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１．事業の概要 

１．１ 事業件名 

平成２７年度産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業のうち国内受入研修業務 

    

１．２ 事業の目的  

我が国における石炭資源の安定的な供給の確保に資するため、海外産炭国から炭鉱技術

者等を研修生として受け入れ、石炭生産・保安に必要な技術に関する研修事業を実施する。 

このため中国、ベトナム、インドネシア等のアジア産炭国の炭鉱に対し、我が国の優れた

坑内掘り炭鉱技術の移転を進め、普及することにより、生産量・生産能率の向上及び保安対

策による災害の低減を図り、もって我が国への石炭の安定的かつ低廉な供給の確保に資す

ることを目標とする。 

 

１．３ 事業の内容 

我が国の炭鉱現場等を利用し、露天掘りから坑内掘りへの移行、坑内採掘箇所の深部化・

奥部化の進行が見込まれている中国・ベトナム・インドネシア等のアジア産炭国の炭鉱技術

者を研修生として受け入れ、我が国の優れた炭鉱技術の海外移転を行う研修事業を実施す

る。 

 

１．３．１ 研修準備業務 

１）当該年度内に発生する研修生派遣国の中国、ベトナム、インドネシア等との研修生の

募集、人選、渡航に必要な手続き等の調整を行う関係機関との渉外調整を行う。 

２）研修生に配布する炭鉱専門分野テキスト、作業手順等実技研修用資料を作成する。必

要に応じ、教材等の見直しを行い、修正・追加箇所の翻訳等を行う。 

３）受け入れ研修の内容及び研修生の安全、生活内容等の面について、調査、評価及び検

討を行う。 

４）中国・ベトナム・インドネシアの研修生の研修受入業務（日本と当該国間の移動に関

する業務、研修生日当の支払い等であり、インドネシアについては、日本と当該国間の

移動に関する業務は除く。） 

 

１．３．２ 研修生受入研修業務 

１）研修生に対して、炭鉱現場等を活用し、炭鉱技術を主体とした研修を実施すると共に、 

研修に必要な日本語研修を行う。 

２）研修生に対して、滞在期間中の生活面をサポートするための生活指導を行う。 

７時～２２時まで２交代制で生活指導員を配置し、来釧時に日本の生活に必要な決

まり、宿泊施設の決まり、風呂用ガス湯沸器や洗濯機等備品の使用法、外出時の決まり、

食料品店や郵便局等周辺施設の案内、研修センターの案内や食堂の利用方法等の説明

を行う。 

宿舎での生活全般、体調不調時の病院付き添い、体育館でのスポーツにより体力増強、

健康推進を目的とした余暇活動のサポートを行う。 

また、釧路は地震が多い地域であり、研修生に対しては防災センターで地震・煙・模

範消火訓練等を体験させ、研修生に地震や火災等の緊急時対応を学ばせる。 

３）研修生に対して、研修実施日は１日３食の食事を提供する。 
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  食事が提供されない研修休日には食費代を支給する。 

４）各コースの研修開始時と終了時には、研修生との意見交換（アンケート、ヒアリング  

等）を行う。 

５）研修で使用する備品の調達、整備を行う。 

６）研修で利用する炭鉱現場等の施設の確保、管理、修繕等を実施する。 

７）研修生の国内移動等に係る業務として、研修生来日時と離日時に利用する日本国内の   

国際空港と炭鉱現場間の引率業務及び食事、宿泊、移動に係る手配・費用支払い等の業

務を行う。 

                    

１．３．３ 研修施設等整備業務 

研修生を受け入れるための研修施設及び宿泊施設の確保及び管理、修繕等を実施する。 

 

１．３．４ 通訳確保に関する業務 

１）通訳の用意、通訳料の支払いを実施する。 

２）研修生の国内移動時は、必要数の通訳を同行させる。また、通訳管理業務を行い、研

修の円滑化を図る。 

 

１．３．５ 講師・指導員派遣に関する業務 

１）炭鉱の監督行政等の講師として監督官ＯＢ、ガス管理等の専門家を確保する。                                                                   

２）炭鉱技術者を指導員として確保し、また坑内通気等の専門家を確保する。 

 

１．３．６ 成果報告書作成 

本業務を実施した研修実績、また、研修事業で得た資料等を各項目別、各国別に取り

纏めると共に、本事業に関する報告書をＰＤＦファイルで１部提出する。 
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２ 研修実績及び成果 

２．１ 国内受入研修工程 

 

 

２．２ 研修場所 

 炭鉱技術研修センター（北海道釧路市）他 

 

２．３ 研修教材 

１）法定教育 

教材名 教材の内容 

パワーポイント １．法令等の周知教育、２．坑内火災防止教育、３．可燃性

ガスの爆発防止教育、４．炭塵爆発の防止教育、５．出水災

害防止教育、６．粉塵教育、７．坑内図 

 ２）オリエンテーション    

教材名 教材の内容 

パワーポイント １．研修施設内の決まり・心得、２．交通ルール・交通機関、

３．生活情報、４．日本での生活を快適に送るために、５．.

ごみの分別、６．郵便局・銀行の利用方法、７.国内・国際

平成27年度 産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業　国内受入研修　工程

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

保安生産管理向上A（副社長クラス） 4
28 4

保安生産管理向上B 9
6 13

保安生産管理向上C 11
17 25

保安生産管理向上D 12
28 5

機械化採鉱技術習熟A 8
28 16

機械化採鉱技術習熟B 10
17 5

設備自動化技術習熟A 6
28 16

設備自動化技術習熟B 6
17 5

通気保安技術管理習熟A 6
28 16

通気保安技術管理習熟B 6
17 5

救護技術向上 6
6 13

84

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

保安監督管理向上A 12
28 28

保安監督管理向上B 12
20 20

保安監督管理向上C 10
24 25

保安理念向上A 9
28 28

保安理念向上B 7
24 25

炭鉱技術者 通気ガス自然発火管理技術習熟 6
20 20

56

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

炭鉱管理者 保安生産技術向上 10
26 26

10

1503カ国研修生合計

3月

インドネシア研修生計

8月 9月 10月 11月 12月 1月
インドネシアコース名（5週間） 定員

7月

保安管理者

炭鉱管理者

中国研修生計

2月

8月 9月 10月 11月 12月 1月
中国コース名（5週間） 定員

7月 2月 3月

1月

炭鉱管理者

炭鉱技術者

ベトナム研修生計

2月 3月
ベトナムコース名 定員

7月 8月 9月 10月 11月 12月
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電話、８．自転車１４項目イラスト版 悪質運転危険行為 

３）日本語 

  日本語教科書類、絵パネルを使用し、基本と実用的な日本語を中心に研修を行った。     

教材名 教材の内容 

第１課使用教材 数字カード０～５０、登場人物（年齢付き）絵パネル 

第２課使用教材 数字カード５１～１００ 

第３課使用教材 「～枚」の練習用の切手、ハガキ、絵はがき、品物の絵、

値札カード 

第４課使用教材 「～つ」の練習用の果物や飴、他の絵パネル、焼き肉定食、

ラーメン及びコーヒー、ジュース等の絵パネル 

第５課使用教材 鶏肉、豚肉、牛肉の絵パネル 

第６課使用教材 カレンダー（３か月分） 

第７課使用教材 曜日（縦形・横形）フラッシュカード 

第８課使用教材 居住地域周辺の地図、 

イラスト（バス停、エレベーター） 

第９課使用教材 デパート、会社、宿舎の絵 

第１０課使用教材 イラスト（駅前デパート） 

第１１課使用教材 和菓子や煎餅等のお菓子の絵パネル 、イラスト（会話） 

第１２課使用教材 イラスト（タクシー、バス車内、病院） 

第１３課使用教材 教科書で使う×印の札 

第１４課使用教材 デパート、スーパー、本屋、公園等の場所と盆踊りの絵パネ

ル 

第１５課使用教材 買い物絵パネル 

 ４）炭鉱概要 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 炭鉱概要 

ＤＶＤ 終わり無きイノベーション 

  ５）坑外施設見学 

教材名 教材の内容 

ワード 坑外施設概要 

 ６）保安管理 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 自主保安（保安第一・生産第二）、実践危険予知・指差呼唱、

リスクマネジメント、災害防止と５Ｓ 

 ７）採炭技術 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 採炭技術、ＳＤ（ＳＨＩＥＬＤ ＳＵＰＰＯＲＴＳ ＡＮＤ Ｄ

ＲＵＭ ＳＨＥＡＲＥＲ）採炭、急傾斜採炭、吸引性粉塵に

ついて、自走枠引き出し機、生産計画図、生産工程表 

ＤＶＤ 採炭技術編、世界の採炭技術 
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坑内見学 ＳＤ採掘現場、ＳＤ新設現場、ＳＤ撤退現場、採炭研修現場 

 ８）沿層掘進 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 沿層掘進技術、生産計画図、生産工程表 

ＤＶＤ 掘進技術編、世界の掘進技術 

坑内見学 沿層掘進現場、機電設備現場 

 ９）坑道維持 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 各種機械（バックホー（ＢＨ）・ツインヘッダー（ＴＨ））仕

様及び取扱い要領 

ＤＶＤ 日本の炭鉱におけるロックボルト技術 

坑内見学 坑道維持研修現場 

１０）集団ベルト・排水ポンプ座 

教材名 教材の内容 

坑内見学 集団ベルト・排水ポンプ座 

１１）炭鉱経営 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 炭鉱経営（労務管理）、炭鉱経営（保安・生産計画管理）、炭

鉱経営（保安・生産能率向上・コスト削減）、炭鉱経営（操

業管理教育・災害防止と５Ｓ）、炭鉱経営（操業管理教育・

日本的品質管理手法）、炭鉱経営（資質向上教育・マネジメ

ントとリーダーシップ：外部講師）、炭鉱経営（一日の現場

運営） 

ＤＶＤ 日本の運搬技術 

坑内研修 現場管理者との巡回研修 

１２）経営管理 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 経営管理（保安・生産能率向上・コスト削減）、経営管理（リ

スクマネジメントと危機管理） 

ＤＶＤ 日本の運搬技術 

１３）資格教育（ベトナム機械化採鉱技術） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 資格教育（２ブームドリルジャンボ（２ＢＤＪ）、サイドダ

ンプローダー（ＳＤＬ）、ＴＨ、ＢＨ） 

１４）採炭技術実習    

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 採鉱技術（支保機器操作概要） 

ＤＶＤ 採炭技術 

坑内実習 採鉱実習（入排気・退避経路教育・ゲート搬入運搬機器・モ

ノレーラー・ゲート舟橇運搬・他）、採鉱実習（支保機器操
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作・他）、採鉱実習（リトリバー機器操作及び保守管理） 

１５）岩盤掘進、下盤打ち技術実習 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 採掘技術実習概要説明 

ＤＶＤ 掘進技術 

坑外実習 採鉱実習（クリーンアップマシーン（ＣＵＭ）機器操作保守

管理）、採鉱実習（ＴＨ機器操作保守管理）、採鉱実習（レバ

ーブロック・ピック解体整備）、採鉱実習（ＢＨ機器操作保

守管理） 

坑内実習 採鉱技術（入排気・退避経路教育・２ＢＤＪ・ＳＤＬ操作方

法指導）入坑・採掘技術（２ＢＤＪ穿孔・他）、採掘技術（装

薬・発破・他）、採掘技術（ＳＤＬ硬処理・他）、入坑・採掘

技術（脚立て・他）、下盤打ち技術実習 

１６）ロックボルト技術実習 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 坑道維持実習概要説明 

ＤＶＤ 太平洋炭鉱のロックボルト技術 

坑内実習 坑道維持（入排気・退避経路教育・コアバレル取扱方法指導）、

入坑・坑道維持（コア採取）、坑道維持（エアーコンプレッ

サー（ＡＣ）始業点検・ポータブルエアーポンプ（ＰＡＰ）

散水処理準備・コア採取）、坑道維持（コア採取・コアロギ

ング・初期計測）、坑道維持（ケーブルボルト穿孔・ケーブ

ルボルト挿入）、坑道維持（口元コーキング・グラウト注入・

他）、坑道維持（ロックボルト打設） 

１７）機械技術・電気技術 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 機械技術（機械概要）、機械技術（ワイヤーロープﾟ）、機械

技術（運搬技術）、機械技術（運搬・軌道）、機械技術（油圧・

空圧機器）、機械技術（排水技術）、電気技術（電圧降下）、

電気技術（シーケンス）、坑内実習説明 

ＤＶＤ 日本の運搬技術、コース元施工技術、ロングプライス 

坑外実習 機械実習（軌道）、保全道場（機械：油圧・空圧）、保全道場

（ＢＨ）、保全道場（機械：自動給水システム）、機械実習（ロ

ングプライス）、機械実習（アイスプライス）、機械実習（ユ

ニクリンプ）、機械実習（ワイヤーロープ引抜試験）、電気実

習（ベルトコンベア（ＢＣ）連動・故障対応）、電気実習（ケ

ーブル接続）、電気通気実習（ガス払い・インターロック・

ガス伝送）、ＣＡＤ実習（図面作成）、電気実習（ＰＬＣ制御

と設備の省エネ化）、電気実習（タービンポンプ（ＴＰ）自

動・スターデルタ始動結線法）、機械実習（ワイヤーロープ

本継） 



 
- 7 - 

 

坑内見学、実習 坑内主要排水ポンプ座施設見学（排水量・配管関係）、機電

研修現場見学、機電実習（キャプスタン・ベルト抜き機設備）、

機電実習（ＢＣ設備）、機電実習（巻揚機設備）、機電実習（舟

橇設備）、機電実習（ＢＣ、パンツァーコンベア（ＰＣ）連

動設備）、機電実習（排水設備、レベルスイッチによる自動

化）、機電実習（各機器撤退） 

１８）通気技術 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 災害事例（国内ガス爆発）、通気技術（通気管理）、通気技術

（概要・組織・任務）、通気技術（通気基礎・ガス湧出量・通

気データ活用法）、災害事例（ベトナム炭鉱災害）、トルクレ

ット実技教育、通気技術（炭鉱防災の考え方）、通気技術（掘

進現場のガス払い）、通気技術（メタンガスの特性）、通気技

術（炭鉱防災の考え方）、通気技術（集中監視・指令室の任

務）、通気実習（指令室見学・竪坑斜坑火災実験）、通気技術

（災害事例）、災害事例（坑内火災）、災害事例（自然発火）、

通気技術（通気管理と坑内ガス）、密閉座学教育、環境技術

（冷房・騒音・粉塵）、通気技術（自然発火早期発見）、通気

技術（自然発火処置）、通気技術（ガス抜き・ガス誘導設備）、 

ＤＶＤ 通気技術、流送充填技術、自然発火防止技術 

坑外見学、実習 通気実習（各種ガス爆発実験）、通気実習（トルクレット用

裏込め・板張り）、通気実習（トルクレット用板張り・吹付

準備)、通気実習（トルクレット吹付)、通気実習（ミルク注

入)、通気実習（機械清掃・パイプ撤収)、通気実習（大気圧・

ガス払い・インターロック）実験室、通気実習（通気・試錐

工具取扱）、通気実習（指令室見学・竪坑斜坑火災実験）、通

気・試錐実習（密閉・ガス抜き・火災・各種ボーリング機器）、

通気・試錐実習（機械の分解組立整備）、通気坑外施設見学、

通気実習（ガス払い、主扇逆転、ガス爆発、火災実験、密閉）、

通気・電気実習（誘導無線・主扇逆転・風管延長）、通気・電

気実習（停電復旧・掘進切羽ガス払）、通気坑外施設見学、

風丸実習（風丸概要）、風丸実習（基本操作）、風丸実習（風

丸応用操作）、風丸実習（温太Ｆ基本操作）、 

坑内見学、実習 ガス検定員巡回業務実習、通気施設・密閉箇所見学、通気圧

測定・データ整理、ガス検定員巡回業務実習 

１９）試錐実習 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 試錐技術（概要・軟弱層対策）、試錐技術（出水防止）、試錐

実技教育説明 

ＤＶＤ ガス抜き技術 

坑外実習 試錐実習（移動式小型穿孔機）、試錐実習（口元設備・二重
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管・指向性・ＲＰＤ）、試錐実習（ボアホールカメラ・ワイ

ヤーライン） 

坑内実習 ガス検定員巡回業務実習、ＰＰＮ試錐実習 

２０）救護技術 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 救護技術（概要）、救護実習（酸素呼吸器取扱）、救護実習（救

