
アスベスト関係相談件数及び吹付けアスベスト調査結果

の公表について

　平成１８年６月２６日現在の相談件数は表１、石綿健康
救済法による申請請求件数は表２、吹付けアスベスト調査
結果は表３、４のとおりです。
　なお、調査結果の公表は、毎月１日に実施します。

表１ アスベストアスベストアスベストアスベストにににに係係係係るるるる相談相談相談相談・・・・問問問問いいいい合合合合わせについてわせについてわせについてわせについて（（（（６６６６月月月月２６２６２６２６日現在日現在日現在日現在））））

1,009 (223)

※括弧内は、平成１７年９月２９日～１２月３１日まで開設されたアスベスト相談センター経由

の相談数（内数）
　なお、アスベスト相談センターは平成１７年１２月３１日をもって終了いたしました。

表２ 石綿健康被害救済法石綿健康被害救済法石綿健康被害救済法石綿健康被害救済法によるによるによるによる申請請求申請請求申請請求申請請求についてについてについてについて（（（（６６６６月月月月２６２６２６２６日現在日現在日現在日現在））））

秋田市分

5 1

特別遺族年金及び
特別遺族一時金

申請請求数

秋田県分

石綿健康被害救済制度

12

・理科実験用の石綿金網を処分する場合どうしたらよいか。

・蚊取り線香の容器に付いている白い内張りはアスベストか。

・豆炭こたつや豆炭あんかにアスベストが使われているか。

・建材中にアスベストが含有しているか調べる方法は。

・アスベストを含む建築物を解体する場合、資格が必要か。

・アスベストを含むスレート、成型板が使用されており、撤去す
ることにしたが、届出等の手続きが必要か。

・アスベスト廃棄物を処分できる業者を教えてほしい。

相　談　事　例

・以前勤務していた職場の天井にアスベストを吹き付けしていた
が、健康に影響があるか不安だ。

・アスベストを使用している体育館で子供が運動していたが、健
康に影響はないか。

・自宅の壁の断熱材にアスベストが使用されているか心配だ。

計

廃  棄  物 53

そ  の  他 188

建築物対策

396

42

建築物一般

解体工事

相　談　内　容

健  康  相  談 330

件　数

(30)

(71)

(98)

(11)

(13)
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平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６月月月月２６２６２６２６日現在日現在日現在日現在

１．県有建築物

営繕課 196 196 185 11 0 7

農地整備課 1 1 0 1 0 1

管財課 8 8 7 1 0 1

建築住宅課 公営住宅 県営住宅・住宅供給公社 28 28 28 0 0 0

企業局 73 73 73 0 0 0

警察本部 83 83 74 9 0 9

教育庁 102 102 85 17 0 16

491 491 452 39 0 34

２．市町村有建築物

市町村課 6,977 6,977 6,876 100 1 －

３．その他建築物

県調査　※２ 750 713 691 11 ※３ 11 －

国調査　(1,000㎡以上の
建築物)

1,684 1,590 1,402 64 ※３ 124 －

公営住宅 市町村営住宅 40 40 40 0 0 0

教育庁 1,594 1,594 1,545 49 (41) 0 －

学術国際政策課
教育庁

115 115 109 6 0 －

流通経済課 31 31 28 3 (1) 0 －

31 31 31 0 0 0

177 177 177 0 0 0

農畜産振興課 3 3 3 0 0 0

農地整備課 617 617 614 3 (1) 0 －

水産漁港課 22 ※５ 22 ※５ 22 ※５ 0 0 0

秋田スギ振興課 224 224 224 0 0 0

環境整備課 76 76 72 4 (1) 0 －

環境管理室 23 23 23 0 0 0

福祉政策課 894 894 859 35 (7) 0 －

医務薬事課 72 72 51 21 (7) 0 －

雇用労働政策課 31 31 30 1 0 －

6,384 ※７ 6,253 ※７ 5,921 ※７ 197 (58) 135 ※７ 0

全県 13,852 ※７ 13,721 ※７ 13,249 ※７ 278 136 ※７ 34

※１　設計図書の確認、目視調査が終了した施設数

※２　建物所有者等の報告から確認した内容

　　◎調査対象建築物例：映画館､百貨店､旅館､事務所等の一定規模以上の建築物(市町村施設、学校、病院等他の機関で調査している施設を除く｡)

