
No 質問 回答

1 本委員会のガイドラインは、各自治体に対して有効に働くの

改修業 でしょうか。有効性が薄いようでは、どのような意味があるの

か疑問です。この委員会の行政に対する位置づけを説明してください。

2 ①事前調査は既存塗膜を全面剥離する場合は必要だと思いますが

管理会社 既存塗膜の上に塗重ねの場合も必要ですか？

　

②事前調査は、発注者の責務と考えてよろしいですか？

3 ①検証における表１は、外装材の分析結果を見ると0.2％～0.5％の

行政 を使用しているが、含有率がもっと高い建材も多い。

　 飛散していない扱っているデータが当該工法で飛散しない、とは

言い切れないのではないか。

②検証した回数が示されていなが、複数回測定しているのか。 ②今回の測定は、1回の検証の結果で評価しています。

1回の測定で評価しているでは望ましくない。 今後も各方面での検証データを蓄積してまいります。

また、除去の面積にもよるのではないか。

③自治体によっては、大防法の自主測定で1ｆ/Lを超えないように

指導しています。説明中にある基準は10ｆ/Lで説明しています

が、その評価で良いのでしょうか。

④テキストP13、大防法令3条の４の条文が正しくない。 ④大防法令3条の４の２が抜けておりました。

引用するなら正しく引用すべき。（解体が含まれます。誤解を 修正しておきます。

招きます。）

⑤テキストP7　表６で総繊維指数濃度が1本/Lを超えている。

アスベストは飛散していないとしても、総繊維数濃度が高い

ので、その結果をもって工事中止の指導を受ける場合がある。

（本/Lで評価するのが良いのか少々疑問。1本/Lを超えたら、

電顕の結果、石綿繊維数濃が1本/L以下であると説明するま

で工事は止められますよ。

⑥21の工法の動画をHPで提供していただきたい。 ⑥ＨＰにアップいたします。

4 各自治体の見解ではなく、今後は国として統一された見解とし 現在、厚労省で検討会が行われていますので、その動向も見ていきます。

建設業 て指針が出るようになるのでしょうか。

5 管理組合に説明する時の資料をまとめたいので、セミナーで ＨＰにアップいたします。

設計 使用したパワーポイント等を公開していただきたい。

6 テキストP6-7の集塵機併用工法のほうが総繊維数濃度が高い

設計 箇所があるが、どういうことが起きていると考えればよいか

教えて欲しい。

7 各区市町等の外壁塗材の施工方法に対する要望 ＨＰにアップいたします。

船橋市：ディスクグライダーは原則使用してほしくない （足立区については確認の上、一部修正）

足立区：補修箇所の2倍以上の養生必須　等の一覧を公表して

欲しい

8 ①配布資料に含まれていないものについてデータを提供して ①ＨＰにアップいたします。

行政 もらいたい。

②21の各種工法の検証において、実際に行われた事例数は1回 ②Ｎｏ４．②の回答参照

のみなのでしょうか。複数回実施されたものであれば、より

説得力のあるもとの考えられます。1回では足りないのではと

思います。

9 古賀先生の法令や行政の考え方をまとめられた資料はいただく ＨＰにアップいたします。

建設業 ことはできますか？

現居住共同住宅外壁修繕工事における石綿含有建築用仕上塗材対応ガイドライン講習会　Q&A　（2019年6月11日～6月21日）

今回の質問に対する回答は、あくまで主催者である一般社団法人マンション計画修繕施工協会による回答であり、検討委員会としての回答ではないことをご了承ください。

明確な回答はできませんが、この現象については今後も検証したいと思

います。

③10ｆ/Lは事業所周辺における周辺環境測定の基準を説明したもので、

今回の基準は1ｆ/Lを超える総繊維数濃度について石綿の同定を行って

おります。

⑤この判断は各自治体の指導の範囲と考えますが、あくまで総繊維数濃

度での1本/Lで工事中止の判断が妥当かどうかの検証・検討も今後お願

いしたいと思っております。

本検討委員会は、ご説明したとおり、オブザーバーとして厚労省、環境

省東京都環境局の皆様にも参加していただいております。今回の検証実

験の結果は、これまでにないデータが多く含まれており、参考になる

データとして各自治体に周知していただくこととなっております。最終

的な判断は各自治体に委ねられていることから、このあとも本ガイドラ

インを広く周知していき、有効性のあるものとしてまいります。

①一般的な塗り替えの場合でも、塗膜の穿孔作業等の粉じん飛散の可能

性がある場合を含めて改修工事を行うとなれば必要となります。

②事前調査は、解体工事等の事業者に対して石綿則、大防法などで義務

付けられています。受注者が実施して発注者への結果の説明を行うこと

とされています。

①今回の検証実験の結果から、本ガイドラインでは総繊維数（粉じん）

自体も飛散しない又は微量の工法を推奨していますので、含有率を含め

て対応できるものと考えております。

除去面積については、厚労省の仕様として30分間の作業時間としており

ます。



10 事前調査は施工業者の義務であるという点ですが、コンサル 適切な事前調査の結果があれば不要です。

改修業 タンントや管理会社、管理組合が事前に調査している場合でも

施工業者として別途調査することが必要でしょうか？

11 ①対象となる「建築用仕上塗材」の定義について。下地調整材 ①「薄塗モルタル」も下地調整材として対象となります。

改修業 として塗材の塗布前に施される「薄塗モルタル」は対象となる

のでしょうか。

現在担当している大規模修繕工事において、事前調査した結果

「仕上塗材」には検知なし、「下地調整材」に0.1ｍｇ以上の

クリソタイル検知との結果が出ましたが、仕上塗材に検知が

無いので、諸手続き、計画対応はしなくて良いとの判断が監理

者から指示されましたが、実際の下地補修工事の際、下地調整材

も粉塵として排出されており、現実的な判断なのか非常に複雑

な心持ちでいます。

②資料中で検証されている一般的な工法の拡散による検知数量が

少数であり、対応の必要なレベルではないという結果から

「解体工事等」の特殊性のない大規模修繕工事について対象と

する必要があるのか疑問が残ります。今後の方針をお聞かせ

ください。

12 講習で使用したスライドデータが欲しいです。HP上にPDFを ＨＰにアップいたします。

管理会社 アップしてもらえるかメールしてもらうと助かります。

13 ケイカル板等のボード類に石綿含有の塗材が施工されている

行政 場合、ボードのつなぎ目を湿潤化し、カッター等で切断する

工法を考えていますが、他に何かいい工法があれば教えて

いただきたい。

14 ①外壁改修工事の各種工法について、それぞれの必要な工期を

教えて欲しい。

②居住者がいる環境で適さないものがいくつかありましたが、

夏休み中の学校施設等、終日人がいない建物に関しては

この方向は使えるのでしょうか？

③テキストP51（１）工事対象に関して「共同住宅の修繕工事に

おいては、特定建築材料が使用されていても…」とありますが

そのほかの建物（学校等の公共施設）は工事の対象となり

ますか？

15 ①事前調査を実施しないことについての罰則を知りたい。

管理会社 その責任の所在も。

参考URL：大阪府ホームページ「大気関係　届出のしおり（P18）」

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2683/00005036/asubesuto.pdf#s

earch=%27%E7%9F%B3%E7%B6%BF%E7%BD%B0%E5%89%87+%E5

%A4%A7%E9%98%AA%27

②管理会社（設計コンサルも）として調査を提案したのに実施

してくれなかった場合、将来に有事の際は管理組合が責を負う

と考えて良いか？

「管理組合が責を負う」については、当協会として回答はできません

が、理解していただくために本ガイドラインを作成した次第です。

③管理会社やコンサルが現時点で調査の提案を行わなかった場合

責められるのか？

④調査を実施できる業者はどこで調べられるのか？ ④環境省ホームページなどで団体を紹介しています。

具体的に社名を教えて欲しい。 https://www.env.go.jp/air/asbestos/index_link.html

16 ①コア抜きの直径の違いによってアスベスト飛散程度にどの程度

行政 の差が出るのか知見があれれば知りたい。

ガイドラインの公表はいつごろか？ ②現在、協会で販売開始しております。

17 テキスト６Pの表５①一般ハンマドリルの総繊維数濃度が定量

行政 下限値以下に対して、②水循環式無振動ドリルの総繊維数濃度

が12ｆ/Lというのが理解できませんでした。動画では明らかに

①で粉塵が発生していましたし、②では粉塵発生は視認でき

ませんでした。誤植ではないのですか。

誤値ではなく、本検証実験における検体フィルターの顕微鏡での計数に

よる結果としてご理解下さい。（Ｎｏ６の回答もご参照ください）

③あくまで建築基準法の緩和規定であり、公共施設などは発注機関（行

政）の判断となります。

①事前調査の未実施についての罰則は、大防法、石綿則では定められて

いませんが各自治体の条例で定めている場合があります。

②大防法第18条の20「発注者の配慮」に「特定工事の発注者は、当該特

定工事を施工する者に対し、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。」とされていま

す。

③業務受託された側としての説明責任は考えられますが、これまでの経

緯も合わせて説明していただくことが重要と考えます。

①各種コア抜きによる総繊維数量（アスベスト繊維数ではありません）

自体も微量という結果なので、ほとんど差はないと考えます。

コテ塗りの下地調整材は届け出の対象ではありませんが、飛散防止の観

点から作業計画として粉じん飛散防止措置を採ることが推奨されます。

②現時点では、各自治体の判断として吹き付けられた石綿含有仕上塗材

は指導の対象となっています。今回の検証結果等による各自治体の対応

方策の再検討がなされるよう、周知していきたいと思います。

当協会としても東京都の「アスベスト成形板対策マニュアル（平成29年

2月）」P28～を参考にすることとしています。

①各補修工法の工期は、補修数量により変動しますが、今回のガイドラ

イン推奨工法では、一般的な修繕工事の工期と変わらずに行うことが可

能だと判断しています。

②周辺環境を考慮すれば、できれば粉じん飛散の少ない工法を選択され

ることが望まれます。



18 ①事前調査や含有していた場合の計画・届出・施工は法的に ①周知啓蒙を進めて参ります。

改修業 も決まっているため対応すべきですが、調査が「受注者が

施工前」という点が含有していた場合に問題となるため、

「発注者が事前に調査」することで調査費や工事費の検討が

出来、より良い大規模修繕工事になると考えます。

なんとかなりませんでしょうか？

②石綿含有建築用仕上塗材について、今後の動向として進行中

とありましたが、最終的な指針のめどはいつ頃になるのでしょう

か？（仕上塗材の取り扱い、地方自治体の認識統一など）

19 ①各補修工事の評価一覧表をいただきたい。 ①ガイドラインを参照願います。

改修業

②表や書式をホームページにあげていただきたい。

20 ①テキストP20「建築物石綿含有建材調査者講習登録制度」は、

改修業 外壁改修工事業者が持つメリットはありますか？

②テキストP１の写真１　検証対象共同モデル住宅において ②本検証実験ではアスベスト片は、1本も検出されておりません。

