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はじめに

アスベストが人の健康に悪影響を与えることは、海外では１００年程前から
既に指摘されており、その後各国における多くの健康被害事例の報告や使用規
制の動きがあった。
世界保健機構（WHO）では１９８６年（昭和６１年）にアスベストの危険性に
ついて知見をまとめている。

わが国においては、吹き付けアスベストの使用規制など、暫時使用制限を強
化してきたものの、対策の早かったヨーロッパ諸国と比較して、遅い対応であ
ったことは否定できない。

このような状況を背景として、平成１７年６月下旬、アスベストを使用して
いた事業場の労働災害事例が公表され、その後も多数の企業がアスベストによ
る労働災害事例を公表したが、一部に従事者だけでなくその家族や工場周辺の
住民への影響があったことが明らかになり、大きな社会問題となっている。

アスベストによる健康影響は潜伏期間が数十年と長いことから、今後とも被
害が拡大・長期化することが懸念され、行政においても、長期にわたる対応が
必要である。

アスベスト対策としては、建築物解体時の飛散防止や使用中建築物の安全措
置の徹底などがあるが、なにより都民等からの問い合わせに対して、適切で正
確な情報を伝え不安の解消を図ることが求められる。

本Ｑ＆Ａは、都に寄せられる都民等からの問い合わせに対して、できる限り
多くの情報を提供できるようにするとともに、必要に応じて問い合わせ内容を
所管する窓口に的確に引き継ぐことを目的として作成したものである。

なお、Ｑ＆Ａの内容については、今後も新たな情報の収集や問い合わせ事例
を重ねることにより追加・修正することが予想されることから、必要に応じて
改訂を行うものとする。

1

主な改定履歴（Ver.2；平成 18 年 7 月版以降）
○ 平成 18 年 8 月 23 日
Ｑ２９７に建材中のアスベストの分析方法に係る厚生労働省通達の内容
を追加した。
○ 平成 19 年 2 月 19 日
Ｑ２３及びＱ２７の内容を時点修正した。
○ 平成 19 年 3 月 23 日
Ｑ１０の建物の解体時等におけるアスベスト成形板の扱いを一部修正した。
東京労働局の問い合わせ先を変更（平成 19 年 3 月 26 日以降）した。
○ 平成 19 年 4 月 6 日
組織変更に伴う連絡先の名称を一部修正した。
○ 平成 19 年 5 月 14 日
Ｑ１５に労安法施行令による禁止事項を明示した。
○ 平成 19 年 6 月 20 日
Ｑ５に平成 18 年度のアスベストの大気中の濃度を示した。
○ 平成 19 年 7 月 20 日
Ｑ２８の作業記録等の保存期間の誤りを修正した（30 年間→40 年間）。
Ｑ２９の「アスベストモニタリングマニュアル（環境省）」の改定に併せ、
標記を一部修正した。
○ 平成 19 年 12 月 21 日
Ｑ１のアスベストの種類について出展を明示した。
○ 平成 20 年 2 月 29 日
お問い合わせ先一覧「２ 区の窓口」内の大田区健康推進課の電話番号を
変更した。
○ 平成 26 年 8 月 8 日
Ver.2.3 とし、Ｑ２０、Ｑ２７の削除及び全体的な加筆修正を行った。
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１ アスベストに関する基礎知識
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Ｑ１

アスベストとは何ですか？ どんな種類がありますか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

アスベストは、石綿（せきめん、いしわた）とも呼ばれる、天然の鉱物繊維で
じゃもんせきけい

かくせんせきけい

す。代表的なものは蛇紋石系のクリソタイル（白石綿）、角閃石系のクロシドラ
イト（青石綿）及びアモサイト（茶石綿）の３種類です。
アスベストは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料で
あることから、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等 3,000 種を超える利用
形態があるといわれています。アスベストは、その繊維が極めて細いため、大気
中に飛散すること、吸い込む事が大きな問題となっています。
アスベストはその９割以上が建材製品に使用されております。
特に、吹付けアスベストはビルの耐火材、耐熱材として、昭和 31 年から昭和
50 年初頭までに使用されており、現在、それらのビルが解体時期に入っていま
す。
解体する際、使用されたアスベストが周囲に飛散するのを防ぐために、除去作
業を行う場所は、外気と隔離することが必要となっています。

アスベストの種類について*
分類
蛇紋石系

石綿名
クリソタイル（白石綿）

備考
建材等の製品については労働安全衛生法に基づき製造・輸入等禁止

クロシドライト（青石綿）
労働安全衛生法に基づき製造・輸入等禁止

石
アモサイト（茶石綿）
綿
角閃石系

アンソフィライト

他の石綿の鉱床中に不純物として含まれる。

トレモライト

日本国内の産業界で使用されていない。

アクチノライト

建材等の製品については労働安全衛生法に基づき製造・輸入等禁止

* 厚生労働省「石綿による健康被害への対応について」
（平成 17 年 7 月 8 日付公表）より
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Ｑ２

アスベストにはどのような危険性があるのですか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

アスベストの繊維は、きわめて細いため、浮遊しやすく、吸入されやすい特
徴があります。アスベスト材そのものに毒性はありませんが、飛散したアスベ
スト繊維を吸入すると繊維は肺の中に残り、肺がんや中皮腫、アスベスト肺（肺
の慢性線維症）の原因になります。アスベストによる健康障害の多くは、過去
の様々な場面での職業的暴露に起因するものです。
また、建材にアスベストを使用しているビル等の解体（改修）や吹付けアス
ベストの経年劣化などにより、アスベスト粉じんの飛散が心配されています。
【参照】
・建物のアスベスト使用に関すること→Ｑ６

Ｑ３

アスベストの使用用途はどのようなものがありますか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

用途は 3,000 種類以上に上ると言われています。その９割以上が建築資材の
原料として使用され、建築物の壁材、屋根材、外装材、内装材に利用されてい
ます。住宅や倉庫では、軒裏、外壁、屋根等にセメント板が使用され、ビルで
は、空調機械室等の天井、壁に吹付け材が使用されています。その他、自動車
のブレーキ、電線の被覆材、器具の断熱材、シーリング材等に使用されていま
した。
また、一部の家電製品等にも使用されていましたが、現在市販されているも
のにはアスベストは使用されていません。
【参照】
・アスベスト使用の家電製品等に関する質問→Ｑ１６
・建物のアスベスト使用用途について→Ｑ７
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Ｑ４