※３　施設所有者からアンケート調査票によりアスベスト有りとして報告された件数を含む。

※４　市町村立小・中・高等学校・共同調理場、社会体育施設、社会教育施設、幼稚園

※５　調査時に施設数の集計をしていないため漁港数を計上。

※６　高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、保育所等

※７　その他建築物の調査対象施設数等は、県又は市町村有建築物調査との重複分も含むため、精査が必要。

※８　（　）内の数は、県又は市町村有建築物調査と重複している施設数。

は、５月２６日現在での公表資料との変更点

合計

表表表表３３３３　　　　　　　　　　　　　　　　吹付吹付吹付吹付けけけけアスベストアスベストアスベストアスベスト調査結果総括表調査結果総括表調査結果総括表調査結果総括表

市町村立小・中学校、社会教育施設
等  ※４

社会福祉施設等　※６

廃棄物処理施設

水産関係施設

農業農村整備事業関係施設

家畜市場

一次調査終了
施設数 ※１

室内環境測
定施設数アスベスト未

使用施設数
アスベスト使
用施設数 ※８

調査結果
分析中の施
設数

調査結果
室内環境測
定施設数アスベスト未

使用施設数
アスベスト使
用施設数

分析中の施
設数

調査対象施設
数

警察署等

調査機関
一次調査終了
施設数 ※１

発電所等

計

調査対象施設

県立高校等県有教育関係施設

本庁舎等

県有建築物(知事部局）

計

病院

私立学校施設、民間専修学校・各種
学校等

環境大気測定局舎

公共職業能力開発施設等

中央卸売市場、地方卸売市場

林野関係施設

乾燥調製貯蔵施設

乾燥調製施設

室内環境測
定施設数アスベスト未

使用施設数
アスベスト使
用施設数

調査機関 調査対象施設
調査対象施設

数

水田総合利用課

一次調査終了
施設数 ※１

調査結果
分析中の施
設数

建築住宅課
民間建築物

市町村有施設

調査機関 調査対象施設
調査対象施設

数

- ２ -



　　　　表表表表４４４４ 吹付吹付吹付吹付けけけけアスベストアスベストアスベストアスベスト調査結果一覧調査結果一覧調査結果一覧調査結果一覧

建設交通部営繕課
（分析委託及び当面の対策については、各施設の所管課で対応しています。）

No. 使用施設名
建築
年度

所管課 使用箇所
分析結果

等
当面の対策 備　　考

1 県立大学短期大学部 S48 科学技術課 講堂天井　他 ●含有 － 除去工事終了

2 成人病医療センター S43 医務薬事課
B1F自家発室、PH機
械室

●含有 応急対策済
平成18年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

3 環境センター S48 試験研究推進課 車庫 ●含有 立入禁止 平成19年度除去予定

4 母子福祉総合センター S51 子育て支援課 機械室 ●含有 － 除去工事終了

5 太平療育園 S51 障害福祉課 旧看護宿舎物置 ●含有 無人 平成19年度除去予定

6 環境保全センター S52 環境整備課 処理室、休憩室 ●含有 立入禁止
平成18年度から解体予定
＊室内環境測定で一部検出

7
雄勝地域振興局（農
林）農村整備課

S47 農地整備課 車庫 ●含有 立入禁止 平成18年度除去予定

8 秋田空港管理事務所 S56 港湾空港課 第二消防車庫 ●含有 立入制限
平成18年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

9 山本地域振興局 S44 総合政策課 車庫 ●含有 使用可
ひる石
平成19年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

10
身体障害者更生訓練セ
ンター

S51 障害福祉課 機械室、電気室 ●含有 立入制限
除去工事発注済
＊室内環境測定で一部検出

11 秋田臨海処理センター S56 下水道課 機械室（ 汚泥棟 ） ●含有 立入制限
除去工事発注済
＊室内環境測定で不検出

農林水産部農地整備課

No. 使用施設名
建築
年度

所管課 使用箇所
分析結果

等
当面の対策 備　　考

1
南外地区防災ダム監視
局

S52 農地整備課 車庫 ●含有 立入制限
平成19年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

- ３ -



出納局会計管財課

No. 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 秋田地方総合庁舎 S49

５Ｆ・６Ｆ執務室
天井裏   3,055m2
Ｓ４９年増築

●含有
点検口等にマス
キングを実施

平成20年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

建設交通部建築住宅課
※県営住宅、県住宅供給公社分のみ

No. 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

該当なし

産業経済労働部公営企業課

No. 使用施設名 0 使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

該当なし

- ４ -



県警本部会計課

No. 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 警察本部庁舎 S50
機械室などの
壁・天井

●含有 立入制限
平成18年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

警察学校本館 S41
機械室、倉庫の
天井

●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

  〃　射撃場 S49 壁・天井 ●含有 －
＊室内環境測定で検出
除去及び解体工事終了

大館警察署車庫
兼倉庫(大・小)

