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石綿（Asbestos）について
石綿（せきめん、いしわた）はアスベストとも呼ばれる繊維状の鉱物のことで、微細で柔軟性のある特異的な石
綿様形態（Asbestiform）という形態的な特徴を持つ。一般にクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレ
モライト石綿、アクチノライト石綿、アンソフィライト石綿の 6 種類のことだが、バーミキュライトに不純物とし
て含まれることがあるウインチャイト、
リヒテライトも石綿様形態のものは発がん性がある。成分は「石」だが「綿」
の形態的特徴を持つために加工や混合が容易で、製品に添加することによって強度、耐火、耐熱などの優れた特徴
を示す。
「奇跡の鉱物」と呼ばれ 19 世紀から 20 世紀を通じて建材、断熱材、パッキンなどに大量に使用された。
石綿に発がん性があることは 1930 年代には確認されていたが、石綿産業の撹乱と隠蔽、ロビー活動によって、先
進国では 20 世紀後半まで大量に使用された。しかし 1970-80 年代には英米で石綿企業に対する被害者による訴訟
運動が巻き起こりジョンズ・マンビル社などの主要な石綿企業は倒産に追い込まれ、それによってようやく使用量
が減少した。日本では使用量の減少転換が欧米と比べて 10 年遅れた。2015 年現在世界での石綿による死亡者は年
間 194,000 人と推定されている一方で、ロシア、ブラジル、ジンバブエなどは未だに石綿を産出、輸出しており、
かつての欧米の石綿産業と同様に撹乱と隠蔽、ロビー活動を繰り返している。この報告書では「石綿」と「アスベ
スト」の表記が両方使用されているが、両者は同じものである。

スレート板の破断面の拡大画像。
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煙突断熱材の拡大画像。
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スレート板の破断面の拡大画像。
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I. はじめに

1. アスベストのリスクの特徴

間の後で肺がん、中皮腫などの重篤な病気を引き起こすこ

東京労働安全衛生センターが全国の NGO、労働組合、被

とから、日本では 2004 年 10 月に建材への石綿の使用は

災者と家族、市民団体、研究者などと共に進める震災アス

原則禁止され、2012 年 3 月には全面的に禁止された。し

ベストプロジェクトは、2011 年に発生した東日本大震災

かし現在も大量の石綿含有建材が建物に残されており、解

を契機に被災地で調査と活動を開始し、6 年間アスベスト

体時などに力が加わることによって、それらから石綿の粉

問題に関わってきた。アスベスト問題に関わるなかで当初

じんが発生する。粉じんに曝露することによりじん肺、肺

強い印象を受けたのは、そのリスクの特異性であった。

がん、中皮腫などの健康影響が発生する。石綿のリスクの

日本では石綿を明治後期から 100 年以上にわたって使用

特徴は、1) 発生源が身の回りにあり、大量に残されている。

してきた。今問題となっている石綿は主に 1960 年代の高

2) 粉じんの曝露によって発がんという重篤な病気を起こ

度経済成長期以降に輸入されたものだ。1970 年代から 80

す。3) 粉じんは目に見えない。4) 病気の潜伏期間が極めて

年代にかけて約 20 年間、年間 30 万トン前後の大量消費

長い。5) 発症の閾値がない ( わずかな量の曝露でも発症す

期があり、1974 年には最高である約 36 万トンが輸入され

ることがある )。6) 現実の大きな被害が発生している。こ

ている。輸入された石綿の総量はおよそ 1000 万トンとい

のような物質は比類がない。

われる。 輸入された石綿の用途は、全てが正確に把握され

「リスク」について

てはいないが、日本石綿協会の資料によれば、8 割から 9

「リスク」という言葉はよく使われるが、人や使わ

割が建材として使用され、その大部分はスレートなどの石

れる場面によって意味が異なる場合がある。本稿で使

綿セメント板に使用された。ほとんどの石綿含有建材は未

われるリスクとは、労働安全衛生で使用される定義に

だ私たちの身の回りにあふれており、特に建物には大量の

基づき、危険源（ハザード）によって生じる危険性と

石綿が残されている。国土交通省・経済産業省による石綿 (

その度合を意味する。一般にリスクの大きさは、障害

アスベスト ) 含有建材データベース によると、石綿含有建

や疾患の重篤度と発生頻度をかけあわせたものとされ

材は 42 種類 2140 製品が確認されている。フレキシブル

る。石綿の場合、石綿含有建材はハザード、障害や疾

ボード、スレートボード、押出成型セメント板、けい酸カ

患の重篤度は肺がんや中皮腫なので、極めて重篤であ

ルシウム板等の代表的な成形板は 2004 年まで石綿含有製

り、発生頻度は曝露量と比例関係にあり、年齢とも関

品が製造された。多くの石綿含有製品は 1960-80 年代に

係する。現代社会ではリスクはゼロにはならず、ある

石綿を含有させて製造され、その後発がん性が問題となる

程度は許容される。個別の現場においてリスクを定量

中で、含有しない、また含有率を減らした製品に徐々に変

し、許容されないリスクの対策をとることがリスクア

わっていった。そのため同じ種類、商品名の製品であって

セスメントである。と同時に社会全体のリスクアセス

も製造年によって石綿を含有する製品と含有しない製品が

メントとしてみたときに、石綿が社会に与えているリ

あり、分析を経なければ石綿含有の有無が分からないもの

スクは、被害の大きさから明らかに重大で、対策が必

も多い。目に見えない微細な繊維状の石綿の粉じんの曝露

要なレベルといえる。

( 呼吸によって吸い込むこと ) によって、非常に長い潜伏期
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2. 現実の被害の大きさ

ストによる死亡者数は入っていない。この死亡者数は事業
者が報告したものを積算したもので、アスベストの死亡者

日本における石綿被害は、2005 年の「クボタショック」
を契機に広く知られるようになった。1960 年代に石綿水

はそのほとんどが退職後に発症しているために加算できな

道管を製造していたクボタ旧神崎工場では、働いていた労

いのだ。別の統計資料により 2015 年のアスベストによる

働者だけではなく、周辺住民にも中皮腫 ( 石綿のみが原因

肺がんと中皮腫による労働災害認定数は 899 人と示されて

とされる悪性腫瘍 ) を発生させていたことが報道され大き

いる 4）。労災認定数イコール死亡者数ではないが、アスベ

な衝撃を与えた。2016 年には住民の被害者だけでも 311

ストの影響は、労働現場での被害は事故などによる死亡災

人にのぼっている 1)。住民は工場労働者よりも石綿の曝露

害に匹敵し、単独の原因としては間違いなく最大のリスク

量は少ないはずだが、そのような少ない曝露であっても周

要因となっている。

辺住民に大きな被害・公害を発生させ、しかも記憶にない

現実の大きな被害を発生させている発がん物質が私たち

ほどの過去の曝露によって死に至る重篤な病気に罹患して

の身の回りに大量に残されていることがアスベストのリス

しまうことは石綿のリスクの特徴を表している。人口動

クの重大性である。

態統計による中皮腫の死亡数は ICD10 で統計を取り始め

3. 石綿規制の現状

た 1995 年以降増加し続けており、500 人 (1995 年 ) から
1,504 人 (2015 年 )20 年間で 3 倍に増加している。1995

アスベストのリスクの重大さに対して、現状ではどのよ

年以降の中皮腫の死亡者数は 2 万人を超えている。石綿の

うな規制や対策が採られているのか？日本では複数の省庁

疾患は中皮腫だけではなく肺がん、石綿肺なども引き起こ

によるいくつかの法律により規制が設けられている。既存

す。これら 2 つの疾患を合わせると年間数千人が石綿の

石綿含有製品の対策では、

病気で死亡しており、それは今後も増加し続けることが予

(1) 調査 ( どこにあるのか把握すること )

想される。これまでの石綿使用による中皮腫の死亡者数は

(2) 分析 ( 石綿含有の有無の確認 )

2030 年にピークに達し、全体で 10 万人にのぼる将来予

(3) 管理 ( 除去されるまで飛散しないように管理すること )

測もある 2)。このように石綿は今まさに多くの被害を発生

(4) 除去 ( 飛散させずに除去すること )

させており、今後もそれは増加すると予想されている。そ

(5) 廃棄 ( 収集運搬、最終処分場での飛散防止 )

して今後数十年間にわたって発生する被害は過去の曝露に

の 5 つの段階での管理が必要となる。 法規制は複数の省

よるものであり、今後の曝露による被害は未知数である。

庁が管轄することになり、表 1 に示すように、建物管理（国

アスベストの被害の大部分は労働現場での曝露が原因で

土交通省）、労働者保護（厚生労働省）、大気環境規制（環

ある。そこでのインパクトも非常に大きい。厚生労働省の

境省）などのようにそれぞれの法律が規制している。アス

統計によると、2015 年の労働災害死亡者は史上初めて千

ベストの規制は歴史的に厚生労働省が重要な役割を果たし

人を割り 972 人となった 3）。しかし、この統計にはアスベ

てきた。輸入、使用などの禁止は厚生労働省が所管する労
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働安全衛生法により決められている。大気汚染防止法と石

