改革者(innovadores)、合理化推進者(racionalizadores)、青年技術者派遣団(brigadas técnicas 

juveniles)及び作業の 適な進捗に寄与しうるその他組織の仕事を促進・支援する。 

第12条 - 新規労働者、特に若者の労働人生の開始は、労働意識の向上及び労働規律の強化のために

極めて重要な出来事である。それゆえ、上記労働者の採用過程を通じて、雇用機関の経営管理部門

は、以下の事項を行わなければならない。 

a) 労使関係に付随する権利と義務について伝える。 

b) 労働活動において遵守すべき労働の安全衛生にかかわる要件について教育する。 

c) 特定の労働活動において訓練を行う。 

ch) 当該機関の組織、機能、事業計画、構成ならびにその幹部の概要について伝える。 
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この責務において、雇用機関の経営管理部門は、組合組織及び政治組織の支援を要請しなければな

らない。 
 

第 4節： 組合組織 

第 13条 - 肉体的労働者、知的労働者にかかわらず全ての労働者は、事前に承認を得る必要なく、自

らの意志で結束し、組合組織を設立する権利を有する。 

労働組合は、労働者の利益と権利を守り、労働者の生活と労働の条件改善を目指す。 

第14条 - 労働者は、自分たちに影響を与える全ての問題若しくは事項に対して、参集・協議し、自

らの意見を自由に述べる権利を有する。 

第15条 - 各労働組合及び各労働組合が任意で加入する労働者中央連合は、そのメンバーが民主的に

協議・承認した原則、定款及び規則に則って統制され、活動を行う。 

第16条 - 全国の労働組合及び労働者中央連合は、以下の権利を有する。 

a) 国家経済の発展にかかわる国家計画の作成・実施に関与する。 

b) 労働者の権利を守り、彼らの仕事と生活の条件改善を支持する。 

c) 総合的な経済効率性の向上、生産と生産性の拡大、コストの低減、労働規律の強化に向けた活動を

展開し、新しい社会の構築という作業・活動を行うため、労働者集団を動員する。 

ch) 社会主義的競争を組織・主導する。 

d) 労働審議会(consejos de trabajo)の選挙を準備し、その機能を監視するとともに、構成メンバー

の研修を行う。 

e) 必要となった奉仕活動を組織する。 

f) 労働、社会保障及び労働の安全衛生に関する法規の遵守を要求・管理する。 

g) 文化向上、労働者の娯楽と休養の促進、及びスポーツ・芸術・文化活動への参加を推進する。 

h) 仕事及び生活全般における労働者の社会主義行動を強化する。 

i) 労働者の技術的向上及び職業訓練に向けた活動を支持し、これに協力する。 

j) 団体労働協約のガイドライン作成に関与する。 

k) 改革者・合理化推進者の運動や青年技術者派遣団を通じて、労働者の自発性を発展させる。 

l) 長期勤続を奨励し、仕事上の成功を目指して労働者及び労働者団体を奮起させ、場合に応じて、イ

ンセンティブや勲章を授与するためにその労働者や団体を推薦する。 

ll) その他、法律が保証する権利。 

労働者中央連合の事務局長は、閣僚評議会(Consejo de Ministros)及びその執行委員会の会議に参加

する権利を有する。労働者中央連合の全国委員会は、各種法律を提案することができる。 

一方、全国の労働組合それぞれの事務局長は、労働者の労働問題に関するテーマが扱われる際に、国

家中央行政機構の該当する組織の幹部会に参加する権利を有する。 

第17条 - 雇用機関の組合組織は、以下の権利を有する。 

a) 経営管理部門に対し、労働者を代表する 

b) 当該機関の幹部と共に、団体労働協約の作成・署名に関与し、その遵守を監督する。 

c) 労働組織、賃金及び労働条件にかかわる分野において、施策の導入･改善に関与する。 

ch) 勤務時間の設定に関与する。 

d) 労働、労働の安全衛生及び社会保障に関する法規の遵守を要求する。 

e) 職制とその編成において採用すべき形態の決定に関与する。 

f) 労働者の技術能力の評価に関与する。 
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g) 労働者の申請により、労働紛争を解決する機関に対して労働者を代表する。 

h) 労働者の娯楽と休養の向上及びスポーツ・芸術・文化的活動への参加を推進する。 

i) 労働の安全衛生に関するシステム(Sistema de Protección e Higiene del Trabajo)の開発に関与

する。 

j) 労働者の文化的・イデオロギー的向上に対応し、これを育てる。 

k) 労働者の技術的向上及び職業訓練に向けた活動を支持し、これに協力する。 

l) 労働者による毎日の休憩・週休・年次有給休暇の享受が遵守されるよう要求する。 

ll) その他、法律が保証する権利。 

第18条 - 国家雇用機関の組合組織はさらに以下の権利を有する。 

a) 技術経済的計画(Plan Técnico-Económico)の作成･実施に関与する。 

b) 企業及び経営管理部門の幹部会に参加する。 

c) 当該機関の幹部の協力により、社会主義的競争を組織し、その成果の分析を行い、個人・団体への

インセンティブの授与を決定する。 

ch) 当該雇用機関の経営管理部門とともに、物質的・個人・団体のインセンティブの資金の配分を決

定する。 

d) 経済計画主導システム(Sistema de Dirección y Planificación de la Economía)の方法と手続き

の普及と改善に関与する。 

e) 新たな技術やテクノロジーを生産に取り入れるため、改革者・合理化推進者の運動や青年技術者派

遣団により推進される計画の作成に協力する。 

f) 雇用機関の管理運営部への労働者の個別参加を実現する。 

g) 必要な奉仕作業を組織する。 

h) その他、法律が保証する権利。 

第19条 - 組合組織の幹部は、その職務を遂行するために必要な保証を享受する。したがって、雇用

機関の経営管理部門は、組合業務が法律及び団体協約に則って行われていれば、その実施を理由と

して同幹部を転勤させたり労使関係を終了させたりすることはできない。 

第20条 - 雇用機関の幹部は、労働者の活動のために、建物、施設、建造物、庭、公園及びその他当

該雇用機関の財産の一部を成す施設について、かかる目的のために定められる基準の範囲内で、そ

れぞれの組合組織へ無償で便宜提供しなければならない。 

第21条 - 各経済部門の労働者は、自らが勤務する国家雇用機関の経営に積極的かつ意識的に参加す

る。 

これには、個人及び団体で参加できる。個人での参加は、生産もしくはサービスにかかわる会議及

び代表者の会議において広く見られる。団体での参加は、組合組織を通じて労働者の代表として派

遣される。 
 

第 2章： 労働契約 

第 1節： 総則 

第 22条 - 労使関係は、雇用機関の経営管理部門と労働者が結ぶ労働契約により正式に成立する。特

定の職務遂行のために労働者を指名もしくは選出することによって成立した労使関係は、これが明

示されている場合、本労働法典と法律に定めるところにより統制される。 

第 23 条 - 雇用機関の経営管理部門は、自らの職務遂行のために必要な労働者を直接募集・契約し、

法律が定めるところに従って、欠員がある職もしくは新たに創設された職に就く労働者を選出する
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際に、同機関の組合組織を参加させることができる。いずれにせよ、締結する労働契約について同

組織に報告を行うものとする。 

しかしながら、国は、契約にあたり、雇用関係にない中等･高等レベルの新卒者、社会奉仕に就いて

いる者、ソーシャル・ワーカーとみなされる者及び法律が定めるその他人物を、法律に定める人数

で雇用機関に割り当てることができる。 

第24条 - 労働契約により、一方の当事者である労働者は、所定の仕事または任務において作業を行

い、労働規律にかかわる基準を遵守することを約束し、他方、雇用機関の経営管理部門は、当該労

働者に賃金を支払い、法律、団体労働協約及び当該雇用機関の就業規則が定める労働条件及び労働

上の権利を保証する義務を負う。 

第25条 - 労働契約は、本労働法典、法律及び当該機関の団体労働協約に定めるところと一致してい

なければならない。したがって、これらに反する契約条項は全て無効とする。 
 

第 2節： 労働契約を結ぶための資格 

第26条 - 労働契約を結ぶための資格は、17歳で取得できる。 

例外的に、法律が求める要件を満たしている場合に限り、15 歳及び 16 歳の青少年も労働契約を結

ぶことができる。 

第 27 条 -中等・高等レベルの国家教育制度の正規学生で雇用関係にない者は、法律が認める場合に

限り雇用もしくは指名されうる。 
 

第 3節： 契約締結の形式 

第28条 - 労働契約は、書面によって締結されなければならない。雇用機関の経営管理部門は、労働

契約の写しを当該労働者に提供する義務を負う。 

しかしながら、例外的に、収穫やサービスといった緊急の場合や、法律が認める同様の性質のその

他状況においては、契約が口頭でなされることもある。ただし、90日を超えることはできない。 

労働契約が書面によって正式に為されない場合、労使関係は、労働者が仕事を行っており、雇用機

関の経営管理部門がこれ認知し反対していないという事実により成立していると推測される。 

 

第 4節： 契約の種類 

第29条 - 労働契約は、無期限、一定期間、もしくは一つの作業あるいは工事の実施のために締結す

ることができる。 

第 30 条 - 無期限の労働契約は、なんらかの活動において恒常的な仕事を展開するために締結され、

契約終了日は示されない。 

第31条 - 一定期間の労働契約は、一時的もしくは緊急の仕事を行うために締結される。しかしなが

ら、所定の要件を満たす場合、国際的使命の遂行、軍への動員、妊産婦の休暇、病気または事故、

拘禁または6か月未満の収監、公的任務を行う配偶者への付き添い、合法的に認められた休暇、あ

るいは例外的に法律上認められたその他の理由で欠勤している労働者の代わりを務めるため、恒常

的な仕事を行うために一定期間の労働契約を結ぶこともできる。 

一定期間の労働契約には、契約終了の日付が示されていなければならず、国家労働社会保障委員会

(Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social)が定める例外の場合を除き、契約期間は3年を

超えてはならない。 
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第32条 - 一つの作業あるいは工事を実施するための労働契約は、所定の活動を行うために締結され、

この活動が終わると契約も終了する。厳密に個別の契約で、一時的な作業のためにのみ締結するこ

とができ、所定の賃金レートに従って支払いが行われる。 

第33条 - 特別な場合に、社会奉仕、訪問労働、特別な扱いが必要なその他重要な仕事を行う中等・

高等レベルの卒業生と締結する契約は、各機関及び労働者中央連合と連携して、国家労働社会保障

委員会が定める規則により統制される。 

見習い契約は、本法典及び法律に含まれる規定により統制される。 

 

第 5節： 試用期間 

第 34条 - 雇用機関は、労働者に対し、30日を超えない試用期間を求めることができる。 

この試用期間は、中等または高等レベルを持つことが必要とされる仕事の場合、もう30日延長され

うる。 

 国家労働社会保障委員会が例外的に認める場合、試用期間は180日まで可能となる。 

 海上労働者の場合、試用期間は 初の漁または渡航が続く期間まで延長されうる。 

第35条 - 試用期間中の労使関係は、かかる目的のために署名される文書により成立する。 

第36条 - 試用期間中、いずれの当事者も労使関係を終了させることができる。 

試用期間が満了し、当事者双方が反対の意を表明しない場合、法律が定めるところに基づき、同意

された条項で労働契約が正式に成立される。 

 

第 6節： 労働契約の内容 

第37条 - 書面による労働契約には、少なくとも以下の細目が含まれていなければならない。 

a) 雇用主の名前、姓、住所、及び出頭した資格。 

b) 労働者が就く予定の仕事または任務及び詳細に述べた作業内容。 

c) 労働の安全衛生に関する条件。 

ch) 作業を行うべき場所。 

d) 1日の労働時間及び勤務時間。 

e) 賃金の額と支払いの場所、時期及び方法。 

f) 当該契約の発効日。 

g) 一定期間の契約の場合、その終了日。 

h) 適性に関する特定条件。 

i) 一つの作業または工事の実施のための契約の場合、行う作業の内容。 

j) 契約当事者双方の署名。 

 

第 38 条 -当事者双方の意思が一致した場合、職が変わった場合、団体協約の条項による場合、もし

くは法的措置による場合、労働契約の条項は変更されうる。 

変更が全ての法的効果に対して有効となるために、当事者双方が当該労働契約に添付する文書に署

名を行う。 

第39条 - 仕事または任務の変更、当該活動の性質の変更、団体協約の改正の結果として経営管理部

門の意思により変更しようとする場合、もしくは新たな法律により労働契約を変更しようとする場

合で、労働者が条項のいずれかの内容に同意しないとき、当該契約書の添付文書には署名を行わず、

労働紛争を解決するために管轄機関に異議申し立てを提出する。 
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提出された異議申し立てが解決されるまで、雇用機関は、これまで効力があった条件で、または労

働者が同意しないため正式に成立しなかった文書に記載される新たな条件のもとで労働者を保持

する権限を有する。 

現行の法規がかかる目的のために定める期間内に管轄機関に対してこの異議申し立てが提出されな

い場合、労使関係は無効となる。 

 

第 7節： 他の職務への異動 

第40条 - 転勤によって、労働者は当該雇用機関・その事業所・従属機関または配属支局の中で、雇

用機関の経営管理部門または労働者自身の都合により、ある職から別の職へと一時的もしくは永続

的に異動する。 

第41条 - 生産またはサービスの必要性により永続的な異動を行うには、当該労働者の明確な同意が

必要となる。 

第42条 - 緊急事態においては、業務の停滞を避けるため、もしくはその影響や経済への深刻な損害

を排除するため、同等もしくは異なる資格の他の職へ労働者を一時的に異動させることができる。

この異動は、労働者の同意なしに年間 60 日を超えることはできず、当該労働者に対する賃金への

影響があってはならない。 

第 43 条 -作業工程の中断、労働者に対する評価の低下、再編成、組織改変、合理化、部分的障害、

もしくは懲戒処分により行われた労働者の異動は、法律に定めるところに従う。 

 

