
R03（2021年3月31日時点）

吹付けアスベストが使用されている施設一覧（アスベスト含有不明を含む。）

区分 耐震改修等

損傷・劣化がない施設又は封じ込め・囲い込み（封鎖を含む。）措置がされている施設【耐震性能なし又は不明】

1 農業水産局
元栽培漁業センター職
員公舎

旧1号～3号
棟

玄関 他 S53 閉鎖施設

2 教育委員会 豊田南高等学校 焼却炉 屋根 H5 利用停止

3 県警本部 半田警察署篠島駐在所 駐在所 事務室 他 S49

損傷・劣化がない施設又は封じ込め・囲い込み（封鎖を含む。）措置がされている施設【耐震性能あり】

4 総務局 県庁 本庁舎 他
Ｂ1Ｆ、2～6Ｆ
ＥＶ前 他

S13,S39,
S50

Ｃ→Ａ 免震改修済

5 総務局 名古屋西部県税事務所 本館 3Ｆ 大会議室 S48 Ａ

6 県民文化局 愛知県陶磁美術館
本館、陶芸
館

階段室、地下通
路

S54,H5 Ａ 新耐震基準

7 県民文化局 愛知県立芸術大学 管理棟 更衣室 S43 Ｂ→Ａ 耐震改修済

8 県民文化局
愛知県女性総合セン
ター

本館 会議室　他 H8 Ａ 新耐震基準

9 福祉局
医療療育総合センター
エネルギーセンター

エネセン ボイラー室 他 S43 Ａ

10 福祉局 愛知県出来町庁舎 別館 車庫、倉庫 S45 Ａ

11 保健医療局 愛知看護専門学校 寄宿舎　他
浴室、機械室(1
階)　他

S47,S48 Ａ 利用停止

12 経済産業局
あいち産業科学技術総合セ
ンター三河繊維技術ｾﾝﾀｰ 中央機械室 中央機械室 S47 Ａ

13 経済産業局
あいち産業科学技術総合セ
ンター食品工業技術セン
ター

本館
エレベーター
ホール、階段室

S63 Ａ 新耐震基準

14 農林基盤局 愛知県緑化センター 本館 2階ロビー 他 S51 Ｂ→Ａ 耐震改修済

15 建設局 筏川第１排水機場 動力室 他 動力室 他 H5 Ａ 耐震改修済

16 建設局 新城設楽建設事務所 本庁舎 玄関庇 S57 Ａ 新耐震基準

17 建設局 知多建設事務所 本館
会議室・玄関
ホール屋根裏

S62 Ａ 新耐震基準

18 建設局 東洋町水防倉庫 倉庫 倉庫 H3 Ａ 新耐震基準

19 建築局 県営織部住宅 1棟 電気室 S53 Ａ

20 建築局 県営川中住宅 2棟 電話中継室 他 S52 Ａ 耐震改修済

21 建築局 県営助光住宅 1棟、2棟 電気室 S51 Ａ 耐震改修済

22 建築局 県営南陽第一住宅 処理場 機械室 S54 Ａ 閉鎖施設

23 建築局 県営大森向住宅 1～4棟 電気室 他 S45 Ａ 耐震改修済

24 建築局 県営梅森坂住宅 処理場 処理場 S59 Ａ 閉鎖施設

25 建築局 県営瀬戸住宅 処理場 処理場 S56 Ａ 閉鎖施設

26 建築局 県営ゆたか台住宅 処理場 処理場 S51 Ａ 閉鎖施設

No 部局 施設名 使用室名・用途
竣工

＜参考＞
耐震性評価



区分 耐震改修等
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27 建築局 県営古千代住宅 処理場 処理場 S60 Ａ 閉鎖施設

