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公共建築物のアスベスト含有吹付け材除去対策等の実施状況について 

 

公共建築物のアスベスト含有吹付け材の対策については、平成 17 年度に実態調査

を行い、アスベスト含有吹付け材の使用が判明した施設については、基本的に平成 19

年度までに、除去・封じ込め・囲い込み等の必要な措置を講ずることにしております。 

このたび、平成 17 年度に対策が完了した施設及び 18 年度、19 年度に対策を予定し

ている施設がまとまりましたので報告いたします。 

 

 

○対策実施計画について 

・ 横浜市が所有している2154の公共施設のうちアスベスト含有吹付け材が使用され 

ていたのは、平成 17 年 11 月 9 日公表後に判明した 3 か所を含めて 96 施設となっ

ています。 

・ 96 施設のうち、平成 16 年度以前に対策を実施した施設や当面対策を要しない施設 

等を除いた 77 施設について平成 19 年度までに対策を実施していきます。 

・ 平成 17 年度には 19 施設の対策を完了し、18 年度には 42 施設、19 年度には 16 施 

設の対策を実施していく予定です。 

・ その他の施設についても施設の改修時等に合わせて対策を実施していく予定です。 

 

○アスベスト繊維浮遊量測定結果について 

・ 吹付けアスベストの含有率が 1%を超える施設のアスベスト繊維浮遊量測定結果に 

ついては昨年公表していますが、今回、アスベスト含有率 1%以下の施設の浮遊量測

定結果についてもまとまりましたので公表します。 

・ アスベストに関して環境基準はありませんが、ＷＨＯの環境保健クライテリア 

（※）によると、世界の都市部の一般大気環境中のアスベスト濃度は、１～10 本／

リットル（大気１リットル中に繊維 1～10 本）程度であり、この程度であれば健康

リスクは検出できないほど低いと記載されておりますので、本市の調査結果につい

ても問題になるレベルではないと考えております。 

    

橘 一秀（６７１－２４７４）

環 境 創 造 局 環 境 管 理 課 長

横 浜 市 ア ス ベ ス ト 対 策 会 議

平 成 １ ８ 年 ８ 月 ３ ０ 日
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（※）環境保健クライテリア 

世界保健機関（WHO）、国際労働機関（ILO）及び国連環境計画（UNEP）が共同で実施してい

る国際化学物質安全性計画（IPCS） の活動のひとつで、化学物質等が人の健康や環境へ与え

る影響についての専門家による評価をまとめたもの。 

 
 



１ 公共施設の実態調査 

調査施設数 
アスベスト含有吹付け材 

不使用施設 

アスベスト含有吹付け材 

使用施設 

2154 2058 96 

 

２ 対策施設数 

 アス

 

 

 

 

 

 

ベスト含有率 施設数 備　　　　考

学校施設　　　　　　　　　H17.9.21公表済

学校・市立大学を除く施設　H17.11.9公表済

市立大学施設　　　　　　　H17.11.30公表済

3 H17.11.9公表後、使用が判明した施設(資料-3参照)H18.6.23一部公表済

含有率１％以下
の施設

15 資料-3参照(学校施設については、H17.9.21公表済)

合　　　　計 96

78含有率１％超
の施設

 

 

３ 対策実施計画（資料－１、２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

※資料－１

※資料－２

※資料－２

※資料－２

※資料－２

１施設

囲い込み状態にある施設
　　　　　　　　　　　　（注２）

当該

                          

部分を閉鎖し、
していない施設

４２施設

アスベスト含有吹付け材
使用施設

対策を実施する施設
　　　　　　　　　　　　　(注１）

平成16年度以前に
対策を実施した施設

９６施設

１６施設
当面対策を要しない施設
　　　　　　　　　　　　（注３）

４施設

平成17年度
対策済施設

平成18年度
対策予定施設

平成19年度
対策予定施設

７７施設

６施設

８施設

１９施設

使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注１ 対策を行うに当たっては、 
  ア 施設の運営状況等にかんがみ、相当の検討を要するもの 

 

 

  イ 耐震改修工事等が予定されているため改修時に合わせて実施するもの 
   等については、実施年度が変更されることがあります。 

注２ 「囲い込み状態にある施設」とは、使用場所が天井裏で密閉されており、吹付け材が比較的 
     有害性の低いクリソタイル（含有率は概ね５％以下・1箇所アモサイト２％）であるもので、 

今後、定期的に浮遊量測定を実施するなど、適切に維持管理を行い、施設改修時に合わせて 
対策を実施する施設です。 

「当面対策を要しない施設」とは、市民が立ち入ることのない機械室等で、吹付け材に含ま 
れるアスベスト含有率が１％以下と低いこと、比較的有害性が低いクリソタイルであること、 