第 8節： 労使関係の中断 

第44条 - 労使関係の中断により、当事者双方の間の雇用関係は消滅することはなく、一時的に労働

契約のなんらかの効力が停止される。 

第45条 - 法的措置、管轄当局により科された懲戒処分、もしくは不可抗力により労使関係の中断が

発生した場合、労働者は、契約の対象となった労働を行うことができない。 

労使関係は、これを中断させた原因が取り除かれることで労働者が労働に加わる際に再開される。 

 

第 9節： 職制 

第 46条 - 雇用機関の経営管理部門は、同機関の組合組織と事前に合意の上で、労働者の勤続年数の

長さ、もしくは、経営管理部門と労働組合との間で制定された特別な指標により決定した順に、労

働者の職制を編成する。 

この職制は、法律が定める例外の場合を除き、欠員のある職または新たに創設された職を補充する

ために労働者が選出の対象になっている場合、労働条件や交替勤務を選択する際の優先順位を決定

する。 

また、同等の資格のある労働者について、他施設での雇用可能宣言(declaración de disponibilidad)

を決定する際にも、この職制が考慮される。|(訳注：キューバでは雇用機関である職が不要となり

そこについていた人を本人の責任とは無関係に解雇する場合、雇用機関はこの宣言を公表し、その

人の就職先を探す努力をしなければならない。) 
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第10節： 労働者の評価 

第 47 条 -工員、事務員及びサービス員という職業分類の職に就くための労働者の能力評価は、雇用

機関に設立されている評価委員会あるいは、場合に応じて、中間レベルで、経営管理部門と該当す

る組合組織の代表者及び評価の対象となる専門職における有能な労働者により構成される委員会

が担当する。 

上記職業分類の労働者で評価の要件から除かれる場合については、法律で定める。 

技術職に就く労働者は、その業務成績に基づき、組合組織と連携して雇用機関の経営管理部門によ

り評価される。 

 

第 11節： 労働契約の終了 

第48条 - 労働契約は、以下の一般的理由により終了する。 

a) 当事者双方の合意。 

b) 当事者いずれかの意思。 

c) 兵役遂行のための労働者の招集。 

ch) 一定期間の契約の場合、定められた期間の満了。 

d) ある作業のために結ばれた契約の場合、その契約の目的である作業の完了。 

e) 労働者の定年退職。 

f) 労働者の死亡。 

g) 雇用機関が消滅し、他のいかなる機関にも代位が存在しない場合。 

第49条 - 労働者が自らの意思により契約を終了させる場合、その労働者は、それぞれの契約の種類

に対して定められた予告期間内に、当該雇用機関の経営管理部門に書面でこれを通知する義務を負

う。 

第50条 - 無期限の契約では、労働者の意思による契約終了は、以下の期間が経過したときに実現す

る。 

a) 賃金表のⅠ及びⅡグループに含まれる仕事に就いている工員、事務員もしくはサービス員の場

合、15日間。 

b) 賃金表のⅢ、Ⅳ及びⅤグループに含まれる仕事に就いている工員、事務員もしくはサービス員

の場合、2か月間。 

c) 賃金表のⅥ、Ⅶ、Ⅷ及びⅨグループに含まれる仕事に就いている工員、事務員もしくはサービ

ス員、及び中等レベルの資格を要件として求める任務に就いている者の場合、3か月間。 

ch) 高等レベルの資格を要件として求める任務に就いている者の場合、4か月間。 

ハバナ州及びハバナ市では、異なる予告期間を定めることができる。 

第51条 - 一定期間の契約もしくは一つの作業または工事実施のための契約の場合、労働者側による

予告期間は15日間とする。 

第52条 - 本法典の第50条及び第51条に示す期間は、労働者が雇用機関の経営管理部門に書面を提

出した日の翌日から起算される。 

予告を受け取ると、雇用機関は、上記期間が終了する前に労働者からの申請を受理することができ

る。 

労働者が、予告期間の終了前に職場を離れた場合、本法典第158条第b)項に定めるように、労働規

律違反とみなされる。 
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第53条 - 以下の理由によって、雇用機関の経営管理部門の意思により労働契約は終了する。 

a) 労働者に業務を実施する能力がなく、これが然るべく証明された場合。 

b) 当該契約に明確に定めた条件が満たされず、割り当てられた仕事または任務に就くための適性が労

働者に欠けている場合。 

c) 労働者の他施設での雇用可能宣言が発令された場合。ただし、他に行える業務がない場合、あるい

はあっても当該労働者が受け入れない場合に限る。 

ch) 労働者に部分的障害があり、当該雇用機関内に同労働者を配置する可能性がなくなった場合。 

d) 労働者が、労働規律違反により正式に罷免された場合。 

e) 確定判決もしくは公安措置により、禁固刑が科された場合。どちらも、6か月を超える場合に限る。 

f) 無給の育児休暇期間が終了し、女性労働者が仕事に復帰しない場合。 

g) 一定期間の契約もしくは一つの作業または工事の実施のための契約の場合で、確定判決により禁固

刑が科された場合。 

c)項及びch)項の場合は、労使関係が終了した時点で、労働者は、法律が定める保護を受ける。 

第54条 - 労働者の無能、適性の欠如、部分的障害または他施設での雇用可能宣言発令といった理由

により無期限労働契約を終了する場合、雇用機関は、退職実施の 30 日前に当該労働者に対して書

面で通知しなければならない。 

上記期間中に、雇用機関の経営管理部門は、生産またはサービスを提供しうる可能性の範囲内で、

労働者に対して新たな職に就けるよう便宜を与えなければならない。 

第55条 - 一定期間の契約もしくは一つの作業または工事の実施のための契約が当初の期間より前に

終了する場合、経営管理部門は、15日前に当該労働者に対して書面で通知しなければならない。 

第 56 条 - 無期限の契約において、雇用機関の経営管理部門は、以下の場合、第 53 条 a)項、b)項、

c)項及び ch)項に述べる理由により自らの意思で労働契約を終了する決定を労働者に通知すること

はできない。 

a) 報酬の有無にかかわらず女性労働者が出産休暇をとっている期間にある場合。 

b) 一般的な理由または業務上の疾病もしくは事故により、労働者が一時的就労不能期間にある場合。 

c) 国際的使命、軍への動員もしくは経済的・社会的な他の使命を遂行している期間にある場合。 

ch) 年次有給休暇を取得している期間にある場合。 

d) その他、法律が明確に認める場合。 

上記各項に該当する労働者は、当該雇用機関が消滅し、他に代位する機関が存在しない場合、法律が

定める保護と保障を受ける。 

第57条 - 構造改革や制度改革、技術・テクノロジー・組織上の改変、生産性の向上、雇用機関及び

その事業所または支局の合併あるいは法律に定めるその他理由の結果として、職が消失した場合、

労働者の他施設での雇用可能宣言発令を決定することができる。 

第58条 - 他施設での雇用可能宣言が発令された場合、同じ能力の者に対しては勤続年数が考慮され、

同じ能力及び勤続年数の者に対しては、年齢が上の労働者が上位の権利を有する。かかる目的のた

めに、法律が定める評価手続きを通じて、労働者が示す能力が考慮される。 

第59条 - 男性の場合は50歳を超える労働者、女性の場合は45歳を超える労働者で、部分的障害が

ある場合、その作業資格や能力に応じて就くことができる欠員の職が当該雇用機関の中にできるま

で、他施設での雇用可能宣言が発令されることはない。 
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第60条 - 労働契約終了の際、労働者は、自分が行った業務に対する賃金とその時点までに累積して

いる年次休暇に相当する支払いを受ける権利を有する。 

 

第 12節： 労働記録ファイル 

第61条 - 労働記録ファイルとは、労働者の職歴に関するデータや履歴を記載した書類である。雇用

機関は、自機関の労働者それぞれの労働記録ファイルを作成・更新・保存する義務を負う。労働者

は、労働記録ファイルを構成する書類の状態を把握するために、いつでも自身の労働記録ファイル

を調べる権利を有する。 

 

第 13節： 指名・選出による労使関係 

第62条 - 幹部、役員、その他これに類する性質の任務に就くための労使関係は、当局もしくはか

かる目的のための権限を有する機関が労働者を指名することによって開始する。指名は任命日か

ら有効となり、指名された者の辞任、免職、解任、定年退職、死亡あるいは正当と判断されるそ

の他の理由によって終了する。 

第63条 - 法律に基づく公選の職で、なおかつフルタイムでこれを遂行する必要のある任務に就く

ための労使関係は、労働者を選出することによって開始する。 

このようにして成立した労使関係は、当該人物が任務に就くように定められた日付に有効となり、

その任務のために選出された期間の満了、辞職の受理、交替、職務遂行を妨げる身体的もしくは知

的な障害、定年退職、命令の取消し、死亡あるいは正当と判断されるその他理由により終了する。 

第64条 - 指名及び選出により成立した労使関係には、無期限の労働契約に関する規定が適用され

る。ただし、労使関係の変更及び終了、懲戒処分の適用に関連する問題は例外とし、これらは特

定の法規により統制される。 

 

第 14節： 特別な労使関係 

第65条 - 医療技術従事者、教員及び芸術分野の職員の雇用及びその他労使問題は、これら活動の

性質に応じて、それぞれの機関により定められた措置に従い、国家労働社会保障委員会と連携し

て処理される。 

第 3章： 労働時間及び休息時間 

第 1節： 総則 

第 66条 - 本法典では、以下の定義を用いる。 

a) 労働時間 ： 労働者が自らの労働義務を果たしている時間。 

b) 休息時間 ： 労働者が労働活動による疲労から回復するため、また個人的・社会的な必要性を

満たすために持つ時間。 

第 2節： 1日の労働時間 

第67条 - 通常、1日の労働時間は8時間で、週平均44時間とする。 

第68条 - 周期的な活動、季節的な活動またはこれに類すると判断される性質の活動において、国

家労働社会保障委員会は、労働者中央連合の見解を聞いた上で、また国家中央行政機構の各組織、

人民権力全国議会(Poder Popular)の地方機関の行政執行部、政治組織・社会組織・大衆組織の
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支部が提示する案に基づき、該当する組合組織と合意して、上記活動の性質に見合った制度によ

り1日の労働時間を調整することができる。 

第69条 -健康に害を与えうる状況に長期的にさらされる業務を行う労働者に対しては、1日の労働

時間を短縮して定めることができる。 

また、青少年及び部分的障害がある労働者に対しても、1 日の労働時間を短縮して定めることが

できる。 

1 日の労働時間が短縮して適用される仕事や労働状況は、国家中央行政機構の各組織、人民権力

地方会の行政執行部、政治組織・社会組織・大衆組織の支部の提案により、該当する組合組織と

合意して、労働者中央連合の見解を聞いた上で、国家労働社会保障委員会が承認する。 

第 70 条 - 業務の性質または業務管理の複雑性により、毎日の労働時間を予め確定できない場合、

不規則な1日の労働時間を定めることができる。不規則な1日の労働時間を適用する仕事及び活

動は、国家中央行政機構の各組織、人民権力地方会の行政執行部、政治組織・社会組織・大衆組

織の支部の提案により、該当する国家労働組合と合意して、国家労働社会保障委員会が承認する。 

 

第 3節： 勤務時間 

第 71条 - 勤務時間は、以下の機関により集権的に定められる。 

a) 国家労働社会保障委員会 

b) 人民権力全国議会の州機関 

  こうした集権化した機関が存在しない場合、勤務時間は、雇用機関の経営管理部門が、その上層

部の承認を事前に得た上で定めることができる。 

該当する組合組織は、勤務時間を定める過程に参加する権利を有する。 

第 4節： 時間外労働(Trabajo extraordinario) 

第 72条 - 雇用機関の経営管理部門の意思により、通常の1日の労働時間または場合に応じて承認さ

れた1日の労働時間を超過して行った労働を時間外労働とみなす。 

第73条 - 時間外労働は、連続交替勤務、超過勤務(horas extras)、または週休日の勤務振り替えと

いった形で行われる。 

第74条 - 連続交替勤務で行われた時間外労働は、雇用機関の経営管理部門がこれを決定する。 

団体労働協約には、担当する労働者の欠勤により業務を中断できない性質の仕事の一覧を載せなけ

ればならない。 

第75条 - 超過勤務または週休日の勤務振り替えにより行われた時間外労働には、雇用機関の経営管

理部門及び同機関の組合組織の同意が必要となる。 

第76条 - 労働者には時間外労働を行う義務はない。ただし、社会的利益または以下の不可抗力によ

るもの除く。 

a) 国家防衛のため急を要する任務を行う。 

b) 公共災害または生産上の事故の予防、もしくはそれらの影響を早急に排除する。 

c) 動産または不動産の状態が悪く、労働者または国民の健康もしくは生命を危険にさらしている場合

に、その修復にかかわる緊急業務を行う。 

ch) 生産もしくはサービスの停滞を避けるため、あるいはこれらを稼動させるために緊急の工事を行

う。 
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d) 公共サービスの再開のために緊急業務を行う、あるいは同サービスに影響を与える自然災害による

被害を修復する。 

e) 団体協約において業務を中断することができないと合意されている仕事に就いている労働者が突

然欠勤した場合、これを補うために連続交替勤務をする。 

j) 集中的な季節労働または所定の日付に終えなければならない業務で、技術的理由または労働力の不

足により労働者の数を増やすことが不可能な場合。 

第 77 条 - 労働者は、超過勤務として 2日連続して 4時間以上働いたり、1週間に 2回以上の連続交

替勤務を行ったりする義務はない。また、超過勤務、連続交替勤務、または週休日の振り替えを行

っても、1年間に合計160時間以上の時間外労働が要求されることはない。 

国家労働社会保障委員会は、労働者中央連合の見解を聞いた上で、特定の部門、分野及び活動にお

ける業務の性質を考慮して、前段落に示す時間数と異なる制限を定めることができる。 

第 78 条 - 時間外労働は、これを行う労働者が生産またはサービスの工程に直接関与している場合、

現金による報酬が支払われるか、あるいは、時間で相殺される。 

こうした措置は、幹部及び法律に定める特別な性質のその他労働者には適用されない。ただし、生

産またはサービスに直接関与し、かかる目的のために権限を有する当局により支払いが明確に認め

られている場合は、この限りではない。 

時間外労働に対する支払い金額及びそれぞれの相殺の適用は、法律で定める。 

第79条 - 工員及び生産工程またはサービスに直接関与するその他の部類の労働者には、行った時間

外労働に対して通常、現金にて報酬が支払われる。 

特定の活動、業務及び状況において、生産またはサービスの工程に直接関与するある部類の労働者

に対しては、時間外労働を休息時間の追加によって相殺することができる。 

 

