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改正大気汚染防止法の概要
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改正大気汚染防止法の概要
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出典：環境省【講演資料（11月27日時点）】
大気汚染防止法及び政省令の改正について※施行期日

・事前調査結果概要の都道府県等への報告：令和４年４月施行
・一定の知見を有する者による事前調査の実施：令和５年10月施行
・上記以外：令和３年４月施行



規制対象建材の拡大
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吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因
となる建築材料で政令で定めるものとして、吹付け石綿並びに石
綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（以下「吹付け石綿
等」という。）を規定している。
改正後は、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての

建築材料を特定建築材料とすることとする。

・すべての石綿含有建築材料について作業基準を規定
・従来の吹付け石綿、石綿含有断熱材等に加え、石綿含
有成形板等（石綿含有セメント管、石綿含有押出成形
品等、板状ではない建材も含む）、石綿含有仕上塗材
等が規制対象に。（吹付けパーライト・バーミキュラ
イトは、従来通り吹付け石綿に該当する。）

・届出については、従前の届出範囲と同様に、吹付け
石綿及び石綿含有断熱材等を規定。



吹付け石綿、石綿含有断熱材等を掻き
落とし等により除去するとき
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イ 特定建築材料の除去を行う場所（以下「作業場」という。）を他の場所から隔離す
ること。隔離に当たっては、作業場の出入口に前室を設置すること。

ロ・ハ（略）
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が

負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の
補修その他の必要な措置を講ずること。

ホ（略）
ヘ イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の

当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後
に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けた
フィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置
の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排
気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去
を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去し
た部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内清
掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は
飛散するおそれがないことを確認すること。



石綿含有保温材等を掻き落とし等
せずに除去するとき

5

イ・ロ（略）

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては

特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散

を抑制するための薬液等を散布するとともに作業

場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。



石綿含有仕上塗材を除去する作業
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イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。（ロの規

定により特定建築材料を除去する場合を除く。）

ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去

するときは、次に掲げる措置を講ずること。

・特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。

この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当た

つて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

※ロについて作業場所をプラスチックシート等で囲うことを指し、負圧管理は不要。



石綿含有成形板その他の建築材料
を除去する作業
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イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り
外すこと。

ロ イの方法により特定建築材料（ハに規定するものを除く。）を除去す
ることが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作
業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する
特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛
散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの※にあつては、
イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条
の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適し
ないときは、次に掲げる措置を講ずること。
・特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この
場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作
業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

※石綿含有けい酸カルシウム板第１種



事前調査の信頼性の確保
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○事前調査の方法の規定
・設計図書等の書面による調査及び建築材料の有無の目視による調査を
行うこと。ただし、解体等工事が平成18年９月１日以後に設置の工事
に着手した建築物等※を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建
設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかであって、当
該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴
わないものである場合は、この限りではない。

・調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならな
かった場合は、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事
が特定工事に該当するものとみなして、大防法に基づく特定工事に関
する措置を講ずる場合は、この限りではない。

・解体等工事が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した
建築物等の解体等工事についても設計図書等による調査が必要

・吹付け石綿についてもみなし作業が可能



事前調査の信頼性の確保

○一定の知見を有する者の活用（令和５年10月施行）

・建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査

及び目視調査については、適切に当該調査を実施するために必要な知識

を有する者として環境大臣が定める者に行わせること。

・ただし、解体等工事の自主施工者である個人は、建築物の改造又は補修

の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ない軽

微なもののみを伴う建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行う

ことができる。

・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等建築物石綿含有建材調査者
・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断
協会に登録された者 9



事前調査の信頼性の確保

○調査に関する記録の作成・保存の義務付け

・解体工事等の元請業者及び自主施工者は調査に関する記録を作成し、当該

記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。

・書面の写しは、解体等工事が終了した日から３年間保存するものとする。

○事前調査結果の報告

解体等工事の元請業者又は自主施行者は、調査の結果を都道府県知事に報

告しなければならない。

・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床

面積の合計が80㎡以上であるもの

・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の

請負代金の合計が100万円以上であるもの

・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当

該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの

10※報告をしない、又は虚偽の報告→30万円以下の罰金



事前調査結果報告の方法
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・国が新たに整備する電子システムを通じて、報告を行
うものとした。ただし、情報通信機器を保有していな
いことや天災などにより電子システムの使用が困難な
場合は、新様式第３の４による報告書によって行うこ
ともできることとした。

・電子システムは、石綿障害予防規則第４条の２の規定
による報告と共通のシステムであり、当該報告は、法
に基づく報告と併せて行われることとなる



隔離をせずに作業を行った場合
等の直接罰の創設
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○法届出対象工事において、各号に定める方法で行わなければな

らない

・特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそ

のまま建築物等から取り外す方法

・特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を

行う間、隔離した場所において集じん・排気装置を使用する方法

現行法では作業基準適合命令等に従わない場合に罰則
を科していたが、命令を行う前に作業が終わってしまう
という事態を防ぐために直接罰を創設（３か月以下の懲
役または30万円以下の罰金）



