
 

県有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果及び処理状況等 

平 成 １８年 ９ 月 １５日      

 千葉県アスベスト問題対策会議 

県 有 施 設 部 会       

 

千葉県では、県有施設を対象に「県有施設における吹付けアスベスト等実態調査」

を平成１７年８月に実施し、その集計結果については、調査の進捗状況に応じて適宜

公表してきました。 

平成１８年５月の公表時に調査中であった１１施設についての調査結果が判明し

ました。その結果は以下のとおりですので、未処理施設の処置状況と併せてお知らせ

します。なお、未処理施設は４１施設ですが、そのうち３６施設については、今年度

中に処置する予定です。残りの５施設については、平成１９年度以降に施設の廃止や

改修と併せて処置する予定です。 

 

 

１．１１施設の調査結果（平成１８年８月３１日現在） 
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施設数
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２．県有施設における吹付けアスベスト等の状況   

H18. 8.31 1,775 115 33 41 41 1,660 0
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 ※１ 「施設数」は､複数の建物で構成している施設であっても全体として１つのまとまりとし   

て機能すると判断できる施設については､１施設と計上。同一施設でも敷地が異なる場合

は、別施設として計上。 

※２  ｢除去済み｣は､アスベストの使用が確認された施設のうち､アスベストを全部除去した施 

設数。 

※３  ｢処理済｣は､アスベストの使用が確認された施設のうち､アスベストが発散､飛散しない

よう防止処理(封じ込め､囲い込み)を講じている施設数。 

 

 （連絡先） 

千葉県総務部管財課 

電話 043-223-2764 



 

３．新たに判明したアスベスト未処理施設（１施設） 

施 設 名 室 名 処置の内容等 担当課 
葛南地域整備センター 

葛南港湾事務所 西浦排水機場※ 
ポンプ室 封じ込め予定 港湾課 

 

４．新たに判明したアスベスト使用施設（１施設） 

施 設 名 室 名 処置の内容等 担当課 

千葉県議会棟 
天井裏 

（屋根下部）
囲い込み済み 管財課 

 

５．前回公表したアスベスト未処理施設の処理状況等（６４施設） 

 

（１）処置の完了した施設（２４施設） 

施 設 名 室 名 処置の内容等 担当課 

流山排水機場 機械室 除去完了 耕地課 

印旛地域整備センター 

成田整備事務所 
機械室 除去完了 県土整備政策課 

手賀沼下水道事務所 自家発電室 成分分析の結果ｱｽﾍﾞｽﾄなし 下水道課 

千葉工業用水道事務所西広取水場 換気扇室 成分分析の結果ｱｽﾍﾞｽﾄなし 企業庁工業用水部管理課 

千葉工業用水道事務所清水台配水池 電気室等 成分分析の結果ｱｽﾍﾞｽﾄなし 企業庁工業用水部管理課 

千葉工業用水道事務所袖ヶ浦浄水場 発電機室等 成分分析の結果ｱｽﾍﾞｽﾄなし 企業庁工業用水部管理課 

葛南工業用水道事務所習志野給水場 発電機室 囲い込み済み 企業庁工業用水部管理課 

葛南工業用水道事務所南八幡浄水場 発電機室 封じ込め済み 企業庁工業用水部管理課 

北船橋給水場 配水ポンプ室 囲い込み済み 水道局財務課 

千葉県立美術館管理棟 機械室 成分分析の結果ｱｽﾍﾞｽﾄなし 教育庁文化財課 

千葉県立房総のむら 

房総風土記の丘資料館 
機械室等 成分分析の結果ｱｽﾍﾞｽﾄなし 教育庁文化財課 

千葉県立中央図書館 玄関等 除去完了 教育庁生涯学習課 

千葉県立京葉工業高校第２建設棟 実習室等 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立船橋古和釜高校管理棟 音楽室 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立市川工業高校建築･ｲﾝﾃﾘｱ棟 実習室 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立成田国際高校普通教室棟 階段 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立松戸六実高校浄化槽 機械室 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立茂原樟陽高校管理棟 屋上機械室 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立船橋養護学校機械室棟 変電室 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県立松戸つくし養護学校浄化槽 機械室 除去完了 教育庁財務施設課 



 

施 設 名 室 名 処置の内容等 担当課 

千葉県立東金養護学校寄宿舎 ボイラー室等 除去完了 教育庁財務施設課 

千葉県総合スポーツセンター ＡＲ射撃場 除去完了 教育庁体育課 

千葉県香取警察署 道場・会議室 除去完了 県警本部会計課 

千葉県旭警察署 道場・会議室 除去完了 県警本部会計課 

 