第 5節： 1日の労働時間内の休憩 

第80条 - 労働者は、1日の労働時間8時間の中で、休憩や個人的な用事のために30分の時間を与え

られる権利を有する。 

活動の性質により必要とされる場合、国家労働社会保障委員会は、国家中央行政機構の各組織、

または場合に応じて人民権力地方会行政執行部の提案により、それぞれの組合と合意して、これ

より長い休憩時間を認めることができる。 

出来高払いで働く労働者の休憩時間は、労働基準を作成する際に考慮される。 

時間制で働く労働者の休憩時間の配分は、それぞれの組合組織と合意して、雇用機関の経営管理

部門により決定される。休憩時間の配分により、1 日の労働時間や法的に定められた勤務時間を

変更することはできない。 

第81条 - 1交替ないしは2交替で組織される活動においては、軽食または昼食のため休憩30分以上

の時間が与えられる。この時間は、1日の労働時間外となり、労働時間には含まれない 

生産もしくはサービスが中断しない活動においては、シフト勤務時間のために必要となる場合、

労働者に対してその1日の労働時間内に休憩及び個人的な用事のための時間に付加して、食事を

とるため休憩が与えられる。この休憩は30分を超えてはならない。 

 

第 6節： 週休 

第 82条 - 労働者は、少なくとも連続して24時間の週休をとる権利を有する。 
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週休日は、通常日曜日とする。生産の技術組織的条件のため、または国民あるいは他の機関へ毎

日継続的なサービスを提供する必要があるため活動が中断できない雇用機関では、かかる目的の

ために雇用機関及びそれぞれの組合組織が作成した予定表に従って、週の他のいずれかの曜日を

週休として定める。 

組織的性質、技術的性質またはその両方の性質により労働者が1週間以上続けて勤務しなければ

ならない場合、この労働者は、適用される勤務制度が定める期間が終了すると累積した週休を取

得する権利を有する。 

 

第 7節： 国民の記念日、公式記念日及び7月25日・27日の祝日の休息 

第83条 - 以下の記念日を国家として祝う。 

1月 1日 ＜革命記念日＞ 

5月 1日 ＜国際メーデー＞ 

7月 26日 ＜国民蜂起の日＞ 

10月 10日 ＜独立戦争の開始＞ 

毎年7月 25日及び27日は祝日とする。 

第84条 - 以下の記念日を公式に祝う。 

1月 28日 ＜国民英雄ホセ・マルティの生誕＞ 

2月 24日 ＜バイレの叫び＞ 

3月 8日 ＜国際婦人デー＞ 

3月 13日 ＜大統領官邸襲撃＞ 

4月 16日 ＜民兵の日＞ 

4月 19日 ＜プラヤ・ヒロンの勝利＞ 

5月 17日 ＜農業改革と農民の日＞ 

7月 30日 フランク・パイスの死去、＜革命殉教者の日＞ 

8月 12日 マチャード独裁に対する民衆の勝利 

10月 8日 エルネスト・チェ・ゲバラ司令官の死去、＜英雄的戦士の日＞ 

10月 28日 カミロ・シエンフエゴス司令官の事故死 

11月 27日 医学生の銃殺、＜学生の服喪の日＞ 

12月 2日 グランマ号遠征隊の上陸、＜革命軍の日＞ 

12月 7日 アントニオ・マセオ・グラハレス副司令官の戦死、＜独立戦争における戦没者の日＞ 

第85条 - (改正) 国民の記念日及び7月25日・27日、12月 25日の祝日には、労働活動を休業す

る。ただし、サトウキビ収穫及びその他急を要する農牧作業、連続生産工程の企業、港湾-輸送-

国内経済のチェーンにかかわる緊急の業務、輸送サービス及びこれに不可欠な技術的保証、病

院・救護、当番となった薬局・ガソリン販売店、葬儀社、これに関連する庭園及び墓地、ホテル、

宿屋、通信、テレビ･ラジオの放送局、娯楽施設・観光アトラクション、牛乳の集積･販売、その

他基本的な公共サービス、漁業活動、及び法律が定めるその他活動を除く。 

レストラン、カフェテリア、公共娯楽施設及び食料販売店は、国民の記念日及び 7 月 25 日・27

日、12月 25日の祝日は、それぞれの雇用機関が示す時間で営業を行う。 

日曜日は、通常の勤務時間で営業する。 

(1998年 12月 4日付け政令第189号が定める形式に改正された) 
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第86条 - 国民の記念日である1月 1日、5月 1日及び10月 10日が日曜日と重なった場合、日曜

日としての休息は、国家労働社会保障委員会により調整される。 

第 87 条 - 公共娯楽施設は、7 月 30 日のフランク・パイスの死去＜革命殉教者の日＞及び 12 月 7

日のアントニオ・マセオ・グラハレス副司令官の戦死＜独立戦争における戦没者の日＞は業務を

停止する。 

第 8節： 年次有給休暇 

第88条 - 労働者は、実働11か月につき1か月の有給休暇を取得する権利を有する。休暇の月は、

30暦日とする。 

労働者が行っている活動の性質またはその他事情により 11 か月間労働しない場合は、働いた期

間に比例した長さの有給休暇を取得する権利を有する。 

第89条 - 休暇の累積と報酬金額を決定するには、実働日数及び休暇の権利がある累積期間中に受

け取った賃金に9.09％を乗じる。 

労働者に付与される有給休暇については、年次有給休暇を付与する目的のため、その期間と賃金

を累積する。 

第90条 - 病気、事故またはその他理由による欠勤の場合、有給休暇の権利を付与する期間の計算

が中断される。この計算は、当該労働者が実質的に勤務に復帰した時点で再開される。 

第91条 - 有給休暇を取得する時期は、組合組織の見解を聞いた上で、生産もしくはサービスの要

件に応じて、雇用機関の経営管理部門により編成･計画され、30日、20日、15日、10日または7

日の期間で付与される。しかしながら、雇用機関の経営管理部門は、労働者の申請により、労働

者が延期できない個人的な事情により欠勤した場合にこれを任意で上記期間内の有給休暇とし

て扱うことができる。 

教育省及びその他組織の教員に対する休暇の編成・付与は、教育関係の仕事の計画に合わせる。 

第92条 - 雇用機関の経営管理部門は、有給休暇を享受する権利が与えられるべき所定の累積期間

が経過した時点で、これを付与する義務を負う。 

第93条 - 有給休暇の享受は、就業日に開始する。雇用機関の経営管理部門は、その開始を国民の

記念日、祝日、労働者に該当する週休の日に設定することはできない。 

休暇分の支払いは、当該労働者が有給休暇を享受し始める前の 終就業日以前に行われなければ

ならない。 

第94条 - 計画された休暇は、当該事業年度内に享受するものとする。この年度を過ぎると、期間

においても経済面においても累積されない。しかしながら、休暇をとるための累積期間が経過し

ても、労働者が自分の仕事にとどまることが要求されるという例外的な状況が発生した場合、雇

用機関の経営管理部門は、組合組織の見解を聞き、上層の経営権威者の承認を事前に得た上で、

有給休暇の享受は6か月を超えない期間で延期することができる。この延期については、当該労

働者に書面で通知されなければならない。 

延期期間中の日数と賃金は、新規の休暇期間のために累積される。 

第95条 - 雇用機関の経営管理部門は、休暇を延期する場合は必ず、労働者が当該事業年度内に少

なくとも7日間の有給休暇を取ることを保証しなければならない。 
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第96条 - 延期が許される 大期間が過ぎても休暇が付与できない条件が継続している場合、雇用

機関の経営管理部門は、事前に組合組織の同意を得て、この休暇が延期された時点で労働者が保

留としていた期間分について、享受した期間を差し引いて現金で清算する。 

第97条 - 労働者が死亡した場合、年次有給休暇の名目で累積されていた金額は、雇用機関が、社

会保障年金の受給権を持つ家族、あるいは、これがない場合は、かかる条件を証明する相続人に

支払う。 

第98条 - 国家労働社会保障委員会は、特定の部門、分野、活動または職場において、生産もしく

はサービスの必要性により、労働者が休暇を取らずに休暇分を現金により清算することを自らの

意思で承諾すれば、経営管理部門が1人もしくは複数の労働者と合意できることを例外的に認め

る。この場合、労働者は、休暇を取るはずだった期間に働いた日数に相当する賃金を合わせて受

け取ることとする。 

第 4章： 賃金及びその他の支払い 

第 1節： 総則 

第 99条 - 賃金は、｢各人は能力に応じて働き、その労働に応じて受け取る｣という社会主義分配の

原則に従って決定される。労働者は、人種、肌の色、性別、年齢、出身地にかかわらず、同じ労

働に対して同じ賃金を受け取る。 

第100条 - 社会主義国家は、フルタイムで職に就く労働者に対して、1か月の 低賃金を保証する。

パートタイムの労働者の 低賃金は、労働時間の長さに比例する。 

第 101 条 - 国民の記念日、祝日、その他の状況において社会的・国家的義務を果たしている労働

者に支払われる平均賃金は、特別法規が定める手順に従って算定される。 

 

第 2節： 賃金体系 

第 102 条 - 労働に対する報酬は、行われた労働の質と量に応じて決定される。賃金水準は、行っ

た労働の複雑性、就労時間の収益、労働が行われる条件、労働の実績、その他客観的な要素によ

り左右される。 

第 103 条 - 賃金レート、給与の一般的水準及び賃金にかかわる基本的な措置は、労働者中央連合

の意見を聞いた上で、閣僚評議会が国の社会経済的発展レベルを考慮して決定する。 

第104条 -労働の評価とこれに就く労働者の能力に対する要求を含む仕事と任務を評価する人物は、

各雇用機関及び組合の参加のもとで国家労働社会保障委員会により承認される。 

第105条 - 作業工程の編成条件、労働組織及びその成果の管理･計測の可能性に応じた適用しうる

支払い方法は、出来高制、収益に応じて、または時間制とする。 

出来高制または収益に応じた支払いシステムは、個人または団体に適用できる。出来高制または

収益に応じて支払いを受ける労働者の賃金は、生産した製品または提供したサービスの量に比例

し、時間制で支払いを受ける労働者の賃金は、実働時間に比例する。 

作業の性質上認められる場合に限り、生産性の向上を保証し労働の手段と時間の活用を改善する

目的で、出来高制または収益に応じた支払いシステムにより支払われる。 

出来高率の決定には、行われる作業に該当する賃金表のレート、特殊な労働条件に対する増額、

社会経済的利益率、収益または時間の基準が用いられる。 
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第 106 条 - 労働者の責に帰する不良生産が発生した場合、賃金は支払われない、もしくは、同労

働者により生産された製品の使用度に応じて減額した金額で支払われる。 

第 107 条 - 賃金支払いシステムを補完するものとして、労働効率を測る指標の達成及び超過達成

に対しては割増金を支給することができる。 

 

第 3節： 増額及び付加手当 

第 108 条 - 特殊とみなされる労働条件で業務を行う労働者は、同条件のもとで労働する期間中、

事前に承認された賃金増額分を受け取る。 

第 109 条 - 法律により認められる場合、夜勤及び混合型交替勤務で行った労働には、残りの交替

勤務で行われる労働よりも高い金額で報酬が与えられる。 

第110条 - 1日の労働時間内に同じ雇用機関において、主要な仕事または任務に加えて、付加的に

他の異なる仕事または専門職を日常的に遂行している労働者に対しては、所定の要件に基づき、

賃金が増額して支払われる。仕事または任務の同時遂行は、全面的または部分的に行うことがで

きる。 

第111条 - 幾つかの仕事または任務･活動においては、労働力の定着を促し、労働者の効率向上を

達成する目的で、勤務年数に応じて支払い金額が定められる。  

 

第 4節： 国民の記念日、公式記念日及び7月25日･27日の祝日における支払い 

第 112条 - (改正) 国民の記念日と7月 25日・27日及び12月 25日の祝日には、賃金は以下のよ

うに支給される。 

a) 上記日付に休業する活動を行い、収益もしくは出来高に応じて支払いが行われる労働者には、

平均賃金が支給される。ただし、これらの日付が週休または年次有給休暇を取得している日、無給

の休暇もしくは社会保障による給付と重なっている場合を除く。 

b) 上記日付に休業する活動を行い、時間に応じて支払いが行われる同労働者には、当該レート・

特殊労働条件・社会経済利益率の賃金ならびに受け取る権利のある割増賃金及び付加手当に準じた

賃金が支給される。ただし、これらの日付が週休または年次有給休暇を取得している日、無給の休

暇もしくは社会保障による給付と重なっている場合を除く。 

c) 作業の性質により休業の対象でない労働者、あるいは上記日付を勤務日として振り替えたため

出勤しなければならない労働者には、受け取る権利のある割増賃金及び付加手当を含め、行った労

働の対価に相当する賃金の倍額が支給される。雇用機関の経営管理部門及び同機関の組合組織は、

双方の合意により、その日に行った労働に対する倍額の賃金を、通常額の賃金と有給の休暇1日を

労働者に与えることで代替することができる。 

ch) 作業の性質により上記日付において休業の対象とはならない労働者、または時間外労働の実施

を決定する何らかの理由により上記日付を勤務日として振り替えられたため出勤しなければなら

ないにもかかわらず出勤しなかった労働者は、上記日付に対する何らかの賃金を請求する権利はな

いものとする。 
 

(1998年 12月 4日付け政令第189号が定める形式に改正された) 