石綿含有建材の除去等作業が適切
に行われたことの確認

13

○作業終了時の確認
取り残しの有無等の確認、計画通り適切な飛散防止措置が取られていたことの確
認及び除去後の清掃について規定
・作業完了の確認は知識を有する者が実施
・計画通りの措置の確認は日々の負圧やフィルター交換等の記録により確認
○隔離を解く際の確認
作業場の隔離を解くに当たり、大気中への特定粉じんの排出又は飛散の恐れがな
いことの確認を作業基準に追記
・位相差顕微鏡法や繊維状粒子自動測定器による総繊維数濃度の測定による確認の
活用等により確認
○特定粉じん排出等作業に関する記録
作業後に作成する記録事項及び記録保存期間を規定
・記録保存期間は３年、電子でも可能
○元請業者から発注者への作業の結果の報告
特定工事の元請業者から発注者への報告事項及び報告書面の保存期間を規定
・記録保存期間は３年、電子でも可能
・行政への完了報告書の提出は義務付けなし



府条例改正の方向性
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※改正条例は、令和３年２月大阪府議会に上程予定であり、
内容及び時期は現時点の上程案



規制対象建築材料について

○現在の条例の規定
・吹付け石綿 ・石綿含有 断熱材、保温材、耐火被覆材
●石綿含有成形板（樹脂被覆、樹脂固化を除く）

○改正大防法の内容
「全ての石綿含有建材」
・吹付け石綿 ・石綿含有 断熱材、保温材、耐火被覆材
○石綿含有 仕上塗材
○石綿含有成形板その他建材

○条例改正の方向性
「全ての石綿含有建材」 ← 法と一致
・吹付け石綿 ・石綿含有 断熱材、保温材、耐火被覆材
・石綿含有仕上塗材 ・石綿含有成形板その他建材（成形板等）

仕上塗材は環境省通知で吹付施工
されたものを「吹付け石綿」扱い
していたが、今回の法改正で別途
レベル３等と同じ扱いとなる

樹脂固化（Pタイル）も含む
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作業基準について
○現在の条例での作業基準
・吹付け石綿等の掻落 切断 破砕：負圧隔離養生、水処理 等
・石綿含有断熱材等の原形取外し：周辺養生、湿潤化、水処理 等
●石綿含有成形板：幕設置、手ばらしor散水、水処理 等

○改正大防法の内容
・吹付け石綿等の 掻落 切断 破砕：負圧隔離養生 等
・石綿含有断熱材等の原形取外し：周辺養生、湿潤化 等
○仕上塗材：薬液湿潤、電動工具使用は養生 等
○石綿含有成形板等：原形取外しor薬液湿潤、ケイカル板第１種は周辺

養生等
※全ての作業基準に「作業終了後の清掃等」を追加している。

○改正条例の方向性
改正大気汚染防止法の作業基準と現行条例の作業基準を比較し、現行条
例独自の作業基準は継続するなど、より安全確保につながる厳しい作業
基準となるように設定。
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作業の届出について
○現在の条例での届出対象（法以外）
●石綿含有成形板(樹脂製を除く)1,000㎡以上の解体・除去工事

○改正大防法の届出対象工事（表向き変更なし）
・吹付け石綿
（通知で吹付け石綿扱いだった「仕上塗材」は届出不要に）
（吹付けパーライト及びバーミキュライトは従前どおり「吹付
け石綿」として取り扱う）

・石綿含有 保温材、断熱材、耐火被覆材
※共に面積要件（裾切り）はなし

○条例改正の方向性
法届出対象外の以下(いずれかの)建築材料の解体・除去工事
○石綿含有仕上塗材 1,000㎡以上
○石綿含有成形板（樹脂製を含む）その他の建材 1,000㎡以上

17



条例届出例
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作業中の大気中石綿濃度測定

●現在の条例での測定義務のある工事
吹付け石綿等の法届出対象工事のうち除去面積が50㎡以上のもの

●測定回数 ： 作業中－６工事日毎に敷地境界（４方向）で１回
作業前、作業後－１個所で１回

●現条例での基準 ： 敷地境界で10f／L以下

○条例改正の方向性
・法届出対象の吹付け石綿等については変更無し
・石綿含有仕上塗材が測定の対象から外れる
・石綿の濃度測定を行った者は、発注者に測定結果の記録を交付す
るよう義務づけられる。

＜用語の変更＞
敷地境界基準⇒工事施工境界基準（一般公衆人への石綿暴露を未然に

防止する観点）
19



工事施工境界図
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約

1.5m

大気中の石綿の濃度の測定
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事前調査結果について

○現在の条例での事前調査関連規定
●受注者の事前調査の実施手法（設計図書等、目視、分析）
●事前調査結果を発注者への報告義務（石綿の有無、除去方法等）
●事前調査未実施に対して、調査実施や作業中止の勧告を規定

○改正大防法の内容
●受注者の事前調査の実施手法を規定（設計図書等・目視、分析）
●事前調査結果を発注者への報告内容の強化（除去方法等）
●一定規模以上の工事は、調査結果の概要を行政に報告

（１年遅れ(R4.4)施行）

○条例改正の方向性
・法の事前調査と統一
・事前調査書面の記載事項について条例（施行規則）で追加

解体工事：床面積80㎡以上
改修工事：請負金額100万円以上

22
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今後のスケジュール

令和３年３月まで 改正大気汚染防止法 

関連マニュアルの公開 

  

４月 改正大気汚染防止法施行 

 

６月まで 改正条例施行規則公布 

 

７月 改正条例施行 

改正法・改正条例説明会 

（令和３年４月～） 
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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/>

お問い合わせ先

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課
大気指導グループ

電話番号：06－6210－9581
E-mail ：jigyoshoshido-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp


