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Ⅰ．鉱・公害の歴史

２

金属鉱山等の鉱害防止対策創設の経緯

金属鉱山の鉱害は、他の一般産業公害と異なり、事業活動が終了した後でもカドミウム､

鉛､ヒ素等の重金属を含んだ坑内水や集積場からの浸透水が流出し、鉱害を発生し続ける
という特殊性を有している。
我が国鉱業の歴史は古いことから五千以上の休廃止鉱山があり、鉱害防止工事を行う責
任者が不存在又は無資力のものが相当数に及んでいた。

◆ 休廃止鉱山調査の実施（昭和45～48年度実施）
・ 重金属による鉱害発生のおそれの多い1,050鉱山を対象に調査
・ 要対策鉱山は 鉱業権者又は鉱業権者であった者に対し鉱害防止工事等の指示

昭和40年代に入り、金属鉱業に起因するカドミウム等の重金属による人の健康被害及び
農用地等の汚染が大きな社会問題となった。
特に、鉱害防止事業実施義務者が無資力又は不存在である休廃止鉱山の鉱害防止対策

の円滑な実施が強く要請された。また、稼行鉱山に対して、予め採掘終了後の措置を取ら
せる特別法の制定が要請された。

◎ 昭和46年度、義務者不存在鉱山について「休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金」制度を創設
◎ 昭和48年度、「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」を制定
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・ 要対策鉱山は、鉱業権者又は鉱業権者であった者に対し鉱害防止工事等の指示
◆ 廃止後５年を超えるもの、５年以内でも鉱業権者不存在等により改善命令をかけられず、こ

れらの対策が必要となった。



3

日本の公害規制法の制定経緯

１８９０年 鉱業条令制定

１８９２年 鉱業警察規則施行

１９４９年 鉱山保安法制定

１９５８年 公共用水域の水質の保全に関する法律
工場排水等の規制に関する法律

１９６２年 ばい煙の排出の規制等に関する法律

１９６７年 公害対策基本法

１９６８年 大気汚染防止法
騒音規制法

１９７０年 水質汚濁防止法
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

１９７１年 悪臭防止法

１９７３年 金属鉱業等鉱害対策特別措置法

１９７６年 振動規制法

１９９３年 環境基本法

Ⅱ．鉱害防止の施策
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◆発生源対策

・坑廃水の流出を削減するための工事

（坑口閉塞､山腹水路設置､覆土植栽等）

・集積場の流出防止工事

坑内水坑内水

発

生

源

坑道耐圧密閉 等
（止水、減水、水質改
善）

鉱害防止措置の概要

・集積場の流出防止工事

（かん止提､擁壁の築造等）

◆坑廃水処理対策
・坑廃水処理施設の設置

坑廃

集積場集積場

集積場浸透水集積場浸透水 中和沈殿物中和沈殿物

源

対

策

坑
廃
水

整形・覆土・植栽、
山腹水路工事 等

（浸透水の減水・水
質改善、集積場の流
出防止）

中和処理等
によりカドミ・坑廃水の中和処理

関連事業（農用地土壌汚染対策）
・集積場及び坑廃水の流出に伴う汚染農

用地の復元（上乗客土､排土客土等）

・地目変換（宅地､工場等に転換）

セメント工場セメント工場セメント工場セメント工場

坑廃水処理場坑廃水処理場

上澄水上澄水

水
処
理
対
策

によりカドミ
ウム・ヒ素等
の有害物質
を除去
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鉱害防止施策のツール

１．法律・・・鉱山保安法（昭和２４年）
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和４８年)

２ 予算・・・休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（昭和４６年～）２．予算・・・休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（昭和４６年～）
鉱害防止の技術開発等

３．税制・・・鉱害防止準備金（積立金）（昭和４９年～）
鉱害防止事業基金（平成４年～）

・準備金の積立額、基金への繰入額の損金算入の特例措置

４．融資・・・鉱害防止資金融資（昭和４８年～）

（参考）支援機関・・・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
・鉱害防止資金融資、技術支援、情報提供の他、国際協力等の実施

