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阪神・淡路大震災から２５年 

飛散アスベストによる健康被害を抑制するために 

 

 １９９５年１月１７日、兵庫県南部はマグニチュード（Ｍ）７.３の巨大地震に見舞

われ、甚大な被害を受けた。神戸・阪神間では多くのビルが倒壊し、全半壊家屋は約２

５万棟（2006年消防庁）に達した。 

 

その膨大な被災建物の中には、断熱・防火材などとしてアスベスト（石綿）が含まれ

ていた。建物の倒壊・解体とともに、そうしたアスベストは大気中に飛散した。当時の

環境庁調査によると、一般環境大気中のアスベスト濃度は、４.９本／㍑（クリソタイ

ル）との記録がある一方、民間研究者の調査では解体現場付近で大気１㍑中１６０本、

２５０本という桁違いの数字が報告されているが、飛散実体は十分に解明されていない。

街の中心部で毒性の強いクロシドライド（青石綿）がむき出しになった様子も目視され

ており、アスベストが飛散し大気中の濃度を押し上げた事実を重く受け止めなければな

らない。 

 

 アスベストは軽量で断熱性に優れ、安価である半面、極めて深刻な有害性がある。人

が吸い込むと、十数年～５０年という潜伏期間を経て悪性中皮腫や肺がんといった疾病

を引き起こすことが知られている。すでに阪神・淡路大震災でアスベストを吸い込んだ

とし、労働災害や公務災害として認定された労働者がいる。当時、多くのボランティア

が被災地入りしており、この問題は被災者、労働者だけでなく、全国から集まったボラ

ンティアにも目を向けなければならない。 

 

阪神・淡路大震災から２５年が経ち、官民のたゆみない努力で被災地は一見、再生を

遂げた。しかし、私たちは震災が終わったとは考えていない。アスベストの長い潜伏期

間を考えれば中皮腫等の発症のピークはこれからだ。今後、震災で飛散したアスベスト

による健康被害が本格化する可能性があるにもかかわらず、十分な対策がとれていると

は思えない。 

 

アスベスト対策は阪神・淡路大震災の被災地だけの問題ではない。今日でこそアスベ

ストの製造、販売、輸入が禁止されているが、約１０００万トンが輸入され、現在も多

くの建物の中に蓄積されている。大災害で一気に噴き出してしまう可能性すらある。 



南海トラフ巨大地震をはじめ全国各地が自然災害の脅威にさらされながら、飛散防止

の備えは十分ではない。 

 

 そこで阪神・淡路大震災で飛散したアスベストによる健康被害や、来るべき大震災に

備え、私たちは次のような取り組みを提起したい。 

 

 

■災害時のアスベスト飛散の危険性、対策の必要性を周知し、自らの命・健康を守る「市

民力」の向上を図る 

 

■阪神・淡路大震災当時の被災地に居住歴があり、悪性中皮腫等のアスベスト関連疾患

を発症した人の追跡調査 
 
■「阪神・淡路大震災によるアスベスト曝露」を考慮した労災・公務災害認定 
 
■石綿健康被害救済制度に「震災時の曝露」を位置づけ、アスベスト被害者の救済・補

償制度の拡充 
 
■阪神・淡路大震災当時、解体作業等の復興事業に携わった労働者を対象とした健康モ

ニタリング調査 
 
■行政等の防災計画に「アスベスト対策」を明記。巨大地震に備え、避難所・防災資機

材倉庫でのマスクの備蓄 
 
■平時の備えとしてアスベスト含有建築物の調査・公表 
 
■平時の備えとしてアスベストの安全な除去の促進 
 

■建物解体時における労働・周辺曝露を防止するための有効な公的措置の徹底 

 

■アスベスト廃棄に伴う中間・最終処理段階での労働・周辺曝露の防止のための公的措

置の徹底 

 

■災害時のアスベスト飛散と健康被害についての研究促進 
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＞ ◇中村洋和＜山口県宇部市＞ ◇中村幸恵＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の

