
 
     
 

国家機関の建築物等における吹付けアスベスト等の 

使用実態に関する調査（フォローアップ）結果について 

 

平成２７年８月５日 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

 

 

国土交通省では、アスベスト問題の対応として、国家機関の建築物及びその附帯施設（以下「建築

物等」という。）における吹付けアスベスト等の使用実態について平成１７年度から調査を実施してい

ます。 

このたび、平成２７年度のフォローアップ調査の結果（平成２７年３月３１日時点）をとりまとめ

ましたので、お知らせします。 

 

１．調査概要 

・ 調査施設：各省各庁の所管する建築物等のうち、国有財産（行政財産に限る。以下同じ。）に該

当するもの 

・ 調査材料：「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」 

  ＊アスベストとは、繊維状を呈する次の６種類を、重量比で 0.1％を超えて含有するものが該当します。 

     アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト 

・  調査方法：前回の調査結果に基づき各省各庁にて確認 

・  調査時点：平成２７年３月３１日 

 

２．調査結果概要 

○ 調査対象件数 ： ８１，９１２棟 （100%） 

・吹付けアスベスト等が使用されている件数 ： ３７６棟 （0.46%） 

うち、封じ込め等の飛散防止対策を実施済みの件数 ： ３４６棟  （0.42%） 

うち、未対策の件数（別添１参照） ： ３０棟  （0.04%） 

・吹付アスベスト等を使用している可能性があるが含有量

が未調査の件数（別添２参照） 

 

： 

 

１６棟 

 

（0.02%） 

  

３．進捗状況 

（平成２６年３月３１日時点の調査結果との比較）  Ｈ２６年度  Ｈ２７年度 

・吹付けアスベスト等が使用されている件数 ： ３９２棟 → ３７６棟 

うち、未対策の件数 ： ３６棟 → ３０棟 

・吹付アスベスト等を使用している可能性があるが含有量

が未調査の件数 

 

 

： 

 

１９棟 → 

 

１６棟 

 



４．今後の対応 

各省各庁の管理する国家機関の建築物等において、吹付けアスベスト等の使用の有無の把握及び

除去等の飛散防止対策が推進されており、国土交通省では、引き続き各省各庁に対し、除去等の対

策の実施、吹付けアスベスト等の有無の把握等、必要な措置を適切に講ずるよう、保全指導及び情

報提供を行っていきます。 

 
問い合せ先：国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 課長補佐  松井 俊蔵 

                             防災係長 大平真梨子

              TEL：03-5253-8111（内線 23315） 03-5253-8248（直通） 

              FAX：03-5253-1542 



別添１

都道府県 市町村

庁舎(大法廷棟）
庁舎(小法廷棟）
庁舎（図書館棟）

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 平成27～29年度対策予定

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 平成28年度以降対策予定

警察庁 九州管区警察学校 宿舎 宿舎 福岡県 福岡市博多区 平成27年度対策予定

総務省 信越総合通信局 相ノ木宿舎 宿舎 長野県 長野市三輪８－２７－２４ 平成27年度対策予定

東京法務局 九段第２合同庁舎 庁舎 東京都 千代田区九段南１－１－１５ 平成28年度以降対策予定

新潟刑務所 新潟刑務所 炊場浴場棟 新潟県 新潟市江南区山二ツ３８１－４ 平成28年度以降対策予定

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 平成28年度以降対策予定

東京地方検察庁 九段合同庁舎 本館 東京都 千代田区九段南１－１－１０ 平成28年度以降対策予定

北海道財務局 札幌第１合同庁舎 庁舎 北海道 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 平成28年度以降対策予定