第 113条 - 第 87条にしたがって7月30日及び12月7日に休業する娯楽施設で通常働いている労

働者は、場合に応じて、前条項のa)項またはb)項の規定に基づいた賃金を受け取る。 
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第5節： 賃金の保証 

第 114 条 - 雇用機関の経営管理部門は、自機関の労働者にレートに基づいた賃金または給与、賃

金増額分、割増賃金、その他法的に定められる付加手当を支払う義務を負う。 

第 115 条 - 現行の賃金条件を変更するのが適当である場合、雇用機関の経営管理部門は、支払い

の少なくとも15日前に、これを労働者に通知する。 

第 116 条 - 試用期間中の労働者の賃金、労使関係を正式に結んだ労働者の賃金及び当該雇用機関

での仕事または任務で永続的に配置換えされた労働者の賃金は、異動先で行う仕事または任務に

応じてそれぞれに該当する料金または給与、賃金増額分、法的に定められる付加手当に基づき決

定される。 

しかしながら、労働者が、当該雇用機関の中で、より複雑でこれまで就いていた職よりも高い賃

金が設定されている仕事に配置換えされたが、それが歴史的賃金(salario histórico)よりも低

い場合、認定された歴史的賃金を引き続き受け取る。同様の状況は、他に、ごく例外的に法律が

認める異動または転勤の場合に発生する。 

第 117 条 - 専門技術教育及び高等教育課程の新卒者で雇用関係にない者は、能力要件としてこれ

ら教育課程の知識が求められる任務において労使関係を成立する場合、特別に定められる金額及

び期間で賃金を受け取る。 

就職するために職業訓練または資格講座を終了した一般教育課程の卒業生も、同様の待遇を受け

る。 

第 118 条 - 労働者の責に帰さない理由により業務が中断した場合、法律が定める例外を除き、労

働者には当該賃金の一部が保証される。 

労働者に責任がある中断の場合は、何も支払われない。 

第 119 条 - 一人の労働者または労働者集団が、生産の材料・技術的要素に関する発明もしくは労

働組織あるいはそれら双方の結果として、行っている作業基準の進歩的な変化を明確にした場合、

新たな基準の適用以降に所定の金額及び期間に応じて賃金の保証またはインセンティブを受け

る。 

第 120 条 - 労働者は、然るべく認定された 1 日の労働時間の間に、雇用機関の認識の下、以下の

理由により勤務しない時間について、それぞれの場合に対して法律が定める調整に従って、賃金

を受給する。 

a) 人民権力全国議会の代議員または代表者、もしくは人民裁判所(Tribunales Populares)の裁判

員などの公選の職務を遂行する。 

b) 政府または政治組織･社会組織･大衆組織が招集する会議及び集会、もしくは国際会議に代表者

または招待者として参加する。 

c) 裁判所、検察庁または調査機関により司法に基づき召喚される。 

ch) 軍により召集または動員される。 

d) 然るべく承認された運動・文化関連の休暇を取得する。 

e) 父親、母親、配偶者、兄弟姉妹または子息の死亡による休暇。 

f) 雇用機関の経営管理部門が予定した、または現行の法規の規定を遵守して健康診断を受ける、

または献血をする。 

g) 逮捕または拘禁され、被疑者が結果的に罰則を受けなかった場合。 

h) その他、法律が規定する状況。 
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第 121 条 - 優先される経済的任務を果たすために動員される労働者は、編入された活動の賃金保

証及び労働対価について現行の規定に従う。 

第 122 条 - キューバ政府が与える国際的使命を果たす労働者は、同使命を行う期間中、出発時に

受け取っていた賃金を維持し、法律に定める状況及び金額で同期間中の賃金は増額されうる。 

 

第 6節： 賃金の支払い条件 

第 123 条 - 賃金は、少なくとも月に 1 度法定通貨で支払われる。ただし、もっと長期の期間が定

められている報酬の支払いは除く。 

支払日が非労働日と重なった場合、賃金はこれに先立つ労働日に支払われる。支払い期間を変更

するには、該当する組合組織の同意が必要となる。 

第 124 条 - 賃金は、労働が行われている場所において労働者に支給される。しかしながら、労働

の性質上正当であり、団体労働協約にその旨が規定されている場合は、この原則の例外とする。 

第 125 条 - 雇用機関は、労働者の賃金及び短期社会保障手当に対し、以下の控除を行うことがで

きる。 

a) 管轄当局の決定により、養育費として差押えられる控除。 

b) 管轄当局の決定により、国家、企業、国立銀行に対するクレジットとして差押えられる控除。 

c) 法律が認める控除で、法律が定める金額。 

控除は、賃金または手当の 3 分の 1 までしか行えない。ただし、前項 a)及び b)の場合は、半分ま

で可能とする。 

第126条 - 労働者は、自分の賃金の支払いベースとなった書類を調べる権利を有する。  

 

第 7節： その他の支払い 

第 127 条 - 褒賞基金の形成を承認された雇用機関の労働者は、事前に選定され、より高い経済的

効率を目指す所定の指標の達成または超過達成に対して、物質によるインセンティブを受けるこ

とができる。 

褒賞基金は、組合組織と事前に合意の上、かかる目的のために承認された規則に基づき、雇用機

関の経営管理部門により分配される。 

第128条 - 特定の経済目標の達成または超過達成を促すため、特別な奨励金を設定できる。 

第 129 条 - 労働者が作業を行うために臨時または一時的に派遣され、通常の食事及び宿泊の場所

が変わる場合、雇用機関の経営管理部門は、適切な食事及び宿泊を提供するか、場合によっては

所定の金額でこれらのための費用を負担する義務を負う。 

 

第 5章：作業の基準設定 

第 1節： 総則 

第 130条 - 作業基準・規範は、労働活動を行うために必要な実質作業量(gastos de trabajo vivo)

を示し、必要とされる能力を持って特定の技術組織的条件で働く労働者や平均の熟練度及び集中

度で作業を行う労働者それぞれの社会的責務を明確にする。基準の設定は、社会主義経済の計画

及び発展のための基本的要素である労働の生産性と労働効率性の向上に寄与しなければならな

い。 
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第 131 条 - 作業基準・規範の策定においては、設備と道具の状態、原材料及び資材の性質、技術

的･物質的供給、労働の組織化レベル、労働の安全衛生に関する基準･規則の遵守、既存あるいは

各場合において創設の可能性のあるその他技術組織的条件で作業基準・規範に影響しうるものを

考慮することが必要不可欠である。 

第 132 条 - 作業基準・規範は、国の雇用機関では、労働組織、生産計画、労働者の数、労働者の

精神的･物質的インセンティブを保証するためにその適用が義務付けられる。 

 

第 2節： 作業基準設定の計画及び実施 

第 133 条 - 作業基準を設定するプロセスは、基準・規範の策定及び見直しを含む計画に従って展

開され、基本的に基準設定範囲の拡大、既存する基準の改善を目指す。組合組織は、このプロセ

スに参加する権利を有する。 

第 134 条 - 作業基準の設定は、当該組合組織の見解を聞いた上で、労働者が参加して、予算配分

された企業及び団体の経営管理部門、国家中央行政機構の各組織及び人民権力地方会の行政執行

部により行われる。 

第 3節： 作業基準・規範の承認 

第 135 条 - 予算配分されたひとつの企業または団体において特定の技術組織的条件に対してのみ

適用される作業基準・規範は、それぞれの組合組織の同意を得て、同企業・団体の経営管理部門

により承認される。 

第 136 条 - 予算配分された 2 箇所以上の企業または団体で同一もしくは類似の技術組織的条件で

展開される活動に対する作業基準・規範は、それぞれの組合組織と合意して、国家中央行政機構

の各組織、あるいは、場合により、人民権力地方会の行政執行部により承認される。 

第 137 条 - 作業基準の承認の際に雇用機関の経営管理部門と組合組織の間に発生する意見の相違

は、それぞれの上層機関によって共同で解決される。 

 

第 4節： 基準の導入 

第 138 条 - 予算配分された企業または団体の経営管理部門は、事前に組合組織と合意した上で、

作業基準を導入する責任を負う。 

第139条 - 作業基準の導入または既存する基準の変更に先立ち、少なくともその15日前に同基準

に定める技術組織的条件を創出し、関係する労働者と事前協議を行わなければならない。前記の

期間は、個別の生産工程または少量の連続生産工程及び生産の種類が頻繁に変わる工程では短縮

できる。 

第 140 条 - 作業基準の導入には、これを策定した時に考慮された技術組織的条件の創出または維

持を不可欠な要件とする。 

 



- 127 - 

第5節： 作業基準・規範の見直し 

第 141 条 - 基準・規範の見直しは、その有効性を各時期における既存の技術組織的条件と一致さ

せるために行われる。 

第 142 条 - 基準・規範を見直すプロセスでは、その達成度、有効期間、そしてこれを変更するこ

とにより仕事の生産性が抑制されないという必要性が考慮される。 

第143条 -  基準・規範の策定または適用に誤りがあったことが証明された場合、または生産・労

働組織、技術、原材料あるいは資材の性質、製品の設計もしくは品質基準、物質的消費の基準に

変動があった場合、基準・規範の見直しを行い、直ちにこれを変更する必要がある。 

第 144 条 - 基準・規範は、特定の基準・規範に従って働く団体の支援を得て、労働者がより進歩

的な基準で働くように提案した場合も変更されなければならない。 

 

第 6節： 作業基準の管理 

第 145 条 - 作業基準は、これを適用したことから生まれる経験、生産及び生産性の達成レベルを

分析し、これに変更または調整を加える必要の有無を検出するため、予算配分された企業及び団

体の経営管理部門により管理されなければならない。この管理の要件は、それぞれの組合組織に

通知されなければならない。 

第 6章： 労働規律 

第 1節： 総則 

第 146 条 - 労働規律の遵守は、労働者が目指している社会経済的目標の達成のために不可欠な要

素であるため、例外なく全ての労働者の個人及び集団としての義務である。 

第 147 条 - 労働者がその義務を厳密に果たすように教育することは、組合組織の日常管理におい

て支えられた生産・サービスの幹部の主要かつ恒久的な任務である。 

第 148 条 - 国の雇用機関、企業及び政治組織･社会組織･大衆組織の支部の経営管理部門は、労働

者の仕事上の成功に対し精神的・物質的なインセンティブを与え、労働規律に違反する者には懲

戒処分を適用する権限を有する。 

第 149 条 - 全ての労働者は、懲戒手続き、あるいは仕事上の成功に対する褒賞またはインセンテ

ィブに関して、自らの権利を主張するために必要な保証を享受する。 

第 150 条 - 労使関係を継続する中で、雇用機関の経営管理部門は、提示された経済的目標の達成

において、またそれゆえに、目標達成に寄与する労働規律の遵守において決定的な役割を演じる。

その意味で、雇用機関は、労働者が行っている活動を適切に成し遂げるために、その仕事または

任務の内容を当該労働者が正確に認識していることを確かめ、労働者集団に所定の仕組みを通じ

て計画に含まれる課題について詳細に伝え、労働に必要な条件について便宜を図り、労働の手段

及び必要な保護手段を提供し、労働者に対し、労働義務の遂行に関連する全ての事項について口

頭・回覧・通知・その他の説明によって周知させ、労働に応じた賃金、社会保障手当、年次有給

休暇を享受する権利をはじめ、法律または団体労働協約で認められているその他権利を与え、保

証しなければならない。 

第 151 条 - 労働者は、自らが行う仕事または任務を理由として課される一般的及び特別な義務を

果たさなければならない。したがって、常に時間を厳守して出勤し、1 日の労働時間を 大限に
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活用し、自らの仕事または任務の内容、団体労働協約及び該当する規律規定を遵守し、支給され

る防護具や火災予防にかかわる用具を然るべく使用して各職位に対して規定された労働の安全

衛生に関する規則を守り、各業務の遂行のために委託された社会主義の財産と物的資源を大切に

し、法律に定めるその他義務を果たさなければならない。  

 

第 2節： 労働における成功を促すための手段 

第 152 条 - 組合組織及び雇用機関の経営管理部門は、労働義務の優れた遂行、社会主義的競争にお

ける成功、労働生産性の向上、生産及びサービス提供の継続的な増加･改善、革新や合理化による

解決の達成、労働人生を通した当該業務、職場、または部門における長期勤続、節約への努力及び

経済へのその他の貢献により、労働者に対して個別・団体別に精神的・物質的なインセンティブや

褒賞を与える権限を有する。 

第153条 - 通常、以下の精神的･物質的インセンティブが与えられる。 

a) 書面による謝意。 

b) 功績の公表。 

c) 栄誉を示す勲章、旗またはディプロマ。 

ch) 賞品、その他物質的インセンティブの贈呈。 

d) 特定物品の購入または特定サービスの享受における便宜供与。 

法律及び団体協約では、他のインセンティブが与えられる。 

第 154 条 - 特に秀でた任務を行った労働者は、勲章その他褒賞を与えるために考慮されるよう、雇

用機関の経営管理部門、組合組織及び青年組織により、上層の機関・組織に推薦されうる。 

第 155 条 - インセンティブ及び褒賞の贈呈は、これらが与えられる理由を明確に述べて、公に行わ

れる。 

第 156 条 - 雇用機関の経営管理部門は、インセンティブ・褒賞の贈呈について労働者の労働記録フ

ァイルに記録を残す義務を負う。 

第157条 - 労働者へインセンティブ･褒賞を贈呈するための手続きは、法律に規定する。 

 

