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１ イントロダクション



アスベスト（石綿）とは

＜出典：(一社)ＪＡＴＩ協会資料＞

3

○ 天然にできた鉱物繊維、値段が安い

○ 極めて細い繊維（直径は髪の毛の 1/5,000）

○ 熱や摩擦、耐火性、防音性などに優れている

→ 建設資材、工業製品など、様々な分野で大量に使用されて
きたが、アスベストの吸入による健康被害が確認されたため
平成18年9月から、その製造、使用、輸入等が禁止

白石綿（クリソタイル）

青石綿（クロシドライト）茶石綿（アモサイト）
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アスベストの繊維は、極めて細く、丈夫で変質しにくいため、
いったん吸い込むと肺の奥深くまで入り、体外に排出されにくい。

その結果、長期に体内にとどまり、刺激を与え続けることにより
中皮腫や肺がんなどの病気を引き起こすと考えられている。

アスベストの吸入による疾患

＜出典：(独)環境再生保全機構HP＞

潜伏期間
40年前後

潜伏期間
20～30年程度

潜伏期間
30～40年程度

潜伏期間
10年程度
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☆ 石綿の種類
・ 繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィ
ライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト

《厚生労働省 平成18年基発第0811002号》

… ６種類の石綿があることは、少なくとも1950年代からは知られている。

☆ 石綿含有製品
・ 石綿を０.１重量％を超えて含有する製品

《労働安全衛生法施行令第6条第23号》

… 過去には、１重量％、５重量％を超えて含有する製品とする時期もあった。

⇒ 製造時は石綿含有製品ではなかったが、現在では石綿含有
製品に該当する場合もあることに注意！



アスベストはどこに、どのような形で？

＜出典：環境再生保全機構HP＞
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昭和５年～平成17年の 76年間で、約982万トンを輸入。

そのうち、アスベスト消費量の約９割は建材製品、残りが

工業製品等。



発じんの度合いにより「レベル１～３」に便宜的に分類される

レベル１（著しく高い） レベル２（高い） レベル３（比較的低い）

吹付け石綿

石綿含有吹付けロックウール

石綿含有けい酸カルシウム板

石綿含有保温材

ビニル板タイル

スレート波板

7
出典：目で見るアスベスト建材（国土交通省）、建築物等の解体等工事における

石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン（環境省）

アスベスト含有建材の分類



レベル 製品の種類 処理時の発じん性

レベル１ 石綿含有吹付け材 著しく高い

レベル２
石綿含有保温材・

断熱材・耐火被覆材
高い

レベル３
その他の石綿含有建材

(成形板等)
比較的低い
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【参考】 石綿粉じんの飛散性の高さは“レベル”だけでは決まらない！

・ 解体方法
・ 劣化状況 などの影響がある。

解体の方法、劣化状況等に
よって、発じん量が増加



民間建築物の年度別解体棟数（推計）

平成25年
約55,000棟

令和10年
約10万棟

＜出典：国土交通省 社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会資料＞
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アスベスト含有建材使用の民間建築物の解体棟数のピーク
は、令和10年頃と推計されている。

Ｒ１０ Ｒ２０ Ｒ３０ Ｒ４０



アスベストに関する法的規制の主なもの

法令 内容

大気汚染防止法
建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準
（吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の
除去等）を規定

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律
（廃棄物処理法）

廃石綿等について、その分別、保管、収集、運搬、処分
等を適正に行うため必要な処理基準等を定める。

労働安全衛生法
石綿障害予防規則
（石綿則）

建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を
著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすこと
を防止する観点から作業場内での基準等を定める。

建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）

他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有
建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等
を行い、分別しておくことを定める。

建築基準法

建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有
吹付けロックウールの除去が義務付けられ、また、石綿
の飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令が
できることを定める。
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２ 大気汚染防止法における規制について
―大気汚染防止法及び政省令の改正―



