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平成25年11月28日

JOGMEC金属環境事業部 企画課 山下雄志



１．鉱害防止支援事業の着実な実施１．鉱害防止支援事業の着実な実施１．鉱害防止支援事業の着実な実施１．鉱害防止支援事業の着実な実施

◆ 旧松尾鉱山新中和処理施設：

北上川の清流を３１年間にわたり維持

岩手県知事より感謝状を受領

◆ 地方公共団体や鉱害防止義務者等への

きめ細かなサービスを実施

２．鉱害防止技術開発２．鉱害防止技術開発２．鉱害防止技術開発２．鉱害防止技術開発

××××

××××
尾花沢鉱山尾花沢鉱山尾花沢鉱山尾花沢鉱山

西吾妻鉱山西吾妻鉱山西吾妻鉱山西吾妻鉱山土呂久鉱山土呂久鉱山土呂久鉱山土呂久鉱山

××××
××××

松尾鉱山松尾鉱山松尾鉱山松尾鉱山

松尾鉱山松尾鉱山松尾鉱山松尾鉱山

赤山鉱山赤山鉱山赤山鉱山赤山鉱山

高旭鉱山高旭鉱山高旭鉱山高旭鉱山

尾太鉱山尾太鉱山尾太鉱山尾太鉱山

××××

××××

××××
××××

幌別硫黄鉱山幌別硫黄鉱山幌別硫黄鉱山幌別硫黄鉱山

伊達鉱山伊達鉱山伊達鉱山伊達鉱山

精進川鉱山精進川鉱山精進川鉱山精進川鉱山

××××

土呂久鉱山土呂久鉱山土呂久鉱山土呂久鉱山

ＪＯＧＭＥＣＪＯＧＭＥＣＪＯＧＭＥＣＪＯＧＭＥＣ 鉱害防止部門鉱害防止部門鉱害防止部門鉱害防止部門 平成２４年度の主な実績平成２４年度の主な実績平成２４年度の主な実績平成２４年度の主な実績
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２．鉱害防止技術開発２．鉱害防止技術開発２．鉱害防止技術開発２．鉱害防止技術開発

◆ 坑廃水処理のコスト削減を目指すパッシブト

リートメント技術の調査研究が大きく進展

３．資源保有国への技術協力３．資源保有国への技術協力３．資源保有国への技術協力３．資源保有国への技術協力

◆ ペルーではＯＪＴを通じ技術移転を促進し、要
請を受けてアドバイザー派遣を１年延長

◆ ミャンマーなど５ヵ国で鉱害防止セミナーを開

催し、南アでは周辺６ヵ国も参加したマルチの

国際会合として挙行

××××

南アと周辺6カ国
（ボツワナ、ザンビア、ジンバブエ、
タンザニア、モザンビーク、ナミビア）

ミャンマー、ラオス、ベトナム

ペルー

JOGMECJOGMECJOGMECJOGMEC鉱害防止セミナーの開催国鉱害防止セミナーの開催国鉱害防止セミナーの開催国鉱害防止セミナーの開催国



（１）（１）（１）（１）旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理

① 鉄酸化バクテリア中和処理施設鉄酸化バクテリア中和処理施設鉄酸化バクテリア中和処理施設鉄酸化バクテリア中和処理施設を365日24時間体制で安全かつ確実に稼働 し、過去 31年間にわたり

北上川の清流を確保

10月に過去過去過去過去 30303030年間年間年間年間にわたり北上川の清流を確保にわたり北上川の清流を確保にわたり北上川の清流を確保にわたり北上川の清流を確保したことに対し岩手県岩手県岩手県岩手県知事より感謝状を受領知事より感謝状を受領知事より感謝状を受領知事より感謝状を受領

② 年間900万m3(東京ドーム7.3杯分）にも及ぶ国内最大の大量坑廃水を契約上の水質基準内(実績：pH4.25、T-
Fe2.5mg/ｌ、契約：pH≧4.0、T-Fe13mg/ｌ)に 継続維持

