
  

 

 
 

建築物石綿含有建材調査者制度 

平成 25年度の第一期修了者は 112名 

 

国土交通省が新しく創設した表題の資格制

度について、唯一の試験実施機関である日本環

境衛生センターは、今年 1～3 月（平成 25 年

度中）で合格者は 112 名と発表。 

これまでは大規模な民間建築物が国土交通

省による調査対象であったが、2007 年の総務

省の勧告（90 年以降に施工された民間建築物

にも対象を広げる）を受けて、新しい資格制度

が創設された。 

 環境浄化技術協会の関係者では、㈱アイ・エ

ヌ・ジーの吉田徹氏、と㈱エコ・エーの丹羽裕

幸氏が第一期生となった。 

 

 

平成２６年度の安全大会は６月２９日 

6月1日から全国安全衛生週間の準備月間が始

まりますが、環境浄化技術協会の安全大会は、

6月 29日(火)10時 30分より、松戸商工会館（旧

商工会議所）で行うことが決まりました。 

 今回は、レベル 3 のアスベストの飛散問題に

関連して埼玉県環境科学国際センターの川嵜

幹生氏が、講演を行うことになっています。 
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改正情報 石綿障害予防規則 

平成 26 年 6 月 1 日から、石綿障害予防規則

が一部変わる。 

改正のきっかけとなったのは、煙突内の石綿

含有断熱材（いわゆるレベル 2）が著しく劣化

している場合に、隣接する機械室でも、比較的

低い濃度の石綿繊維（9ｆ/Ｌ）の飛散が確認さ

れたため。 

改正内容としては、吹き付け石綿等（いわゆ

るレベル 1）に対応した石綿則第 10 条の措置

（除去、封じ込め、囲い込み等＋呼吸用保護具

の使用等）を、労働者に被ばくの恐れがある場

合には、レベル 2 の保温材、耐火被覆材につ

いても適用することになった。連動してこのレ

ベル 2 について、この適用がある場合には、石

綿障害予防規則の 3 条にいう「事前調査の実施

と記録」、同 4 条にいう「作業計画の策定と遵

守」同 5 条にいう「所轄労働基準監督署長への

作業の届出」が義務付けられることになった。 

 なお煙突内の石綿含有断熱材の問題以外で

も、吹き付けられた石綿除去の作業に労働者を

従事させる場合の事業者が講ずべき措置が一

段と厳しくなった。（石綿障害予防規則第 6 条

関連） 東日本大震災被災地での石綿等除去作

業の大気中濃度のモニタリングで、1 割程度外

部への石綿の漏れが確認されたためという。 

協協会会ニニュューースス  
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首都圏アスベスト訴訟、第二陣 

5 月 15 日、東京・横浜両地裁に、建材に含

まれたアスベストで健康被害を受けたのは、国

や建材メーカーが対策を怠ったためだとして

首都圏の建設労働者とその遺族ら計 167 人が、

国と建材メーカー43 社に総額 61 億円（患者一

人当たり 3850 万円）の損害賠償を求める訴え

を起こした。 

 6 年前の 2008 年にはやはり両地裁に訴訟が

提起されており、その結果は横浜地裁が 2012

年 5 月、原告側の訴えを棄却。同年 12 月の東

京地裁では逆に国の責任を認め、総額約 10 億

6400 万円の賠償を命じる判決が出された。（建

材メーカーの責任は認めず） 

 今回訴えたのは東京都や千葉、埼玉、神奈川

の労働者とその遺族。建設現場で働き、石綿を

吸って中皮腫や肺がんになった。68 人はすで

に亡くなっている。訴状によると、国は 70 年

代に石綿の危険性を認識した後も、製造や使用

を規制せず、建材メーカーも充分な対策を取ら

なかったとしている。 

 

 

レベル 3の石綿で公務災害・教員で初の認定 

「建材を切断した際に石綿が飛散し、 

教室の掃除などにより再飛散。それを吸引し

た。」（環境新聞より） 

 

教員がアスベストによる公務災害として認定

されるのも珍しいが、危険度が低いとされるレベ

ル 3 での認定も珍しい。認定したのは地方公務員

災害補償基金。（裁決はＨ26.3.19）認定を受けた

のは、北海道内の小学校に勤務していた元教諭の

Ａさん。Ａさんは 2002 年に中皮腫と診断され、

2005 年に死亡。公務災害を申し立てたが基金北

海道支部が認めなかったため遺族が審査会に異

議を申し立てていた。その結果「Ａさんは 6 つの 

 

小学校に勤務していたがそのうち 4 校で勤務期

間中に増改築工事が行われており、工事期間の推

定可能な 3 校で（1963～83 年度の、330～440

日）石綿を吸った」と認定された。もっとも危険

度が高い吹き付け工事には遭遇していないとの

こと。 

 