      吹付け材が綿状ではなく固化状であること等により、当面は定期的に浮遊量測定を実施する 
など、適切に維持管理を行い、施設改修時に合わせて対策を実施する施設です。 

※問い合わせ先一覧表    （資料－４）

     
     

注３ 
      

      

   



（１）平成１７年度　対策実施完了施設（１９施設）

所管局 所在区 施設名 室名等 吹付け状況 対策方法 備考

市民活力推進局 緑 緑区総合庁舎 電気室、ファンルーム 露出 除去

西 青少年交流センター 電気機械室 露出 除去

金沢 金沢八景保育園 階段室上裏 露出 除去

瀬谷 中央児童相談所一時保育所第二分室 階段室 露出 除去

市外 道志青少年野外活動センター トイレ・脱衣 露出 除去

環境創造局 金沢 鳥浜第二工場排水処理場 低段屋根 露出 封じ込め

中 波止場会館 多目的ホール 露出 除去

中 本牧ふ頭Ｂ８号上屋 上屋内事務室屋根 露出 除去

中 万国橋会議センター 階段室 露出 除去

西 浅間町消防出張所 本館棟浴室・脱衣 露出 除去

保土ケ谷 今井消防出張所 訓練室器具庫 露出 除去

交通局 南 地下鉄蒔田駅 軌道、出入り口天井 露出
封じ込め、
一部囲い込み

港南 相武山小学校 廊下配管 露出 囲い込み

磯子 梅林小学校 技術員室配管 露出 囲い込み

磯子 洋光台第一中学校 技術員室天井内配管 天井裏 除去

緑 緑小学校 階段踊り場 露出 囲い込み

戸塚 東戸塚小学校 技術員室天井内配管 天井裏 除去

瀬谷 二つ橋小学校 男子トイレＰＳ内部配管 PS内 除去

市立大学 金沢 横浜市立大学女子寮 寮室 露出 除去

封じ込め：

囲い込み：

　吹付けアスベストの表面に固化剤を吹付けることにより塗膜を形成したり、吹付けアスベストの内部
に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の総合力を強化することにより吹付けアスベストからの発じんを
防止する方法