会＞ ◇中村璃子＜山口県宇部市＞ ◇名取雄司 ◇成田博厚＜名古屋労災職業病研究会

＞ ◇新美資斗＜愛知教育大学学生＞ ◇新美知子＜ストップ・ザ・アスベスト西宮＞ ◇

錦戸靖子＜兵庫県明石市＞ ◇西田雄哉＜愛知教育大学学生＞ ◇西之原和弘＜山口県山

陽小野田市＞ ◇西之原侑子＜山口県山陽小野田市＞ ◇西村千秋＜ストップ・ザ・アス

ベスト西宮＞ ◇西村宏子＜ストップ・ザ・アスベスト西宮＞ ◇西村泰光＜川崎医科大

学衛生学 准教授＞ ◇西本妙子＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇西山和

宏＜ＮＰＯ法人ひょうご労働安全衛生センター事務局長＞ ◇白野光造＜神戸市灘区＞ 



◇橋本弘子＜東京都中野区＞ ◇橋本文治＜東京都中野区＞ ◇長谷川俊英＜堺市議会議

員＞ ◇服部桃子＜愛知教育大学学生＞ ◇鳩野佐規子＜中皮腫・アスベスト疾患・患者

と家族の会＞ ◇花崎直美＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇花田美津子

＜山口県宇部市＞ ◇花田みどり＜山口県宇部市＞ ◇浜 尚美＜神戸クロスロード研究

会＞ ◇濱田逸子＜兵庫県神戸市＞ ◇浜田紀男＜大阪府堺市＞ ◇濱田展男＜兵庫県神

戸市＞ ◇浜田律子＜大阪府堺市＞ ◇林 星河＜愛知教育大学学生＞ ◇原 圭資＜愛

知教育大学学生＞ ◇原 修子＜中皮腫サポートキャラバン隊副代表＞ ◇原田 尚＜山

口県宇部市＞ ◇原田大吾＜愛知教育大学学生＞ ◇原田美智子＜山口県宇部市＞ ◇原

田弥生＜山口県宇部市＞ ◇日置彩乃＜愛知教育大学学生＞ ◇平岡和久＜立命館大学教

授＞ ◇平方かおる＜関西アスベスト訴訟弁護団・弁護士＞ ◇平田忠男＜中皮腫・アス

ベスト疾患・患者と家族の会尼崎支部＞ ◇平野敏夫＜（特非）東京労働安全衛生センタ

ー代表理事＞ ◇福谷朝夫＜山口県宇部市＞ ◇福田靖美＜中皮腫･アスベスト疾患･患者

と家族の会ひょうご支部世話人＞ ◇福村久美子＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告＞ 

◇藤井正實＜芝診療所所長＞ ◇藤岡昌吾＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告＞ ◇藤岡

秀子＜山口県山陽小野田市＞ ◇藤岡フクミ＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告＞ ◇藤

澤 伸＜山口県宇部市＞ ◇藤澤千鶴子＜山口県宇部市＞ ◇藤田正一＜山口県宇部市＞ 

◇藤田萌霞＜愛知教育大学学生＞ ◇藤田眞由美＜山口県宇部市＞ ◇藤原妙子＜中皮腫

サポートキャラバン隊副代表＞ ◇藤原智絵＜大阪アスベスト弁護団・弁護士＞ ◇古川

和子＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇古橋龍馬＜愛知教育大学学生＞ ◇

古谷杉郎＜石綿対策全国連事務局長／全国労働安全衛生センター事務局長＞ ◇細江太郎

＜ストップ・ザ・アスベスト西宮＞ ◇細江美加＜ストップ・ザ・アスベスト西宮＞ ◇堀

池由美子＜兵庫県丹波市＞ ◇堀尾康太＜愛知教育大学学生＞ ◇堀越信幸＜北海道小樽

市＞ ◇本砥昌子＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇本間真佐美＜札幌市

東区＞ ◇牧美紀代＜名古屋労災職業病研究会＞ ◇正木紀道＜明石市＞ ◇枡田憲宏＜

山口県宇部市＞ ◇枡田広美＜山口県宇部市＞ ◇枡田優子＜山口県宇部市＞ ◇松尾修

史＜愛知教育大学学生＞ ◇松崎歩＜山口県宇部市＞ ◇松崎和成＜山口県宇部市＞ ◇

松沢麗奈＜（一社）建築物石綿含有建材調査者協会＞ ◇松島和枝＜中皮腫アスベスト疾