7



5

鉱害防止支援スキーム

【実施者】
鉱業権者

（坑廃水処理対策の基金移行後は指定機関が実施）
積立

取り戻し

稼行
鉱山

発生源対策

石油天然ガ
ス・金属鉱物

資源機構
（JOGMEC）

鉱害防止
積立金資金融資

義務者
存在

休廃止
鉱山

国
（
経
済
産
業
省
）

坑
廃
水
処
理
対
策

自己汚染分

自然汚染他者汚染分
休廃止鉱山鉱害防止等

工事費補助金
（地方公共団体：1/4補助、国：3/4補助）

鉱害防止
事業基金

拠出

取り崩し

資金融資

資金融資

【実施者】
地方公共団体

義務者
不存在

休廃止
鉱山

休廃止鉱山鉱害防止等
工事費補助金

（地方公共団体：1/4負担、国：3/4補助）
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発生源対策

坑廃水処理対策

◆昭和４８（1973）年に制定

◆目 的
金属鉱業等の閉山後の鉱害防止の措置を計画的、かつ、確実に（永続的に）実施すること

◆内 容
●鉱害防止事業の実施に関する基本方針

金属鉱業等鉱害対策特別措置法の概要

●鉱害防止事業の実施に関する基本方針
・経済産業大臣の制定・公表（環境大臣への協議、中央鉱山保安協議会の意見聴取）

・基本方針で定める内容

‐鉱害防止事業の実施時期と事業量、鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項

・現行の基本方針（実施期間：平成15年度～平成24年度）

●鉱害防止積立金制度、鉱害防止事業基金制度

●指定鉱害防止事業機関指定鉱害防 事業機関
・指定機関は鉱害防止事業基金の運用収入により、採掘権者等に代わって坑廃水処理事業を実施す

る。

・指定機関は業務規程（経済産業大臣の認可）により鉱害防止業務を実施する。

・指定機関が鉱害防止業務を実施している範囲において、採掘権者等には鉱山保安法の規定は適
用しない。

・指定機関：(財)資源環境センター（設立：平成４年12月）

‐現在、22鉱山の坑廃水処理事業を実施中。
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目的 （第１条）
金属鉱業等による

鉱害を防止し、もっ
て国民の健康の保
護と生活環境の保

指定特定施設（２条）

鉱害防止事業の実施
に関する基本方針の
策定 （４条）

指定特定施設の指定（経済大臣） （２条⑥）

経済産業大臣（公表） （４条④）
環境大臣（協議） （４条③）
中央鉱山保安協議会（意見）

（４条③）

鉱害防止事業計画の届出 （５条①）
（採掘権者等→監督部長）

鉱害防止事業計画の変更命令 （５条③④又は⑤）
（監督部長→採掘権者等）

国による必要な資金の確保 （６条）

金属鉱業等鉱害対策特別措置法の体系

護と生活環境の保
全に寄与すること

鉱害防止資金積立制度（７条）

鉱害防止事業基金制度（１２条）

国による必要な資金の確保 （６条）

積立金の積立て（採掘権者等→JOGMEC） （７条①②）
積立金の管理（JOGMEC） （７条③）
積立金の算定と通知（監督部長→採掘権者等） （７条④）
積立金への利息の付加（JOGMEC→採掘権者等） （８条）
積立金の取戻し （９条）

拠出金の鉱害防止事業基金への拠出（採掘権者等） （１２条①）
拠出金の算定と通知（監督部長→採掘権者等） （１２条②）
指定鉱害防止事業機関による鉱害防止業務の実施 （１３条①）
鉱害防止業務費の支払い（JOGMEC→指定機関） （１３条③）

