
大気汚染防止法及び
府条例に基づく
石綿規制について

令和元年６月25日

大阪府環境管理室事業所指導課

大気指導グループ
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資料３－２



本日の内容
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①石綿に関する規制について

②事前調査について



１．建築及び使用

➢ 建築基準法

２．解体等

➢ 労働安全衛生法

➢ 石綿障害予防規則

➢大気汚染防止法

➢大阪府生活環境の保全等に関する条例

３．リサイクル・廃棄

➢ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

➢ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 など

石綿に係る建築物等の法令
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使用材料 作業基準等 届出の

規模要件

・吹付け石綿

・石綿含有断熱材

・石綿含有保温材

・石綿含有耐火被覆材

・作業場所の隔離
・前室の設置
・前室・作業場所の負圧の維持
・集じん・排気装置の設置
・集じん・排気装置の排気口での粉
じんの迅速測定
・集じん・排気装置の確認の結果の
記録・保存
・薬液等による湿潤化
・掲示板の設置
・敷地境界基準（石綿濃度10本/L）
（府条例に基づく規制）

等

全ての工事

※使用面積50㎡

以上の場合、府条
例に基づく石綿濃
度測定計画の届
出義務あり

＜規制対象及び作業基準＞
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大気汚染防止法



使用材料 作業基準等 届出の
規模要件

石綿含有成形板

石綿含有成形板使用の
全ての建築物等が対象です。

・飛散防止幕の設置
・原則手作業による撤去
・散水設備の設置
・除去成形板の破砕の回避
・掲示板の設置
・排出水の処理
・敷地境界基準（石綿濃度10本/L）

等

1,000㎡以上使

用されている場
合

＜規制対象及び作業基準＞
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大阪府生活環境の保全等に関する条例



石綿含有製品の石綿含有率の定義
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昔の設計図書や分析結果では石綿含有無しと
記載されている場合があるので注意が必要
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吹付石綿（レベル１）
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石綿含有断熱材等（レベル２）
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石綿含有成型板（レベル３）



・石綿排出等を伴う解体等工事の届出

・大気汚染防止法に基づく届出に係る石綿濃度の

測定計画の届出

・事前調査への協力

・是正措置への協力

・契約時の配慮

発注者の義務
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・事前調査の実施

・事前調査書面の作成

・事前調査書面を発注者に提出し、内容を説明

・工事現場における事前調査結果の掲示

・工事現場における事前調査書面の備付、閲覧

・事前調査書面の保存→３年間

・作業実施基準の遵守

・敷地境界基準の遵守→敷地境界基準（10本/L）

受注者の義務
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本日の内容

12

①石綿に関する規制について

②事前調査について



事前調査について

〇事前調査の実施者
→解体等工事の受注者又は自主施工者

〇発注者の事前調査への協力義務
→発注者は、適正な事前調査に協力しなければ
ならない
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解体等作業を伴う建設工事の開始前に、
石綿含有建築材料の使用の有無を
調査しなければならない。



事前調査の方法

①設計図書その他の資料の確認

②目視

③資料や目視では確認できない場合、分析が必要
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対象外の工事
①平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した建築物等のみの解体・改造・補修する工事
②平成18年９月１日以後に改造または補修の工事に着手した部分のみを改造又は補修する工事



① 事前調査（設計図書等）

• 資料の確認だけでなく、現場での確認作業を必ず行う

⇒資料と実際が異なる場合がある
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昭和50年10月1日以後 平成7年1月26日以後 平成18年9月1日以後

5重量％超 1重量％超 0.1重量％超

• 資料中に石綿含有「無」となっている場合は要注意

⇒石綿含有率の定義が厳しく改正されており、

現在では「石綿含有」となる可能性がある

※石綿含有製品の石綿含有率の定義

◎留意事項



② 事前調査（目視）

〇天井、壁など仕上材の裏にも要注意！

〇ボード類は石綿の含有を疑うべき！

〇aマークがある場合は石綿含有

〇耐火認定番号やメーカー型番などで

追加調査が必要

〇石綿の含有が無い建材

天然木の柱材・梁材・板材、金属 など
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③ 事前調査 （分 析）

〇石綿含有の有無が資料や目視等では不明な場合、

分析が必要

〇石綿含有とみなし、法令遵守のうえ

届出や作業を行う場合、分析不要

〇吹付け材については石綿含有の有無が不明な場合、

分析が必要※
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※大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
（平成 26年 5月 29日 環水大大発第 1405294号 環境省水・大気環境局長）

目視、設計図書等により調査する方法では特定建築材料の使用の有無が明らかにならなかった場合には、特定建築
材料の使用の有無を分析により調査することとする。ただし、吹付け石綿が使用されていないことが明らかな場合に
おいて、特定建築材料が使用されているものとみなして新法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、
分析による調査は必要ないこととする。
（石綿障害予防規則第三条第2項も同様の趣旨）