大気汚染防止法及び政省令の
改正について

環境省
令和3年1月

環境省
Ministry of the Environment

引用資料
（一部修正）



・ 建築物又は工作物の解体・改造・補修工事（解体等工事）に伴う石綿の飛散を防止する

ため、受注者は解体等工事の前に、大防法規制対象の石綿含有建材（特定建築材料）の有

無の調査（事前調査）を行う。

・ 特定建築材料が使用されている場合は、解体等工事の発注者が都道府県等に届出を行っ

た上で、解体等工事の施工者が作業基準を遵守して除去等を実施。

令和３年３月31日までの大気汚染防止法に基づく

建築物解体等に伴う石綿飛散防止の規制の概要

発注

特定粉じん排出等作業※３

事前調査（特定建築材料※1の使用有無の調査）
（元請又は自主施工者）(第18条の17第1・３項)

事前調査結果・届出内容の発注者への説明（元請)(第18条の17第1項)

特定粉じん排出等作業※3の都道府県知事への
届出（発注者・自主施工者）(第18条の15)

事前調査結果の掲示（元請・自主施工者）(第18条の17第4項)

作業基準※４の遵守（元請）(第18条の18)

解体等工事

特定建築材料（レベル1・2）あり
＝特定工事※２に該当

特定建築材料なし

※１ 特定建築材料：
吹付け石綿(レベル１)
石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル２)

※３ 特定粉じん排出等作業：特定建築材料が使用されている建築物・工作物
の解体・改造・補修作業

※４ 作業基準：隔離・負圧化、集じん・排気装置の設置、湿潤化、養生等

※２ 特定工事：特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
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（注）条項は改正前
の番号



建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府
県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化する。

＜課題2＞
▼不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし

（見落とされた現場の都道府県等による把握が困難）

事前調査

・作業内容を都道府県等に
届出

届出

＜課題3＞
▼短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が終わって
しまう

石綿含有建材の除去等作業

○ 一定規模以上等の建築物等について

石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の
都道府県等への報告の義務付け
※ 環境省と厚生労働省が連携し電子システムによるコネクテッド・ワンス

トップ化。原則として電子による報告とし、制度開始時より運用。

○ 調査方法を法定化
※ 調査を適切に行うために必要な知識を有する者による書面調査、現地

調査等
（3年程度で30万人～40万人程度の育成に向け取り組む。）

○ 調査に関する記録の作成・保存の義務付け

レベル１・２なし

（特定粉じん排出等作業）

現状・課題 主な改正事項

レベル１・２あり

解体等工事

＜課題１＞

規制対象となっていない石綿含有成形板等（レベル

３）の不適切な除去により石綿が飛散

＜規制対象＞

全ての石綿含有建材に拡大
（現状の規制対象の除去作業（約２万件）の5～20倍増）

・石綿含有建材の使用の有無を調査
・調査結果を発注者に説明

【工事の流れ】

・作業基準の遵守義務
→作業基準適合命令等
→命令違反への罰則

○ 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合

等の直接罰の創設
○ 下請負人を作業基準遵守義務の対象に追加

○ 作業結果の発注者への報告の義務付け

○ 作業記録の作成・保存の義務付け
※ 確認を適切に行うために必要な知識を有する者による作業終了の確認

＜課題4＞
▼不適切な作業による石綿含有建材の取り残し

※ レベル３については、相対的に飛散性が低いこと、除去等作業の件数が
膨大となり都道府県等の負担を考慮する必要があることから、届出対象
とはせず、作業基準等の規制の対象とする。

大気汚染防止法の一部を改正する法律（令和２年法律第39号）の概要
（公布日：令和２年６月５日）



改正後の解体等工事に係る規制概要

※１ 特定建築材料： 吹付け石綿(レベル１)、
石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル２)、
石綿含有成形板等(レベル３)

※２ 特定工事：特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

＜凡例＞
青枠：現行制度
赤枠：改正

発注

事前調査（特定建築材料※1の使用有無の調査）（元請又は自主施行者）（第18条の15第1項・第4項）

事前調査結果・届出内容の発注者への説明（元請）（第18条の15第1項）

除去等の措置 ・作業基準の遵守
（元請・ ））（18条の19・18条の20）

事前調査結果の
・記録の作成・保存（元請・自主施工者）（第18条の15第3項・第4項）

・都道府県知事への報告（元請・自主施工者）（第18条の15第６項）

特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存
（元請・自主施工者）（第18条の23第1項・第2項）