アスベストに関するこれまでの規制はどのようなものがありますか？
いつから使用禁止になったのですか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

アスベストの使用は、段階的に禁止又は使用中止されてきました。
・アスベストの吹き付け作業：昭和 50 年に禁止（特定化学物質等障害予防規
則）
・クロシドライト（青石綿）の輸入中止：昭和 63 年（業界自主規制）
・特定粉じん（石綿）の製造施設の届出及び敷地境界での測定を義務化：平
成元年（大気汚染防止法改正）
・
「建築物等の工事に伴うアスベスト飛散防止対策要綱」
（東京都）を策定し、
建築物等の工事におけるアスベスト飛散防止対策を規定：平成 2 年、同要
綱を「公害防止条例」に組み入れ、解体時の遵守事項等を規定：平成 6 年
・アモサイト（茶石綿）の輸入中止：平成６年（業界自主規制）
・アスベストの中で、アモサイト（茶石綿）とクロシドライト（青石綿）の
製造、輸入、使用等：平成７年に禁止（労働安全衛生法施行令）
・吹付けアスベストを使用する建築物の解体等の作業に伴う石綿による大気
汚染を防止するため作業基準の設定、事前届出等を規定：平成８年（大気
汚染防止法改正）
・アスベストの中で、クリソタイル（白石綿）の製造、輸入、使用等：平成
16 年 10 月に原則禁止（労働安全衛生法施行令）
有毒ガスなどを扱う化学プラントの配管接合部分に使うシール材など代替が
難しいものは、その後も使用が認められていましたが、これらも平成 24 年（2012
年）3 月に全面禁止されました。
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Ｑ５

アスベストの大気中の環境濃度はどのくらいですか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

東京都では都内３地点で月に１回、一般大気環境中のアスベスト測定を実施
しています。
表１

一般大気環境中のアスベスト濃度測定結果（本/L）

年度

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2005 2006 2007 2008 2009

江東区

0.84 1.45 0.67

0.2 0.25 0.23

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.15

新宿区

0.85 1.11 0.59 0.33 0.23 0.24 0.21 0.07 0.05 0.04

0.2

0.2

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.15

多摩市

0.28 0.47 0.44 0.24 0.13 0.13 0.05 0.04

0.2 0.18 0.18 0.18 0.23 0.21

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.15

表２

0.4 0.35 0.42 0.15

0.1 0.09 0.06 0.21 0.19

0.2

0.2 0.16 0.19

0.2

一般大気環境中の総繊維数濃度測定結果（本/L）※

年度

2010

2011

2012

2013

2014

江東区

0.52

0.30

0.28

0.14

0.37

新宿区

0.52

0.30

0.30

0.11

0.33

多摩市

0.55

0.23

0.22

0.091

0.24

※環境省が定めるアスベストモニタリングマニュアルが 2010 年 6 月に変更
されました。東京都では 2010 年度から、モニタリング方法を変更し、測定
結果を「総繊維数濃度」の表記に変更しました。

総繊維数濃度とは？
変更後のマニュアルでは、まず光学顕微鏡で繊維状粒子を計測した結果１
Ｌあたり１本以上繊維が計測された場合、電子顕微鏡によりその繊維はア
スベスト繊維かどうかを確認します。したがって、最初の光学顕微鏡観察
で１本を超えなかったサンプルに関しては「総繊維数濃度」で測定結果が
表記されます。
＜サンプリング場所＞
江東区：江東区新砂（東京都環境科学研究所）
新宿区：昭和 60 年度～平成 4 年度：新宿区百人町（東京都健康安全研究センター（旧東京都衛生研究所）
）
平成 5 年度～１２年度：新宿区高田馬場（新宿福祉作業所）
平成 17 年度：新宿区百人町（東京都健康安全研究センター）
多摩市：多摩市愛宕（多摩一般環境大気測定局）
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２ アスベストの使用状況・実態に
関すること
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Ｑ６

アスベストは、建築物等ではどのように使用されているのでしょうか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

アスベストは、安価であり、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機
能を有していることから、耐火・断熱・防音の目的で建築材料として、建築物(ビ
ル、学校・病院、工場、一般住宅など)や工作物(駐車場、プラットホーム、変
電施設など)に大量に使用されてきました。その使用形態は大きく分けると以下
のようなものがあります。

１ 吹き付けアスベスト
アスベストとセメントとを一定割合で水を加えて混合し、吹き付け施工したもので、耐
火被覆用としては、鉄骨造建築物のはり、柱等への吹き付けで、使用期間は、昭和 38 年
頃から 50 年初頭までです。
吸音・断熱用は、ビルの機械室、ボイラー室、地下駐車場等の他、学校、体育館、工場
等の天井、壁などに使用されています。使用期間は、昭和 31 年頃から 50 年初頭までです。

２ 吹き付けロックウール
昭和 50 年に吹付けアスベストが原則禁止となった以降は吹付けロックウールに切り替
わっていましたが、しばらくの間は、アスベストを混ぜて使用していました。
用途は、吹付けアスベストと同様に、耐火被覆用と吸音・断熱用であり、使用場所など
もほぼ同じです。アスベストを混ぜて使用された期間は、昭和 43 年頃から 55 年頃までで
すが、一部の工法（湿式）については、63 年頃まで使用されていました。

３ アスベスト保温材等
アスベスト保温材等
アスベスト保温材等には、保温材、耐火被覆板及び断熱材があります。板状保温材及び
筒状保温材は、各種プラントの塔などの外壁や配管の定形部にボルトや針金等によって固
定され使われています。ひも状保温材は、各種プラントの曲管部や施工しにくい部分に巻
き付けて使われています。布団状保温材は、各種プラントのポンプ、バルブ、フランジ等
の保守点検を必要とする部分等に被せ、その上から針金等を巻きつけて使われています。
耐火被覆板は、吹き付けアスベストと同様に鉄骨材等の耐火性能を確保するために用いら
れています。

