
番号 施設名称 建築年度 室名 使用箇所
吹付け等

面積(m
2
)

建材種類 材質 調査日
石綿含有の

有無※1
今後の対応・処理方法等 備考

1 所沢市文化会館 昭和45年度 階段室 段裏 90.0 吹き付け ひる石 2008/8/19 無

2 市営住宅西所沢稲荷団地１号棟 昭和51年度 食堂・和室・就寝室 天井 306.6 吹き付け ひる石 2005/9/1 無 平成29年度に再調査を実施

3 新所沢コミュニティーセンター 昭和62年度 機械室 天井・壁 71.2 吹き付け ロックウール 2008/8/21 無

4 所沢市立西新井保育園 昭和63年度 機械室 天井・壁 60.0 張り付け 吸音材 2008/8/19 無

5 市営住宅愛宕山団地６号棟 昭和49年度
食堂・和室・玄関・ホール・
便所・洗面室

天井 736.5 吹き付け ひる石 2008/8/21 無

6 市営住宅愛宕山団地７号棟 昭和49年度
食堂・和室・玄関・ホール・
便所・洗面室

天井 736.5 吹き付け ひる石 2008/8/21 無

7 市営住宅愛宕山団地４号棟 昭和47年度 食堂・板間・和室 天井 753.4 吹き付け ひる石 2005/9/2 無 平成29年度に再調査を実施

8 市営住宅愛宕山団地５号棟 昭和48年度
食堂・板間・和室・玄関・
ホール・便所・洗面室

天井 970.3 吹き付け ひる石 2005/9/2 無 平成29年度に再調査を実施

9 市営住宅愛宕山団地２号棟 昭和46年度 食堂・板間・和室 天井 392.1 吹き付け ひる石 2005/9/2 無 平成29年度に再調査を実施

10 市営住宅愛宕山団地３号棟 昭和46年度 食堂・板間・和室 天井 505.7 吹き付け ひる石 2005/9/2 無 平成29年度に再調査を実施

11 まつば児童館 昭和62年度 遊戯室・倉庫・便所 天井 129.5 吹き付け パーライト 2008/8/19 無

12 所沢市医師会会館 昭和56年度 機械室 天井・壁 85.0 吹き付け ロックウール 2005/8/29 有 除去工事実施済み（平成19年度）

13 所沢市立吾妻保育園 昭和52年度 機械室 天井 22.0 張り付け 吸音材 2008/8/20 無

14 椿峰コミュニティ会館別館 昭和56年度 ホール
壁、鉄骨耐
火被覆

300.0 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

15 所沢市立西所沢保育園 昭和50年度 機械室 天井・壁 73.0 張り付け 吸音材 2005/8/29 有 除去工事実施済み（平成20年度）

16 所沢市立小手指保育園 昭和59年度 機械室 天井・壁 73.0 張り付け 吸音材 2008/8/20 無

17 所沢市立さやまが丘保育園 昭和46年度 食品庫・機械室・物置 天井 13.0 吹き付け 白セメント 2008/8/21 無

18 狭山ヶ丘コミュニティーセンター 昭和58年度 機械室 天井・壁 216.3 張り付け 吸音材 2005/8/30 有 除去工事実施済み（平成22年度）

19 わかば児童館 昭和60年度
図書室・集会室・事務室・給
湯室・更衣室・倉庫・便所

天井 130.0 吹き付け パーライト 2008/8/20 無

20 消防本部（中央消防署） 昭和53年度 車庫 天井 490.0 吹き付け ひる石（石膏） 2005/8/29 有 ※２

21 消防本部（中央消防署） 昭和53年度 機械室 天井 114.0 吹き付け ロックウール 2005/8/29 有 除去工事実施済み（平成20年度）

22 所沢市役所 昭和61年度 階段室 段裏 370.0 吹き付け ひる石 2008/8/19 無

23 所沢市役所 昭和61年度 機械室 天井 215.0 吹き付け ロックウール 2008/8/19 無

24 所沢市役所 昭和61年度 地下駐車場 天井 2741.0 吹き付け ロックウール 2008/8/19 無

25 市営住宅並木団地１号棟 昭和55年度
食堂・和室・玄関・廊下・
洗面脱衣室・便所

天井 1761.3 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

26 市営住宅並木団地４号棟 昭和56年度
食堂・和室・玄関・廊下・
洗面脱衣室・便所

天井 1761.3 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

27 市営住宅並木団地２号棟 昭和57年度
食堂・和室・玄関・廊下・
洗面脱衣室・便所

天井 1651.2 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

28 市営住宅並木団地３号棟 昭和59年度
食堂・和室・玄関・廊下・
洗面脱衣室・便所

天井 1210.9 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

29 所沢市斎場 昭和61年度 機械室（１階） 天井・壁 280.0 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