防規則に定められた分析方法だが、国際的に通用している

綿障害予防規則は、アスベスト含有建材の除去時の対策の

方法と異なる方法であり、石綿の定義も国際的合意と異な

規制だが、それぞれが周辺住民保護と労働者保護の観点か

り、また精度の面でも問題点が指摘されていた 5)。ISO( 国

ら規制しており、内容的に似た部分が多い。国土交通省の

際標準化機構 ) でも 2012 年、製品中の石綿の定性分析方

建築基準法は建物利用者保護のために、吹付け石綿等のみ

法が制定され 6)、ISO のワーキング・グループには日本か

を規制している。
「縦割り」のために複雑で、石綿含有建材

らも代表が参加し、日本独自の X 線回折法を ISO 法に採

のある建物の解体工事では複数の届出を行わなければなら

り入れさせるべく奮闘したが採用されなかった ( 毎日新聞

ず、また地方自治体の条例もあり、繁雑な手続きが必要と

2012.6.24)。ISO 法の発効により JIS 法を改定する必要が

なる。次に 5 つの各段階での現状と課題を概観する。

生じ、経済産業省と日本工業標準調査会では国際基準の方

(1) 調査

法を採用する改定の準備を開始し、2014 年 3 月 ISO 法を

増改築を繰り返す建物の石綿調査は難しい。2005 年施

取り入れた改定 JIS 法が発効した。石綿の分析は、対策の

行された石綿障害予防規則では、建物の解体工事の前に石

入口であり、「含有あり」を「なし」としてしまうと、即曝

綿含有建材の有無を確認するために「事前調査」を義務付

露事故につながり、
「含有なし」を「あり」とすると、不要

けているものの、その調査方法、記録様式、資格について

かつ高額の除去費用がかかることになる。米国の石綿分析

は規定がなかった。厚生労働省は 2012 年 5 月「建築物等

での技術認定プログラムでは年 4 回の 試験試料分析以外に

の解体等の作業での労働者の石綿曝露防止に関する技術上

日常的に精度管理が行われており、ミ スが 1% を超えると

の指針」を公示として発し、その解説を 公開した。その中

資格を失うという厳しいものである 7)。 海外では発がん物

で事前調査ができる者として「日本石綿調査診断協会に登

質である石綿分析のためにそれほど厳しい管理が求められ

録されたアスベスト診断士」を挙げた。 しかし、この通達

るが、日本では国際標準と異なる分析方 法が通用してしま

に対して石綿の被災者団体などは、過去に石綿を普及させ
てきた旧日本石綿協会 ( 現 JATI 協会 ) が運営している資格

石綿曝露の 4 つの形態

制度であり、公正さに欠け、社会的なモラルに反すると抗

飛散した石綿に人々が曝露することによってリス

議し、撤回を求めている ( 毎日新聞 2012.7.18)。

クが生じる。曝露には次の４つの形態があるとされ

一方、国土交通省では 2007 年の総務省による民間建築物

る。①職業曝露：鉱山、輸送、製造、加工、除去な

の石綿含有建材の調査の促進のための調査方法の検討指示

どの石綿関連作業に従事することによって生じる曝

を受けて、社会資本整備審議会アスベスト対策部会同ワー

露、②家族曝露：職業曝露を受けた労働者が衣類な

キング・グループ ( 以下 WG) において 2008 年から総合建

どに付着した石綿を家に持ち帰り家族が曝露してし

設業、一級建築士、自治体、建材分析、石綿除去業等の委

まう曝露、③建物曝露：建物に施工された吹付け石

員による多様な検討が行われ、2013 年「石綿含有建材調

綿などの脆い建材から自然劣化などによって生じる

査者」の養成を開始した。

粉じんを近くに滞在することによって曝露、④環境

大きな課題は、現状では建物所有者等に発がん物質であ

曝露：鉱山、製造工場、建設現場などの周辺に滞在

るアスベストを調査し、管理する義務がない点と調査する

することによって生じる曝露。

者に資格要件がない点である。

職業曝露による被害がもっとも大きく全体の 8 割

(2) 分析

以上になるとされるが、石綿の場合はそれだけでは

日 本 で は、2006 年 制 定 さ れ 2008 年 改 訂 さ れ た JIS

なく、家族曝露、建物曝露、環境曝露の全てに現実

A1481「建材製品中の石綿含有率測定方法」が石綿障害予

の被害が発生している。
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い、精度管理も始まったばかりだ。

廃棄物処理法は「廃石綿等」の不法投棄などの悪質な違反

(3) 管理

事業者には最高 3 億円の直接の罰金を課すなどの厳しい

石綿含有建材は身の回りにあふれており、全てをすぐに

法律だが、解体現場や中間処分場で石綿含有建材が他のも

除去することは不可能である。今後数十年にわたって飛散

のと混ざってしまうこと、特に意図的ではない場合の監視

と曝露を防ぐ管理が必要となるが、様々な建材について管

は 弱い。石綿含有建材の廃棄については環境省国交省の所

理する方法、いつどのような状態になったときに除去が必

管 する建設リサイクル法は、建材のリサイクルを進めるた

要となるのかは、ほとんど検討されていない。これに関連

め の法律だが、石綿は逆にリサイクルしてはならない建材

する法律は石綿障害予防規則の第 10 条の事業者の労働者

で ある。リサイクル対象とそれをしてはならない建材が建

の石綿粉じん曝露防止義務についての規定だが、飛散のお

物 には複雑に混在しているが、建設リサイクル法では、吹

それのある建材の状況や濃度測定によるリスク評価方法な

付け石綿などの「付着物」としての石綿の除去を確実にす

どの規定は定められていない。建物の管理、メンテナンス

る ことのみをうたっており、成形板等の確実な分別と混入

による被害も実際に現れているが、具体的な対策はほとん

防 止についての規定はない。2009 年埼玉県さいたま市の

どの建物でとられていない。

市民グループの調査によって明らかになった再生砕石中の

2012 年 9 月にボイラー設備などを有する建物に付随す

石 綿含有建材の問題は、成形板等が解体現場などの「上流」

る煙突の内部に施工されている石綿断熱材からボイラーの

で 分別されないためにコンクリートガラのリサイクル商品

通常使用時に煙突から石綿が飛散し、またボイラー室内も

で ある再生砕石に広範に混入していることを示した 10)。今

石綿に汚染される可能性があるという報告が相次いで発表

後 は再生砕石による土壌汚染が問題となり、石綿のライフ

された

。煙突以外にも例えば石綿含有吹付け材が空調

サイクルを終わらせることができなくなる。 以上の調査か

の経路にある建物は常時風が当たることにより石綿が飛散

ら廃棄までの工程全てが適切に実行されなければ発がん物

している可能性がある。またエレベーターシャフト内の吹

質である石綿による曝露が発生し、被害を終わらせること

付け材も風や振動を受けて飛散する可能性があるが、充分

ができなくなる。

8),9)

調査されておらず、管理の分野でも対策はこれからといえ
る。

アスベストのリスクの重大さに対して、規制は未だ十分

(4) 除去

ではない、というのが 6 年間の調査と活動を経た私たちの

石綿含有建材の中でも飛散性の高い吹付け材等の除去に

認識である。

ついては、石綿障害予防規則と大気汚染防止法に規定さ
れ ているが、不適切な工事、漏洩事故、無届け工事などの
問題事例がたびたび報道されている。現行法では技能と熟
練を要する吹付け石綿除去業に資格免許制度がなく、誰で
も行い得るために技術を保証するものが何もなく、石綿が
完全に除去されたことの作業後の完成検査も行われていな
い。吹付け材と比較して飛散性が低い成形板等については
石綿障害予防規則で除去時に湿潤化などの対策が義務付け
られているが、一部の自治体を除いて届出や定常的な監視
がなく正確な実態さえ把握されていないのが現状である。
2013 年に環境省は大気汚染防止法を改正し、建物所有者
の責任を強化し、自治体の立ち入り権限を拡大するなどの
規制強化策をとった。厚生労働省も 2014 年に石綿障害予
防規則 ( 石綿則 ) を改正し、除去時の飛散防止対策の徹底、
煙突などレベル 2 建材による曝露防止を追加しており、規
制強化の方向を打ち出しているが、未だ不十分である。
(5) 廃棄
環境省が所管する廃棄物処理法では、吹付け石綿などの
廃棄物を「廃石綿等」の特別管理産業廃棄物として管理型
または遮蔽型最終処分場で処分すること、それ以外の成形
板等は産業廃棄物として処理することが規定されている。
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II. 東日本大震災とアスベスト

東日本大震災発生から３年間、震災アスベストプロジェ

所有者、作業者などの方から話を聞くこと、石綿含有建材

クトは、被災地の石綿の状況を把握し、リスク評価を行い

の破砕などの危険な状況が見られた場合の注意喚起、マス

ながら、その結果を元に住民、行政機関とのリスクコミュ

クの配布なども行いながら調査を進めた。

ニケーションを通じて、石綿対策を進めることを目的とし

(2) 石綿含有分析

て調査と活動を行ってきた。

被災地で観られた石綿含有が疑われる建材については、
その状況を記録し、可能な場合は採取し、ISO22262-1 の

1. NGO・市民団体による調査・活動の概要

方法（現在の JIS A 1481-1）で石綿含有の有無を分析した。

(1) 巡視調査とマッピング

被災地での分析は迅速性が要求されるため、ルーペなどの
低倍率の目視での分析の精度も検討し、住民への説明会、

石綿含有建材の状況調査では、マッピングという手法を
中心に調査を実施した。石綿の危険性が高く、目で見て判

労働者教育の中で活用した。

断できるものを記録した。その際に特に注意したのは、吹

(3) 気中石綿濃度測定

付け材、煙突、波板スレート材であった。吹付け材は、飛

調査により、石綿含有建材が多く、リスクの高い場所が

散性が高く解体工事の際には特別な飛散防止対策をとらな

判明した場合、その周辺の空気中の石綿濃度を測定した。

ければならず、リスクが高い建材である ( 写真１)。建物に

調査ではマッピングの結果から石綿飛散のおそれがあると

付随する煙突には内側に石綿を使用した断熱材が施工され

予測される場所で集中的にサンプリングを実施した。環境

ている場合がある。これも飛散しやすい材質の製品がある

中の空気をポンプで吸引し、フィルター上に浮遊物を採取

とともに、通常の建物解体時の事前調査で見逃されること

し、顕微鏡で観察して石綿を計数した。分析方法は環境省

があり、注意が必要な部位の一つである ( 写真２)。写真３ 「石綿モニタリングマニュアル第４版」の位相差顕微鏡によ
のように倉庫や工場では波板スレートが使用されることが る総繊維濃度を計数しながら、同時に偏光顕微鏡に切り替
多く、被災地でも大量に残されている。吹付け材と比較し

えることにより石綿繊維を同定し、総繊維濃度および石綿

て固く壊れにくいものの、切断や研磨、破断されると石綿

繊維濃度を求めた。

が容易に飛散する。スレート材は 2004 年製造のものまで

(4) リスクコミニュケーション、リスク対策、提言

石綿を含有しており、特に波板スレートはほとんどのもの

関係者 ( リスクを発生させる者、管理する者、リスクの

が石綿を含有していた。また目視により石綿含有の有無を

影響を受ける可能性のある者、外部の専門家や NGO など )

判断することが可能なものもある。以上から建物の外部か

がリスク情報を共有し、対策を検討、リスク低減を実行す

ら確認することができる吹付け材、煙突、波板スレートの

るリスクコミュニケーションは近年重要視されている。石

３種類をマッピングの対象とし、一定の範囲で確認し、地

綿のリスクは常に存在するという認識に立ち、震災後石綿

図上に記録した。

のリスクは増加している現状を踏まえた上で、どのように

これらの調査には多くのボランティアが参加し、石綿含

リスクを低減してゆくのかを協議し、実行することをめざ

有建材についての知識とルーペによる石綿含有建材の見分

した。今回は調査の結果を住民、ボランティア、行政機関

け方を習得しながら実施した。また調査の過程で、建物の

担当者へ報告し、調査時の周辺の建物の状況調査と周囲に
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る労働者への石綿についての教育が十分ではないことが予
想されたため、市が労働安全衛生法に定める石綿作業の特
別教育を実施し、震災アスベストプロジェクトから講師を
派遣する取り組みが行われた。2013 年には建設労働者と
事業者が加入する労働組合である全建総連福島（福島県建
設労働組合連合会）の協力により福島県安達郡と南相馬市
で石綿作業特別教育が開催された。また、東京労働安全衛
生センターは石綿作業主任者技能講習を実施する登録教習
機関として東京都と神奈川県で修了者約 1,500 名の実績が
あることから、宮城県と福島県でも教習機関登録をおこな
い、石綿作業主任者技能講習を開催した。特別教育では、
教育の前後に質問票に記入する方法で教育の効果を確認し

写真１：吹付け耐火被覆

た。また教育の中に石綿含有建材の目視判別方法を取り入
れ、その精度を評価した。
(6) アンケート調査
2013 年度には、調査のために立ち寄った仮設住宅など
で被災地の住民へ石綿についての知識、認識などの面談に
よるアンケート調査を実施した。また宮城県の特別教育受
講者を対象に労働者を対象に石綿についての知識と現場で
の対応について郵送によるアンケート調査を実施した。さ
らに 2013 年度末には岩手県、宮城県、福島県の津波被害
を受けた 32 市町村の災害廃棄物対策の部署へ、自治体で
の石綿対策を調査するために郵送によるアンケート調査を
実施した。

2. 東日本大震災被災地の石綿調査結果から

写真２：煙突

(1) 石綿含有吹付け材（石綿障害予防規則のレベル 1 建材）
本調査・活動で発見された石綿含有吹付け材は予想外に
少なかった。マッピングの結果から石巻市では 14 か所、
気仙沼市では 28 か所で吹付け耐火被覆が発見された。採
取できた吹付け材 82 試料のうち６試料（7％）に石綿含有
が認められたのみであった（表２）。阪神淡路大震災と比較
して吹付け石綿が少ないと考えられるが、その理由は、阪
神淡路大震災は吹付け石綿の禁止から 20 年後であり、そ
れらが多く残されていたため、クボタショック（2005 年）
を経て公共施設の吹付け石綿の多くは除去されたため鉄骨
造などの中規模の建物が建築されたのが主に 1980 年以降
だったため、石綿含有時期を過ぎていた等が考えられる。
また阪神淡路大震災以降に大気汚染防止法が改正され規制