急法）、救護技術（組織・任務・酸素呼吸器・消火技術）、 

ＤＶＤ インパルス消火、発泡消火、空気袋密閉、延長風洞、煙体験 

坑外実習 救護実習（救護隊施設説明・基本教練）、救護実習（酸素呼

吸器取扱）、救護実習（救急法）、救護実習（酸素呼吸器取扱・

濃煙下の探検方法）、救護実習（酸素呼吸器取り扱い・事故

対策）、酸素呼吸器着装訓練に向けた事前訓練、酸素呼吸器

着装訓練、救護実習（煙体験・延長風道・消火救護実習（緊

急脱出延長風道・インパルス消火）、救護実習（消火実技座

学教育・空気袋密閉）、救護実習（発泡消火・各種消火技術）、

救護実習（酸素呼吸器整備教育）、救護実習（インパルス・

煙体験）、救護実習（発泡消火・救急法・止血法） 

２１）選炭技術 

教材名 教材の内容 

パワーポイント 選炭概要 

ＤＶＤ 釧路コールマイン選炭技術 選炭工程編 

坑内見学 選炭技術（選炭・黒硬・積み込み見学） 

２２）一日の現場運営 

教材名 教材の内容 

エクセル 釧路炭鉱の３交代制度 

坑外見学 釧路炭鉱３交代の現場運営見学 

２３）現場管理者との現場巡回研修 

教材名 教材の内容 

坑内見学 教材はなし、生産現場管理者と一緒に現場巡回を実施 

２４）グループ討議 

教材名 教材の内容 

パワーポイント なぜ決まりを守れないのか 

２５）クドバス（ＣＵＤＢＡＳ：Ａ ＭＥＴＨＯＤ ＯＦ ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ ＤＥＶＥ   

ＬＯＰＭＥＮＴ ＢＡＳＥＤ ＯＮ ＶＯＣＡＴＩＯＮＡＬ ＡＢＩＬＩＴＹ   

ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ）による実習 

教材名 教材の内容 

パワーポイント クドバスとは 

２６）鉱山保安監督（外部講師：黒川講師、山野講師、藤本講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 石炭鉱山保安監督、炭鉱の歴史、監督行政、監督業務、監督

方針、監督法令、災害事例、監督指導、他 
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ＤＶＤ 坑道と爆炎 

坑内見学 鉱山保安監督現場実践指導 

２７）石炭資源問題・環境問題・石炭鉱業の歩み（外部講師：安藤講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 危機管理、産業保安の取り組みについて、他 

２８）炭鉱の開発と管理（外部講師：水野講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 １．はじめに、２．坑内骨格構造の考え方、３．失敗（事故）

に学ぶ、４．爆発災害、５．保安規則の変遷、６．炭鉱の評

価、７．保安教育、保安運動、他 

２９）炭鉱災害・急傾斜採炭・ガス抜き・透過性（外部講師：水野講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 炭鉱技術（炭鉱災害）、炭鉱技術（急傾斜採炭）、炭鉱技術（ガ

ス抜き） 

３０）ガス管理・自然発火防止（外部講師：大賀講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 エネルギーとＣＯ２、ガス抜き、自然発火、ガス突出、石炭

地下ガス化、他 

３１）高度通気管理講座（外部講師：井上講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 地下通気安全とシミュレーション、鉱山通気と安全、地下空

間の通気と安全、通気シミュレーション-風丸・温太、他 

３２）ワイヤーロープ計測と巻揚機の無限大制御（外部講師：塚田講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 ロープテスターの構造、ワイヤーロープ遠隔監視・メンテナ

ンスシステムの説明、ワイヤーロープ寿命管理コントローラ

の説明、他 

３３）マネジメントとリーダーシップ（外部講師：中島講師、木村講師） 

教材名 教材の内容 

パワーポイント他 経営管理者研修（体験学習から学ぶマネジメントとリーダー

シップ） 

 

２．４ 研修管理 

受入研修管理は、相手国との研修生募集、人選、渡航に必要な手続きの調整を行う他、関

係機関との渉外調整を行った。また、研修業務管理者の下に管理体制を構築した。 

各コースにクラス担任制を適用し、毎朝研修開始前のホームルームで研修生の健康確認、

研修生への連絡、教育、指導等を行った。 

受入研修のコースと研修内容の特徴に合った教室を設定し、講義、実習、実技を行った。 

講師は、日本語、一般教育、専門教育をそれぞれ担当しながら坑内外にて指導した。 

運営体制は、以下の通り。 

１）業務管理者（研修担当者）による研修を行った。 
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２）研修指導と生活指導に分け、それぞれに担当者を配属し、その業務を研修管理員 

が統括した。 

 ３）指導員と研修生の意思疎通 

来日直後からの信頼関係の構築と長期研修期間中の管理運営を円滑に行うために、毎

朝開催するホームルームと毎週木曜日研修終了後に開催する定例会議を通じ、指導員か

らの情報、要請、研修生と通訳が抱えている問題と要請等についての意見交換を行いなが

ら調整を図った。 

定例会議のメンバーは、研修管理員、生活指導員、研修生総括団長、各コースの班長、

通訳とした。 

４）管理体制・連絡体制・緊急連絡体制 

健康面は、風邪、腹痛、皮膚炎等による通院は幾度かあったものの、研修に支障を来す

ようなトラブルはなかった。 

坑外と坑内での実習においては、研修生の役割分担、研修指導員の適正人数と役割分担、    

通訳の適正人数と役割分担を明確にした。事前教育における安全確保の教育と危険予知

に関連する教育を行った。 

 

２．５ 生活指導 

生活指導員は、具体的な行動指針を次のように掲げ（目的、体制、目標、具体的行動）生

活指導を行った。 

１）行動指針 

（１）目的 

  研修生が快適な環境の中で研修を受け、日本の習慣・文化・マナー・モラルを習得し、

地域住民との交流により相互の理解を深め、本事業を成功に導くことを目的とする。 

（２）体制 

２交代出勤。１番方は午前７時から午後３時、２番方は午後２時から午       

後１０時。 

（３）目標 

  研修生が、早期に日本の生活環境に慣れ、自己管理と快適な生活ができるように支援、

する。 

（４）具体的行動指針 

①研修生には公正に接し、サポートする。 

②通訳とコミュニケーションを図り、研修生の日常を把握し、適宣対応する。 

③生活指導員同士の情報交換を行うと共に、研修指導員との連携を図り、問題発生時

には全体で協議し、解決を図る。 

 

２）準備作業 

（１）宿舎各部屋のガス、給排水、電気、換気、暖房、他の点検を行い、改善や補修等、

必要な箇所は、改善及び修繕を実施し、点検の一覧表を作成した。 

（２）宿舎清掃は、研修生の帰釧後に順次実施し、次期研修生の来釧予定に合わせて行っ  

た。 

（３）宿舎内の設備用品類の補充等を行い、再確認を行った。 

（４）宿舎内全般、宿舎内設備、郊外、外出時における注意事項、郵便物取扱い、門限等    
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に関する変更資料を作成した。 

 

３）生活指導 

釧路市特有の気候、地震等の自然現象には不慣れであり、研修生にとって１日も早く安

心するような生活環境作りに努めた。また、生活面に関する厳守事項の説明により、規則・

設備の取扱い等について説明した。 

その他、指導員として努めてきた具体的活動内容について以下に示す。 

（１）日頃の生活条件として必要な規則・設備の取扱い説明書等を研修生に配布すると同 

時に、必要な箇所に掲示し、研修生一人一人に理解させた。 

（２）研修生の休日、研修日の時間外等については、原則自由行動としているが、危機管 

理の観点から考え、外出時には必ず団体行動を取り、緊急連絡用の携帯電話を必ず携

帯するよう徹底させた。 

（３）食事は、３カ国の特徴を調整し、国別のメニューでバランスを考えた食材を準備し

て提供した。。 

 

２．６ 研修カリキュラム 

研修カリキュラムは座学だけでなく、坑外実技研修場での体験学習や坑内で可能な実習

を取り入れ、各コース共にレベルアップを図ることができるような内容にした。 

 

２．６．１ 中国保安監督管理向上コース 

中国国家煤礦安全監察局監察員、炭鉱保安管理者等を対象とし、鉱山保安監督官ＯＢによ

る座学研修及び坑内現場巡回による指導研修等により、炭鉱災害事故防止に必要な保安監

督技術・手法を研修した。 

第１週 

 

 

 

成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎（生活指導）→オリエンテーション 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項→研修規則 

石炭資源問題・環境問題・石炭鉱業の歩み→日本語 

炭鉱の開発と管理→日本語 

第２週 

 

 

 

 

炭鉱概要→爆発実験→カントリーレポート発表（監督官０Ｂ参加） 

鉱山保安監督（炭鉱歴史）→日本語→保安管理（自主保安、保安第一・生産第

二） 

鉱山保安監督（監督行政）→坑外施設見学 

鉱山保安監督（監督業務）→防災センター 

鉱山保安監督（監督方針）→採炭・掘進技術（採炭・掘進現場運営） 

文化研修 

第３週 

 

鉱山保安監督（監督法令）→入坑・採炭現場見学 

鉱山保安監督（災害事例）→入坑・掘進現場見学 

入坑・鉱山保安監督現場実践指導→鉱山保安監督（監督指導） 

保安管理（実践危険予知・指差呼唱）→通気・試錐実習（密閉・ガス抜き・火

災・各種ボーリング機器等） 

第４週 経営管理（保安）→経営管理（生産能率向上） 
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 札幌研修（砂子炭鉱等） 

第５週 

 

ガス管理・自然発火防止 

機械概要→機械実習（ワイヤロープ連続監視装置・引抜試験等） 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→北京 

 

２．６．２ 中国保安理念向上コース 

炭鉱の炭鉱長・幹部等を中心とする他、今年度は中国国家煤礦安全監察局監察員も対象と

した。 

炭鉱の保安向上に必要な技術・手法である「自主保安」、「保安第一・生産第二」の理念と

その具体的な取組である「危険予知・指差呼唱」、「リスクマネジメント」等、保安運動の実

例、実習を習得すると共に、深部化・奥部化に対応するために開発を取り組んだ保安管理・

生産管理・人材育成・コスト削減等の計画と対応について各研修生の炭鉱特有のニーズに合

わせた研修内容とした。 

第１週 

 

 

 

成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎（生活指導）→オリエンテーション 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項→研修規則 

石炭資源問題・環境問題・石炭鉱業の歩み→日本語 

炭鉱の開発と管理→日本語 

第２週 

 

 

 

 

炭鉱概要→爆発実験→カントリーレポート発表 

鉱山保安監督（監督行政）→日本語→鉱山保安監督（監督業務） 

鉱山保安監督（ガス突出・山はね）→保安管理（自主保安、保安第一・生産第

二） 

通気技術(通気管理)→防災センター 

経営管理（保安）→炭鉱経営（コスト削減） 

文化研修 

第３週 

 

採炭・掘進技術（採炭・掘進現場運営）→入坑・掘進現場見学 

保安管理（実践危険予知・指差呼唱）→入坑・採炭現場見学 

通気実習（密閉・ガス抜き・火災等）→坑外施設見学 

炭鉱経営（一日の現場運営） 

第４週 

 

試錐実習（各種ボーリング機器）Ｂ→入坑・（生産現場以外） 

札幌研修（新日鐵住金他） 

第５週 

 

 

ガス管理・自然発火防止 

マネジメントとリーダーシップ 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→北京 

 

２．６．３ 中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コース 

 炭鉱現場管理者等、炭鉱技術者を対象とし、現在も中国の死亡災害の原因として割合の大

きいメタンガス災害防止に関連する研修内容を重点に行った。 

 具体的には、ガス管理技術（通気網解析・通気計測・通気設備・ガス抜きボーリング・ガ
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ス爆発・炭塵爆発・インターロック制御等）、自然発火防止技術（密閉・集中監視・袖巻き・

ミルク注入・温度観測・データ管理等）及び保安管理（保安の取組・保安運動等）について、

座学と坑外・坑内の関連施設・装置を活用した実習を行った。  

第１週 成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎（生活指導）→オリエンテーション 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項→研修規則 

炭鉱概要→日本語→保安管理（自主保安、保安第一・生産第二） 

第２週 

 

 

 

 

石炭資源問題・環境問題・石炭鉱業の歩み→日本語 

炭鉱の開発と管理→日本語 

坑外施設見学（選炭工場）→爆発実験→カントリーレポート発表 

採炭・掘進技術（採炭・掘進現場運営）→入坑・採炭現場見学 

保安管理（実践危険予知・指差呼唱）→防災センター 

通気技術（通気ガス管理）→入坑・掘進現場見学 

第３週 文化研修 

入坑後ディスカッション→通気坑外施設見学 

通気技術（自然発火）→通気実習（密閉・ガス抜き・斜坑・竪坑・火災実験等） 

救護・通気・電気実習（誘導線・煙体験・各種消火・ガス払い・救急法） 

試錐技術→入坑・ＰＰＮ試錐実習 

第４週 試錐実習（各種ボーリング機器・ボアホールカメラ）→鉱山保安監督（ガス突

出・山はね） 

入坑・現場管理者との巡回研修→通気実習（ガス検業務・指令室見学） 

札幌研修（コマツ道東等） 

第５週 

 

 

 

ガス管理・自然発火防止 

チーム会議（頻発災害防止）→通気・試錐総合ディスカッション 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→北京 

 

２．６．４ ベトナム保安・生産管理向上コース 

 このコースは、副社長クラスが１コース、経営管理者候補クラスが３コースの計４コース

を受け入れた。 

２．６．４．１ 副社長クラス 

炭鉱の副社長クラスを対象とし、炭鉱経営の基本である労務管理、現場運営、保安・生産

計画管理を中心に、社員の資質向上に向けた目標のある社員教育、操業管理向上に向けた人

材育成を重視した経営を目指す研修内容とした。  

また、人、設備及び管理の３つのバランスを常に均等化する運営能力が重要であり、その

ためにはＰＤＣＡサイクルを基本に運営管理することが具体的取組であることを現場見学

で理解させた。 

第１週 

 

 

 

成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎（生活指導）→オリエンテーション 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項・研修規則 

炭鉱の開発と管理→日本語 
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石炭鉱業の歩みと課題→日本語 

第２週 

 

 

 

 

カントリーレポート発表→日本語→炭鉱概要 

防災センター→坑外施設見学 

保安管理（自主保安、保安第一・生産第二）→爆発実験→鉱山保安監督 

(監督行政) →鉱山保安監督（監督業務）→日本語→炭鉱経営（労務管理） 

採炭・掘進技術（採炭・掘進現場運営）→入坑：採炭現場見学 

文化研修 

第３週 

 

経営管理（リスクマネジメントと危機管理）→炭鉱経営（操業管理教育・ 

災害防止と５Ｓ）、 

炭鉱経営（コスト削減）→炭鉱経営（操業管理教育・日本的品質管理手法） 

炭鉱経営（保安・生産計画管理）→入坑：掘進現場見学 

入坑：（通気管理・反転ＢＣ・主要Ｐ座・研修現場他） 

第４週 

 

保安管理（実践危険予知・指差呼唱）→選炭技術（選炭・黒硬・積み込み見学） 

札幌研修（コカコーラ等） 

第５週 

 

炭鉱経営（資質向上教育・マネジメントとリーダーシップ 

５段階問題解決法説明・グループ討議／進め方説明グループ討議 

グループ討議→炭鉱経営（生産能率向上） 

炭鉱経営（管理者とのディスカッション）→通気・試錐実習 

（密閉・ガス抜き・火災・各種ボーリング機器） 

ガス管理・自然発火防止 

第６週 

 

 

 

入坑：現場管理者との巡回研修→巡回研修意見交換 

炭鉱経営（一日の現場運営） 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→ハノイ 

 

２．６．４．２ 経営管理者候補クラス 

将来の経営管理者候補等を対象とし、主に炭鉱の保安管理、生産管理、労務管理の研修を

行った。 

近年ベトナムの坑内掘りによる生産量が露天掘り生産量を超え、しかも坑内掘り炭鉱の

深部化・奥部化が進行してきているため、保安管理、生産能率向上、コスト削減を主体に研

修を実施した。 

坑内見学は採炭、掘進の生産現場以外に、「現場管理者との巡回研修」というカリキュラ

ムで現場管理者と一緒に入坑し、日常の現場巡回管理業務についての実習を行った。 

保安活動については、自主保安、保安第一・生産第二といった具体的取組と保安理念につ

いて教育すると共に、グループ討議により小集団活動による職場の人材育成の効果を体験

する時間を設け、その重要性について理解させた。 

保安技術については、通気とガス管理、出水災害防止、集中監視装置といった設備面に関

する研修も実施した。  

第１週 

 

 

成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎→オリエンテーション 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項・研修規則 
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炭鉱の開発と管理→日本語 

炭鉱概要→日本語→保安管理（自主保安、保安第一・生産第二） 

カントリーレポート発表 

通気・試錐実習（密閉・ガス抜き・火災・各種ボーリング機器） 

第２週 

 

 

 

採炭・掘進技術（採炭・掘進現場運営）→入坑：掘進現場見学 

防災センター→爆発実験→通気技術(通気管理) 