30 所沢市斎場 昭和61年度 機械室（ＲＦ階） 天井・壁 416.0 吹き付け ロックウール 2008/8/18 無

31 東部浄水場 昭和49年度
電気室・受変電室・ﾎﾟﾝﾌﾟ
室

天井・壁 1685.0 吹き付け 石綿 2005/8/29 有
露出部分における除去工事実施済
み（平成17年度）

封じ込め済み（昭和63年度実施、
一部未対応箇所有り）

32 第一浄水場系第10号取水場 昭和43年度 電気室 天井・壁 18.8 塗り付け プラスター 2008/8/20 無

33 第一浄水場 昭和46年度
自家発電室・地下ﾎﾟﾝﾌﾟ
室・倉庫

天井・壁 500.0 吹き付け ロックウール 2008/8/20 有 除去工事実施済み（平成20年度）

34 南部浄水場 昭和44年度 事務室 壁 250.0 塗り付け プラスター 2005/8/29 有 ※２

35 西部浄水場 昭和37年度 自家発電室 天井・壁 213.0 吹き付け ロックウール 2008/8/20 無

36 富岡公民館 昭和61年度 集会室
鉄骨耐火被
覆・天井

85.8 吹き付け ロックウール 2008/8/21 無

37 小手指公民館分館 昭和59年度 階段室 段裏 118.0 吹き付け ひる石 2008/8/20 無

38 所沢図書館本館 昭和54年度 書庫・操作室・車庫 天井 226.0 吹き付け ロックウール 2008/8/19 無

39 所沢図書館本館 昭和54年度 閲覧室・読書室 天井 428.9 吹き付け ひる石 2005/8/22 有 除去工事実施済み（平成19年度）

40 第三学校給食センター 昭和49年度 機械室 天井 13.7 吹き付け ロックウール 2005/7/22 有 除去工事実施済み（平成17年度）

41 牛沼小学校 昭和53年度 廊下 天井 914.6 吹き付け ロックウール 2008/2/20 無

42 牛沼小学校 昭和56年度 廊下 天井 224.2 吹き付け ロックウール 2008/2/20 無

43 若狭分教場 昭和52年度 階段室 段裏 11.0 吹き付け ひる石 2005/8/26 有 除去工事実施済み（平成17年度）

「封じ込め」　既存の吹付け石綿層をそのまま残し、石綿層へ薬剤の含浸もしくは散布等を施すことにより、石綿吹付け層の表層部又は全層を完全に被覆又は固着・固定化して、粉じんが使用空間内へ
　　　　　　　飛散しないようにする工法。

「囲い込み」　既存の吹付け石綿層をそのまま残し、吹付け石綿層が使用空間に露出しないよう、板状材料等で完全に覆うことによって、粉じんの飛散防止、損傷防止等を図る工法。

平成20年度　吹付け石綿等の検体検査について

本表は、平成17年度及び平成20年度に市が実施した全ての吹付け石綿等の検体検査結果をもとに作成し、その後の施設の廃止状況や追加調査結果など踏まえ修正しています。

※１　「石綿含有の有無」　　「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について（平成8年3月　基発第188号の2　労働省労働基準局長通達）」又は「建材中の石綿含有率の分析方法について（平成17年6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　基安化発0622001号 厚生労働省労働基準局化学物質対策課長通知」に基づき実施した分析の結果（調査日：2005年のもの）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　JIS A 1481（2006）「建材中のアスベスト含有率測定法」に基づき再度実施した分析の結果（クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト6種類）。

※２　「石綿等の劣化が認められず、飛散可能性も低いことから、今後当該施設の適正な管理を維持しつつ、公共施設修繕計画等に合わせて対策工事を実施するもの」とされたもの。

【用語説明】

「除　　 去」　既存の吹付け石綿層を下地から取り除く工法。
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