
別紙
吹付アスベスト等が使用されていて、未対策な施設（棟）

（建物名） 都道府県 市町村

衆議院 衆議院 国会前庭（北地区） 憲政記念館 東京都 千代田区永田町１－１－１ 平成21年度除去予定

最高裁判所 最高裁判所 庁舎（３棟） 東京都 千代田区隼町４－２

東京高等裁判所 東京高等・地方・簡易裁判所 庁舎 東京都 千代田区霞ヶ関１－１－４

東京地方裁判所 東京地方裁判所八王子支部 庁舎(２棟） 東京都 八王子市明神町4-21-1 平成22年度解体予定

大阪高等裁判所 大阪高等・地方・簡易裁判所 庁舎 大阪府 大阪市北区西天満2-1-10

神戸地方裁判所 神戸地方裁判所洲本支部 庁舎 兵庫県 洲本市山手1-1-18 平成2１年度対策予定

長野県警察本部 警察学校 本館 長野県 長野市松代町西条字舟折3929 平成2１年度除去予定

長野県警察本部 警察学校 厚生館 長野県 長野市松代町西条字舟折3929 平成2１年度除去予定

総務省 東北総合通信局 仙台第２合同庁舎 事務庁舎 宮城県 仙台市青葉区本町３－２－２３
飛散・劣化は認められず石綿粉塵濃度測定を
実施している。

盛岡地方検察庁 盛岡法務合同庁舎 車庫 岩手県 盛岡市内丸８－２０

東京法務局 九段第２合同庁舎 本局庁舎 東京都 千代田区九段南１－１－１５

宮崎地方法務局 宮崎地方法務合同庁舎 庁舎 宮崎県 宮崎市旭２丁目１－１８ 平成2１年度解体予定

福島地方法務局 宿舎 宿舎 福島県 西白河郡

東京矯正管区 新潟刑務所 浴室棟 新潟県 新潟市江南区山二ツ３８１－４

名古屋矯正管区 宿舎 宿舎 福井県 福井市

名古屋矯正管区 岡崎医療刑務所 収容棟 愛知県 岡崎市上地４－２４－１６

名古屋矯正管区 宿舎 宿舎 愛知県 岡崎市

高松矯正管区 宿舎 宿舎 愛媛県 東温市

高松矯正管区 宿舎 宿舎 愛媛県 東温市

高松矯正管区 宿舎 宿舎 愛媛県 松山市

高松矯正管区 宿舎 宿舎 愛媛県 松山市

福岡矯正管区 宮崎刑務所 庁舎 宮崎県 宮崎市大字糸原４６２３

福岡矯正管区 宿舎 宿舎 沖縄県 南城市

福岡矯正管区 宿舎 宿舎 沖縄県 南城市

近畿公安調査局 宿舎 宿舎 大阪府 大阪市

法務総合研究所 国連アジア極東犯罪防止研修所 庁舎及び研修寮 東京都 府中市晴見町１－２６ 平成21年5月除去済

大臣官房施設課 中央合同庁舎第６号館 庁舎 東京都 千代田区霞ヶ関１-１-１

大臣官房会計課 九段合同庁舎 本館 東京都 千代田区九段南１－１－１０

北陸財務局 金沢新神田合同庁舎 事務棟（本館） 石川県 金沢市新神田4-3-10 平成22年度除去予定

警察庁

省庁

財務省

法務省
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（建物名） 都道府県 市町村

省庁 部局名 備考
棟名

施設名
住所（住居表示）

横浜税関 横浜第一港湾合同庁舎 事務所棟 神奈川県 横浜市中区新港１－６―２ 平成21年4月除去済

東京国税局 日本橋税務署 庁舎 東京都
中央区日本橋堀留町２丁目６
－９

平成21年5月対策済

名古屋国税局 名古屋第二国税総合庁舎 庁舎 愛知県
名古屋市中区三の丸３丁目２
－４

平成21年5月除去済

大阪国税局 長田税務署 倉庫棟 兵庫県 神戸市長田区御船通１丁目４ 平成21年5月除去済

大臣官房会計課 中央合同庁舎第５号館 庁舎 東京都 千代田区霞が関１－２－２ 平成18・19年度除去工事実施（一部未除去）

大臣官房会計課 厚生労働省本省庁舎白金台分室 研修所 東京都 港区白金台２－６－２１
飛散・劣化は認められず石綿粉塵濃度測定を
実施している。

横浜検疫所 横浜第二港湾合同庁舎 庁舎 神奈川県 横浜市中区海岸通１－１

国立伊東重度障
害者センター

国立伊東重度障害者センター 訓練・サービス棟 静岡県 伊東市鎌田２２２番地 平成2１年度除去予定

北海道労働局
北海道労災特別介護施設　ケア
プラザ岩見沢

事務所 北海道 岩見沢市日の出町520番4 平成2１年度除去予定

新潟社会保険事
務局