患•患者と家族の会関東支部事務局＞ ◇松島恵一＜中皮腫アスベスト疾患•患者と家族の

会副会長＞ ◇松田 毅＜神戸大学教授＞ ◇松原 保＜尼崎労働者安全衛生センター議

長代行＞ ◇松本敏廣＜西宮市＞ ◇松本優希＜愛知教育大学学生＞ ◇丸本亜香利＜沖

縄県宜野湾市＞ ◇丸本喜美子＜広島県廿日市市＞ ◇丸本好太郎＜沖縄県宜野湾市＞ 

◇丸本津枝美＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇右田孝雄＜中皮腫サポー

トキャラバン隊共同代表＞ ◇三澤裕香＜大阪アスベスト弁護団・事務局＞ ◇水谷友紀

＜愛知教育大学学生＞ ◇水野華歌＜愛知教育大学学生＞ ◇水野真希＜愛知教育大学学

生＞ ◇水野玲子＜ＮＰＯ法人ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議＞ ◇三田村彩

音＜愛知教育大学学生＞ ◇南慎二郎＜立命館大学政策科学部授業担当講師＞ ◇宮下寿



美子 ◇宮下道男＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告共同代表＞ ◇宮波昇汰＜愛知教育

大学学生＞ ◇宮本憲一＜大阪市立大名誉教授＞ ◇向井綺音＜愛知教育大学学生＞ ◇

向笠眞弘＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会神奈川支部世話人＞ ◇村上 博＜

西宮市＞ ◇村上博子＜全労協全国一般東京労働組合日本エタニットパイプ分会長＞ ◇

村川昌弘＜関西アスベスト訴訟弁護団・弁護士＞ ◇村田 浩＜大阪府豊中市＞ ◇村松

昭夫＜大阪アスベスト弁護団団長・弁護士＞ ◇村山武彦＜東京工業大学教授＞ ◇森 

裕之＜立命館大教授＞ ◇森 亮太＜医療法人八事の森理事長、名古屋労災職業病研究会

代表＞ ◇森井久美子＜大阪府豊中市＞ ◇安居 隆＜福井県坂井市＞ ◇安居春美＜福

井県坂井市＞ ◇安田いづみ＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告＞ ◇安原邦博＜大阪ア

スベスト弁護団・弁護士＞ ◇八谷隆太郎＜愛知教育大学学生＞ ◇矢野哲司＜神戸市須

磨区＞ ◇藪 利美＜福井県坂井市＞ ◇山際あつみ＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告

共同代表＞ ◇山際祥平 ◇山際元幾 ◇山口みさえ＜芦屋市議会議員＞ ◇山口美智子

＜和歌山県和歌山市＞ ◇山崎莉奈＜愛知教育大学学生＞ ◇山田智津子＜山口県宇部市

＞ ◇山中 薫＜中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇山本 愛＜東京都練馬

区＞ ◇山本 哲＜山口県宇部市＞ ◇山本果南＜愛知教育大学学生＞ ◇山本圭子＜関

西建設アスベスト大阪訴訟原告＞ ◇山本恵子＜山口県宇部市＞ ◇山本華蓮＜愛知教育

大学学生＞ ◇山本華音＜愛知教育大学学生＞ ◇山本百合子＜関西建設アスベスト大阪

訴訟原告共同代表＞ ◇柚岡一禎＜泉南アスベストの会共同代表＞ ◇横田一代＜中皮

腫・アスベスト疾患・患者と家族の会＞ ◇余語博之 ◇余語美保＜関西建設アスベスト

大阪訴訟原告＞ ◇吉岡千絵＜関西建設アスベスト大阪訴訟原告＞ ◇吉田かおり＜兵庫

県丹波市＞ ◇吉田浩司＜アスベスト訴訟関西弁護団・弁護士＞ ◇よつや薫＜西宮市議

会議員＞ ◇我妻真人＜愛知教育大学学生＞ ◇渡邊あみ＜愛知教育大学学生＞ ◇渡辺

益孝＜中皮腫サポートキャラバン隊副代表＞ ◇渡部哲治＜山口県宇部市＞ ◇渡部正子

＜山口県宇部市＞  
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