28 建築局 県営大府住宅 処理場 処理場 S62 Ａ 閉鎖施設

29 建築局 県営稲沢駅前住宅 処理場 処理場 H3 Ａ 閉鎖施設

30 建築局 県営大口住宅 処理場 処理場 S55,S63 Ａ 閉鎖施設

31 建築局 県営西新井住宅 処理場 処理場 S54 Ａ 閉鎖施設

32 教育委員会 松蔭高等学校 教室棟 化学室 他 S45 Ｂ→Ａ 耐震改修済

33 教育委員会 惟信高等学校 管理棟・西 階段裏 S47 Ｂ→Ａ 耐震改修済

34 教育委員会 桃陵高等学校 本館棟　他 階段裏 S45,H18 Ｃ→Ａ 耐震改修済

35 教育委員会 刈谷工業高等学校 産振棟 階段裏 H5 Ａ 新耐震基準

36 教育委員会 足助高等学校 食堂 調理室1,2 S42 Ａ 利用停止

37 教育委員会 名古屋盲学校
普通教室棟1
棟　他

階段裏 S41,S46 Ｂ→Ａ 耐震改修済

38 教育委員会 岡崎盲学校 北舎 階段裏 S47 Ｂ→Ａ 耐震改修済

39 教育委員会 ひいらぎ特別支援学校 教室棟 外壁 H15 Ａ 新耐震基準

40 教育委員会 豊橋商業高等学校 教室棟 階段裏 S44 Ｂ→Ａ 耐震改修済

41 教育委員会 佐屋高等学校 農場管理棟 階段裏 S36 Ｂ→Ａ 耐震改修済

42 教育委員会 岡崎北高等学校 特別棟 階段裏 S46 Ｂ→Ａ 耐震改修済

43 県警本部
警察本部第一交通機動
隊

本館 階段、踊場 S41 Ｃ→Ａ 耐震改修済

44 県警本部 熱田警察署 本館 階段裏 S48 Ｃ→Ａ 耐震改修済

45 県警本部 岡崎警察署 本館 免許講習室 H15 Ａ 新耐震基準

46 県警本部 蒲郡警察署大塚交番 交番 事務室
H2

H19改
Ａ 新耐震基準

アスベストの除去又は建築物の解体が確実な施設

47 政策企画局 知事公舎 １階 ポーチ S44 Ａ

48 総務局 愛知県高辻センター
地下1階駐車
場　他

駐車場　他 S63 Ａ 新耐震基準

49 人事局 愛知三の丸クリニック 本館
B1F　マニホール
ド機械室

H7 Ａ 新耐震基準

50 農林基盤局 県民の森 森林学習館 屋根裏 S51 Ａ

51 防災安全局 消防学校 食堂棟 他 1階 廊下 他
S52,S53,

S55
Ｃ→Ａ 耐震改修済

- 県民文化局
愛知県女性総合セン
ター（再掲）

本館
５階　ホール上
他

H8 Ａ 新耐震基準

52 福祉局
元心身障害者コロニー
中央病院

東棟
地下１階 バッテ
リー室 他

S44 Ｂ

53 福祉局
元心身障害者コロニー
管理事務所

管理事務所 電気室 他 S44 Ａ
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54 福祉局
元心身障害者コロニー
養楽荘東棟

作業棟　他 作業棟屋根裏 他 S45 Ａ

55 福祉局
元心身障害者コロニー
独身寮

センター棟 機械室 S43 Ａ

56 福祉局 明生会館 本館 機械室　他 S47,S55 Ｂ→Ａ 耐震改修済

57 経済産業局
あいち産業科学技術総合セ
ンター尾張繊維技術セン
ター

２号館
染色実験・研究
棟

S42 Ａ

58 経済産業局
あいち産業科学技術総合セ
ンター産業技術センター三
河窯業試験場

試験研究棟 機械室 S46

59 農業水産局 農業総合試験場
園芸研究部
調査棟　他

昆虫実験室　他 S41,S42 Ａ

- 建築局
県営大森向住宅（再
掲）

1棟 排気塔 S45 Ａ 耐震改修済

60 スポーツ局 愛知県体育館 第一競技場 ゴンドラ（南） H16 Ｃ→Ａ 耐震改修済

61 企業庁 安城浄水場 管理本館 ポンプ室　他 S49 Ｂ→Ａ 耐震改修済

62 企業庁 尾張東部浄水場(東郷) 旧管理本館
1階 旧ボイラー
室

S48

63 企業庁 知多浄水場 管理棟 渡り廊下 S52 Ａ

64 教育委員会 一宮西高等学校
プール附属
棟

更衣室 S45

- 教育委員会 名古屋盲学校（再掲）
渡り廊下(西
側)　他

階段裏 S46

65 教育委員会 安城特別支援学校 発電機室 他 外壁 S52,S54

66 教育委員会 中村高等学校 1棟 玄関 S55 Ａ

67 県警本部 警察本部天白待機宿舎 宿舎Ｂ棟 和室 他 S48 Ｃ
※

（Ａ相当）
利用停止

大規模地震に対する建築物の安全性の評価について

区分 耐震安全性の評価

Ａ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

Ｂ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ｃ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

（注）区分の欄の「Ｂ」、「Ｃ」に※印を付した建物については、構造特性として比較的狭い間隔で各住戸界に最上階から最下階まで
連続して耐震壁が配置されているため、その建物が地震により人命に影響を及ぼすような倒壊や崩壊をする危険性が低いとされている。

＜県有施設の耐震化の現状について、詳しくはhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000025483.htmlを御覧ください。＞