S53 壁・天井・鉄骨 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

大館警察署
桂城交番

S53 屋根裏・鉄骨 ●含有 使用可
囲い込み状態
平成18年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

4
共済宿舎（潟上
市昭和大久保）

S56 居室の天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

5
共済住宅（にか
ほ市象潟町字才
ノ神）

S52 居室の天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

6
大仙警察署車庫
兼倉庫

S47 壁・天井・鉄骨 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

7 横手警察署車庫 S51 壁・天井・鉄骨 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

8
待機宿舎（湯沢
市愛宕町）

S54 居室の天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

9
共済住宅（羽後
町西馬音内）

S56 居室の天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

2

3

- ５ -



教育庁総務課施設整備室
は、５月２６日現在の公表資料との変更点

No. 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 小坂高校 S53 浄化槽機械室 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事中

2 米内沢高校 S48 ボイラー室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

3 能代工業高校 S57 セミナーハウス天井裏 ●含有 立入禁止
平成18年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

4 五城目高校 S52 機械室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

5 男鹿海洋高校 S50 機械室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

S59 外部室用具庫 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

S59 外部室 ●含有 使用可
＊室内環境測定で不検出
囲い込み状況確認済

7 大曲農業 S49 渡り廊下 ●含有 使用可
＊室内環境測定で不検出
囲い込み状況確認済

8 角館高校 S47 ボイラー室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

9 六郷高校 S57 階段室 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

10 横手工業高校 S49 施工実習室等 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
解体工事中

11 湯沢北高校 S45 放送室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

12 勝平養護学校 S53 機械室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

13 横手養護学校 S54 機械室天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

14 県立体育館 S43 倉庫天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

15
田沢湖スポー
ツセンター

S47
体育館天井裏、プール天井
裏等

●含有 使用可
囲い込み工法実施済み(H11)
平成19年度解体予定

16 県立博物館 S50 倉庫天井 ●含有 －
＊室内環境測定で不検出
除去工事終了

17
生涯学習セン
ター

S55 車庫天井 ●含有 立入禁止
平成19年度除去予定
＊室内環境測定で不検出

　

