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社会資本整備審議会 建築分科会 アスベスト対策部会（第５回） 

平成２１年６月１２日（金） 

 

 

【事務局】  時間少し前でございますが、委員の先生方おそろいでございますので、始

めさせていただければと思います。 

 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。私、本日

事務局を務めさせていただきます○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日はマスコミ等の取材希望がありますので、よろしくお願いいたします。なお、部会

の議事につきましては、分科会に準じて、プレスを除き一般には非公開となっております。

また、議事録は、委員の名前を伏せた形でインターネット等において公開することといた

したいと存じますので、あらかじめご了承願います。 

 定足数の確認ですが、本日は委員総数の３分の１以上の委員にご出席いただいておりま

すので、社会資本整備審議会令第９条により、本部会が成立しておりますことをご報告申

し上げます。 

 それでは、ここで、今回から新たに委員に任命された方をご紹介させていただきます。 

 【委員の紹介省略】 

【事務局】  それでは、引き続きまして、○○よりごあいさつを申し上げます。 

【事務局】  委員の皆様におかれましては、平素からいろいろ建築行政などご支援賜り

まして、御礼申し上げます。また、今日はお忙しいところお集まりいただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

 アスベストの対策でございます。これにつきましては、いわゆるクボタ・ショックとい

う形で大きな問題になってから、その後、特に私どもの関係でございます建築物について

は、今１,０００平米以上のものという形でのフォローをしているわけでございますが、全

体的なあり方をちゃんと見直すべきではないかというようなご指摘をいただいてきたとこ

ろでございます。 

 そういうことで、昨年９月１日の部会におきまして、アスベスト対策ワーキングという

ものの設置をご了承いただいて、その後は、１０月１日に第１回ワーキングということで、

これまで１２回にわたり、これは○○のほうに主査という形で、ほんとうにありがとうご

ざいますが、非常に精力的に作業を積み重ねていただいております。本日は、その作業の
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お話が伺えるということでございます。 

 また、国土交通省の施策でございますけれども、いわゆるアスベスト対策をさらに充実

するということで、昨年の第１次補正予算のときから、例えば建築物の調査関係について

の補助を手厚く用意するといったことをさせていただいておりますし、平成２１年、今年

になってからは、耐震改修の促進と一緒にして、住宅・建築物安全ストック形成事業とい

うことで、全体として国費１９０億円ということでございますけれども、安全な建築スト

ックをきちんと整備していくということに力点を置いた事業展開をやっているわけでござ

います。 

 そういうことで、私も国会のほうで、環境委員会とか何回か呼ばれまして、その後どう

なったかというようなお話はるる質問いただいておりまして、現在２００万棟を超えるよ

うな対象について、何をどういうふうに、あるいはどういう順番立てでやっていくのがい

いのかということを、一生懸命今審議会でご議論いただいているというふうに答弁申し上

げてきているところでございます。 

 今日は、そのワーキングでの作業状況のご報告をいただくということでございまして、

部会の先生方にぜひ、あり方ということでご審議を賜ればと思います。 

 後に、引き続きこの対策、しっかりやっていかなければいけないということでござい

ますので、引き続きのご支援をお願いいたしまして、簡単でございますけれども、ごあい

さつさせていただきます。今日はよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、開会に先立ちまして、お手元にお配りしております資料の確認

をさせていただきます。本日は、ワーキングからの作業状況報告ということで、非常に資

料が多くなってございます関係上、ちょっとダブルクリップを外していただきますと、議

事次第の次に、配付資料一覧というのがございますが、それ以降につきましてご確認させ

ていただきます。 

 資料１、資料２、資料３、資料３が今日の作業状況報告の頭紙でございまして、資料３

が別紙１から１４までございます。別紙１、別紙２、別紙３、別紙４、別紙５、別紙６と

別紙７が１枚ずつでございます。別紙８がＡ３の折ったものでございます。それから別紙

９、別紙１０、別紙１１。別紙１２が少し枚数があるもの。別紙１３、それから別紙１４

がアンケート結果ということで、少し分厚いものがついてございます。ここまでが資料３

の別紙でございまして、その後ろに資料４、ここまでが資料でございます。 

 それから、参考資料１、参考資料２というのがついてございます。 
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 以上の資料をお配りいたしております。欠落等がございましたら、事務局までお申し出

ください。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、議事運営につきましては、○○部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  ○○でございます。委員の皆様、今日はお忙しい中お集まりいただきまし

て、ありがとうございます。 

 ただいま事務局からご説明ございました、昨年度の委員会でワーキングの設置をお認め

いただきまして、その後○○先生をワーキングの主査として、極めて活発に作業をしてい

ただきました。○○先生はじめワーキングの皆様、どうもありがとうございました。 

 今日の議題は、大きな議題が１つございまして、式次第にございますように「民間建築

物におけるアスベスト対策のあり方について」でございます。いわば現状の調査の状況報

告ということでございまして、特に今日はこれについて何らかの結論を出すという趣旨の

集まりではございませんので、その旨ご了承いただきたいと思います。 

 資料がたくさんございますけれども、 初にワーキングの作業状況について、主査の名

取先生から一連の資料の報告をいただきまして、その後議論したいと思います。 

 ○○先生、よろしくお願いします。 

【委員】  ○○でございます。この間、多くの委員と事務局の方のご協力もありまして、

大体月２回のペースで作業を進めさせていただいてまいりました。 

 アスベストの対策と申しますと、まず建築物のどういう部分にそれが使用されているの

かという調査、その体制。その後、それの分析、それからどう管理をするのが適切かとい

う管理の状態。そして除去というような対策、廃棄と、一般的には調査、分析、管理、除

去、廃棄というサイクルがいかに潤滑に進むかということが、飛散をさせないためには大

変重要とされております。 

 後で事務局のほうからご説明いたしますけれども、実際にそういうふうな管理をしなけ

ければいけないというのは、このアスベストというものが発がん物質でございまして、こ

の間厚生労働省がいろいろな情報公開の結果、後でご説明もしますが、既に吹きつけのあ

る建物が原因で、つまりご自分で実際に石綿の作業とかをされたのではなくて、吹きつけ

が建物にあったということが原因で労災になっている方、それが既に四十数名になってい

るというご報告が出ております。つまり、吹きつけのある倉庫の下で、ただご本人は配送

作業をされていた方であるとか、ご自分では豆腐をつくる作業をしていただけとか、そう

いう方がお亡くなりになっているということもございますので、今後適切な管理という点
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は極めて重要ということになろうかと思います。 

 そういうことも踏まえまして、調査なり分析なり除去というものが、どうしていったほ

うがいいのかという点では、それぞれの専門家であるとか業者の方にヒアリング、もしく

はアンケートを行ったり、それから、この対策では先進的な取り組みがされているという

フランス、イギリスに、私と事務局の○○と一緒に訪問して、お話を伺ってきたりという

こともいたしまして、またそういう知見もともに、委員の皆様に、一遍にすべての対策を

急にできるものではありませんので、どういう形で優先順位をつけていったほうがいいの

か、どういう方が調査をしたほうがいいのか、もしくはどういう形でその台帳等を整備し

ていくのがよいのか、そういうことについて、それぞれ検討してきたということになりま

す。 

 まだすべての検討が終わったわけではございませんで、今日の段階では、確実に、大体

ワーキングでの検討が終わったものについてご報告させていただくということでございま

すので、ご報告を聞いていただいた上で、こういうふうな方向での検討が望ましいとか、

さらにこういう点の調査が望ましいという点について皆様のご意見をいただいて、さらに

一層ワーキングのほうで準備を進めていきたいと考えておりますので、よろしくご検討お

願いいたします。 

【事務局】  それでは、事務局より資料のご説明をさせていただきます。私、事務局を

務めさせていただきます○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 ワーキングの検討作業の状況についてご報告させていただく前に、まず資料２によりま

して、建築物におけるアスベスト対策の経緯について、いま一度おさらいさせていただけ

ればと思います。 

 そもそもこのアスベスト対策部会でございますけれども、平成１７年６月にアスベスト

による健康被害が社会問題化したことを受けて、１７年８月にアスベスト部会を設置して、

３回の審議を経て、１７年１２月にアスベスト対策の建議ということでまとめていただき

ました。国土交通省では、その建議に基づきまして、これまで幾つか主要な施策について

講じてきてございます。 

 １つは、建築基準法による規制ということで、これは平成１８年２月に公布、１０月に

施行したということですけれども、吹きつけアスベスト等について使用を規制するととも

に、増改築時については原則除去、一定の増改築、大規模修繕、模様替のときには封じ込

めや囲い込みを義務づけるといったような内容でございます。また、使用実態把握の推進、
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住宅性能表示制度の整備、含有建材の除去等への支援、さらにはアスベスト含有建材デー

タベースといった形での情報収集及び提供という形でやらせていただいてございます。使

用実態把握の推進と除去等への支援につきましては、後ほどまた詳しくご説明させていた

だきます。 

 また、この間新たな課題といたしまして、左下でございますけれども、アスベスト対策

に関する勧告ということで、平成１９年１２月に総務省から勧告をいただいてございます。

主な勧告の内容としましては、１つは民間建築物の調査、これまで１,０００平米以上につ

いてやってきたんですけれども、１,０００平米未満についても的確かつ効率的な把握方法

を検討すること。また、地方公共団体に対して、支援制度の創設を働きかけることなどが

書き込まれてございます。さらには、平成２０年１月に、これは新聞報道によりまして、

トレモライトの問題というのが発覚しました。これは国内では使用されていないとされて

きたアスベストの一種であるトレモライトが使用されているといったような報道を受けま

して、こういった新たな課題を踏まえまして、昨年秋、２０年９月１日ですけれども、第

４回のアスベスト対策部会ということで、再開させていただいてございます。 

 アスベスト対策部会のときにご提示いただいた論点といたしましては、参考資料１とい

う形でおつけしてございます。これは第４回部会の資料５でございますけれども、「建築物

におけるアスベスト対策に係る論点」ということで、関係者の理解といった総論に始まり、

調査、分析について方法の確立、体制整備、建築物の台帳の話、さらには除去等における

飛散防止対策といったような内容について、こういった論点があるのではないかというこ

とで、ご提示をいただいてございます。 

 また、第４回、９月１日のアスベスト部会においては、今後こういった論点について、

ワーキングを設置して集中的に議論するといったようなことで、宿題をいただいてござい

ます。 

 資料２の２枚目でございます。アスベスト対策ワーキングのメンバー、○○主査をはじ

め、９名の委員の方々に精力的にご議論いただきまして、開催経緯といたしまして１２回、

かなり熱心にご議論をいただきまして、今回その検討作業の状況についてご報告をさせて

いただくものでございます。 

 また、検討作業の状況報告に入らせていただく前に、平成１８年に建築基準法の規制が

なされましたといったことについて、先ほどご報告申し上げましたが、それ以外のアスベ

ストに関連する規制等について、簡単にご説明させていただきます。 
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 参考資料２をごらんいたただけますでしょうか。上に「吹付けアスベスト等に関する規