採掘権者等は、使用中の特定施設について鉱
害防止に必要な資金をJOGMECに積み立てる

採掘権者等は指定特定施設の鉱害防止に
必要な基金をJOGMECに設けられた鉱害防
止基金へ拠出する

注）
特定施設＝金属

鉱業等の用に供
される坑道及び
集積場

指定鉱害防止事業機関制度（１６条～３２条）

報告の聴取及び立入検査（３６条）
（経済大臣、経済局長、監督部長等）

聴聞（３７条）

罰則（４０～４６条）

鉱害防止業務費の支払い（JOGMEC→指定機関） （１３条③）
鉱害防止業務の範囲内での指定特定施設に係る鉱山
保安法の適用除外 （１３条④）

指定の申請（申請者→経済大臣） （１６条）
鉱害防止業務の実施義務 （１９条）
事業計画等の認可（経済大臣→指定機関） （２３条①）
適合命令等（経済大臣→指定機関） （２７条①）
指定の取消し等（経済大臣→指定機関） （２８条）
JOGMEC等による鉱害防止業務の実施 （３０条）

鉱害防止事業基金の運用収入により指定
鉱害防止事業機関が採掘権者等に代り鉱
害防止業務を実施する

金属鉱物等＝金、
銀、銅、鉛、亜鉛、
硫黄、ほたる石
等の計２０種

JOGMEC＝石油天然
ガス・金属鉱物資源
機構
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第４次基本方針の概要

１．鉱害防止事業の実施の時期

①平成１５年度から平成２４年度末までの間に鉱害防止工事を終了。

②平成１５年度以降も引き続き坑廃水の処理を確実に実施。

（政府が計画的に実施推進すべき鉱害防止事業として以下を規定）

２．鉱害防止事業の事業量

①鉱害防止工事の事業量 ②坑廃水処理の年間事業量

鉱山数 事業量

義務者不存在 ３２ １０７億円

義務者存在 １９ ８億円

鉱山数 事業量

義務者不存在 ２４ １６億円／年

義務者存在 ５６ １６億円／年

３．鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項

①坑廃水処理事業のコスト削減に資する技術開発の更なる推進

②坑廃水処理事業のコスト削減のため、鉱害防止技術の動向を勘案し適切な処理

を選択するよう十分配慮すること

合 計 ５１ １１５億円 合 計 ８０ ３２億円／年
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１．目１．目 的的
金属鉱山は、採掘活動終了後もカドミウム、銅、ヒ素等の重金属による水質の汚濁、農用地

の汚染等をもたらすことが少なくなく、放置すれば人の健康被害、農作物被害、漁業被害等の
深刻な 問題を引き起こすことになる。
このため、地方公共団体又は鉱害防止義務者に対して補助金を交付し、休廃止鉱山に係る

鉱害の被害拡大を防止する。

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金の概要

鉱害 被害拡大を防 する。

２．制度の概要２．制度の概要

補助対象者により「義務者不存在分」､「義務者存在分」の２つに区分される。

(1) 義務者不存在分
鉱害防止義務者が不存在又は無資力の鉱

山を対象とし､地方公共団体が事業主体となっ
て行う鉱害防止事業及び坑廃水処理事業等に
要する費用について､国が当該費用の３/４を
補助。

(2) 義務者存在分
鉱害防止義務者が存在する鉱山を対象とし、義

務者が実施している坑廃水処理事業に要する費
用のうち、義務者の鉱業活動に起因しない汚染
分(自然汚染･他者汚染)に係る処理費用について､
国が当該費用の３/４を補助。

国 地方公共団体
補助金

３/４
鉱害防止

事業実施

＜実施主体＞

休廃止鉱山 坑廃水処理
事業者

休廃止鉱山
補助金
３/４国

地方公共団体

＜実施主体＞

自然汚染自然汚染
他者汚染他者汚染

自己汚染

３．平成２３年度の予算額３．平成２３年度の予算額 ：： ２２,,０９１０９１ （２，１００）（２，１００）百万円 （ ）は、前年度

●義務者不存在 ： １,４６５ (１，４７３)