写真３：波板スレート

が強化されたことにより、今回の震災では、阪神淡路大震
いた作業者、住民との話、また報告会参加者との意見交換

災の教訓から当初から各自治体は把握に努め、確認された

など、建物の状況と人々の防じん対策の状況から実行可能

ものは専門業者により除去工事が行われた。石巻市では建

な対策を検討した。

物調査を調査会社に委託し、吹付け耐火被覆が発見された

(5) 労働者教育

場合は専門の除去業者に除去を発注している。また気仙沼

宮城県石巻市でのリスクコミュニケーションを通じて、 市では石綿含有吹付け材が発見された建物の解体工事は中
止、先送りされた。この点は阪神淡路大震災後の復旧の過

2012 年度から本格化する被災建築物の解体工事に従事す
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程で吹付け石綿が除去されずに多くの建物が解体された状

されて実施していることを考慮すれば、実態はより悪いこ

況から改善した点といえる。少なくとも吹付け材について

とも考えられる。厚生労働省は 2012 年 10 月と 2013 年 1

は注意が払われ、対策工事が行われたと考えられる。

月に通達により石綿除去現場での対策の徹底を呼びかけた

しかし実際の除去工事では問題が生じている。 石巻市内

が、2013 年 11 月の段階では 20 件中５件の漏洩で 25％

の吹付けアモサイトおよび吹付けクロシドライトが施工さ

に増悪している。

れていた建物では、2012 年 3 月に専門業者により当該吹

また石巻市と除去事業者の協力により、市が発注した吹

付け石綿の除去が施工され、同年 8 月 21 日から建物の解

付け石綿除去の現場を見学する機会を得た。見学と関係者

体工事が開始された。しかし私たちが 8 月 30 日に解体工 （工事代理人）へのヒアリングから、通常の石綿除去工事の
事半ばの状態の現地を視察したところ、多数のクロシドラ

現状と被災後の石綿除去工事の困難性などについて聞き取

イトおよびアモサイトの塊が散乱している状況であった。 ることができた。震災後の石綿除去工事については建物の
石巻市災害廃棄物対策課と石巻労働基準監督署へ連絡し、 安全の確保が重要であり、そのために新たに補強工事が必
工事を一時停止し、飛散防止の措置がとられた。2012 年

要となる場合もある点、壁や床などが脱落している場合に

9 月 4 日の環境省・厚生労働省の東日本大震災被災地石綿

は密閉のために補強が必要になる点、壁面のひび割れなど

対策合同会議での石巻視察でも現地視察を行い経緯と現状

から外部への漏洩の可能性のある点などが指摘された。通

が報告され、厚生労働省は通達「建築物の解体等の作業に

常の除去工事であっても、過酷な作業条件となるために必

おける石綿曝露防止対策の徹底について〜第 8 回東日本大

要な人件費、使い捨てとなる保護具、飛散防止材、廃棄な

震災石綿対策合同会議の専門家意見を踏まえ〜」を発した。 どの費用の占める割合が高く、被災後の建物の場合は安全
少なくとも 10 日間にわたって解体工事が行われたことに

確保などのためにさらに追加の費用が必要となる。一方、

より、周辺へ石綿を飛散させた可能性がある。

作業は完全に外部から遮断された場所で行われ、行政の監

また厚生労働省と地方自治体が実施した除去の現場での

視も十分ではないために、「手を抜けば、それだけ儲かる」

測定でも少なくない現場で高濃度の石綿の飛散が確認され

状況にある。一方、クボタショック後公共工事の除去工事

ている。厚生労働省と環境省による東日本大震災被災地石

が急増したことから、除去業者が 20 倍までに急増したが、

綿対策合同会議では厚生労働省が調査した 80 の石綿除去

学校などの工事は 2-3 年で終了し、リーマンショックの

現場のうち約 16％にあたる 13 現場で漏洩が報告されてい

影響から工事が激減した。民間の解体工事では石綿除去工

る（表６）
。この状況は被災地で監視が強化されているた

事は解体業の下請けとなり、ダンピングを強いられ、安全

めに発見されているもので、発見されてはいないが日本全

対策の費用を削減しなければ利益がでない工事が増加して

国で同様の状況があると推察される。16% の石綿除去現場

しまった。いったん「手抜き」に手を染めてしまうと、元

で漏洩という現実は深刻に受け止めなければならない。全

に戻すことは困難となる。工事を監視するために立入検査

国で年間約 10,000 件の除去工事の届出があることから、 を行うのは地方自治体と労働基準監督署だが、地方自治体
1,600 件で漏洩のおそれがあることになる。行政による被

の担当者には石綿除去の専門家は少なく、異動のために知

災地での気中濃度測定などの調査は、現場の事業者へ予告

識が蓄積されず、労働基準監督署の衛生専門官は知識もあ
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厚生労働省は 2013 年煙突について注意喚起の通達を発
し、さらに 2014 年の石綿障害予防規則改正ではボイラー
技士などの煙突周辺の作業者への石綿曝露防止対策を強化
しているが、その後もたびたび問題が報道されている。
(3) 成形板等（石綿障害予防規則のレベル３建材）
り権限も強いが圧倒的に人数が少ない。また技術が未熟な
ために発生する問題は行政の立入検査でも発見されやすい
が、除去の専門家が意図的におこなう手抜きを見抜くこと
は難しい。漏洩を防止するためには除去業のライセンス制、
行政など第三者による監視の強化、罰則の強化を含む抜本
的な規制の強化が必須とのことであった。
(2) 煙突用断熱材
ボイラーなどの煙突を要する設備のある建物には石綿含
有煙突用断熱材が使用されている場合があり、断熱材の中
には、飛散しやすいアモサイトを 70-80％含有する断熱材
が煙突の内側に露出しているものもある。また煙突断熱材
は図面に記載がないこともあり、見落とされることも問題
となっている。また半倒壊している建物、地下のボイラー
室が水没していることにより除去工事が難しい建物、煙突
にアクセスできず調査が難しい建物もあった。
2012 年 9 月には釜石市の小学校で煙突内の断熱材が見
落とされて解体されている ( 朝日新聞 2012.11.14)。また
厚生労働省の調査でも漏洩が確認された現場 13 件のうち
４件が煙突除去の現場であり、2013 年の２件の現場では
いずれも高濃度（排気口で 433f/L と 540f/L）の漏洩があっ
た。被災地での事例はないが 2013 年 9 月には、さいたま
市で煙突内の断熱材の除去中に煙突の亀裂から石綿を漏洩
させる飛散事故（520f/L）が発生しており（2013.9.13 さ
いたま市発表）
、被災地で躯体に損傷を受けた建物の場合の
除去工事の難しさが伺われる。
煙突断熱材は石綿含有建材の中でも外部に露出してお
り、かつ風などの力を常に受けている特殊な材料である。
調査の段階での見落としも多い。最近では除去の際には超

津波被災地は漁港や港湾地域であり、水産加工の工場、
倉庫、工場が多いため波板スレートなどのスレート系の成
形板が大量に使用されている。1995 年には輸入された石
綿の 60％以上がスレート板に使用されており、この対策
は重要である。マッピング調査では、石巻市で 158 か所、
気仙沼市では 25 か所で発見された。実際の解体現場では、
対策は吹付け石綿と比べて遅れをとり、必ずしも十分な対
策が採られなかった。明らかに石綿含有の波板スレートを
破砕するような成形板についての不適切な工事はしばしば
見受けられた。作業者に話を聞くと、石綿含有の認識なく
工事を行っていることがほとんどであった。保護具も着用
していないことが多く、作業者の曝露の可能性は高かった
と判断される。成形板としては、スレート板の他にケイ酸
カルシウム板、ロックウール吸音板、石膏ボード、床用ビ
ニルタイル、床用ビニルシート、窯業系サイディング、押
出成形板スラグ石膏板など、ほとんど全ての種類の石綿含
有成形板が被災地でもみられた（表 2）。木造住宅でも屋根
（住宅屋根用化粧スレートなど）、壁（窯業系サイディング
など）、軒天（ケイ酸カルシウム板など）のように外装材、
風呂、台所などの壁や天井に石綿含有建材を使用している
可能性もあり、事前調査と対策は十分とは言いがたい。
作業者へのアンケート調査結果から、石綿含有建材の取
り扱いでは、63.5％が散水をしているものの、破砕せずに
除去しているのは 25％にすぎず、重機で破砕も 7.7％あっ
た。防じんマスクの着用と特殊健康診断も十分に実施され
ていない実態が明らかになった。自治体へのアンケート調
査結果でも、約半数の自治体は成形板等の石綿含有建材の
存在を知らないか、把握していない。
(4) 被災後の建材の調査について

高圧水を使用して削り取り、洗い流す方法が取られること
があり、報告されている漏洩事故はこの工法をとっている
場合が多い。漏洩の直接的な原因は、負圧排気装置の不具
合、躯体の損傷からの漏洩などだが、建物内の上下を貫く
竪穴部分にあたり、上下と建物内外の温度差、屋上の開放
空間での養生設営など困難な条件が多いことが関連してい
る。石綿含有煙突断熱材は、調査、管理、除去の各場面に
おいて、他の石綿含有建材にはみられない困難さがある。
煙突のある建物は基本的に鉄筋コンクリート造の比較的大
きな建物で、かつ公共性の高い建物が多いことから、個別
の煙突について調査し、リスクにもとづいて維持、管理す
ること、また除去工法についても検討すること、などの特
別な対策が必要である。

私たちの調査では建物を外から観察して石綿含有の可能
性のある建材を見つける方法でマッピングし、試料の採取
が可能な場合は写真を撮り試料を採取した。建物の内部に
入ることは危険であり、水没している個所もあり、屋根裏、
煙突、機械室、屋上など石綿含有建材の使用の可能性が高
く、通常の調査で確認しなければならない場所へのアクセ
スが制限される。被災してからの建物の調査は不十分にな
らざるを得ないことに留意すべきである。自治体へのアン
ケート調査でも、平時の調査が必要と回答した自治体は半
数以上にのぼった。阪神淡路大震災でも神戸市が今後必要
な対策として挙げている。震災が発生する前に、石綿調査
を実施することにより、建物に潜在するリスク要因を知り、
10

震災後の石綿対策が迅速かつ円滑に行われることが期待さ

と考えられ、高濃度の漏洩が発生している。吹付け石綿な

れる。

どのレベル１および２の石綿含有建材の除去の問題は①で

(5) 大気中の石綿濃度

指摘したとおりだが、測定値もそのことを裏付けている。

環境省、厚労省により広範囲で多数の気中石綿濃度測定

(6) 自治体、行政の対応

が実施されている。表 4 に震災アスベストプロジェクト

活動の中で、自治体による優れた対応がみられた。一例

が実施した結果と共に示す。一般環境については震災直後

としては、解体現場への散水車の貸与、吹付け材などレベ

に濃度が上昇し、その後減少する。2011 年 6 月の最高値

ル 1,2 建材の調査と除去工事の実施、行政による解体事業

56f/L は吹付け石綿除去現場の排風口からの漏洩で、石綿

者への教育の実施、石綿含有建材の判別研修の実施、石綿

繊維 52f/L であった。その後、環境省と厚労省は曝露防止

含有建材の自主回収、モニタリング等々である。震災後の

対策の徹底を求める通知を発している。一般環境というよ

非常に負担が重いなかで、重要かつ効果的な対策を採った

りも作業に伴う漏洩ではあるが、除去工事に伴う漏洩がそ

自治体が存在したことは特筆すべきで、特にレベル 1 およ

の後も多く確認されている。環境省、震災アスベストプロ

び 2 の建材が発見され、関係法令を遵守して除去されよう

ジェクトの調査ともに、一般環境については幾何平均では

とした点は評価できる。

全体を通じて 1F/L を越えていないが、間欠的な高濃度の
漏洩による曝露が懸念される。
作業環境については、阪神淡路大震災は震災から約半年
後の５−６月に高くなり、幾何平均 4.5f/L、最高値 19.9f/