制等の経緯について」とある横書きの資料でございます。こちらのほうで、簡単にこれま

での規制の経緯について、おさらいをさせていただきます。 

 法令と業界の自主規制という形で、取り組みがこれまでなされてきたわけですけれども、

吹付けアスベスト等につきましては、まず昭和５０年に、労働安全衛生法に基づく特化則

の改正によって、アスベストの含有量が５％を超えるような石綿の吹付け作業を原則禁止

という形になってございます。また、業界の自主規制といたしまして、昭和５５年には、

石綿を含有する乾式の吹付けロックウールについて使用中止、また平成元年には、湿式の

石綿含有吹付けロックウールの使用中止がなされてございます。 

 続きまして、平成７年には、法令のほうでも特化則の改正により、含有量１％を超える

石綿の吹きつけ作業を原則禁止。また平成１８年には、その含有量１％が０.１％に引き下

げられて、０.１％を超える石綿含有物の製造・使用を全面的に禁止するといったような措

置が、順々に講じられてきたといったことでございます。 

 参考資料２についてめくっていただきますと、アスベスト対策に関連する主な法律でご

ざいます。主な法律として５つ挙げさせていただきました。 

 １つ目が建築基準法ということで、建築基準法は、建築物の 低基準を定めて、国民の

生命、健康、財産の保護を図るという目的でございまして、対策の関係でいきますと、建

築物への使用禁止、さらには増改築時における除去等を規定してございます。 

 次に、建設リサイクル法でございます。こちらは特定の建設資材の分別解体や再資源化、

解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るといっ

たようなことを目的としていまして、アスベスト対策との関係で言えば、対象となる建設

工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の１つとして、特定建設資材に付

着している吹きつけアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、また、付着物の除去等

の措置を講ずることを規定してございます。 

 次に、労働安全衛生法でございます。こちらは、労働災害防止対策の推進により、職場

における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するといったような

目的で、アスベストを重量の０.１％を超えて含有する製剤等の使用禁止、建築物解体等の

作業の届け出、労働者へのアスベスト粉じん暴露防止措置などを規定してございます。 

 次に、大気汚染防止法です。こちらは、事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を

防止し、国民の健康保護、生活環境保全、被害者保護を図るということでして、建築物解
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体等の作業の届け出、解体時の作業基準などを規定してございます。 

 続きまして、廃棄物処理法でございます。こちらは廃棄物の排出抑制、適正処理等によ

り、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図る目的としていまして、具体的には廃石綿等を

含む廃棄物の特別な管理等を規定してございます。 

 次のページをごらんいただきますと、こちらは建築物の解体時等において、アスベスト

を取り扱う業務のフローを示させていただいたものです。左側の青に白抜きで書いてある

のがそのフローでございまして、事前の準備から始まり、調査、計画をつくって届け出て、

後事後処理をするといったような流れになってございます。それぞれごとに、ただいま

ご説明した関係の５つの法令が、どのような形で規制をかけているかといったところを見

ていただければと思います。 

 かいつまんでご説明いたします。まずは事前の調査のところですけれども、解体などを

行う場合には、事前に調査をすることが石綿則によって決められていまして、石綿等の使

用の有無について、目視、設計書等による調査や分析調査を行うということになってござ

います。ちなみにこの分析調査ですけれども、米印で下のところに黄色で書いてある部分

で石綿の定義について、石綿についてはアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、

クリソタイル、クロシドライト、トレモライトという６種類が石綿だということで、取り

扱いがなされているところでございます。 

 レベル１、２、３とありますが、ここはまた後ほどご説明いたします。 

 次に、事前の調査が終わりますと、作業計画を立てて、届け出をいたします。この届け

出は、建設工事の計画、作業について、それぞれ労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づ

く届け出がなされます。作業前の準備、作業中に、それぞれ作業主任者の選任や負圧除じ

ん装置の設置などが決められていまして、 後事後処理を行うということでございます。 

 続きまして、レベル１、２、３についてでございます。 

 一番発じん性、飛散性が高いものがレベル１、順にレベル２、レベル３という形になっ

てございます。もう１枚めくっていただきますと、それぞれ色分けがされていまして、赤

い色がレベル１、緑色がレベル２、 後水色がレベル３ということです。レベル１につい

ては、吹きつけ材、レベル２については保温材、耐火被覆材、断熱材、レベル３について

はスレート板などが規定されているということでございます。 

 以上が、参考資料２のご説明でございます。 

 引き続きまして、検討作業の状況ということで、資料３の説明に入らせていただきます。 
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【事務局】  ○○と申します。資料３について、私、それから○○から説明をさせてい

ただきます。お手元の資料３と書いてあるペーパーをごらんください。 

 全体の構成としまして、「Ⅰ．検討作業の背景」ということで、背景がこんな感じですよ

ということ。それから「Ⅱ．検討作業の状況」で、これが１、２、３、４ということで、

ここにあるようなことで今まで検討してまいりましたということを、順に資料を追って説

明させていただきたいと思います。 

 まず、検討作業の背景ということで、別紙１、別紙２をごらんください。別紙１は総務

省の勧告、先ほど○○から申し上げたように、総務省から１９年１２月に勧告をいただい

たということでございます。別紙１自体は前回部会の資料３とほぼ同じで、若干時点に修

正だけさせていただいていますけれども、なので詳細はちょっと省きますが、総務省から

勧告をいただいて、右列にあるようなことで対応させていただいておるということでござ

います。 

 別紙１の１ページ目、（１）①、②の対応状況をごらんいただきますと、もともと１,０

００平米未満の民間建築物、それから平成２年以降に施工された民間建築物については、

的確かつ効率的な把握方法を検討しなさいと。それから吹きつけバーミキュライト等の飛

散性に関する研究をしなさいというようなことを言われておりまして、これらについては、

実は昨年度調査のお金を活用させていただいて、把握方法の検討及び飛散性の研究を実施

させていただいています。後ほど、把握方法の検討等については別紙９、それから飛散性

の研究については別紙５で、もう少し詳しくご説明させていただきます。 

 それから、「使用実態調査における調査対象建築物の選定状況」ということでございます

が、これは指摘に対して、通知を出させていたただいておるという状況でございます。 

 次のページをごらんください。「（３）使用実態調査におけるアスベスト使用の確認状況」

ということで、これにつきましても、特定行政庁の皆様に周知をする通知を発させていた

だいておるということでございます。 

 その下、暴露防止対策の適切な実施ということで、まず「（１）暴露防止対策の実施状況」

ということでございますが、これも大まかなところでいうと、基本的には特定行政庁に注

意喚起ということで、通知をさせていただいております。（１）①の中で、「アスベスト濃

度に関する調査を引き続き実施すること」というところがありますが、これにつきまして

は、昨年度の調査費用を活用させていただいて、調査を実施させていただいておるという

状況でございます。 
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 次のページをごらんください。吹きつけアスベスト等の管理状況でございまして、これ

らについても特定行政庁に対して技術的助言という形で、注意喚起の通知をさせていただ

いておるということでございます。 

 ３の届出情報等々の活用ということでございまして、①は厚生労働省さんに対する勧告

ということで、②の部分につきまして、実態調査の結果を都道府県労働局に提供すること

について協力しなさいという勧告でございまして、これについても通知をさせていただい

ておるということでございます。 

 大きな４につきましては、廃棄物の関係でございまして、これは環境省に対する勧告と

いうことでございます。 

 別紙２でございます。これもおさらいでございますけれども、平成２０年１月５日の報

道でございまして、「無警戒の石綿３種検出」ということで、従来工業的には使われていな

かったとされていたトレモライト、アクチノライト、アンソフィライトというのがあるん

ですけれども、これの一部が出てきましたというような報道があったということでござい

まして、政府としましても、こういう報道も受けて、実際に改めて実態調査の際に注意を

するようにということで、通知を出させていただいたという状況でございます。 

 こういった背景がありましたということでございまして、昨年９月１日に部会を再開さ

せていただいて、その後ワーキングで議論させていただいたという状況でございます。 

 ワーキングの議論の状況としましては、資料３のⅡのところにありますとおり、これか

ら順にご説明いたします。まず、これまでの民間建築物におけるアスベストの実態調査と

補助制度の状況ということでございます。 

 まず、実態調査の状況について、お手元の資料別紙３をごらんください。私ども国土交

通省住宅局におきましては、民間建築物における吹きつけアスベスト等に関する調査とい

うものをさせていただいております。これまでは、１,０００平米以上の建築物を対象にや

ってきたという状況でございますけれども、その多くは概要調査にとどまっているという

ことで、詳細な、例えばアスベスト等の使用されている部位ですとか、劣化の状況等につ

いては把握ができていないというのが実態であるということでございまして、これにつき

ましては、実はこの部会でご議論いただいて、まとめていただいた建議の中でも、実際に

これは概要調査であるということで、今後詳細な調査をやっていく必要がありますという

ようなことを建議いただいておるという状況でございます。 

 それから、実は調査を行う者に求められるスキルに関しては、特段何も書いていないと



 -10-

いうような状況があります。露出したアスベストの吹きつけがなされている建物のうち、

サンプルをちゃんととって分析機関に分析をお願いしているというものは、これは後から

アンケートをして聞いたんですけれども、実は全体の４分の１にすぎないということで、

半数以上は分析が実施されたかどうかということが把握されていないという実態があると

いうような状況でございます。これにつきましては、別紙３の５ページに少し詳しく書か

せていただいております。ここにあるような状況であるということでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、上から４ポツ目でございます。実際に従事していら

っしゃる方からの情報によりますと、建物のオーナーさんの中には、分析方法が変わるた

びに再調査をやっているということで、結構負担が大きいんだというような問題点が指摘

されておるという状況でございまして、これにつきましては、別紙３の４ページにかいつ

まんで紹介させていただいておりますけれども、まず含有量の変更ということで、１％が

０.１％になったということもございます。それからトレモライト等が出たという、先ほど

紹介しましたような経緯があって、それによる対応も、調査をお願いして以降にこういう

ことがあったというようなことでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、上から５ポツ目でございます。一方、先ほどありま