③ 東日本震災を踏まえ震度6強の最大級地震による被害を想定した災害訓練を10月24日に実施

震災等への対処法を点検し、炭酸カルシウムの河道投入の手順等について点検確認を行うと共に、

災害事故対応マニュアルの改訂を実施

１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援（１）（１）（１）（１）
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30年間無事故運転に対し
岩手県知事より感謝状を授与

処理施設使用不可を想定した、ジェットパック車
による放流溝への炭カル投入模擬訓練

平成24年度水量・水質実績

水量(m3/分) ｐH T-Fe(mg/L)

原水 17.0 2.25 198

放流水 17.0 4.25 2.5

(契約水質基準) ｐH：4.0以上、
T-Fe：13mg/L以下



（（（（１１１１））））旧松尾鉱山新中和処理施設旧松尾鉱山新中和処理施設旧松尾鉱山新中和処理施設旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理の運営管理の運営管理の運営管理

④ JOGMECが実施した設計に基づき、大規模地震に備えた耐震補強工事を技術支援

⑤ 7月16日の豪雨に伴う土砂流入により、処理施設への用水取水量が減少

直ちに土砂撤去を行い、処理施設運転への影響を未然に防止。

⑥ 北上川の現状と緊急時の対応を話し合う「北上川水系水質汚濁対策連絡協議会幹事会」において、北上川流域の

自治体や関係機関へ新中和処理施設の現状と緊急時対応について情報を提供

⑦ H24年度に岩手県内外の行政機関、学校、企業等の見学者1,018名を受入れ、鉱害防止に関する理解の拡大を

促進 （行政機関：166名、大学：187名、小中高：233名、一般住民等：432名）

１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援（２）（２）（２）（２）
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豪雨に伴う緊急対応状況耐震工事の状況



（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術等サービスの実施等サービスの実施等サービスの実施等サービスの実施

１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援（３）（３）（３）（３）
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（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術等サービスの実施等サービスの実施等サービスの実施等サービスの実施

① 調査指導
（ア） 平成24年4月、尾太鉱山尾太鉱山尾太鉱山尾太鉱山で集積場（底設暗渠）から大量の土砂が流出し、坑廃水処理場が被害を受け、重金属を含
む未処理坑廃水が放流される事故が発生。堤体でも陥没発生があり、青森県の依頼に応じ調査指導を実施。

→ JOGMEC内部に学識経験者等からなる「鉱害防止技術指導委員会」を設置。現地調査及び地下水位等のデータ解
析を行い、堤体からの細砂流出・陥没発生を防止するための対策案と、堤体の安定性には問題がないとの解析結果を
提示

青森県からは、青森県からは、青森県からは、青森県からは、JOGMECJOGMECJOGMECJOGMECの早急な対応について感謝の意が示されたの早急な対応について感謝の意が示されたの早急な対応について感謝の意が示されたの早急な対応について感謝の意が示された

１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援（４）（４）（４）（４）
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② 調査設計
（ア） 宮崎県高千穂町からの委託を受け土呂久鉱山の坑内水水質改善を目的とした清濁分離のためのコンクリート保坑
の詳細設計を実施。また、平成25～34年度までに亘る新たな工事実施計画書を策定。

土砂流出場所(尾太鉱山) 底設暗渠調査状況
(尾太鉱山)

木製支保施枠状況の確認
(土呂久鉱山)



（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術（２）地方公共団体への技術等サービスの実施等サービスの実施等サービスの実施等サービスの実施

③ 工事支援
（ア） 要請のあった山形県の高旭鉱山など 9鉱山について、鉱害防止工事の実施に必要な助言や、鉱山周辺の水量・水
質の調査による坑廃水の影響確認等、技術面のコンサルティングを実施
例えば、高旭鉱山では坑道立入りにおける安全確保のため木製支保の鋼製化工事について技術的助言等を実施。