保安管理（実践危険予知・指差呼唱）→入坑：採炭現場見学 

入坑：（通気管理・反転ＢＣ・主要Ｐ座・研修現場他） 

入坑後ディスカッション 

ガス管理・自然発火防止 

第３週 

 

マネジメントとリーダーシップ 

災害防止と５Ｓ→坑外施設見学 

炭鉱経営（操業管理教育・日本的品質管理手法） 

経営管理（生産能率向上） 

炭鉱経営（一日の現場運営） 

経営管理（保安）→選炭技術（選炭・黒硬・積み込み見学） 

第４週 炭鉱の開発と管理→日本語 

石炭鉱業の歩みと課題→日本語 

札幌研修（苫東厚真発電所等） 

第５週 

 

炭鉱技術（炭鉱災害）→炭鉱技術（急傾斜採炭）→日本語 

入坑・現場管理者との巡回研修→巡回研修意見交換 

保安管理（リスクマネジメント） 

５段階問題解決法説明・グループ討議／進め方説明グループ討議 

グループ討議 

第６週 文化研修 

鉱山保安監督（監督行政）→鉱山保安監督（監督業務） 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→ハノイ 

 

２．６．５ ベトナム機械化採鉱技術習熟コース 

炭鉱現場技術者を対象に、主に２ブームドリルジャンボ（２ＢＤＪ）とサイドダンプロー

ダー（ＳＤＬ）の組み合わせによる岩盤掘進坑内実習、ＳＤ採炭現場での坑内実習及びロッ

クボルト施工による坑内実習を実施した。 

坑内実習を実施する前には、それぞれの技術に関する座学教育、資格教育を実施し、その

後、坑外実習、坑内実習に繋げた。 

坑外実習では沿層用の切削機械であるコンテニアスマイナー（ＣＭ）とシャトルカー（Ｓ

Ｃ）の組み合わせ、そして発破掘進時の積み込み機であるバケットの大きなクリーンアップ

マシーンも指導員の操作運転で特徴を理解させ、掘進技術の機械化促進に貢献できる研修

内容にした。 

岩盤掘進技術の坑内実習については、坑口から６５０ｍ地点に研修専用現場を設定し、機

械化穿孔機の２ＢＤＪと機械化積込み機のＳＤＬを運転操作することにより、穿孔、発破、
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硬積み、枠付けまで機械化した技術とその管理について学ぶ実習を行った。 

保安面については、ベトナムの炭鉱死亡災害で一番多い原因は落盤災害であり、穿孔時だ

けでなく、施枠時にも裸天盤の真下で枠付け作業するため罹災者が多いことから、施枠時に

は裸天盤の真下に立たずに施枠できる技術、そして施枠時の矢木掛け技術の実習を体験す

ることによって、安全な枠付け技術を理解させた。 

施枠後は切羽周辺に残っている硬処理をツインヘッダー（ＴＨ）とバックホー（ＢＨ）の

下盤打ち機を利用し、労働者の負担減、能率の良さを実習で体験させた。 

岩盤掘進坑内実習では他にも鋼枠を運ぶ搬送機、冠材を敷設する時の施枠機等、付属機器

を使用することによる労働者の負担減、省力化等、機械化による高速掘進のメリットばかり

ではなく、機械化によって発生する新たなリスクについて理解させながら実習した。 

坑内の採炭現場では新設・稼働・撤退の工程で、切羽のドラムカッターと自走枠の役割と

その技術の特性について学ぶカリキュラムにした。 

その他、各種機材を搬出入する運搬工程に関する実習を取り入れた。そして採炭現場特有

の保安確保、現場運営、適正工具の導入、機器保全管理、人員管理及び坑道維持等について

も研修した。 

ＳＤプラント以外の石炭を生産する技術にも適用できる保安装置や保安施設等の保安対

策、石炭運搬設備、機材の搬出入、各種設備の保守管理、鋼枠回収、坑道支保等、帰国後に

もすぐ導入できる技術も目で見て理解させるよう実習に取り入れた。 

ロックボルト施工技術、坑道支保技術については、坑内に効果が期待できる地質の坑道で

実習した。ベトナムの炭鉱の一部ではロックボルトを実施しているところもあるが、コアを

採取し、ロックボルトの適用性について分析を行い、テルテール等の計測器を備える技術は

導入しないため、釧路炭鉱で実施する施工後の解析と実技を重点に実施した。 

坑内掘進稼働現場では、ＣＭとＳＣを用いた掘進技術と後方運搬等を含めた一連の沿層

掘進システムを学び、保安確保と保安対策、自主管理・自主運営の取組について学習した。 

保安は、「グループ討議」も実施し、人材育成のための手法を実習させた。 

第１週 成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎→オリエンテーション 

カントリーレポート記載 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項→法定教育・研修規則 

炭鉱概要→防災センター 

採炭・掘進技術（採炭・掘進現場運営）→入坑・掘進現場見学 

第２週 カントリーレポート発表→坑外施設見学 

法定教育→入坑・採炭現場見学 

法定教育→爆発実験→法定教育 

炭鉱技術（炭鉱災害）→日本語→炭鉱技術（急傾斜採炭） 

資格教育（２ＢＤＪ・ＳＤＬ）→日本語→資格教育（２ＢＤＪ・ＳＤＬ） 

文化研修 

第３週 法定教育→日本語→資格教育（２ＢＤＪ・ＳＤＬ） 

法定教育→日本語→資格教育（２ＢＤＪ・ＳＤＬ） 

資格教育（２ＢＤＪ・ＳＤＬ）→日本語→⑦法定教育 

研修生確認テスト→日本語→法定教育 
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第４週 

 

研修生確認テスト→日本語→法定教育 

採鉱実習（レバー・ピック解体整備等） 

採掘技術実習概要説明 

（第１班）入坑・採掘技術（入排気・退避経路教育・２ＢＤＪ・ＳＤＬ操作方

法指導等） 

（第１班）入坑・採掘技術（２ＢＤＪ穿孔等） 

（第２班）坑道維持実習概要説明 

（第２班）入坑・坑道維持（入排気・退避経路教育・コアバレル取扱方法指導

等） 

（第２班）入坑・坑道維持（コア採取） 

（第２班）入坑・坑道維持（ＡＣ始業点検・ＰＡＰ散水処理準備・コア採取等） 

第５週 

 

（第１班）入坑・採掘技術（２ＢＤＪ穿孔等） 

（第１班）入坑・採掘技術（装薬・発破等） 

（第１班）入坑・採掘技術（冠材上架等） 

（第１班）入坑・採掘技術（ＳＤＬ硬処理等） 

（第１班）入坑・採掘技術（脚立て等）→採掘技術反省／意見交換／研修生確

認テスト 

ガス管理・自然発火防止 

（第２班）入坑・坑道維持（コア採取・コアロギング・初期計測） 

（第２班）入坑・坑道維持（ケーブルボルト穿孔・ケーブルボルト挿入） 

（第２班）入坑・坑道維持（口元コーキング・グラウト注入等） 

（第２班）入坑・坑道維持（ロックボルト打設） 

（第２班）入坑・坑道維持（ロックボルト打設・整理整頓）→坑道維持実習反

省／意見交換／研修生確認テスト 

第６週 

 

資格教育（ＴＨ・ＢＨ） 

資格教育（ＴＨ・ＢＨ） 

入坑・集団ベルト・ポンプ座見学 

採鉱実習（ＢＨ機械操作保守管理） 

保安管理（自主保安、保安第一・生産第二）→保安管理（実践危険予知・指

差呼唱） 

（第１班）入坑・下盤打ち技術実習 

（第２班）採掘技術実習概要説明 

第７週 

 

（第１班）入坑・下盤打ち技術実習 

（第１班）入坑・下盤打ち技術実習→下盤打ち技術反省／意見交換／研修生確

認テスト 

採鉱技術（支保機器操作概要） 

（第１班）入坑・採鉱実習（入排気・退避経路教育・ゲート搬入運搬機器・モ

ノレーラー・ゲート舟橇運搬等） 

（第１班）入坑・採鉱実習（支保機器操作等） 

（第２班）入坑・採掘技術（入排気・退避経路教育・２ＢＤＪ・ＳＤＬ操作方

法指導等） 
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（第２班）入坑・採掘技術（２ＢＤＪ穿孔等） 

（第２班）入坑・採掘技術（装薬・発破等） 

（第２班）入坑・採掘技術（冠材上架等） 

第８週 （第１班）入坑・採鉱実習（リトリバー機器操作及び保守管理）→採鉱実習・

支保機器操作反省／意見交換／研修生確認テスト 

坑道維持実習概要説明 

（第２班）入坑・採掘技術（ＳＤＬ硬処理等等） 

（第２班）入坑・採掘技術（脚立て等）→採掘技術反省／意見交換／研修生確

認テスト 

札幌研修（三晃化学等） 

第９週 

 

 

災害防止と５Ｓ 

採鉱実習（ロックボルト穿孔機整備）→採鉱実習（ワイヤ本継） 

（第１班）入坑・坑道維持（入排気・退避経路教育・コアバレル取扱方法指導

等） 

（第１班）入坑・坑道維持（コア採取） 

（第１班）入坑・坑道維持（ＡＣ始業点検・ＰＡＰ散水処理準備・コア採取等） 

（第２班）入坑・下盤打ち技術実習 

（第２班）入坑・下盤打ち技術実習下盤打ち技術反省／意見交換／研修生確認

テスト 

第１０週 （第１班）入坑・坑道維持（コア採取・コアロギング・初期計測） 

（第１班）入坑・坑道維持（ケーブルボルト穿孔・ケーブルボルト挿入） 

（第１班）入坑・坑道維持（口元コーキング・グラウト注入等） 

（第１班）入坑・坑道維持（ロックボルト打設） 

（第１班）入坑・坑道維持（ロックボルト打設・整理整頓）→坑道維持実習 

反省／意見交換／研修生確認テスト 

採鉱技術（支保機器操作概要） 

（第２班）入坑・採鉱実習（入排気・退避経路教育・ゲート搬入運搬機器 

・モノレーラー・ゲート舟橇運搬等） 

（第２班）入坑・採鉱実習（支保機器操作等） 

（第２班）入坑・採鉱実習（リトリバー機器操作及び保守管理）→採鉱実習・

支保機器操作反省／意見交換／研修生確認テスト 

坑外実習（レバー・ピック解体整備） 

入坑・現場管理者との巡回研修→巡回研修意見交換 

第１１週 選炭技術（工場概要）→選炭技術（選炭・黒硬・積み込み見学） 

採鉱実習（ＴＨ機器操作保守管理）→５段階問題解決法説明・ 

グループ討議／進め方説明（職場規律）→グループ討議（職場規律） 

グループ討議（職場規律） 

他産業訪問（日本製紙・広域連合） 

採鉱実習（クリーンアップマシーン機器操作保守管理） 

採鉱実習（ＣＭ・ＳＣ機器操作保守管理） 



 
- 19 - 

 

第１２週 なぜなぜ分析による問題解決法 

発表会（意見交換会）／閉講式 

釧路→東京→成田→ハノイ 

 

２．６．６ ベトナム設備・自動化技術習熟コース  

 炭鉱現場技術者を対象に、ベルトコンベア、巻揚機、ワイヤーロープ連続監視装置、排水

ポンプ、水圧ポンプ等の原理、組立、解体実習、各機器の保全と自動化の実習等、坑外と坑

内の実習を交えた実習を行い、これらの機器を集中監視する坑外指令室との関連性を理解

させた。 

具体的には、採炭、掘進現場のメタンガス濃度の変化によって動作するインターロック、

大型巻揚機のワイヤーロープの連続監視装置、ベルトコンベアの保安装置・設備と連動装置、

排水ポンプの自動化装置等、機械化が進むに当たって重視される管理の一元化の重要性に

ついて理解させた。 

その他、ＣＡＤ、シーケンス制御、機器保全の坑外実習を行った。特に機電設備の事故対

策については、設備の原理、構造、保全の手法等を「保全道場（保全作業と５Ｓの関連性を

実習できる坑外実習場）」で実施した。  

保安は、「グループ討議」を実施し、人材育成のための手法を実習した。 

第１週 

 

成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎→オリエンテーション 

対面式／研修衣服支給・入坑注意事項→法定教育→研修規則 

炭鉱概要→日本語→保安管理（自主保安、保安第一・生産第二） 

坑外施設見学→防災センター 

第２週 

 

 

 

 

カントリーレポート発表→日本語→電気技術（電気概要・管理運営） 

法定教育→日本語→法定教育 

法定教育→爆発実験→保安管理（実践危険予知・指差呼唱） 

採炭技術（採炭・掘進現場運営）→入坑：採炭現場見学 

法定教育→入坑：掘進現場見学 

文化研修 

第３週 

 

ＣＡＤ実習説明→日本語→法定教育 

ＣＡＤ実習（図面作成）→日本語→法定教育 

第４週 ＣＡＤ実習（図面作成）→電気技術（シーケンス） 

電気技術（シーケンス） 

電気技術（ＰＬＣ制御と設備の省エネ化） 

第５週 

 

 

機械技術（機械概要）→機械技術（ワイヤロープ） 

電気実習（ケーブル接続） 

電気実習（ＢＣ連動・故障対応） 

電気実習（ＴＰ自動・スターデルタ始動結線法 

機械技術（油圧・空圧機器）→保全道場（機械：油圧・空圧） 

ガス管理・自然発火防止 

第６週 機械実習（ロングスプライス） 

機械実習（アイスプライス） 
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機械実習（ユニクリンプ）→機械実習（ワイヤロープ引抜試験） 

クドバス 

他産業訪問（釧路工業技術センター・釧路広域連合） 

機械技術（排水技術）→機械技術（運搬技術） 

第７週 

 

保全道場（機械：ＢＨ）→保全道場（機械：自動給水システム） 

選炭技術（工場概要）→選炭技術（選炭・黒硬・積み込み見学） 

機械実習（運搬・軌道）→機械実習（軌道） 

機械実習（軌道） 

第８週 入坑：主要ポンプ座施設見学／排水量・配管関係 

入坑：現場管理者との巡回研修→巡回研修意見交換／指令室見学 

札幌研修（石油資源開発等） 

第９週 

 

救護技術（組織・任務・酸素呼吸器・消火技術）→救護実習（インパルス・

煙体験） 

救護実習（発砲消火・救急法・止血法） 

電気技術（電圧降下）→５段階問題解決法説明・グループ討議／進め方説明：

職場規律） 

グループ討議（職場規律） 

入坑：機電実習（キャプスタン・ベルト抜き機設備・ベルトコンベア設備・

巻揚機設備・舟橇設備・ＢＣ・ＰＣ連動設備） 

第１０週 

 

通気技術（通気管理）→通気・試錐実習（密閉・ガス抜き・火災・各種ボー

リング機器） 

日本的品質管理手法（導入・活動・成果・５Ｓ） 

坑内実習説明→入坑：機電研修現場見学 

入坑：機電実習（キャプスタン・ベルト抜き機設備） 

入坑：機電実習（ベルトコンベア設備） 

入坑：機電実習（巻揚機設備） 

第１１週 入坑：機電実習（舟橇設備） 

入坑：機電実習（ＢＣ・ＰＣ連動設備） 

入坑：機電実習（排水設備・レベル） 

入坑：機電実習（各機器撤退） 

機械実習（ロングスプライス） 

ワイヤーロープ計測と巻揚機の無限大制御 

第１２週 

 

 

 

機電坑内実習反省／意見交換／研修生テスト 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京 

釧路→東京→成田→ハノイ 

 

２．６．７ ベトナム通気・保安技術管理習熟コース 

炭鉱現場技術者を対象とし、通気網解析・通気測定・通気設備・ガス抜きボーリング・密

閉・ミルク注入・温度観測・データ管理等、坑内の通気関連設備を活用した研修と実際の坑

内での管理手法を実習した。また、実験装置を利用し、ガス爆発、炭塵爆発の恐ろしさを体
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験すると共に、主に通気管理、ガス管理、ガス払いの方法、通気維持用時のインターロック、

保安管理技術等についての実習を行った。 

ベトナムの炭鉱の深部化・奥部化に伴い、重大災害の防止はもちろんのこと、各受入炭鉱

独自での通気体制の構築を目的とした講義を行い、通気体験実習の中で、臭気、静電気・ガ

ス炭塵爆発実験、小型掘進現場模型を利用したインターロック模擬実習、小型ブロワーを利

用した密閉内ガス自動吸引装置による実習、大気圧変動時の坑内圧力変化模擬実習、小型採

炭現場模型を利用した各計測装置と風門調整による車風の体験実習等を取り入れ、研修の

充実を図った。 

 保安は、「グループ討議」を実施し、人材育成のための手法を実習した。 

第１週 成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式） 

東京→釧路→宿舎→オリエンテーション 

対面式→研修衣服支給・入坑注意事項→法定教育 研修規則 

炭鉱概要→防災センター 

保安管理（自主保安、保安第一・生産第二）→日本語→保安管理（実践危険予

知・指差呼唱） 

第２週 

 