したレベル１、レベル２ということにつきましては、作業時の発じん性が高いということ

で、他法令においてもいろいろな義務が課されているという状況がありますものですから、

オーナーさんの中には、吹きつけアスベスト等に加えて、保温材等も含めてレベル１、レ

ベル２を調査の対象として、使用されている部位ですとか劣化状況等についてもわりと詳

しく調査をやっている方もいらっしゃるというような実態がございます。 

 なお、先ほど○○主査からもお話がありましたとおり、厚生労働省の公表資料によりま

すと、平成１７年度から１９年度までにおいて、いわゆる労災の支給決定をされた事業所

のうち、石綿暴露作業状況が、吹きつけ石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業というふ

うな記載が４６件あるということが公表されている状況もございます。 

 それから、一番下でございますが、調査の実態について、このほか以下のようなご指摘

がありますということで、もともと平成１７年のクボタ・ショック以降に、だっと一気に

調査をお願いしたということがありまして、分析技術が確立されていない中、極めて短期

間に結果を求められたんだということで、当時は詳細な調査というのは困難だったのだと

いうようなご指摘。それから、調査対象となる建物を特定するということがなかなか難し

いということで、調査漏れというのが実はあるのではないかというようなご指摘もありま
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す。この調査漏れということにつきましては、総務省の勧告の中でもご指摘をいただいて

いるところでありまして、そのことについては、改めて通知等により注意喚起等々させて

いただいておるという状況ではございますけれども、そのような指摘があったということ

でございます。 

 別紙３の２ページ、３ページは、これまで私どもでフォローアップをやってきた調査の

概要ということでございまして、２ページのグラフをごらんいただくとわかりますけれど

も、まず２００５年、平成１７年７月に 初にお願いをしまして、それ以降、こういった

形でずっとフォローしておるわけでございますが、このところ、調査をお願いして、結果

の報告をいただいているものが大体８４％くらいということで、大分早い段階からちょっ

と横ばいになってきておると。それから、実際に露出して吹きつけアスベストがある建物

のうち、実際に対応をとりましたというものについても、だんだんと少しペースが鈍って

はおるものの、徐々にそういった率が増えているということでございまして、 新の状況

においては６割弱において対策をとっていただいているというようなご報告はいただいて

おるという状況ではございますけれども、先ほど申し上げたように、これはあくまで概要

調査であるといった実態があるということでございます。 

 これまでやってきた民間建築物におけるアスベスト実態については、以上でございます。 

 続きまして、資料３のⅡの１「（２）アスベスト対策に関する補助制度の状況」について、

ご報告いたします。お手元の資料別紙４をごらんください。 

 調査、除去等のアスベスト対策にはかなりコストがかかるということもありまして、そ

れが対策が進まない要因の１つというふうに言われておりますので、適切な対策を行うた

めに支援制度の整備が必要とされていたところであると、平成１７年の年末の建議の中で

もそういったことが言われておるという状況でございます。そういったことを受けまして、

私どもとしては、１７年度の補正予算において、建築物における調査、除去等に要する費

用の一部を補助する制度をつくらせていただいて、さらに、冒頭○○から少し触れていた

だきましたけれども、平成２０年度の１次補正予算においても、この制度を大幅に拡充し

たということでございまして、調査、それからモデル事業というのを新たにつくったんで

すけれども、これらについては必要額を定額で補助する仕組みとさせていただいたという

状況でございます。 

 しかしながら一方で、アスベスト対策を進める上では、なお新たな技術的知見が必要で

あるということ、それから、対策に係る体制が十分に整っていないという状況にあること
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から、こういった状況で急速に対策を推進するということをやりますと、結果として分析

精度が低下するですとか、除去等の工事において飛散事故が発生してしまうおそれがある

ということで、米印のところにありますような、これはそれぞれの市もしくは区のホーム

ページでも情報が出ておりますけれども、実際にそういった飛散事故が起こっているとい

うこともありまして、そういった体制整備をきちんとやらない中で、拙速に対応をとるの

はかえって危ないというようなこともございますということで、いわゆるその対策、予算

の執行に当たっては、分析機関ですとか、除去等業者が業務を適性に行うことができるよ

うに留意しながらやっていく必要があるということで、そのようなことにさせていただい

ておるという状況でございます。 

 実際に平成２０年度の１次補正予算、それから２１年度当初予算において、どういうこ

とをさせていただいて、今どうなっているかというのをちょっとご紹介させていただきま

すと、１枚めくっていただいて、別紙４の３ページをごらんください。ここに昨年度１次

補正、それから今年度当初予算ということで、その拡充する前と後というのを並べており

ますけれども、調査、除去、それからモデル事業ということで書かせていただいておりま

す。 

 モデル事業については、新たにつくったということでございますので、拡充前のところ

は空欄です。調査につきましては、まず対象建物について、従前は多数の者が利用するよ

うな建物のうち、さらに多数の者が共同で利用する部分が対象ですよということ。これは

除去も一緒でございますけれども、ここの拡充でございまして、用途の限定は一切なくな

っておるという状況でございます。それから、露出してアスベスト等が施工されているお

それがあるもの――調査の場合はまだわかりませんから「おそれ」ですが、除去等につい

ては実際に露出して施工されているものが対象だということでございましたが、これも露

出要件というのが落ちて、拡充させていただいておるというような状況でございます。 

 それから、調査につきましては、先ほど申し上げたように、従前は補助率が国３分の１、

民間の場合は地方３分の１で、合わせて３分の２ということであったところを、拡充後に

は定額補助ということで、一定の条件は設けさせていただいておりますが、基本的には全

額国が出しますよというようなことで拡充をさせていただいておる状況でございます。除

去等については、補助率は特に変わっておりません。このような拡充をさせていただいて

きたということでございます。 

 一方で、この制度は地方公共団体を通じた補助ということでございまして、例えば民間
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の建物の対策に対して支援する場合、地方公共団体さんが民間建物のオーナーさんを支援

する場合に、国がその一部、もしくは全部を補助するというようなスキームになっておる

わけでございますが、４ページ以降、それでは地方公共団体さんがそういう制度をお持ち

かどうかということについて、ちょっとご紹介させていただきます。これは今年４月１日

の見込みということでございますが、４ページ上の表をごらんいただきますと、実際に補

助制度を創設いただいているという自治体は、数で申しますと１９９ということで、全体

の割合で見ると１割をちょっと超える程度というような状況でございます。実は残り９割

の自治体では、私どもの補助制度を活用いただけないという状況でございまして、私ども

としても、また引き続き自治体さんに制度の創設を働きかけていくということもやってい

かねばならんなというふうに考えておるところでございます。 

 ５ページは、都道府県さんと政令市の状況、６ページは政令市以外の市区町村の状況で

ございまして、７ページ以降は、個々の市区町村ごとにどういう状況にあるんだというこ

とを、資料としてつけさせていただいてございます。 

 アスベストに関する補助制度の状況につきましては、以上でございます。 

【事務局】  引き続きまして、今後のアスベスト実態調査の前提となる知見ということ

で、別紙５、６、７についてご説明させていただきます。 

 まず別紙５でございます。こちらは、アスベスト含有建材の飛散性の調査結果のご報告

でございます。アスベスト含有建材の飛散性調査につきましては、平成１８年度に一部や

ってございますけれども、まだまだサンプル数が少なく、引き続きやるべきだとされてい

ます。また、総務省の勧告の中でも、引き続き検討しなさいといったことで、ご指摘をい

ただいているところでございます。 

 これらを受けまして、昨年度、建材の種類や劣化度をパラメーターとして、できる限り

多くの建材、劣化度合いについて調査をしようということで、調査をやってございます。

下のポツに書かせていただきましたが、吹きつけアスベスト、吹きつけロックウール、こ

れが建築基準法の規制の対象となっているものでございます。加えまして、吹きつけバー

ミキュライトまでが、先ほどご説明いたしましたレベル１でございます。保温材、煙突断

熱材、屋根用折板断熱材、けい酸カルシウム板第２種、ここまでが先ほどご説明しました

レベル２に該当する建材でございます。 後２つ、石綿セメント板、波形スレート板、こ

れがレベル３に該当するような建材ということで、建材の種類についても、できる限り幅

広く、劣化の状態についてもいろいろパラメーターとして調査をしたといったことでござ
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います。 

 ３つ目の丸です。分析の結果、調査対象としたすべてのアスベスト含有建材について、

それが存在する室内において、アスベスト繊維数濃度はすべて定量下限値以下――これは

測定ができる限界を下回っているということでございます――となり、有意なアスベスト

の飛散は確認されなかったといったようなことでございます。 

 ちょっと注に書かせていただきましたのは、事例をもとにご説明いたしますけれども、

３ページの事例は、アスベスト含有吹きつけ材、吹きつけアスベストですけれども、通常

の状況で、建材中にはクリソタイルが２７％含有しているというものです。そういう壁が

存在する建物の居室の中の繊維数濃度をはかっているわけですけれども、一番下の気中濃

度測定結果というところをごらんいただきますと、総繊維数濃度については、室内につい

て３.７、３.２となっています。こちらは総繊維でございます。総繊維から有機物を焼い

てしまって、無機質のみについて測定をしたのが、真ん中の欄の「無機質繊維数濃度」で

ございます。こちらは０.５、０.５未満ということで、数字が下がってございます。有機

繊維が除かれたといったようなことで、数字が下がってございます。 

 さらに無機質の繊維数濃度のうち、顕微鏡でアスベストかどうかについても見て、判断

して測定をするといったのが、アスベスト繊維数濃度でございます。こちらは 終的には

０.５未満ということで、測定の限界が０.５ということで、定量下限値以下というような

ことになってございます。 

 戻っていただきまして、１ページ一番下の注で書かせていただいたのは、「なお、総繊維

数濃度が高い値を示す場合であっても、無機質繊維数濃度やアスベスト繊維数濃度が低い

値を示すことがあります」ということですので、総繊維数濃度とアスベスト繊維数濃度を

同等であるとして判断することは、安全側の判断ではありますけれども、結果として過大

に評価することがあるので、十分に留意する必要があるといったような注意喚起を書かせ

ていただいてございます。 

 次の丸です。また、今回の調査においては、調査対象の建築物の提供を受けることがで

きず、吹きつけパーライトや耐火被覆板についても調査をしようと思っていたわけですけ

れども、実施することができませんでした。こういったようなこともあり、また実施した

建材についてもサンプル数が少ないということなので、 終的に建築基準法の規制対象と

するかどうかの 終判断を行うには、まだなおもって十分なサンプルとは言えないのでは

ないかと。したがって、次年度以降、２１年度以降も引き続いて継続して調査を行ってい
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くことが望ましいという形で、ご報告をさせていただくものでございます。 