6 大曲高校

- ６ -



　は、５月２６日現在の公表資料との変更点

No. 市町村名 使用施設名 分析結果等 今後の対応等

1 仁井田小学校 ●含有 除去予定

2 東中学校 ●含有 除去予定

3 雄和体育館 ●含有 除去済み

4 土崎消防署 ●含有 除去済み

5 河辺消防署 ●含有 除去済み

6 河辺消防署雄和分署 ●含有 除去済み

7 川口汚水中継ポンプ場 ●含有 除去予定

8 八橋終末処理場 ●含有 除去予定

9 中央卸売市場 ●含有 除去済み

10 久保田城御隅櫓 ●含有 除去済み

11 雄和山水荘付属旧健康センター ●含有 除去済み

12 大森山動物園 ●含有 除去済み

13 旧御野場汚水処理場 ●含有 解体にあわせ除去予定

14 能代市 能代市二ッ井公民館（旧：福祉会館） ●含有
平成１８年度講堂除去工事予
定・通路除去工事終了

15 南中学校 ●含有 立入禁止

16 天下森スキー場 ●含有

17 旧中央公民館跡 ●含有 除去済み

18 消防署平鹿分署 ●含有 除去済み

19 大森庁舎 ●含有 除去済み

20 大森プール ●含有 除去済み

21 大森コミュニティセンター ●含有 囲い込み済み

22 横手市十文字文化センター ●含有 除去済み

23 十文字庁舎 ●含有

24 山内生涯学習センター ●含有

25 大雄庁舎 ●含有

26 川西保育所 ●含有 除去予定

27 黒川小学校 ●含有 囲い込み措置済み

28 醍醐小学校 ●含有 囲い込み措置済み

29 鳳中学校 ●含有 囲い込み措置済み

30 山館浄水場　管理本館 ●含有 除去予定

31 大館市立総合病院 ●含有 封じ込め措置済み

32 大館市矢立学校給食センター ●含有

33 大館市立下川沿中学校 ●含有

34 大館矢立ハイツ ●含有 除去済み

自家発電室天井、壁

柱、梁、屋上スラプ下

給食搬入口柱、梁、屋根折板下面

階段裏側部分

市町村有建築物市町村有建築物市町村有建築物市町村有建築物（（（（市町村課市町村課市町村課市町村課））））

秋田市

南棟天井裏

西棟天井裏

ステージ、器具庫及び電気室の天井

南側車庫天井

階段段裏

階段室段裏、階段室物置の天井

ボイラー室天井

ステージ天井

ブロワ室天井、壁上

機械室壁天井

車庫鉄骨部分

車庫内部のデッキプレート等

講堂天井裏、ステージ、渡り廊下、大会議
室天井裏

大館市

ロビーホール天井

使用箇所

ポンプ室、搬出室等の腰上壁及び天井

本館（発電機室、ファンルーム、階段室）
他５施設等の天井、壁

浄化槽機械室天井、壁

車庫天井

車庫天井

機械室天井

地下機械室天井

管理棟天井裏

屋上機械室壁

全館天井裏

渡り廊下

発電機室、ボイラー室、地下管廊の一部
（上部壁面、天井）

玄関、事務室の天井裏

機械室天井、渡り廊下天井

食堂天井

機械室天井

横手市
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　は、５月２６日現在の公表資料との変更点

No. 市町村名 使用施設名 分析結果等 今後の対応等

市町村有建築物市町村有建築物市町村有建築物市町村有建築物（（（（市町村課市町村課市町村課市町村課））））

使用箇所

35 （旧）株式会社正札竹村 ●含有 立入禁止

36 大館市郷土博物館 ●含有 除去済み

37 男鹿市本庁舎 ●含有 封じ込め措置済み

38 旧脇本保育園 ●含有 立入禁止

39 国民宿舎「男鹿」 ●含有 除去済み

40 若美農業者トレーニングセンター ●含有 除去済み

41 男鹿市民文化会館 ●含有 除去予定

42 男鹿総合運動公園陸上競技場 ●含有 除去予定

43 若美中央公園球場 ●含有 除去済み

44 湯沢市役所　稲川庁舎 ●含有 除去予定

45 湯沢市市民プラザ ●含有 囲い込み状態

46 湯沢北小学校　校舎 ●含有 除去予定

47 湯沢市老人福祉センター ●含有 除去予定

48 皆瀬学校給食センター ●含有 封じ込め措置済み

49 消防署皆瀬分署 ●含有 除去済み

50 鹿角市 鹿角市立平元小学校 ●含有 除去工事終了

51 本荘文化会館 ●含有 除去工事中

52 西目学校給食共同調理場 ●含有 除去済み

53 笹子診療所 ●含有 除去予定

54 東由利総合開発センター「有鄰館」 ●含有 除去･囲い込み工事予定

55 八塩小学校 ●含有 除去済み

56 小友小学校 ●含有 除去済み

57 鳥海ダム調査事務所（貸付物件） ●含有 除去予定

58 潟上市 市立湖岸保育園 屋根裏 ●含有 除去又は封じ込め予定

59 大仙市役所　本庁舎車両センター ●含有 除去予定

60 消防団西仙北支団本部詰所車庫 ●含有 除去済み

61 消防団仙北支団消防ポンプ積載車格納庫 ●含有 除去済み