地方公共団体が地方公共団体が地方公共団体が地方公共団体が行う鉱害防止工事の行う鉱害防止工事の行う鉱害防止工事の行う鉱害防止工事の適切な実施適切な実施適切な実施適切な実施に寄与に寄与に寄与に寄与

１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援（５）（５）（５）（５）
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調査指導、調査設計、工事支援を通じ、調査指導、調査設計、工事支援を通じ、調査指導、調査設計、工事支援を通じ、調査指導、調査設計、工事支援を通じ、
地方公共団体が行う鉱害防止事業の着実な実施を技術面で貢献地方公共団体が行う鉱害防止事業の着実な実施を技術面で貢献地方公共団体が行う鉱害防止事業の着実な実施を技術面で貢献地方公共団体が行う鉱害防止事業の着実な実施を技術面で貢献

本坑鋼製支保施工状況
(高旭鉱山)

本坑鋼製支保確認状況
(高旭鉱山)



（３）（３）（３）（３）人材育成・研修の実施人材育成・研修の実施人材育成・研修の実施人材育成・研修の実施

① 東日本大震災を踏まえた「集積場に係る技術指針」の改正をテーマに鉱害環境情報交換会を2回開催（8、11月）

地方地方地方地方公共団体や鉱害防止事業関係の参加者公共団体や鉱害防止事業関係の参加者公共団体や鉱害防止事業関係の参加者公共団体や鉱害防止事業関係の参加者148148148148名名名名に対し、集積場の安定に対し、集積場の安定に対し、集積場の安定に対し、集積場の安定
解析解析解析解析手法や第５次基本方針の策定等に係る情報を提供手法や第５次基本方針の策定等に係る情報を提供手法や第５次基本方針の策定等に係る情報を提供手法や第５次基本方針の策定等に係る情報を提供

② 日本鉱業協会と連携して基礎技術研修会を2回開催（11,2月）

業界業界業界業界の要請（坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応）に応じ、現場技術者の要請（坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応）に応じ、現場技術者の要請（坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応）に応じ、現場技術者の要請（坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応）に応じ、現場技術者
25252525名名名名を対象に専門的知識の習得を促す研修（新たに有料化を導入）を実施を対象に専門的知識の習得を促す研修（新たに有料化を導入）を実施を対象に専門的知識の習得を促す研修（新たに有料化を導入）を実施を対象に専門的知識の習得を促す研修（新たに有料化を導入）を実施

③ 教材用の鉱害防止技術ビデオ（水系調査技術編 ）を作成

鉱害防止対策の検討に不可欠な水系調査の進め方をわかりやすく解説水系調査の進め方をわかりやすく解説水系調査の進め方をわかりやすく解説水系調査の進め方をわかりやすく解説

④ 大規模坑廃水処理場の近隣生徒等（松尾鉱山（岩手県平舘高校）、幌別硫黄鉱

１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援１．地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援（６）（６）（６）（６）
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④ 大規模坑廃水処理場の近隣生徒等（松尾鉱山（岩手県平舘高校）、幌別硫黄鉱
山（北海道壮瞥高校） ）を対象にJOGMECエコツアーを2回開催し、資源開発と
環境保全の重要性を啓蒙

鉱害環境情報交換会(札幌市) 基礎研修の状況 エコツアーの状況（坑水の中和処理実験）



（１）（１）（１）（１）鉱害防止技術開発の鉱害防止技術開発の鉱害防止技術開発の鉱害防止技術開発の実施実施実施実施

①休休休休廃止鉱山鉱害防止技術等調査廃止鉱山鉱害防止技術等調査廃止鉱山鉱害防止技術等調査廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究研究研究研究

（ア）パッシブトリートメント技術パッシブトリートメント技術パッシブトリートメント技術パッシブトリートメント技術の適用可能性がある19休廃止鉱山について広域水系調査広域水系調査広域水系調査広域水系調査を実施し、周辺の水量・水質
のバックグラウンドを把握