 引き続きまして、別紙６でございます。別紙６につきましては、アスベスト含有建材の

使用箇所と製造時期の実態調査ということで、既に、先ほど冒頭申し上げました建材デー

タベースという形で、業界側からのヒアリング、データ提供によって、データベースは一

通りでき上がってはいるんですけれども、さらに現場レベルも含めた実態を、できる限り

把握していこうではないかといったような目的でやっているのが、この実態調査でござい

ます。 

 ２つ目の丸ですけれども、優先順位をつけた計画的な調査に当たっては、アスベスト含

有建材の使用箇所と製造時期の実態を把握した上で、建築物の建築時期、部位、おさまり

等に照らして実態調査を行うことが効率的であろうと。このため、現在知見が不足してい

る、冒頭申し上げましたトレモライトなどや、さらには基準法では規制対象としていない

吹きつけひる石などの吹きつけ材について、その使用箇所や製造時期などを把握すべく、

現在関係者へのヒアリングや文献調査を実施しているところでして、今後も継続して調査

を行っていきますといったようなご報告をさせていただくものでございます。 

 引き続きまして、別紙７でございます。こちらは、アスベスト対策モデル事業というこ

とです。先ほど阿部のほうから、別紙４で、平成２０年度第１次補正予算において補助制

度の拡充をいたしましたというご説明をいたしました。その中の１つに、アスベスト対策

モデル事業の創設といったようなことがございます。どのような趣旨の事業かといいます

と、１つ目のポツですが、実際の建築物におけるアスベストの有無の調査や、アスベスト

の除去、封じ込め等の実施と検証、さらには成果等の普及啓発により、新たな知見の収集

を行うといったような事業でございます。 

 国は、地方公共団体を通じて、アスベスト対策モデル事業の施行者に対して、必要な費

用を定額で補助します。一方、アスベスト対策モデル事業の施行者は、事業実施後速やか

に検証の結果を国に報告しなければならず、また、国から技術・ノウハウの普及・啓発に

必要な報告を求められたときには協力をしなければならないといったような方法で、国の

知見の収集を図っていくことを目的とした事業でございます。 

 具体的には、現時点では調査・除去について、４つ目に書かせていただいた①から⑤の

５つの項目について、新たな知見の収集を現在実施しているところでございまして、調査

については、先ほど来のトレモライトに関するもの、さらには建築基準法の規制対象外の

建材の飛散性に関するもの。除去については、エレベーターシャフトなど、非常に除去が
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難しいとされている工事がございますので、そうした工事の実施の仕方に関するもの、さ

らには業者の選定、配置予定の作業員の熟練度だとか、価格だけによらない業者の選定。

指導監督も、継続的に工事中の気中濃度を測定したり、労基署さんや環境部局さんと一緒

に立ち入りを行うなど、重点的に指導監督を実施するようなモデル、さらには、避難所な

ど早期の対策が必要であると考えられる施設において除去を行う場合。こういった場合に

ついて、モデル的に取り扱って、知見を深めているといったような状況にございます。 

 以上でございます。 

【事務局】  続きまして、資料３のⅡ「３．今後のアスベスト実態調査を進める上での

留意点」ということでございまして、この辺からワーキングでいろいろともんだ状況をご

報告させていただくことになろうかと思います。 

 まず「（１）調査の流れ」でございます。別紙８、Ａ３の半折りになっている資料をごら

んください。 

 これは、民間建築物のアスベスト対策のうち、調査の部分に係る全体のフローのたたき

台ということでございまして、先ほど別紙３をもとにご報告したような、これまでの調査

の実績ですとか、今後紹介しますけれども別紙１３の、実際にやっておられる技術者等々

からのヒアリング、そういったことを踏まえてワーキングでいろいろ議論させていただい

て、その結果、今後民間建築物におけるアスベストの詳細調査を実施するに当たって、こ

ういったようなフローが標準的な流れになるのではなかろうかというようなものをまとめ

させていただいたものでございます。 

 ごらんいただきますと、上半分ちょっと青くなっていて、下がピンクということで、こ

こで大きく２つに分かれますけれども、上半分はアスベスト台帳の作成とさせていただい

ております。これは、実際に民間の建物のアスベスト実態調査を進める前段階のところで

ございますけれども、後ほどまたご報告はしますが、１,０００平米未満の建物まで含めて

対策をとろうとすると、何しろストックの数が膨大になりますから、優先順位をつけて順々

にやっていく。それから優先順位の高いものについて、漏れなくきちんとやっていくとい

うようなことが大事になってくるかと思いますけれども、そうした場合に、では既存スト

ックで、しかも優先順位が高いものというのが実際どこにあるのか、要するにだれに調査

をお願いすべきなのかということをきちんとやらないといけない。そのためには、まずし

っかりとした既存建物の情報を集約して、しっかりと管理をしていく必要があるというこ

とでございまして、これはそういう意味でいうと、特定行政庁の部分になりますけれども、
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ここで台帳をしっかりとつくって管理いただくということが大前提として必要ではなかろ

うかということで書かせていただいております。 

 国土交通省としては、一番左の列にありますとおり、例えば、対象建築物及び台帳作成

のために調査すべき事項などをお示しするというような形で、これは後ほど別紙１１でも

っと詳しくご説明しますが、そういったことをお示しするとか、もしくは実際に台帳の作

成に関する必要なコストを負担していくということでございまして、先ほどご報告しまし

たように、台帳の整備につきましては一応全額国費で負担させていただくということで、

昨年度の１次補正以降、そういった形にさせていただいておるという状況でございまして、

まず調査の前提として、こういうことをしっかりやっていくというのが必要ではなかろう

かということで整理させていただいています。 

 いよいよそれがある程度できてきた段階で、実際に含有建材の使用実態調査というとこ

ろに入っていくのかというふうに考えていまして、こうなると、まずその調査を実際に建

物の所有者にお願いしていくということになるのかということで書かせていただいており

まして、建物の所有者さんというのは、実際にもうアスベストを全部除去してしまったよ

ということでもない限り、対策未実施だということであれば、調査の技術者に調査をお願

いすることになるのかなということで、右から２番目の列に「調査技術者」とありますけ

れども、これにつきましてはまた別紙１０で少しご説明いたしますが、こういった専門の

方にお願いをしてやっていただくということになるのではなかろうかということで、オー

ナーさんから依頼を受けた技術者が実際に現地を見て、いわゆる分析が必要かどうかとい

うことも含めて、まず調査をしていただくと。分析が必要となれば、調査技術者がそのサ

ンプルをとる作業をやっていただいて、分析機関に調査を依頼するというような流れかな

と。実際に含有分析をやる分析機関においては、依頼があれば含有分析をやっていただい

て、技術者を通じてオーナーに結果の報告をしていくという流れになるのかなということ

でございます。建物の所有者としては、その報告を受けた上で、実際に分析機関にお願い

したサンプルもあわせて、結果をしっかりと保存していただくということが必要になるの

ではないかということで、 終的にはその報告が特定行政庁のほうまで上がってくるとい

う流れになるのではないかということで整理をさせていただいております。 

 この実態調査に当たっては、一番左列の国土交通省の欄にありますけれども、例えば優

先順位ですとか、どういった内容のものを報告していただくべきなのかといったことにつ

いて、何がしかの提示をさせていただくですとか、もしくは調査技術者を育成していくと
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いったような、調査をやっていくに当たっての環境整備みたいなことをしっかりとやって

いく必要があるのかなということ。それから、調査にかかる費用については、先ほどご報

告したとおり、一定の要件はありますけれども、必要額を補助するという形に、これも昨

年度１次補正予算以降、こういったことをさせていただいておるということでございまし

て、費用の面では大分措置を講じさせていただいておりますけれども、そういったことで

やらせていただいています。 

 それから、分析に当たり新たな事実が判明したとか、もしくはちょっと判断に困ったよ

うな場合に、どういった形でアドバイスができるかというようなことも考えていく必要が

あるのかなということでございます。 

 下にちょっと注意書きを書かせていただいておりますけれども、台帳の整備におきまし

ては、基本的には木造の建築物、それから戸建て住宅というものは、当面その対象にしな

くてもいいのかなというようなことでちょっと考えておって、それ以外の民間の建物につ

いて、順次つくっていくということになるのかなということでございまして、あと実態調

査のほうにつきましては、吹きつけアスベスト等をベースにして、優先順位ですとか、そ

ういったものの判断をしていくということなのかなということでございますが、一方で、

例えば先ほど別紙３において報告させていただいたとおり、オーナーさんによっては、こ

れを機会にということで、しっかりとやられておられる方もいるというようなこともあり

ますから、実際に優先順位の高いものについては、吹きつけアスベスト等のみならず、保

温材も含めて、レベル１・２をもう調査の対象にしてしまうといったことも考えてもいい

のではないかということようなことで整理をさせていただいております。 

 調査のフローにつきましては、以上でございます。 

【事務局】  続きまして、別紙９でございます。民間建築物の調査対象の全体像の把握

と優先順位ということでございます。ただいまの阿部の説明でも、優先順位という話が出

てきてございますが、それについて整理をしたペーパーでございます。 

 まず、１でございますけれども、全体像の把握でございます。１,０００平米以上の大規

模な民間建築物、平成元年以前ということで、これまで調査を民間建築物についてアスベ

ストの実態調査をしてきたわけですけれども、 新の平成２１年３月時点では、調査対象

の建築物は約２７万棟ということでございます。これはご報告いただいている数字の総数

でございます。 

 一方、床面積１,０００平米未満の民間建築物、さらには平成２年以降、０.１％の規制
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が入った平成１８年度までに施工された民間建築物をすべてカバーしようというふうに考