三条社会保険事務所 庁舎 新潟県 三条市興野3-2-3 平成2１年度除去予定

職業安定局・労
働基準局

国立職業リハビリテーションセン
ター

庁舎 埼玉県 所沢市並木４－２ 平成2１年度除去予定

経産省
資源エネルギー
庁

福井国家石油備蓄基地 原油ポンプ室 福井県 福井市白方町４６字臨海１番地 平成21年度除去予定

航空局 東京航空交通管制部 機械棟 埼玉県 所沢市並木１－１２ 平成2１年度対策予定

航空局 福岡航空交通管制部 送信局舎 福岡県
福岡市東区大字奈多字小瀬抜
1302-17

平成2１年度対策予定

航空局 福岡航空交通管制部 マイクロ局舎 福岡県
福岡市東区大字奈多字小瀬抜
1302-17

平成2１年度対策予定

東京航空局 稚内VOR/DME
稚内VOR/DME局
舎

北海道 稚内市大字声問

東京航空局 礼文空港NDB
礼文空港RAG局
舎

北海道 礼文郡礼文町大字船泊村

東京航空局 友部航空無線通信所
エンジン室（現倉
庫）

茨城県 笠間市平町

国土技術政策総
合研究所

国土技術政策総合研究所旭
大気汚染実験施
設

茨城県 つくば市旭１番地

国土技術政策総
合研究所

国土技術政策総合研究所旭 騒音実験施設 茨城県 つくば市旭１番地

国土技術政策総
合研究所

国土技術政策総合研究所旭
地すべり模型実験
施設

茨城県 つくば市旭１番地

東北地方整備局 青森港湾事務所桜川宿舎（Ａ） 宿舎 青森県 青森市桜川７－６５０－１

関東地方整備局 豊田堰 茨城県 竜ヶ崎市富田町

関東地方整備局 牛久沼排水機場 茨城県 竜ヶ崎市小道幸谷

北陸地方整備局 長岡国道事務所二居除雪基地 車庫 新潟県
南魚沼郡湯沢町大字三国字蟹
沢５１４－１３

平成2１年度対策予定

北陸地方整備局 富山除雪ステーション 車庫 富山県 富山市中島 平成2１年度対策予定

北陸地方整備局 灯台笹資材倉庫 倉庫 石川県 能美市灯台笹地先 平成2１年度対策予定

中部地方整備局
名古屋港湾事務所　稲永新田宿
舎

1棟 愛知県 名古屋市港区野跡１丁目４ 平成2１年度対策予定

中部地方整備局
名古屋港湾事務所　稲永新田宿
舎

2棟 愛知県 名古屋市港区野跡１丁目４ 平成2１年度対策予定

中部地方整備局
名古屋港湾事務所　稲永新田宿
舎

3棟 愛知県 名古屋市港区野跡１丁目４ 平成2１年度対策予定

中部地方整備局
名古屋港湾事務所　稲永新田宿
舎

4棟 愛知県 名古屋市港区野跡１丁目４ 平成2１年度対策予定

財務省

国土交通
省

厚労省
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（建物名） 都道府県 市町村

省庁 部局名 備考
棟名

施設名
住所（住居表示）

中部地方整備局 名古屋港湾事務所　打出宿舎 1棟 愛知県
名古屋市中川区打中２丁目２１
３

中部地方整備局 名古屋港湾事務所　打出宿舎 2棟 愛知県
名古屋市中川区打中２丁目２１
３

近畿地方整備局 高槻職員宿舎 宿舎 大阪府 高槻市南平台１－１－２５

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 庁舎 京都府
福知山市字堀小字今岡２４５９
－１４

近畿地方整備局 綾部国道維持出張所 送信所 京都府 綾部市味方町中ノ坪１０－１

近畿地方整備局 前田職員宿舎 宿舎 京都府 福知山市字前田新町２１８

近畿地方整備局 堀職員寮 宿舎 京都府
福知山市字堀小字今岡２７０２
－６

近畿地方整備局 法川排水機場 排水機 京都府 福知山市字蛇ヶ端

近畿地方整備局 荒河排水機場 排水機 京都府 福知山市字荒河向島９９６

近畿地方整備局 北大阪維持出張所 倉庫 大阪府 大阪市城東区関目２－６－２５

近畿地方整備局 北大阪維持出張所 車庫 大阪府 大阪市城東区関目２－６－２５

近畿地方整備局 寝屋川見張所 車庫 大阪府
寝屋川市仁和寺本町４－１６－
６

近畿地方整備局 猪名川総合開発工事事務所 事務所 大阪府 池田市上池田２－２－３９

近畿地方整備局 八条揚排水機場 排水機場 兵庫県 豊岡市九日市 平成2１年度対策予定

