
  

 

 
 

 

第３回石綿問題総合対策研究会に参加して 

 

木村代表理事、石綿煙突の危険性を訴える 

除去業者のチムニーネットの立場から 

 

 厳寒の１月３１日から２月１日にかけて、大岡

山の東京工業大学キャンパスで、第３回の研究会

が開催されました。環境浄化技術協会からは６名

が参加しました。 

 

 この研究会は、長期にわたり深刻な被害をもた

らすアスベストにさまざまな立場で関わる人た

ちが、それぞれの専門領域を超えて情報を交換し

合い、討論していこうということで２年前に設立

されました。その趣旨の通り、学者・医師・国や

自治体の職員から、分析機関、環境団体、患者組

織、ゼネコン職員、石綿除去に関わる業者まで幅

広い層が一堂に会するもので、そこでの発表の水

準もたいへん質の高い研究会となっています。 

 

 会も３回を重ね、それぞれが自分の関心事を発

表するという段階から、協会を超えて同じ問題を

追求する協力関係がいくつも生まれるなど発展

を感じられるものとなっています。 

 

 環境浄化技術協会も、当初は勉強する位置づけ

で参加していましたが、アスベストばく露の今日

的な分野が、ビルの解体工事と被災地瓦礫にしぼ

りこまれてくる中では、解体工事の現場の話を業

者の立場から報告すべきだという議論になり、経 
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済優先で安全がなおざりにされているケースも

後を絶たないということを、アスベストの最前線

にいる関係者に知ってもらいたいという動機で

発言の機会を申し込みました。 

 

 一日目の午後、発表の機会を頂きましたが、こ

の日は藤林商会の藤林社長と進めているチムニ

ーネット（適正な工事を求める煙突除去業者のグ

ループ）として壇に上がりました。藤林社長に、

これまで煙突に係る石綿の飛散に警鐘を鳴らし

てきた経過などを紹介していただき、続いて協会

の木村代表理事が、煙突工事の実際と石綿浮遊の

危険、実際の防止のやり方などについて報告しま

した。 

 

 石綿煙突の何たるかを知らない方も多い中で

工事の実際を説明するのはたいへんでしたが、ア

スベストと向き合って仕事する業者からの発表

ということで会場の関心は高かったようです。 

 

 報告後の反響でいえば、さすがに工事関係者の

反応は鋭く、複数のゼネコン関係者の方が声をか

けて下さり、今後の提携や情報交換を約束しまし

た。また、地方の実際の作業を担当されるような

会社の方とも名刺交換をすることができました。 

 

 現在、注目を集めている「石綿建材調査者」制

度の唯一の監理団体である日本環境衛生センタ

ーからは、「石綿建材調査者」が少ない都道府県

での、調査者発掘ルートの相談などもあったこと 
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を付け加えます。 

 

 環境浄化技術協会としては、２月１８日の理事

会で、研究会の発展とともに協会の運動も進めて

いく必要があることと、チムニーネットとしては、

いったん発表の場をつくっていただいたからに

は、いろいろな機会で外部に継続的に発信してい

くことが必要だということを確認しました。 

 

 それにしても（毎年のことながら）北風の吹き

荒れる大岡山でした。 

 

 

インドにおけるアスベスト 
 

経営者たちはお茶や砂糖菓子を楽しみ、おしゃ

べりは高潮に達していた。ニューデリーの郊外に

ある彼らの工場は、「世界で最も貧しい人々に屋

根や壁やパイプを提供し、彼らの命を救っている

のだ。」と会合で経営者たちは言っている。 

 