 

 

 

カントリーレポート発表→日本語→法定教育 

採炭技術（採炭・掘進現場運営）→入坑：掘進現場見学 

法定教育→入坑：採炭現場見学 

法定教育→日本語→法定教育 

炭鉱技術（炭鉱災害）→日本語→炭鉱技術（ガス抜き・透過性） 

文化研修 

第３週 

 

 

 

法定教育→坑外施設見学 

通気技術（概要・組織・任務）→日本語→法定教育 

試錐技術（概要・軟弱層対策）→日本語→試錐技術（出水防止） 

法定教育→日本語→法定教育 

第４週 

 

通気計算（ガス湧出量・通気データ活用法）→通気計算確認テスト 

通気技術（掘進現場のガス払い）→通気実習（大気圧・ガス払い・インターロ

ック） 

選炭技術（工場概要）→選炭技術（選炭・黒硬・積み込み見学） 

入坑・ガス検定員巡回業務実習 

通気技術（メタンガスの特性）→通気実習（通気・試錐工具取扱） 

第５週 災害事例（坑内火災）→通気技術（炭鉱防災の考え方） 

通気技術（集中監視・指令室）→通気実習（指令室見学・竪坑斜坑火災実験） 

救護技術（概要）→救護実習（酸素呼吸器取扱） 

救護実習（救急法） 

救護実習（煙体験・延長風道・消火技術） 

ガス管理・自然発火防止 

第６週 

 

 

 

炭鉱経営（保安・コスト）→炭鉱経営（生産能率向上） 

救護実習（空気袋密閉・発泡消火） 

通気・電気実習（誘導無線・主扇逆転・風管延長） 

通気・電気実習（停電復旧・掘進切羽ガス払い） 



 
- 22 - 

 

他産業訪問（釧路工業技術センター・釧路広域連合） 

災害事例（国内ガス爆発）→通気実習（各種ガス爆発実験） 

第７週 

 

トルクレット実技教育→通気実習（トルクレット・ミルク注入） 

通気実習（トルクレット・ミルク注入） 

通気実習（トルクレット・ミルク注入） 

通気実習（トルクレット・ミルク注入） 

通気実習（温度観測孔穿孔）→トルクレット実習反省会 

第８週 通気技術（ガス抜き・ガス誘導設備）→通気実習（密閉・ガス抜き） 

災害事例（自然発火）→通気技術（自然発火早期発見） 

札幌研修（砂子炭鉱等） 

第９週 

 

 

機械技術（機械概要）→機械実習（ワイヤ本継・コース元施工） 

通気技術（自然発火処置）→通気坑外施設見学 

チーム会議（頻発災害）→坑口工場群巡回・意見交換 

試錐実習（口元設備・二重管・指向性・ＲＰＤ） 

試錐実習（ボアホールカメラ・ワイヤライン） 

第１０週 

 

環境技術（冷房・騒音・粉塵）→災害防止と５Ｓ 

試錐実技教育→入坑・ＰＰＮ試錐実習 

入坑・ＰＰＮ試錐実習 

入坑・ＰＰＮ試錐実習→試錐実習反省会 

風丸実習（風丸概要） 

入坑・通気圧測定→測定データ整理 

第１１週 風丸実習（基本操作） 

風丸実習（風丸応用操作） 

風丸実習（温太Ｆ基本操作） 

なぜなぜ分析による問題解決法 

入坑・現場管理者との巡回研修→巡回研修意見交換 

高度通気管理講座 

第１２週 

 

 

通気研修総括→確認テスト 

発表会・意見交換会→閉講式 

釧路→東京→成田→ハノイ 

 

２．６．８ ベトナム救護技術向上コース 

 炭鉱現場技術者を対象とし、救護技術の専門技術について研修を実施した。 

 救護隊組織の日常管理・運営、罹災者が発生した場合に救護・救助する実務訓練、釧路炭

鉱の坑外救護隊訓練坑道を活用し、坑内火災が発生した場合を想定した救護と本密閉実習、

釧路炭鉱の救護隊総合訓練と合同した実習を主とした。 

第１週 成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎→オリエンテーション 

カントリーレポート記載→対面式／研修衣服支給・入坑注意事項 

研修規則→救護研修概要→入坑・採炭現場見学 

カントリーレポート発表→入坑・採炭現場見学 
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第２週 救護実習（救護隊施設説明・基本教練）→日本語→救護実習（酸素呼吸器取扱） 

救護実習（酸素呼吸器取扱）→防災センター 

救護実習（酸素呼吸器取扱・濃煙下の探検方法）→日本語 

第３週 

 

 

 

 

救護実習（酸素呼吸器取扱・事故対策） 

酸素呼吸器着装訓練に向けた事前訓練 

酸素呼吸器着装訓練 

通気技術（災害事例）→通気坑外施設見学 

通気技術（通気管理と坑内ガス）→通気技術（防災対策・指令室見学） 

第４週 

 

 

救護実習（消火実技座学教育・空気袋密閉） 

救護実習（緊急脱出延長風道・インパルス消火 

札幌研修（苫東厚真発電所等） 

第５週 救護実習（発泡消火・各種消火技術） 

通気実習（ガス払い、主扇逆転、ガス爆発、火災実験、密閉） 

密閉座学教育→入坑・通気施設、密閉箇所見学 

文化研修 

他産業訪問（消防本部特別救助隊）  

第６週 救護実習（酸素呼吸器整備教育） 

救護研修総括・確認テスト 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→ハノイ 

 

２．６．９ インドネシア保安・生産技術向上コース 

 エネルギー鉱物資源省職員を対象とし、主に坑内掘り炭鉱の保安管理と生産管理の相関

関係、石炭の生産能率向上、コスト削減、そして品質管理と環境アセスメント等についての

研修内容とした。 

第１週 成田→東京（ＪＯＧＭＥＣ（開講式）） 

東京→釧路→宿舎→オリエンテーション 

カントリーレポート記載→対面式／研修衣服支給・入坑注意事項 

研修規則→炭鉱概要→坑外施設見学→日本語 

カントリーレポート発表→防災センター 

第２週 掘進技術（掘進現場運営）→入坑・掘進現場見学 

保安管理（自主保安、保安第一・生産第二）→日本語→鉱山保安監督（炭鉱歴

史） 

鉱山保安監督（監督行政）→日本語→保安管理（実践危険予知・指差呼唱） 

鉱山保安監督（監督業務）→通気技術（災害事例） 

採炭技術（採炭現場運営）→入坑・採炭現場見学 

通気技術（通気管理）→爆発実験→通気実習（密閉・ガス抜き・火災実験） 

第３週 

 

試錐技術（概要・出水防止）→試錐実習（ボアホールカメラ・各種ボーリング

機器） 

通気・救護実習（集中監視・誘導無線・救護概要）→指令室・測量・ガス分析・

救護隊本部・安全灯見学 
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通気・救護実習（煙、高温体験・ガス払い・集中監視・誘導無線・２２ｋＷ×

２） 

機械概要（坑内から選炭工場までのベルトコンベア）→坑外機械実習 

経営管理（保安）→入坑・坑内研修現場見学 

第４週 経営管理（生産能率向上）→入坑・主要ベルト～ポンプ座見学 

経営管理（コスト削減）→通気坑外施設見学 

ガス管理・自然発火防止→入坑後ディスカッション 

選炭技術（選炭の役割）→選炭技術（選炭設備・操作・保全の紹介） 

選炭技術（操業管理と運転制御）→選炭技術（バリウェーブジグ・浮選技術・

重液選別・ジグ選別） 

選炭技術（品質管理・環境保全）→選炭技術（集中監視・廃水処理・沈殿池・

貯炭場） 

第５週 文化研修 

ロックボルト技術→テスト 

発表会・意見交換会／閉講式 

釧路→東京→成田→ジャカルタ 

  

２．７ 共通研修 

１）オリエンテーション 

各研修生が作成したカントリーレポートを通じ、会社名及び勤務先、業務内容の紹介、

保安状況、研修生の職場や研修生自身が抱えている問題及びこの研修の目標と研修に対

する聞き取りを行い、それ以降の研修に生かした。 

オリエンテーションでは、海外長期滞在の経験者が少ないため、パスポートの携帯を徹 

底するよう教育・指導を行った。その他、入坑の心得と炭鉱敷地内の注意事項、規則等を

教育した。その後、釧路市の防災センターで地震の体験学習、初期消火等の実習も行った。 

 

２）日本語 

日本語の研修は、全コースで担任である研修指導員が実施した。内容については、日本  

語の発音、日本人とのコミュニケーション、生活に必要となる基礎的な会話（買い物）等

に重点を置いた。 

 

３）炭鉱の開発と管理 

「炭鉱の開発と管理」の研修は、中国全コースとベトナム保安生産管理向上コースのみ

実施した。内容については、坑内骨格構造、事故対応、爆発災害、保安規則、管理、教育

等について実施した。 

  主な研修内容は以下の通り。 

（１）初めに 

（２）坑内骨格構造の考え方 

①坑内構造設計 

②骨格合理化事例  

（３）失敗（事故）に学ぶ 
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①失敗の原因、行動、結果 

②失敗の事例 

（４）爆発災害 

①爆発災害事例 

②爆発災害防止対策 

（５）保安規則の変遷 

①保安規則の改正推移 

②粉塵防止対策推移 

（６）炭鉱の評価 

①保安計画 

②保安状況の診断 

（７）保安教育、保安運動 

①取組事例 

②教育の際の心得 

 

４）石炭資源問題・環境問題・石炭鉱業の歩み 

「石炭資源問題・環境問題・石炭鉱業の歩み」の研修は、中国全コースとベトナム保安

生産管理向上コースのみ実施した。 

（１）両国共通 

① 危機管理 

② 産業保安の取組について 

③ 石炭の開発と利用のしおり 

④ 主要国の石炭貿易 

⑤ 世界の電源構成 

⑥ 東日本大震災と原発事故 

⑦ 東日本大震災 

⑧ 笹子トンネル事故 

 （２）中国研修用 

   ① ２１世紀の石炭の課題 

   ② 国務院、炭鉱等の一層の安全強化策を指示 

   ③ ガス突出災害 

   ④ ガス爆発、落盤災害 

   ⑤ 夕張新炭鉱ガス突出災害からの教訓 

   ⑥ コールチェーンとコールセンター 

   ⑦ 石炭の優位性 

   ⑧ ガス安全情報 

   ⑨ 中国の炭鉱保安 

   ⑩ トルコのソマ炭鉱災害 

 （３）ベトナム研修用 

   ① ベトナム共同プロジェクト 

   ② ベトナムの露天、坑内別生産量 
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５）採炭技術 

カリキュラム上、各コースが採炭現場を見学する前に座学の時間を設け、ＳＤ稼働状況

に合わせた採炭の一連のシステムと保安の取組等の見学を行った。 

（１）採炭概要 

①採炭技術の変遷 

②ＳＤ採炭の誕生と発展 

③ＳＤ採炭の開発と高出炭化 

④ＳＤ採炭の運営 

⑤出炭計画と確保 

（２）見学 

①場所（現場）：上部右５号ＳＤ 

②使用機器：ベルトコンベア、曲がりベルトコンベア、モノレーラー、舟橇設備、通      

信施設プロモス、バックホー、ザルツギッター、ステージローダー、切羽コンベア、

ＴＨ－７型自走枠、４ＬＳ－ドラムカッター、リトリバー、ＣＨ４ガス警報器他 

③内容：ドラムカッターによる切削、ステージローダー・切羽コンベア及び自走枠の

運転・移動、ＳＤ新設・撤退作業、現場の管理監督者の役割、責務と作業員の仕事

の役割分担・保安活動 

 
６）掘進技術 

  坑内見学前には事前教育を実施し、その後、坑内見学を行った。内容は、入排気経路、

歩行時の注意事項等、現在使用されている掘進機械及び技術の紹介、施枠方法、坑道支保、

保安の取組等に力点をおき、研修生の質問に対応した。 
また、現場での質問及び昇坑後の反省を、座学のカリキュラムに反映したコース等にお

いては、実際の現場での体験を含め意見交換等を行いながら研修生に対応した。   
（１）沿層掘進概要 
（２）岩盤掘進技術 
（３）坑道維持（ロックボルト） 
（４）見学 

①場所（現場） 
    ＮＯ９－１２ＣＭ ：上部右６号ＳＤ風坑 

②使用機器：コンテニアスマイナー、シャトルカー、バックホー、サイドダ       

ンプローダー、クリーンアップマシーン、チェーンコンベア、ベルト

コンベア、曲がりベルトコンベア、モノレーラー、舟橇設備、搬送機、

集塵機他 
③内容   ：コンテニアスマイナーとシャトルカーによる連続切削、施枠、後方      

運搬（モノレーラー、舟橇設備、搬送機）、ベルト短縮・延長、風管延

長作業等を見学 
掘進技術については採炭技術同様入坑前に座学による概要説明とＤＶＤによる説明を

行い、坑外に準備したコンテニアスマイナーとシャトルカーを紹介し、保安上の注意点と

現場の特徴について研修生が理解してから、各掘進現場を見学した。 
稼働現場を見学し、コンテニアスマイナーとシャトルカーの稼働状況、切羽施枠時の技 

術等切削から施枠までの１サイクルの作業工程を説明しながら見学した。 
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７）指令室見学 

  ２４時間体制で坑内を総合監視している指令室の役割と主な機能を紹介した。内容は

以下の通り。 
  ・誘導無線機を使用しての管理 
  ・入坑人員の掌握や異常時の対応について 

・集団・主要ベルト監視・操作機器、監視用ＩＴＶモニター 
  ・主要巻揚機監視機器（モニター） 
  ・監視クライアント、データベースサーバ、監視サーバ 
  ・防爆型ベルト巡視ロボット 
  ・特高変電室監視装置 

指令室では、通気、電気、機械分野の総合的な集中監視制御があり、実際の指令室と現  

場との無線連絡や監視項目のチェックの状況を見学した。 
坑内誘導無線機は、指令室と現場間の連絡応答による管理だけでなく、坑内で分散して 

いる作業場間の情報伝達または生産現場と後方運搬との連絡応答等、安全性、作業性にと

っていかに効果的であるかを具体例で説明することにより、有効的な技術であることを

理解させた。 
ベトナムの通気専門コースの研修には、坑外の救護隊訓練坑道で坑内全停電と扇風機

の運転に伴うガス払いの実習を実施した。 
 

８）選炭技術 

選炭工場を紹介しながら、坑内から出てくる原炭が、どのような選炭機で、選別を行っ

ているのかを図面、写真、ＤＶＤ等を活用しながら説明した。 

選炭工場の見学では、坑内からの原炭の流れと製品になるまでを見学し、排硬処理の捨

て石集積場や、選炭廃水処理施設が選炭工場と一体となった環境保全対策について、見学

の中で理解できるような研修とした。 

沈澱池、捨石集積場においては、環境保全の理解が深まるように努めた。 

 

９）マネジメントとリーダーシップ 

炭鉱管理者コースを対象とし、「マネジメントとリーダーシップ」についての講義を行

った。講義内容は以下の通り。 

・研修の位置付けと研修サイクル 

 ・組織人学習のための５つの構成要素 

・これからの経営者の要件 

 ・問題解決の方法 

・成果を発揮する構成要素 

 ・リーダーシップの構成要素 

・リーダーのコアとなるスキル 

・開発の本質と提言 

 

１０）クドバスによる実習 

１２週間のコースを主に、人材育成と能力開発の講義と実習がメインの「クドバスによ
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る実習」について講義を行った。講義内容は以下の通り。 

・クドバスとは、職場能力構造（ある職業人の求められる能力・知識・態度を縦・横に     

分解してまとめた表をイメージすること。）に基づくカリキュラム開発手法のこと 

・クドバス法による仕事内容の分析 

  ・クドバスの特徴 

  ・ブレーンストーミング 

  ・職業能力に関連する個人特性 

  ・クドバスの準備 

  ・ひとりブレーンストーミング 

 ・カードの分類 

 ・能力カードの配分（重要度の序列） 

 ・仕事カードの配列（重要度の序列） 

 ・模造紙に貼り付けて仕上げる 

 ・クドバスでできること 

 ・能力・資質項目の評価段階（保有水準） 

 

１１）災害防止と５Ｓ 

一部のコースを除き、「災害防止と５Ｓ」について講義を行った。 

講義内容は以下の通り。 

・５Ｓとは何か（整理・整頓・清掃・清潔・躾） 

・５Ｓの目的と効果 

・５Ｓは決まりの明確化 

・５Ｓは潜在しているリスクを顕在化させることも重要 

・５Ｓは会社全体で行動するには？ 

・安全の基本は５Ｓで始まり５Ｓで終わるのが職場安全の基本 

 ・異業種における災害防止活動に学ぶ 

  ・まとめ 

５Ｓと保安生産との関連性、現場末端まで理解させ、行動に繋げるための取組方、安全

な職場作りの効果的な手法であるについて教育した。 

 