→また、下流河川（利水点、環境基準点等）の水質予測を実施した結果、特に 8鉱山の坑廃水処理場がパッシブト
リートメントの適用性が高いことが判明

（イ）さらに、選定された1鉱山で河川水質予測シミュレーションソフトを使って詳細に水質変動を予測

個々の処理場におけるパッシブトリートメント技術の適用可能性を定量的個々の処理場におけるパッシブトリートメント技術の適用可能性を定量的個々の処理場におけるパッシブトリートメント技術の適用可能性を定量的個々の処理場におけるパッシブトリートメント技術の適用可能性を定量的
に評価できる手法の開発に着手に評価できる手法の開発に着手に評価できる手法の開発に着手に評価できる手法の開発に着手

２．鉱害防止技術開発（１）２．鉱害防止技術開発（１）２．鉱害防止技術開発（１）２．鉱害防止技術開発（１）

8

採水作業（上流部）

A

B

C

坑廃水処理水
放流点

水量調査（下流部）

A地点でのFeの年間河川水質（無処理放流）

Ｂ地点でのFeの年間河川水質（無処理放流）

Ｃ地点でのFeの年間河川水質（無処理放流）

集落



（２）鉱害防止技術開発の実施（２）鉱害防止技術開発の実施（２）鉱害防止技術開発の実施（２）鉱害防止技術開発の実施

②坑坑坑坑廃水水質改善廃水水質改善廃水水質改善廃水水質改善調査調査調査調査

採掘跡等の坑内空洞を経済的な充填材で埋め戻すことで、坑内水の減少・水質良化、

殿物処理費の低減、空洞の安定化等を得るための技術開発を平成24年度から開始

（ア）充填後に自立し、坑内水を大幅に減じられる最適な充填材の基本性能の設計

（イ）中和殿物や模擬建設残土、セメントを使って充填材の配合試験を行い、基本性能

を満たす配合手法の開発

（ウ）空洞（2m×2m）位置を正確に把握する探査手法の開発

（エ）充填に係る法的制約や休廃止鉱山の採掘空洞情報の整理

充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認

２．鉱害防止技術開発（２）２．鉱害防止技術開発（２）２．鉱害防止技術開発（２）２．鉱害防止技術開発（２）
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m
型型型型
枠枠枠枠

充填材打設試験充填材打設試験充填材打設試験充填材打設試験
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充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認充填材として必要な強度、流動性をもった材料配合を確認

隔壁の配合試験



２．鉱害防止技術開発（３）２．鉱害防止技術開発（３）２．鉱害防止技術開発（３）２．鉱害防止技術開発（３）

（３）鉱害防止技術開発の実施（３）鉱害防止技術開発の実施（３）鉱害防止技術開発の実施（３）鉱害防止技術開発の実施
③ パッシブトリートメント適用性調査研究パッシブトリートメント適用性調査研究パッシブトリートメント適用性調査研究パッシブトリートメント適用性調査研究

（ア）中性坑廃水中性坑廃水中性坑廃水中性坑廃水に対する成果

モデル鉱山での実証試験（約1/20規模）で、JOGMECプロセス（有機物に「もみ 殻」を用いる硫酸還元菌の反応を利
用した坑廃水処理。日本の他、米国など 3ケ国に国際特許を出願済み）による重金属除去効果の長期安定性を確認

実操業には滞留時間の十分な確保が不可欠なことを確認実操業には滞留時間の十分な確保が不可欠なことを確認実操業には滞留時間の十分な確保が不可欠なことを確認実操業には滞留時間の十分な確保が不可欠なことを確認

（イ）））） 酸性坑廃水酸性坑廃水酸性坑廃水酸性坑廃水へのチャレンジ

1)室内カラム試験で、JOGMECプロセスの適用可能性を確認

重金属がカラム内で硫化物として固定され、金属種によってその固定場所に重金属がカラム内で硫化物として固定され、金属種によってその固定場所に重金属がカラム内で硫化物として固定され、金属種によってその固定場所に重金属がカラム内で硫化物として固定され、金属種によってその固定場所に