 彼らの製品とは？ そうアスベスト。多くの先

進国では法律で禁止されているが、いまだに強力

に拡大している奴だ。インドは世界最大のアスベ

スト輸入者だが、インドだけで２０億ドルの産業

が３０万人に仕事を与えている。ＩＬＯやＷＨＯ、

医療研究者や５０ケ国以上の国が、肺に吸い込ま

れて疾病の原因になるから禁止すべきだと言っ

ている。ＩＬＯは、毎年、１０万人が職場での被

ばくによって命を落としていると推計している。

しかし、工場の経営者たちは、アスベストの会議

でリスクが大げさにされていると言っている。彼

らは自分たちの商売を、いまだに壊れやすい泥や

わらで造った小屋で暮らしている何十万人もの

インド人のための社会的な福利だと言っている。

「私たちは、ここでは商売をしているだけでなく、

国を支えているのだ。」とインドのアスベスト工 

 

業連盟の理事長＝アッバーヤ・シャンカーは語る。 

 

 しかし、彼らの社会からアスベストをなくそう 

としているインド人も少しいる。 

 

 東のビハール州のバイシャリという農村では、

住民たちは彼らの近所にアスベスト工場が建て

られることに怒っている。彼らは子供たちの理科

の教科書からアスベストの危険性を学び、アスベ

スト繊維が彼らの小さな藁ぶきの家に飛んでく

ることを恐れている。 

 

 子供たちが肺の病に罹ると、多くのインドの医

者では検査ができず、一人では治療ができないと

彼らは言った。彼らは工場の操業を中止するよう

陳情を行った。しかし、２０１２年１２月、操業

許可は更新され、何千人もの人々が１１時間にわ

たって主要道路で抗議を行った。混乱のさなか、

何十人かの村人が、半ばできあがった工場を破壊

した。「絶望の一瞬だよ・・」とある教師が工場

の報復を恐れ、匿名の条件で語ってくれた。「わ

れわれの怒りを表現するにはあれしかなかった

んだ。」 会社はその後訴訟を起こし、今も続い

ている。その中では何人かの村人が破壊と略奪の

罪で訴えられている。 

 

病気は何十年後 

 アスベストは耐久性があり、熱に強く、西側で

は長く絶縁物として好まれてきた。 

 

 医療の専門家は、どんな形であれアスベストを

吸い込むと、２０～４０年後には肺がん、中皮腫、

石綿肺その他の肺の病で死に至ると言っている。

日本やアルゼンチンやＥＵのすべての国を含む

何十ケ国もが、アスベストを永久に禁止している。

アメリカなど他の国は厳しくその使用を制限し

ている。アスベストロビーは、これまで無責任に 
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使用してきた西側の諸国によってアスベストが

不当に貶しめられていると言っている。６種類の 

アスベストのうちのひとつクリソタイル＝白石

綿は安全だとも。これは１９００年以来使われて

きたアスベストの９５％を占めている。医療の専

門家はこの見解を否定している。クリソタイル

（白石綿）は肺を覆う膜に集まり、まれに悪性腫

瘍の中皮腫を形成し、胸壁に穴をあけひどく苦し

む死をもたらすと研究は示している。「すべての

タイプの石綿繊維が原因となってさまざまな病

気をもたらし、早死に至る」と疫学協会の２０１

２年の基調報告は語っている。 

 

 現在、世界市場に出回るアスベストの大部分は

ロシアが提供している。豊かな国は、過去の使用

による健康上、経済上のツケを支払っている。ア

メリカの企業は、個人訴訟の積み重ねで、裁判史

上最大の少なくとも１３億ドルを支払っている。

西側では、建物のアスベストを除去するのに何十

億ドルが使われてきた。 

 

安全なギアーはない 

 

 インドアスベスト協会の議長アラン・サラフは、

インドは西側の失敗から学んできたと言ってい

る。協会加盟の１５社は、彼らの工場では最も厳

しい安全基準を守っていると。それは飛散する塵

は制限し、廃棄物は適正に投棄し、従業員には安

全マスク、手袋、そして保護衣を着用するよう義

務付けているということ。 

 

 インドでは、最も多くのアスベストは、セメン

トに混ぜられ、型にいれられ、波型の屋根板や壁

材、パイプになっている。板が裁断されたり破砕

されたとき、摩耗したり、天候で劣化したときに

は繊維を飛散し、飛散する繊維は材料の時と同じ

くらい危険だと科学者たちは指摘する。 

 