４ アスベスト成形板（石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等）
アスベスト成形板には、平板又は波板状のものがあり、最も代表的なものが石綿スレー
トです。防火性、耐水性等に優れた性能を持つことから、建物の外壁、屋根をはじめとし
て広い範囲で使用されています。さらに、化粧を施したものや軽量化したものなど、多く
の石綿スレート関連製品があります。

室内で注意する必要があるのは、壁や天井に吹き付けられたアスベストです。吹きつけ
アスベストはセメント等の含有率が少ないので解体時や経年劣化とともに飛散しやすく
なります。
石綿スレートなどは、アスベストとセメント等を固化して造るため、通常の状態での飛散
の恐れはありませんが、住宅補修時の材料の切断や解体の時に注意が必要です。
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Ｑ７

建築物でアスベストが使われているか、どのように調べたらよいでしょ
うか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）
次の方法によって確認することができます。
１ 設計図書により確認
建築物を施工した業者に問い合わせ、設計図書（建築時の施工図・材料表等）
で確認します。
建築時等の情報がない場合は、目視での確認や吹付けアスベストが規制され
た年代と建築年次、使用されている用途などにより類推する方法があります。
吹付けアスベストの施工時期の目安は次のとおりです。
(1) 吹付け石綿：昭和 50 年まで
(2) 石綿含有吹付けロックウール：昭和 55 年まで（湿式工法は昭和 63 年まで）
(3) その他の石綿含有吹付け材：昭和 63 年まで
※ 吹付けロックウール、その他の吹付け材については、一部、平成７年まで１％を超
える石綿含有材料が生産（東京都調査による。
）

２ 分析により確認
また、分析により確認する場合は、個人の負担（数万円）となります。壁や
天井の吹付け材にアスベストが含まれているか検査を行う機関は、下記のとお
りです。詳細は、一般社団法人

JATI 協 会 等 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.jati.or.jp/)をご覧ください。
なお、借家・マンションにお住まいの方は、建物の管理者等にご確認くださ
い。
【都内の検査機関の紹介】
・（一社）JATI 協会（電話：03－5765－2381）
・（一社）日本環境測定分析協会（電話：03－3878－2811）
・（公社）日本作業環境測定協会精度管理センター（電話：03－5625－4280）

（参考）アスベスト含有建材の一覧
経済産業省及び国土交通省が作成した「石綿含有建材データベース」からご
覧いただけます。
http://www.asbestos-database.jp/
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Ｑ８

建築物に吹付けアスベストが使用されていますが、どうしたらいいです
か？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じ
んを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封
じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされています。石綿障害
予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
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Ｑ９

一般の住宅でもアスベストは使われていますか？

担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）
店舗併用住宅等、鉄骨や鉄筋住宅では、昭和 30 年頃から 50 年頃までに建設
された建物を主に、Ｈ鋼やコンクリートスラブの表面に吹付けアスベストが使
われている場合があります。昭和 50 年に吹付けアスベストが原則禁止となって
からは、アスベスト含有吹付けロックウールがおおむね昭和 63 年まで使用され
ていました。
また、その他の住宅においても、住宅屋根用化粧スレートなどのほか、建築
物の外装であるサイディング、外壁や間仕切壁等の押出成型セメント板が最近
まで使われたりしています（平成 16 年 10 月製造等禁止）。これらスレート等の
建材はアスベスト成形板と呼ばれています。。
【参照】
アスベスト成形板の除去方法等→Ｑ１０

主な建材商品名
一般名
住宅用屋根スレート

サイディング

パルプセメント板

商品名

建築物種類

使用部位

ニュールイハーフ

住宅

屋根

ヘキサー

〃

〃

丸一金

〃

〃

ハーモニー

〃

〃

ＵＢボード

〃

外壁

かべ一番

〃

〃

エンボスサイディング

〃

〃

ＰＣ板

〃

内装、天井

サンワボード

〃

〃

防火板

〃

〃

防火ボード

〃

〃
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Ｑ１０ 住宅にアスベスト成形板が使われていますが、問題ありますか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線： 42-355）

アスベスト成形板は、セメントなどで固定されており、切断などをしないか
ぎり、大気中に飛散する可能性は低いため、健康影響の心配はありません。
解体等の工事については、吹付けアスベストなどと比較して飛散の程度が低
いことから、大気汚染防止法や環境確保条例の届出対象とはしていません。
しかし、アスベスト成形板も物理的に破砕した際には、環境中にアスベスト
が飛散する危険性が高いため、事前に湿潤剤等を噴霧し、十分湿潤化したうえ
で、手はずしで除去してから解体する必要があります（東京都告示第 875 号）。

【参照】
・アスベスト成形板対策マニュアル（平成 19 年 3 月版）
・東京都告示第 830 号（平成 26 年 5 月 29 日）

Ｑ１１ 都内にあるビルでアスベストの使われているビルはわかりますか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

アスベストは建材として大量に使用されており、使用建築物をすべて把握す
ることは困難な状況です。
吹付けアスベストに限っても、昭和 40 年ごろから昭和 50 年の吹付けアスベ
ストの使用が原則禁止になるまでの間に、多くのビルで使用されています。
しかし、その後も、しばらくの間はロックウールに５％以下のアスベストを
混ぜて使用していたものがあること（大気汚染防止法では、０．１％を超えて
含むものを届出対象としています。）や、設計書と異なった施工も多いことなど
から、結局は分析しないと判定できず、使用実態の正確な把握は困難となって
います。
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Ｑ１２ 勤務先のビルにアスベストが使用されているかどうか心配です。
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

平成 17 年７月から施行された「石綿障害予防規則」では、事業者等が吹付け
アスベストの管理を適切に行うよう定めています。建築物の吹付けアスベスト
が損傷、劣化して、労働者がアスベストに暴露するおそれがある場合、事業者
はアスベストの除去・封じ込め・囲い込み等の措置をとる必要があります。ま
た、共有部分については、建築物の所有者等が同様の措置をとることとされて
いますので、建物の管理者または所有者に確認してください。
【参照】
・ビル等のアスベスト使用に関すること→Ｑ６

Ｑ１３ 公的施設でアスベストが使用されているか心配です。
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