反面、自治体へのアンケート調査では、およそ 4 割の自
治体で石綿含有建材特にレベル３建材の量的な把握ができ
ておらず、自治体発注の工事でも石綿対策工事の件数が把
握されていないことが明らかになった。

L で、その後下がっている。東日本大震災後の厚労省によ

この状況の大きな要因は、被災した 32 市町村のうち、

る作業環境の濃度調査では、幾何平均では阪神淡路大震災

大気汚染防止法上の規制を実行している自治体は、宮古市、

後よりも低いが、吹付け石綿等の除去の現場で 1,000f/L を

仙台市、いわき市の 3 市のみで、他の 29 自治体は石綿に

超える漏洩事故が発生している。震災直後ではなく 2013

日常的に関わる部署がなく、石綿担当者もいない点にある

年度に幾何平均値が上昇している。石綿の除去工事と解体

と思われる。平常時に石綿に関わる担当者がいない市町村

工事が長期間におよび、飛散リスクも長期間に及んでいる

で、震災後の非常時に石綿対策を考慮して建物の解体と災
11

害廃棄物処理ができると期待することには無理があり、こ
うした体制を見直す必要がある。当面の対策として、都道
府県の保健所、労働基準監督署との連携を強化し、非常時
の支援の方法を防災計画等に入れて備える必要がある。将
来的には小さな市町村であっても環境部署に石綿の担当者
を養成することが求められる。
(7) リスクコミュニケーションとリスク対策
今回の調査・活動でのリスクコミュニケーションとして
は、４回のシンポジウム、住民向けの説明会、相談会など
の企画に行政関係者、石綿関連企業も参加してもらうこと
により、意見交換の場を提供することができた。マッピン
グ、気中濃度測定、現場調査や聞き取り調査などの複数の
方法による NGO 独自の調査結果報告とマスクフィット研
修、石綿含有建材の見分け方などの実践的な企画の効果が
実感された。
2012 年以降の調査では石巻市、気仙沼市、女川町、南
相馬市を特定して調査と活動を行うことにより、住民、地
元の関係者、行政との関係を築くことができた。特に石巻
赤十字病院とのマスクフィット講習などの協力関係、石巻
市災害廃棄物対策課への石綿作業特別教育の提供は現場レ
ベルでの石綿対策を進める上で有効であった。気仙沼市で
はボランティア団体からの要請を受けて、建物の石綿調査
を国土交通省の石綿含有建材調査者制度の方法で実施して
いる。NGO の問題提起者としての役割は重要だが、関係性
を築き、問題解決へ向けた前向きな役割を果たすことも重
要であり、特に災害時の混乱と資源不足の状況においては、
その役割が求められる。
(8) 労働者教育
石巻市などの依頼を受けて、石綿作業特別教育の受講
者 450 名、石綿作業主任者技能講習の修了者 89 名に労働
者教育が実施された。特別教育受講者への受講前後のアン
ケート調査では、知識と対策の面で改善がみられた。一方、
受講後 6 か月から 1 年 7 か月後に郵送によって実際された
アンケート調査では、石綿含有建材の取り扱いのある作業
者でも非破砕で除去は 25% に過ぎず、特殊健康診断を受け
ている者は 1.9% であった。特別教育によって作業者の意
識が改善されても、実際の現場作業では、手間と費用がか
かる対策が採られておらず、教育が現場の改善につながっ
ていない現状がある。アンケート調査から震災以前から解
体業に従事していた作業者は 5% に過ぎず、事業者も解体
業以外であった可能性もあり、多くの事業者は小零細であ
ることも推察される。事業者への教育と支援も必要性が高
い。
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III. 熊本地震とアスベスト

2016 年 4 月に発生した熊本地震では、最大震度 7 の地

ティアセンターには簡易式の防じんマスクを 2500 枚届け

震が 14 日と 16 日の 2 回発生し、死者 211 人、全半壊 3

た。また西原町には 1000 枚の簡易式の防じんマスクを届

万９千棟という甚大な被害をもたらした。震災アスベスト

けた。

プロジェクトは震災発生から２週間後の４月 27 日に現地

夕方には熊本県の環境保全課と熊本市の環境政策課を訪

に入り調査を開始した。

問し、私たちの活動の趣旨を説明し、アスベストの状況を

1）第 1 回調査

聞いた。県と市ではアスベストの調査をすでに開始してお

第 1 回の調査は永倉冬史（中皮腫・じん肺・アスベスト

り、NGO の協力も歓迎とのことだった。

センター）
、中地重晴（熊本学園大学）と外山尚紀（東京労

今回の調査を踏まえて、震災アスベストプロジェクトで

働安全衛生センター）が参加し、外山が副代表理事を務め

は、現状での重要事項として①露出した吹付け材等からの

る一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会（以下調査

飛散防止のための調査、②今後公費解体される建物の事前

者協会）から副代表理事の落合伸行が調査者協会の先遣隊

調査の徹底の 2 点を指摘し、熊本県、熊本市、調査者協会

として同行した。

と協力して対策を進めることを確認した。

熊本空港が使用できないため福岡空港からレンタカーで

2）被災建築物のアスベスト調査

熊本へ向かい、約３時間かけて熊本市内に到着し、そのま

国土交通省による建築物のアスベスト含有建材を調査

ま市の中心部の建物調査を開始した。市街地は地震による

する公的な資格である「建築物石綿含有建材調査者」は

被害を受けた建物が多くみられるものの、倒壊建物は少な

2014 年に制度が始まり、調査者協会は今年 4 月に発足し

く、コンビニなどの店舗も一部は営業していた。市街地の

たばかりだが、熊本県と熊本市の要請を受けて調査者協会

調査はこの日と 4 月 29 日に行い、露出した石綿含有のお
それのある吹付けロックウールのある建物 17 棟を特定し
た。これらの中から許可を得て採取したもののうち、1 棟
から石綿が検出された。これらの結果は後日熊本市に伝え
られた。
4 月 27 日夕方、熊本学園大学を訪ねた。熊本学園大学
は私設の避難所となっており、震災当初は 750 人が避難し、
バリアフリーの設備を利用して障害者受け入れで注目され
た。当日は 100 人の方が避難していた。
翌日 4 月 28 日は震災で最も被害の大きかった益城町を
訪ね、町の中心部を調査した。建物の被害は甚大で、倒壊
した建物が多くみられ、吹付け材のある建物も 2 棟確認さ
れたが、いずれも石綿の含有はなかった。避難所となって
いる小学校では、昼間は避難所で過ごし、夜間には余震を
恐れて車中で宿泊する人が多くみられた。益城町のボラン
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アスベスト飛散の防止に寄与した。ま
た事前調査についても、環境省から徹
底するように通知が出された。これも
東日本大震災ではできなかった好事例
といえる。
３）第２回調査と熊本シンポジウム
第２回調査は、ひょうご安全セン
ターと明石市職員労働組合の協力に
よって、熊本市職員労働組合を窓口と
して震災廃棄物からのアスベスト飛散
を調査する予定でしたが、豪雨のため
実施できなかった。
6 月 21 日には「緊急シンポジウム
震災とアスベスト

阪神淡路大震

災、東日本大震災そして熊本地震」と
して主に一般の人にアスベストと震災
について知ってもらうことを目的とし
たシンポジウムを開催した。シンポジ
ウムでは、アスベストについて、阪神
大震災と熊本地震に被災して、東日本
大震災と２つの震災に学ぶアスベスト
対策そして熊本県と熊本市からも報告
を受けて討論した。
４）第 3 回調査
第 3 回 調 査 は 8 月 31 日 か ら 9 月
2 日まで実施された。被災地では被災
建築物の公費解体が始まり、災害廃
棄物の移動と集積が始まっている。8
月 31 日はひょうご安全センター、明
石市職員労働組合、熊本市職員労働組
合と協力して熊本市内の扇田環境セン
による被災建物調査が 5 月 19 日から 22 日に実施された。
15 名が 5 チームに分かれて 298 棟を調査し、アスベスト
飛散の恐れのある建物を特定した。熊本県と熊本市は予め
吹付けアスベストが施工されている可能性の高い鉄骨造の
建築物を選択していたために、効率が良い調査ができた。
現場近くにアスベスト分析用の顕微鏡を積んだ車両を配置
し、当日または翌日中に分析結果を出すことによって迅速
な対応が可能となった。多くの吹付け耐火被覆などの吹付
け材を把握することができたが、実際に分析するとほとん
どが石綿含有のない吹付けロックウールで、石綿含有は１
/10 以下であった。
特に飛散の可能性が高い建物 1 棟については緊急対策と
して除去工事が実施され、調査者協会は市から委託されそ
の監視業務を行い、7 月中旬までに工事は完了した。
初動の調査としてはこれまでにない迅速な対応ができ、

ターの災害廃棄物仮置き場で視察と気
中石綿濃度測定を実施した。9 月 1 日は、同じく熊本市内
の戸島の仮置き場で視察と気中石綿濃度測定を実施した。
２つの仮置き場とも、アスベスト含有建材を分別して受け
入れ、他の建材と分けてフレコンバッグに入れて管理して
いる。しかし、フレコンバッグに入れられたスレート板な
どのアスベスト含有建材は細かく破砕されており、一部は
露出していた。気中濃度測定の結果は図 3 および 4 のとお
り石綿濃度は最大で 0.54f/L で高くはないが、角閃石系の
石綿が確認された。
9 月 2 日は熊本市による解体現場の巡視に同行した。全
半壊した建物は公費で解体される。熊本市はその全数を巡
視して、アスベスト含有建材の適切な解体を指導している。
私たちは 2 班に分かれて 29 か所の解体現場を巡視した。
全般的に、古い木造家屋が大きな被害を受けており、アス
14

ベスト含有建材は少ない。破砕などの問題事例が少なく、
表示も適切にされている現場が多く、優秀だった。
５）第 4 回調査
第 4 回調査は 2017 年 1 月 24 日と 25 日に実施された。
公費による解体工事が約 35％程度進行している。この調査
でも熊本市の協力の元で、解体現場と災害廃棄物仮置き場
を巡視した。1 月 24 日は 2 班に分かれて計 42 ヶ所の解体
現場を巡視した。全国平均と比較して破砕などの問題事例
が少なく、表示も適切な現場の割合が多い。成形板につい
ての届出条例がある自治体と同レベルに優秀である。東日
本大震災では、被害の甚大さもあってアスベスト対策は後
手にまわった。震災後の被災地という点を考えると、熊本
での対応は特筆すべきといえる。労働基準監督署もアスベ
スト対策に力を入れて頻繁に巡視などを実施していること