作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存（元請）
（第18条の23第1項）

下請

解体等工事

事前調査結果の掲示（元請・自主施工者）（第18条の15第５項）

都道府県知事への作業
実施の届出（発注者・自
主施工者）（第18条の17）

特定建築材料（レベル1～3）あり＝特定工事※2に該当

特定建築材料（レベル1・2）
あり

特定建築材料なし

特定建築材料 （レベル3のみ）あり

下請負人への説明（元請）（第18条の16第3項）

特定粉じん排出等作業
除去等の措置

大防法規制

15



＜規制対象＞
⚫特定粉じん排出等作業に係る規制基準は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん
排出等作業の種類ごとに、作業の方法に関する基準として、環境省令で定めるものとすること。

（新法第18条の14関係）

 特定建築材料
吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする（新令第３条の３）
• 吹付け石綿
• 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
• 石綿含有成形板等※1

• 石綿含有仕上塗材※2

※1 石綿含有成形板以外のもの例えば石綿含有セメント管、石綿含有押出成形品等、板状ではない石綿含有建材が含まれる。
※2 吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトについては、従来どおり「吹付け石綿」に該当する。

現行大防法での扱い 届出、作業基準遵守等を義務付け マニュアルで作業方法を明確化

レベルの分類※ レベル１ レベル２ レベル３

建材の種類 吹付け石綿
石綿含有断熱材、
石綿含有保温材、
石綿含有耐火被覆材

その他の石綿含有建材
（成形板等）

発じん性 著しく高い 高い 比較的低い

使用箇所
の例

①耐火建築物、準耐火建築物のはり、柱等
の耐火被覆用の吹付け材

②ビルの機械室、ボイラ室等の天井壁等の
吸音、結露防止用の吹付け材

付着した綿状の物質が吹付け石綿

①ボイラ本体、配管等の保温材として張付け
②建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として

張付け
③屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材

配管の湾曲部に取り付けてあるものが
石綿含有保温材

①建築物の天井、壁等に石綿含有成形板、
床にビニル床タイル等を張り付け

②屋根材として石綿スレート

屋根材が石綿含有スレート板

建設業労働災害防止協会資料及び「目で見るアスベスト建材（第2版）」（国土交通省）より一部改変

※ レベル１、２、３の区分は、建設業労働災害防止協会による区分であり、大防法上の特定建築材料の定義との直接的な関連性はないが、同区分が一般的に広く認知されていることから、便宜的に用いている。
16



＜解体等工事に係る調査及び説明等＞
⚫解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他
の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査
を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対象特定工事※又はそれ以
外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならない。

（新法第18条の15関係）

 事前調査の方法（新規則第16条の５）

＊解体等工事が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業
を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかである場合は、特定建築材料の有無の目視による
調査は不要。

※レベル１・２建材に係る工事

※令和５年10月１日から適用

目視調査書面調査 分析調査

みなすor

明らかに
ならなかった場合

 事前調査を行う者※（調査を適切に行うために必要な知識を有する者）（令和２年環境省告示第76号）

• 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
（一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る）

• 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

＊設置工事の着手日を書面で確認する作業は、有資格者でなくても行うことができる。
施行日前でも有資格者に事前調査を行わせることが望ましい。 17



＜解体等工事に係る調査及び説明等＞
⚫解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、当該記
録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。

（新法第18条の15第３項関係）
⚫解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、事前調査を行
うとともに、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

（新法第18条の15第４項関係）

【元請業者】
 事前調査の記録（新規則第16条の８）

• 解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録
• 解体等工事が終了した日から３年間保存するものとする。

 発注者への説明の書面の写し
• 解体等工事が終了した日から３年間保存するものとする。

＊記録の保存は電子でも可能とする。

県・政令市等

事前調査結果
の書面説明

発注者元請業者

作業実施届出

※レベル１、２作業の場合

事前調査結果
のシステム報告

18



＜解体等工事に係る調査及び説明等＞
⚫ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく※、当該調査の結果を都道
府県知事に報告しなければならない。（新法第18条の15第６項関係）

 報告の対象（新規則第16条の11第１項）

解体工事
床面積合計80m2以上

建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

工作物※の解体・改造等工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

 事前調査結果の報告対象工作物（令和２年環境省告示第77号）
・反応槽
・加熱炉
・ボイラー及び圧力容器
・配管設備
・焼却設備
・煙突
・貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く）
・発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く）
・変電設備