違いがあることをカラムの解体研究で初めて確認違いがあることをカラムの解体研究で初めて確認違いがあることをカラムの解体研究で初めて確認違いがあることをカラムの解体研究で初めて確認

2)鉱山サイトでプレ現地試験に着手。今後の現地試験実施に向けて大きく前進今後の現地試験実施に向けて大きく前進今後の現地試験実施に向けて大きく前進今後の現地試験実施に向けて大きく前進

Zn S Cu

C Si O

カラム解体研究（酸性坑廃水）

10

1段目

2段目

3段目

4段目

5段目

流
れ
の
向
き

実証試験設備（中性坑廃水） 室内カラム試験
（酸性坑廃水）

プレ現地試験（酸性坑廃水）

カラム解体研究（酸性坑廃水）



（１）（１）（１）（１） 鉱害防止義務者等に対する金融支援鉱害防止義務者等に対する金融支援鉱害防止義務者等に対する金融支援鉱害防止義務者等に対する金融支援

① 鉱害防止義務者等に対し、企業ニーズ把握のためアンケート及びヒアリングを実施。

② 平成２４年度融資案件については、鉱害防止事業計画の妥当性等について

金属環境事業部等の技術的知見の活用を得た審査を行い、融資申請受付後

４週間以内で採択を決定、融資を実行。

○鉱害防止資金（鉱害防止工事・坑廃水処理事業に係る融資） ２件 １００百万円

○鉱害負担金資金（農用地土壌汚染対策事業負担金に係る融資） １件 ６０百万円

国民の健康の保護、生活環境の保全に寄与国民の健康の保護、生活環境の保全に寄与国民の健康の保護、生活環境の保全に寄与国民の健康の保護、生活環境の保全に寄与

３３３３．鉱害防止義務者等に対する金融支援
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鉱害負担金資金融資による農用地土壌汚染対策工事実施状況



（１）資源保有国への技術指導・情報提供

① ペルーエネルギー鉱山省（MEM）への鉱害政策アドバイザー派遣

（ア）現場を中心とする技術的アドバイス

1) 鉱害発生状況の現地調査支援鉱害発生状況の現地調査支援鉱害発生状況の現地調査支援鉱害発生状況の現地調査支援

ペルーペルーペルーペルー国内で優先的な鉱害防止対策が求められている鉱区について具体国内で優先的な鉱害防止対策が求められている鉱区について具体国内で優先的な鉱害防止対策が求められている鉱区について具体国内で優先的な鉱害防止対策が求められている鉱区について具体
的的的的な方策を提示した成果報告書を提供な方策を提示した成果報告書を提供な方策を提示した成果報告書を提供な方策を提示した成果報告書を提供(2(2(2(2月月月月))))

2) ) ) ) 行政能力向上に必要な技術等を現地指導（行政能力向上に必要な技術等を現地指導（行政能力向上に必要な技術等を現地指導（行政能力向上に必要な技術等を現地指導（OJTOJTOJTOJT））））

MEM職員11名に対し、現地調査の方法（水質測定、位置・規模測定、記録方に対し、現地調査の方法（水質測定、位置・規模測定、記録方に対し、現地調査の方法（水質測定、位置・規模測定、記録方に対し、現地調査の方法（水質測定、位置・規模測定、記録方
法法法法等）や取得データの解析評価手法などの技術を移転等）や取得データの解析評価手法などの技術を移転等）や取得データの解析評価手法などの技術を移転等）や取得データの解析評価手法などの技術を移転(10(10(10(10月月月月))))