写真 4：仮置場では石綿含有成形板が破砕され、一部が袋か

も奏功している。

ら出ている。

1 月 25 日は市内 3 ヶ所の廃棄物の仮置き場を巡視した。
前回の 9 月よりも廃棄物の量が増えているが、仮置き場内
は整然としており、良く管理されている印象を受けた。ア
スベスト含有建材も表示されて分別されている。しかし前
回と同様にフレコンバッグには細かく破砕された状態でア
スベスト含有建材が入れられていた。一部は袋にも入れら
れずに露出している。解体現場で破砕されて持ち込まれて
いると考えられる。細かく破砕することによってフレコン
バッグに入る量が増えることが理由のようだ。厚生労働省
は 2015 年 11 月、アスベスト含有建材は破砕せずに大き
なフレコンバッグに入れるように通達を出しているが、そ
れが守られていない状況が確認された。この状況は 1 月
27 日、厚生労働省化学物質対策課を訪ねて報告し、善処を
要望し、2 月 8 日に仮置き場での適切な取り扱いを求める
事務連絡が出された。私たちの要望の趣旨としては破砕禁

写真 5：仮置場で見られた細かく破砕されたスレート板。

止の徹底だったが、それについては 2015 年 11 月の通達
の徹底によって対応したいとのことだった。
５）まとめ
熊本地震後のアスベスト対策は、地元自治体の好対応に
よって、初動の調査が迅速に実施できた。改めて震災に備
える石綿含有建材の台帳整備の重要性が確認できた。予め
吹付け石綿と石綿含有吹付けロックウールが把握されてい
れば、更に迅速な対応が可能となる。震災後の解体工事で
の石綿対策も行政が主導して現状で可能な限りで的確に実
施されている。全ての現場を巡視している熊本県、熊本市
の努力は評価すべきで、そのために破砕などの問題事例が
少ない。しかし、実際には仮置き場で確認されたように、
石綿含有成形板が破砕されている。この現状を調査した上
でレベル 3 建材の法規制を見直すことを検討すべきだ。
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IV. アスベストをめぐる問題

2011-2017

こ の 章 で は、 東 日 本 大 震 災 が 発 生 し た 2011 年 か ら

4. 大気濃度測定の義務付け

2017 年までのアスベストをめぐる主な動きとして以下の

5. 大気濃度測定に係る評価基準及び測定方法

事項について検討する。２つの震災の経験とこれらアスベ

6. 特定建築材料以外の石綿含有建材を除去するに当

ストに関連する重要な動向を検討することにより、これか

たっての石綿飛散防止対策

らのアスベスト対策の方向性を探ることができると考え

２）改正のポイントと限界
報告書では法改正のポイントとして、①これまで「努力

る。
1. 大気汚染防止法と石綿障害予防規則の改正

義務」のみであった発注者責任を強化し、届出や事前調査

2. 建材中の石綿分析方法をめぐって

などを行う主体とすることが求められ、②石綿障害予防規

3. 建築物石綿含有建材調査者制度の開始

則のみが規定していた「事前調査」を大気汚染防止法でも

4. 総務省勧告の問題点

実施すること、③自治体職員の立入り権限については、こ

5. 地方自治体の条例制定の動き

れまで「届出」のあったもののみしか対象とできなかった

6. 教育とリスクコミュニケーション

ものを拡大し、同時にリソース不足を補うことと立入りの

7. レベル３対策

方法についてもマニュアル整備により技術的な支援が必要

8. 英国の石綿対策

である点が指摘されている。また、これまで自主的に行わ
れてきた大気濃度測定も義務付けを求め、それにともない

1. 大気汚染防止法改正と石綿障害予防規則の改正

適切な測定方法、測定制度の確保、環境基準の設定も求め

石綿除去現場での漏洩事故の発生と石綿含有建材調査の

ている。特定建築材料以外の石綿含有建材（成形板等、レ

不十分な例が明らかになり、石綿除去工事を規制する法律

ベル３建材）については作業基準を作成することが求めら

の一つである大気汚染防止法の改正を検討する専門委員会

れ、届出の義務化を検討すべきとしている。これまで行わ

が 2012 年に開かれ、８回の委員会を経て、中間報告をま

れてこなかった完成検査については、自主的な検査、自治

とめた。東京労働安全衛生センターから外山尚紀が委員を

体による立入検査を検討すべきとし、説明会などの周辺住

委嘱され、委員会に出席した。

民への情報開示も検討すべきとしている。しかし結果的に

１）中間報告の概要

改正点は、①工事の届出主体を事業者から発注者へ変更、

中間報告の目次は下記のとおり。

②事前調査結果の発注者への説明義務、③自治体の立入検

I 検討の経緯

査対象の拡大、④立入検査拡大に伴う罰則の拡大（違反者

II 総論

を直接罰する直罰の罰則は導入されなかった）、の４点にと

1. 石綿のリスク等に関する普及啓発

どまった。発注者責任の強化は、枠組みを変えるという意

2. 発注者責任の明確化

味で大きな改正と評価できるが、被災地などの経験から必

III 各論

須と思われる事項が先送りされた。
厚労省もこれに合わせて、石綿障害予防規則を①除去現

1. 事前調査の義務付け
2. 特定粉じん排出等作業の実施の届出の主体の変更

場での漏洩監視の強化、②保温材等レベル２建材の劣化に

3. 立入り権限の強化

よる労働者の曝露の防止、③レベル２建材の囲い込み、封
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じ込め作業の規制について改正した。②については煙突断

最後に議長は JIS-2 法は ISO22262 に準拠していないこ

熱材からに石綿飛散からボイラー技師などを守るための改

とを認識することを指摘された。日本で多くの分析機関が

正で、一定評価できるが、必要とされている抜本改正には

使用している JIS-2 法が国際機関の議長によって正面から

及ばない。

否定された。国際標準から逸脱している欠陥のある分析方
法を早急に廃止することが重要である。

2. 建材中の石綿分析方法をめぐって
石綿という発がん物質の有無の分析を誤ることは、生命

3. 建築物石綿含有建材調査者制度の開始

に関わる重大な問題である。東京労働安全衛生センターで

増改築を繰り返す建物の石綿調査は難しい。壁や天井に

は日本で普及しているアスベストの分析方法である JIS A

覆われて見えない部分があり、オフィスビルではテナン

1481-2 (JIS-2 法 ) について、国際的に認められている方法

トが替わると内装を改装することもある。国土交通省では

と異なる点、精度に問題がある点を指摘し、学会や研究会

2007 年の総務省による民間建築物の石綿含有建材の調査

などの様々な場所で見解を表明してきた。問題が指摘され

の促進のための調査方法の検討指示を受けて、社会資本整

てきた JIS-2 法だが、2014 年に定性分析法（製品にアスベ

備審議会アスベスト対策部会同ワーキング・グループを設

ストが入っているかどうかの分析方法）
、2016 年には定量

置し、2008 年から総合建設業、一級建築士、自治体、建

分析法（製品中にアスベストがどれくらい入っているかの

材分析、石綿除去業等の委員による多様な検討をおこない、

分析方法が国際標準である ISO 法を取り入れたことによっ

2013 年「建築物石綿含有建材調査者（以下「調査者」
）
」

て、一歩前進して、世界と同じ方法による分析が始まった。 の養成を開始した。2016 年 1 月には調査者資格取得者は
一方で日本独自の方法である JIS-2 法も廃止されずに使用

560 人となり、石綿調査の公的な資格制度として確立しつ

されている。

つある。

日本が 2006 年から JIS-2 法で採用している X 線回折法

2016 年 4 月、調査者有志によって「一般社団法人建築

による定量方法は、化学分析のように X 線回折の大きさに

物石綿含有建材調査者協会（以下「調査者協会」）」が設立

よって定量する方法だが、形態をみないという決定的な問

された。調査者協会は、調査精度の向上と調査者制度の活

題点がある。また JIS 法の X 線回折法は灰化と酸処理によ

用、調査者間の交流を目的として、管理除去技能向上、調

る減量ができない場合は 0.7％程度が定量下限となってし

査者活用、生涯教育、震災対応、地域交流のための各委員

まい、日本の基準である 0.1％含有の判定はできない。

会を設置し、講習会などを開催している。熊本地震では調

国際標準の方法は旧来の方法よりも優れているが、同時
に熟練を要するものでもあり、対応するためには分析技術

査チームを派遣し、熊本県、熊本市の調査に協力し、環境
大臣から感謝状を受けた。

者の養成が急務となる。
石綿分析の国際規格を作成したのは国際標準化機構（ISO)

4. 総務省勧告の問題点

TC147/SC3 のワーキンググループである。その議長であ

今年 5 月、総務省は「アスベスト対策に関する行政評価・

るエリック・チャットフィールド氏が 2017 年 1 月に来日

監視−飛散・曝露防止対策を中心として−結果報告書」お

し、ISO 法の概要と作成の経緯について講演した。

よび「同

結果に基づく勧告」を発表した。これは 2015

ISO 法 作 成 の 経 緯 の 中 で 議 長 は 以 下 の よ う に 話 し た。 年度の 1 年をかけて総務省行政評価局が現状の規制の遵守
2008 年に日本から提案があった X 線回折法を使用する定

状況、効果などを調査し、それに基づき関係省庁に改善を

性分析方法（現行 JIS-2）を ISO の Part3 としてワーキング

勧告するものである。

グループで検討が始まった。JIS-2 の精度を確認するために

勧告は、１. 解体時等のアスベスト飛散・曝露防止対策、

21 試料の未知試料を使用したブラインドテストを実施し

2. 災害時の対策、3. アスベスト含有建材の使用実態の把握、

た。しかし、そのうち５検体にフォールスネガティブ（石

の 3 部構成となっており、1. については (1) 事前調査、(2)

綿含有なのに不検出とした見落とし）があり、９試料につ

届出情報の共有と活用、(3) 掲示、(4) 飛散防止、(5) 立入検査、

いてアスベストが含有していない試料について「含有」と

(6) レベル３建材の６つの課題について、3. については (1)

いう間違い、すなわちフォールスポジティブという間違い

使用実態調査、(2) 台帳整備の２つの課題について調査結

を起こしてしまった。そのような経過から JIS-2 は石綿を

果と所見を示している。

分析するための充分な精度が保証されないことが明らかに
なり、2011 年に正式に ISO 化が見送られた。

報告書は 230 ページにおよぶもので全てについてすべて
についてこの紙面で言及することはできないので、今回は
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1. の (1) 事前調査について検討する。

5. 地方自治体の石綿関連条例の制定状況調査

勧告の根拠となる調査として、2010 年から 2015 年ま

大気汚染防止法での石綿規制が改正・強化され 2014 年

での公表された問題事例 52 例を独自に調査し分析してい

6 月施行された。実際に法律を執行する地方自治体では大

る。事例調査については、建材の種類と部位、問題の原因

気汚染防止法だけでなく「上乗せ条例」として独自の規制

を特定し、一部は誰がどのような過程で問題に気がついた

を追加している自治体もある。全国の地方自治体の条例の

かまで、調査されており、ここまでの調査はこれまでには

制定状況を調査するとともに、今回の改正にともない条例

なく、再発防止のための貴重な情報となる。しかし貴重な

の改正がおこなわれたかをホームページ、書面、電話、面

調査から導かれた所見は、
「周知徹底」
「問題事例の分析と

談などによって調査してまとめた。一覧表を表 5 に示す。

対策について注意喚起すること」
「奨励事例の取組みを進め

独自の条例を制定していいるのは 10 都府県（21％）であっ

ること」にとどまっている。例えば原因として最も多いの

た。大気汚染防止法上の政令市である指定都市、中核市お

は「目視では確認できない箇所の事前調査が不十分であっ

よび東京都特別区あわせて 86 市区（2014.4.1 現在）のう

た」の 32 例だが、これは事前調査の技術上の問題でもあ

ち条例のある自治体は７市区（8.1％）が把握されたが、こ

り、調査者の養成と技術の向上を対策として挙げることも

れが全てではない可能性もある。いずれにしても条例を制

重要であり可能である。また検討された 52 例は北海道 10

定している地方自治体は少数派であった。

例、宮城 7 例、神奈川 6 例、岡山と広島の 4 例で、これら

条例では作業中などの気中濃度測定を義務付けているも

5 道県で全体の 6 割を占めており、かつ大部分の問題事例

のが最も多く 10 自治体であった。気中濃度測定について

は自治体と監督署の職員によって発見されている。つまり

は条例以外でも要綱などで事業者に指導している自治体、

頑張って現場に行って問題を発見し、公表している自治体

また自治体が独自に測定を実施している自治体もあり、全

や監督署はごく一部であることが推察される。このことは、 国的な実情は把握できていない。次いでレベル３建材への
ほとんどの問題事例は発見されずに、漏洩事故が誰にも知