●義務者存在 ： ６２６ (    ６２７)

補助金
１/４
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昭和46年度：義務者不存在鉱山について、休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金制度（以下
「休廃止補助金制度」という。）を創設 <対象：発生源対策工事、補助率2/3>

昭和48年度：金属鉱業等鉱害対策特別措置法（特措法）の制定
<鉱害防止事業の実施に関する基本方針の策定、鉱害防止積立金制度の創設>

昭和49年度：休廃止補助金制度の対象に、義務者不存在鉱山の坑廃水処理事業を追加

昭和50年度：休廃止補助金制度の補助率の引上げ <補助率 2/3 → 3/4>

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金の経緯

昭和50年度：休廃止補助金制度の補助率の引上げ <補助率 2/3 → 3/4>

昭和52年度：特措法に基づく鉱害防止事業の実施に関する基本方針の改定

昭和56年度：休廃止補助金制度の対象に、義務者存在鉱山に係る坑廃水処理費のうち、
自然汚染・他者汚染分に対する補助を追加

昭和57年度：特措法に基づく鉱害防止事業の実施に関する基本方針の改定

昭和61年度：「休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金」に「亜炭鉱放置坑口閉そく工事費補助
金」を統合し、「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金」となる

昭和63年度：休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金に係る坑廃水処理補助対象経費の算出方法
の一部改正 （人為汚染分の改善状況を考慮し､自然汚染比率を経年的に補正したの 部改正 （人為汚染分の改善状況を考慮し､自然汚染比率を経年的に補正した
｢新算定方式｣の導入）

平成元年度 ：亜炭鉱放置坑口閉そく工事費の補助率の引上げ<補助率 5.5/10 → 2/3>

平成４年度 ：特措法の改正 <鉱害防止事業基金制度、指定鉱害防止事業機関制度の創設>
特措法に基づく鉱害防止事業の実施に関する基本方針の改定

平成10年度：指定鉱害防止事業機関〔(財)資源環境センター〕が基金拠出終了した７鉱山の鉱害
防止業務を開始

平成14年度：特措法に基づく鉱害防止事業の実施に関する基本方針の改定
13
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4000

4500

5000
（百万円）

坑廃水処理（義務者不存在）

4２０億円
危害防止工事

７億円
鉱害防止工事

52４億円

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金における予算額の推移

1000

1500

2000

2500

3000

3500

坑廃水処理（義務者存在）

18７億円

保全工事

１３億円

0

500

※各工事に記載された金額は昭和４６年度～平成２３年度までの予算額の累計
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坑廃水処理コストの国民経済的負担を軽減するため、国内外における関連技術の最新の知見を結集し、費用対
効果に優れる技術の各休廃止鉱山への適用可能性と適用した場合の定量的効果について検討する。

また、現場への新技術導入を促すための指針作成に必要な技術データを併せて収集する。

目的・概要
事業期間 平成２０～２４年度
23年度予算額 ４０百万円 （４８百万円)

休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究事業休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究事業

テーマテーマ 概要と効果概要と効果 調査研究内容調査研究内容

パッシブトリートメント 概要：概要：自然の浄化作用を利用した処理技術で基本的に動力や薬剤を使用
せず、湿地や消石灰水路等を利用した人工湿地（Ｗｅｔｌａｎｄ）や透過
性反応壁（ＰＲＢ）の適用可能性について検討