えますと、戸建て住宅だとか木造の建築物を除外しても、約２８０万棟あるのではないか

というような推計を新たに行ってございます。 

 ３ページにその推計の結果を、ポンチ絵の形でお示ししてございます。このポンチ絵で

お示しさせていただいているのは、まず吹きつけ石綿が使われるようになった昭和３１年

から、規制が０.１％、現行の規制と同じ規制になった平成１８年度までについて、ピンク

の枠でぐるっと囲っていますが、おおむね２８０万棟あるのではないかということでござ

います。これについては、各種統計、住宅・土地統計調査や建築統計年報といったような

ものをもとにして、事務局のほうで推計させていただいたものでございます。 

 中身を細分化いたしますと、Ｓ造とＲＣ造等というふうになってございますけれども、

それぞれおおむね１４０万棟ずつあって、１,０００平米以上、１,０００平米未満につい

て、それぞれおおむねこんな数字ではなかろうかというような推計でございます。もちろ

んこの推計に当たっては、１,０００平米以上の率を一律に適用するだとか、そういった

多々不明な部分については、ある程度大胆な仮定のもとに推計させていただいてございま

す。 

 先ほど来申し上げている平成元年以前、１,０００平米以上の建築物が約２７万棟と申し

上げているのは、この太い黒丸で囲った青い部分で、左から５、２、６、さらに下に行き

まして灰色の部分の７、２、５、これをすべて足すと２７万棟ということでございます。

これら以外にも、すべて平成１８年度までだと２８０万棟あると。 

 さらには、今回対象としないというふうに整理をさせていただいているものとして、木

造、戸建て住宅、さらに民間建築物の調査ということで、公共の建築物については除外を

していまして、それが一番下に書いてある約３,３００万棟ということでございます。です

ので、全体として日本全国約３,６００万棟あって、木造、戸建て、公共建築物を除くと、

アスベストの調査対象は、平成１８年度までとすると２８０万棟あるといったような推計

の結果でございます。 

 １ページに戻っていただきまして、３つ目のポツです。これら約２８０万棟の民間建築

物について、減価償却の耐用年数――住宅か非住宅か、鉄骨造かＲＣかということによっ

て数字が省令で定められているんですけれども、その耐用年数経過後直ちに建築物が解体

されると推計した結果を、４ページにお示ししてございます。 

 ４ページの山型の絵は、先ほどの２８０万棟がそれぞれ、下に「構造ごとの耐用年数」
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と書いていますが、この年数がたったら解体されると仮定したときに、いつその解体され

るものが出てくるのかということを推計をしたということでございます。 

 これによりますと、現在、平成２１年についてはおおむね５万棟ぐらいの解体棟数とい

う推計ですけれども、これが、２０年後の平成４０年前後には約１０万棟ということでご

ざいまして、現在の約２倍になるのではないかというような推計の結果となってございま

す。ここまでが調査対象の全体像でございます。 

 これら非常に大量の建築物を対象に調査をしていくということでございますけれども、

そうしたときには優先順位を設定していく必要があるであろうということでございます。

優先順位の設定に当たっては、吹付けアスベスト等が使用されている可能性や、万が一吹

きつけアスベスト等が飛散した場合の健康影響の大きさ等に着目して、優先順位を設定し

ていくのが望ましいのではないかということで、１つ目に着目したのが、建築の時期でご

ざいます。 

 冒頭にご説明いたしましたように、吹付けアスベスト等につきましては、特化則、さら

には業界の自主規制によって、だんだんと規制が強化されてきております。簡単に申し上

げますと、昭和５０年以前には、ほぼ規制がなかったのに対して、昭和５０年以降は５％、

１％、０.１％という形で規制が強化され、また業界の自主規制によって、５５年、元年に、

それぞれ使用中止されているものがあるということでございます。 

 これらを踏まえて、２つ目のポツですけれども、これらの制度改正や取り組みが行われ

た時期に応じて優先順位を設定することが考えられるということで、第１優先は昭和５０

年まで、第２優先は５１年から５５年までというようなことで書かせていただいています。 

 次のポツですけれども、さらには現場レベルでのアスベスト吹きつけの実態等が明らか

になった場合には、この年代を、またそれに応じて取り扱う期間を設定するということも

考えられるということで書かせていただいています。以上１つ目が建築時期でございます。 

 ２つ目に着目する内容として、未成年が長く滞在する建築物ということを挙げさせてい

ただいています。これは、アスベスト関連疾患の１つである中皮腫は、暴露してから発症

するまでの潜伏期間が平均４０年前後とされていますので、未成年が長く滞在する建築物

について、優先的に調査対象とすることが考えられるということでございます。 

 ３つ目の視点として、災害時の緊急利用が求められる建築物とさせていただいています。

日本は地震国であり、大規模地震の発生後すぐに一定の機能を発揮することが求められる

建築物というものがございます。こうした建築物については、優先的に調査の対象とする
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ことが考えられるのではないかということでございます。 

 以上が別紙９でございます。 

 続きまして、別紙１０です。先ほど、別紙８のＡ３横紙のフロー図の中で、調査技術者

というものが出てきました。こうしたものにオーナーから依頼をしていただいて、建築物

の調査をしていくというのが標準的な流れとして考えられるのではないかという整理をさ

せていただきましたが、その調査技術者に求められる要件としてどういったものが考えら

れるかといったことを整理させていただいたのが、別紙１０でございます。 

 １つ目の丸ですけれども、民間建築物のアスベスト調査を行う者は、まず１つとして、

建築とアスベストの双方について知識、技術を持っていることが必要だと。さらには公正

中立であることが求められるというような形で整理をさせていただいています。下にポツ

で書かせていただいたのが、具体的な内容でございまして、１つ目は、建築物におけるア

スベストの基礎的な健康影響の知識とリスクコミュニケーションの知識と技術。２つ目は

建築物に関する全般的な知識、３つ目がアスベスト含有建材に関する知識。４つ目が、ア

スベスト含有建材が使用された可能性のある建築物の建築時期、構造、用途、部位、おさ

まりなど、そういったような現場での経験を踏まえた知識。５つ目が、建築物の部位別の

目視調査の実施方法や、使用されている建材のアスベスト含有の有無、分析の要否を的確

に判断できるような現場の経験を踏まえた知識、技術。６つ目が、アスベスト含有分析に

必要となる試料採取に当たり、きちんと試料採取ができる現場の経験を踏まえた知識、技

術。 後に、建築物のアスベスト含有分析結果が出てきたときに、それを的確に評価して

報告書を適切に作成できるような、現場の経験を踏まえた知識及び技術という形で整理を

してございます。 

 以上です。 

【事務局】  続きまして、台帳の整備と記録の保存についてでございます。お手元の資

料別紙１１をごらんください。先ほど別紙８のフローの中で、まず前提として台帳の整備

が必要ではないかということでお示しさせていただきましたが、ちょっとその具体的な中

身についてでございます。 

 「１．台帳の整備」についてということで、アスベスト対策を効率的に推進するために

は、特定行政庁が対象となる建物について棟単位で把握をすると。それを台帳に記録し、

管理することが有効ではなかろうかということで、その必要な情報としては、調査を依頼

する相手方、建物のオーナーに関する情報ということで、住所、お名前。それから優先順
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位をつけて抽出するときに必要となる情報としては、建築の築年、構造、用途といったこ

とがあるだろうということでございます。 

 ２つ目の丸でございますが、そうはいっても、先ほどありましたように、かなり膨大な

ストックがございますので、台帳整備にもかなりの負担が予想されるということで、そう

いった負担を軽減するという観点からも、国が、例えば統一的なフォーマットを示すとい

うこと。それから特定行政庁においても、私ども先ほどご報告したように、全額補助する

ような仕組みをご用意させていただいておるので、こういったものを積極的に使っていた

だくというようなことが考えられるだろうということでございます。 

 この台帳につきましては、現在別途整備が進められている建築行政共用データベースシ

ステムに取り込んでいくことによって、他の既存ストック対策と一体的に活用できるよう

にするということが、いろいろな意味で効果的であろうというふうに考えられるというこ

とでございます。 

 それから、「２．記録の保存について」でございますが、アスベスト含有建材の実態調査

については、以下に示すような項目が含まれた調査票に基づいて行うと。それから、その

記録は、建物のオーナーさんがしっかりと保存する、建物が滅失、除却またはアスベスト

含有建材を全部取ってしまったというふうになるまで、しっかりと保存していくというこ

とが適切な管理を行う上で有効ではなかろうかということでございまして、その調査項目

としましては、建物の概要ということで、名前、所在地、所有者名、竣工年、用途、構造、

敷地面積、延べ面積といったようなものが考えられると。それから、今回の調査の概要と

いうことで、だれが調査を、いつやったんだと、分析をやったのはどこなんだというよう

なことをしっかりと記録しておく。また、過去にやった調査の履歴ということで、これに

ついても、いつやったのか、だれがやったのか、結果の報告書があるのかないのか、その

結果を受けて何をやったのかというようなことは、しっかりと記録をする。それから、調

査の内容ということで、どこでやって、材料が何であって、飛散性のレベルがどうで、一

体どういった手法で調査をやって、その結果がどうで、劣化の状況、部屋の使用頻度、写

真等々、そういったものをしっかりと調べていくというようなことが必要ではなかろうか

というようなことで整理をさせていただいております。 

 一番下のポツでございますが、先ほど来何度か申し上げておりますとおり、オーナーさ

んの中には、分析方法等が変わるたびに調査をやり直しているというようなことがあって、

実際にかなり負担になっているんだという指摘があるということでございまして、民間建
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物のオーナーさんにおいて、そういった手戻りをなくすという観点からいくと、しっかり

とその調査の記録は持っておくということ、それから、いざとなればもう一度分析をやり

直せるというような観点から、いわゆる採取したサンプルもしっかりととっておくことが

有効ではないだろうかというような形で、議論をさせていただいている状況でございます。 

 台帳につきましては、以上でございます。 

【事務局】  引き続きまして、今後のアスベスト実態調査に当たり参考とすべき情報と

いうことで、別紙１２で、フランス及びイギリスにおける取り組みについて、ご説明を申

し上げます。 

 昨年秋に、フランスの保健省と、イギリスの安全衛生庁、こちらは政府組織そのもので

はなくて、行政上の目的を実施するために設置された、政府機関が出資した団体でござい

ますけれども、ＨＳＥというイギリスの安全衛生庁のほうに行ってまいりました。名取主

査及び私のほうで調査を行ったものでございます。 

 主な調査の着眼点は、フランスについては、優先順位をつけたアスベストの除去対策が

行われているということで、どのような優先順位で、実際にワークしているのかといった

ところを中心に調べてまいりました。また、イギリスにおいては、調査や除去の資格が確

立されていて、さらに厳しく管理運営がされているといったような情報がありましたので、

そちらの実態について調査をしてまいりました。 

 ちょっと飛ばしまして、フランスにおける優先順位をつけたアスベスト除去対策の状況

ということで、２ページ目の「（１）法令の体系」でございます。優先順位のところについ

てご説明いたしますと、１９９６年でございますが、戸建て住宅を除く全建築物における

建築物調査の義務化がされていまして、その下の表が、それぞれの義務化の施行期日を書

いているものでございます。これを見ますと、表の一番左にあります「教育施設、託児所

及び未成年を収容する施設」が、 も優先的に調査が行われているといったようなことが

わかるかと思います。対象としては、吹きつけ材、断熱材ということです。非常に厳しい

のは閾値、これも電子顕微鏡で図ったときの閾値に応じた措置がそれぞれ決められていて、

１リットル当たり５本・５から２５本・２５本以上によって、それぞれかなり厳しい措置

を講じることをオーナーに求めているといったようなものでございます。 

 制度の運用の実態といたしましては、３ページの「（３）建物所有者」のところに、若干

書かせていただいています。平成１７年に国がどんな状況かというのをチェックしたが、

当該チェックの際に調査義務があることを伝えて、初めて調査が行われるのが実態といっ
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たような内容。さらには、法令上制裁措置はあるけれども、制裁措置は徹底していないと