東京都では、
「東京都アスベスト対策大綱」に基づき、都立施設のアスベスト
の使用抑制、状況調査及び適正管理を行ってきており、アスベストの除去、封
じ込め、囲い込み等の措置を行っています。
区市町村の施設でも対応を行っていますので、詳細は個別にお問合せくださ
い。
【参照】
・建物のアスベスト使用に関すること→Ｑ６
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Ｑ１４ 日用品でアスベストが使用されているものはありますか？
担当：生活文化局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
電話：03-5388-3055（内線：29-851）

現在、製造・販売されている日用品に、アスベストが使用されている可能性
は低いと考えられます。しかし、過去に製造・販売された日用品の中には、ア
スベストを使用していたものもあります。もし不安な場合は、製造事業者、輸
入事業者の相談窓口に、お問い合わせ下さい。
また、過去にアスベストを使用した日用品については、関連企業の報告を受
け、経済産業省がホームページ(http://www.meti.go.jp/)で発表していますの
で、ご覧下さい。

Ｑ１５ 過去に日曜大工用建材を購入したが、アスベストは使用されています
か？
担当：生活文化局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
電話：03-5388-3055（内線：29-851）

一部の日曜大工建材（屋根に使う波形のスレート※1やサイディング※2）は、
平成16年（2004年）9月までアスベスト含有製品が製造されていましたが、労働
安全衛生法施行令の改正※3で、代替が困難なものを除くすべてのアスベスト製
品の製造・販売等が禁止されたことから、その後は製造されていません。
したがって、新規に購入する日曜大工建材にアスベストが使われている可能
性はありません（在庫の販売も禁止されています）。所有している製品につい
て不安がある場合には、製造事業者又は販売店にお問い合わせください。
1 屋根・天井・内外装材に用いる薄板（アスベストをセメントで固めるなどして作る場合がある。）
2 建物の外壁に使用する、耐水・耐天候性に富む板（アスベストをセメントで固めるなどして作る場合がある。）
3 平成 16 年度には石綿を 1%以上含む製品の製造・販売等が原則禁止、平成 18 年度には同基準が 0.1%以上へと改定され
た。
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Ｑ１６ 古い家電製品がありますが、アスベストは使われていますか？
担当：生活文化局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
電話：03-5388-3055（内線：29-851）
一部の家電製品※1では、過去にアスベストが使用されていたものもあります
が、各家電製造事業者は、昭和62年度（1987年度）までに、ほとんどの製品で
代替品への変更を終えました。このため、昭和63年度（1988年度）以降の家電
製品に、アスベストが使用されている可能性は低いと考えられます。

なお、古いヘアドライヤーやトースターを外から覗いてみたときに、ヒータ
ー回りに白っぽいものが見える場合は、アスベストを使用している可能性があ
ります。不安がある場合には、製造事業者または輸入事業者の相談窓口に、お
問い合わせください。
・表 昭和６２年度の都の調査において使用が判明した家電類一覧
種類

ドライヤー

・ストーブ
・電気こたつ
・オーブン

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式ﾄｰｽﾀｰ

使用部位及び見分け方

ヒーター
端子盤

送風口からのぞいて見
て、ヒーター保持材が白
色のものは、アスベスト
の可能性があります。

上からのぞいて見て、ヒ
ーター保持材が白色の
ものは、アスベストの可
能性があります。

ヒーター取付け部のパイプ
保護板にアスベスト板が使
用されている例があります。
（露出していません。）

1 一部の家電製品とは、ヘアドライヤー、トースター、電気オーブン、電気こたつ、電気ストーブ、アイ
ロンなどの熱を利用する家電製品などです。また、家電製品以外でも、ガス・石油を利用するストーブ、
ＦＦ式温風機、ファンヒーター、給湯器などの熱を利用する機器でもアスベストを使用していました。
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Ｑ１７ 魚焼き網がありますが、アスベストは使用されていますか？
担当：生活文化局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
電話：03-5388-3055（内線：29-851）

現在生産されている魚焼き網にはアスベストは使われていません。
以前に家庭用品でアスベストが使用されていた可能性があるものには、魚焼
き網のほか、豆炭アンカや豆炭コタツの断熱部分、蚊取り線香に付属する皿な
どがあります。これらの製品は、プラスチックなどでアスベストを固定してあ
るため、切ったり穴を開けたりしない限り、アスベストは飛散しません。
所有している製品について不安がある場合には、製造事業者又は販売店に、
お問い合わせください。
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Ｑ１８ ベビーパウダーにアスベストが使用されていると聞いたが、大丈夫です
か？
担当：生活文化局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
電話：03-5388-3055（内線：29-851）

昭和61年から62年頃（1985年から1986年頃）に、ベビーパウダーの原料に使
用されていたタルクの不純物として、アスベストが混入した製品があることが
指摘されました。また、昭和61年度（1986年度）に労働省産業医学総合研究所
が市販のベビーパウダーを調査した結果、一部の製品にアスベストが検出され
ました。
これらを受けて発出された厚生省の通達「ベビーパウダーの品質確保につい
て」（昭和62年11月6日付け薬審二第1589号）で、ベビーパウダーへのアスベス
ト混入が禁止されたため、その後の製品には、アスベストは使われていません。

Ｑ１９ 自動車のブレーキからの飛散はないのですか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

自動車のブレーキ部品（ブレーキライニング）に耐熱性などの性能に優れた
白石綿（クリソタイル）が使用されていました。そのため、車道において大気
中のアスベストが飛散されていることが懸念され、国でとりまとめた幹線道路
周辺地域での大気中のアスベスト濃度データは、昭和60年度の1.0本／Lから平
成5年度の0.43本／Lと減少しています。
自動車ブレーキ部品会社は、1987年（昭和62年）にはノンアスベスト製品へ、
順次、切り替えを行ってきました。現在、ノンアスベスト製品への切り替えを
完了しております。
測定データの出典：環境省大気規制課
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Ｑ２０ 漁船においてアスベストは使用されていますか？
担当：産業労働局 農林水産部 水産課 漁業調整係
電話：03-5320-4841（内線：37-434）