効果：効果：メンテナンスフリーとなり、労務費や薬剤費等ランニングコスト低減

鉱山タイプ別最適処理方式（利
用細菌類、利用植物、処理フ
ロー）、水質改善予測方法等の
検討

空気中酸素、微
生物による酸化
反応による重金
属（Feなど）の沈
殿・除去が促進。

嫌気性環境下での微生物
活動によるアルカリ添加
→重金属（Mnなど）の沈
殿・除去が促進（期待）。

石灰によるpHの上昇
（微生物の生育適性値に調整）

混濁物質の除去
（後行程の詰り防止）

＜湿地処理の例＞

石灰岩 好気性
微生物

ヨシ
ヨシ

嫌気性
微生物

空気中酸素、微
生物による酸化
反応による重金
属（Feなど）の沈
殿・除去が促進。

嫌気性環境下での微生物
活動によるアルカリ添加
→重金属（Mnなど）の沈
殿・除去が促進（期待）。

石灰によるpHの上昇
（微生物の生育適性値に調整）

混濁物質の除去
（後行程の詰り防止）

＜湿地処理の例＞

石灰岩 好気性
微生物

ヨシ
ヨシ

嫌気性
微生物

中和殿物を活用した
発生源対策

概要：概要：中和殿物をペースト状にして表層近くの不飽和地層内にある坑内空
間（坑道、採掘跡、陥没箇所）等に充填することにより、表層浸透流
の坑内浸出を抑制するとともに重金属成分を含む岩盤表面をシール
する技術の適用可能性について検討

効果：効果：殿物処分費用削減、処理原水の量の削減・質の改善による水処理コ
スト削減

中和殿物の基礎物性把握と
ペースト物性の最適化、ペース
ト製造・流送・圧密充填方法、
水質改善予測方法等の検討

簡易手法による中和
殿物の脱水・減容化・
改質・再資源化

概要：概要：山間僻地に存在する小規模坑廃水処理施設を対象とした簡易かつ
低廉な手法による殿物の脱水・減容化、改質（固形化、不溶化）、再
資源化技術の適用可能性について検討

効果：効果：殿物処理費等ランニングコスト低減

簡易かつ低廉な脱水・減容化、
改質手法、セメント原料鉄源、
金属製錬所でのカラミ原料等
としての再資源化に係る検討 15
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坑廃水処理コストの国民経済的負担を軽減するため、酸性度が極めて高く汚濁負荷量の多い坑廃水等を低コスト
で浄化可能な先進型水処理技術を開発する（幌別硫黄鉱山で実証研究を実施）。

処理工程に鉄酸化バクテリアを活用した二段中和法等を導入することによって、従来に比し発生中和殿物の大幅
な削減を達成し、ランニングコストの最小化を図ることが可能な処理プロセスを確立する。

目的・概要
事業期間 平成２０～２３年度
23年度予算額 ７５百万円 （８７百万円)