肺にささるアスベスト片は3本くらいしか検出されなかったとの

説明でした。周囲測定結果として実体として参考になるため、

そのあたりの詳しい情報をいただけますか。

③講義のレジメが欲しいです。 ③ＨＰにアップいたします。

21 石綿含有建材レベル１等の除去作業等を行った際、作業記録等

設計 40年間の保存となっていますが、石綿含有建築用仕上塗材に

ついても（新たに基準等が整備されるまでは）これに準じる

こととなりますか？

22 ①古賀さんの実験スライド（２ｍｘ２ｍｘ２ｍの隔離空間中の

行政 飛散度の実験）内容について、飛散する工法で粉塵濃度（繊維

数）の測定がありましたが、粉塵は多く（40万本）発生しても

石綿繊維が少量しか検出されなかった結果について、塗材と

ともに除去された石綿繊維で検出されなかったものは、隔離

空間中の「どこに」「どのような状態で」存在していると

考えられますか？

②偏光顕微鏡で石綿繊維を数える際、5ミクロン、3ミクロンの

細長比のものをカウントするという説明がありましたが、

同じ石綿（繊維？と言えるのか）でも、その比以外のものを

カウントしない理由は何故でしょうか。

わかる範囲で教えてください。

23 工事の発注者側の意見としては、補修工法の検証における

発注者 各種工法ごとの費用、騒音、労務時間等の比較も知りたいです。

24 スライドの公開は6月末？　早急にもらいたい。 ①ＨＰにアップいたします。

設計 　

②講演内容を確認したい。 ②a～fについて、今後も当協会としての啓蒙活動を行って参ります。

a.現段階で各規制、届け出に基づくアスベスト調査は必要。

b.大規模修繕工事、特に塗装改修に係るアスベストの飛散は

微量。　

※飛散実態と規制に乖離あり。

※0.1％以上の含有があっても、飛散量は微量。

c.石綿分類中、レベル１石綿含有吹付材に吹付塗料が含まれる

は異論あり。

d.レベル４の確立を目指し、規制の適正さを求める。

e.国への働きかけは今後も続ける。

f.地方自治体にあっては、実態に合った行政規制を促す。

g.その他　重要ポイントを教えてください。 g.事前調査費用の管理組合への助成制度などを要望して参ります。

③今後の動向（行政内含む）について教えてください。

石綿則第35条（作業の記録）、第36条（測定及びその記録）、第37条

（測定結果の評価）、第41条（健康診断の結果の記録）で40年間の記録

の保存が規定されていますが、石綿含有建築用仕上塗材の取り扱いにつ

いては各労基への確認や各自治体条例を確認して下さい。

②「アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）」平成29年7月（環

境省 水・大気環境局 大気環境課）により計数対象が定義されていま

す。既往の研究により、この形態による発がん性との相関関係が根拠と

なっているようです。

推奨工法における騒音、労務時間については一般的な修繕工法と比較し

てもそれほど差違は無いと考えますが、集じん機等の機器類使用におい

て工事費用は割高になるものと思われます。

③②の回答とともに、行政については厚労省の検討会等の動向、結論に

よりますので、当協会としての回答はできないことをご理解下さい。

②厚労省の検討会等の動向、結論によりますので、当協会としての回答

はできないことをご理解下さい。

②講習会第一部、第二部で使用したパワーポイントをホームページに掲

載いたします。

①事前調査を自社で行う場合（分析は別途委託する場合でも）などに必

要となります。

総繊維数の分析と、その中にアスベスト繊維が含まれているかどうかの

分析なので、誤解のないようにご理解下さい。

①あくまで推測であり確証はありませんが、アスベスト繊維は他の塗料

成分が付着しているために空気中には飛散しなかったと考えています。

「どこに＝除去された仕上塗材の他の成分とともに地面に」「どのよう

な状態で＝仕上げ塗材の他の成分が付着した状態で」と推測していま

す。また、可能性としては、サンダーにより繊維が切断され、カウント

対象より短い状態になったことも考えられます。（古賀講師からの回

答）