規制をしている自治体が 8 自治体、住民周知については４

られずに発生していることを示している。大多数の自治体

自治体、罰則を強化している自治体は３自治体であった。

などで監視が不十分な中で、
「周知徹底」や「注意喚起」程

レベル３建材の規制は、一定面積以上を使用している建物

度の改善策が有効とは思えず、抜本的な対策が必要である。 解体の際の届出を要するもので、面積は 10 から 1,000 平
大きな方向性として対策の推進が求められ、調査の部分

方メートルとばらつきがある。レベル３建材の規制につい

の充実さは認められるものの、勧告の部分が不十分で貧弱

ては兵庫県、川崎市などで届出を義務付けており、
「7. レ

な内容となっていると言わざるをえない。クボタショック

ベル 3 対策」で記載しているようにその効果が確認されて

から 11 年を経て、石綿の被害がますます顕在化する中で、 いる。昨年 4 月には沖縄県が生活環境保全条例にレベル 3
調査・分析・除去の対策の遅れによる被害を止めるために、 建材の対策を追加している。沖縄県の条例では届出だけで
行政評価を超えて対策の強化を求めてゆくことが重要であ

なく、湿潤、破砕禁止、開口部養生、高濃度の場合の吸じ

る。

ん装置などを入れた作業基準の遵守を義務付けており、日
本で最も厳しい規制となっている。
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6. 教育とリスクコミュニケーション
石綿のリスクの特徴は、①身の回りにあり、大量に残さ

養成大学の教育に取り上げる試み」榊原洋子他、「アスベス
ト問題に関するアクション・リサーチによる環境教育につ

れてる。②粉じんの曝露によって発がんという重篤な病気

いて」松田毅、
「埋もれた時限爆弾さいたまアスベスト被害」

を起こす。③粉じんは目に見えない。④病気の潜伏期間が

永田浩三の 3 題を口演した。

極めて長い。⑤発症の閾値がない（わずかな量の曝露でも

私たちの活動が関与して、教育のためのツールや教材が

発症することがある）
。⑥現実の大きな被害が発生してい

作成された。これらの教材を活用しながら教育とリスクコ

る。等である。こうした特徴から、特に①、⑤から石綿の

ミュニケーションを進めてゆくことが期待される。

リスクから無縁の人はいないと同時に、③、④からリスク

(2) リスクコミュニケーション事例検討
1991 年から現在まで、東京労働安全衛生センターおよ

が目に見えず、人々が理解することが難しい面がある。⑥

から、石綿についての基本的な知識は全ての人が共有し、 び中皮腫・じん肺・アスベストセンターが NPO として関与
リスクを最少にするための行動をとることが将来の石綿に

したリスクコミュニケーション事例 16 例について検討し

よる被害を最少にするために必要であり、そのための教育

評価した。検討と評価は永倉冬史（中皮腫・じん肺・アス

とリスクコミュニケーションが重要である。
「見えないリス

ベストセンター）と外山尚紀（東京労働安全衛生センター）

ク」をどのように伝えるのかが課題となっている。

が協議して行った。16 例の一覧表を表 6 に示す。
16 例のうち No.1 から 3 の 3 例は漏洩事故等による石綿

(1) 教育
2011 年震災被災地で始まった私たちの活動には、多く

曝露後の評価と対策に関するもので、これは一般にハザー

の教育関係者が参加してきた。その中からリスクを伝える

ドコミュニケーションとも呼ばれる。3 例のハザードコミュ

ための教材やツール作成に関わるものを紹介する。

ニケーションに共通しているのは、公共の学校または保育

①震災の石綿をテーマにした漫画制作

園での事故例であり、未成年者が石綿に曝露してしまった

2012 年 6 月の被災地調査に同行した神戸大学大学院人

事例として報道され、問題となり、事故後に自治体によっ

文学研究科の松田毅教授と神戸大学倫理創成プロジェク

て検討委員会などが設置されており、永倉または外山が委

ト、京都精華大学機能マンガ研究プロジェクトはこの調

員として参加している。これらを検討することは事故防止

査等を元にして「マンガで読む震災とアスベスト」（2014

の面から重要と思われるので、まずこれらについて検討す

年 3 月 20 日発行、A5 版 36 ページ）を制作した。中皮腫

る。

で祖父を亡くした主人公の大学生が東日本大震災被災を訪

No.1 の事例は、文京区立さしがや保育園での改修工事の

ねて石綿について考え、住民向けのセミナーを開催するス

際に吹付け石綿（クロシドライト）に接触し、一部を除去

トーリーで、石綿の特徴、防じんマスクの選び方、防護の

してしまったもので、工事期間の 14 日間にわたって園児

方法などが分かりやすく印象的に示されている。この作品

などが石綿に曝露した。検討委員会では石綿曝露による過

はスリーエムジャパン株式会社の支援により 13,000 部を

剰発がんリスクを推定し 6 × 10-5（10 万人に 6 人）とし

印刷し配布している。

ており、一般的に許容できるリスクレベルである 10-5（10

2015 年の解体現場調査に同行した武蔵大学社会学部メ
ディア社会学科の永田浩三教授と学生はこの調査等を元に
してビデオ「埋もれた時限爆弾

万人に 1 人）を超えた。保護者側の怒りと不信は大きく、
行政と業者を相手に損害賠償請求を提訴している。直接的

さいたまアスベスト被害」 な原因は、石綿について知識のとぼしい改修工事施工業者

を制作した。ビデオは石綿の被災者団体である「中皮腫・ が不用意に吹付け石綿に接触してしまったことにあるが、
アスベスト疾患・患者と家族の会」の会員の被災者を尼崎、 保育園を所管している行政側にも問題がある。工事前に行
東京、埼玉で取材し、被災者の苦悩を描き、解体現場の現

政側は「石綿はない」と保護者に説明していたが、保護者

状から将来の被害への警鐘を鳴らしている。

の指摘によって吹付け石綿があることを認めるという経緯

2015 年の名古屋でのマッピング調査に同行した愛知教

があり、その後「石綿はあるが、接触はしない」と説明を

育大学保健環境センターの榊原洋子准教授は、教員養成

変えている。つまり保護者から工事への不安を訴える声が

の授業に石綿のリスクを知り伝えることをテーマとして、 でていたにも関わらず、十分な検証をせずに事業者に任せ
マッピング、ルーペでの建材の観察などを取り入れている。 て工事をおこなったことが事故の原因の一つである。初期
2015 年 8 月の環境教育学会では特設のワークショップ会

の段階で行政と保護者が情報を共有し、石綿のリスクを検

場を運営して、学会参加者にこれらの教材を提供して実際

討することが行われていれば防止できた可能性がある。リ

に体験する企画を実施した。

スクコミュニケーションの欠如が深刻な対立を生じ、和解

2016 年 1 月に開催された石綿問題総合対策研究会では

金などの費用は 1 億円を超えた。
No.2 の事例は、佐渡市立両津小学校での石綿含有建材

「教育・啓発」のセッションを新設して、
「石綿問題を教員
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除去時の漏洩事故によるもので、生徒、教職員、保護者な

事前調査の重要性を示している。特に No.1 ではリスクコ

どが石綿に曝露した。行政は健康対策委員会を発足させ、 ミュニケーションの機会があったにもかかわらず適切な対
No.1 の事例にならって、原因の究明とリスクの推定を行っ

応をしなかったことが事故につながっている。No.2 は直

ている。委員会の報告書から、事故の原因は飛散の可能性

接の原因は工事中の負圧管理の失敗であるが、工事自体の

が少なく、
除去等の対策が不要と思われる石綿含有建材（吹

リスクとベネフィトが工事前に検討されていれば工事を回

付けリシンの下の取り残しの石綿含有吹付けひる石）を除

避する選択肢もありえたことから、事前のリスクコミュニ

去する際に、サンドブラスト工法という管理の難しい工法

ケーションの重要性が指摘されている。

を経験の少ない業者が施工したことによって負圧養生内か

残りの 13 事例は工事にともなうもの（10 事例）建物の

ら校舎内へ石綿を含む粉じんが飛散したもので、複数のリ

吹付け材からの飛散に関するもの（2 事例）、石綿の処分場

スクを増大させる要因が重複して発生し、増悪したと考え

に関するもの（1 事例）である。このうち評価の高かった

られる。それらは①工事自体が不要であった点、②工法、 4 事例を検討する。
③業者の経験不足、④生徒がいるなかでの工事、⑤避難

No.4 は公営市場の管理者である自治体と労働組合との協

させなかった点、である。推定された過剰発がんリスクは

議によって、継続的な改修・解体工事での監視を成形板も

-5

10 を下回ったことが報告された。
No.3 の事例は、大阪府立金岡高校校舎の軒天の成形板を
改修する際にその下に隠れていた吹付けクロシドライトの

含めて実行された例で、労働組合側も立入検査、気中濃度
測定を NPO に依頼して実施して工事監視の役割を果たし
た。

一部を対策なしに除去してしまったものである。改修時の

No.9 の事例では、当初、大規模解体工事の事前説明会で

建物の事前調査の失敗と業者の石綿についての認識の低さ

解体事業者の説明に不安をもった工事現場に隣接する公立

による事故と思われる。大阪府の教育委員会では専門家等

保育園の保護者が差し止め訴訟を準備するまでに至るが、

による教育委員会を設置して原因の究明とリスク評価を検

交渉の結果、工事解体事業者、自治体間で NPO が工事監

討中である（2017.3.1 現在）
。

視を実施する内容の工事協定を締結した。工事監視の過程

No.1 と 3 の事例は工事前の調査に問題があったもので、 では事前調査で見逃されていた吹付け石綿が発見され、飛
20

散を予防することができた。
No.11 の事例は、大規模開発にともなう解体工事への不

成形板は飛散しないという誤解が広がり、現場での曝露リ
スクを高めていることも指摘されている 11)。

安から周辺住民が NPO に相談し、事業者との交渉によっ

一部の自治体では条例により届け出等を義務付けて成果

て NPO が工事監視を実施している。この事例でも NPO に

を上げている。解体業だけでなく改修工事で取り扱うこと

よる事前漏れの石綿含有建材が発見されている。

もあり、多くの作業者が関わる点では、労働者教育の重要

No.15 の事例は、解体工事の説明会での事業者の説明に
不信をもった住民が NPO に相談し、説明会に参加して再

性も無視できない。こうした取り組みを広げて成形板対策
を強化する必要がある。

調査を提案した。事業者も不備を認め、再調査したところ

東日本大震災被災地での調査から、成形板などのレベル

石綿含有建材が発見された。その後工事協定を結び、工事

３建材を使用した建物の解体時の規制が不十分であること

現場の立入り見学が実施されるなど関係が改善し、工事を

から、現場では散水なしで破砕されることが多くみられた。

終了した。自治体の環境課も見学会などに立ち会った。

これは被災地に限らず、全国でみられる状況と考えられる。

以上４例に共通している点は、①住民、保護者などの強

延べ床面積 80 平方メートル以上の建物の解体工事の際に

力な参加、②説明会開催、③ NPO などの第三者による検査、 は建設リサイクル法によって、地方自治体の建築課などに
監視、④初期の失敗、不信の改善、⑤石綿含有建材の発見