第 3節： 労働者の労働規律違反と懲戒処分 

第158条 - 以下の行為･態度は、労働規律違反とみなされる。 

a) 勤務時間に関する違反。 

b) 正当な理由がない欠勤。 

c) 雇用機関内もしくは業務遂行時において、仕事の上司、同僚または第三者に対して敬意を欠く。 

ch) 不服従。 

d) 雇用機関内もしくは業務遂行時において、仕事の上司、同僚または第三者を言葉・行動で虐待

する。 

e) 怠慢。 

f) 国家機密及び物理的安全保護に関する法律の規定違反。 

g) 業務中に雇用機関の物品に損害を与える。 

h) 職場または第三者が所有する物品や貴重品を、騙すことによって紛失・盗み・すり替え・私物

化する。 

i) 雇用機関内もしくは業務遂行時において、犯罪となりうる事件を起こす、または行為をはたら
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く。 

j) 雇用機関における現行の規律規定を破る。 

k) 労働の安全衛生に関する法規が定める義務を、労働者が正当な理由なく守らない。 

第 159 条 - 犯した違反、関与状況、違反者の個人的状況、その労働経歴、現在の振る舞い、事件の

重大性及び発生した損害を考慮して、次の懲戒処分の中のひとつが適用されうる。 

a) 個人的または公の場での訓戒。 

b) 元の職に復帰する権利を保有したまま 1 年以下の期間で報酬または評価の低い他の職、あるい

は異なる労働条件の他の職へ異動させる。 

c) 当該労働者が就いていた職を解いて、他の職へ異動させる。 

ch) 雇用機関との雇用関係を30日までの期間で中断する。 

d) 雇用機関からの永久解雇。 

法律は、経済的内容または何らかの労働手当の一時的剥奪といった特定の懲戒処分を例外的に定め

ることができる。 

第 4節： 懲戒処分の適用 

第160条 - 国の雇用機関及び政治組織･社会組織･大衆組織に属する企業・団体の経営管理部門は、

本労働法典において認められている懲戒処分の中から適切なものを適用する権限を有する。かか

る目的のために、当該措置及び前条項の第1段落が述べる評価項目が書面に明記される。  

第 161 条 - 懲戒処分を適用できるとして前条項に認められていない雇用機関の経営管理部門は、

これを科すことを各自治体の人民裁判所に申請しなければならない。 

第 162 条 - 第 158 条の a)項、b)項、c)項、ch)項、d)項及び k)項に定める違反に対して科される

懲戒処分は、その性質上、即時に認識できることから、問題となった違反を犯した日から 60 営

業日以内に、かかる目的のために権限を有する雇用機関の経営管理部門代表により場合に応じて

適用または申請される。この期間が過ぎると、同処分を適用または申請するために経営管理部門

が行動を起こす権利は消滅する。 

第163条 - 第 158条のe)項、f)項、g)項、h)項、i)項及びj)項に定める違反に対して科される懲

戒処分は、問題となった違反を認識するに到った日から 30 営業日以内に、かかる目的のために

権限を有する雇用機関の経営管理部門代表により場合に応じて適用または申請される。 

前述の行為に対して懲戒処分を科すために、事前に調査を行う必要がある場合、調査の開始によ

って前段落に示す期間は一時停止となり、調査が終了した翌日から残りの期間が改めて経過し始

める。調査の開始については、該当する期間の計算を行うため、書面による記録を残さなければ

ならない。 

第 164 条 - 前条項に詳しく述べた違反のいずれかに対し、労働者に懲戒処分を科す、もしくは場

合によりこれを申請するために経営管理部門が行動を起こす権利は、違反を犯した日から1年経

過すると消滅する。 

第 165 条 - 労働者が、外国もしくはキューバ船籍の船舶または飛行機に乗っている間に労働規律

の違反を犯した場合、これにかかわる期間はキューバに帰還した翌日から起算し、同期間内に懲

戒処分を科すことができる。 

第 166 条 - 労働規律の違反に対して科された、法律に定める懲戒処分の実施は、労働者にこれが

書面で通知された日の翌営業日から起算を開始する。 
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第 167 条 - 経営管理部門が懲戒処分を科した場合、労働者は、本労働法典第 262 条に定める期間

内に、裁判所へこれに対する異議を申し立てることができる。 

第 168 条 - 労働司法訴訟の進行中、そして裁判において確定判決が下されるまでは、司法手段に

おいて 終的に決定されることになる当該措置の実施は猶予される。 

第 169 条 - 懲戒処分を科す原因となる事実が犯罪でありうる場合、刑事訴訟の開始によって、科

された懲戒処分の実施が阻止されたり、該当する労働訴訟が停滞したりすることはない。労働訴

訟における判決は、刑事訴訟の結果とは無関係に下される。 

第 170 条 - 罰則を科すべき行為･態度、または労働者が司法職、教員、科学者･研究者、鉄道その

他の職に就けなくなる行為･振る舞い、及び該当する処分の適用手続きについては、法律で定め

る。 

第 5節： 国家行政府の幹部・役人の労働規律違反と懲戒処分の適用 

第171条 - 国家行政府の幹部･役人が、その部下との関係において犯す労働規律違反は、以下の場

合である。 

a) 法律が認めていない懲戒処分を科す、または、懲戒処分が科された部下が無防備となるように

法規が定める手続きを無視する。 

b) 労働者に対して規律規定を遵守するよう要求しない。 

c) 部下に対して懲戒処分を申請もしくは科すのが妥当である場合に、これを行わない。 

ch) 他の幹部、役人もしくは労働者が犯した規律違反を隠蔽する。 

d) 部下の不規則な勤務時間または欠勤を報告しない。 

e) 労働政策や社会保障政策に関して定められた他の規則に違反する。 

f) 他の幹部、役人もしくは労働者に対して敬意を欠く、または行動・言葉で虐待する。 

g) 労働の安全衛生のために定められた措置を正当な理由なく無視する。 

h) 労働者に関する有効な評価を提供しない。 

i) 労働者の指名・契約・異動の際に、これらに関する現行の規則が定める事項を考慮しない。 

j) 幹部、役人もしくは労働者の雇用・昇進を、単に友人または親族関係という理由により、また

は、この意味において正しい政策を適用するという社会的利益からかけ離れた他の理由により行う、

もしくは、これを部下が行うことを容認する。 

k) 賃金に関する規定、経済的インセンティブの基金の形成･分配に関する規定に違反する。 

l) 当該任務に特有の他の義務または階級上の上司からその権限・権力の範囲内で課されて受けた

命令または指示を、怠慢もしくは責に帰せられる他の理由により遂行しない。 

第172条 - 国家行政府の幹部･役人が、その上司、他の幹部・役人及び部下ではない他の労働者と

の関係において犯す労働規律違反は、以下の場合である。 

a) 然るべき敬意と配慮をもって接しない。 

b) 違法な活動または管轄当局による規定に反する活動を行うよう要請する。 

c) 製品の購入またはサービスの提供に関して、個人的な恩恵と引き換えに、もしくはそうした条

件なしに、自分自身あるいは他人への利益を幹部・役人へ提供する、または彼らから取得する。 

第173条 - 国家行政府の幹部･役人が社会主義合法性の遵守に関し犯す労働規律違反は、以下の場

合である。 

a) 各自の職務遂行において、その階級を問わず、現行の法規定、司法判決、調停決議または遵守

が義務付けられる他の規定に従わない。 
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b) 各自の職務遂行において、当該部門もしくは活動の統轄組織が発する措置に従わない。 

第174条 - 国家行政府の幹部･役人は、国民との関係において、自分の責任もしくは監視下にある

財産・資産について、また個人的な振る舞いに対して、その職務を遂行するために定められた行

動基準に背いた場合も労働規律を犯したことになる。 

第 175 条 - 犯した違反の重大さ・深刻さ、その影響、関与状況、波及性、違反者の意図、その労

働経歴及び振る舞い、また、再犯であるかどうかを考慮の上、規律違反を犯した国家行政府の幹

部･役人に対し、以下の懲戒処分のいずれかが科される。 

a) 個人的な訓戒。 

b) 場合に応じて、該当する行政レベルの幹部会または理事会を前にして、あるいは人民権力地方

会の執行委員会を前にしての訓戒。 

c) 1か月の賃金の5％から100％の金額の罰金。 

ch) 場合に応じて、1 か月以上 6 か月未満の期間でより低い階級の幹部職または役職へ一時的に異

動する。 

d) 場合に応じて、1か月以上6か月未満の期間で幹部でも役職でもない任務へ一時的に異動する。 

e) 場合に応じて、より低い階級の幹部職または役職に降格し、1年が経過するまで昇進の資格を剥

奪する。 

f) 場合に応じて、幹部職でも役職でもない任務へ降格し、場合によっては 2 年が経過するまで昇

進の資格を剥奪する。 

g) 任務からの永久解雇。これは、当該機関または組織体制での雇用関係の終了を意味する。 

幹部・役人の上司は、たとえ規律の違反でなくとも、彼らの過ちを指摘する義務を負う。 

第 176 条 - 幹部職及び役職に就いている者に対する行政的な懲戒処分の適用は、書面により、雇

用機関の長、または場合により、所属機関・組織体制の中でかかる目的のための権限を有する幹

部が実施する。 

第177条 - 規律違反を理由とする幹部・役人に対する懲戒処分の手続きを開始するための行動は、

権限を有する当局が該当する行為･振る舞いを認識するに到った日から30営業日以内に行う。 

懲戒処分を科すための行動は、当該違反が犯された日から2年間で消滅する。 

第 178 条 - 幹部・役人に対する行政的な懲戒処分は、開始されうる刑事訴訟の結果に関係なく科

される。 

第 6節： 規律規定 

第 179 条 - 国の雇用機関では、本労働法典及び法律に含まれる一般的な規定に加えて、内部、支

部または特定の労働者分類に対して定めた規律規定も適用される。 

第 180 条 - 規律規定は、対象となる労働活動を考慮の上、適用される労働者の労働規律に関する

義務、禁止事項及び違反を詳細に述べた一覧を含む。 

第181条 - 規律規定は、承認・発効の前に、労働者会議において検討･協議される。 

これらの規定の策定手続き及びこれを承認し発効する権限を有する当局については、法律で定め

る。 
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第7節： 不当な懲戒処分の適用に対する損害賠償 

第 182 条 - 労働者は、懲戒処分を科されたものの、管轄の裁判所もしくは当局がこれを放免した

場合、または厳格性の低い処分を適用した場合、雇用機関の経営管理部門から不当に受けた経済

的損害に対する賠償を受ける権利を有する。 

労働者の放免が命じられた場合、経営管理部門は、労働者会議でこれを報告しなければならない。 

第 183 条 - 不当に科された懲戒処分または仮処分から幹部・役人を放免する、または厳格性の低

い処分に代替する管轄当局は、職権により、妥当な場合は当該任務への復帰を命じる。また、い

ずれの場合も、該当する損害賠償の支払いを命じる。 

第184条 - 賠償金額を決定する目的で、管轄の裁判所または当局は、以下の法則を考慮する。 

a) 賠償金額は、当事者が勤務していた場合に受け取るはずであった賃金を決して超えてはならず、

懲戒処分の手続き中に行った国家活動に対する賃金の名目で受け取った収入は差し引かれる。 

b) 当事者が賃金を受給しなかった期間または減らされた額が考慮される。 

第 185 条 - 経営管理部門またはこれが不在の場合は労働者に対して、人民裁判所もしくは管轄当

局の確定判決が通知された日から30営業日以内に賠償金の支払いが行われる。 

 

第 8節： 物的責任 

第 186 条 - 幹部、役人及びその他の労働者は、職務を遂行している雇用機関に割り当てられた物

的資源及び財源に対し引き起こした損害に関して、物的な補償を行う。 

第187条 - 物的責任には、以下の手段の中のひとつとする。 

a) 当該事物の返還。 

b) 物的損害の修復。 

c) 経済的損害の賠償。 

第188条 - 物的責任を遂行するための手続きについては、法律で定める。 

 

第 9節： 労働上の懲罰を受けた労働者の復職 

第 189 条 - 懲戒処分を適用された労働者は全て、処分が済むと、それぞれの場合に対して法律が

定める期間が経過することによって復職する。ただし、同期間中に再び労働規律違反を犯さなか

った場合に限る。 

第 190 条 - 懲戒処分が済んだ労働者は、模範的な振る舞いを維持するか賞賛に値する態度により

秀でている場合に限り、当該期間が経過する前に復職できる。この場合の復職は、組合組織の見

解を聞いた上で、経営管理部門が決定する。 

第 191 条 - 労働者の復職を行う期間及び条件、労働人生におけるこの影響については、法律で定

める。 

第 192 条 - 教職、鉄道、科学・研究活動、その他の職に就く労働者に適用される復職に関する特

別条件については、法律で定める。  
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第10節： 国家行政の幹部・役人の復職のためのリハビリテーション 

第 193 条 - 懲戒処分が適用された幹部・役人は全て、処分が済むと、6か月以上 3年以内の期間、

行政上復職のためのリハビリテーションを受ける。この期間は、処分を科す規定において当局が

定める。 

本リハビリテーションにより、違反者は全ての権利を回復する。 

第194条 - リハビリテーション期間は、懲戒処分が済んだ日から起算して計算する。 

懲戒処分が適用された幹部・役人は、リハビリテーションの所定期間が過ぎた時点で、そしてこ

の期間中に労働的･社会的・政治的に正しい振る舞いを維持していれば、リハビリテーションが

完了したと見なされる。 

第 195 条 - リハビリテーションの期間は、その期間中に違反者が新たな違反を犯した場合、中断

される。この場合、リハビリテーションは、 初のリハビリテーションに定められた期間に加え、

2度目のリハビリテーションに定められた期間が経過するまでとなる。 

 