 ビハール州の操業中の工場やシャッターをお 

ろした工場を訪れた。ＡＰの記者はどちらにも、

工場の構内に砕かれた板や材料が野積みされ、ふ

たのない穴に捨てられているのを発見した。両方

の工場で、安全のための装備を何もつけない労働

者が、板のかけらを手にしているのを見つけた。

それらの工場でかって働いていた何人かに話を

聞いたら、マスクが与えられたのは検閲の日だけ

で健康診断もめったにしない、家へ帰るのに、衣

服や髪にアスベスト繊維をつけて帰り、家族を危

険にさらしてたなんて誰も気づかなかったとい

う。 

 

 ビハール州の州都の露天商ウメッシュ・クマー

ルは、彼が６００ルピーで売っているアスベスト

セメントの板には健康リスクがあることをずっ

と知っていた。しかし客に８００ルピーの錫やグ

ラスファイバー入りの代用品を勧めることはし

なかった。「この国の連中は貧しい。より安い金

で屋根が葺けるってわけだ。」 

 

 バイシャリでは、昨年、ビハール州知事によっ

て、アスベスト工場の許可が取り消された。しか

しインドの当局者の危険性についての意識はば

らばらで混乱したままだ。インドは１９８６年に

新しいアスベスト鉱山の操業を一時停止した。し

かし最高裁判所の二つの命令にも関わらずアス

ベストの使用は禁止されていない。 

 

 ナレンドラ・モディ率いる新政府の態度ははっ

きりしていない。にも関わらずバイシャリの抗議

行動は付近のボジュプールを含む新たな抗議行

動を巻き起こしている。「大勢の人が、この影響

に気づいていない。とくに文盲の連中は。」と道

端の茶店で茶をすすりながら語るマダン・プラサ

ド・グプタはボジュプールの村のリーダーである。

この店を何十年も前に建てたときには、アスベス 
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トが何なのかちっとも知らなかったという。その 

頭の上には、ぼろぼろになったアスベストセメン

トの屋根があった。（ジャパンタイムスの記事よ

り） 

 

 

有害鉄鋼スラグが群馬県内で 

使われていた。 

 

鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」（名古屋市）が、

渋川工場（群馬県渋川市）から排出され、六価ク

ロムなど有害物質を含む廃材「鉄鋼スラグ」を業

者に再生資材として販売する際、運搬費などの名

目で販売価格を上回る代金を払っていたことが

わかった。群馬県は、この取引が廃棄物処理法に

違反する疑いがあるとして、渋川工場を立ち入り

検査した。渋川工場では航空機の特別な部品を製

造する際、電気炉での精錬時間を短縮するフッ素

を含む蛍石を使用していた。 

 

渋川市によると、１９９６年から２００９年１

２月にかけて、大同特殊鋼の鉄鋼スラグを使った

公共事業のうち、遊園地や保育所など１１カ所で

土壌汚染対策法が定める環境基準を上回る六価

クロムやフッ素が検出されている。 

 

渋川市によると、土壌汚染対策法六価クロムの

環境基準は１リットル当たり０．０５ミリグラム

だが、市内の遊園地の駐車場で２２倍の１．１ミ

リグラムを検出。保育所駐車場ではフッ素が基準

（１リットル当たり０．８ミリグラム）の約８倍

の６．６ミリグラムを検出した。保育所は砂利と

して鉄鋼スラグを使用。園児が触れられる状態だ

ったが、昨年末に上から舗装した。 

 

大同特殊鋼は「鉄鋼スラグは商品価値が低く、 

運搬費などを負担しないと引き取ってもらえな 

 

い」と説明。渋川市内でスラグを使った施設が環

境基準を超えたことについては「工事した当時は

基準内だったはずだ」と話した。 

 

大同特殊鋼によると、０９年７月以降、子会社

を通じて、渋川市内の砕石会社に鉄鋼スラグを１

トン１００円で販売した際、加工処理費などとし

て販売管理を１トン２５０円前後払っていた。 

 