７日前までに届出が必要である。この届出情報をもとに解

など飛散事故防止に寄与、⑥自治体の積極的な参加、⑦工

体工事現場を訪問し、石綿含有建材の取り扱い状況を調査

事業者による積極的な情報開示、が挙げられる。

した。対象は宮城県 A 市、埼玉県 B 市、神奈川県 C 市、東
京都 D 区、東京都 E 区、愛知県 F 市、神奈川県 G 市、東京
都 H 区、熊本県 I 市、神奈川県 J 市、兵庫県 K 市の 11 の

7. レベル 3 対策

自治体で実施した。

レベル３建材は、石綿障害予防規則により解体前の事前

結果を表 7 に示す。A 市は東日本大震災の津波被害地域

調査はもちろん現場での対策として散水などの湿潤化と破

であり、大気汚染防止法上の政令市ではなく、市には石綿

砕せずに除去すること（手ばらし）
、保護具の着用の他、 を扱う部署はない。A 市と C 市以外は大気汚染防止法上の
健康診断、特別教育、作業記録の保存などが義務付けられ

政令市であり、環境課などに石綿の担当者が常駐している。

ている。しかし、届出の義務がなく誰も監視していないた

レベル３について条例による届出義務があるのは J 市と K

めに法規制が守られていない状況が被災地以外でも見られ

市のみである。
解体現場を訪問し、石綿含有建材の状況を外から観察し、

る。2013 年 12 月 31 日の朝日新聞には東京都内で、スレー
ト板が施工されている建物が散水なしに重機で解体されて

掲示板の有無と掲示の内容を確認し、作業者がいるときは

いる状況が報告されている。輸入された石綿の大半が成形

石綿含有建材についてのパンフレットを渡し、注意を促し

板に使用されており、この部分の対策を広く普及させるこ

た。解体現場での石綿含有建材の取り扱い状況調査結果の

とが被害の最小化のために重要である。

まとめを表 7 に示す。793 現場を訪問したが、訪問時に解

成形板等を「非飛散性石綿含有建材」と呼ぶことがある

体工事が行われていたのは 243 件で、そのうちの 18.5％

が、これはもともと海外で Non-Friable つまり「非易損（壊

にあたる 45 件で石綿含有建材の取り扱い状況に散水せず

れやすくはない）
」
の意味であり誤訳である。この誤訳から、 に破砕されているなどの問題があった。これら以外では、
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散水と破砕しないで除去されていたことを確認できたわけ

働災害の発生確率は日本よりも 2 割ほど高いが、10 万人

ではなく、石綿含有建材自体が確認されなかったもので、 あたりの死亡者数は日本の１／４となっている（2005 年）
。
81.5％の現場が完全に適切に除去作業が行われていたとい

石綿対策も基本的にこの考え方だが、石綿のリスクは非常

うことではない。今回の調査では散水をしながら破砕せず

に大きいとされ、規制とその運用が厳しく管理されている。

に除去されていた現場はきわめて少数であった。A 市は問

1983 年、英国では石綿による死亡者の増加、疫学調査

題のある現場が 53.3％にのぼり、最も問題が少なかったの

と濃度測定データの蓄積から建設現場での石綿関連作業の

は K 市（3.8％）であった。条例によって成形板について

リスクが高いと判断されたために世界で最初に石綿除去な

届出義務のある自治体では問題事例の割合が低く、大気汚

どの作業にライセンス制を導入した。実はこれはあまりう

染防止法の政令市ではない自治体では問題事例の割合が高

まく機能せず、90 年代の除去現場はひどかったとマックス・

い結果となった。

ロパスキーさんは評している。その後 2002 年以降の改正
によって現在の体制となった。それは、(1) 個人資格とし

8. 英国の石綿対策

て①建材分析、②建物調査、③気中濃度測定、④完了検査、

東京労働安全衛生センターが関わる石綿問題総合対策研

⑤建物維持管理の 5 つの資格に整理され、(2) 新たに除去

究会と建築物石綿含有建材調査協会（ASA）による英国視

事業者のライセンス制度が導入され、(3) 除去作業に従事

察旅行が 2016 年 11 月から 12 月にかけて行われ、外山尚

する労働者、現場監督、経営者などには公的資格ではない

紀が参加した。短期間の滞在だったが、同行した EFA ラボ

がトレーニングコースが作られ、(4) 建物所有者に建物の

ラトリーズのエリック・イギナさんとジャーナリストの井

石綿リスクの調査が義務付けられた。

部正之さんの尽力によって、教育機関である NATAS の代

英国の石綿対策の特徴は、(1) 石綿のリスクが重大であ

表であるマックス・ロパスキーさんには半日、監督行政で

ることが認識され、高リスクに対して高度の対策を求める

ある HSE とその研究所 HSL では研究所の見学も含めて一

ことが労働行政主導で強力にすすめられている。日本の

日、そして労働者教育を実施している除去事業者の団体で

官庁が「縦割り横並び」から脱しておらず、リスクも過

ある ARCA でも除去現場を模した研修設備の見学を含めて

小評価しようとしているのとは対照的である。(2) 合理的

一日をかけて面談してお話をじっくり聞き、見学と意見交

な実効性を重視している。法律（The Control of Asbestos

換することができた。またマックスさんの紹介で石綿除去

Regulations 2012）には例えば「合理的な措置を講じなけ

現場も見学がかなった。

ればならない」とあるだけで、法律ではない行為準則 (Code

英国の石綿についての監督行政は、保健省の HSE（英

of Practice) でも「特定の作業に必要な技能（competence）

国安全衛生庁）がほとんど一手に担っている。日本では厚

があることの証拠を示せ」とあるだけである。証拠が示せ

労省、環境省、国交省の縦割りの弊害が指摘されているの

れば中身は何でもいいということだが、実際には行為準

と対象的だ。英国が今の石綿対策の体系を作り出したのに

則の下位にあたる HSE のガイド例えば除去事業者のガイ

は背景がある。英国は世界の最先端の工業国として発展し

ド（HSG247）には石綿曝露を防止するための必要な措置

てきた反面、産業活動が原因となる労働災害や公害問題が

が記載されており、基本的にそれに従って対策を採ってい

頻発し、大きな問題となった。18 世紀には世界で最初の

る。石綿の場合は厳格な管理が求められ、自主対応的な裁

職業ガンであるロンドンの煙突掃除労働者のタールによる

量の余地が小さいが、基本的にリスクアセスメントに基づ

陰嚢ガンが発見され、1952 年のロンドンのスモッグでは

く自主対応が根底にある。(3) 実効性を担保するための資

12,000 人が死亡した。産業活動がもたらす深刻かつ複雑

格、ライセンス、トレーニングなどの枠組みを重視。見学

で予測しにくい災害にどのように対処すべきか？という問

させてくれた除去現場は大学の研究所の地下にある長さ 20

題に対して、法律による規制は後手にまわり全てに対処す

メートルで人が入れるほどのパイプスペースだったが、除

ることは不可能なので、現場でのリスクアセスメントによ

去に 4 週間かかり、完了検査に９日間かかるとのことでし

るリスク対策という自主対応型の活動を主体にすべきとい

た。完了検査は除去とは別に発注されており、除去中は気

う趣旨の「ローベンス報告」
（1972 年）が出された。これ

中濃度の監視を常に行いオンサイトで分析し、問題があれ

により英国の労働安全衛生は法規準拠から自主対応に舵を

ば工事を止めなければならないし、完了検査で取り残しが

きった。英国の生産現場では細かい法的な基準は最低限だ

あれば指摘して再度除去させなければならない。除去業者

が、事業者はリスクアセスメントによってリスク管理をし

は労働者を曝露させてしまうとライセンスを失うかもしれ

ていなければ罰せられます。
「大きなリスクを許容しない」 ないし、検査業者は十分に監視できなければ資格停止や訴
逆にいうと「許容できるリスクはやむを得ない」という発

訟になるおそれがある。確かな仕事ができないと生き残れ

想で、日本とはだいぶ考え方が異なる。その結果として労

ない厳しい資格制度であることが実感できた。(4) たまに
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来る厳格な立入検査。除去現場の監督によれば、HSE の立
入り検査は頻繁ではないが、来ると非常に厳しく検査され、
改善命令、中止命令をためらわずに出す。当然、抜き打ち
検査です。最低の労力で最大の効果を得るには「平等主義」
ではなく、提出書類から判断して危ない現場に重点的に検
査に入る。(5) 労働行政主導で、労働者保護が第一。環境、
食料、農業地域省の環境局では廃棄物関連の規制をしてい
るが、HSE のように強力ではなさそうだ。環境局の HP で
は HSE へのリンクが多い。このことについて HSE の担当
者に尋ねたところ、労働者の被害者が大部分であり、労働
者のリスク対策が優先され、労働者の曝露が防止できれば、
住民も保護できる、とのことだった。
ARCA では除去現場での技術的に優れた学ぶべき点を目
にすることができた。現場を見ることができるパネルや

写真 5：ARCA の研修施設にて。模擬吹付けクロシドライ

トを湿潤化する練習。

CCTV、
1 時間に 8 回換気とそれに耐えられる木組みの養生、
除染車と温水シャワー、集じん換気装置などである。こう
した点を日本に取り入れることはそれほど難しくはない。
しかし英国の石綿対策の基礎となっているリスクアセスメ
ントとそれに基づく対策、そしてそれを実現するための枠
組みが長い時間をかけて作られ、鍛えられてきたことは容
易に真似することはできない。日本では、実際に被害が発
生している建設の現場での石綿濃度測定さえ義務付けられ
ていない。リスクを測らずにリスクアセスメントはありえ
ない。反面、労働安全衛生法の作業環境測定は有機溶剤を
使用する作業場は一律的に半年に 1 度の測定が義務付けら
れている。研究施設のように非常にリスクが低いことが明
白であっても例外はない。社会全体のリスクアセスメント
が不十分で、優先順位に誤りがある。英国における職域で

写真 6： シェフィールドの除去現場の入口。監視用の

CCTV が入口の上にある。

のリスクアセスメントを軸とした安全衛生政策を本質から
学ぶ必要がある。
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V. 2 つの震災とこれからの石綿対策への提言

1. 震災と石綿
日本において石綿規制の中心を担ってきたのは厚生労
働省（旧労働省）である。1960 年にじん肺法 等の法規制

翌 1996 年には環境省が大気汚染防止法を改正し、吹付け
石綿等の除去作業を特定粉じん排出等作業として除去時の
規制を開始している。
厚生労働省は前年の 2004 年 10 月に建材など 10 品目に

導入が講じられてきたが、具体的な石綿の規制としては、
1968 年に製造工場での排気装置が義務化され（労働省通

ついて石綿の使用を禁止し、クボタショックの直後に石綿

達）、72 年には特定化学物質等障害予防規則（特化則）に

含有建材の解体除去作業について規制する石綿障害予防規

よる規制が始まる。しかし 1975 年に特化則により吹付け

則を施行した。これによって、第２節で述べたような課題

石綿禁止、表示義務などが定められた後は、通知通達レベ

を残しながらも、現在の法規制の枠組みができあがった。

ルの規制はあったものの、法律、規則による規制強化は長

そして東日本大震災が発生した。

い間停止した。この間に米国では発がん物質としての管理

東日本大震災での石綿対策の一つの特徴は、阪神淡路大

を強化し、職業曝露の基準を 2f/ml から 0.5f/ml へ（1983

震災の総括から吹付け石綿などのレベル１建材について

年）さらに 1986 年には 0.2f/cc へと強化し、同時に建設

は、発見と対策工事が行われた点といえる。この点は評価

業を特に危険な業種として位置付け、それに特化した法規

できるが、実施されたレベル１工事での漏洩事故が頻発し

制に着手している。英国でも 1986 年に規制値を 0.5f/ml

ていたことも明らかとなり、これが大気汚染防止法改正の

に強化している。日本では 1975 年から 20 年間、
「学校パ

一因につながっていった。しかし、この改正は東日本大大

ニック（1987 年）
」を経ながら、1995 年の特化則改正ま

震災の教訓を踏まえたものか、という問いには残念ながら

で法律、規則による規制強化は行われず、規制値にあたる

未だ不十分と答えざるを得ない。

管理濃度を 2f/ml から英米並みの 0.15f/ml（クリソタイル

2 つの大震災を経て、石綿対策は進んだ側面があるもの

のみ）
、0.03f/ml（クリソタイル以外を含む）に強化するの

の、未だ不十分であり、吹付け石綿などの除去時の管理

は 2004 年にまで遅れた。石綿の輸入量も英国では 1980

の徹底と成形板等の対策の強化が必要である。その中で

年以降減少に転じているが、日本では 1990 年まで大量消

2016 年 4 月熊本地震が発生した。

費を続けてしまった。75-95 年の空白の 20 年間に日本は

熊本地震では、熊本県と熊本市の尽力によって、危険な

石綿を使用した諸外国の対策に大きく水をあけられてし

建物の早期発見、解体時のレベル３対策、仮置き場での分

まったのである。

別などの点で良好事例が見られた。しかし実際にはレベル

阪神淡路大震災はこの空白の 20 年間を終わらせる一つ
の契機となったといえる。労働省は 1995 年特化則を改正

３建材の多くが破砕されていた。自治体による監視には限
界があり、法規制の強化が検討されるべきだろう。

し、吹付け石綿除去時の規制を強化し、同時にクロシドラ
イトとアモサイトの使用を禁止する。もっとも、この改正

2. これからの石綿対策

は公布同年 1 月 25 日、施行 4 月 1 日であることから、阪

IV. 石綿問題 2011-2017 で検討したように、現状の石綿

神淡路大震災以前から検討されていたものではあるが、こ

対策は不十分である。建物に残された発がん物質を誰も管

の時期に施行されたことにより、震災後の吹付け石綿除去

理せず、利用者やメンテナンス業者は石綿曝露を受けてい

からの飛散抑制に一定の貢献をしたと考えられる。そして

るかもしれない。難しい建物調査と含有分析が資格不要で
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誰でもできる。除去業者にライセンス制も登録制もなく、 加すべき最重要の当事者は被害者とその家族である。最大
漏洩事故をおこして作業者と住民に発がん物質を吸わせて

の被害者団体である中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族

しまっても罰則はほとんど適用されず、仕事を続けられる。 の会は、2002 年厚生労働省に石綿の使用禁止を求める要
発がん物質の除去という危険きわまりない作業を誰も監視

請を契機に会が発足し、2005 年にはクボタ旧神埼工場周

していない。完全に除去できたか検査もない。明らかに規

辺の石綿被害の発見に寄与し、最近では石綿麻袋の再生工

制強化が必要である。同時にこれまで欠けていた観点の導

場での被害を調査、報告するなど石綿被害の発見と予防に

入が重要と思われる。戦略あるリスク管理による石綿管理

重要な役割を果たしている。同会の要請のとおりに 2004

である。

年石綿の使用は大幅に規制され、クボタショックを契機に

欧米などかつて石綿を大量に使用して現在は禁止または

職業曝露だけではない住民の被害に対応すべく石綿被害救

事実上禁止となっている諸外国での既存石綿含有製品対策

済法がつくられたことをみても、被害者団体の活動が政策

の軸は、リスクアセスメントとリスク情報の共有による対

の先を進んでいることがわかる。予防のための規制に被害

策である

実態を知る被害者団体が参加することが必要である。

。2013 年３月欧州議会は既存石綿廃止の展

12,13)

望に関する決議を採択した 14)。それは調査に基づくリスク

２つの震災では、国の対応が後手に回る中で、被災した

評価、リスク管理、計画的かつ安全な除去により、2028

一部の自治体では、困難な状況のなかで独自の優れた対策

年までに EU に石綿ゼロ社会を実現するという方針を打ち

をとるケースがみられた。阪神淡路大震災では神戸市の建

出している。残された含有建材は潜在的なリスク源となる

物調査、市発注工事へのチェック体制と不適正工事への規

が、リスクの大きさは建材の種類、状態、石綿の種類と量、 制、東日本大震災では仙台市の気中モニタリングによる漏
曝露可能性のある人の数と年齢などによって異なる。そし

洩事故の発見と廃棄物対策、石巻市での労働者教育は今後

て建物所有者、利用者、周辺住民、解体事業者、石綿除去

の対策への参考となる事例といえる。被災地以外でも大気

事業者、労働者などの関係者が、石綿の除去により利益を

汚染防止法の上乗せ条例を持ち、レベル３建材の規制、立

受ける者、リスクを負う者として、ときに利害を対立させ

ち入り検査の強化を行っている自治体が少数だが存在す

ながら関与する。当事者の参加によってリスクを評価し、 る。こうした条例に効果があることが私たちの調査で明ら
高いものから対策をとり、低減させることがリスク管理の

かになった。リスク評価とリスクコミュニケーションの良

発想であり、現代の複雑なリスクに対処するための基本的

好事例の水平展開を進めることで対策を全国に広めること

な手法である。石綿のリスクは重大かつ複雑であり、EU 決

が期待される。

議がリスク管理による石綿対策を打ち出していることは理
にかなっている。
一方、日本ではリスク管理の考え方が十分に根付いてい

これからの石綿対策のために、2 つの震災の教訓を踏ま
え、当事者の参加によるリスク管理を軸としたリスク低減
化が重要であり、今後も起こりえる震災を考慮するならば、

るとは言えない状況がある。労働安全衛生の世界ではリス

石綿ゼロ社会への計画をつくり、戦略と目標をもって社会

クアセスメントが管理手法として登場しているが、基軸と

の負ったリスクを解消することが望まれる。

なる発想は法律で規制するという法規準拠型で、リスクア
セスメントは 2016 年に化学物質のリスクアセスメントよ

3. 提言

うやく義務化された。一般の人々は、自宅などの身近に発 （1）全般的な事項
がん物質のリスクが存在すること自体が許容できないと考

①教育とリスクコミュニケーションを進めること。

える人々と、よくわからないけれども大丈夫だろうと考え

アスベストによる被害の大きさの情報が的確に労働者、

るまたは関心がない人々に二分される場合が多い。事業者

住民に伝わっていない。国レベルで考えるときに、アスベ

や自治体も住民に要求されて「絶対に大丈夫」と根拠なく

ストのリスクは大きく、対策の優先順位は高い。リスクコ

保証し、漏洩事故が起きても「測定値は基準値以下だから

ミュニケーションとして、国民全体にリスク情報を伝え、

安全です」と科学的に誤った説明で収拾しようとし、リス

対策を検討し、推進する必要がある。学校教育、社会人教

クに向き合いながら対処するケースは少ない。

育にアスベスト関する教育を入れることが必要である。

リスクコミュニケーションは当事者の意思決定への参加

②被害者が政策決定に参加すること。

が重要だがその点でも課題がある。環境、厚労省などの法

現状ではアスベスト産業の関係者が国などの政策決定に

制度に関連する検討委員会には、製造会社や大手ゼネコン

関わる委員会の委員となっている。アスベスト産業は被害

関係者などの石綿含有建材を製造、使用してきた業界側の

について責任を負うべき立場であり、石綿対策の意思決定

委員が多く、被害者団体を代表する委員はほとんどの場合

に関与することは「マッチポンプ」であり社会的モラルに

入っていない。石綿被害を最小にするための政策決定に参

反するため、ヒアリングを実施して情報を提供させること
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に止めるべき。国レベルのリスクコミュニケーションとし

現状では吹付けアスベスト等については届出が義務付け

て被害者がアスベスト対策に係る政策決定に直接参加する

られているが、最も量が多い成形板を含む建物の解体工事

ことが重要である。

は届出義務がない。これらの解体工事は小零細事業場が行

③現行の法体系を見直すこと。

うことが多く、工期が短く、行政機関が把握し管理するこ

現行の法体系では、同じ発生源に対して異なる観点から

とが難しいために作業者等のアスベスト曝露が懸念され

対策を義務付けているが、複雑で重複がある。法規制を 1

る。

本化し、建築物の所有者、管理者、除去事業者の責任と実

③除去工事を監視する仕組みを確立すること。

施すべき事項をまとめて示し、実行を容易にする。

除去工事は「手を抜けば、それだけ儲かる」と言われる。

④ゼロアスベスト社会へ向けた計画を作り、実行すること。 解体される建物のアスベスト除去工事は取り残しがあって
身の回りに発がん物質が大量に残されている状態は異常

も証拠が残らない。監視は必須であり、効果的な監視の仕

であるが、短時間に除去はできない。拙速を避け、安全か

組みを確立する必要がある。諸外国では、除去業者と別の

つ着実に除去することが重要である。

監視する会社が漏洩の監視と完全な除去の検査を実施す
る、また行政が監視する場合は抜き打ちで厳しい検査を実

（2）建築物のアスベスト調査、分析、管理

施することによって実効性を担保している。

①建物所有者等にアスベストの管理責任を課すこと。
建築物に残されている発がん物質であるアスベストに （4）震災に備えるアスベスト対策
よって現実の被害が発生している。誰も管理責任を負わな

①「防災基本計画」にアスベスト対策を明確に位置づける

いことは被害の拡大につながる。建物の所有者または管理

こと。

者の責任で管理することが求められている。
②調査、分析、管理を行う者の資格要件を決めること。
発がん物質であるアスベストを対象とした建物調査、含

災害時に避難所となる建築物の石綿含有建材調査を実施
すること。災害後の建築物の石綿含有建材調査の計画を立
てること。自治体、学校、職場などで防じんマスクを備蓄

有の分析、維持管理は難しいとされている。調査について

すること。などが必要。

は建築物石綿含有建材調査者制度があるが、調査者による

②震災に備えて建築物のアスベスト台帳を整備すること。

調査は法的義務ではない。分析、維持管理については公的

これまでの地震の経験から、あらかじめ建物のアスベス

な資格さえない。諸外国ではこれらの要所となる資格制度

トの使用状況を把握し、震災発生後すみやかに危険性の点

があり、合理的な管理ができている。これらの制度を導入

検と対策をとることができる。

する必要がある。同時に、これらの資格者の精度を維持管
理する制度を導入する必要がある。
③分析方法を国際標準に合わせること。
建材製品中の石綿含有分析については、日本ではこれま
で独自の分析方法が主流であったが、国際標準の方法では
ない。含有「あり」の建材を「なし」とする間違い、また
逆も起こすことが指摘されている。旧来の方法は使用を中
止すべき。
（3）建築物の解体とアスベストの除去
①アスベスト除去業をライセンス制とすること。
発がん物質であるアスベストを除去する際には最も飛散
リスクが高くなり、作業者の曝露や外部への漏洩の報告例
が多い。漏洩事故を起こしても、事業者が罰せられること
はまれで、その後の仕事も続けられる。行政などの公的な
機関が公正にライセンスを管理し、罰金、作業停止、ライ
センス中止などの措置により除去業者を管理することに
よって技術とモラルの向上が望め、事故を減らすこととが
できる。
②全ての石綿含有建材の除去を届出制とすること。
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