※環境大臣が定めるものに限る

・配電設備
・送電設備（ケーブルを含む）
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家
・遮音壁
・軽量盛土保護パネル
・鉄道の駅の地下式構造部分の壁

及び天井板

※石綿則では「あらかじめ」なので注意
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＜解体等工事に係る調査及び説明等＞
⚫解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところに
より、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調査の結果その
他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければな
らない。 （新法第18条の15第５項関係）

 事前調査結果等の掲示（新規則第16条の９、第16条の10）
• 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
• 掲示内容：解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果など

 作業方法等の掲示（作業基準）（新規則第16条の４第２号）
• 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
• 掲示内容：届出年月日、届出先、元請業者の名称、作業実施期間及び方法など

 現場への備え置き：解体等工事の施工期間中、常に現場にある事務所等に備え置くだけではなく、
工事を施工する者や都道府県等が事前調査に関する記録の写しを現場で確認可能な状態にする。

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル P.115～117参照
20



 特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料（新令第10条の２）
• 吹付け石綿（いわゆるレベル１建材）
• 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（いわゆるレベル２建材）

＜特定粉じん排出等作業の実施届出＞
⚫特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定
めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの（届出対象特定工事）の発注者又は自主施工者は、
当該定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
に届け出なければならない。 （新法第18条の17関係）

＜特定工事の発注者等の配慮等＞ （現行法でも規定あり）
⚫特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定
工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配
慮しなければならない。 （新法第18条の16第１項関係）

作業基準に沿って工事が適正になされるように発注者は配慮する義務がある。

発注者は、解体等工事を開始する14日
前までに都道府県知事へ届出

都道府県知事が届出の作業方法が作業
基準に適合しないと認める時は、届出受
理から14日以内に計画変更を命じる

＊吹付け工法による石綿含有仕上塗材は、法改正により特定粉じん排出等作業の届出が不要となった。
（吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライト、その他仕上塗材以外の吹付け材は「吹付け石綿」に該当するため、届出対象）
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※レベル３建材の特定工事でも作業計画を定める必要がある

＜特定粉じん排出等作業の作業基準＞
⚫特定粉じん排出等作業に係る作業基準は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん
の排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

（新法第18条の14関係）

＜作業基準＞
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出作業の開始前に、次に
掲げる事項を記録した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排
出等作業を行うこと。 （新規則第16条の４）

 特定粉じん排出等作業の計画で定める事項
イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 特定工事の場所
ハ 特定粉じん排出等作業の種類
ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びに
その使用箇所及び使用面積

へ 特定粉じん排出等作業の方法
ト 第10条の４第２項各号に掲げる事項
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び
連絡場所
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石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材について作業基準を新設（新規則第16条の４第６号）

①石綿含有成形板等（新規則別表第７ ４の項に規定）

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、

又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

イ 特定建築材料を、切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。

ロ イの方法により特定建築材料（ハに規定するものを除く。）を除去することが技術上著しく困難なとき

又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等に

より湿潤化※1すること。

ハ 石綿含有けい酸カルシウム板第１種にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難な

とき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生※2すること。

(2) 当該特定建築材料を薬液等により湿潤化※1すること。

ニ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合に

おいて、ハの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

湿潤化の例（散水）原形のまま取り外す例 作業の状況（養生内で湿潤化後手作業で除去）

※１ 特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水を含む。
※２ 作業場所をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業場の周囲をパネル、プラスチックシート等で囲うこと。

＜特定粉じん排出等作業の作業基準＞
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＜特定粉じん排出等作業の作業基準＞

②石綿含有仕上塗材（新規則別表第７ ３の項に規定）

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、
又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化※1すること。（ロの規定により特定建築材料を除去

する場合を除く。）

ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を

講ずること。

(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生※２すること。

(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化※１すること。

ハ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合に

おいて、ロの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

 湿潤化及び養生と同等以上の効果を有する措置
十分な集じん機能を有する集じん装置付きの工具を使用する工法については、湿潤化及び養生と同等以上の効果を有する
措置と判断しうる工法と考えられる。
十分な集じん機能を有することを判断するための要件は以下が挙げられる。
・ 集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
・ 集じん装置はHEPAフィルターを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと
・ 当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中における作業場所の総繊維濃度が、

作業環境の石綿管理濃度である0.15 本/cm3（150 本/リットル）を下回ることが示されていること

・事業者は上記要件に合致する工具であることの説明が行えるよう、工具の性能等を証明するデータ
（製品カタログ、実験データ等）等を整理し、そのデータ等の記録を作業中保持するとともに

作業終了後は除去作業の記録として３年間保存しておくこと。

※１ 特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水や剥離剤による湿潤化を含む。
※２ 作業場所をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業場の周囲をパネル、プラスチックシート等で囲うこと。

写真：国立研究開発法人建築研
究所 建築研究資料No.171 24



＜作業基準の遵守義務等＞
⚫ 特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出
等作業について、作業基準を遵守しなければならない。 （新法第18条の20関係）

⚫ 都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における
特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて
当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業
の一時停止を命ずることができる。 （新法第18条の21関係）

 下請負人の作業基準遵守義務等の対象への追加に伴い、下請負人が適切に作業を行えるよう下請契
約時の工事費等に関する配慮や作業方法の説明に関する規定を整備。

（新法第18条の16第２項及び第３項関係）
＊下請負人への説明事項：作業の種類、実施期間、作業の方法、工程の概要など

（新規則第16条の12）

 特定工事の元請業者による下請負人の指導について規定（新法第18条の22関係）

 元請業者は、適切に下請負人の指導を行わない場合、作業基準適合命令等の対象となり得る。
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＜特定粉じん排出等作業の結果の報告等＞
⚫ 特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を
遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記
録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。

（新法第18条の23第１項関係）

 作業中の記録：負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常な稼働の確認等について記録し、特定
工事が終了するまでの間保存（新規則第16条の４第３号）

 作業が適切に行われていることの確認
元請業者は、下請負人が作成した記録により特定粉じん排出等作業が作業計画に基づき適切に行わ
れていることを確認すること。（新規則第16条の４第４号）

 作業が完了したことの確認
作業完了の確認を適切に行うために必要な知識を有する者に、当該確認を目視により行わせること。

（新規則第16条の４第５号）
＊作業が完了したことの確認

除去：特定建築材料の取り残しがないこと
囲い込み等：囲い込み等が適切に行われ石綿の飛散のおそれがないこと

＊作業完了の確認を適切に行うために必要な知識を有する者：
事前調査を行わせる者（建築物）又は石綿作業主任者（建築物、工作物）
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＜参考＞アスベストに関するマニュアル

27

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい
防止対策徹底マニュアル
（令和3年3月：厚生労働省・環境省）

（https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html）

今回の法改正において、環境省・厚生労働省

それぞれで策定していたマニュアルを統一化
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３ 石綿事前調査結果報告
システムについて



石綿事前調査結果報告システム

（１）ログイン画面

ＧビズＩＤ作成後、ログイン

29

（https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/）

GビズIDの作成



（２）トップ画面

新規作成時に選択

・過去の申請をコピーして流用する場合
・過去の申請を修正する場合

30



（３）新規申請画面①－１

法人では、代表者氏名の記載が必
要です。

31

主な入力項目
〈申請区分〉 ※ 一部を除き両方にチェック
・労働安全衛生法（石綿障害予防規則）
・大気汚染防止法
〈元方（元請）事業者情報〉
・事業者の名称 ・代表者氏名 ・住所
・電話番号 ・メールアドレス

船舶以外は、両方にチェック



（３）新規申請画面①－２

工事現場の郵便番号・住所は、
正確に入力してください。

32

主な入力項目
〈工事発注者情報〉
・事業者の名称 ・代表者氏名 ・住所
〈工事現場情報〉
・労働保険番号 ・所在地 ・工事の名称
・工事の概要

個人の場合は、事業者の名称欄に
個人名を記載してください。
法人の場合は、代表者氏名の記載
も必要です。



（３）新規申請画面①－３

「船舶」に関する報告は、労働安全衛生法
石綿障害予防規則のみ対象です。
（船舶においては、申請区分の「大気汚染
防止法」のチェックを外す）
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主な入力項目
〈建築物の概要〉
・新築工事時の着工日 ・耐火性の有無
・構造 ・工作物の場合の種類
・解体作業対象の床面積合計
・解体・改修工事の実施期間
・解体・改修工事の請負金額
・石綿除去の開始時期
・事前調査の終了年月日
・分析調査の実施箇所