 

麻袋再生工場で労働者住民石綿被害 

アスベストを運ぶのに使った麻袋をリサイク

ル工場が 1970 年代まで、堺市内には少なくとも

5 か所あったという。「中皮腫・アスベスト疾患・

患者と家族の会」の発表によれば麻袋再生工場の

労働者と家族、近隣住民の 14 人が石綿被害を受

け、うち 10 人が中皮腫などで死亡していたとい

う。 

 使用後の麻袋に付着した石綿の粉じんをダク

トの口に着けて吸わせ、裁断して加工するなどの

作業が行われていたという。 

 父親を石綿被害で亡くし、自らも石綿が原因の

胸膜プラークが付いていると診断されたＫさん

は、危険性が知らされていなかった子供のころ、

石綿を扱う作業の一部は自宅の納屋でも行われ

ており、時々親の仕事を手伝ったという。 

 「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」

の事務局の片岡明彦さんによれば「石綿産業の多

かった他の地域でもありうる問題。労働者以外の

被害者も多いのに、そこに対策が行われていない

のが問題で、それが救済の遅れや今回のような問

題につながっているのだ。」とのこと。 
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1月 21日、ジャパンタイムス（1～2面） 

嘉手納のママたちは真実を求めている。 

6 か月前、沖縄本島の米軍防衛部局の二つの

学校の近くで危険なレベルのダイオキシンが

発見された。しかし、多くの基地で働く従業員

は今になって汚染の全体像を学びつつある。 

嘉手納空軍基地の毒された恐れのある施設

に子供を通わせている親たちはペンタゴンが

その危険性を自分たちに知らせず、汚染が校庭

に広がっているかどうかを調査をしないこと

に抗議している。多くの親たちは軍の当局が子

供たちを危険にさらしていると抗議し、回答を

要求するグループを作った。 

 親たちの脅威の焦点は、防衛部局がそこで働

く従業員のために運営しているボッブホープ

小学校とアメリアエアハルト中学校に向けら

れている。 

 さる 6 月、学校に隣接する民間の敷地を建設

労働者が掘ったところ 20 樽以上の化学薬品が

出てきた。続く数か月の検査によれば樽からは

高濃度のダイオキシンが発見された。発がん性

があり、免疫系統にダメージを与え子供たちの

発達に害となる物質だ。付近の土に含まれるダ

イオキシンのレベルは法的な規制値の 8.4 倍

と計測された。水の中には安全と考えられるレ

ベルの 280 倍が。この土地はかつて付近の空

軍基地に属していて 1987年に民間に返還され

たものだ。 

 「基地はおそらく何か月も前から気づいてい

たことを知ってとても腹が立つ。私たち親にこ

の情報を隠していたことをどうやったら正当

化できるのか理解できない。彼らは道徳的倫理

的観点から、子供たちに起こりうる危険につい

て警告をすべきだ。」と 10 歳の女の子をアメリ

アエアハルト中学校に通わせているジャニ

ー・マイヤースはジャパンタイムスに語った。 

マイヤースが汚染について初めて聞いたの

は、12 月 24 日付の「沖縄の学校のダイオキシ

ン禍について回答を求める」というジャパンタ

イムスの記事を読んだ後だった。親たちや地域

の住民に危険の可能性について伝えない当局

に怒りをおぼえて、マイヤースは 1 月 10 日に

「ボッブホープ/アメリアエアハルト・・・子

供たちを守ろう」というフェースブックグルー

プを立ち上げた。 

 グループには目下、130 名を超える会員がお

り、毎日会員が増え続けているという。「学校

にダイオキシンの脅威があるならば、巨大な公

共の圧力をかけて、アメリカの国家に責任があ

ることを認めさせ、この問題を解決して子供た

ちを守るようにさせる。」とマイヤースは言っ

た。嘉手納基地の当局と沖縄防衛部局の書簡の

やりとりによればアメリカの当局は、遅くとも

6 月には校庭と化学薬品の投棄場所の近さに

は気づいていたようだ。ジャパンタイムスが入

手した文書では樽の発見にひき続いた調査が

詳しく述べられている。過去の土地の使用に関

する疑問に対して嘉手納基地の当局はこう答

えている。「1980 年代の初めにはその場所に隣

接する土地は近くの嘉手納基地の小学校の野

球場や遊び場として使われていた。」 

火曜日、教師や親たちは危険の可能性につい

て知らされていたのかというジャパンタイム

スの質問に対し、在日米軍のパブリックアッフ

ェアーの指揮官デービッド・ホンチュルは、彼

らは聞かされていない親たちの抗議に回答し

た。「ドラム缶を掘り出したという報告があり、

嘉手納空軍基地が問題を細かく調査していた

のだ。」とメイルしている。ホンチュルはまた

困惑する親たちに再び請け合った。「人間の健

康や安全に相当な影響のある恐れに気づいた

ら嘉手納当局と在日米空軍は防衛部局の方針

に沿って適切な手段をとるだろう。」と。多く

の親たちはその回答は不十分であり遅すぎる

と感じた。 

「樽が掘り出され、発見されたダイオキシンに

よる恐れがわかった時点で、すべての親やすべ

ての嘉手納の人々に知らされるべきだった。」
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とティナ・イートンはジャパンタイムスに語っ