第 7章： 労働の安全衛生 

第 1節： 総則 

第 196 条 - 労働者は、雇用機関の経営管理部門に対し、安全かつ衛生的な労働条件を保証するよ

う要求し、労働の安全衛生に関する法規から派生するその他恩恵を受ける権利を有する。 

第 197 条 - 雇用機関の経営管理部門は、安全かつ衛生的な労働条件を保証し、これを体系的に改

善し、業務上の事故や職業病を予防するために適切な対策を採り、この分野に関して定められた

法規定を遵守する義務を負う。 

第 198 条 - 雇用機関の経営管理部門は、その経済計画の中に、労働の安全衛生に該当する物的資

源及び財源を考慮に入れる義務を負う。 

第 199 条 - 各レベルの組合組織は、この分野に関して法律が与える権限を行使して、労働条件の

改善を推進し、その対策に関する計画の策定に関与し、労働の安全衛生に関する現行規定の遵守

を要求することができる。 

第 2節： 相互の義務と権利 

第 200 条 - 安全な条件で労働活動を行うために、雇用機関の経営管理部門は、技術者、指導者及

びその他労働者に対し、彼らが安全な条件のもとで仕事を行うために遵守しなければならない労

働の安全衛生に関する要件について教育・訓練する義務を負う。 

労働者は、施される教育に参加し、その中で与えられる指示を守る義務を負う。 

第201条 - 雇用機関の経営管理部門は、公的な一覧にある個人用防護具を労働者に無償で支給し、

適切な集団用防護具を設置し、双方の管理と修理を保証する義務を負う。 

労働者は、個人用及び集団用の防護具を使用し、これを大切にする義務を負う。 

第 202 条 - 雇用機関の経営管理部門は、労働者に対して、所定の仕事を行うための適性と健康状

態を判断する目的で、雇用前及び定期的な健康診断を要求する義務を負う。一方、労働者は、両

方の診断を受ける権利と義務を有する。 
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第 203 条 - 部分的障害により普段の活動を継続して行えない労働者は、残された労働能力に応じ

て職の斡旋を受ける権利を有する。また、かかる目的のために、資格認定または再認定を受ける

機会が提供されなければならない。 

部分的障害のある労働者を内部で再配置する全ての可能性が尽きた場合、雇用機関の経営管理部

門は、同一の目的を有する地域の労働機関に支援を求めなければならない。 

第 204 条 - 総合的訓練の一環として労働活動に参加する学生に対して、雇用機関の経営管理部門

は、安全かつ衛生的な労働環境を提供し、労働の安全衛生について教育し、公的な一覧に従って

個人用防護具を支給しなければならない。 

また、経営管理部門は、学生が果たす労働活動を決定する際に、彼らの性別と年齢に応じて、本

労働法典の第210条、第212条、第221条、第224条及び第225条に定める規定に留意する。 

 

第 3節： 業務上の事故及び職業病 

第 205 条 - 雇用機関の経営管理部門は、行っている活動に関連する業務上の事故及び職業病の原

因を調査し、これをなくすために適切な対策を採り、管轄機関及び組合組織に必要な情報を提供

する。 

第 206 条 - 雇用機関の経営管理部門は、重大または死に至る事故の発生に対し、権限のある機関

及び組合組織が実施する調査に協力しなければならない。 

 

第 4節： 建造物及び設備 

第207条 - 雇用機関の経営管理部門は、施設の新築・改装・拡張の全て、労働手段の製造・設備、

生産工程の組織において、また、該当する開発を開始するために、労働の安全衛生に関する法規

定を遵守する義務を負う。 

第 208 条 - 管轄機関は、投資プロセスの様々な段階を通して、労働の安全衛生に関する法規が遵

守されているか査察し、かかる目的のために与えられている権限を行使する。 

 

第 5節： 危険な条件で労働しない権利 

第 209 条 - 適切な保護手段が適用されていないために生命が危険にさらされていると判断する労

働者は、その職で労働しない、もしくは既存の危険が排除されるまでその職の特定の活動を行わ

ない権利を有する。ただし、配置される他の職で一時的に働く義務を負う。 

この場合の賃金の支払いに関する条件と金額については、法律で定める。 

 

第 8章： 女性の労働 

第 1節： 女性に適した職 

第 210 条 - 雇用機関の経営管理部門は、新規労働者を雇って、女性に適していると判断が下され

ている職に該当する欠員を補充する必要がある場合、これらの職に就くために要求される要件を

満たす女性労働力が応募していれば、この職に女性を雇わなければならない。 

 

第 2節： 女性に対する労働条件 

第 211 条 - 雇用機関は、作業工程に女性が参加するために適切な労働条件ならびに保健衛生条件

を創設・維持しなければならない。 
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第 212 条 - 働く女性に対しては、労働に参加する各人の決意を考慮し、母としての高尚な社会的

役割を認めて、その身体的・生理的特徴に見合った労働条件が保証される。  

 

第 3節： 女性に対する特別な保護 

第 213 条 - 妊婦または子どもを持つ意向のある女性は、その婦人科器官、生殖機能または正常な

妊娠経過に有害な活動や仕事には雇用されない。 

第 214 条 - 雇用機関の経営管理部門は、女性に推奨されない職及び活動の一覧に含まれる仕事に

前条項に該当しない女性を雇用する際は、健康診断書の結果に留意しなければならない。 

勧められない職及び活動の一覧は、集権的に承認･更新され、その作成においては、労働の安全

衛生に関してキューバが署名している国際条約、医学・科学的基準、技術的進歩及び労働条件の

変更が考慮される。 

 

第 4節： 妊産婦に対する保護 

第 215 条 - 妊婦または 1 歳までの子を持つ女性労働者は全て、時間外労働、連続交替勤務または

職場がある場所以外での委託勤務から免除される。 

第 216 条 - 妊娠している女性労働者で、その状態により、就いている任務の遂行に支障がある場

合、事前に医師の見解を得て、その身体的可能性に適した他の任務へ一時的に異動させられる。

この場合の支払い条件及び金額は、法律で定める。 

第 217 条 - 妊娠期間中、女性労働者は、医療措置及び口腔外科診察のため、法律が定める形式及

び金額で有給休暇を取得する権利を有する。 

第218条 - 女性労働者はまた、母性保護を理由として、出産前6週間と出産後12週間まで有給休

暇を与えられる権利を有する。これに加えて、子に対する医療措置の便宜を与えるため、補足的

な有給休暇をとる権利を有する。多胎妊娠の場合、出産前の有給休暇は8週間まで延長される。 

第 219 条 - 雇用機関は、年少の子息を世話することを要求した女性労働者に対して、法律に定め

る要件を満たしている場合に限り、無給の休暇を与えなければならない。この休暇は、子が1歳

未満の場合は9か月間、1歳以上16歳未満の場合は6か月間までとする。どちらの場合も、女性

労働者には、就いている職を保持する権利が保証される。 

 

第 9章： 青少年の労働 

第 1節： 総則 

第 220 条 - 国は、例外的な理由で勤労を許可された 15 歳及び 16 歳の青少年に対して、彼らの

適な育成、労働人生への順応、職業的訓練と文化的向上にかかわる継続的な成長を達成するため

に、雇用機関が必要かつ特別な配慮を与えるように導く対策を出す。 

雇用機関は、青少年を勤労させる前に、身体的・精神的に当該業務に適しているか判断するため

に、健康診断を指示･実施し、その健康状態について診断書をとる義務を負う。 

第 221 条 - 青少年は、雇用機関の経営管理部門が当該業務のために彼らを研修・訓練する導入教

育を施すように要求する権利を有する。 
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第2節： 特別な労働条件 

第 222 条 - 青少年の 1日の労働時間は、1日 7時間、週 40時間を超えてはならない。また、行っ

ている作業が例外的な社会的利益にかかわる理由によるものである場合を除き、休日に勤務する

ことは許されない。 

第 3節： 禁止事 

第 223条 - 青少年は、その身体的・精神的発達に見合った作業に雇用されなければならない。 

第224条 - 以下の作業に青少年を雇用することは禁じられている。 

a) 積み込み作業または極度に重いものを扱う作業。 

b) 鉱物の採掘。 

c) 有害物質、反応物質または毒物を使用する場所。 

ch) 地下の作業。 

d) 高所の作業。 

e) 夜の作業。 

f) 本人の安全または他の人々の安全が当該青少年の責任に問われる作業。 

第225条 - 17歳の者は、18歳になるまで地下の作業及び健康や総合的な発育に害を与えうる物質

を扱う作業に従事することはできない。 

 

第 10章： 技術研修 

第 1節： 総則 

第 226 条 - 雇用機関の経営管理部門は、労働者に特定の仕事を適切に遂行するために必要な論理

的・実践的な知識をつけさせることを目的として、国家の発展が必要とするニーズに対応し、労

働者の自己啓発の権利と調和した技術研修活動を行う。 

第 227 条 - 雇用機関の経営管理部門は、それぞれの組合組織と協力して、特に以下の義務及び役

割を果たさなければならない。 

a) それぞれの年間計画と発展への展望が掲げる必要性に応じて、労働者に研修を施す 

b) 研修に関連する活動を含め、技術経済的計画の中にこれを確保する。 

c) 法律が定める様々な訓練方法を基に、実施すべき講座を編成する。 

ch) 実施する講座のために必要な教材を確保する。 

d) 労働者の文化的・技術的水準の向上を目指す。 

 

第 2節： 見習いという特別な条件での労働契約 

第 228 条 - 雇用関係にない者は、見習いという特別な条件での労働契約により、雇用機関で実施

される技術研修講座に参加する。 

雇用機関は、14 歳の青少年を対象として、彼らの教育を妨げない条件で、身体的･精神的な発達

に見合った作業のために、例外的に見習い契約を結ぶことができる。ただし、管轄当局によりこ

れが承認された青少年である場合に限る。 

この契約は、書面により当該講座のために定められた期間で、研修を提供する雇用機関とこれを

受講する者の間で締結される。 
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第 229 条 - 技術研修講座に参加する労働者に対しては、労働契約に添付して労使関係の新たな要

素を記録した文書が作成される。 

第230条 - 特定の仕事を遂行する技術的･実践的知識を得るために準備された様々な技術研修を経

由して訓練された、見習いという特別な条件で労働契約を結んだ労働者及び雇用関係にない者は、

法律に定める特別な方法により報酬を受ける。 

第 231 条 - 見習いという特別な条件での労働契約または労働契約に添付した文書により成立した

関係は、以下の理由により終了する。 

a) 講座の期間満了または目的の達成。 

b) 当事者いずれかの意思。 

c) 兵役に就くための動員。 

第 232 条 - 見習いという特別な条件での労働契約もしくは労働契約に添付した文書は、以下の理

由により、雇用機関の意思で終了することができる。 

a) 当該人物が研修を受講するのに不適格。 

b) 当該人物の適性の欠如。 

c) 講座からの除籍という懲戒処分の適用。 

ch) 雇用機関が消滅し、これを代位する他の機関が存在しない場合。 

d) 拘禁及びいかなる理由であれ標準的な指導効率に影響を与える他の理由による欠席。 

e) その他、法律が定める理由。 

 

第 3節： 高等教育機関で学ぶ労働者への便宜供与 

第 233 条 - 高等教育機関の通常課程で学ぶ労働者は、勉学を行うために、法律が規定するそれぞ

れの専門に応じて、年間の休暇日数を便宜として得ることができる。これには、休暇に相当する

賃金の額を貸付金として受け取る権利、または上記日数を無給の休暇として与えられる権利がつ

く。 

雇用機関の経営管理部門は、前述の2種類の便宜のいずれかを受ける労働者に対して、当事者に

よる申請に基づき、教育の必要性に応じて年次有給休暇の部分的付与を計画しなければならない。 

第 234 条 - いずれを選択した場合も、この理由により勤務しなかった日は、年次有給休暇の算定

のための期間に累積される。 

例外的に、労働者は、高等教育機関の昼の課程で勉学に専念するため、業務から解放されうる。

この場合、返済の必要がない報酬を受ける。この手当を付与するための条件は、法律で定める。 

 

第 11章： 団体労働協約 

第 1節： 総則 

第 235 条 - 団体労働協約により、一方を雇用機関の経営管理部門、他方を同機関の組合組織の代

表として、経営管理部門による技術経済的計画の実施と全ての労働者の活動と意図の幅広い発展

を促進させる目的で、労働条件、同機関における労使関係を統制する相互の義務及び権利の要求

と 適な適用について合意する。 

第 236 条 - 団体労働協約は、国家中央行政機構の各組織、国家機関、人民権力地方会の行政執行

部、企業、企業同盟、予算配分された団体などの雇用機関の経営管理部門とそれぞれの組合組織
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の間で結ぶことができる。また、企業や政治組織・社会組織･大衆組織に従属する経営支局とそ