先進型坑廃水処理技術開発事業先進型坑廃水処理技術開発事業

【目標と効果】

鉄酸化バクテリア二段中和処理のフローイメージ

【目標と効果】

実証研究（実機の１／１００スケール）を通じ、以
下のプロセスを確立する。

➢バクテリアによる反応の効率的促進によって中
和薬剤使用量を１５％、発生殿物量を３０％削減

➢殿物輸送・脱水エネルギーの３０％削減、殿物
処分コストの３０％削減

➢先進型処理プロセスの確立によってランニング
コストを１５％－２５％削減

（年次別目標）

２０年度 鉄酸化バクテリアの酸化活性等の基礎２０年度：鉄酸化バクテリアの酸化活性等の基礎
データを取得し、処理システムの仕様等を明確に
する。

２１年度：バクテリア泥の脱水性等に関するデー
タを取得する。

２２年度：バクテリア酸化中和プロセス安定化の
ための最適操業条件を設定する。

２３年度：水量水質変動に対応したバクテリア酸
化中和プロセス技術を確立する。

16

鉱山保安法第８条の規定により措置を講じなければならない特定施設の使用終了後に行う鉱害防止

費用をあらかじめ担保するため、特措法（注１）において鉱業権者に鉱害防止積立金の積み立てを義務付

けている。

鉱業の実施者（鉱業権者） 独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

損金算入の特例

鉱害防止積立金（準備金）実施スキーム鉱害防止積立金（準備金）実施スキーム

石油天然ガス 金属鉱物資源機構

特定施設の使用期間等で分割積立

鉱害防止積立金

鉱害防止事業実施時に取り戻し

運用益
（毎年度利息を支払い）

【積立金】
・特措法で義務付け
・特定施設使用終了後

の鉱害防止の費用

(注)１.特 措 法：金属鉱業等鉱害対策特別措置法
特定施設：金属鉱業等の用に供される坑道、集積場

２.鉱害防止積立金の積立残額（平成２３年3月末現在）： １８億円（３２鉱山）

３.平成２２年度の積立額： １３百万円（１２鉱山）

17
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鉱山会社 (鉱業権者 ) 独立行政法人鉱山会社 (鉱業権者 ) 独立行政法人

金属鉱業等の鉱山では、鉱害防止工事を実施しても、閉山後に有害物質を含む坑廃水が永続的に流出
する場合がある。

このため、汚染者負担の原則に則り、確実かつ永続的な坑廃水処理が実施されるよう、鉱害防止義務を
有する採掘権者等の拠出による鉱害防止事業基金制度と、採掘権者等に代わって永続的な坑廃水処理を
行う指定鉱害防止事業機関制度が金属鉱業等鉱害対策特別措置法（特措法）で規定されている。