た。イートンは、しばしば 3 歳の娘を連れて校

庭で遊んだが、ダイオキシン被ばくによる健康

上の影響が娘にないか心配している。 

 そうしている間にも、基地の外の民間側では

日本の当局がさらなる汚染について調査を続

けていた。最近になって 7 缶の樽が見つかった

がまだ掘り出されてはいない。すでに子供たち

が遊ぶことを許された基地近くの土地とは違

い、こちらは一般人が近づけないように厳格に

遮断されている。 

 昨年 6 月に最初に発見された樽の周囲には

ダウケミカルカンパニーのロゴが表記されて

いる。ダウケミカルはベトナム戦争時における

「エージェントオレンジ」を含む軍事用枯葉剤

の代表的な生産者だ。それらの樽には調査によ

って、エージェントオレンジ 2 種類の存在を示

す成分が発見された。除草剤 2、4、5 トリク

ロロフェノシャセチック酸（2、4、5Ｔ）なら

びに 2、3、7、8 テトラクロロダイベンゾップ

ダイオキシン（ＴＣＤＤ）、もっとも致命的な

ダイオキシンだ。調査の結果について責任者の

愛媛大学の本多勝久氏は、1960 年代にペンタ

ゴンが何百万リットルものエージェントオレ

ンジを撒いたベトナムの汚染された土地に似

ているとしている。アメリカの軍事記録によっ

て 1971年の嘉手納基地の除草剤の備蓄品とし

てエージェントオレンジが登録されているに

も関わらず、ペンタゴンは沖縄にはそんな物質

は存在しないと繰り返し言明してきた。 

 嘉手納基地の学校が世間の耳目を集めたの

はこれが初めてではない。 

 1983 年には大量の使える弾薬がボッブホー

プ小学校の校庭から掘り出されたことが報じ

られている。 

 最近でも数多くの環境関連の事実が沖縄で

は明るみに出ている。 

 先週には、共同通信によって、1961 年から

1962 年にかけてペンタゴンが多くの生物兵器

のテストを行ったことを示す文書が公になっ

た。昨年の夏、われわれ（ジャパンタイムス）

は、米軍で作業に従事した人たちの証言で、

1969 年に、数トンの神経ガスが沖縄の海岸で

投棄されたという報道をした。 

 現在の日米地位協定では、基地の存在に伴う

環境破壊にはペンタゴンは一切の責任を負わ

ないということが定められている。しかしなが

ら 12 月になって、ワシントンは、現在の地位

協定を補うために環境管理協約を日本政府と

結ぶつもりだと述べた。ペンタゴンはそれによ

って基地の環境標準が改善されるだろうとし

ている。しかし疑う人たちは、それは名護への

新しい巨大基地を建設することに対する沖縄

の人たちの怒りを緩和させるための試みにす

ぎないと評価している。 

 しかしながらそれは嘉手納基地における軍

事汚染がフェンスの内側と外側の双方を結び

付けているようにも見える。 

 「私たちは子供に危険が及ぶならばそれを発

見しなければならない。それはアメリカ政府と

アメリカ軍の私たちに対する責任だ。そして沖

縄の人たちに対する。こんな危険な荒廃の発見

に対するこのまどろっこしい態度を（沖縄の人

たちは）評価しないだろう。そして私たちも。」

とイートンは結んだ。 
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2月 2日、ジャパンタイムズ（1面～2面） 