いったような実態にあるということでございます。 

 続きまして、イギリスでございます。イギリスにおきましては、作業の規則、除去業務

のライセンス、所有者を含めた体系、さらには禁止の体系ということで、それぞれ規則が

定められてございますけれども、その中の所有者を含めた体系について、簡単にご説明し

ますと、イギリスも建物所有者に調査管理義務、除去義務ではなくて調査の管理を義務づ

けるということを課しています。実際リスクの評価と、リスクの管理計画の作成と実行と

いったようなことがオーナーの義務でございます。また、資格者については、建物の調査

資格者の制度、さらには除去業者の資格者の制度がございます。 

 その運用の実態の一端をご紹介いたしますと、５ページ（３）の２）で、ＡＬＵという、

先ほどご説明したＨＳＥの内部組織があるんですけれども、こちらがアスベスト業者のラ

イセンスの認可・更新に当たるわけですが、その担当者によれば、かなり厳しく、丸１日

質問攻めを行って、それに答えられなければ資格が与えられないとか、さらには、通常は

３年間の資格が与えられるんですけれども、場合によっては１年ごとの更新の資格しかも

らえないとか、そういったような形で、非常に厳しく入口から規制をしていると。さらに

は、出口のところ、実際に行っていることの監督の状況ですけれども、７ページの「９）

罰則」のところです。ＨＳＥ監督官が年１００件程度のサンプル調査を行い、建物所有者

が調査をしていない場合には告訴までしているというようなことで、かなり厳しく対処し

ているといったようなことでございます。さらに、イギリスは、その他広報活動なども充

実して行っているといったようなことでございました。 

 以上、まとめとしましては、フランスの政策については、すべてが必ずしも効果を上げ

ているわけではないのではないかと。イギリスについては、特に２００６年の政策は、日

本の参考になるものが多いのではないか。 

 後に８ページですけれども、効果を上げている施策について、日本のこれまでの現状

も十分に踏まえつつ、導入できるものは日本版に修正した上で取り込んでいくことが重要

ではないかということで、まとめを書かせていただいています。 

【事務局】  続きまして、調査・分析の専門家に対するヒアリングの結果についてご報

告させていただきます。お手元の資料別紙１３をごらんください。 

 このヒアリングをさせていただいた方々というのは、１ページのような方で、鉱物学者

の方、分析の専門家、実際に分析をやられている機関の方、それから実際の、例えば調査
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をする、サンプルをとるというような立場にいらっしゃるような専門的な技術を有する

方々にお話を聞かせていただきました。 

 ５回に分けて実施しまして、一堂に会してやったわけではないんですけれども、かとい

って１人１人個別にやったわけでもないということで、５回ぐらいに分けて実施しており

ます。 

 １ページ下にありますとおり、ヒアリングの結果につきましては、なるべく恣意的にな

らないように、ご意見ごとに箇条書きでとりまとめております。末尾に特に記載がない場

合はお１人の方のご意見ということでありまして、必ずしも全体を代表するご意見ではな

いというところには留意が必要かということです。それから、見解が当然異なる場面とい

うのもさまざまあるわけですが、これは完全に併記させていただいております。同じこと

を言うような方が多数いらっしゃるような場合については、そういうことがわかるように、

末尾にちょっとコメントをつけさせていただいておるという状況でございます。 

 １ページ繰って、２ページ以降が具体の内容でございますが、まず鉱物的な特性という

ところでございますけれども、ちょっとかいつまんでご紹介しますと、①の上から３つ目

のポツでございますが、アスベストについては、力学的、光学的な特性というのは、結晶

構造の違いと関連づけて説明ができるということでございます。それから、アスベストの

判定については形態、繊維であるかどうかということを顕微鏡で見ることが必要ですとい

うことでございます。 

 次に、アスベストは今６種あるとされてございますけれども、それ以外に繊維状になる、

これは必ずしもアスベストというかどうかというのは、また議論がありますけれども、繊

維状を呈する鉱物というのが幾つかあるということで、例えば、１つ目のポツにあります

とおり、角閃石というのは非常に鉱物名が複雑でございまして、将来的にアスベストとし

て取り扱うものが出てくる可能性がゼロではないというようなことをおっしゃる方がいら

っしゃる。それから、２つ目のポツでございますけれども、アメリカ・モンタナ州のリビ

ー鉱山から出てくるバーミキュライトに含まれているとされていますリヒテライト、ウィ

ンチャイトというものや、繊維状になったエデナイトというものがあるらしいんですが、

これらについて実際に健康被害のご報告があると。それから、蛇紋石、角閃石以外で繊維

状を呈する可能性があるものとして、ここにありますとおりいろいろあるわけでございま

すけれども、これらについては、いずれも光学的、結晶学的な性質が違うということで、

判別することはできますというようなご報告があります。このうちエリオナイトについて
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は、健康被害の報告があったというようなご報告もあります。 

 （２）これまでの評価ということでございます。①ですが、実際の分析機関としては、

クボタ・ショックを契機に参入してきた方が多いというような報告もあります。②で実際

の実態でございますけれども、例えば分析のところに関して言うと、サンプルを自分でと

る業者さんもいれば、送られてきたものを分析するだけという場合も両方あるということ

でございます。 

 （３）でございますけれども、まず書面調査、目視調査の位置づけでございますが、実

際設計図書といったものについては、含有建材について記載されている記録というのはほ

とんどないんだと、また、記載されていても正確とは限らないというようなご意見がござ

います。それから、目視で実際にやるというのはなかなか限界がありますよというご意見

もありました。 

 ②でございます。技術者の件につきましては、先ほど別紙１０で紹介させていただいて

おりますので、省かせていただきます。後でごらんいただければと思います。 

 ③分析の方法でございますけれども、これにつきましては、なかなかいろいろな意見が

出たところでございまして、まずはサンプリングを適切に行っていれば、含有量がそれな

りにあればまず間違えることはないでしょうと、これはほぼ全員の方がおっしゃっていま

す。次のページに行きますと、一方で、国内のＪＩＳに基づく方法というのは、定量に重

点を置いて開発されたものですよということ。それから、多くの試料はＪＩＳに基づいて

丁寧にやれば分析できるけれども、中には難しいものがあるというようなことで、幾つか

例を言っていらっしゃる専門家の方がいらっしゃるということでございます。 

 その下で、ＪＩＳの方法による分析に加えて、例えば電子顕微鏡ですとか偏光顕微鏡と

いったものをさらに使って、総合的に判断するということが有効ではないかというような

ことをおっしゃる方が複数いらっしゃるということ。それから、ＪＩＳの方法、また別の

方法といろいろあるわけでございますが、これについては、試料の採取方法ですとか、実

際にカウントする対象が違っているので簡単には比べられないよというようなこともあり

ます。それから、今ＩＳＯで規格化に向けての検討が進んでいるということもございます。 

 次に、④分析機関の確保でございますけれども、これについては、クロスチェックをや

っていくことが必要ですよという意見がありました。それから、実際には精度管理のため

には、外部精度管理（クロスチェック）、内部精度管理、意識の問題という３点が重要です

よというご意見もありました。 
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 次に⑤でございます。トレモライト等、それからウィンチャイト、リヒテライトについ

ての知見でございますが、いわゆる精度の高い分析、電子顕微鏡等を使わない限り、トレ

モライトとウィンチャイト、リヒテライトというのは区別がなかなか難しいということで

ございますが、一方で、ＪＩＳの方法によれば、一括してそれはトレモライト／アクチノ

ライトということで拾えるということなので、特段区別しなくてもいいのではないかとい

う意見をおっしゃる方もいらっしゃいます。一方で、実際の使用状況、使用実態を明らか

にするという観点に立てば、やはりそれは区別して把握すべきだという意見も複数あると

いうことでございます。 

 それから、一部の、例えばトレモライト含有ロックウールについては、ちょっと確認が

難しい場合があるよということをおっしゃる方がいれば、一方で、それは分散染色法とＸ

線回析法を併用すれば大丈夫なんだという方もいらっしゃる。いろいろな意見が出ており

ます。 

 バーミキュライトの吹きつけでございますけれども、これは先ほど申し上げたレベルで

言うと、レベル１から３とも言えるような、いわゆる飛散性という観点からいうと、かな

り幅があるのではないかというご意見があります。それから、繊維状かどうかという確認

をしないと、アスベストかどうかということをなかなか判断できないよという意見もあり

ます。 

 トレモライトにつきましては、配管のエルボ、バルブ回り等に使用されている保温材か

らしばしば出てくるというような意見が複数ありました。 

 アンソフィライトにつきましては、吹きつけ材や保温材から検出された例は聞いたこと

がないというふうな意見が多かったわけでございますが、実はその後に、含有を示す結果

の報告があったということもございます。これにつきましては、実は詳細な情報について

はなかなかわからない部分が多いという状況ではありますけれども、そういったことがご

ざいます。 

 パーライトにつきましては、吹きつけで使用されている例は少ないと。それから、その

他吹きつけでの石綿含有については、聞いたことがないねというご意見でございます。 

 後、オーナーに関する課題というところでございまして、やはりオーナーさんという

のは専門ではございませんので、目視調査とかは難しいというご意見が多いということで

ございます。一方で、これもたびたび申し上げていますが、分析方法の度重なる変更につ

いては不満が多いということ。それから、次のページでございますけれども、レベル１だ



 -28-

けではなく２もやるというようなオーナーもいれば、分析した結果何かやらなければいけ

ないということになっても、なかなか費用負担を嫌ってやらないという方もいらっしゃる

ということでございまして、多様な意見が出たというご報告でございます。 

【事務局】  続きまして、 後、別紙１４「除去等業者へのアンケート結果」というこ

とで、ご説明申し上げます。 

 除去などを行っている業者に対してアンケートを実施いたしました。アンケートを実施

するに当たって、除去業者をどのように、対象をつかまえるかということでございますが、

１の（１）（２）（３）にありますとおり、大気汚染防止法の届け出をしている業者、建築

業協会さんが把握されている業者さんなどについて対象をリストアップし、８５５業者に

対してアンケートを発送し、約２５％について回答いただいた内容を取りまとめたもので

ございます。 

 結果についての考察でございますけれども、まず前提として、回答数２１２件というの

は、除去業者の総数からすると、おそらくかなり少ないということでございますので、全

体像を十分に把握できているかどうかについては、十分留意していただく必要がございま

す。 

 １つ目の基礎的事項ですけれども、１９８０年代後半に設立された業者が多いというこ

とです。２つ目のポツですが、建設業法の許可は、とび・土工、建築工事業、土木工事業、

塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業の順に多いと。また、元請、下請の別や、工

事１件当たりの受注金額の多寡によらず、ほぼすべての業者は何らかの建設業許可を有し

ているといったことがわかりました。 

 （２）でございます。石綿除去等工事の経緯ということですけれども、石綿除去等工事

の開始年度は、クボタ・ショックのあった時期、さらには学校パニックのあった時期に開

始したところが多いということです。また、全業務中に占める石綿工事等の工事の比率は、

５％以下の業者が多く、また年間の工事件数は１から５件である業者が多いといったよう

なことでございます。 

 続きまして（３）です。社員や売り上げの状況について示していまして、直接雇用の総

従業員数、さらには除去等に従事する社員数、職長の数、石綿作業主任者の数、一級建築

士など建築系の資格を持っている方の数などについて報告をさせていただいています。年

間の売上高については、５,０００万から２億の業者が多いとか、さらには下請の売上高が

９０％を超える業者が多いだとか、除去を単独で行うか、解体とあわせてやるかについて
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は、単独の除去等工事の割合が非常に高いといったようなこと。また、サンプリングをみ