　アスベストが吹付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室
内等に発散させないようにする方法

教育委員会事務局

対 策 実 施 計 画

こども青少年局

港湾局

安全管理局

資料－１-1



（２）平成1８年度　対策実施予定施設（４２施設）

所管局 所在区 施設名 室名等 吹付け状況 備考

南 南公会堂 R階機械室 露出

金沢 金沢区総合庁舎、公会堂 A、Ｂ、Ｃ階段最上階、講堂等 露出

青葉 山内地区センター 機械室 露出

戸塚 戸塚地区センター 2F事務室・廊下 露出

戸塚 男女共同参画センター横浜 階段室 露出

栄 栄プール 発電機室 露出

港南 蓬莱荘 温室階段 露出

旭 福寿荘（旭プール複合） 大広間 天井裏

鶴見 末吉ポンプ場 本館沈砂池 露出

鶴見 北部第二水再生センター ホッパー室等 露出

神奈川 神奈川水再生センター 空調機械室 露出

保土ケ谷 保土ケ谷ポンプ場 機械室等 露出

金沢 金沢ポンプ場 機械室等 露出

金沢 金沢水再生センター 管理棟等 露出

港北 樽町ポンプ場第一施設 機械室等 露出

都筑 都筑水再生センター 機械室等 露出

鶴見 中央卸売市場食肉市場 旧汚水処理棟機械室等 露出

金沢 鳥浜振興会館 体育館天井（屋根裏打ち材） 露出

港湾局 中 山下ふ頭９号上屋 事務室他 露出・天井裏 露出部完了

保土ケ谷 西谷浄水場第2換気ファン室 排気ファン室（天井、壁） 露出

保土ケ谷 西谷浄水場水質試験所ボンベ庫 ボンベ庫（屋根裏打ち） 露出

金沢 金沢ポンプ場 ポンプ室（天井、壁） 露出

青葉 恩田配水池 緊急遮断弁操作室（天井） 露出

交通局 西 地下鉄高島町駅 機械室 露出

病院経営局 保土ケ谷 市民病院 東棟階段室・駐車場 露出

神奈川 菅田中学校 第一図書室（天井裏） 天井裏

中 港中学校
職員玄関・第二防災倉庫・Ａ階段・
らせん階段

露出

中 横浜総合高等学校 体育館（フェルト材）・変電室 露出

中 みなと総合高等学校 防災監視室 露出

保土ケ谷 川島小学校 渡り廊下(天井裏) 天井裏

保土ケ谷 坂本小学校 給食室ホール(天井裏) 天井裏

保土ケ谷 瀬戸ヶ谷小学校 音楽室天井 露出

保土ケ谷 上菅田養護学校 体育館（フェルト材）・スロープ壁面 露出

旭 大池小学校 印刷室(天井裏) 天井裏

旭 中尾小学校 階段 露出

磯子 並木第一小学校 教室、廊下など 露出

磯子 富岡東中学校 廊下など 露出

磯子 社会教育コーナー アートルーム等 露出

戸塚 平戸中学校 エレベーター室 露出

戸塚 東汲沢小学校 変電室 露出

瀬谷 上瀬谷小学校 倉庫 露出

瀬谷 二つ橋養護学校 職員室・作業室 露出

経済観光局

水道局

教育委員会事務局

健康福祉局

環境創造局

市民活力推進局

資料－１-2



（３）平成1９年度　対策実施予定施設（２０施設：内重複４施設）

所管局 所在区 施設名 室名等 吹付け状況 備考

行政運営調整局 中 市庁舎市会棟 市会棟、3F第一、二会議室等 天井裏

中 市民ギャラリー（教文センター内） 展示室 露出 ※１・※２

南 南地区センター（南寿荘複合） 機械室、電気室 露出 ※２

港南 港南区総合庁舎 空調機械室、消防車庫等 露出

旭 旭スポーツセンター 体育館天井（屋根裏打ち材） 露出

旭 旭プール（福寿荘複合施設） プール屋根 天井裏 ※１・※２

磯子 磯子地区センター（喜楽荘複合） 会議室・倉庫・多目的ﾎｰﾙ等 天井裏 ※２

磯子 根岸集会所 変電室 露出

戸塚 戸塚スポーツセンター １Ｆホール等 露出

南 南寿荘(南地区センター複合) 機械室、電気室 露出 ※１・※２

磯子
喜楽荘・磯子区福祉保健活動拠点
（磯子地区センター複合）

会議室・倉庫・多目的ﾎｰﾙ等 天井裏 ※１・※２

栄 栄第二水再生センター 電気室・自家発室等 露出

保土ケ谷 環境活動支援センター 事務室等 露出

神奈川 中央卸売市場本場 水産棟１Ｆ通路、機械室等 露出

金沢 中央卸売市場南部市場 青果棟階段室等 露出

金沢 横浜ヘリポート 格納庫屋根（屋根裏打ち材） 露出

戸塚 吉田消防出張所 訓練室・倉庫 露出

戸塚 消防訓練センター 倉庫壁・天井等 露出

中 教育文化センター ロビー等 露出 ※２

青葉 美しが丘中学校 教室等梁（天井裏） 天井裏

※１：複合施設のため、主たる施設で施設数をカウントします。（重複掲載）

※２：耐震改修工事等により実施年度が変更される場合があります。

市民活力推進局

教育委員会事務局

健康福祉局

環境創造局

経済観光局

安全管理局
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平成16年度以前に対策を実施した施設（６施設）