（イ）鉱山閉鎖に伴う管理手法構築への支援等

1) 閉鎖時における閉山計画書の履行審査や、管理責任が事業者から国に移行

された後に必要になる、それぞれ実務的なマニュアル作成実務的なマニュアル作成実務的なマニュアル作成実務的なマニュアル作成を支援支援支援支援中

４．金属資源保有国政府等への技術支援（１）
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された後に必要になる、それぞれ実務的なマニュアル作成実務的なマニュアル作成実務的なマニュアル作成実務的なマニュアル作成を支援支援支援支援中

ペルーペルーペルーペルー政府の要請に基づき、派遣期間を一年延長（政府の要請に基づき、派遣期間を一年延長（政府の要請に基づき、派遣期間を一年延長（政府の要請に基づき、派遣期間を一年延長（2222月。月。月。月。25252525年度末まで）年度末まで）年度末まで）年度末まで）
鉱山大臣来日の際、アドバイザー派遣に対する感謝の意が示された鉱山大臣来日の際、アドバイザー派遣に対する感謝の意が示された鉱山大臣来日の際、アドバイザー派遣に対する感謝の意が示された鉱山大臣来日の際、アドバイザー派遣に対する感謝の意が示された

② JICA､HIDAの研修員（延べ21ヵ国､109名）に対し､鉱害防止に関する研修を実施

【派遣延長に合意】シンノ鉱山次官と担当理事
【MEM職員へのOJT】

鉱害発生地区における調査手法の技術指導



（２）（２）（２）（２） 資源保有国での情報提供・研修資源保有国での情報提供・研修資源保有国での情報提供・研修資源保有国での情報提供・研修
① 鉱害防止セミナー鉱害防止セミナー鉱害防止セミナー鉱害防止セミナー
（ア） ベトナム(8月)
1) 天然資源環境省地質鉱物資源局との共催で62名（政府幹部23名）が参加し、主題の鉱害防止積立金について日側
から制度紹介を行い、越側の制度改正案等を意見交換

2) 同省のクアン大臣及びトゥエン副大臣と担当理事がそれぞれバイ会談を実施

（イ） ラオス(9月）
1)  エネルギー鉱山省との共催（スリボン大臣、駐ラオス日本大使が出席）で72名

（政府幹部34名）が参加し、鉱害防止積立金や集積場管理について日側が紹介し、ラオス側は鉱山開発の現状を情
報提供

（ウ） ミャンマー（10月）

４．金属資源保有国政府等への技術支援（２）
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1) 鉱山省との共催（ミー･アウン大臣が出席。同省にとって二国間協力で初案件）
で129名（政府幹部31名）が参加

大統領も関心が高く、関係省庁にも情報を共有したいとして同大臣から再度大統領も関心が高く、関係省庁にも情報を共有したいとして同大臣から再度大統領も関心が高く、関係省庁にも情報を共有したいとして同大臣から再度大統領も関心が高く、関係省庁にも情報を共有したいとして同大臣から再度
のセミナー開催（探査や開発も含めた）要望ありのセミナー開催（探査や開発も含めた）要望ありのセミナー開催（探査や開発も含めた）要望ありのセミナー開催（探査や開発も含めた）要望あり

ベトナム鉱害防止セミナー ラオス鉱害防止セミナー ミャンマー鉱山大臣とのバイ会談



（２）資源保有国で（２）資源保有国で（２）資源保有国で（２）資源保有国での情報提供・研修の情報提供・研修の情報提供・研修の情報提供・研修

（エ） 南アフリカ（2月）
1) アフリカで初の「鉱山環境セミナー」をMining INDABAの会期に

合わせ、南ア鉱物資源省と共催し、関心を有する周辺6ヵ国
（ボツワナ、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、モザンビーク、
ナミビア）の政府関係者も招き、全体で約80名が参加

2) セミナーは初の試みであるマルチの国際会合として実施

JOGMECJOGMECJOGMECJOGMECが橋渡しし、参加各国の情報共有や交流が促進され、が橋渡しし、参加各国の情報共有や交流が促進され、が橋渡しし、参加各国の情報共有や交流が促進され、が橋渡しし、参加各国の情報共有や交流が促進され、