れぞれの組合機関との間でも締結できる。 

国家中央行政機構の各組織は、統轄する分野及び活動に関して、団体協約を締結するレベル及

びその周期を適切な形で決定するための権限を有する。 

第 237 条 - 団体労働協約は、労働者会議において協議・承認され、法的な効力・効果を持つため

に、書面を作成し当事者双方が署名して正式に成立されなければならない。団体労働協約の条項

は、組合組織に加入しているか否かにかかわらず、また当該協約が施行される時点に同機関の労

働者であるか否かにかかわらず、当該雇用機関の全労働者に適用される。 

団体労働協約は、労働者総会で承認され、経営管理部門及び組合組織により署名されると、法的

効力を持ち、双方に対して遵守する義務が発生する。 

第 238 条 - 団体労働協約の条項は、法律に基づく。また、国家中央行政機構の各組織が統轄する

分野及び活動のための団体協約は、該当する全国組合の同意を得た上で、同組織が定めるガイド

ラインによって適切な形で統制される。 

このガイドラインは、5 年間の社会経済発展計画において当該分野に対して承認された指針に基

づくもので、協約の内容、その効力の期間、これを締結する権限のある機関、その合法性と遵守

の管理を行う機関のレベル、それが遵守されているか確認する周期、締結中に、またはその解釈

により発生する意見の相違を解決する担当機関、その他、適切な協約の作成と適用のために必要

とされる細目を定めなければならない。 

第239条 - 団体労働協約は、その遵守、労働者の文化的･職業技術的な資格認定、労働及び社会保

障にかかわる法規に定めるその他側面を保証するため、それぞれの技術経済的計画によって雇用

機関の経営管理部門及び労働者に対して発生する権利と義務を明示する。 

さらに、この協約は、労働条件及び衛生条件の改善計画、社会主義的競争、労働者の娯楽計画を

はじめ、より建設的な成果を達成するために必要な他の側面を通じて、作業の組織と生産性の向

上、労働及び休暇に関する条件の改善、労働規律の強化、労働の質と量の向上、資材･エネルギ

ー･燃料・その他の資源の節約、業務上の事故や職業病の低減を保証する対策を決定しなければ

ならない。 

第240条 - 団体労働協約の作成･承認の段階や協約の条項に関するその後の一般的な解釈において

雇用機関の経営管理部門と該当する組合組織との間に起こる意見の相違は、当事者双方の出席の

下、こうした相違について担当する権限のある上層機関により一般的なガイドラインに基づき分

析される。 

第 2節： 効力及び変更 

第 241 条 - 団体労働協約は、当事者双方により署名されてから発効し、取り決められた期間が満

了となるまで効力を持つ。 

第242条 - 雇用機関の経営管理部門と同機関の組合組織は、両者の間で現行の協約に対する変更・

追加事項を提案･合意できる。この変更・追加事項は、現行法規に対応するとともに協約の一般

的ガイドラインに適合したものでなければならない。 

この変更・追加事項を発効させるには、労働者会議において承認され、当事者双方によって署名

されなければならない。 
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第3節： 公表及び管理 

第 243 条 - 団体労働協約は、雇用機関の全労働者に周知させるため、広く公表されなければなら

ない。また、団体労働協約の写しは、一般的ガイドラインにおいてその合法性及び遵守を管理す

る権限のある上層レベルのそれぞれの行政機関及び組合組織に送付されなければならない。 

第 244 条 - 団体労働協約により発生した義務の経営管理部門側による不履行及び労働者側による

同義務の不履行は、その不履行の性質に応じて、現行の労働法規、行政法規または刑事法規に基

づき懲罰の対象となる。ただし、いずれの場合も、この不履行が義務を果たさなかった側の責に

帰する場合に限る。 

第12章： 労働紛争の解決 

第 1節： 総則 

第 245条 - 労働紛争の解決では、以下の原則に基づき統制される。 

a) 迅速の原則。紛争は可能な限り素早く解決されなければならない。ただし、これによって当事

者双方に与えられる訴訟に関する保証が損なわれることはない。 

b) 単純化の原則。形式主義的な手続きや不要な儀式を省く。 

c) 口頭主義の原則。訴訟においては、付随的な問題によって唯一の決議により決着がつく紛争の

解決が妨げられることなく、申し立ての手続きにおいても立証においても、口頭による形式が優位

を占める。 

ch) 立証の職権進行主義。訴訟の開始からその終了まで、当事者双方による申し立ての必要なく行

われる。 

第 246 条 - ある職に就く上位の権利に関連する問題を解決する、あるいは第三者の利益が採択さ

れる裁定により影響を受けると推測できる理由がある全ての紛争において、事件を担当する機関

は、当事者の要請もしくは職権により、訴訟に介入するようその人物を召喚しなければならない。 

第 247 条 - 労働紛争を調査するための手続きは、こうした問題に関して定められた基準により統

制され、これに加えて、労働訴訟のために定められた規定に反する全ての事項については、民事

訴訟に関して規定された基準が補足的に適用される。 

第 248 条 - 労働紛争の解決を担当する機関による確定判決及びその他裁定は、たとえ雇用機関の

幹部が変更になったとしても、また、雇用機関の消滅あるいは合併により他の機関がこれを代位

する場合でも、その遵守が義務付けられる。 

第249条 - 終裁定の異議申し立ての方法と手続きについては、法律で定める。 

終裁定に異議申し立てが行われた場合、裁判所もしくは管轄当局は、再審訴訟により解決され

るまで、正当な理由に基づき、 終裁定の執行を停止することができる。 

 

第 2節： 労働紛争を解決する機関 

第250条 - 労働紛争は、以下の機関に委ねられる。 

a) 労働審議会 

b) 司法制度の人民裁判所 

特別な手続きに付される懲戒処分の対立は、係る目的のために定められた法律の規定により統制

される。 
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第 251 条 - 労働審議会は、労働法規や妊産婦保護を含む短期社会保障の請求から生じる権利と義

務の認識・付与・要求について、労働者間、労働者と国家行政府や政治組織･社会組織・大衆組

織の支局の経営管理部門との間に発生する紛争を担当する。この場合、労働審議会に対する手続

きは、司法手段の利用に先立つ義務的な要件となる。 

第252条 - 労働審議会の裁定は、その遵守が義務付けられる。だたし、当事者のいずれかが10営

業日以内に書面で不服を申し立てた場合を除く。このような場合、同裁定は、効力を発すること

はなく、申し立てを行った当事者には、司法手段を用いる権利が与えられる。 

第 253 条 - 労働審議会は、社会主義合法性に対する違反、労働者を守るために認められた権利の

放棄・削減または変更を含む裁定、もしくは、生産またはサービスの経済計画の達成を損なうよ

うな裁定を下すことはできない。 

第254条 - 各自治体の人民裁判所は、以下を担当する。 

a) 権利に関する労働者の請求、及び労働法規や妊産婦保護を含む短期社会保障に対して発生する

義務の履行で、当事者のいずれかが労働審議会の裁定に不服を示した場合。 

b) 懲戒処分の適用を不服とした労働者の異議申し立て、及び処分免除または厳格性の低い他の処

分が命じられたことで懲戒処分が変更された場合に結果的に発生する損害賠償。ただし、特別な手

続きに付される懲戒処分の対立である場合を除く。 

c) 民間部門や協同組合部門において契約を結んだ労働者の労働上の権利に関する請求、及び懲戒

処分の適用に関する経営管理部門による申請。 

第 255 条 - 各州の人民裁判所の労働法廷は、その州の自治体の裁判所が下した判決に対して申し

立てられた控訴を担当し、第一審において、特別手続きが定められる場合は、その保護を受けて

適用される懲戒処分を不服とする労働者の申し立てを担当する。 

第 256 条 - ハバナ州の人民裁判所の労働法廷は、イスラ・デ・ラ・フベントゥ特別自治区の裁判

所が下した判決に対して申し立てられた控訴も担当する。 

第 257 条 - ハバナ市の地方裁判所の労働法廷は、行政措置の 終審理において長期社会保障に関

して下された裁定に対して出された申し立ても担当する。 

第 258 条 - 人民 高裁判所の労働法廷は、この分野において定められる再審手続き、特別な手続

きが定める場合に同手続きに関して州の人民裁判所が宣告した判決に対する上告、ならびにハ 

 

第 3節： 異議申し立てを行うための期間 

第 259 条 - 労働者は、労働にかかわる自分の権利に関する異議申し立てを行うために 180 日の期

間を有する。この期間は、法律が定める例外を除き、当該違反行為が行われた日もしくは違反を

認識した日の翌日から起算される。 

第 260 条 - 労働審議会へ提出すべき異議申し立ての場合、前条項に述べた期間は一時停止され、

結果として、審議会の裁定に対して当事者のいずれかが不服を表明した時点から計算が再開され

る。 

第 261 条 - 労働者の賃金体系及び短期社会保障にかかわる違反に関する異議申し立てを行い、該

当する修正を申請する行為に対して、期限は定められない。しかしながら、全部または部分的に

受け取らなかった賃金もしくは助成金の請求は、紛争の解決を管轄する機関に対して異議申し立

てが行われた日から遡って180日間分についてのみ妥当とされる。 
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第 262 条 - 労働規律違反を理由として雇用機関の経営管理部門により懲戒処分の対象となった労

働者は、これが通知された日から 10 営業日以内に自治体の人民裁判所へ同処分に対する異議申

し立てを行うことができる。 

第 263 条 - 前記の各場合について示した期間が経過すると、訴訟を行う権利は消滅したとみなさ

れ、それゆえ、異議申し立ては、労働紛争を解決する権限を有する機関により、上述の理由で却

下される。 

 

第 4節： 科された懲戒処分に対して国家行政府の幹部･役人が申し立てる不服の取り扱い 

第264条 - 科された処分を不服とする幹部または役人は、下された裁定が通知されてから10営業

日以内に、これを科した当局に改正を申請して控訴することができる。 

この当局は、申し立て後10営業日以内に、控訴の可否を決定する。 

当局によって控訴されるのが、国家中央行政機構の組織の長もしくは人民権力地方会の行政執行

部長であった場合、これら人物は、控訴決定前に、場合に応じて、行政組織または行政執行部の

対応を行う閣僚評議会執行委員会(Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros)または人民権

力地方会のメンバーに意見を求めなければならない。 

懲戒処分が、企業の社長、地方支部長、または例外的に委任によって権限を与えられた者により

科された場合、これを不服とする幹部または役人は、同じく当該処分が通知された日から 10 営

業日以内に、該当する機関･組織の長に対して異議申し立てを行うことができる。この申し立て

は、その後30日以内に決議されなければならない。 

第 265 条 - 懲戒処分を科す確定的な裁定は、以前に報告されなかった事実が認識されたり、新た

な証拠が出てきたり、決定された内容の不当性、違法性、横暴性または不正が立証されて明らか

になった場合、裁定を下す権限のある同じ当局により、いつでも、再審において無効となりうる。 

 

第 13章： 社会保障 

第 1節: 総則 

第 266 条 - 国は、社会保障システムにより、労働者、その家族及び国民一般に対し適切な保護を

保証する。このシステムは、社会保障制度及び社会福祉制度からなる。各制度における保護対象

の人物及び付与される給付については、法律で定める。 

第 267 条 - 国は、国家予算に毎年割り充てられる財源とこのシステムにかかわる適正な行政組織

により、社会保障を約束する。 

第 268 条 - 雇用機関は、定められた規定に従い、労働者が受け取る賃金及びその他報酬から控除

を行うことなく、社会保障費の分担金を支払う。 

雇用機関が支払いを行わないことによって、労働者及びその家族が給付を受ける権利を奪われる

ことはない。 

第269条 - 社会保障制度は、公共部門、協同組合部門及び民間部門、政治組織･社会組織・大衆組

織の給与取得労働者が、一般的原因による疾病または事故、職業病、業務上の事故、妊娠・出産、

障害及び高齢の場合にこれを保護する。また労働者が死亡した場合は、その家族を保護する。 
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第2節： 社会保障制度の給付 

第 270 条 - 労働者、もしくは所定の場合、その家族は、サービス、現物及び金銭による給付を受

ける権利を有する。 

第271条 - 無料で提供されるサービスによる給付は、以下のものである。 

a) 医療措置及び口腔外科診察。治療・予防、一般病院・専門病院。 

b) 身体的、精神的、職業的リハビリテーション。 

c) 葬儀サービス。 

第272条 - 無料で支給される現物による給付は、以下のものである。 

a) 労働者が入院している間の医薬品と適切な食事。 

b) 業務上の事故及び職業病の場合、必要となる整形外科器具及び人工装具。 

c) 労働者が入院する必要がない業務上の事故及び職業病の場合における医薬品。 

第273条 - 金銭的な給付は、以下のものである。 

a) 疾病もしくは事故に対する助成金。 

b) 妊娠･出産に対する経済的給付金。 

c) 完全または部分的障害に対する給付金。 

ch) 年金。 

d) 労働者または年金受給者の死亡により発生する給付金。 

第274条 - 金銭的な給付は、当該労働者の平均賃金の90％までとする。 

 

第 3節： 疾病もしくは事故に対する助成金 

第 275 条 - 一般的な原因による疾病または事故、職業病または業務上の事故の場合、労働者は、

その1日平均賃金の50％から80％に相当する助成金を受け取る。それぞれの場合の給付金額は、

法律で定める。 

労働者の負傷が、人命を救助するという英雄的な行為を行っていたとき、職場もしくは社会の他

の基本的財産を守っていたとき、あるいは国際的な使命を遂行していたときに発生したものであ

る場合、この率は20％増加する。 

第 276 条 - 助成金は、一時的な就労不能の期間の間、医師の全快証明があるまで又は年金が付与

されるまで、法律が定める条件で支払われる。 

労働者が一定期間あるいは一つの作業または工事のための契約で働き、疾病または事故の原因が

一般的なものである場合、助成金は、契約の有効期間中のみ支払われる。 

  

第 4節： 妊娠･出産に対する経済的給付金 

第 277 条 - 本法典の第 217 条が述べる、妊娠・出産のために有給の休暇を取得中の女性労働者が

受け取る経済的給付金の額は、賃金及び助成金の名目で休暇を取得し始める直前の 12 か月間に

受け取っていた賃金の週平均と同額とする。この額の 低限度は、法律で定める。 
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第5節：完全または部分的障害に対する給付金 

第 278 条 - 労働者は、仕事を行うのに完全または部分的な障害がある場合、給付金を得る権利を

有する。この障害が、一般的な原因によるものである場合、労働者は、障害者となった時点の年

齢に応じて、勤務した 短期間を証明しなければならない。 

第 279 条 - 完全な障害に対する給付金の額は、当該労働者の年間平均賃金に勤務した年数と障害

の原因に応じて該当する率を適用して決定される。 

第280条 - 障害の原因が業務上の事故あるいは職業病にある場合、給付金は10％増額される。 

上記理由による障害で、労働者が自分自身で身の回りの用を足すことができないため、常に他人

の介護を必要とするほどの障害の程度である場合、給付金の額に対して20％の追加増額を定める。 

第 281 条 - 部分的障害に対する給付金は、その状態が原因で労働者が以下に該当する場合に給付

される。 

a) 以前に受け取っていた額よりも低い賃金が設定されている職に配置転換された、または、自ら

の職において1日の勤務時間が短縮された結果、賃金が減少した。 

b) 集中的または長期のリハビリ治療を行う必要がある。 

c) 資格認定講座または再認定講座を受ける。 

ch) 労働者の責に帰されない理由により配置転換を待っている。 

第 282 条 - 配置転換または 1 日の勤務時間が短縮する場合、部分的障害に対する給付金の額は、

勤務した年数と障害の原因に応じて、以前の賃金と新たな賃金の差異に 30％から 60％の率を適

用して決定される。その他の場合は、労働者が受け取っていた賃金に対して法律に定める率が適

用される。 

第 283 条 - 人命を救助するという英雄的な行為を行っていたとき、職場もしくは社会の他の基本

的財産を守っていたとき、あるいは国際的な使命を遂行していたときに、完全または部分的障害

を負った労働者は、算定された給付金の額が20％増額される。 

第284条 - 完全または部分的障害は、国家保健システム(Sistema Nacional de Salud)の医療施設

で機能する医療評価委員会(Comisiones de Peritaje Médico)により判定される。 

 