解体等を行う建築物が建築された時の着工日
を記入してください。
今回の解体等工事の着工日ではありません。



（３）新規申請画面①－４

「事前調査を実施した者」の入力は、当初
は任意となりますが、2023（令和5）年
10月1日以降必須となります（資格要件
含む）。

「分析調査を実施した者」は、当初から実施
した場合は、氏名・所属機関等名称の入力
が必須です。2023（令和5）年10月1日
以降は、資格要件の入力も必須となります。

34

主な入力項目
〈元方（元請）事業者の調査、分析を実施した者〉
・事前調査を実施した者の氏名

・事前調査を実施した者が受講した講習実施機関
の名称

・事前調査を行った者が受講した建築物石綿含有
建材調査者講習登録規程の区分

・分析調査を実施した者の氏名、所属機関名
・分析調査を実施した者が受講した講習実施機関
の名称

・石綿作業主任者の氏名



（３）新規申請画面①－５

工事現場の郵便番号に基づき、
各法令に係る報告先が自動選
択されますが、誤りがないか今一
度ご確認ください。
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（３）新規申請画面②

36

主な入力項目
〈請負事業者情報〉
・事業者の名称 ・労働保険番号 ・住所
・電話番号 ・事前調査を実施した者
・分析調査を実施した者 ・石綿作業主任者



（３）新規申請画面③

建材ごとに石綿の含有の有無を
入力します（「有」・「無」のほか
「みなし」の選択肢もあり）。
対象の建材が存在しない場合、
その建材の欄には何も入力しま
せん。

報告を要する建材の種類（名称）
〈「レベル１」建材※〉
・吹付け材

〈「レベル２」建材※〉
・保温材
・煙突断熱材

・屋根用折版断熱材
・耐火被覆材（吹付け材を除き、けい酸カ
ルシウム板第２種を含む。）

〈石綿含有仕上塗材※〉
・仕上塗材
〈「レベル３」建材※〉
・スレート波板
・スレートボード

・屋根用化粧スレート
・けい酸カルシウム板第１種
・押出成形セメント板
・パルプセメント板

・ビニル床タイル
・窯業系サイディング

・石膏ボード
・ロックウール吸音天井板

<その他の材料>
※ 石綿含有の場合の便宜的な区分名
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主な入力項目
〈材料種類ごとの石綿含有の有無と措置〉
・石綿含有の有無 ・含有無しと判断した根
拠
・作業の種類
※「レベル１」建材、「レベル２」建材含有時

・切断等の有無 ・作業時の措置



（４）登録完了画面

「レベル１」建材・「レベル２」建材の含有が確認され
た報告においては、各法令に基づく届出が必要である
旨案内されます。
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※ 登録内容確認画面を経て表示
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石綿事前調査結果システム よくあるミスについて
• 船舶を除いて、大気汚染防止法と労働安全衛生法の両方の報告を行う。

→ 片方のみ報告されていることがあります。

• 建築物の概要の建築物又は工作物の新築工事の着工日は、解体等を行う建築
物等を新築した過去の日付を入力する。

→ 解体等工事を行う日付が入力されていることがあります。

• 建築物の解体等工事については、建築物の概要の耐火や構造といった欄も全て
入力する。

→ 一部入力されていないことがあります。

• 工事現場情報の郵便番号及び住所は、現場の住所を正しく入力する。（この住所
に基づき報告先が自動入力されます。）

→ 誤った住所や、発注者住所が入力されていることがあります。

• 材料種類ごとの石綿含有の有無と措置には、現場に存在した建材のみ、かつ全
てにチェックを入れる。

→ 現場に無い建材について、石綿無しにチェックを入れていることがあります。

→ 全ての建材にチェックが入っていないことがあります。（最低でもその他の材

料にはチェックが入ります。）



• 具体的な飛散防止対策の方法等の確認につきまして、ま
ずはマニュアルを御確認ください。

• 引き続き各種届出（特定粉じん排出等作業実施届出、建
設リサイクル法に基づく届出等）により作業現場の立入
を実施してまいりますので、御協力ください。

不明な点がありましたら…

愛知県環境局環境政策部水大気環境課大気規制グループ
T E L  ：052-954-6215（ダイヤルイン）
E-mail：mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

○ 愛知県から
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