同地域におけるネットワーク形成に大きく貢献。平成同地域におけるネットワーク形成に大きく貢献。平成同地域におけるネットワーク形成に大きく貢献。平成同地域におけるネットワーク形成に大きく貢献。平成25252525年年年年5555月に月に月に月に

開催される開催される開催される開催される『『『『日アフリカ資源大臣会合日アフリカ資源大臣会合日アフリカ資源大臣会合日アフリカ資源大臣会合』』』』の協力テーマ作りに寄与の協力テーマ作りに寄与の協力テーマ作りに寄与の協力テーマ作りに寄与

４．金属資源保有国政府等への技術支援（３）
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（オ） ペルー(2月)
1) MEMとの共催（シンノ鉱山次官が出席）で109名（政府幹部62名）が参加

2) 日側からはペルーの鉱害現場で行った現地調査の成果報告を、ペルー側から

は環境影響評価の新審査機関（SENACE）に関する情報提供等を実施

（３）（３）（３）（３）研修員受入れ研修員受入れ研修員受入れ研修員受入れ

ペルーMEMから3名(これまでに累積12名)、カンボジア鉱工業エネルギー省鉱物資源総局等から3名をそれぞれ受入
れ、我が国の鉱害防止対策への取り組みや現場について研修

南ア鉱山環境セミナー、意見交換会の状況



JOGMEC HPJOGMEC HPJOGMEC HPJOGMEC HP資源ライブラリの紹介資源ライブラリの紹介資源ライブラリの紹介資源ライブラリの紹介

http://www.jogmec.go.jp/library/recommend_library_10_000016.hthttp://www.jogmec.go.jp/library/recommend_library_10_000016.hthttp://www.jogmec.go.jp/library/recommend_library_10_000016.hthttp://www.jogmec.go.jp/library/recommend_library_10_000016.ht

mlmlmlml
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JOGMECJOGMECJOGMECJOGMEC公式公式公式公式YOUTUBEYOUTUBEYOUTUBEYOUTUBEチャンネンルチャンネンルチャンネンルチャンネンル

https://www.youtube.com/user/JOGMECchannel?feature=guidehttps://www.youtube.com/user/JOGMECchannel?feature=guidehttps://www.youtube.com/user/JOGMECchannel?feature=guidehttps://www.youtube.com/user/JOGMECchannel?feature=guide
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鉱害防止技術教育用映像一覧表鉱害防止技術教育用映像一覧表鉱害防止技術教育用映像一覧表鉱害防止技術教育用映像一覧表

たい積場対策工事編（調査・補強工事）たい積場対策工事編（調査・補強工事）たい積場対策工事編（調査・補強工事）たい積場対策工事編（調査・補強工事）

坑道取り開け技術編（調査・工事方法（三留め枠法））坑道取り開け技術編（調査・工事方法（三留め枠法））坑道取り開け技術編（調査・工事方法（三留め枠法））坑道取り開け技術編（調査・工事方法（三留め枠法））