第 6節： 年金 

第 285 条 - 労働者は、その年齢及び勤務年数により年金を受ける権利を有する。この年金は、法

律が定めるところに従い、通常年金あるいは特別年金になりうる。 

第286条 - 通常年金の付与にあたり、労働は以下のカテゴリーに分類される。 

a) カテゴリー1： 通常の条件で行われる労働。 

b) カテゴリー2： 身体的・精神的あるいは双方でのエネルギーの消費により、体の器官に年齢相

当以上の消耗を生じさせ、時を経て労働能力の減退を引き起こす性質がある労働。 

このカテゴリーに含まれる労働一覧表の制定または変更の手続きは、法律で規定する。 

第 287 条 - 年金の額は、当該労働者の年間平均賃金に勤務年数に応じて該当する率を適用して決

定される。通常年金では労働者の年間賃金の 50％、特別年金では年間賃金の 40％を、 低適用

率とする。 

第 288 条 - 労働人生を通して特別に優れた功績を達成した労働者は、年金が増額される。特別に

優れた功績を残した労働者の条件を認定するための手続きは、法律で規定する。 
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第289条 - カテゴリー1の労働者で、通常年金を受けるための要件を満たしたのち、仕事の上でそ

の経験を国家の発展のために寄与し続けている者には、特別な増額が付与される。 

 

第 7節： 死亡給付金 

第 290 条 - 障害または年齢により、現役労働者あるいは年金受給者が死亡した若しくは死亡が推

定された場合、その家族に年金を受ける権利が発生する。 

第291条 -  死亡給付金の額は、死亡時に該当していた若しくは該当するはずであった年金または

障害に対する給付金の割合に相当する。この割合は、年金額の70％から100％とし、年金受給権

のある親族の数に応じて決定され、該当者の間で均等に配分される。 

第 292 条 - 普通の労働者としての条件にある未亡人は、自らの賃金と自分に該当する給付金の取

り分とを同時に受ける権利を有する。 

 

第 8節： 社会保障記録ファイルに関する手続き 

第 293 条 - 雇用機関の経営管理部門は、労働者の年金または完全障害に対する給付金や労働者の

死亡により発生した給付金の記録ファイルを作成・提出する責任を負う。 

部分的障害の場合、経営管理部門は、記録ファイルを手続き・提出し、給付金の支払いを行い、

これを調整･管理する責任を負う。 

第 294 条 - 辞職した労働者で法律が給付金を受ける権利があると認める者の年金または障害に対

する給付金の記録ファイルや、年金受給労働者の死亡により発生する記録ファイルを手続きする

のは、市町村自治体労働所轄当局とする。 

 

第 9節： 社会福祉制度 

第 295 条 - 社会福祉制度は、より多大な経済的保護を必要とする労働者に対して社会保障制度に

よって提供される給付金を補い、一般に、基本的な必要性が保証されていない、あるいは生活ま

たは健康状態により社会の援助なしでは自らの問題を解決できない全ての人々を保護する。 

 

第 14章： 労働監査 

第 1節： 総則 

第 296 条 - 労働監査により、労働、社会保障及び労働の安全衛生に関する現行法規の遵守を統制

する。 

この監査を受ける対象は、予算配分された団体、国営企業とその支社、国営企業の各団体、協同

組合及び経済の民間部門とする。 

第 297 条 - 労働監査は、これを行うために法的な権限を有する国家機関、国家中央行政機構の各

組織、全国の組合に帰属する。 

 

第 2節： 国による労働監査 

第298条 - 国による労働監査は、以下の機関の権限とする。 

a) 労働、社会保障及び労働の安全に関する法規については、国家労働社会保障委員会。 

b) 医療及び労働の衛生については、厚生省。 



- 145 - 

c) 火災･爆発に対する安全に関する事項については、内務省。 

ch) それぞれのシステムの中では、国家中央行政機構の各機関・組織。 

d) 各地方に位置する支部においては、統括機関が定める基準及び手続きに基づき、人民権力地方

会の行政執行部。 

第 299 条 - 監査が然るべくその役割を果たせるように、監査を受ける機関及びかかる目的に関心

のある他の機関･組織の専門家に対して、監査に参加する機会が与えられなければならない。 

第 300 条 - 労働、社会保障及び労働の安全に関する法規の遵守に対する統制は、自己監査を通し

て各雇用機関の経営管理部門によっても体系的に実施される。 

第301条 - 国による労働監査には、以下の機能がある。 

a) 確認された違反の排除を命じる。 

b) 即座に又は定められた期間内に必要な対策を講じるよう命じる。 

c) 確認された違反の責任者と思われる幹部、役人及びその他労働者に対して、妥当な場合、懲戒

処分の手続き開始を要求する。あるいは、場合により、刑事訴訟を開始する。 

ch) 以前の監査の結果として命じられた対策が守られていることを確認する。 

d) その他、法律が認める機能。 

第 302 条 - 監査が終わると、監査を受けた機関の幹部及び該当する組合組織へ結果報告を提出し

なければならない。また、必要であれば、同機関に従属する機関･組織にも提出する。 

第 303 条 - 第 298 条が述べる統括機関の監査が、労働者または他の人々の生命もしくは健康に対

する重大な又は差し迫った危険を避けるために必要であると考えた場合、この危険をできる限り

早急に予防する対策を命じる。これらの対策は、特定の施設、機械、設備、装置、原材料及び資

材の部分的または完全な使用停止、あるいは全体的な作業の中断からなりうる。 

第 304 条 - 国による労働監査システムの組織、国家中央行政機構の各組織や雇用機関のその他機

能・権限・義務、国家監査官の裁量・権限・義務、監査実施の際に従うべき手順については、法

律で規定する。 

 

第 3節： 組合による労働監査 

第305条 - 組合組織は、労働条件を規制する規定の適用について雇用機関に情報を請求できる。 

雇用機関は、監査の適正な実施のために必要とされる情報を組合の監査官に提供する義務を負う。 

第 306 条 - 組合による労働監査は、作業現場の条件によって業務上の事故が差し迫って起こるこ

とが予想される場合、機械、装置及び作業の機能停止を命じ、作業現場の閉鎖を申し出ることが

できる。 

第 307 条 - 組合による労働監査システムの組織、組合組織が合意して引き受ける機能・裁量・義

務については、法律で規定する。 

 

第 4節： 労働、社会保障及び労働の安全衛生に関する法規の違反に対する責任 

第 308 条 - 労働、社会保障及び労働の安全衛生に関する法規の違反に対する責任は、当該分野の

法規が定めるところに従い、行政手段により、また、場合よっては刑事手段により要求すること

ができる。また、いずれの場合も、国による監査及び組合による監査を要請することができる。 
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補則 

第 1 条： 本法典に定める期間は、営業日と明示して定める場合を除き、暦日について言及するも

のとする。 

期間の計算は、場合に応じて、当該行為が発生した日の翌日の暦日または営業日から起算し、

終日に終了する。ただし、 終日が非営業日と重なる場合を除く。この場合、期間満了は、次の

営業日に移される。 

第 2 条： 現行法規が本法典のテキストに置き換えられた規定を参照している場合、本法典の該当

する章もしくは条項について言及するものとする。 

 

暫定規定 

第 1 条： 本法典の発効以前に科された確定的な懲戒処分は、これを命じる根拠となった法規に定

めるところに従って、処分が終わるまで適用され続ける。 

第 2 条： 本法典より前に起こった事実に由来する労働上の申し立ては、いかなる当局の管轄に付

されようとも、申し立てに対して未だ 終的な決定がなされていない、若しくは申し立てを行う

ための期限が切れていない場合は、本法典の規定に基づき、同事実から生じる権利の行使につい

て調整される。 

第 3 条： 労働力の雇用・契約に関して、ハバナ州及びハバナ市は、これに関して行われる調査が

終了するまで現在の地位を維持し、妥当とされる内容が定められる場合がある。 

 

終規定 

第 1 条： 閣僚評議会及び国家労働社会保障委員会は、本法典が適正に遵守されるために必要な規

定を定める任務を負う。 

第 2 条： 政治組織・社会組織・大衆組織の上層執行部の労働者の労使関係は、労働契約の開始・

変更・終了及び労働規律の問題においては、特別規定により統制される。 

本法典に含まれる規定は、国軍及び内務省の正規構成員には適用されない。 

第 3条： 以下の法規を廃止する。 

I. 法律：  

·1. 1929 年 6 月 19 日付け番号なし(理髪師または美容師として従事するための認証を得るための要

件)(1929年 6月 22日付け公報) 

·2. 1969年 8月 28日付け第1225号(労働記録ファイル) 

·3. 1972年 12月 14日付け第1240号(国民の記念日、公式記念日及び祝日について) 

·4. 1977年 8月 19日付け法律第7号第463条 終段落(民事・行政・労働訴訟) 

·5. 1977年 12月 27日付け第12号(歴史的賃金の創設停止) 

·6. 1977年 12月 28日付け法律第13号第41条(労働の安全衛生) 

II. 政令： 

·1. 1934年 5月 16日付け第215号(白鉛または塩基性炭酸塩、硫酸鉛の使用及び年少者・女性の労

働禁止について) 

·2. 1934年 10月 16日付け第598号(女性の労働と訪問労働) 

·3. 1934年 12月 28日付け第781号(妊婦に関する規定) 

·4. 1935年 7月 25日付け第105号(塗装における白鉛の使用について) 
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·5. 1977年 4月 25日付け第3号(組合組織) 

·6. 1977年 12月 14日付け第11号(労働規律違反) 

·7. 1980年 2月 16日付け第32号(懲戒処分) 

·8. 1980年 3月 29日付け政令第36号第8章 C項(幹部及び役人の規律) 

·9. 1980年 10月 16日付け第40号(労働契約) 

·10. 1981年 3月 9日付け第41号(年次有給休暇について) 

III. 法令： 

·1. 1929年 11月 29日付け第1904号(1929年 6月 19日付け法律の施行規則) 

·2. 1933年 10月 19日付け第2513号(1日の 長労働時間について) 

·3. 1934 年 8月 30 日付け第 2763 号(鉱山、鉄道修理工場、製糖工場及び200 人以上の作業員を有

する工場に学位を得た看護師を置く義務を定める法令) 

·4. 1935年 9月 30日付け第2774号(1934年 8月 30日付け法令第2763号の改正) 

·5. 1935年 12月 31日付け第31号(座って仕事をする作業員に対して背もたれ付きの椅子またはベ

ンチを置く義務について) 

·6. 1940年 11月 8日付け第3185号(1日の労働時間について) 

·7. 1948年 9月 23日付け第3104号(映画館の安全対策) 

·8. 1950 年 9月 19 日付け第 3041 号(マニキュア師及びペディキュア師として従事するための資質

認定書について) 

·9. 1977年 11月 18日付け法令第13号第8条(他施設での雇用可能宣言を受けた者について) 

·10. 1979年 5月 24日付け法令第42号第83条 a)項(国営企業に関する一般規則) 

·11. 1980年 8月 22日付け第73号(雇用政策) 

·12. 1981年 3月 10日付け第81号(年次有給休暇) 

IV. 決議： 

·1. 1951年 1月 19日付け第3073号(牧畜業労務者に対する保護) 

·2. 1951年 1月 22日付け第3064号(冷蔵室及び冷凍室での作業における安全衛生) 

·3. 1951 年 1月 29 日付け第 3078 号(理髪師、美容師、マニキュア師及びペディキュア師の認定書

について) 

·4. 1956年 5月 24日付け第74号(乗組員の宿泊について) 

·5. 1956年 10月 1日付け第214号(1,000キロ以上の船底の航海術について) 

·6. 1962年 8月 27日付け第5798号(1日の労働時間等) 

·7. 1974年 3月 1日付け第7号(時間外労働) 

·8. 1977年 12月 23日付け第75号(他施設での雇用可能宣言を受けた者の退職手続き) 

·9. 1979年 10月 15日付け第369号(時間外労働) 

·10. 1980年 10月 13日付け第532号(農業労働者の年次休暇) 

·11. 1980年 1月 9日付け第411号(基準の分類) 

·12. 1980年 6月 19日付け第468号(個人用防護具としてのある種の履物について考慮) 

·13. 1981年 6月 16日付け第770号(他の職への異動) 

·14. 1982年 10月 22日付け第1718号(時間外労働) 

V. 指令：  

·1. 1967年 2月 1日付け第6号(職位ごとの保護基準の調査方法) 

·2. 1969 年 6月 14日付け第15号及び1971年 5月 6日付け第31号(サトウキビ集積所における保

護基準) 

·3. 1972年 3月 20日付け第1号(労働組織・作業基準設定のための指令) 
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·4. 1977年 12月 29日付け第45号(1977年 12月 23日付け決議第75号の補足) 

·5. 第 117号(1979年 10月 19日付けOTS-G)(時間外労働) 

·6. 第 178号(1980年 1月 30日付けOTS-G)(基準の分類について) 

·7. 第 245号(1980年 4月 9日付けOTS-G)(基準の分類について) 

·8. 第 325号(1980年 7月 17日付けOTS-G)(基準の分類について) 

第 4条： 本法典に定める内容の遵守に相反する他のいかなる法的規定または条項も廃止される。 

第 5条： 本法典は、1985年 7月 26日から施行する。 

 

1984年 12月 28日、ハバナ市にて策定。 

 

フラビオ・ブラボ・プラド
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