鉄鋼スラグの加工処理は１２年６月以降、大同

特殊鋼が行っており、販売管理費は大幅に削減し

た。一方、砕石会社が鉄鋼スラグ入り資材を工事

会社に売る際、工事現場までの運搬費などを大同

特殊鋼が肩代わりしていた。 

 

環境省によると、産業廃棄物をリサイクル商品

として販売する際、引き取り手に支払う代金が、

本来の金額を上回る取引のことを「逆有償取引」

という。 

 

大同特殊鋼広報の話：鉄鋼スラグは以前は埋め

立てていたが、処分場が減る中、最近はリサイク

ルを推進するようになった。リサイクル商品であ

って産業廃棄物ではない。逆有償取引には当たら

ないと考えている。 

 

大同特殊鋼の鉄鋼スラグは、２００８年以降、

群馬県内の国交省発注工事４５カ所で使われた

ことが判明している。その中には八ツ場（やんば）

ダムの建設予定地も含まれている。それ以外にも

群馬県や渋川市、前橋市の発注工事でも使われて

いて対策が急がれている。 

 

２０１４年２月１９日、太田昭宏国土交通相は

衆院予算委員会で、２００８年以降、群馬県内の

国道など４５カ所の工事で、大同製のスラグが使 

用されていたことを明らかにした。その答弁によ 
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ると、４５カ所のうち、前橋市の国道１７号など 

道路工事２４カ所では、アスファルトの下に敷く

下層路盤材として利用。このうち４カ所は六価ク

ロムやフッ素などの有害物質が検知されなかっ

たことを示す品質証明書が添付されていなかっ

たという。 

 

また茂木敏充経済産業相は、販売額より高い費

用を引き取り手に支払って高額な処分費用を免

れる「逆有償取引」をしていたとして、大同に対

し、聞き取り調査をし、再発防止を指導したこと

を明らかにした。答弁によると、逆有償取引が行

われたのは０９年７月～１２年６月で、茂木経産

相は「誠に遺憾」と話した。 

 

水資源機構群馬用水管理所は、群馬用水の幹線

水路沿いの道路で鉄鋼スラグを使っていること

から、同機構は３月に調査を行い、複数の地点の

スラグの溶出量がフッ素と六価クロムの基準値

を超えていたことを確認した。 

 

同機構は６月、水路沿いの道路約１．９キロに

あるスラグを撤去することを決めた。日本共産党

の塩川鉄也議員は「県内各地の路盤材で大同特殊

鋼のスラグが使われている。撤去に踏み切るのは

機構が初めてだ。今後の国土交通省や群馬県など

の対応に関わってくる。撤去までの経緯を聞きた

い。」と述べた。 

 

群馬用水管理者の壱岐宏所長は「調査では水質

に問題がなかったが、水路そばにあったことから、

（自治体など）水道事業者から強く撤去の要望が

あった」と説明。費用は、同社に応分の負担を求

めるとしている。 

 

 

鉛の汚染が発覚した宇都宮市 

 

日本地質汚染審査機構と宇都宮市の地域住民

の環境を守る会は、平成２６年１１月１３日、同

市内の平出工業団地と「冒険とこどもの森公園」

内で鉛による土壌汚染が発生していると発表し

た。同機構の地質汚染診断士である上砂正一氏は

「子供たちがキャンプなどで利用している公園

でも鉛による高濃度土壌汚染が発見され、事態を

重くみた結果、汚染の実態を知ってもらいたい。」

と説明会開催の経緯を述べた。 

 

 現場は宇都宮駅から東北線に沿って北へ行っ

た場所にある平出工業団地。説明会を開いた両者

によると同工業団地内で鉛蓄電池のリサイクル

を行っている事業者が、道路脇の側溝に高濃度の

鉛を含む排水を流し、環境汚染を引き起こしてい

るとして６年間にわたり調査を行ってきた。その

結果、最近になって環境基準の８５０倍の鉛を排

出している排水口を突き止めたとして発表に至

ったもの。 

 