１２）保安 

保安については、受入研修生全員を対象に実施し、各コースとも座学と指差呼唱の実践 

等の教育を行った。具体的内容、研修時間はコースの種類、期間によって選定した。 

（１）保安概要 

・２種類の保安対策（恒久的な対策、自然条件下で変化する非定常業務の安全対策）の

必要性 

・保安確保の取組の内容説明（保安法規、保安設備拡充、保安管理体制、保安教育） 

・日本の炭鉱の災害率の推移と１９８０年代の重大災害の紹介、災害の分類と災害率の

推移 

・災害「ゼロ」に向けての取組 

（２）保安法規 

・保安教育の種類（危険業務、坑内作業未経験者、新しい坑内就業者） 
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・鉱山労働者の遵守事項の内容 

・保安委員会の設置 

・許可及び届け出事項、保安図、報告 

・災害時の救護と機械、器具に関する制限 

・落盤及び崩壊、電気、運搬、車両系鉱山機械 

・坑内の通路及び就業箇所の説明 

・火薬類、発破等 

・火災・自然発火及び火気の取扱い 

・集中監視、坑外施設、排水施設等、公害の防止 

（３）保安管理機構 

・自主保安管理と集団の保安活動の必要性 

・保安管理機構の構成 

・保安統括者・保安技術管理者・副保安技術管理者・保安技術職員職務 

・保安監督員・保安監督員補佐員の職務 

・保安管理機構図の説明 

（４）資格取得 

・有資格者と指定鉱山労働者 

（５）災害 

・重大災害の種類（急報災害、重要災害） 

・重大災害の要因（ガス爆発、炭塵爆発、自然発火、ガス突出、山はね、坑内火災） 

・頻発災害について（落盤・倒炭による災害、運搬災害、取扱中の機材鉱物による災害） 

・災害事例（ガス爆発、炭塵爆発、坑内火災、ガス突出、自然発火、落盤、ボタ山崩壊）    

の説明 

（６）保安活動 

・災害率の推移、保安運動の推移、年間保安運動、保安点検と保安会議 

（７）保安教育 

・保安教育の必要性、ゼロ災運動と３つの原則、経営健全化と社会的信用、企業の安全   

配慮義務、人材育成の変遷、研修の概要、教育方針と研修内訳の説明、ＫＹ教育、危  

険予知と指差呼唱 

（８）災害事例教育 

・災害事例から何を学ぶか、事故に学ぶ、災害に学ぶ、安全と危険、事故災害と社会的  

影響、人間は必ずミスを犯すことの説明 

「自主保安」という考え方から、職場の安全は現場の作業員自らが問題を見つけ出し、

自主的に解決しない限り、事故はなくならないことを理解させた。生産も保安も上司か

らの一方的指示命令だけでは成り立たず、社員一人一人自らが考えて行動する能力を

育成し、チームの力で良い仕事を完成し、安全な職場を構築することが自主保安である

ことを理解させた。 

 

１３）炭鉱経営（保安管理、生産効率向上、コスト削減） 

一部のコースを除き、生産・保安技術開発、中長期計画での環境問題の解決方法と巻揚 

機・ベルトコンベア等、運搬システムの高能率化、機器の維持保全、組織再編、労働態様、

人材育成等、炭鉱経営に関わる考え方、取組について講義を行った。 
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（１）炭鉱概要と世界の石炭情勢、世界経済と石炭産業の関わり合い 

（２）経営管理について（主に保安・技術面、経済的観点から） 

   ①ＳＤの生産量アップと対応策 

・ＳＤの誕生と発展 

・ＳＤの集約と採掘ブロック 

・ＳＤの集約とベルトの運搬能力 

・ＳＤの生産性アップとガス抜き技術の改善 

・ＳＤの集約と職種の統廃合 

・生産性アップの重要なポイント 

・生産性アップと賃金システム  

   ②深部化への対応 

・支保の強化 

・掘進能率の低下 

・実収率アップ 

・ガス、出水管理強化 

③奥部化への対応 

・運搬、通気、排水、給電等の改善 

・稼働時間対策 

   ④時短対応策 

・計画休日の設定 

   ⑤予算管理とコスト 

・予算編成と予算管理 

・生産原価と販売価格 

・基準単価と石炭政策 

・政府助成金 

・自然減耗無補充と各種の合理化 

・ロスの排除、ムリ、ムダ、ムラの排除の事例 

   ⑥昭和６３年以降の合理化及び新技術開発について 

    ・春採坑の掘削と坑外運搬の廃止 

    ・第６本坑道の掘削と運搬系統の集約 

    ・白硬搬出系統の集団ベルトへの変更 

・第６本坑道ブースターベルト 

・第６本坑道２，０００ｔポケットとロータリーディスチャージマシーン（ＲＤＭ） 

    ・第６本坑道高速水平人車 

    ・第２斜坑８００ｋＷ人車巻き  

    ・３００ｋＷロードヘッダーの導入と実績 

   ⑦自主保安・自主管理 

   ⑧重要災害防止対策 

    ・出水防止 

    ・ガス炭塵爆発防止 

    ・坑内火災防止 

    ・自然発火防止 
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１４）炭鉱技術（急傾斜の保安管理・生産管理技術） 

ベトナム保安生産管理向上、機械化採鉱技術習熟、通気保安技術管理習熟コースを対象

に、日本の石炭産業が歩んできた保安の問題や対策、地質条件の違う日本の炭鉱の色々な

採掘技術等、経験に基づく手法等を取り混ぜながら実施した。 

 

１５）鉱山保安監督 

中国の保安管理者コース、炭鉱管理者・炭鉱技術者コース、ベトナムの炭鉱管理者コー

スを対象に実施した。 

特に日本が炭鉱の重大災害防止に向け行政の上で歩んできた経過と、保安向上に向け

取り組んできた内容及び災害事例を取り入れて行った。 

 

１６）自然発火防止、ガス管理技術 

一部のコースを除き、自然発火の事例、自然発火の特性及びガス抜きに関する内容につ 

いて講義を行った。 

（１）自然発火（石炭加熱試験による自然発火の研究） 

・石炭の科学的性質の違い 

・ガス分析による特性の判断 

・臭いセンサーの理論と現場試験結果 

（２）ガス抜き 

・メタンガスと地球温暖化問題 

・炭鉱におけるガス回収の目的と変化 

・ガスの脱着特性 

・ガス包蔵量の測定法 

・ガス透過率の測定方法 

・ガス払いの方法 

・最適なガス誘導網のシミュレーション 

 
１７）グループ討議 
ベトナム研修生を対象とし、保安確保に関連する諸問題を解決する手法として、指導員

からのアドバイスや指導員とのディスカッション方式で行った。 
具体的テーマは「なぜ決まりを守れないのか？」について行った。現状分析、原因究明、

対策、グループ目標の設定、個人目標の設定、そして発表といった順序で２日半の時間設

定を基本に取り組んだ。 
 

１８）救護隊・救急法 

ベトナム通気・保安技術管理習熟コース、ベトナム設備・自動化技術習熟コースに災害 

の未然防止の観点から一部の内容を対象とした救護技術と消火技術の講義と実技を行っ

た。内容は、講義と実技を組み合わせて行い、ＤＶＤ及びパワーポイント等を活用し、容

易に理解できる内容とした。 

救急法は日常あるいは家庭においても役に立つことを目的とし、実技はダミー人形を

使用し、心肺蘇生法（心臓マッサージ・ＡＥＤ）の実習体験を行った。   

その他には三角巾、スピードスプリント等を使い、止血法と骨折の処置及び運搬法につ
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いての実習も併せて行った。 

 

１９）現場保安監督者と坑内現場巡回（現場実践指導） 

保安管理者コースを対象に現場の管理監督者が坑内現場巡回時に行っている保安施設

点検、点検板記載方法、不安全箇所の有無の確認や各作業現場での係員との保安指示・危

険予知内容の聞き取りに力点をおいた巡回実践研修を行った。 

 

２０）なぜなぜ分析による管理監督者のチーム会議 

炭鉱技術者コースの一部（ベトナム通気・保安技術管理習熟コース、ベトナム機械化採

鉱技術習熟Ａコース）を対象に、事例をもとに講義を行い、実習を取り入れ、真の原因を

追及し、問題解決する方法で行った。 

 

２１）炭鉱経営（一日の現場運営） 

ベトナムと中国の炭鉱管理者コースを対象に、管理監督者の任務と役割の理解と一日

の現場運営の中で管理監督者同士の情報交換、報告等を実施した。 

 

２２）外部研修（札幌研修） 

（１）訪問先名称 

コース名 訪問先社名 

ベトナム炭鉱管理者 

ベトナム炭鉱技術者 

中国保安管理者 

中国炭鉱管理者 

北海道経済産業局、北海道産業保安監督部、日農機製工株

式会社、コマツ道東株式会社、砂子炭鉱、三晃化学株式会

社、株式会社レアックス、札幌駅総合開発株式会社、北海

道コカ・コーラボトリング株式会社、株式会社ＩＨＩスタ

ー、ミツミ電機株式会社千歳事業所、トヨタ自動車北海道

株式会社、北海道電力株式会社苫東厚真発電所、石油資源

開発株式会社北海道鉱業所、日本製鋼所室蘭製作所、株式

会社西野製作所、ＪＥＳＣＯ北海道事務所、雪印資料館、

新日鐵住金株式会社室蘭製鐵所 

 

（２）研修内容 

札幌研修の各企業の訪問目的、研修内容及び研修生からの主な質問・感想等について

以下に記す。 

・日農機製工株式会社 

目的：社員教育が徹底され、特に５Ｓ運動についてはメンテナンス協会等に頼ら  

ず、独自で作り上げている実施状況の見学と、３つの”でも”、いつでも（ど

んな気象条件でも）、どこでも（地形や土質を問わず）、だれでも（農家の技

量を問わず）をキーワードに完成度の高い製品の開発、サービスの提供に努

めている工場見学。 

内容：自動化と省力化が進み、保安設備が完備され、会社の技術革新が高く特許を 

多く持ち、生産で細かく追求し、作業方法についても改善し続け、製品の競

争力が大幅に向上している説明。 
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感想：この会社は、全ての生産プロセスにて「５Ｓ」管理を徹底しており、細部に

まで力を尽くすことによって利益に繋がると理解できた。事例として紹介

してもらったのは、同社の敷地面積は狭いにも係わらず鋼材と備品の工具

は多く、置く場所が確保できないことに苦労していたようだったが、「５Ｓ」

管理を実施したことにより解決したと理解できた。同社は全ての生産プロ

セスにて「５Ｓ」管理を行っており、細部にまで力を尽くしたら利益が出る

ということを研修生は理解できた。 

 

・コマツ建機販売株式会社（コマツ道東） 

目的：部品と道具の管理で５Ｓ運動が取り入れられており、その状況とコマツ建設      

機械及び産業機械の販売、建設機械のアタッチメントの開発、コマツ建設機

械及び産業機械の修理等の見学。 

内容：帯広市に位置するコマツ道東とコマツ製作所の会社概要説明、主力の機械

である油圧ショベル・ブルドーザー・ホィールローダー・ダンプトラックな

どについての詳細説明、工場内見学と油圧ショベル・ブルドーザー乗車体

験。 

感想：研修生は日本の大手企業として理解しており、ベトナム研修生の中には油圧

ショベルを使用しており、バケット部の摩耗についての質疑をかわしてい

る研修生もいた。 

 

・株式会社砂子炭鉱（砂子炭鉱） 

目的：露天掘り採掘の計画的採掘と緑化復元について。 

   内容：炭鉱概況説明、露天掘り炭鉱見学、剝土率とコスト、環境保全。 

感想：自国の露天掘りとの比較に関する質疑があり、削孔長とロッド径、表土から

掘削した場合の石炭と石の割合、従業員数と生産量等の具体的な質問があ

った。 

 

・三晃化学株式会社 

目的：会社概要、釧路炭鉱で使用している通気用帯電防止風管の製造技術等の把握 

内容：会社概要説明や製品にする時の圧粘着方法と静電気防止用ライン接着等の

製造工程の見学。 

感想：研修生は、同時に死亡者３人以上、または罹災者５人以上生じた場合の重大

災害・ガス爆発、炭塵爆発、ガス突出、自然発火などが起こった時の重要災

害（重大災害・重要災害）の要因の一つである静電気防止材の普及が重要で

あることを理解している。ＪＩＳ規格で製造する炭鉱用製品の静電気防止

風管技術が高品質であり、関連する炭鉱用商品として、気密室、延長風洞、

発泡消火設備等種類が揃っており、炭鉱の安全確保に繋がる商品の製造工

程の見学に関心を示した。 

 

・株式会社レアックス（地質調査） 

目的：地質調査・解析技術。 

内容：会社概要とボアホールカメラとソフトウェアを用いた地質調査と解析等の
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講義。 

感想：ボアホールカメラは、釧路で一部の専門コースの研修の中で実技研修として    

取り入れているが、初めての研修生にとっては、国内だけでなく海外でも多

く使用されているボアホールカメラに関心を示した。 

 

・札幌駅総合開発株式会社 

目的：エネルギーや環境負荷低減に資するコージェネレーションとして、ＪＲタワ   

ーでのガスを利用した発電と、排熱を利用した冷暖房について学ぶ。 

内容：札幌駅全体の電気・通気・冷房各システムの管理監視をしている。エネルギ

ーのもとは天然ガスを燃焼させてガスタービンを回し、電気として出力し

ている。そしてガスタービンから出る排気ガスの熱を回収して暖房に利用

している。 

感想：研修生にとって自国のコージェネレーションの事例は少なく、地下３階に位

置する発電、熱供給システムから都市環境汚染の低減、環境保全、省エネ、

低排出といったコージェネレーションの効果を学んだ。 

 

・北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

目的：製品製造から出荷までのラインの自動化と環境保全（排水処理施設）につい

て学ぶ。 

   内容：北海道地域の清涼飲料の製造・販売を行っていると共に、環境保全活動も積

極的に取り組んでおり、資源リサイクルやゼロミッション活動を行ってい

る。 

感想：研修生は、商品全てがグローバルなものであり、多くの商品の種類や製造能

力の向上等、製造過程での自動化技術と品質管理環境保全に繋げるための

最新技術の重要性に関心を示した。 

 

・株式会社ＩＨＩスター 

   目的：５Ｓ運動と改善活動を学ぶ。 

内容：農機製造販売会社として操業９０年を迎える概況説明、会社方針として実施

している５Ｓ運動、安全衛生管理、社員全体の改善活動。 

感想：日頃の安全衛生管理の教育でポイントは人的要因、物的要因、管理的要因に 

あることを学び、炭鉱と共通する管理手法が重要であることを学んだ。 

 

・ミツミ電機株式会社（千歳事業所） 

   目的：工場の自動化、環境保全、改善活動等の管理と運営について学ぶ。 

内容：スマートフォンのカメラレンズ、オートフォーカスのパーツ、バイブレータ

ーのモーター、コネクター、テレビチューナー、ＧＰＳのアンテナ、携帯電

話の充電器、その中にあるＩＣチップ等を開発・製造している工場の管理・

運営についての見学。 

感想：研修生は、この企業の目標は海外との競争であることの説明を受け、社員全

体が品質の高い半導体の開発に取り組んでおり、努力していることを学ん

だ。そのためには品質管理だけではなく、節電、省エネ、ＱＣサークル、整
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理整頓等によるコストダウンを重視した具体的取組があるからこそ成し遂

げられることを学んだ。 

 

・トヨタ自動車北海道株式会社 

目的：「みえる化」等、工場内での５Ｓ運動と工場の管理・運営について学ぶ。 

内容：アルミホイール、オートマチックトランスミッションの製造工程、品質管理、

運営についての工場見学。 

感想：研修生は、トヨタ自動車が業界販売台数世界一であることが分かっており、

トヨタ自動車の製造工程における品質管理、環境保全等を学んだ。 

 

・北海道電力株式会社（苫東厚真発電所） 

目的：貯炭管理と発電技術（地球温暖化対応）環境保全を学ぶ。 

内容：同社では、各国からの輸入炭の分析と混合によって発電効率の向上を図って

いる。石炭火力であっても環境への影響を極力少なくするために、脱硫、脱

硝、集塵、脱臭装置の重要性と関連する技術について説明を受けた。その他、

燃焼廃棄物である石炭灰はセメントの原材料や土壌改良材として１００％

再利用されている説明を受けた。 

感想：研修生は、石炭火力発電所等、石炭の利用が地球温暖化等の環境問題に大き

く関連していることを認識しており、日本の石炭火力発電所の発電効率の

高さと、石炭火力から生じるあらゆる環境問題を先進の技術によって貢献

しているところに興味を示した。 

 