殿物繰り返し中和法編（原理、設備）殿物繰り返し中和法編（原理、設備）殿物繰り返し中和法編（原理、設備）殿物繰り返し中和法編（原理、設備）

坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）坑道耐圧閉そく技術編（調査、工事方法、施工例）

集積場技術編（概要、施工例、管理例）集積場技術編（概要、施工例、管理例）集積場技術編（概要、施工例、管理例）集積場技術編（概要、施工例、管理例）

水系調査技術編（概要、調査方法、事例）水系調査技術編（概要、調査方法、事例）水系調査技術編（概要、調査方法、事例）水系調査技術編（概要、調査方法、事例）

坑廃水処理の原理・管理の概要編（平成坑廃水処理の原理・管理の概要編（平成坑廃水処理の原理・管理の概要編（平成坑廃水処理の原理・管理の概要編（平成25252525年度製作年度製作年度製作年度製作））））
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①①①①①①①① 堆積場対策工事編堆積場対策工事編堆積場対策工事編堆積場対策工事編堆積場対策工事編堆積場対策工事編堆積場対策工事編堆積場対策工事編
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②②②②②②②② 坑道取明編坑道取明編坑道取明編坑道取明編坑道取明編坑道取明編坑道取明編坑道取明編
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③③③③③③③③ 殿物繰返し法殿物繰返し法殿物繰返し法殿物繰返し法殿物繰返し法殿物繰返し法殿物繰返し法殿物繰返し法
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④④④④④④④④ 坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編坑道耐圧閉そく技術編
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⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ 集積場技術編集積場技術編集積場技術編集積場技術編集積場技術編集積場技術編集積場技術編集積場技術編
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⑥水系調査編⑥水系調査編⑥水系調査編⑥水系調査編
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平成25年度は「坑廃水処理の原理、管理の概要「坑廃水処理の原理、管理の概要「坑廃水処理の原理、管理の概要「坑廃水処理の原理、管理の概要
編」編」編」編」を作成予定 ・坑廃水処理施設の適正な維持管理に

は、施設の不具合が起こる前に対策を

行う予防保全が必要。

・効率的に業務を行うには日常点検・定

期点検、また施設の安全運転のために

は運転操作の熟知・運転員への教育等は運転操作の熟知・運転員への教育等

が重要
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北上川を守り続けて北上川を守り続けて北上川を守り続けて北上川を守り続けて 日、英、西日、英、西日、英、西日、英、西

殿物繰返法殿物繰返法殿物繰返法殿物繰返法 日、英、西日、英、西日、英、西日、英、西

集積場技術編集積場技術編集積場技術編集積場技術編 日、英、西、ﾗｵｽ日、英、西、ﾗｵｽ日、英、西、ﾗｵｽ日、英、西、ﾗｵｽ

外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化外国語版教材の充実化

他の教材の外国語版も製作中他の教材の外国語版も製作中他の教材の外国語版も製作中他の教材の外国語版も製作中
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坑廃水処理技術坑廃水処理技術坑廃水処理技術坑廃水処理技術テキストテキストテキストテキスト等等等等

坑廃水処理の原理坑廃水処理の原理坑廃水処理の原理坑廃水処理の原理

坑廃水の調査の解説書坑廃水の調査の解説書坑廃水の調査の解説書坑廃水の調査の解説書

坑廃水処理施設導入の解説書坑廃水処理施設導入の解説書坑廃水処理施設導入の解説書坑廃水処理施設導入の解説書

坑廃水処理施設試運転の解説書坑廃水処理施設試運転の解説書坑廃水処理施設試運転の解説書坑廃水処理施設試運転の解説書

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

坑廃水処理教育坑廃水処理教育坑廃水処理教育坑廃水処理教育坑廃水処理教育坑廃水処理教育坑廃水処理教育坑廃水処理教育教材教材教材教材教材教材教材教材の貸し出しの貸し出しの貸し出しの貸し出しの貸し出しの貸し出しの貸し出しの貸し出し

坑廃水処理施設試運転の解説書坑廃水処理施設試運転の解説書坑廃水処理施設試運転の解説書坑廃水処理施設試運転の解説書

坑廃水処理施設の維持管理の解説書坑廃水処理施設の維持管理の解説書坑廃水処理施設の維持管理の解説書坑廃水処理施設の維持管理の解説書

長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。長期貸し出しをしております。

問合せは、ＪＯＧＭＥＣ問合せは、ＪＯＧＭＥＣ問合せは、ＪＯＧＭＥＣ問合せは、ＪＯＧＭＥＣ 金属環境事業金属環境事業金属環境事業金属環境事業部部部部 企画課まで企画課まで企画課まで企画課まで

基礎研修教材基礎研修教材基礎研修教材基礎研修教材
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