漁船を含む船舶の設備については、船舶設備規程（S９逓信省令第６号）、小型
船舶安全規則(S49 運輸省令第 36 号)及び小型漁船安全規則(S49 農林省・運輸省
令第１号)等で規定されており、これらの規定において、平成 14 年から石綿（ア
スベスト）の使用が原則的に禁止されています。（禁止規定が平成 14 年に盛り
込まれました。）
ただし、これら省令の施行以前に使用されていた石綿（アスベスト）が、現
在も発電機等の絶縁材料として一部残されていると考えられます。

【お問い合わせ】
船舶設備規程、小型船舶安全規則、小型漁船安全規則に関すること
国土交通省海事局企画課
電話：03－5253－8111（内線：44－435）

Ｑ２１ 農業の栽培施設においてアスベストは使用されていますか？
担当：産業労働局 農林水産部 調整課 計画調整係
電話：03-5320-4818 (内線：37-141)

農業の栽培施設では、アスベストは使用されていません。
なお、農林水産分野での施設については、次の担当までお問い合わせ下さい。
(1) 農業施設について
産業労働局農林水産部農業振興課企画調整係
電話：03－5320－4831（内線：37－311）
(2) 漁業施設について
産業労働局農林水産部水産課企画調整係
電話：03－5320－4848（内線：37－421）
(3) 林業施設について
産業労働局農林水産部森林課企画調整係
電話：03－5320－4860（内線：37－521）
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３ 教育施設に関すること

23

Ｑ２２ 都立学校では、どのようなアスベスト対策をとっているのですか?
担当：教育庁都立学校教育部
高等学校教育課施設係

電話：03-5320-6764（内線：53-226）

特別支援教育課施設係

電話：03-5320-6765（内線：53-291）

学校健康推進課保健係

電話：03-5320-6877（内線：53-315）

営繕課調整係

電話：03-5320-6773（内線：53-371）

都立学校については、昭和 62 年に、文部省からの通達に基づいて、学校施設
についてのアスベスト使用状況の調査を行い、その結果に基づいて除去工事を
行いました。また、平成６年には、都独自の調査を改めて行い、アスベストを
含む吹き付け材の使用が判明した学校については、すべて除去工事を行いまし
た。
アスベストに対する関心の高まりから、平成 17 年７月、文部科学省は改めて
学校施設等における吹き付けアスベスト使用状況等の全国調査を実施いたしま
したが、都は、これに先立ってすべての都立学校について、アスベストの除去
状況の再確認を実施しており、この結果に基づいて、必要な対策を講じました。
また、各区市町村立の小中学校の施設については、各区市町村教育委員会に
お問い合わせください。

24

４ 法令規制、資格に関すること
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Ｑ２３ 吹き付けアスベスト含有建築物の解体時の法規制はどんなものがあり
ますか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

環境確保条例
規制概要

大気汚染防止法

石綿障害予防規則

石綿含有建築物解体 特定粉じん排出等作 石綿含有建築物解体
等工事の規制

業の規制

等工事の従事者保護
規定

開始時期

平成 6 年度～

改正：

平成 17 年度～

平成 17 年 12 月 21 日
施行：
平成 18 年 3 月 1 日
規制内容

・石綿を含む建築材 ・吹付け石綿等の特 ・建築物等解体施工
料を使用する建築

定建築材料の除去

時、発注者は請負

物等の解体、改修、

等を行う場合の作

人に石綿含有建材

建設工事に際し、

業基準の遵守

の使用状況の通知
・労働基準監督署へ

作業上の遵守事項
に従って工事を施
工すること

なお、工作物も規

制対象に含む（平成 ・事前調査の実施、

・石綿の飛散状況の 18 年 2 月 1 日改正、
監視

の届出

同年 10 月 1 日施行）

作業計画の作成、
特別教育、作業主
任者の選任等の規
定

対象規模

吹付けアスベスト

特定建築材料の除

吹付け石綿除去工

の使用面積が 15 平 去等を行うすべての 事全て
方メートル以上又は 工事
床面積 500 平方メー
トル以上
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Ｑ２４ 石綿含有建築物解体等工事に係る届出の対象となる規模は？ また、届
出はいつまでにどこへ出すのですか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

１ 環境確保条例（条例第 124 条、施行規則第 60 条）
(1) 対象となる規模
吹付けアスベストの施工面積が 15 ㎡以上ある建築物等並びに吹付けアス
ベスト又はアスベスト含有保温材を使用している床面積 500 ㎡以上の建築
物等
(2) 届出の期限
工事を開始する日の１４日前まで

２ 大気汚染防止法（法第 18 条の 15、施行令第３条の４）
(1) 対象となる規模
吹付けアスベスト並びにアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被
覆材を使用している建築物等
(2) 届出の期限
工事を開始する日の 14 日前まで

３ 届出先
大気汚染防止法・環境確保条例とも、区の地域においては区役所、市の
地域（八王子市を除く。）においては、延床面積 2,000 ㎡未満は市役所です。
それ以外は、八王子市は八王子市役所、市の地域の延べ面積 2,000 ㎡以上
と西多摩郡は東京都多摩環境事務所、島しょは東京都環境局環境改善部大
気保全課です。
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Ｑ２５ 都条例で定める建築物の解体等におけるアスベストの測定法は？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

環境確保条例に定める「石綿含有建築物解体等工事」の場合は、次のとおり
です（施行規則第 59 条、別表第 13）。

(1) 監視の方法
工事の開始前、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中及び
工事の終了後において、それぞれ一回以上（当該作業の施工の期間が六日
を超える場合、当該期間の六日ごとに一回以上、二区画以上の区画にわた
って行われる場合、区画ごとに一回以上）
(2) 測定位置
敷地境界線のうち換気装置の排出口に最も近い場所を含む周辺四方向
(3) 測定方法
平成元年 12 月 27 日付環境庁告示第 93 号又は「アスベストモニタリング
マニュアル」
（環境省）に拠る。ただし、事前調査で判明しているアスベス
トの種類に応じた分析方法を選択すること。
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Ｑ２６ 建設リサイクル法では、アスベストに関する規制はありますか？
担当：都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 建設副産物係
電話：03-5388-3231（内線：30-235～6）