・石油資源開発株式会社北海道鉱業所 

目的：探査ボーリング技術、ガスプラントの運営管理を学ぶ。 

内容：スライドによる会社概要説明とバスにて構内見学 

質問：物理探査による地層の調査の正確性、断層などの不変則な地質探査の可能性、

探査の原理に関して質問する研修生がいた。 

 

・株式会社日本製鋼所（室蘭製作所） 

目的：工場の管理と運営、環境保全について学ぶ。 

内容：会社概要説明、工場見学（発電用一体型低圧タービンローター２５０トンプ

レス作業、完成部品の超音波検査、工場内の５Ｓ運動と安全管理方法）。 

感想：研修生は、高能率な生産ラインの見学によって生産工程の高能率化、５Ｓの

徹底に関心を示すと共に、その重要性に興味を示した。 

 

・株式会社西野製作所 

目的：自走枠鉄柱他炭鉱機器の修繕技術について学ぶ。 

内容：会社設立から、一般産業機械部品の製作と管理を始め、応用範囲の広い表面

処理、容射設備技術の確立、機器設備を整え近代化を図っている。また、工

業用硬質クロムメッキ設備等高性能と経済性の追求、使用環境に応じた材

質・耐久性・機能性の向上が考慮された部品工場等の説明を受けた。 

感想：メッキ加工そのものの技術がどのような原理でどういう効果をもたらすか
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の質疑が多く、メッキ作業場では釧路炭鉱で使用している鉄柱類を対処と

している現場を見学し、鉱山機械のように厳しい条件にも適用できる溶射

加工品が長持ちしている実績を紹介された。 

 

・日本環境安全事業株式会社（北海道事務所） 

目的：ＰＣＢを科学的に分解、処理する自動化システムの安全対策・管理について

学ぶ。 

内容：会社概要説明と工場見学（ＰＣＢ化学分解工場及びＰＣＢプラズマ溶解処理

工場） 

感想：研修生の国おいても環境問題の改善が各分野で実施されているだけにＰＣ

Ｂが毒性のあることの理解を深めることができた。 

 

  ・雪印資料館 

目的：工場管理と失敗学を学ぶ。 

内容：ＣＳＲ（企業の社会的責任）経営方針と展示館、製造工場見学。（ 

感想：食中毒によって業界トップから脱却してしまったという失敗談の紹介があ

り、消費者からの信頼回復までの体験談から企業としてどれだけ厳しい努

力が必要であることを理解した。 

 

・新日鐵住金株式会社（室蘭製鉄所） 

目的：製鐵行程と集中監視について学ぶ。 

内容：バネを主とした製品ができるまでの工程と工場の歴史をＤＶＤで紹介され、

車の部品やピアノ線まで幅広い製品を製造する工場を見学した。 

感想：研修生は、商品の製造過程だけでなく、プラスチック廃棄物をリサイクルす     

る省エネルギーとＣＯ２排気量低減による地球温暖化防止の現実を理解し

た。 
 
２３）他産業訪問 
釧路地域内に立地する企業、機関の管理運営、技術について学ぶことを目的とした。 
訪問先は、日本製紙釧路工場、王子マテリア釧路工場、釧路工業技術センター、大塚  

製薬工場釧路工場、釧路広域連合清掃工場等であり、石炭に関連する工場、施設のみなら

ず、釧路近郊の一般産業で学ぶ時間を設けた。 
釧路工業技術センターはその名の通り、地域社会の暮らしに貢献できる技術の開発に

力を注いでおり、身近なところから地域に貢献している。研修生の炭鉱は、一般的に炭鉱

だけの町が多く、こういった地場産業の存在が地域の活性化に繋がり、自らの炭鉱町にも

必要な取組であることを理解した。 
釧路広域連合は、釧路市、釧路町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町による組織であり、ご

み処理施設の設置、管理及び運営に関する総括管理を実施している。研修生にとっては生

活面でのゴミ処理の習慣の違いを体験するだけではなく、地域として集約するゴミの処

理方法、資源物の再利用や熱エネルギーの有効活用についても学ぶことがでた。 
 
 



 
- 37 - 

 

２４）文化研修 
全コース共に、研修生には研修期間中、日本の文化を目で見て知る機会を作り、日本及

び道東の文化・自然に関する学習や体験の機会を設け、日本の風習と文化についての理解

を図った。 
 

２．８ 保安管理者研修 
中国保安監督者コース 
座学は、実際に鉱山保安監督官ＯＢが講師となり、現役時代に経験した監督官としての

任務と役割、炭鉱災害の事例を生かした研修内容とした。 
そして日本の炭鉱の監督行政、業務、監督指導、災害事例等を詳しく理解させ、実際に

坑内での検査業務の実習を交えて指導した。 
 
２．９ 炭鉱管理者研修 
 １）中国保安理念向上コース 

中国の炭鉱の炭鉱長・幹部候補生等を対象としたコースだが、今年度は一部監督官を交

えて受け入れた。研修内容は、保安向上に必要な理念と保安・生産及び管理・運営等を中

心に研修を行った。 
保安面では、経営者・管理者から現場労働者までが自主保安の考え方に共通した認識を

持ち、行動として習慣づけなければ、安全な炭鉱には繋がらないし、目標、安定生産にも

繋がらないことを理解させた。 
また、人材育成だけでなく、３Ｋのイメージの改善を図り、設備投資と労使一体による

職場改善によって労働者を大切にしている会社の姿勢を理解させ、働き易い職場作りの

ために実施してきた釧路炭鉱の具体例を講義に取り入れた。 
 

２）ベトナム保安・生産管理向上コース 
このコースは、炭鉱の副社長クラスが対象の１コース、炭鉱将来の経営管理者候補等を

対象とした３コースの計４コースとし、それぞれの階層に適応した保安・生産及び管理・

運営等の講義を中心に研修を行った。 
副社長クラスのカリキュラムは、経営者クラスとして必要な保安確保に繋がる自主保

安を基本とした保安活動や取組の重要性、世界の石炭価格に近づけるためには、生産能率

向上とコスト削減をどのように具体化して取り組むべきか等について、５Ｓ活動、ＴＰＭ

活動、炭鉱特有の技術と人の技能による組み合わせの重要性等について理解させた。 

保安面では、「自主保安、保安第一・生産第二」「実践危険予知・指差呼唱」を主に教

育した。 

   

２．１０ 炭鉱技術者研修 

１）中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コース 

  通気現場管理者を担当する技術者が対象であり、炭鉱エンジニアレベルから副炭鉱長

レベルまでの研修生であった。   

通気専門の座学教育では主に過去の災害事例を題材にその原因と対策についての意見

交換を行ってから通気のガス管理や自然発火防止対策、各種試錐技術等を実施し研修生

の抱える問題や技術の違い、災害防止対策等も明確となる講義とした。 
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坑外専門実習については、小型のガス抜きブロワーを活用し、オリフィス流量管による

流量測定、負圧・圧気稼働ポンプからの保安機器接続、密閉内のガス自動吸引装置（差圧、

ＣＨ４濃度）、手動・圧気式自動ドレン抜き設備、安全装置（水封・逆火防止安全器等）

の仕組みや構造等を理解させた。 

また試錐実習に関しては各種ボーリング機器や口元設備、軟弱層に対応する機材の体

験学習等を実施した。 
                

    

通気坑外実習（密閉内ガス自動吸引装置）     通気坑外実習（集中監視設備） 

 

       

通気坑外実習（ガス管内測定）       通気坑外実習（水封・逆火防止安全器）                 
  

更に、ガス爆発、炭塵爆発、静電気爆発実験及び水棚・岩粉の効果、斜坑火災実験装置・

立坑火災実験装置を活用した火災時の煙逆流体験や通気逆転時の煙混入の問題点の体験

実習と救護実習での酸素呼吸器取扱い、救急法とインパルス消火、主扇の正逆運転による

通気体験実習や掘進切羽でのインターロック、車風状況の体験実習、ボーリング実習での

ボアホールカメラ、ワイヤーライン工法による垂直ボーリング工法、二重管工法、急速掘

削(ロータリーパーカッション)工法、指向性工法、ボーリングの口元設備、特に軟弱層対

策に必要な機材の紹介と使用方法の説明等を行った。 

誘導無線機の利便性を理解させる目的で、誘導無線機の取扱い実習を実施した。救護隊   

訓練坑道を活用し、坑内全停電時の送電復旧作業及びガス払いについての教育を行った。 

指令室、主扇座、坑内掘進切羽の３箇所において誘導無線を活用し、安全で迅速な停電

復旧の対応や災害が発生した時の退避箇所・ルート等、特に掌握人員などの敏速な連絡応
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答の必要性等も可能と理解させることができた。   

坑内実習では、研修生と一緒に現場を巡回し、昇坑後にはチーム会議（ディスカッショ

ン）を通じ、点検のポイントや巡回時にやるべき行動を教育した。 
 

２）ベトナム機械化採鉱技術習熟コース 

坑内実習を主とし、機械化岩盤掘進技術、下盤打ち技術、ロックボルト施工技術、機械 

化採炭技術等で構成した。その他、坑外実習は坑内実習に関連する事前実習を含め、ワイ

ヤー本継、２ブームドリルジャンボ（２ＢＤＪ）・レバー・ピック関係解体整備、バック

ホー（ＢＨ）・ツインヘッダー（ＴＨ）・コンティナスマイナー（ＣＭ）・シャトルカー（Ｓ

Ｃ）、クリーンアップマシーン（ＣＵＭ）、機器操作保守管理、ロックボルト穿孔機整備等

を行った。以下にそれぞれの研修内容について示す。 

（１）岩盤掘進技術実習、下盤打ち技術実習 

研修生のほとんどが、２ＢＤＪとＳＤＬに触れることが初めてなので、研修指導員が

最初に手本を見せてから研修生に指導した。実習中に危険を感じた場合は、その実習を

一旦停止させて全員に分かるように説明した。 

研修生一人一人交代で操作の実習後、指導員による装薬発破作業、ＳＤＬによる硬積

み実習、岩盤掘進切羽における施枠実習、切羽後方における実習、その他付帯する実習

等、岩盤掘進工程一連の実習を行った。 

実習中の具体的教育内容は、穿孔前に鏡面押さえを効かしたまま鏡面にペンキで印

を付け、事前に穿孔位置を明確に印しておき、穿孔時には芯抜き穿孔と各穿孔箇所の角

度と深さを指導し、Ｖカット方式発破の穿孔方法を実践指導した。 

切羽元での施枠作業手順は、発破施工後、周囲の天盤、側壁からの落下物の有無を点

検してから岩石処理をＳＤＬで行い、その後ＳＤＬのバケットに作業台をセットし、切

羽元の鏡面と天盤肩部の打診点検と切り付けを行い、元枠より材料を差して天盤を押

さえ、冠材を先受けに上架する手順を指導した。 

その後、脚部の硬処理を行い脚立てする側の肩部、側壁の打診・切り付けをし、側壁

押さえを使用した。更に、差し矢木で側壁肩部を押さえてから脚立てに入った。両脚を

付け終わったら楔で枠の締め付けを行い施枠終了とした。    

鋼枠前送り時にはモノレーラーと搬送機を使用した。モノレーラーと搬送機の使用

に当たってはレールとチェーンの点検、適正工具の使用方法と吊り荷の状態の確認、指

差呼唱による操作スイッチの確認、誤操作防止のための寸動運転の実施を指導し、進行

方向の確認（障害物有無）と周囲への声掛け応答の確認を徹底するよう指導した。 

モノレーラーは大型の事情で掘進坑道の入り口までの利用であり、それ以降は切羽

まで搬送機を利用した鋼枠運搬を実習した。 

下盤技術の実技研修は、岩盤掘進実習終了後、下盤に残った岩石をＴＨ、ＢＨを使用

して実習した。 
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２ＢＤＪのコントロールレバー操作実習         ２ＢＤＪ穿孔実習 

       
ＳＤＬのコントロールレバー操作実習    ＳＤＬ冠材上げ機による冠材の前送り実習 

       
       冠材上げ実習                          枠の脚立て実習 
 

（２）坑道維持のロックボルト施工技術実習                                

ロックボルト技術実習は、坑内の生産現場近郊の坑道で実施した。実習内容は、初期

計測（コア採取・計測器設置・計測）、ロックボルト施工、ケーブルボルト施工と一連

の実技研修を実施した。 

ロックボルトを施工する基礎であるコアを採取してコアロギングを行い、天盤の亀

裂状況と地質状況を確認した。 

①コア採取 

天盤のコアを採取して天盤層の岩石種類、亀裂分布状況を確認し、柱状図の作成と    
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ＲＱＤ値を算出して岩盤の状況を知ることが重要である。そのためＡＷロッドにコ

アバレルという器具を取付け直天盤上８ｍまでのコアを採取し、コアロギングによ

り天盤状況を確認し、柱状図を作成した。 

②ロックボルト施工 

ロックボルトは、岩盤層をレジン（接着剤）とスチールボルトで繋ぎ止めて岩盤層  

にプリテンションを掛け、締め付けて補強（能動的支保）することで効果が大きいと

いわれている。 

ハンドボルタ－で天盤に２．４ｍまで穿孔後、孔にレジンとスチールボルトを入れ

てからハンドボルタ－で回転させながら押し上げ、レジンが固まった後スチールボ

ルトのドライブナットを締め付けて天盤を補強するハンドボルタ－による一連の実

習を実施した。 

天盤変位計測は、テルテール計測器を設置し、研修生が毎日実習前に計測し点検板

に記入して天盤状況を確認した。 

③ケーブルボルト施工 

ケーブルボルトは坑道交差部や断層際等、坑道の天盤層に大きな変位が生じると

予想される箇所に施工するが、ロックボルトを施工した箇所で変位量が基準以上に

なった場合、二次的支保として施工する実習も行った。 

ケーブルボルトの施工方法としては、ハンドボルタ－で天盤に８ｍ～１０ｍまで

穿孔して穿孔口からブリザーチューブとグラウトチューブを取り付けた１０ｍのダ

ブルバードゲージケーブルボルトを孔尻まで挿入し、口元をウエスでコーキングし

た。その後、ミキシングタンク内で水とストラータバインダを攪拌しグラウトポンプ

にグラウトチューブを接続して最大１０８ｋｇ／ｃｍ２ 圧力を掛けてグラウトを注

入した。１日後にはグラウトが硬化し強度が安定するためテンショニングユニット

を使用して２０，０００ｋＰＡの圧力でケーブルボルトを緊張し、天盤を補強する一

連の実習を行った。 

 

     
口元コーキング実習             グラウト注入実習 
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テンショニングブロック取り付け実習      ケーブルボルト緊張実習 

 

    
   ロックボルト打設実習子            引き抜き試験実習 
 

（３）機械化採炭技術実習 

実習は採炭切羽における新設・稼働とその他付帯研修を行った。新設では切羽の施設

がほぼ完成に近い状態であったので、切羽施設の見学、コントロールユニットの取扱い

と操作、切羽ＰＣのチェーンの切り詰め要領等を説明した。 

  

（４）坑外実技研修 

① ワイヤー本継・レバーブロック・ピック整備実習 

実技研修は、ワイヤー本継、３ｔレバー解体整備、ピック解体整備を事前にパワーポ

イントにて座学教育を行い、坑外実技研修場Ａで指導員の指導と資料を確認しながら

実習を行った。 

       
  ② 機器操作保守管理研修 

実技研修は、ツインヘッター（ＴＨ）・２ブームドリルジャンボ（２ＢＤＪ）・バッ

クホー（ＢＨ）は坑外実技研修場Ａで行い、コンテニアスマイナー（ＣＭ）・シャトル

カー（ＳＣ）、クリーンアップマシーン（ＣＵＭ）については坑外実技研修場Ｂの屋外

研修場で各操作レバー、給油箇所・点検箇所を指導員による指導と資料を確認しながら

実習を行った。      
掘進技術については、坑内に専用の研修現場を設定し、機械化岩盤掘進の研修を２Ｂ
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ＤＪによる穿孔発破とＳＤＬによる硬処理・施枠・切羽後方・附帯作業を組み合わせた

実技研修を実施した。 

 