62 大曲仙北広域中央斎場作業室・機械室 ●含有 封じ込め措置済み

63
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部神岡
分署庁舎車庫

●含有 封じ込め措置済み

64
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部南外
分署庁舎車庫

●含有 封じ込め措置済み

65 中仙総合支所中仙水防倉庫 天井・内壁 ●含有 除去済み

66 北秋田市消防署森吉分署 ●含有 囲い込み措置済み

67 北秋田市田ノ沢車庫 ●含有 除去済み

68 北秋田市立合川西小学校 ●含有 除去済み

69 北秋田市立森吉中学校 ●含有 除去済み

遊具置き場天井

パッケージ室、ファンルームの壁、天井

４階売り場天井、８階ゲームセンター天
井、機械室

由利本荘市

電気室天井、機械室
大館市

男鹿市

大仙市

北秋田市

湯沢市

厨房天井

機械室、物置天井

機械室壁、天井

ホール天井

スコアボード天井

地下ボイラー室天井

車庫天井

ボイラー室、受水槽室、高架水槽室天井

天井裏鉄骨、屋根

調理室の梁部分、洗浄室、倉庫、廊下天井

倉庫、便所天井

体育館暖房器具置場

客席天井裏・舞台天井

天井裏

ボイラー室屋根用折板裏・診療室天井裏・
物置天井裏

機械室天井・集会室天井

体育館機械室（器具室）天井

階段室段裏天井

倉庫天井

車庫天井・内壁

車庫天井・内壁

天井、内壁

天井・内壁

車庫天井、内壁一部

元ボイラー室

ボイラー室

車庫天井・内壁一部

天井裏

天井
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　は、５月２６日現在の公表資料との変更点

No. 市町村名 使用施設名 分析結果等 今後の対応等

市町村有建築物市町村有建築物市町村有建築物市町村有建築物（（（（市町村課市町村課市町村課市町村課））））

使用箇所

70 北秋田市立合川高等学校 ●含有 除去済み

71 公立米内沢総合病院 ●含有

72 大野台エコーハイツ ●含有 対策済み

73 浄水場 ●含有 対策済み

74 北秋田市立阿仁病院 ●含有 除去予定

75 にかほ市 仁賀保体育館 倉庫・通路・トイレの天井裏 ●含有 除去予定

76 市立角館総合病院 ●含有

77 旧角館町老人福祉センター ●含有 立入禁止

78 仙北市立角館樺細工伝承館 ●含有 立入禁止

79 小坂町 川上公民館 ●含有 除去済み

80 上小阿仁村 沖田面小学校 ●含有 除去済み

81 三種町 中央公民館 ●含有 囲い込み措置済み

82 観海小学校 ●含有 除去済み

83 岩館小学校 ●含有 除去済み

84 郷土資料館 ●含有 施設閉鎖中

85 五城目町 農村環境改善センター ●含有

86 八郎潟町 小学校 ●含有 除去済み

87 井川町 井川小学校 ●含有 除去済み

88 旧六郷消防分署 ●含有 除去済み

89 旧仙南消防分署 ●含有 除去済み

90 旧図書館（未使用） ●含有 取り壊し検討中

91 体育館 ●含有 除去予定

92 五輪坂ハイツ ●含有 囲い込み措置済み

93 元西小学校 ●含有 除去済み

94 仙道小学校 ●含有 除去済み

95 西馬音内小学校 ●含有 除去予定

96 新成小学校 ●含有 除去予定

97 町立羽後病院 ●含有 封じ込め措置済み

98 大柳克雪センター ●含有 除去予定

99
東成瀬公民館大柳別館
（旧大柳小学校：廃校舎）

●含有 封じ込め措置済み

100
東成瀬公民館岩井川別館
（旧大柳小学校：廃校舎）

●含有 封じ込め措置済み

地下ボイラー室天井

仙北市

八峰町

ペントハウス、機械室天井

ボイラー室天井、壁

機械室：天井浴室：天井、屋根裏

地下室天井、壁

ボイラー室天井

東成瀬村

羽後町

北秋田市

美郷町

元ボイラー室

講堂及びボイラー室、機械室

機械室

階段室、ボイラー室（天井）

視聴覚室（天井裏の鉄骨梁）

体育館玄関付属室（天井裏の鉄骨梁）

旧館ボイラー室（壁・天井）

機械室

１階除雪機械格納庫

電気室・機械室（壁・天井）

機械室天井・壁、高置水槽室天井

講堂天井裏

機械室天井

機械室

機械室（天井）

階段室（壁）ボイラー室（天井）

機械室天井

天井全体

折半屋根裏

ボイラー室天井

車庫天井

図書室（天井）

車庫天井
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市町村立小・中・高等学校・共同調理場

Ｎｏ． 市町村名 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 仁井田小 S52 普通教室棟 ●含有 立入禁止