１ 対象建設工事（建築物の解体工事の場合は 80 ㎡以上）の受注者の義務
(1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」（以下「施行
規則」という。）第２条第１項第１号の規定により、事前に吹付け石綿その
他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの（以下「付着
物」という。）の有無の調査その他対象建築物等に関する調査をしなければ
なりません。
(2) 施行規則第２条第１項第２号の規定により、調査結果に基づき分別解体等
の計画を作成しなければなりません。
(3) 施行規則第２条第１項第３号の規定により、付着物の除去その他の工事着
手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するため
の措置を講じなければなりません。
(4) 施行規則第２条第１項第４号の規定により、第２号の分別解体等の計画に
従い、工事を施工しなければなりません。
(5) 施行規則第２条第２項第２号及び第３号の規定により、事前調査の結果、
事前措置の内容を分別解体等の計画に記載しなければなりません。

２ 対象建設工事の発注者の義務
第 10 条第１項の規定により、工事に着手する日の７日前までに都知事又は
特定行政庁の長に届出でなければならず、届出には分別解体等の計画が記載さ
れていなければなりません（届出は法定様式あり）。
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Ｑ２７ 不動産の売買や媒介の際、アスベスト調査が重要事項説明項目になった
のですか？
担当：都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課
電話：03-5320-5073（内線：30-381)

平成 18 年 3 月 13 日に宅地建物取引業法施行規則が改正され、①アスベスト
調査、②耐震情報について、買主や借主に対し重要事項として説明することが
追加され、同年 4 月 24 日に施行されました。
取引対象となる建物について、宅地建物取引業者は、アスベスト（石綿）の
使用の有無に関する調査結果が記録されているときは、その内容を重要事項説
明として買主等に対して説明しなければなりません。
屋根材や壁材、断熱材、Ｐタイル、防音材などアスベストの使用について、
宅建業者はその調査結果の保存の有無を照会し、専門業者等の調査結果があれ
ば、その内容を説明すれば足り、専門的な調査義務までは求めていません。
既存の調査結果だけでは判明しがたい場合には、管理会社等に照会するなど
情報の補足を求める必要があります。
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Ｑ２８ 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を
講じればよいでしょうか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42－355）

石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に
基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。

(1) 労働安全衛生法関係
・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前
調査を行う。
・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露
防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石
綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育
を行う。
・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行
わせる。
・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための
呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止す
るため、建材等を湿潤なものにする。
・常時これらの作業に従事する労働者について、6 か月ごとに 1 回、特殊
健康診断を実施するとともに、1 か月を超えない期間ごとに作業の記録を
作成する。健診の記録及び作業の記録は 40 年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物
の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けてい
ます。
【お問い合わせ】
建設業労働災害防止協会（電話：03-3453-8201）

(2) 大気汚染防止法関係
吹付け石綿等の特定建築材料が使用されているすべての建築物を解体・
改造・補修する工事を施工しようとする方は、都道府県知事等へ 14 日前ま
でに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の
遵守が義務づけられています。
届出が必要な工事・・・特定建築材料を除去、封じ込め、囲い込みをす
る作業。
（建築物の規模用件は撤廃されました。施行日は未定ですが、工作
物についても規制対象となります。）
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Ｑ２９ アスベストの測定や分析などを行うのに資格等は必要ですか？
担当：環境局 環境改善部 計画課 計画係
電話：03-5388-3481（内線：42－325）
労働安全衛生法に定められた作業環境測定(※)を行うには、「作業環境測定
士」の国家資格が必要です。また、業として行う場合は「作業環境測定機関」
としての登録が必要となります。
詳細については、事務を担当する次の機関にお問い合わせください。
(1) 作業環境測定士の国家試験に関すること
(公財)安全衛生技術試験協会（電話：03-5275-1088）
(2) 作業環境測定士の登録講習に関すること
(公社)日本作業環境測定協会 研修センター（電話：03-3456-1601）
(3) 作業環境測定士の登録に関すること
(公財)安全衛生技術試験協会（電話：03-5275-1088）
(4) 作業環境測定機関の登録に関すること
東京労働局 (http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)
※ 作業環境測定…作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング
及び分析（解析を含む。）をいう。（法第 2 条第 4 号）

なお、建材中の含有分析については特に資格はありませんが、分析方法につ
いては厚生労働省通達『建材中の石綿含有率の分析方法について』（平成 18 年
8 月 21 日付基発第 0821002 号）や『建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意
事項について』（平成 18 年 8 月 21 日付基安化発第 0821001 号）を参照してく
ださい（平成 18 年 8 月改定）。
下記の協会では、分析機関を紹介しています。
(1) (公社)日本作業環境測定協会
【 http://www.jawe.or.jp/index.html 】(電話：03－5625－4280)
(2) (一社)日本環境測定分析協会
【 https://www.jemca.or.jp/ 】(電話：03－3878－2811)
また、環境大気中のアスベスト濃度測定についても資格はありませんが、
「ア
スベストモニタリングマニュアル（第三版）」
（平成 19 年 5 月 31 日；環境庁水・
大気環境局大気環境課）において技術的指針が示されています。
【参照】
・建築物の解体等におけるアスベストの測定方法→Ｑ２５
【参考】計量法に基づく計量証明事業（濃度関係）
大気、水又は土壌中の物質の濃度の計量証明を行う事業（建築物内の空気、飲料水、肥料、鉱物、重油、風速、温
度、透明度、電気伝導率、色度、臭気、石綿濃度、大腸菌群数を除く。
）を行う場合は登録が必要です。
詳細は、下記へお問い合わせください。
東京都計量検定所（電話：03－5470－6638）
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５ アスベスト廃棄物の処理に関
すること
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Ｑ３０ アスベストの産業廃棄物にはどのようなものがありますか？
担当：環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導係、規制監視係
電話：03-5388-3586（内線：42-851）、03-5388-3589（内線：42-871）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に規定されている特別管
理産業廃棄物｢廃石綿等｣（飛散性アスベスト廃棄物）とそれ以外の産業廃棄物
「石綿含有産業廃棄物」（非飛散性アスベスト廃棄物）に分けられます。