所  管  局 所在区 施    設    名 室名等 吹付け状況 対策方法

健康福祉局 磯子 衛生研究所 機械室等 露出 封じ込め

港南 港南工場 発電機室等 露出 封じ込め

栄 旧栄工場 発電機室等 露出 封じ込め

神奈川 車両課本工場 部品倉庫等 露出 封じ込め

鶴見 鶴見事務所 機械室等 露出 封じ込め

旭 北部事務所 ボイラー室 露出 封じ込め

囲い込み状態にある施設（８施設）

所  管  局 所在区 施    設    名 室名等 吹付け状況 備考

西 横浜みなとみらいホール ５Ｆ大ホール 天井裏

都筑 都筑総合庁舎 研修室・通路等 天井裏

神奈川 神奈川公会堂 客室ステージ等 天井裏

青葉 青葉総合庁舎 事務室天井内 天井裏

健康福祉局 中 健康福祉総合センター　　（福祉局）（衛生局） 駐車場車路 天井裏

道路局 鶴見 スカイウォーク ラウンジ 天井裏

中 産業貿易センタービル ５Ｆ事務室 天井裏

中 本牧ふ頭ＬＦＳ上屋 １Ｆ事務室 天井裏

当面対策を要しない施設（４施設）

所  管  局 所在区 施    設    名 室名等 吹付け状況 備考

都市経営局 西 横浜国際協力センター 機械室等 露出（固化状）
含有率
１％以下

市民活力推進局 西 西区総合庁舎 機械室等 露出（固化状）
含有率
１％以下

環境創造局 西 野毛山動物園 シマウマ棟 露出（固化状）
含有率
１％以下

安全管理局 戸塚 戸塚消防署 ２Ｆ書庫 露出（固化状）
含有率
１％以下

当該部分を閉鎖し、使用していない施設（１施設）

所  管  局 所在区 施    設    名 室名等 吹付け状況 備考

こども青少年局 保土ケ谷 向陽学園 プール棟更衣室 露出

港湾局

資源循環局

市民活力推進局

資料－２



アスベスト含有率１％以下の施設:アスベスト繊維浮遊量測定結果

※定量下限値（測定可能最小値）は、測定にあたり測定機関が設定した数値で、若干の差異はある。

測定値
(本/L）

定量下限値
(測定可能最小値）

都市経営局 西 横浜国際協力センター
機械室
スプリンクラー設備室

天井 クリソタイル バーミキュライト 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

西 西区総合庁舎 機械室、ファンルーム 天井・壁 クリソタイル モルタル 1%以下 ＮＤ 下限値0.3

戸塚 戸塚地区センター 事務室・廊下 天井 クリソタイル バーミキュライト 1%以下 ＮＤ 下限値0.3

健康福祉局 港南
蓬莱荘
（港南プール）

温室階段 壁 クリソタイル バーミキュライト 1%以下

神奈川 神奈川水再生センター 機械室・空調機械室 天井・壁 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

都筑 都筑水再生センター 機械室 天井・壁 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

西 野毛山公園 シマウマ棟 天井・壁 クリソタイル モルタル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

保土ケ谷 今井消防出張所 訓練室 天井
クロシドライト
クリソタイル

バーミキュライト 1%以下 ＮＤ 下限値0.3

戸塚 戸塚消防署 書庫 天井 クリソタイル バーミキュライト 1%以下 ＮＤ 下限値0.3

神奈川 菅田中学校 第一図書室 天井裏 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

中 みなと総合高等学校 防災監視室 天井・壁 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

保土ケ谷 坂本小学校 給食室ホール 天井裏 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

旭 大池小学校 印刷室 天井裏 クリソタイル 1%以下 0.12 下限値0.11

戸塚 平戸中学校 エレベーター室 天井・壁 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

瀬谷 二つ橋小学校 トイレＰＳ内配管 配管 クリソタイル 1%以下 ＮＤ 下限値0.11

平成17年11月9日公表後、アスベストの使用が判明した施設
 (栄第二水再生センター及び地下鉄高島町駅については平成18年6月23日に公表済）

測定値
(本/L）

定量下限値
(測定可能最小値）

戸塚 栄第二水再生センター 電気室・自家発室等 天井・壁 クリソタイル
ロックウール
バーミキュライト

１～
５０％

0.8 下限値0.3

保土ケ谷 環境活動支援センター 事務室等 天井 クリソタイル バーミキュライト ５％以上 0.05 下限値0.05

交通局 西 地下鉄高島町駅 換気室・機械室 天井・壁 クリソタイル ロックウール
５０～
７０％

ＮＤ 下限値0.3

浮遊量

室　名施 設 名所在区所管局
含　有　率
(アスベスト)

吹付け等の材料名アスベスト名称使用場所

市民活力推進局

安全管理局

環境創造局

含　有　率
(アスベスト)

吹付け等の材料名アスベスト名称使用場所所管局

環境創造局

　当該部分閉鎖

教育委員会事務局

浮遊量

室　名施 設 名所在区

ＮＤ：定量下限値以下

資料－３

※ 浮遊量については、ＷＨＯ（世界保健機構）の保健報告書によると、「世界の都市
部の一般環境中の石綿濃度は、１～１０本／リットル（大気１リットル中に繊維が１～
１０本）程度」であり、この程度であれば健康への影響は見出せない旨記載されてい
る。



 

問合せ先一覧表 

今 後 の 対 応 等 に つ い て 

所 管 局 担当課 電話番号  工事に関すること（窓口）

都市経営局 国際政策課 671-3826 

行政運営調整局 総務課 671-2082 

市民活力推進局 経営企画課 671-2315 

こども青少年局 総務課 671-4264 

健康福祉局 総務課 671-2380 

環境創造局 総務課 671-2820 

経済観光局 総務課 671-2581 

安全管理局 施設課 334-6572 

病院経営局 調整担当 671-3650 

教育委員会事務局 総務課 671-3261 

まちづくり調整局 

企画管理課 

671-2958 

資源循環局 施設課 671-2546 

道路局 総務課 671-2761 

港湾局 施設課 671-7328 

水道局 建設部庁舎整備担当 337-0844 

交通局 電車部建築課 671-3214 

横浜市立大学 経営企画室 787-2013 

同 左 

 

資料－４

 集計 都市整備局公共事業調査課 045-671-3928 
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