2 秋田東中 S50 普通教室棟 ●含有 立入禁止

S47 調理室 ●含有 封じ込め措置

S47 倉庫 ●含有 封じ込め措置

S47 廊下 ●含有 封じ込め措置

S51 ボイラー室天井 ●含有 立入禁止

S51 高架水槽室天井 ●含有 立入禁止

5 西目学校給食共同調理場 S41 調理場天井裏 ●含有 除去工事終了

6 八塩小 S50 体育館器具室天井 ●含有 除去工事終了

7 子吉小 S54 電気室天井 ●含有 除去工事終了

8 小友小 S58 階段室天井・段裏 ●含有 除去工事終了

S56 電気室天井 ●含有 除去工事終了

ボイラー室天井 ●含有 除去工事終了

10 観海小 S50 機械室天井及びロフト壁面 ●含有 除去工事終了

11 岩館小 S51 機械室天井 ●含有 除去工事終了

S43 音楽室壁上部 ●含有 囲い込み工事

S43 階段裏 ●含有 囲い込み工事

大川小 S52 音楽室梁 ●含有 囲い込み工事

S52 階段ルーム天井 ●含有 囲い込み工事

14 八郎潟町 八郎潟小 S50 管理棟ボイラー室 ●含有 除去工事終了

15 井川町 井川小 S47 ボイラー室 ●含有 除去工事終了

S52 １階電気室天井 ●含有 除去工事終了

S52 水槽室天井裏 ●含有 除去工事終了

17 西馬音内小 S53 視聴覚室天井裏 ●含有 囲い込み状態

18 新成小 S55 体育館玄関天井裏 ●含有 囲い込み状態

S52 吹き抜け部分壁 ●含有 除去工事終了

元西小 S52 階段室天井 ●含有 除去工事終了

S52 ボイラー室天井 ●含有 除去工事終了

仙道小 S54 ボイラー室天井 ●含有 除去工事終了

S54 階段室倉庫天井 ●含有 除去工事終了

21 鹿角市 平元小 S50 体育館ＦＦ暖房機置き場 ●含有 除去工事終了

22 合川西小 S48 倉庫（元ボイラー室） ●含有 除去工事終了

23 森吉中 S48 ボイラー室 ●含有 除去工事終了

S47 校舎ボイラー室 ●含有 除去工事終了

S47 セミナーハウスボイラー室 ●含有 除去工事終了

S53 機械室天井 ●含有 囲い込み工事終了

S53 渡り廊下天井 ●含有 囲い込み工事終了

26 鳳中 S58 階段室 ●含有 囲い込み工事終了

27 横手南中 S48 機械室壁・天井 ●含有 立入禁止

28 醍醐小 S55 食堂天井裏梁 ●含有 囲い込み工事終了

29 下川沿中 H8 給食搬入口天井裏 ●含有 囲い込み状態

30 矢立学校給食センター S63 棟全体天井裏 ●含有 囲い込み状態
大館市

秋田市

八峰町

北秋田市

五城目町

19
羽後町

20

24

3

湯沢市

13

皆瀬学校給食センター

4 湯沢北小

松ヶ崎小9

由利本荘市

12 五城目小

16 沖田面小上小阿仁村

合川高校

25 黒川小

横手市
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市町村立幼稚園 は、５月２６日現在の公表資料との変更点

Ｎｏ． 市町村名 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 大仙市 かみおか幼稚園 S49 遊戯室除く天井裏 ●含有 囲い込み状態

市町村立文化会館等

Ｎｏ． 市町村名 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 横手市
横手市十文字文化
センター

S46 ロビーホール天井 ●含有 － 除去工事終了

2 由利本荘市 本荘文化会館 S47 舞台天井・客席天井裏鉄骨 ●含有 － 除去工事中

3 能代市 福祉会館 S52 講堂・物品庫通路 ●含有 講堂立入禁止
平成１８年度講堂
除去工事予定・通
路除去工事終了

4 男鹿市 文化会館 S55 機械室 ●含有 立入禁止
平成１８年除去
工事予定

市町村立社会体育施設

Ｎｏ． 市町村名 使用施設名
建築
年度

使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 秋田市 雄和体育館 S51 器具庫、電気室 ●含有 － 除去工事終了

2 男鹿市 若美中央公園球場 S58
スコアボード
天井

●含有 － 除去工事終了

3 横手市 横手市大森プール S53 用具庫 ●含有 － 除去工事終了

4 羽後町 総合体育館 S49 電気室、機械室 ●含有 立入禁止
１９年度除去工
事予定
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市町村立社会教育施設