（２）対応中の施設（４０施設） 

施 設 名 室 名 処置の内容等 担当課 

千葉県立衛生短期大学事務棟 廊下 一部利用休止 H18 除去予定 医療整備課 

大房岬汚水処理場 ポンプ室 H18 除去予定 自然保護課 

いこいの村たてやま 
従業員通路 

の一部 
H18 除去予定 観光課 

障害者高等技術専門校 訓練室等 
一部使用中止 H18 除去予定

（一部封じ込め予定） 
産業人材課 

日本コンベンションセンター駐車場 
連絡デッキの

EV 昇降路 
H18 除去予定 経済政策課 

物木機場 機械室 H18 除去予定 耕地課 

北辺田矢口揚排水機場 機械室 H18 除去予定 耕地課 

飯高加圧機場 機械室 H18 除去予定 耕地課 

水産総合研究センター 機械室等 H18 除去予定 水産課 

印旛下水道事務所手繰ポンプ場 自家発室 H18 除去予定 下水道課 

印旛下水道事務所八千代ポンプ場 電動機室 H18 除去予定 下水道課 

印旛沼下水道事務所平戸ポンプ場  電動機室 H18 除去予定 下水道課 

江戸川下水道事務所市川ポンプ場 電気室等 H18 除去予定 下水道課 

江戸川下水道事務所管理棟 特高変電所等 H18 除去予定 下水道課 

栗山浄水場 自家発電室 H18 除去予定 水道局財務課 

柏井浄水場 ポンプ棟等 H18 除去予定 水道局財務課 

福増浄水場姉崎分場 ポンプ棟等 H18 除去予定 水道局財務課 

北総浄水場 自家発室等 H18 除去予定 水道局財務課 

木下取水場 自家発棟等 H18 除去予定 水道局財務課 

成田給水場 管理本館 H18 除去予定 水道局財務課 

市川水道事務所松戸分室 階段裏等 H18 除去予定 水道局財務課 

千葉工業用水道事務所郡本浄水場 渡り廊下 H18 除去予定 企業庁工業用水部管理課 

 

 



 

施 設 名 室 名 処置の内容等 担当課 

千葉工業用水道事務所宮崎給水場 電気室等 H18 除去予定 企業庁工業用水部管理課 

葛南工業用水道事務所大和田取水場 発電機室 H18 除去予定 企業庁工業用水部管理課 

君津工業用水道事務所湊川取水場 ポンプ室 H18 除去予定 企業庁工業用水部管理課 

千葉県立印旛高校合宿所兼同窓会館 ボイラー室 H18 除去予定 教育庁財務施設課 

千葉県立上総博物館本館 機械室 Ｈ18 除去予定 教育庁文化財課 

運転免許センター二輪試験棟 機械室 Ｈ18 封じ込め予定 県警本部会計課 

有秋台独身寮 食堂等 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

五井待機宿舎 居室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

鬼高独身寮 居室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

潮見待機宿舎 居室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

富津第３待機宿舎 居室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

流山待機宿舎 居室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

美浜独身寮 階段室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

四街道待機宿舎 居室 
現在ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生 

H18 除去予定 
県警本部会計課 

産業支援技術研究所工芸研究棟※ 成型室 除去予定 産業振興課 

古ヶ崎浄水場※ 排水処理棟等 除去予定 水道局財務課 

樋野口取水場※ 活性炭注入棟 除去予定 水道局財務課 

千葉県がんセンターD 棟※ 電機室 
飛散無し  

点検を実施し維持管理 
病院局経営管理課 

※ 今後、廃止や改修を予定しているため、施設の全体計画に併せて処置を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．施設区分別調査結果  

1,775 115 33 41 41 1,660 0

公営住宅等 142 1 1 0 0 141 0

社会福祉施設等 7 1 0 1 0 6 0

高等学校等 169 25 15 9 1 144 0

大学 1 1 0 0 1 0 0

保健所 15 1 1 0 0 14 0

警察 540 16 2 5 9 524 0

消防 1 1 0 1 0 0 0

上水道 39 12 1 2 9 27 0

下水道 17 5 0 0 5 12 0

工業用水 28 7 1 2 4 21 0

その他 816 45 12 21 12 771 0

① 事務所庁舎等

② 博物館等

③ 体育施設

④ 試験研究機関

アスベスト
未使用の施

設

調査中の
施設

（注）その他には、次の施設等も含んでいます

区分

調査対象施
設数

アスベス
ト使用の
施設数

うち、除
去済み

うち、処
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