ずから行う割合が非常に少ないといったようなこと、教育や負圧除じん装置やエアシャワ

ーといった施設の所有状況についてもご報告させていただいたものでございます。詳しく

は、１ページ以降まとめてございますものをごらんください。 

【事務局】  それでは、資料４でございますけれども、以上のような作業状況を踏まえ

まして、今後の検討課題ということでございますけれども、今ご説明しましたとおり、今

後のアスベスト実態調査、本格実施をする前に、今いろいろきちんと詰めるべきこと、い

わゆる環境整備を行うといったことが重要だというふうに考えます。 

 そこで、今後の検討課題といたしましては、特に建築物調査者の育成、あるいは台帳の

整備、こういったことにつきまして、先行的に作業を引き続き進めていったらどうか。そ

れから、調査の優先順位や調査方法等についても、引き続き詰めていったらどうかと思っ

ております。アスベスト対策の費用や不動産の評価、こういった社会的な側面につきまし

ても、少し目をやりながら検討する必要があるのではないかということでございます。 

 それと、非常にアスベスト対策は広範な範囲にわたっておる中で、今回は調査・分析を

中心に検討を行ったわけでございますけれども、引き続き除去等の問題も視野に入れまし

て作業する必要があるのではないかということでございます。 

 ちょっと長くなって恐縮でございますが、以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。以上、資料２、３、４、特に資料３は、○○先

生のワーキングの大変広範な作業内容でございます。 

 以上に関しまして、委員の先生方、ご意見、ご質問ございましたら、発言をお願いしま

す。 

【委員】  本日ご報告いただいた○○先生はじめ何人かの方とは、３年ぐらい前に１度、

我々のやっている地震災害ということで、○○もご協力いただいた仕事があったと思うん

です。 

 部会長に今発言を申し出たわけですけれども、今日ちょっと混乱しているのは、一体何

を言えばいいかということなんですけれども、今後この部会で検討するなり、○○ワーキ

ングで検討していただきたいことは、やはり、あるかないかという調査の台帳はぜひつく

っていただきたい。これは３年前のときにもそういうことを申し上げて、決めたと思うん

ですけれども、まずあるかないか。そのときに、やはり今日ここでご提案のあったような

優先順位をつけて、あまりまずは幅を広げないで、年代と利用者と構造、多分ＲＣのもの
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はほとんど使われていないのではないかというのが、前回の検討でもあったと思うんです

ね。あまり広げないで、まずはちゃんとした台帳をつくるということ。 

 それに当たっては、イギリスでしたか、例にあったように、優先順位のルールづけをあ

る程度ご提案いただけないかという点です。多分行政施策的には、義務的というのは、い

ろいろほかの組織との調整もあると思いますけれども、義務化をやっている国もあるとす

れば、あわせて表示の義務化ということも究極的には考える点かなと。それは、アスベス

トが使われている建物が既存で結構老朽化していて、かつ災害時に問題のある建物である

ということで、ぜひそれはお願いしたいと、それが１点です。 

 ２点目は、 後の○○さんのお話の資料４の後半にあったと思うんですけれども、いろ

いろ業者のヒアリングをやっていただいて、アスベスト対策が進まない理由は何だという

ことがだんだん多分出てくるときに、私個人的には、やはり除去技術の問題がかなりある

のではないかと。これに関しては、○○部会長と私がやっている例の先導的技術というよ

うな、いろいろ国交省が新しい技術を開発するようなこともお考えですので、それででき

る技術、それでどういうことができるかというのを、ある程度ご専門の方から、こういう

ものが足りないんだというご提案をいただければ、多分国交省のほうもそれなりに対応で

きる体制が今組み立てられつつあると思うんですね。 

 だから、なぜ進まない、進めるためにはどういう技術が足りないんだというところを、

ぜひこのアスベスト対策部会の中で、 終案として国交省のほうに戻せるような議論がで

きる検討をしていただければと、そういう期待をしております。 

 こんなのが目的ですか、今日の。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 委員の先生方から一通りご意見を承りましてから、事務局、あるいは○○先生からまた

補足がございましたら、ご意見を承りたいと思います。どうぞ先生方、ご自由にご発言く

ださい。 

【委員】  済みません、途中からこの会議に参加させていただいて、もう実は議論され

てきたことなのかもしれないですが、細かい点ですが、アスベスト台帳の件で、これは仮

に記録をされたときの公開する範囲というのは、どのぐらいを想定されているのかという

のがちょっと気になりまして、例えば、実は昨年、私ども連合のほうでも、安全衛生とい

う観点からアスベストの調査を事業場でお願いしまして、事業場の組合は直接使用の度合

いとかはわからないので、会社のほうに聞いたと思うんですが、ほとんど把握をしていな
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かったというところがございました。事業場ですので、工場を持っているところとか、あ

るいはビルのテナントとかで入っているところもありまして、特にビルのテナントの場合

はもう把握方法がほとんどないと。 

 仮にこの台帳が整備されたときに、テナントに入っている人たちが聞けるのかですとか、

どこまで公開するのかなというところをちょっと教えていただければというふうに思って

おります。 

【部会長】  ほかには。 

 ちょっと私のほうからも、台帳をつくるとき、調査をするとき、これは２８０万戸の悉

皆調査かと思うんですけれども、これを強制できる法律的根拠というものはどんなものか、

後で教えてください。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 では、今の３つの発言に対して、事務局お願いします。必要でしたら、○○先生、また

補足してください。 

【事務局】  特に台帳の関係につきまして、まず公開についてですけれども、当然どこ

まで公開するかというのは今後の極めて重要な議論、特に今回調査費用は全額国が持つと

言っていますので、通常とは少し状況が違うんですが、その上で、どこまで公開するのか

といったことについて、ちょっと現時点では、まだこうしたいという結論は至っておりま

せん。ただ、公開とは別の問題として、そもそも調査で少なくとも行政が把握すること自

体に台帳が必要ですので、まずその作業を先行して始めようという段階でございます。 

 公開ということになりますと、アスベストについては、建築基準法等で規制はしており

ますけれども、新規に使用することはないので違反というものがございませんので、違反

ということですと、通常違反建築物として公表いたしますが、そういう意味では、公表を

明示的にできる法的根拠というのは現時点ではございません。ですからその辺も含めて、

今後どういったあり方なのかというご議論が必要なのかなというふうに思っております。 

【部会長】  そもそも調査をするという法律的根拠はあるんですか。これは私有物です

よね、あなたの建物を調査しますといって断られた場合に、それは断れませんよと言える

法律的根拠というのはあるんですか。 

【事務局】  建築基準法で規制している吹きつけについては、今あれば既存不適格建築

物ということになってくると思うんですけれども、そういった建築行政上の一定の位置づ

けがございますので、定期報告で状況を記載するということと、必要があれば建築基準法
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１２条に基づき報告を求めるといったことが、できなくはございませんけれども、かなり

強い形でやるということになりますと、おそらくもう少し明確な調査といったものも必要

になるのではないかと思います。 

【部会長】  既存不適格が明確であれば幾らでも調査できるんでしょうけれども、そも

そもそれが明確かどうかがわからんわけですよね。 

【事務局】  一応不明確な段階でも調査というのは、法律上権限があるんですけれども、

当然行政権限で調査するというのは、例えば命令をするとか、そういった施行に必要な限

度において報告を求めたり、立ち入ったりということになりますので、そういった意味で

は一定の実務上の制約はあろうかと思います。 

【部会長】  資料４の今後の検討課題で、３つ目の黒ポツに「不動産評価への影響につ

いて」とございますが、これはやはり、アスベストがあるとなると評価が下がりますよね。

だから趣旨はその辺ですか、ここに書いてありますことは。 

【事務局】  そういうことでございます。既にデューデリジェンスとかの関係で、一部

のビルにつきましては、非常に物理的調査の中でアスベスト、こういったものを積極的に

調査されて、情報を出すといった動きも進んできておりますし、また環境分野の中で、い

わゆる資産除去債務というようなものにアスベストが含まれるのかどうか。おそらく含ま

れることになるのではないかと思うんですが、そういったことになりますと、アスベスト

が不動産価値に反映されるという動きが今後少しずつ広がってくるものかと思われるんで

すが、そういったものとの兼ね合いで、やはりかなり社会的にインパクトがあることにな

る可能性がございますので、そういったことも視野に入れながら、実質において前進する

ような考え、視点が必要だと、そういう趣旨で書かせていただいております。 

【委員】  今○○部会長と事務局との間での話を聞きますと、ほんとうにこういうアス

ベスト対策が必要であれば、調査をするような法体系をつくるということも考えてもいい

のではないですか。 

【部会長】  僕もそれを聞きたかった。 

【委員】  そうですね。 

 それからもう１つは、不動産評価について、これはいろいろ社会的な干渉もあるとは思

われるんですけれども、私のやっている耐震性能の問題でもある程度、性能表示というこ

ともあれば、少なくとも逆に含まれていないということは表示できるようなこともありま

すね。だから、そこは積極的にこれを入れても、私はやはり行政側として人の安全性を図
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るということを、外にちゃんと出すんだったら、やはり 初に申し上げた表示制度もある