近畿地方整備局 船戸出張所 庁舎 和歌山県 和歌山市上三毛１１２２－２

近畿地方整備局 海南国道維持出張所 庁舎 和歌山県 海南市冷水１５

近畿地方整備局 紀の川大堰管理所 河川管理課施設 和歌山県 和歌山市有本４６２

近畿地方整備局 北川出張所 車庫 福井県 小浜市遠敷１－１０１－２

近畿地方整備局 福井国道維持出張所 倉庫２ 福井県 福井市成和１－３１１７

近畿地方整備局 福井国道維持出張所 倉庫３ 福井県 福井市成和１－３１１７

近畿地方整備局 片川排水機場 排水機場 福井県 坂井市三国町山岸

近畿地方整備局 片川排水機場 電気室 福井県 坂井市三国町山岸

近畿地方整備局 磯部川排水機場 排水機場 福井県 坂井市春江町安沢

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 庁舎 福井県 大野市中野２９－２８

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 倉庫（発発室） 福井県 大野市中野２９－２８

近畿地方整備局 真名川ダム管理支所 庁舎 福井県
大野市下若生子２５字水谷１－
３６

気象庁 気象大学校 第一校舎 千葉県 柏市旭町７－４－８１

気象庁 気象大学校
寄宿舎（寮・厚生
棟）

千葉県 柏市旭町７－４－８１

気象庁 高層気象台 本館 茨城県 つくば市長峰1-1

防衛省 東北防衛局 陸上自衛隊仙台駐屯地 倉庫 宮城県 仙台市宮城野区南目館１－１ 平成2１年度除去予定

国土交通
省

気象庁
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（建物名） 都道府県 市町村

省庁 部局名 備考
棟名

施設名
住所（住居表示）

北関東防衛局
陸上自衛隊新町駐屯地吉井弾薬
支処

倉庫 群馬県 多野郡吉井町馬庭２５３０ 平成2１年度除去予定

南関東防衛局 宿舎 Ｈ棟ボンベ庫 神奈川県 横須賀市 平成2１年度除去予定

南関東防衛局 宿舎 機械室 静岡県 駿東郡小山町 平成2１年度除去予定

南関東防衛局 宿舎 プロパン庫(2) 静岡県 駿東郡小山町 平成2１年度除去予定

近畿中部防衛局
陸上自衛隊宇治駐屯地祝園分屯
地

汚水処理施設 京都府
相楽郡精華町北稲八間縄田２
５９

平成2１年度除去予定

九州防衛局 陸上自衛隊湯布院駐屯地 汚水処理施設 大分県 由布市湯布院町川上９４１ 平成2１年度除去予定

熊本防衛支局 陸上自衛隊熊本駐屯地 機械室 熊本県 熊本市東本町１５－１ 平成2１年度除去予定

東北防衛局 宿舎 機械室 青森県 八戸市 平成2１年度除去予定

南関東防衛局 宿舎 ボンベ庫 神奈川県 横須賀市 平成2１年度除去予定

近畿中部防衛局 宿舎 機械室 京都府 舞鶴市 平成21年度除去予定

中国四国防衛局 海上自衛隊岩国基地 格納庫 山口県 岩国市三角町２ 平成21年度除去予定

九州防衛局 宿舎 汚水処理施設 長崎県 佐世保市 平成21年度除去予定

九州防衛局 宿舎 汚水処理施設 長崎県 佐世保市 平成21年度除去予定

北海道防衛局 航空自衛隊千歳基地 管制塔 北海道 千歳市平和無番地 平成21年度除去予定

北関東防衛局 宿舎 汚水処理施設 埼玉県 熊谷市 平成2１年度解体予定

東海防衛支局 航空自衛隊白山高射教育訓練場 貯蔵庫(1) 三重県 津市白山町大原２９７－１８ 平成21年度除去予定

東海防衛支局 航空自衛隊白山高射教育訓練場 貯蔵庫(2) 三重県 津市白山町大原２９７－１８ 平成21年度除去予定

東海防衛支局 航空自衛隊白山高射教育訓練場 貯蔵庫(3) 三重県 津市白山町大原２９７－１８ 平成21年度除去予定

九州防衛局 宿舎 汚水処理施設 福岡県 築上郡築上町 平成21年度除去予定

熊本防衛支局
航空自衛隊春日基地高畑山分屯
基地

汚水処理施設 宮崎県 串間市高畑山本城４ 平成21年度除去予定

防衛省
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