N0. 市町村名 使用施設名
建築
年度

使用箇所
分析結果
等

当面の対策 備　　考

1 小坂町 小坂町川上公民館 S30
倉庫（旧ボイラー
室)天井

●含有 － 除去工事終了

2 三種町 中央公民館 S50 2F講堂天井裏 ●含有
囲い込み状態
使用中

3
東成瀬公民館岩井川
別館

S48
機械（ボイラー）
室天井

●含有
封じ込め措置済み
立入禁止

4
東成瀬公民館大柳
別館

S49
機械（ボイラー）
室天井

●含有
封じ込め措置済み
立入禁止

5
横手市山内生涯学習
センター

S48 全館天井裏 ●含有
囲い込み状態
使用中

6 横手市醍醐公民館 S57 機械室天井 ●含有 立入禁止 工事予定

7 横手市八沢木公民館 S48 2Fホール天井裏 ●含有
囲い込み状態
使用中

8 横手市前田公民館 S54 玄関天井裏 ●含有
囲い込み状態
使用中

9 羽後町 羽後町立旧図書館 S43
１Fホール・展示
室・２F書庫

●含有 立入禁止

10 大館市 郷土博物館 S49
機械室・電気室天
井

●含有 － 除去工事終了

東成瀬村

横手市

－　１２　－



は、５月２６日現在の公表資料との変更点

農業農村整備関係施設（農地整備課） 　　　※ばく露のおそれがある施設のみ公表

No. 市町村 使用箇所 分析結果等

1 大館市 予備発電気室天井・壁 ●含有

廃棄物処理施設等（環境整備課）

No. 設置者名 使用箇所 分析結果等

1
横手平鹿広域市町村圏

組合
機械棟、水処理棟、搬入
ポンプ室

●含有

2
男鹿地区衛生処理一部

事務組合
管理棟、旧電気室天井 ●含有

3
本荘由利広域市町村圏

組合
ブロアー室天井、側壁 ●含有

4 秋田県 処理室、休憩室 ●含有

社会福祉施設等（福祉政策課） 　　　※ばく露のおそれがある施設のみ公表

NO 施設名
建築
年度

所在地 使　用　箇　所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1
特別養護老人ホーム
寿恵園

Ｓ51 男鹿市 ボイラー室 ●含有 － 除去工事終了

2
特別養護老人ホーム
広洋苑

Ｓ49 由利本荘市 ボイラー室 ●含有 － 除去工事終了

3 軽費老人ホーム幸風荘 Ｓ49 由利本荘市 ボイラー室 ●含有 － 除去工事終了

4
湯沢市
老人福祉センター

Ｓ50 湯沢市 屋根裏 ●含有 立入禁止 除去工事予定

5 秋田県女性相談所 Ｓ51 秋田市 ボイラー室 ●含有 － 除去工事終了

6
秋田県身体障害者更生
訓練センター

Ｓ51 秋田市 機械室、電気室 ●含有 立入制限 除去工事発注済
＊室内環境測定で一部検出

病院施設（医務薬事課） 　　　※ばく露のおそれがある施設のみ公表

NO 病院名
建築
年度

所在地 使用箇所 分析結果等 当面の対策 備　　考

1 秋田労災病院 S49 大館市 空調機械室 ●含有 立入禁止 除去工事予定

2 大館市立総合病院 S45 大館市 非常用発電機室 ●含有 － 封じ込め措置済み

3 仙北組合総合病院 S48 大仙市
階段室、ボイラー室、発
電機室、倉庫等

●含有 － 除去工事終了

4 佐藤病院 S41 湯沢市 体育館 ●含有 立入禁止 解体予定

公共職業能力開発施設等（雇用労働政策課）

No. 市町村 使用箇所 分析結果等

1 横手市 倉庫・屋根裏 ●含有

使用している箇所が露出しておら
ず、危険性は低いと判断。

使用施設名

横手市女性センター 措置済み

平成１７年１２月２１日除去済み

平成１８年度から解体予定

備　　考

男鹿地区衛生センター

広域清掃センター第一事
業所

環境保全センター

備　　考

予備発電機であり通常使用なし。平
成１８年度除去工事予定。

機械棟の一部は飛散防止措置済み。
その他は１８年３月１０日除去。

備　　考

使用施設名

県営造成施設立花頭首工

使用施設名

横手衛生センター

－　１３　－