 日本地質汚染審査機構によると平出工業団地

の中では、指摘している事業者以外に鉛を扱う業

者はいないとしている。 

 

 同工業団地に隣接しては多くの子どもたちが

キャンプや遠足で訪れる「冒険こどもの森公園」

があるが、ここの土壌からも最大で土壌汚染対策

法の基準の３９倍の鉛が検出されているという。 

 

 指摘された事業場は鉛含有水の排出の事実を

否定。宇都宮市は「当該事業場は水質汚濁防止法

にいう特定事業場ではないため排水基準は適用

されないと回答している。この他、警察や公害審

査会にも訴えたが動きはなく今回の住民説明会

に至ったという。 
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 宇都宮市の回答も、一般の市民感覚ではよく理

解できない回答だが、そもそも事業者も行政も、

鉛が検出されているという事実を前にしても動

きを見せないというのはいかがなものだろう

か？ 

 

 公園内では表層土壌からも高濃度の鉛が検出

されており、公園を利用する子供たちの健康を脅

かしているという指摘が宙に浮いているのであ

る。 

 

 ちなみにこの事業者は、「クリーン＆リサイク

ル」を合言葉に、と自社のＨＰではうたっている。

（環境新聞より） 

 

 

三島も藤村もがっかりするわ 

 

ひところ伊良湖ビューホテルのＣＭがＴＶに

よく登場した時代があった。渥美半島の突端にあ

り、三島由紀夫の潮騒の舞台にもなった神島を遠

望すると聞いただけで行ってみたいと思ったも

のだ。ホテルの先に連なる砂州「恋路が浜」が藤

村の「椰子の実」の着想の舞台だと聞けばなおさ

らである。 

 

 １０年ほど前に夢かなって家族と行ったのだ

が、大雨で眺望はゼロ。途中、メロン食べ放題の

店で、愛想の無い女将にがっかりした記憶がある。 

 

 さてこの伊良湖岬に向かう途中の田原市が、

「キャベツ畑のヒ素検出問題」で揺れている。 

愛知県が排出した下水道汚泥などを原料とする

「肥料」が搬入された農地から、国の土壌環境基

準の５倍を超えるヒ素が検出されたのだ。この

「肥料」の搬入に反対する市民からは「あれは肥 

 

料ではなく、産廃だ。肥料を偽装した産廃の不法

投棄だ。」との声が上がっている。行政資料によ

ると、「肥料」の原料は、愛知県や静岡県などの

自治体などからの下水道汚泥、大手食品会社など

からの食品残渣、業者からの木くずとされている

が、肥料製造会社は田原市の農家にそれを搬入し

ている。肥料が運ばれた農地の周辺からは、一昨

年秋から悪臭の苦情が田原市によせられている

という。 

 

 肥料製造元のタナカ工業は２００４年に静岡

県湖西市の農地に搬入した肥料が産廃とされ、静

岡県から撤去を命じられた経緯がある。その後、

田原市に搬入が始まった。 

 

 愛知県廃棄物監視指導室は「環境基準を超えた

からといって直ちに問題とは認識していない。必

要があれば成分分析も含め調べたい。」排出者で

ある愛知県下水道課は「下水道汚泥は年４回程度、

成分分析をして、有害物質が基準値以下であるこ

とを確認している。基準を超えることはあり得な

い」としている。 

 

 この手の事案では、肥料を偽装して廃棄物の不

法投棄が行われることはよくあるらしいが、なか

なか不法投棄を立証するのは難しいらしい。長野

県飯山堆肥センター事件では、異物混入を理由と

して堆肥にあたらずとした許可の取消処分が、最

高裁で取り消された事例も出ているくらいなの

だ。 

 

 それにしても近隣住民から悪臭の苦情があり、

ヒ素が検出されている事態に対する行政の対応

はあまりにもよそよそしすぎるのではないだろ

うか？ 

 

 