 ３）ベトナム設備・自動化技術習熟コース 

現在、ベトナムの炭鉱では深部化・奥部化が進んでいることを踏まえ、設備自動化コー

スの研修内容は各種機器類の自動制御方式を基本とし、設備の自動化とそれに伴う保安

確保と自主保全の進め方に関して座学教育と実技教育を実施した。 

具体的内容は、機電専門座学、ＣＡＤ実習、坑外実習、坑内実習であり、坑外実習機材

にはタービンポンプ設備自動化システム、ワイヤーロープ連続監視装置、ワイヤーロープ

引抜き試験機、シーケンス制御実習装置、ベルトコンベア連動システム装置、インターロ

ック装置、集中監視システム装置を使用して実施した。 

保全道場については、技能レベルアップを基本に、教材（油圧・空圧・駆動・潤滑油キ

ット）、自動給水システム装置、遠心装置、各種カットモデル（水中ポンプ・コントロー

ルバルブ・油圧ポンプ・モータ）シーケンス制御、タービンポンプ自動運転装置、スター

デルタ実習装置、高圧ケーブル接続部のカットモデルを使用し、知識と技能のレベルアッ

プを目的とする研修を実施した。 

  （１）座学教育 

機械専門教育は、概要説明で深部化・奥部化の条件に合わせ、導入された坑内外全般

に係わる各種機器の説明とその構造と動作原理、保守保全と管理方法等についてこれ

までの経緯を含め教育を行った。 

機械保全教育は、油圧機器・空圧機器に対して、構造・原理・メンテナンスの教育を

行い、基本的な油圧図面の見方について教育し、基礎的な記号、油圧の特性、故障原因

とメンテナンス、点検方法・修理の方法について実施した。 

運搬技術教育は、深部化・奥部化に対応した運搬系統の高速化、簡素化、集約化によ

る合理化と同時に必要な保守管理と保安装置について行った。 

特に大型巻揚機については深部化奥部化と共に設備投資した歴史があり、関連する

機能と保守管理向上に必要な技術を重点とし、制御と自動制御方式導入に伴う保安・制

御システムと日常点検・定期検査等に関する座学を行った。 

大型巻揚機以外の運搬技術教育では、水平坑道の運搬技術、ベルトコンベア技術等、

災害事例も含め教育した。 

排水技術教育は、排水ポンプの運転停止の自動化による省力化、仮に満水に至った場

合、指令室で満水警報を把握できる災害の防止等、ポンプ座管理の省力化、排水量の連

続監視による安全確保等、座学と坑内見学の組み合わせを実施した。 

電気専門教育では、奥部化・深部化の際に直面する電圧降下計算とその対策・短絡電  

流計算とその保護設定、力率改善の的とその効果、集中監視の構成と現場運営を教育し

た。当面の課題であるメタンガスに対するインターロックの考え方と回路構成を採炭

現場・掘進現場を想定したインターロック実習装置を用いた教育を実施した。 

シーケンス制御の教育では、電気配線図（ラダー図）の読み方と描き方、実体配電図、

坑内使用機器のシーケンス図とその動作について説明した。 

更に、リレー制御実習装置を用いての制御回路設計、配線及び実動作試験を行い、そ

の後でＰＬＣ制御実習装置を用いて、プログラミングコンソール、パソコンによる制御

回路の入力、実動作試験を教育した。 



 
- 44 - 

 

     
       電気専門座学教育               インターロック実習 

     

ＰＬＣ制御教育               リレー制御教育 

 

（２）ＣＡＤ実習教育 

ＣＡＤの実習教育は、オートキャド２００７（英語版）を使用し、作図からレイアウ

ト編集等の基本操作、機械図面の作図を実施した。 

・作図前の作業領域設定 

・直線・長方形、多角形等の基本操作と円、楕円の基本作図操作 

・削除、やり直し、面取り、切取り等の基本操作 

・移動、トラッキング、複写、配列複写の基本操作 

・面層管理、線種、色、文字、寸法線、印刷レイアウト等の基本操作 

・三角法、等角投影法、斜投影法による機械図面の作成   

・立体図形、３次元図面の作成 

 

（３）坑外実習 

   機械坑外実習は、ワイヤーロープ（ロングスプライス・アイスプライス）施工技術、

ユニクリンプ（ホース用口金加締機）施工技術、ワイヤーロープ引抜き試験の教育を実

施した。 

ワイヤーロープ引抜き試験については、ロープの安全率と破断強度、ベトナムのコー

ス元として使用されているワイヤークリップの施工方法と締付圧による違い、コース

元の施工と引抜き試験を実施した。 

また、運搬技術の管理向上を目的に、運搬システムと保守保全を基本に軌条敷設基準 
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と保線作業の重要性について座学教育を実施後、機械実習として軌道敷設技術を実施

した。 

       
坑外実習（ロングプライス施工）     坑外実習（ワイヤーロープ引抜き試験） 

       

坑外実習（ワイヤーロープ引抜き試験）       坑外実習（軌道敷設） 

 

電気坑外実習は、キャブタイヤケーブル（ＨＣＲ３０ｓｑ）の口出し施工・圧着端子       

取付け・テーピング接続、ベルトコンベア連動システム装置、集中監視システム、イン 

ターロック装置を用いた実習によって安全性、生産性、省力化に関連するメリットについ  

て研修した。 

    集中監視システムとインターロック装置については、救護隊訓練坑道での局部扇風機    
による水中ポンプの組み合わせによるインターロックのモデル現場とガス多重伝送装置

を用いることにより、坑内におけるインターロックの必要性とその仕組みを理解させた。 
 
（４）保全道場 

坑外実技研修場Ａに設けた保全道場において実践的な教育を行った。 
具体的内容は、油圧・空圧の基本的な原理と油の流れや機器の動作について説明後、

教材（油圧・空圧キット）を使用して圧力・流量調整方法を教育した。 
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保全道場（油圧・空圧キット）         保全道場（自動給水システム） 

    
保全道場（ＢＨ修理）          保全道場（ＢＨ油圧調整） 

坑外技術研修場Ｂに設けた保全道場では、高圧ケーブルの接続部のカットモデル、排

水用タービンポンプ自動運転装置、スターデルタ実習装置を用いて教育を行った。 

日常管理、運営のレベルアップを目的として電圧を加減して電磁接触器の電圧、電流、

動作状態を計測、電圧降下がもたらす悪影響について目で見て分かるようにし、データ

化する方法について教育した。 

また、坑内で使用する電気機器の給電方法、高圧ケーブルの接続施工方法を接続部の

カットモデルを用いて教育した。 

その他、排水タービンポンプの自動化システムモデルを設備し、ベトナムの問題点を

考慮した自動化の運転方法（エアー抜き・空付き防止等）と従来のシステムにＰＬＣ制

御を取入れ、コンピューター化し、自動化における安全性、省力化等のメリットについ

て教育した。 

 
（５）坑内実習 

坑内実習においては、危険予知の研修として、事前に危険な箇所はないかを全員で確  

認した。 
機械坑内実習においては、ベルトコンベア設備、舟橇設備、ホイスト設備、モノレー

ラー設備、排水設備（水中ポンプ・ダイヤフラムポンプ）等の構造説明と組立て・解体、

試運転、保守管理を教育した。 
ベルトコンベア設備については、キャップスタンとベルト抜取り機を使用し、労働力

軽減と保安確保を図るための機器を使用し、設備一式の組立解体技術とその保守管理



 
- 47 - 

 

について教育した。 
ホイスト設備については、構造と据付基準・据付方法を説明後、日常管理に照らし合

わせた各種点検（日常・定期点検）を教育した。 
排水設備については、現場での効率的な排水施設を再現し、水中ポンプ・ダイヤフラ

ムポンプを使用し、自動化システムと保守管理について教育した。 
       電気坑内実習では、チェーンコンベアとベルトコンベアを組み合わせた連動運転の 

配線設備、舟橇運搬装置の配線設備及び信号設備、扇風機・ガスインターロック設備、

ホイスト信号設備等の配線設備及び故障原因調査教育と、保護装置の設定・実動作試験、

水中ポンプの自動運転についての教育を実施した。 

       

    坑内実習（連動設備実習）         坑内実習（水中ポンプ自動化） 

 
４）ベトナム通気・保安技術管理習熟コース 
ベトナム石炭産業は近年深部化・奥部化の進行と維持坑道長の増に伴い、各炭鉱での切 

羽ガス量は増加傾向にあり、現状、坑内掘り炭鉱特有の重大災害を引き起こす確率が高い

ため、ベトナムの炭鉱に関連性の高い保安研修を坑内外の実習と併せて行った。 
また、ベトナムの炭鉱坑内は、切羽周辺の高い温度、騒音問題、粉塵問題等の環境対策

及びガス問題、自然発火問題等の炭鉱特有の諸問題に対策・改善が必要であり、その一環

として以下の項目の研修も行った。 
（１）安全衛生管理 
・熱環境改善システム（通気、冷房・冷凍システム・熱源対策等） 
・騒音問題の対策（主扇座防音室・サイレンサー・遮音壁、規制基準等） 
・粉塵問題の対策（風速・散水・防塵ネット・集塵機、防塵マスク着装の徹底教育等） 
 

 （２）災害防止対策 
・災害発生時の対策としての同時密閉方法 
・ガス管理の対策（ガス湧出量の把握とガス抜きボーリング・風速・ガス払い・ガス測

定・ベトナム炭鉱のガス増加事例等） 
・自然発火の対策（石炭の特性の把握、早期発見・早期処置の未然防止対策等） 
坑内ではＰＰＮ穿孔機、坑外では移動式小型穿孔機の穿孔実習を操作要領・操作注意

点・保安対策も含めて運転・穿孔実習を行った。 
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（３）通気専門座学 
ガスの一般基礎知識と危険性を含めた研修を実施した。 

・通気の基礎知識 
・石炭・ガスの基礎測定（ガス透過率・包蔵量・工業分析・濃縮技術・石炭の強度）等   

の各種測定方法と測定データの活用方法 
・掘進現場におけるガス払いシミュレーションソフト等を活用したガス排除方法等で

のトラブル発生時の対処方法 
・通気計画上必要なガス湧出量計算方法 
・放棄予定坑道、掘込部及び仮密閉箇所の立入禁止措置等の進入防止対策 
・通気網解析に関連する通気計算基礎及び通気基礎計算例題 
・圧力測定基礎、風丸ソフトの基礎と操作、応用方法と風丸支援ソフト温太Ｆの基本操  

作と応用 
更に災害事例を含めたガス・炭塵爆発防止、自然発火防止、坑内火災防止、出水災害

防止対策に加え、通気・ガス管理全般、集中監視技術等の講義を行った。  

     
通気実習（風丸・温太Ｆ） 

 

（４）坑外実習 
坑外に設置した実習現場を活用する研修を実施した。 

・扇風機、ガス警報器からのインターロック設備の実習 
・押込み用吹き流し風管接続延長実習 
・吸い出し用フェロポリック風管の組立て接続実習 
・ダンパー方式、可変４段切替え扇風機による風量変更と風量調整、風管脱管と破損、

風管抵抗に伴う水柱計を利用した圧力変化に加え、小型のガス抜きブロワーを利用

した各種測定方法についてはＣＨ４・ＣＯ・圧力などを高圧スプレーや二連球・水銀

柱を利用しての測定実習 
・オリフィス流量管による流量測定、負圧・圧気稼働ポンプから定置式ＣＨ４・ＣＯ計

への保安機器接続の必要性 
・圧力・流量計器のガス管への接続方法、密閉内ガス自動吸引装置（差圧、ＣＨ４濃度）、 

手動及びエアー式自動ドレン抜き設備の仕組みや構造 
・ガス抜きブロワーの安全装置（水封安全器・フレームアレスター「逆火防止安全器」）

の仕組み・構造 
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   通気救護実習（風管接続）        通気・救護実習（インターロック） 

     

通気坑外実習（吹き流し風管）     通気坑外実習（手動･自動ドレン抜き） 

       

通気坑外実習（密閉構築）      通気坑外実習（ガス抜き保安機器接続） 
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通気坑外実習（水封安全器）        通気坑外実習（ガス自動吸引装置） 

       

気坑外実習（逆火防止安全器          通気坑外実習（エキゾスタ） 

 

メタンガス爆発等の体験学習については、ガス燃焼、ガスと炭塵の単体爆発、両者を

混合した場合の爆発、爆発単体炭塵に岩粉散布の効果を示した爆発、静電気を火源とし

たガス爆発、各種爆発現象を水棚で水膜を作り遮断する実験等、各種条件の違いと爆発

威力の関連性について、体験型学習を行った。 

   その他の実習は以下の通り。 

・小型の坑道模型を利用した坑道の圧力変化、風の流れや掘進用扇風機の車風状況を体   

験する実習 

・小型模型を利用した採炭現場・掘進現場におけるインターロック模擬実習 

・そして大気圧変動時における坑内、密閉内の圧力変化による体験実習 

・斜坑火災実験装置・立坑火災実験装置を活用した火災時の煙逆流体験と通気逆転時の  

煙混入の問題点の体験実習 

・救護実習での主扇の正逆運転による通気体験実習 

・斜坑を利用した煙逆流体験実習 

・ＣＯ２ガスを利用した掘進切羽での小型扇風機によるガス払いとインターロック、ポ

ータースモークを利用した車風体験と停電時の復旧体験実習 

・ボーリング実習によりボアホールカメラ、ワイヤーライン工法による垂直ボーリング   

工法、二重管工法、急速掘削（ロータリーパーカッション）工法、指向性工法、ボー

リングの口元設備、軟弱層対策に必要な機材の紹介と使用方法、移動式タイプの小型

穿孔機を利用した穿孔実習 
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通気・救護実習（延長風洞）        通気・救護実習（空気袋密閉） 

       

通気坑外実習（ガス払い・停電時の復旧）     通気ボーリング実習（二重管） 

      

通気ボーリング実習（ボアホールカメラ）     通気ボーリング実習（ＨＰＤ） 

    

火災時の延焼防止対策のトルクレット吹き付けと自然発火防止対策の枠裏ミルク注

入を交え実習した。実習現場の坑外に設置した仮設坑道・基地を活用し、吹き付け・枠

裏注入の必要性を理解させるため、アリバ・ノズル・ミキサー・グラウトポンプ等の操

作方法、注意点も含めた保安対策、目的・ポイント・重要性を理解させた。 

   その他、自然発火防止対策の一環として温度測定のための熱電対型温度センサー（Ｔ

型補償線）の製作と方法も含めて、オーガドリルを利用した温度観測孔穿孔と観測設備

の実習を行った。 
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（５）坑内実習 

通気職種の現場管理監督者、ガス測定員との巡回業務実習は、保安点検、巡回のポイ

ント及び各種測定に重点を置いて実施した。 

通気網解析「風丸」を行うための通気圧測定の実習、巡回業務実習でも通気施設を含

む各保安装置、風門・密閉作製手順、自然発火防止工事、坑内火災防止対策、集塵シス

テム、充填及び選炭水ライン等の流送ラインの点検等に関連する実習を行った。 

       

通気坑内実習（現場管理者との巡回研修） 

       

通気坑内実習（ガス検定員巡回業務実習） 

       

通気坑内実習（通気圧測定）       通気坑内実習（乾湿球温度測定） 

 

ベトナムでも近年強化を図っているガス抜き、水抜き等を目的としたボーリング技

術については、坑外でのボーリング実習と坑内のＰＰＮボーリング研修現場にてＰＰ
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Ｎボーリング機器の操作方法及び注意点も含めた保安対策とボーリング技術のポイン

ト・重要性・ボーリング孔の漏気防止のための口元設備やセメント注入、ガス誘導管に

対する名示・絶縁・ドレン抜き・点検の実習を行った。 

    

（６）集中監視 

座学を通して坑外指令室見学（ベルト監視用ＩＴＶ、無線連絡等）や各種警報設定の  

重要性、集中監視の必要性、保安機器設置基準、効果、安全灯箇所での無停電電源装置

（１０時間）、各名示板・各種保安機器の見学と説明、釧路炭鉱本社３階の現場管理者

フロアー（ＣＡＤ室・対策本部室・情報収集室）等についての基本的な考え方を重点に

研修した。 

 

５）ベトナム救護技術向上コース 

  救護技術向上コースは、ベトナムにはビナコミン傘下のレスキューセンターと各炭鉱

内に編成している救護組織の隊員に育成教育を行い、坑内火災時の高温濃煙下で救護活

動に対応するための知識習得や過酷な訓練を通じて得られる探検、罹災者救出、消火、救

急法等、救護技術のレベルアップを重点項目として実施した。 

また、救護隊本部～前進基地～救護隊員間の指揮命令系統のあり方や誘導無線器によ

る連絡応答、作業班、整備班の任務の違い、酸素呼吸器事故対策のための二重三重のチェ

ック体制等、総合的な救護隊組織活動を習得するため、釧路炭鉱救護隊との合同訓練を実

施した。 

（１）救護専門座学 

   救護隊の任務と役割、災害時の緊急体制、着装進入時の心得等、救護隊活動全般の内

容について講義を実施した。 

また、日越両国の災害事例を分析し、高温濃煙下での救護活動や二次災害の遭遇、

指揮命令系統の混乱等、炭鉱特有の災害が発生した後の対応の難しさを強調して指導

した。 

更に、有害ガスの特性等、救護隊員として必要な知識の他に坑内火災理論や通気制

御、集中監視等の通気基礎知識、各種ガス爆発実験、斜坑、竪坑火災実験を通じて、

災害発生時には予想もしない逆流現象や通気混乱が起こり得ること、安易な主扇逆転

は更に混乱を招く要因となること等を指導した。 

・救護隊概要（組織、理念、緊急時の救護活動、実働時の心構え） 

・災害事例（ベトナムと日本のガス爆発、坑内火災） 

・通気技術（通気基礎と坑内ガス、火災理論、集中監視） 

・各種通気実験（ガス炭塵爆発実験、斜坑、竪坑火災実験） 

 

