
別添１
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

高裁判所 高裁判所 庁舎他２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 庁舎他１棟 東京都 八王子市明神町4-21-1
平成23年度庁舎解体予定

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

警察庁
中部管区警察学
校

中部管区警察学校 宿舎 愛知県 小牧市 平成２３年度対策予定

総務省大臣官房
会計課

津田沼宿舎 宿舎 千葉県 習志野市津田沼２丁目９－１

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 H23・24年度除去予定(一部未除去）

青森地方検察庁 弘前支部 庁舎 青森県 弘前市上白銀町５－６ 平成２３年度対策予定

東京法務局 九段第２合同庁舎 九段第２合同庁舎 東京都 千代田区九段南１－１－１５ 平成２３年度対策予定

宇都宮地方法務局 佐野出張所 庁舎 栃木県 佐野市堀米６１１－３ 平成２３年度庁舎解体予定

青森刑務所 青森刑務所庁舎 職業訓練棟他１棟 青森県 青森市大字荒川字藤戸８８ 平成２３年度対策予定

新潟刑務所 新潟刑務所 浴室棟 新潟県 新潟市江南区山二ツ３８１－４
現在建て替え工事中，今後解体予定。
緊急の措置が必要ないことは確認済み。

沖縄刑務所 沖縄刑務所 宿舎他１棟 沖縄県 南城市 平成２３年度対策予定

大臣官房施設課 中央合同庁舎６号館 庁舎 東京都 千代田区霞ヶ関１－１－１
平成18・22年度に除去工事実施（一部未除去）
未除去部分は緊急の措置が必要ないことは確
認済み。

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 H２３年度実施の改修工事で一部は処理予定。
緊急の措置が必要ないことは確認済み

法務省
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高裁

緊急の措置が必要ないことは確認済み。

財務省 中国財務局 広島合同庁舎
４号館付属棟（事
務棟）

広島県 広島市中区上八丁堀6-30
H２３年度実施の改修工事で一部は処理予定。
緊急の措置が必要ないことは確認済み。

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・21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
Ｈ２４年度末廃止予定
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 平成２３年度対策予定

福岡検疫所 長崎検疫所支所 庁舎 長崎県 長崎市戸町４－３２－５ 平成２４年度用途廃止、取壊し予定

千葉労働局 関東安全衛生技術センター 庁舎 千葉県 市原市能満２０８９－１４７

職業安定局・労
働基準局

上石神井庁舎 事務棟他１棟 東京都 練馬区上石神井４－８－４ 平成２３年度対策予定

関東農政局 長野農政事務所地域第一課 庁舎 長野県 松本市大字島立650-1 平成２３年度対策予定

近畿農政局 奈良農政事務所庁舎 事務庁舎 奈良県 奈良市西紀寺町１３ 平成２３年度以降で庁舎取り壊し予定

経産省 特許庁 特許庁 庁舎 東京都 千代田区霞が関３－４－３ 一部実施済み

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
現在利用休止中であり今後の取り扱いが未定
の施設のため

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 平成24年度対策予定

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

耐震改修と併せ実施を検討しているが、予算
確保の目途が立っていないため。（シャフトにつ
いては、すでにアスベスト使用が分かっている
こと及び、現在立ち入り不可としているため予
算がついたときに確認、対処予定）

関東地方整備局 牛久沼排水機場 茨城県 竜ヶ崎市 平成２３年度から平成２４年度対策予定

北陸地方整備局 千曲川河川事務所 庁舎 長野県 長野市鶴賀字峯村７４ 平成２３年度対策予定

農水省

国交省

厚労省
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中部地方整備局 金山除雪基地 管理棟・車庫棟 岐阜県 下呂市金山町金山３２９８－１

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 受変電所３ 静岡県 浜松市名塚町２６６ 平成24年度対策予定

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

平成２２年度除去工事を実施（一部未除
去）

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 毛馬出張所 庁舎 大阪府 大阪市北区長柄東３-３-２５ 撤去方法について検討中

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 平成２３年度対策予定

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 平成２３年度対策予定

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

平成２３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

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

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

国交省

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 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

平成２３年度除去予定

九州地方整備局 八代河川国道事務所 庁舎 熊本県 八代市萩原町１丁目708-2 平成２３年度対策予定

網走開発建設部 網走港湾事務所 庁舎 北海道 網走市港町３番 平成２３年度対策予定