損金算入の特例

鉱害防止事業基金実施スキーム鉱害防止事業基金実施スキーム

鉱山会社 (鉱業権者 ) 独立行政法人

石油天然ガス・金属鉱物資源開発機構

【機構法第 11 条第１項第７号 】鉱害防止事業拠出金

【特措法第 12 条第２項 】

５又は６年間の分割拠出

【特措法第 12 条第 １項 】

＝ 指定鉱害防止事業機関 ＝

調整基金

（任意）

(一部補助金 ) 国及び地方公共団体

鉱害防止事業基金

【特措法第 12 条第１項 】

(平成 18 年度末現在：約 48 億円 )
鉱害防止

事業費

（運用益） 【特措法第 13 条第３項 】

鉱山会社 (鉱業権者 ) 独立行政法人

石油天然ガス・金属鉱物資源開発機構

【機構法第11条第１項第７号】鉱害防止事業拠出金

【特措法第第１２条第２項 】

５又は６年間の分割拠出

【特措法第１２条第１項 】

＝ 指定鉱害防止事業機関 ＝

調整基金

（任意）

(一部補助金 ) 国及び地方公共団体

鉱害防止事業基金

【特措法第 12 条第１項 】

鉱害防止

事業費

（運用益） 【特措法第 13 条第３項 】

(財 )資源環境センター 【特措法第 16 条 】

休廃止鉱山における恒久的な坑 廃水 処理の実施

現在 ２２鉱山の特定施設 が指定特定施設に指定 され、 坑 廃水 処理事業を実施 。

(注 ) 指定特定施設とは、使用を終了した特定施設の

鉱害防止事業を実施した後でも基準に適合しない

坑廃水が流出するため、確実かつ永続的に鉱害防

止事業を実施することが必要と見込まれるもの。

【 特措法第２条第６項 】

(財 )資源環境センター 【特措法第 16 条 】

休廃止鉱山における恒久的な坑廃水処理の実施

(注 ) 指定特定施設とは、使用を終了した特定施設の

鉱害防止事業を実施した後でも基準に適合しない

坑廃水が流出するため、確実かつ永続的に鉱害防

止事業を実施することが必要と見込まれるもの。

【 特措法第２条第６項 】

基金の規模（平成２３年３月末現在）： ５１億円（２２鉱山）

18

鉱害防止資金及び鉱害負担金資金の融資制度の概要

融資区分 鉱 害 防 止 資 金
鉱害負担金資金

条件等 使用済特定施設 坑廃水処理事業分 鉱害防止事業基金
鉱害防止工事分 拠出金分

創 設 昭和４８年度 昭和５３年度 平成５年度 昭和５０年度

原 資 財政融資資金からの借入 同 左 同 左 同 左

財 財政融資資金 ３億円（７億円） ０億円（１億円） １億円（２億円）
投
予 自己資金 ０億円（０億円） ０億円（０億円） ０億円（０億円）

ＪＯＧＭＥＣの鉱害防止関係融資制度一覧ＪＯＧＭＥＣの鉱害防止関係融資制度一覧

予 自己資金 ０億円（０億円） ０億円（０億円） ０億円（０億円）
算
額

融資規模 ３億円（７億円） ０億円（１億円） １億円（２億円）

対 象 事 業 金属鉱業等の鉱山（※）におい 金属鉱業等の鉱山において使用 鉱山保安法上の鉱害防止義務を 金属鉱業等の鉱山に係る事業活
て使用を終了した坑道及び捨石又 を終了した坑道及び捨石又は鉱さ 有する鉱業権者が金属鉱業等鉱害 動に伴い発生する特定有害物質
は鉱さいの集積場（特定施設）に いの集積場（特定施設）に係る坑 対策特別措置法第 条の規定に （カドミウム、銅、砒素）により12
係る鉱害を防止するための事業 水又は廃水による鉱害を防止する より、鉱害防止事業基金に対し、 被害が生じている農用地又は農業
（発生源対策工事及び坑廃水処理 ための処理事業（運転管理事業） 拠出するために必要な資金の貸付 用施設について、国又は地方公共
に必要な施設の設置工事）に必要 に必要な資金の貸付を行う。 を行う。 団体が実施する公害防止事業（公
な資金の貸付を行う。 害防止事業費事業者負担法第２条

第２項第３号に規定するものに限
る ）に要する費用として定めら。
れた事業者負担金を負担するため
に必要な資金の貸付を行う。

対 象 者 鉱害防止事業を行う法人 同 左 鉱害防止事業基金に拠出 鉱害負担金を負担する
又は個人 を行う法人又は個人 法人又は個人

貸 付 比 率 中小企業者：８０％以内 中小企業者：８０％以内 中小企業者：年間拠出額の 中小企業者：８０％以内
大企業者： ７０％以内 大企業者： ７０％以内 ８０ 以内 大企業者： ７０％以内%
ただし、緊急時災害復旧事業で 大企業者： 年間拠出額の

あって、産業保安監督部長が認め ７０ 以内%
たものについては所要資金の額の

％以内（平成 年度創設）90 19

貸 付 利 率 中小企業者：１．４５％ 中小企業者：０．７０％ 中小企業者：１．５０％ 中小企業者：１．５０％
大企業者： １．４５％ 大企業者： ０．７０％ 大企業者： １．５０％ 大企業者： １．５０％

償 還 期 間 １５年以内 ５年以内 １５年以内 １５年以内
（うち据置期間） （２年以内） （２年以内） （２年以内） （２年以内）

注：貸付利率は平成２３年６月現在。財投予算額の数値は２３年度予算額（２２年度予算額 。）

（※）金属鉱業等の鉱山とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タング
ステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、硫黄及びほたる石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。

19
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Ⅲ．次期（第５次）基本方針の検討

に向けて

20

21
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◆鉱害防止事業の最終目標 ◆

次期基本方針は、「総仕上げの１０年間」と位置付け、事業の最終目標達成へ向け、以下の方向を目指すべき。

➢ 事業そのものの終結（発生源対策を終了。坑廃水処理を終

了。処理継続が必要なものについては老朽施設の更新／改修
及び処理費低減対策を終了）を図ること。

➢ この結果、最終的に残存するのは処理原水の量や水質から

永続的に処理を行う必然性のある鉱山であって、処理コストの
極小化を完了しているものに限定されるべき。

◆目指すべき方向性－３類型５タイプ－ ◆

類型 タイプ 基本的考え方

休廃止鉱山鉱害防止対策研究会 中間報告（平成22年6月）概要

類型 タイプ 基本的考え方

Ⅰ．発生源対策
⇨自然回帰

①発生源対策の実施によって坑廃水の
無処理放流を目指すべき鉱山

予算や工期の制約から工事が長期に及ぶことが多いが、関係者間で
合意した目標（仕上がりイメージ）を常に意識し、費用対効果を検
証しつつ工事を完工（状況によっては事業の中止／中断を適時に決
断）。