１ 飛散性アスベスト廃棄物
廃棄物処理法で"特別管理産業廃棄物"として扱われています。
(1) 石綿建材除去事業に係るもの
ア 吹付けアスベスト
建築物等に耐火あるいは防音等を目的として、主にセメントを結合材
とした石綿繊維を鉄骨、コンクリート壁、天井その他に吹付けたもの。
イ アスベスト保温材
鉄骨のはり、柱その他のものに断熱性や耐火性を持たせるための石綿
を含んだ建材である。主にセメントを結合材として石綿を含有し、平板
状、円筒状に仕上げたものが多い。保温材とは、石綿保温材の他にけい
そう土保温材、パーライト保温材、ケイ酸カルシウム保温材がある。
ウ 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防
じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着している
おそれのあるもの。
(2) 特定粉じん発生施設に係るもの
ア 大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置さ
れている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集め
られたもの。
イ 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において
用いられ廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は
器具であって石綿が付着しているおそれのあるもの。

２ 非飛散性アスベスト廃棄物
飛散しにくいアスベスト廃棄物であり、廃棄物処理法上は普通の産業廃棄物
「石綿含有産業廃棄物」として扱われます。
(1) 建築物の解体工事等から発生する石綿スレート板等のアスベスト成形板
(2) 石綿工業製品（ジョイントシート、ミルボード、石綿紡織品等）の裁断･
切断及び使用済石綿工業製品。
(3) 摩擦材のバリ及び使用済摩擦材（ブレーキライニング等）
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Ｑ３１ 飛散性アスベスト廃棄物（廃石綿等）の処理はどのようにしたらよいの
ですか？
担当：環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導係、規制監視係
電話：03-5388-3586（内線：42-851）、03-5388-3589（内線：42-871）

特別管理産業廃棄物に該当し、処理方法は廃棄物処理法で定められ、都の指
導指針や国のマニュアルに基づき次の方法があります。
(1) 溶融処理又は無害化処理をして特別管理産業廃棄物としての性状を失わ
せ、普通の産業廃棄物（鉱さい）とする方法。
(2) コンクリート固型化や薬剤による安定化をした後、耐水性の材料で 2 重梱
包し、管理型処分場 ※ に埋立処分する方法。

※埋立地からの浸出液による地下水等の汚染防止のため遮水工、集排水設
備、浸出液処理設備等を有する処分場

【参考】
・「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正
処理に関する指導指針」（東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課）
・「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」
（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）

Ｑ３２ 非飛散性アスベスト廃棄物の処理はどのようにしたらよいのですか？
担当：環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導係、規制監視係
電話：03-5388-3586（内線：42-851）、03-5388-3589（内線：42-871）

通常の産業廃棄物に該当し、安定型処分場への処理基準が適用されます。
ただし、非飛散性アスベスト廃棄物でも建築物の解体工事等から発生する場
合は、撤去や保管、運搬中に石綿が飛散しやすいため、東京都の指導指針や国
のマニュアルに基づき取り扱います。ここでは、手作業による撤去、散水、分
別保管、袋詰め、シート掛け等の措置が必要になります。また、撤去後は最終
処分場または、溶融施設等に直接運搬し、破砕処理等の中間処理は原則禁止と
なります。

【参考】
・「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正
処理に関する指導指針」（東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課）
「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」
（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）
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Ｑ３３ 飛散性アスベスト廃棄物（廃石綿等）を処分できる業者を教えてくださ
い。
担当：環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導係、規制監視係
電話：03-5388-3586（内線：42-851）、03-5388-3589（内線：42-871）

飛散性アスベスト廃棄物（廃石綿等）の収集運搬については、特別管理産業
廃棄物収集運搬業（廃石綿等）の許可を有した業者に委託して下さい。処分に
ついては、特別管理産業廃棄物処分業（廃石綿等）の許可を有した業者に委託
して下さい。
具体的な業者名等は、環境局ホームページから検索するか下記の団体へお問い
合わせください。
【産業廃棄物処理業者情報の検索】
（https://www.kankyo-sanpai.jp/sanpaisearch/search_input.aspx）
【お問い合わせ】
(一社)東京都産業廃棄物協会（電話：03－5283－5455）

Ｑ３４ 非飛散性アスベスト廃棄物を処分できる業者を教えてください。
担当：環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導係、規制監視係
電話：03-5388-3586（内線：42-851）、03-5388-3589（内線：42-871）

非飛散性アスベスト廃棄物の収集運搬については、産業廃棄物収集運搬業（が
れき類又はガラス・コンクリート・陶磁器くず）の許可を有した石綿含有産業
廃棄物を適正に処理することができる業者に委託することが必要です。処分に
ついては、産業廃棄物処分業（がれき類又はガラス・コンクリート・陶磁器く
ず）の許可を有した石綿含有産業廃棄物を適正に処理することができる業者に
委託することが必要です。委託する際は、必ず非飛散性アスベスト廃棄物であ
ることを契約書に明記してください。
具体的な業者名等は、環境局ホームページから検索するか下記の団体へお問
い合わせください。

【産業廃棄物処理業者情報の検索】
（https://www.kankyo-sanpai.jp/sanpaisearch/search_input.aspx）
【お問い合わせ】
(一社)東京都産業廃棄物協会（電話：03－5283－5455）
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Ｑ３５ 特別管理産業廃棄物を排出する事業者（特別管理産業廃棄物管理責任
者）の役割について教えてください。
担当：環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導係、規制監視係
電話：03-5388-3586（内線：42-851）、03-5388-3589（内線：42-871）
廃石綿等の特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、環境省で定める資格を
有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことになっています。また、都で
は要綱に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告書を当該工事の着
手前に提出することを義務付けています。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、特別管理産業廃棄物に係わる管理
全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、主に次
の業務があります。
(1) 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
(2) 処理計画の立案
(3) 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、
管理票の交付・保管等)

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得するためには、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行規則第八条の十七で示す経歴、実務経験を有するか、
もしくは都が認定する講習を修了することが必要です。
講習会の詳細は、下記の団体へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター(電話：03-5275-7115)

Ｑ３６ 家庭にあるアスベストを含んだ製品を廃棄したいのですが、どうしたら
よいですか？
担当：環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課 区市町村支援係
電話：03-5388-3581（内線：42-831）
（所管は区市町村の清掃所管部署（清掃事務所等）です。）