高松国税局 高松国税局紫雲寮 宿舎 香川県 高松市中央町６－４ 平成27年度閉鎖予定

宿舎

倉庫

関東財務局 津田沼宿舎 宿舎 千葉県 習志野市津田沼２丁目９－１
平成26年度総務省より所管
替。平成27年度閉鎖予定

近畿財務局 高槻職員宿舎 宿舎 大阪府 高槻市南平台１－１－２５
平成26年度国土交通省より
所管替。平成27年度閉鎖予
定

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28年度以降対策予定

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 平成28年度閉鎖予定

雇用均等・児童家庭局 国立総合児童センター 庁舎 東京都 渋谷区神宮前5-53-1 平成26年度閉鎖済み

経済産業省 特許庁 特許庁 庁舎 東京都 千代田区霞が関３－４－３ 平成29年度以降対策予定

大気汚染実験施設

騒音実験施設

地すべり模型実験施設

近畿地方整備局
淀川河川事務所
毛馬出張所

庁舎 大阪府 大阪市北区長柄東３-３-２５ 平成30年度対策予定

近畿地方整備局 旧猪総倉庫 倉庫 大阪府 池田市上池田２－２－３９ 平成28年度以降対策予定

近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所
海南国道維持出張所

庁舎 和歌山県 海南市冷水１５ 平成28年度以降対策予定

排水機場

電気室

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 平成28年度以降対策予定

千代田区隼町４－２ 平成27～29年度対策予定

吹付アスベスト等が使用されていて、未対策の施設（30棟）
平成27年3月31日現在

省庁 部局名 施設名 棟名
住所（住居表示）

備考

国土技術政策総合研究所 国土技術政策総合研究所旭 茨城県

最高裁判所

最高裁判所最高裁判所

財務省

東京都

近畿地方整備局 片川排水機場 福井県

法務省

高松国税局 松山税務署山越寮

国土交通省

愛媛県

坂井市三国町山岸 平成28年度以降対策予定

松山市山越１丁目１０-２３ 平成27年度閉鎖予定

つくば市旭１番地 平成28年度以降対策予定

厚生労働省



別添２

都道府県 市町村

本省 川口独身寮 独身寮 埼玉県 川口市飯塚１－３－２ 平成２１年度閉鎖済み

本省 目黒独身寮 独身寮 東京都 目黒区中目黒４－８－１７ 平成２７年度継続調査予定

中部地方整備局 横山ダム工事事務所分室 車庫・事務棟 岐阜県 揖斐郡揖斐川町三輪字中島１１９０－１ 平成２７年度調査予定

近畿地方整備局 魚崎職員宿舎 宿舎（Ａ棟） 兵庫県 神戸市東灘区魚崎西町１－７－６,１１,２１,２２
H27年度中に財務省に所管
替予定

近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所
船戸出張所

庁舎 和歌山県 和歌山市上三毛１１２２－２ 平成２７年度調査予定

近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所
かつらぎ出張所

庁舎 和歌山県 伊都郡かつらぎ町妙寺４３４－５１ 平成２７年度調査予定

近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所
和歌山国道維持出張所

庁舎 和歌山県 和歌山市出島３３ 平成２７年度調査予定

近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所
五條出張所

庁舎 奈良県 五條市二見３－６９０－１３ 平成２７年度調査予定

近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 昇降機 三重県 名張市木屋町８１２－１ 平成２７年度調査予定

近畿地方整備局
木津川上流河川事務所
名張砂防出張所

車庫 三重県 名張市蔵持原出６５９－３，６５８－１ 平成２７年度調査予定

原子力規制委員会 六ヶ所宿舎 宿舎 青森県 上北郡六ヶ所村大字尾駮家ノ前1-52 平成２７年度調査予定

原子力規制委員会 富岡宿舎 宿舎 福島県 双葉郡富岡町桜２－５０
帰還困難区域のため実施時
期は未定

原子力規制委員会 双葉宿舎 宿舎 福島県 双葉郡双葉町大字新山字弓迫７３
帰還困難区域のため実施時
期は未定

原子力規制委員会 東海宿舎 宿舎 茨城県 那珂郡東海村大字村松１２３５－５ 平成２７年度調査予定

原子力規制委員会 大飯宿舎 宿舎 福井県 大飯郡おおい町本郷１４７－１－２９ 平成２７年度調査予定

原子力規制委員会 伊方第二宿舎 宿舎 愛媛県 西宇和郡伊方町湊浦久木尾６６４－１ 平成２７年度廃止予定

環境省

経済産業省

国土交通省

吹付アスベスト等を使用している可能性があるが、未調査の施設（16棟）
平成27年3月31日現在

省庁 部局名 施設名 棟名
住所（住居表示）

備考