Ⅱ．坑廃水処理
⇨自然回帰注）

②水質管理目標の弾力的運用によって
坑廃水の無処理放流を目指すべき鉱山

原水水質が周辺水域の環境レベルを下回る程に良化しており、住民
の理解が得られる場合は、坑廃水処理の終結について検討。

③新技術の導入によって坑廃水の無処
理放流を目指すべき鉱山

パッシブトリートメント等の導入によって②と同様の効果が得られ
た場合は、機械設備や薬剤等を使用した人為的処理の終結について
検討。

④設備更新、新技術の導入等によって 原水の量や水質から永続的に処理が必要な鉱山については老朽施設

Ⅲ．坑廃水処理
継続

④設備更新、新技術の導入等によって
坑廃水処理費の低減を目指すべき鉱山

原水の量や水質から永続的に処理が必要な鉱山については老朽施設
の更新等を時期を失することなく行い、処理コストの極小化を完了。

⑤リサイクル、新エネ導入等によって
自立化を目指すべき鉱山

中和殿物の再資源化、小水力や太陽光発電等の新エネ導入による坑
廃水処理の経済的自立化についても将来的には指向。

※その他
既に 小限のコストで 低限の処理を
継続することが 善と判断された鉱山

追加の発生源対策や鉱山の特性を活かしたコスト低減策の採否につ
いて、費用対効果の観点から許容される範囲内で再検討。

注）義務者不存在鉱山の坑廃水処理終結に係る判断基準（例）
□ 事業を実施しなくとも、公共用水域に排出する坑廃水の水質が年間を通じて
水質管理目標に適合していること（１回／月以上の頻度で測定を行い、１２ヶ
月連続して水質管理目標に適合していること）

□ 事業を実施しなくとも、公共用水域に排出する坑廃水の水質が周辺水域で確
認される自然由来の環境レベル（バックグラウンド値）と同等以下であること

□ 事業を実施しなくとも、公共用水域に排出された坑廃水の自然浄化機能が十分に
期待され、下流の利水点及び環境基準点の水質が環境基準を満足していること

□ 現地の利水状況を勘案した場合に事業の実施が必ずしも経済合理的でなく、実施
しないことについて住民の理解が得られていること

□ 事業を実施しなくとも、他に費用対効果の高い代替策が実施されること 22

Ⅳ．東日本大震災関連

23
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東日本大震災による鉱山被害と対応

１．鉱山施設等の被害の状況
本年３月１１日の東北地方太平洋沖地震や、その後の強い余震等により鉱山

施設等で以下の被害発生。
○集積場のたい積物が下流に流出、集積場のかん止堤に亀裂発生（休廃止鉱

山）山）
○停電により一時無処理放流 （休廃止鉱山）
○天然ガス鉱山の送水管が破損し漏水 （石油天然ガス鉱山）
○船積み施設が倒壊、また、電気設備等が全壊 （非金属・石灰石鉱山）

一方で掘採場の崩壊等の被害はなかった。

２．対応状況
上記の集積場の流出事故等を踏まえ 事故の原因究明及びこれを踏まえた現上記の集積場の流出事故等を踏まえ、事故の原因究明及びこれを踏まえた現

行集積場の技術指針の見直しの必要性等について検討する研究会を９月に立ち上
げ。

また、第３次補正予算において、集積場の調査予算や非常用発電機等設置のた
めの休廃止補助金を財務省に要求予定。
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