程度考えたらどうかという、そこへ行くのではないかと思うんですね。積極的に出したら

どうでしょうかというのが。 

【部会長】  表示制度は今はボランティアですよね。だから、それが基準法のレベルの

強制法にするか、そこまでやるかどうかと、ある意味行政判断かと思うんですけれども。 

 それで、もし調査のときに断られても、断る権利はないということなんですか、建物の

オーナーの側に。 

【事務局】  状況によると思うんですけれども、例えばもう石綿の飛散がかなり強く疑

われるような状況で……。 

【部会長】  それは問題ないと思うんです。全くわからんときに。 

【事務局】  わからない場合に、網羅的に強制調査、報告を求めるというのは、実務上

なかなか難しいかと思います。 

【部会長】  だけど２８０万戸というのは一応悉皆調査をやろうという建前ですよね、

あれは。そういうわけでもないんですか、選択するということなんですか。 

【事務局】  そこを含めた部会のご議論も踏まえながらということなんですけれども、

今日お示ししたのは母数として 終的に、これは相当な年数がかかると思いますが、全体

のボリュームは２８０万棟ほどあるのではないかということで、現行の建築基準法に基づ

いてどこまでできるかということにつきましては、今申し上げたとおりなんですけれども、

類似の制度としては、例えば耐震であれば、別途耐震改修促進法というのがございまして、

指示、公表、勧告といったことができるというような制度がございますし、それからご案

内のとおり、表示につきましては任意制度でございますけれども、住宅性能表示制度とい

ったものがございます。 

 そういったようなものも見ながら、この現状に対して対策を進めるためにはどういう方

針で臨むべきかということは、むしろ審議会のこの場でいろいろご意見を賜れば、参考に

させていただきまして、議論を進めてまいればと思っております。 

【部会長】  いかがでございましょうか。しかし大変な負の遺産を背負っているわけで

ございますね。 

【委員】  先生、もう１点よろしいですか。 

【部会長】  どうぞ。 

【委員】  あまり私ばかり、せっかくこういう場ですから、ほかの方のご意見もという
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ことですけれども、今事務局からお話のあったように、耐震改修促進法は１つのモデル的

なやり方ではないかと思うんですね。 初は比較的、特定建築物だとか面積制限をかけて

いたりして限定していたということを考えれば、このアスベストの今の問題で、名取ワー

キンググループから上がってきたような成果を見れば、年代を限って、例えば幼稚園だと

か、ある程度用途も限れると思うし、そういうところに関しては、 初努力義務を課して、

だんだんある程度成果が上がってきて、傾向がわかれば、対象建築物を広げることも可能

ですよね、特定建築物から面積制限を少し下げていくという。多分それは国交省のほうの

持っている技術的な話だと思うんですよ。 

 だから、要はアスベスト対策で今残っている、今○○部会長のおっしゃったような負の

遺産のものを、どういうルールで、どういうプロセスで改修できるかと。その改修のため

にはやはりある程度、今の法体制ではルールが難しいというようなことがあっても、やは

りそれをやるんだという方針をここで決めるかどうかと、そういうことではないですか。 

【部会長】  これはもう先の話だと思うんですけれども、当然除去となると費用がかか

るわけですね。その費用負担は国が負担するのか、あるいはオーナーに負担を求めるのか、

今日は早過ぎるかもわからないけれども、何かそれに関して少し議論されましたか。将来

だから、まだ今日はやらないというなら結構ですけれども。 

【事務局】  一応現状の補助制度をご説明したとおり、調査費については原則全額国が

持ち……。 

【部会長】  それはわかりました。 

【事務局】  除去等の工事につきましては、国が３分の１、一部補助というのが現状の

考えです。 

【部会長】  どうぞ委員の先生方、ご自由にご発言ください。 

【委員】  こういった形で調査をして、一定程度把握をすると。そういった中で、では

次の除去、あるいは管理といったところについても、実際にそれがあるよということが判

明したときには、その改善をどうしていくのか。それは除去という形になるのか、封じ込

めなのかわかりませんけれども、そういった形で当面はやれても、いつかそこから解体に

進むわけですから、そういったところの部分も含めて、やはり今部会長のほうからも出ま

したように、実質的に費用負担がかなり膨大になってくるんだろうと思うんですね。 

 ですから、今３分の１というお話もありましたけれども、かなり実質的に、建築物が老

朽化しているときに実際そのオーナーがそこまで経済的負担ができるのか、できないのか。
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その辺が今後問題になってくるのかなと。 

 もう１点は、これからは除去の問題に入るわけですけれども、やはり先ほどの調査をや

るときに、吹きつけであればほんとうに目視だけでいいのかどうか。例えば天井がついて

いれば、実際上その中にアスベストがもう浮遊しているわけですから、それ以前の防御を

どうとって、きちんと調査をやるのかという方法もかなりきちんとやらないと、作業者に

曝露してしまう。そういったことがあると思いますので、その辺も含めて、少し慎重に進

めてもらうことが一番いいのかなと。進めることはいいんですが、実際そこに従事する、

調査を含めて、そういった方々に被害が及ばないような形の調査方法なり、今先生もおっ

しゃっていましたが、そういったことも研究しながら早期にやっていただければいいのか

なというふうに思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 優先順位の問題がございまして、イギリスでしたか、○○先生もおっしゃったんだけれ

ども、過去の年代とか建物の構造で、極めて頻度が高いとか低いとか、そういうようなの

は見当はつくんですか。要するに優先順位をつける方法はあるかということです。 

【委員】  まず含有率でいいますと、やはり古いものの含有率が非常に高いですね。で

すから、１９７５年以前だと数十％の含有ですし、７５年から８０年ですとパーセントが

かなり落ちてきて、８０年以降だと数％とか、５％以下になっていくわけでございますの

で、そういうところで年代というのは非常に意味があるのかなというふうに思います。 

 あとは、どの建物にどれだけ使用されているかというのの基礎的データが、なかなか建

築物の場合なくて、そういう点で、ヒアリングでは、例えばかなり頻繁に使われたと思わ

れる用途のものというのはあるんですが、そこら辺の棟数等がなかなかデータがないもの

ですから、そういう検討に入れずに、逆に地震であるとか、未成年が長く使用するという

ほうで影響を重視させていただいたということになります。 

【部会長】  よろしゅうございますか。 

 そうしますと、とにかく大変な資料で、なかなか私は意見も出しにくいぐらいでござい

ますけれども、資料を読んで、今○○さんから今後の検討の内容、方向に関しましてござ

いました、これからのワーキングの動かし方、もし何か予定がございましたらご説明くだ

さい。 

【事務局】  今日部会でちょうだいしたご意見も踏まえまして、特に公表の問題ですと
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か台帳の問題ですとか、調査と除去に当たっての配慮すべき問題、具体的にご指摘いただ

きましたので、これも加味いたしました上で、部会が終わりましたら引き続き、早速また

ワーキングの再開をさせていただきます。今日のご意見も踏まえて、場合によっては少し

メンバーの増強なども含めて、部会長にもご相談しながら体制を整備した上で、特に作業

を急ぎたい項目としては、ここに書かせていただいておりますような調査者の育成だとか

台帳の整備、優先順位の詰め、こういったものについては、当面もうかなりこなさなけれ

ばいけない作業も膨大でございますので、またワーキングで少し作業をして詰めまして、

その作業が進みました段階で、また部会でご意見を賜るというような形で進めていければ

というふうに考えてございます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 ○○先生、さっきちらっとおっしゃった被害、とにかくほうっておけばアスベストの被

害が発生すると。発生すると想定して、どういう順番でやれば も被害を 小化できるか

とか、そんな形で優先順位をつけるんでしょうか。だから、医学の先生とは別に、被害の

小化とか、いろいろな 近の数学的手法がありますよね、あるいは不動産のデューデリ

ジェンスの専門家とか、今後具体的に動かすとなると、もうちょっとほかの視点の意見も

入るような動かし方をしていただけるとありがたいなと思います。 

 ○○先生、補足ございますか。 

【委員】  大変貴重な意見をいただきまして、ありがとうございました。調査という部

分もいろいろとしていかなければいけないと同時に、そういう法的なこともありますし、

さらに先ほども言われたとおり、調査が進むと、それに伴ってやはり除去をどうするのと

いうような問題も当然出てまいりますし、先ほどもご意見があったような、どう公表して

いくのかということもありまして、そこら辺は総合的に、調査だけにとどまらずに、除去

であるとか、逆に不動産評価であるとか、いろいろな部分を配慮しながら進めていかない

といけない課題だと思っておりますので、今日いただいた意見を取り入れながら、今後頑

張らせていただきたいと思っております。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 事務局、何かございますか。 

【事務局】  私もほんとうに針のむしろでございまして、やはり早く結論を出してくれ

というふうに言われておるんですが、非常に既存不適格の建物の扱いの問題というのは、

もう幾つもやり始めていますけれども、やはり同じような問題を抱えているわけですね。 



 -37-

 それを基準法の枠だけでやったらいいのか、またちょっと別の枠を視点として考えるべ

きかというようなことを、いろいろ知見も今の段階でここまで出していただきましたので、

そういったものをもとに、我々としても建物だけではなくて、全体のことも含めた関係の

ところとも、意見聴取といいますか、調整、そういったことも深めていかなければいけな

いのかなと。ただ建築基準法だけでやっていると、やはりお話がありましたように、いろ

いろな意味でのオーバーラップがあって初めて解決するようなところがありますので、そ

こはちゃんと我々としても見ていかなければいけないと、また見ていくという方向で考え

ておりますということだけ、ちょっと話させていただきます。 

【部会長】  建物のオーナーに、調査に協力したほうが、言い方は悪いけれども便益が

あるという、インセンティブを何か与える仕組みを法律的に与えられれば、一番うまいふ

うに。今の場合は、うっかりアスベストがあるとなると不動産の価値が下がるから、なる

べく隠そうなんていうインセンティブだって働きかねないわけですね。だから……。 

【事務局】  それは耐震診断をやりたくないというのと全く同じ。 

【部会長】  調査に協力したほうが得だというような何か仕組みを考えていただければ、

そこのところの 初のバリアが突破できるのではないかと思います。 

 それでは、次回は決めなくてよろしいんですね。 

【事務局】  次回の部会につきましては、ワーキングの作業状況等を踏まえて、改めて

調整させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  それでは、今日は先生方、長時間大変ご審議ありがとうございました。そ

れから○○先生のグループ、大変すばらしい調査をありがとうございます。 

 以上をもちまして、第５回アスベスト対策部会を終了させていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 

── 了 ── 