• 〈試料採取と採取箇所等の考え方〉
対象建材の代表性と変動性（均一性）を考慮
したものとするべき！

具体的には・・・
①現地調査において同一と考えられる範囲を
適切に判断

②建材にﾑﾗがあることを考慮し、同一建材ごとに
３箇所以上から採取しなければならない
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③ 事前調査 （分 析）



前ページ①について例えば

吹付材（仕上げ塗材含む）であれば、色違い

や複数回吹きつけがなされた場合は、別々

に試料採取する。

環境省や厚生労働省が作成している

マニュアルに則った適切な分析を！
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③ 事前調査 （分 析）
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建材の例

天井屋根折板には石綿含有の断熱材が
貼りつけられていることがある。
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建材の例
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石綿含有スレート板が化粧板として使用された例
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煙突に使用された石綿含有断熱材

建材の例



建材の例

モルタルの下に吹付け石綿
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階段室

吹付け石綿が使用されている可能性がある。

天井裏

建材の例
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外壁の吹付け工法による石綿含有仕上塗材。

建材の例



・十分な事前調査を実施する。
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石綿見逃し事例 教訓

・工事開始前に事前調査が十分にできない箇所（壁の

裏や点検口から目視できない部分）については、内
装バラシを開始して、石綿らしき物を見つけたら工事
をストップする。

・一旦、手を止めて、（発注者を含めて）対策を考える。
（工事場所の所管自治体、労基等にも相談を。）



事前調査結果書面の作成

◎記載事項

• 調査終了年月日

• 調査方法

• 建築物等の階、部屋及び部位ごとの石綿含有建築材料の
使用の有無

• 石綿含有建築材料の種類及び種類ごとの使用面積

◎留意事項

• 受注者・自主施工者が作成

建物以外に機械・器具類、配管などについても調査が必要

• 石綿含有建材のみを記載するものではない

• 石綿含有建材が使用されていなかった場合にも作成は必要
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事前調査は
階ごと、
部屋ごとに
実施しなければ
ならない。

天井

床

壁

ふところ：２つの面がつくる
間または小空間のこと。

幅木（はばき）：壁の下部の床と
接する部分に張る横木。損傷を防ぐ
ために用いられる。

腰壁（こしかべ）：壁の低い部分。
おもに窓の下端を基準とし、床から
1.2m程度までの壁。

出典：建築物における石綿（アスベスト）対策マニュアル」（平成19年3月発行）

事前調査は部位ご
とに実施しなければ
ならない。

屋根
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事前調査結果書面の例
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事前調査結果の発注者への説明

• 受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付

して事前調査結果を説明しなければならない。

• 事前調査結果の説明は、解体等工事の開始ま
で（特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工
事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業

開始の14日前まで）に行う必要がある。

発注者又は自主施工者は、３年間の事前調査書面の保存義務があります。

受注者は、３年間の事前調査書面（写）の保存義務があります。
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解体等工事現場での事前調査結果の情報提供

事前調査結果の掲示

・調査を行った者

・石綿含有建築材料の使用の有無

・石綿の種類、

・事前調査の終了年月日

・事前調査方法 等

事前調査書面の備え付け・閲覧

周辺住民への情報提供のため、 受注者又は自主施工
者は、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現
場事務所などで閲覧に供する義務がある 32



石綿見逃し事例 概要紹介

・鉄骨に吹付け物が有るにも関わらず、調査せずに内装バラシ着手。
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・労働基準監督署・自治体合同での立入検査により工事を停止。
（停止した時点では、まだ吹付け物には触っていなかった）

・分析の結果、青石綿（クロシドライト）含有が判明

・元請は労働安全衛生法違反の疑いで書類送検

・本件はテレビ、新聞により大きく取り上げられた。



最後に

事前調査の出来、不出来が、石綿飛散防止対策の
成否のカギを握るといっても過言ではない
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確実な事前調査
適正な石綿飛散防止対策

石綿が周囲に飛散するような事態になった場合、
発注者責任が問われることとなる



今後の石綿飛散防止の在り方に係る論点

（中央環境審議会石綿飛散防止小委員会）

１.レベル３建材の除去等作業時の石綿飛散防止

規制基準を設けるべきではないか

２.仕上げ塗材の除去等作業時の石綿飛散防止
独自の作業基準を適用すべきではないか

３．事前調査の信頼性の確保

・事前調査の方法の明確化が必要ではないか

・調査実施者の要件（資格など）を明確化する必要があ

るのではないか

etc…
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G20サミットに係るお願い

６月27日から６月30日は、大阪市内全域で大
規模な交通規制が行われます。

特に、インテックス大阪周辺では手荷物検査

等警戒・警備等の実施が予定されています。

つきましては、

６月27日（木）、28（金）の届出提出（来庁）は

極力控えていただきますようお願いします。
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＜参考＞

大阪府HP 石綿関係

・石綿（アスベスト）対策に関する情報
<http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/>