（２）救急法 

研修生のほとんどが現役の救護隊員なので心肺蘇生法等の基礎的知識はあるが、体

系的な理解が不足しており、まして救急法は日進月歩進歩しているので、現在の赤十字

救急法に基づいた救命手当、応急手当の基本とＡＥＤや最新の救命器具を用いた応用

技術、更には身近にある物を利用しての処置等、実践的な技術を指導した。 

・赤十字救急法の基本的考え方（実践者の心得） 

・人体の構造（骨格、呼吸系、循環系、消化器系） 
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・手当の基本（観察、体位、傷病者への接し方、通報） 

・一次救命処置（ダミー人形による心肺蘇生法、ＡＥＤを用いた除細動） 

・傷の手当（止血法、間接圧迫法、包帯、三角巾使用法） 

・骨折の手当（固定の方法、副子の種類、部位別の手当） 

・搬送方法（一人搬送、複数搬送、担架の種類） 

 

    

ダミー人形による心肺蘇生法 

 

（３）酸素呼吸器の取扱い 

   ベトナムでは未だに救護隊組織として作業班と整備班、総務班等の任務分担が確立

されておらず、着装進入時の酸素呼吸器チェック体制が未熟であることから、着装前の

点検、組立や事故対策等がいかに重要かを繰り返し実習した。 

  ・酸素呼吸器の種類、構造、機能 

  ・酸素呼吸器取扱要領（点検、組立、検査、分解の繰り返し） 

  ・着装（歩行、駆け足、担架運搬法、錘引き） 

  ・事故対策（機械故障及び事故事例と対応策、ボンベ交換） 

・報告事項（脈拍、呼吸報告、気圧報告、各種班長報告） 

・整備教育（整備再点検、着装後の検査、分解、水洗い、３型検査器による検査） 

・合同訓練に向けた一連の動作（点検、組立、検査、報告、着装） 

       

（４）事前訓練 

今回の研修は釧路炭鉱救護隊との合同訓練を目標とし、朝の救護隊長訓辞から酸素

呼吸器の点検、組立、着装、出動までの一連動作と前進基地における分隊長からの命令

下達、整備班による二重三重のチェック体制を経て、作業命令完了後に帰着、報告する

までを全て実施した。 

また、高温濃煙下での行動に慣れさせるためにポータースモークとボイラーによる

坑道内の温度を確保し本番同様の高温濃煙下まで段階的に訓練レベルを上げて実施し

た。 

   

（５）釧路炭鉱救護隊との合同訓練 

   合同訓練は、前進基地における作業命令の出し方、復唱や無線器による報告のや

り方の他、整備班による二重三重のチェック体制等、救護隊員の二次災害防止や組
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織行動のあり方について、総合的な視点に立った研修を目的として実施した。 

釧路炭鉱救護隊訓練にベトナム研修生は第２班として参加し、素呼吸器の点検組

立、前進基地にて分隊長作業命令により２回の着装による進入訓練を実施した。 

１回目の進入は坑道探検、生存者発見左膝裂傷の処置後、ライフゼム使用の担架

で搬送する訓練まで行い、２回目の進入は火災現場の発見から消火完了まで実施

し、罹災者発見後に担架で救出する訓練を行った。 

          

 ６）インドネシア保安・生産技術向上コース 

  炭鉱概要と坑外に位置する施設見学、坑内掘り炭鉱特有の設備（大型巻揚機、主扇等）

の説明と見学、入坑するに当たっての服装と着装する様々な物の説明と目的等を教育し

た。保安については、「自主保安」、「実践危険予知指差呼唱」を教育した。   

 坑内研修現場見学の時には、ベトナムの試錐実習現場を見学し、実際現場で実施する時 

の具体的説明を行った。また、研修生から、研修現場の見学時には岩盤坑道の発破技術   

についての指導が要請され、模型を用いて発破の手順や注意事項について教育した。   
  研修カリキュラムの要望の一つの選炭技術については座学と見学を含め３日間実施し、 
効率の良い選炭技術を開発するかが炭鉱の品質管理にとって重要であるかを教育した。 

    

選炭技術（座学）の講義                選炭工場見学（重選機） 

 

     

選炭工場集中監視室見学           選炭工場見学（ジグ） 
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選炭工場見学（スパイラル）                金属回収機見学 

 

３．研修生の感想、評価 

 今年度の受入研修事業を終え、コース別の感想・評価を以下に示す。 

３．１ 中国保安監督管理向上コース 

 このコースは、監督管ＯＢによる講義が中心の研修で、国家煤炭安全監察局の監督官を対

象とした。 

中国の炭鉱は、年々死亡者数は減少しているもののメタンガスによる重大災害・重要災害

の撲滅までは至っていないことから、監督検査の有効的な方法、メタンガス爆発災害と運搬

災害の防止技術、炭鉱専門知識、塵肺防止の手法、日本の鉱山保安法の特徴そして日本の炭

鉱災害の事例、監督官としての役割業務等、ディスカッションを交えた研修を実施した。 

研修終了に際し、各研修生が述べた感想・動機付けを以下に示す。 

・保安監督検査の計画の策定、特に関係法令の遵守の徹底に係わる内容は上司に 報告して              

自ら実施する。 

・保安と生産の繋がりを理解させるには５Ｓが教育する時間が必要であり、炭鉱の全社員に

１ヶ月かけて教育実施してから実施後の結果を評価する。 

・ワイヤークリップの正しい使い方を間合いの炭鉱に指導する等、目先のことから改善させ

効果をもたらすよう指導する。分局の保安監督手法を日本の取り組み方を参考に改善し、

日常的な保安データ管理を取り入れる。 

・特定の炭鉱の保安会議の時間を生かして指差呼唱の取組方法を教育し、炭鉱長から先頭に

立って実施させる。 

・特定の炭鉱にワイヤーロープ監視装置を導入させ、効果を確認してから一層普及させる。 

・人材育成の教育方法やチーム会議を炭鉱に取り組むよう指導し、人材育成に力を入れなが

ら段階的に作業員の自主保安意識を高めるよう教育する。 

 

３．２ 中国保安理念向上コース 

 このコースは炭鉱の管理監督者が対象である。中国の生産技術については採炭現場、掘進

現場も機械化が進んでおり、ハード面の技術に大きな差はないが、人材育成に苦労しており、

研修目的として人の保安意識を向上さるためにはどうすればよいのか、不安全行為をゼロ

にするにはどうすれば良いかといった相談があり、また、中国でも塵肺対策が注目され、生

産現場での炭塵処理、排気坑道での炭塵処理の技術について質疑応答が交わされた。 
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３．３ 中国通気・ガス・自然発火管理技術習熟コース 

 中国における炭鉱死亡災害は年々減少してきてはいるが、その原因はガス爆発、ガス炭塵

爆発、ガス突出等、ガス災害が占める割合が一番多い。よって炭鉱特有のガス・炭塵災害、

自然発火、坑内火災等に関連する研修内容を主とした。  

 

３．４ ベトナム保安・生産管理向上コース 

  副社長クラスの研修内容は、グローバルな石炭産業の歩みから日本の石炭産業がこれ

まで培ってきた労務管理、人材育成、炭鉱特有の保安と炭鉱経営に関連する各種カリキュラ

ム等であり、それぞれの分野の現状と今後の経営戦略をディスカッションすることにより、

良い評価を得た。 

 炭鉱将来の経営管理者候補クラスの研修内容は、自主保安、保安第一・生産第二、危険予

知・指差呼唱といった釧路炭鉱が歩んできた具体的保安の取組の事例から始め、将来経営管

理者候補である研修生として必要な経営管理に関連する取組を主にした。 

人材育成には時間が必要であるところに難しさがあり、人員の確保だけで保安確保を前

提に目標の生産量を達成するのは難しく、経営者が率先垂範しながら現場の労働者の末端

までが個人の自主保安、危険予知といった能力のレベルアップとチーム活動（小集団活動）

が一層安全な炭鉱を構築するカギを握っていることを理解させた。 

 その他、研修を通じ帰国後の経営者としてあるいは将来の経営者候補としての経営能力

向上の動機付けとして目標設定した主な項目を、以下に示す。 

・釧路炭鉱は単純に生産現場の機械化が進んでいるだけではなく、労働者の負担を削減する

機械化にも投資されている。自分の炭鉱も働きやすい職場作りに改善するようにする。 

・帰国後は工事長を集め、現場に顕在化しているリスクを見つけ出し、できることから改善

を図っていく。例えば釧路炭鉱各所に見られる反射テープを応用する。 

・工事隊毎にチーム会議を実施することを習慣とし、保安、改善、出勤といった釧路炭鉱の

ような具体的な問題点を自主的に改善する活動を普及させる。 

・５Ｓ活動が保安と生産の確保に役立つことを理解できたため、倉庫など簡単にできること

から実施した後、全炭鉱に職場規律と共に定着させる計画を作成する。 

  

３．５ ベトナム機械化採鉱技術習熟コース 

 研修生は採炭実習において、ＳＤ現場のスケールの大きさと生産能率の良さを学ぶだけ

でなく、労働者一人一人が決まりを守り、責任ある行動を徹底し、仲間同士の声かけ応答、

ＶＭ運動によって連携を取り、安全で効率の良い現場の雰囲気作りに努めていることの重

要性を理解させた。 

また、機械化が進行すると重量物を運搬する作業のリスクが増え、坑道断面確保が新たな

重要課題となり、下盤打ち、拡大といった作業が必要となることを理解させた。 

生産を優先する炭鉱は、必要ではなくなった部材、ゴミ類等の処理を後回しにすることが

作業環境にリスクをもたらし、しかも作業環境の悪い場所では人間の仕事の取り組み方も

雑な仕事になりやすい特性を持っていることを教育した。 

研修生が坑内の見学と実習によってベトナムの採掘レベルアップと安全な作業環境作り

の動機付けとして評価した主な項目は、以下の通り。 

・沿層坑道、岩盤坑道において日本で学んだロックボルト支保技術を導入する。そのために

はＶＩＭＳＡＴとも連携をとって実施する。 
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・自分の炭鉱も入昇坑坑道は急傾斜であるため、マンベルトを導入して労働者の負担を軽減

するよう上司に提案する。 

・生産現場で使用する機電部材などを安全に早く運搬するには、ホイスト、舟橇、モノレー

ル、搬送機等、日本で学んだ設備を導入し労働者の負担も軽減させる。 

・坑内実習毎、昇坑後の反省会は大変意義のあることである。 

・ベトナムでも使用しているＳＤＬに似た機械に日本のような冠材上げ機を取り付けする。 

・チーム会議で意見交換する場を習慣とし、一番安全で働きやすい仕事の取り組み方を提案

する。 

 

３．６ ベトナム設備・自動化技術習熟コース 

 カリキュラムの特徴は、設備の自動化、省力化、省エネそして設備の安全性を確保するた

めの保安装置、保安施設等であり、安全確保を維持しながらコスト削減と生産能率向上に効

果をもたらすことが出来ることを理解させた。 

 機械化、自動化等によって炭鉱のレベルアップを図る動機付けとして評価した主な項目

は以下の通り。 

・採掘に関連する機械化と自動化が進んでおり、そのことで人件費や労働者の負担を軽くし

ていることに気付いた。特に排水ポンプ座の自動化、舟運搬による省力化である。 

・電気ケーブルの接続方法、ワイヤー本継技術、自動給油システム、自動給水システム等は

ベトナムにも適していると感じた。 

・ＴＰＭ（日本の品質管理手法）は上司に相談して実施すべきと感じた。 

・５Ｓ活動は全てに関わっていることであり、自分デスクの回りから始め、全社的に普及す

べきと感じた。 

・ベルトコンベアの連動運転はベトナムでも適用すべきと感じた。 

・軌道運搬の災害防止には学んだ逸走防止装置や車止めを設置すべきと感じた。 

 

３．７ ベトナム通気・保安技術管理習熟コース 

 ベトナムの坑内は、高温多湿、炭塵除去不足、通気量の不足、石炭層が急傾斜等といった

特徴を持つが、通気が原因の災害経験は少ないためガスに対する関心不足の原因によって

現場の環境保全に不備があり、休日には扇風機を停止したり、一つの扇風機でいくつもの切

羽を兼用したりするような習慣がリスクの多い作業条件に繋がっている。 

よって研修内容には、ベトナムの厳しい現状だけにとどまらず、今後予測されるリスクと

その予防、そして日本で経験した災害事例を教訓に通気改善すべき最新技術を研修内容に

取り入れた。  

ベトナムの炭鉱は今後益々深部化、奥部化が進むに連れ、これまで経験の少ないガス災害、

坑内火災等の重要災害、あるいは通気量不足による環境の不備等、坑内掘り炭鉱の延命に向

けた動機付けに繋がる研修となった。 

 

３．８ ベトナム救護技術向上コース 

 釧路炭鉱の坑外にある救護隊訓練坑道は、研修用のガスセンサー、扇風機、誘導無線機等

を準備し、訓練坑道内で釧路炭鉱の救護隊員と合同訓練を行った。 

合同訓練の内容は、ボーラーを利用した高温条件とポータースモークを利用した濃煙を

訓練坑道に充満させる坑内火災を想定した訓練である。 
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 研修の評価は、段階的な訓練の重要性を理解させたことによる帰国後の訓練のマニュア

ル化への応用、そして初めて体験する過酷な合同訓練によって、今後ベトナムの訓練の取組

方へ応用すべきところに気付き、救護隊としての更なる発展の動機付けになると評価する

研修生がいた。 

  

３．９ インドネシア保安・生産技術向上コース 

 インドネシアの石炭産業はほとんどが露天掘りであり、坑内掘り炭鉱はごく少数のため、

露天掘り炭鉱と違った特徴を基本から理解させる研修とした。 

 多様な炭鉱・保安採炭管理手法や実用性のある高度な採炭技術を習得させることを目的

として、座学だけでなく、坑内と坑外の体験学習を重点に都度希望を聞き取りながら研修内

容を調整した。 

 その結果、坑内掘り炭鉱を運営する上で必要な分野を理解し、自己のレベルアップに繋が

る動機付けとして、研修成果を評価が高かった。 
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４．まとめ 

 研修カリキュラムは大きく分けて座学、坑外実習、坑内実習の３つで構成した。  

 座学のカリキュラム中、評価が高かった講義の一つは災害防止と５Ｓである。 

 坑外実習は、各コース専門の教材を準備し、坑内実習前後の実習、坑内では不可能な災害

を想定した実習等、専門知識と管理技術・技能のレベルアップに効果を発揮した。 

坑内実習は、座学教育で基本学習の時間を行った後、採炭、掘進及び研修現場を対象に、

保安と生産に関連する技術を体験することによって理解を深めた。 

研修中は、保安に関連する具体的な取組として、ヒヤリハット目標をゼロとする考え方を

取り入れ、ヒヤリハットが積み重なると、何れかは怪我に至ってしまうというハインリッヒ

の法則の教育を繰り返しながら、安全確保を継続した。 

坑内見学は、機械化された生産現場の見学だけでなく、小型巻揚機、排水ポンプ、反転ベ

ルト、曲がりベルト、電気室、扇風機、集中監視等の生産とは間接的な関係でありながら設

備の自動化、省エネ、保安確保を目的とした設備と施設の教育も実施した。 

現場の管理監督者の現場指導、職場の５Ｓ、労働者の自主保安、仲間同士の声掛け応答、

危険予知・指差呼唱、人と設備の管理等、現場の管理について実践指導した。 

 ベトナムの研修に取り入れた「グループ討議（なぜ決まりを守れないのか）」、「クドバ

スによる実習」については、小集団活動の活性化（ＱＣサークル）、人材育成、技能向上、

技術開発の観点の体験実習であり、自分で考える時間を持ち、小集団活動の中で理解を求め、

具体的取組のまとめに繋がるような成果を生み出すことができた。 

研修生は、こういった体験学習から自分自身の管理不足や盲点があることに気付き、その

対策をしっかりと身に付け帰国後の目標設定として持ち帰った。  

以上、今年度の研修事業は、研修生、通訳そして指導員が一体となり、研修ばかりではな

く、生活についても健康管理、交通安全等、研修期間中全般に渡って随時改善を続けること

により、災害・事故無く終了した。 

 