沖縄市に近い米軍の嘉手納航空基地の司令

官が子供たちの学校はダイオキシンに汚染さ

れていないとその両親たちに約束した直後、50

缶にあまる化学物質の樽が隣接した土地から

掘り出され、退役した米空軍の少佐が、学校の

敷地は、軍事用の枯葉剤を含んだゴミの、かつ

ての投棄・焼却の場所だと主張して申し出た。

くわえて基地に関係するさらに多くの親たち

が子供たちの深刻な病気はダイオキシンへの

被ばくに起因すると考え始めた。 

先週の火曜日（1 月 28 日）、緊急に開かれた

集会で、第 18 代司令官のジェームズ・ヘッカ

ー准将は、ボッブホープ小学校やアメリア・エ

アハルト中学校の校庭に隣接した場所の汚染

を、昨年の夏に知った段階で父母たちに知らせ

るべきであったと認めた。しかし一方では、お

よそ 100 名の基地の従業員やその家族からな

る聴衆に、基地そのものが汚染されていること

はないと再保証し、子供たちにいかなる害も及

ぼさないようスタッフができる限りのことを

していると言明した。 

 しかしながらその集会の数日後、沖縄防衛局

のメンバーは、1987 年まで基地に隣接してい

た土地から 50 缶にあまる樽を掘り出したのだ。

過去に発見された 33 樽に似て、最近のものは

ダウ・ケミカル・カンパニーのロゴが入ってお

り、そのうちの一つにはカタカナで「マラチオ

ン・・・殺虫剤」と記されていた。基地に雇わ

れた沖縄の従業員が使っていたことがうかが

われた。 

 金曜日（1 月 31 日）になって、最近の樽の

発見とその数が 83 にも上ったことを受けて防

衛大臣の小野寺五典氏は地方ＴＶのレポータ

ーたちに対して、政府としては樽の中味を調査

するとともにそれがどこで製造されたものか

などの詳細の収集にあたっていると述べた。く

わえて完全な詳細や発見の背景などはまだ確

認されていないとも。 

 以前の基地の周辺で掘り出された樽を調査

したところ高濃度のダイオキシンや除草剤が

見つかった。12 月には沖縄市当局もまた地表

の土に高濃度の砒素が含まれていることを発

表している。 

猛毒の樽が校庭の下にも埋まっているので

はないかという恐れは退役米空軍少佐ロナル

ド・トーマスの証言で高まっている。1960 年

代、10 代の少年として基地に住み、常々空の

樽をいま学校が建っているところの近くに運

んでいたというのだ。当時その土地は非公式な

投棄場所として使われていた。「樽は 55 ガロン

（入り）で、ときには 30 ガロンのもあった。

化学薬品のにおいがして、枯葉剤とかＫＡＢ特

別所有とか白く印刷されていたよ。」とジャパ

ンタイムスの最近のインタビューでトーマス

氏は語った。またトーマスは、ある樽は埋めら

れ、他は焼かれたり、沖縄の住人に売られてい

たよ、と語った。 

 彼が運んでいた樽が、60 年代や 70 年代にダ

ウ・ケミカルや他の会社で造られていたベトナ

ム戦争用の「エージェント・オレンジ」かどう

かは定かでないとも。250 名以上の退役軍人が

エージェント・オレンジは沖縄で撒かれ、貯蔵

され、埋められたと証言しているがペンタゴン

はエージェント・オレンジが沖縄に存在したこ

とは否定している。トーマスは、米軍嘉手納基

地や米軍情報誌「スターズアンドストライプ」

紙と接触して自分の考えを伝えて対処するよ

うに求めているが、両方とも彼の提案は受け入

れていない。「奴らは『パンドラの箱』を開け

たくないのさ。基地の偉い連中や日本の政府は

問題ないと言っている方がいいからね。」とト

ーマスは言った。 

 沖縄に住んで、子供が重篤な病気に罹った

10 組以上の両親が、二つの学校の汚染が原因

かもしれないという不安を表明している。彼ら

が苦しんでいる病状の多くが、ダイオキシン被

ばくによるとされる、異常出産、免疫不全、小
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児ガンなどだから。 

 2011 年から 2012 年にかけて沖縄に住んだ

テリーシャ・シモンズも、わが子の病気が基地

の汚染によるものかもしれないと心配してい

る母親の一人だ。「情報が私たちに知らされな

いことに不信感を抱いている。娘が骨ガンにな

っても息子が脳の嚢腫（のうしゅ）になっても

知らされないのだから。」とジャパンタイムズ

に語った。シモンズ家の主治医は子供たちの病

気について説明することができないでいる。息

子はボッブホープ小学校に通い、よくその空き

地で遊んでいたのだ。「どんな天気のときでも

息子は出かけていき、ときには濡れ、どろんこ

になり、汚れて家に帰ってきたわ。これが極秘

にされてわたしはおかしくなりそう。」と彼女

は言った。 

 第 18 代司令官の出席した火曜日の集会では、

基地の責任者は親たちに学校にある毒物のテ

スト結果はすべて明らかにする、と言明した。

多くの親たちは、地表から 15ｃｍの試料採取

で汚染の探索に十分かどうか疑問を持ってい

る。民間の土地に近い場所で発見された樽のい

くつかは地表から数メートル下に埋められた

ものだ。 

 基地側は学校の校庭のさらなる調査を今週

末行い、病気の子を持つ親には相談を受ける電

話番号を設けると言明している。 

 少なくとも学校のひとつは樽を掘り出す作

業が、基地周辺のフェンスの反対側を掘ってい

る間は、子供たちを外に出さないと言明してい

る。 

 

 

 