家庭からごみとして出されるアスベストを含んだ製品は、一般廃棄物となり
ますので、お住まいの区市町村の清掃所管部署（清掃事務所等）にお問い合わ
せください。
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６ 健康に関すること
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Ｑ３７ アスベストが原因で起こる疾患にはどのようなものがありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

アスベストが起こす健康障害には、主に５種類があるといわれています。
(1) アスベスト肺（石綿肺）：肺線維症（じん肺）の一種
(2) 肺がん
(3) 中皮腫：胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜にできる悪性腫瘍
(4) 良性石綿胸水(石綿胸膜炎)
ひ こ う

(5) びまん性胸膜肥厚

アスベスト肺

肺線維症（じん肺）という病気の一つ。アスベストの暴露によっておき
た肺繊維症を特にアスベスト肺（石綿肺）とよんでいる。職業上アスベス
ト粉じんを 10 年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間
は 15～20 年といわれている。アスベスト暴露がなくなったあとでも進行
する場合がある。労作性（坂道や階段を上るとき）の息切れが比較的早期
の自覚症状で、咳、痰が続いたり、胸や背中に痛みを感じることもある。

肺がん

アスベストが肺がんを起すメカニズムはまだ十分に解明されていない
が、肺細胞に取り込まれたアスベスト繊維の物理的刺激によりがんが発生
するとされている。また、喫煙と深い関係にあることも知られている。ア
スベスト暴露から肺がん発症までに 15～40 年の潜伏期間があり、暴露量
が多いほど肺がんの発生が多い。診断・治療は一般の肺がんと同様である。

中皮腫

肺を取り囲む胸膜、腹部臓器を囲む腹膜等にできる悪性の腫瘍。若い時
期にアスベストを吸い込んだ人のほうが悪性中皮種になりやすいことが
知られている。潜伏期間は 20～50 年（およそ 40 年に発症のピークがある）
といわれている。最初の症状は、悪性胸膜中皮腫では息切れや胸痛が多く、
悪性腹膜中皮腫では腹部膨満感や腹痛等で気付くことが多い。診断は、胸
部レントゲン検査やＣＴ、超音波検査、胸水や腹水の穿刺による細胞診断、
さらに胸腔鏡や腹腔鏡等による組織診断に基づいて行われる。治療法は手
術療法、抗がん剤治療、放射線治療など。予後は不良といわれる。

良性石綿胸水

アスベストによる胸膜炎のこと。胸膜腔内に浸出液が生じるもので、半

（石綿胸膜炎）

数近くは自覚症状が無く、症状がある場合はせき、呼吸困難の頻度が高い
といわれている。

びまん性

アスベストによる胸膜炎が発症すると、それに引き続き胸膜が癒着して

胸膜肥厚

広範囲に硬くなり、肺のふくらみを障害し呼吸困難をきたす。胸部レント
ゲン写真上胸膜の肥厚を認めるようになるが、この状態をびまん性胸膜肥
厚という。
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Ｑ３８ アスベストをどのくらい吸うと発病しますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

アスベストを吸い込んだ量と肺がんなどの発病との間には相関関係が認めら
れていますが、どの程度以上のアスベストと、どのくらいの期間吸い込めば、
中皮種になるかということは、明らかではありません。また、短期間の低濃度
暴露における危険性については不明な点が多いとされています。
空気中濃度の基準としては、工場などの空気中のアスベストの繊維は、空気
１リットル当たり 150 本以下（労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準（労
働省告示第 79 号）（昭和 63 年 9 月 1 日））、工場の敷地境界線における大気
中のアスベスト繊維は、空気１リットル当たり 10 本以下（大気汚染防止法・同
施行規則（環大企第 489－490 号）（平成元年 12 月 27 日））と規定されていま
す。
一般の大気中には、１リットル当たり 0.2 本くらいのアスベスト繊維があり
ます。
【参照】
・アスベストの大気中の環境濃度について→Ｑ５

Ｑ３９ アスベストの種類によって、発症リスクに差がありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

クリソタイル（白色石綿）に比べて、クロシドライト（青石綿）とアモサイ
ト（茶石綿）は毒性が強いといわれています。
肺がんのリスクは、クリソタイル、アモサイト、クロシドライトともに同程
度で、中皮腫のリスクは、クリソタイルとアモサイトで同程度、クロシドライ
トでクリソタイルと比べた場合 4～10 倍高いとされています。1)
また、Health＆Safety Executive（イギリス）2)によるとクロシドライトはク
リソタイルに比較して、肺がんでは 10～50 倍、中皮腫では 500 倍ものリスクが
あるとされています。さらに、アモサイトはクリソタイルに比較して肺がんで
は 10～50 倍、中皮腫では 100 倍のリスクがあるとされています。
1) Nicholson WJ, Raffn E；Recent data on cancer due to asbestos in the U.S.A. and Denmark：.Med Lav. 1995
Sep-Oct;86(5):393-410.
2)http://www.hse.gov.uk/asbestos/
Frequently asked questions on asbestos related disease statistics.
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Ｑ４０ ロックウールとは何ですか？アスベスト同様、健康影響がありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

ロックウールとは玄武岩や天然鉱物を高温の炉で溶かし、遠心力で吹き飛ば
して繊維状にした人造鉱物線維を言います。また、鉱さいを原料（主成分：け
い酸、酸化カルシウム）とし、繊維状にしたスラグウール（鉱さい綿）も、最
近ではロックウールと呼んでいます。いずれもアスベストとは異なるものです。
ロックウールは、長期間、大量に吸い込むと、じん肺の原因となります。発
がん性については、IARC（国際がん研究機関）でグループ２Ｂ（発がん性があ
るかもしれない）から、2001 年 10 月にグループ３（発がん性の分類ができない）
に変更されています。
（アスベストはグループ１（発がん性あり）に分類されて
います）
なお、現在市販されているロックウールにはアスベストは使用されていませ
んが、過去にはアスベスト含有の吹付けロックウール材がありました。

【参照】
・アスベストの規制に関すること→Ｑ４
・アスベスト含有吹付けロックウール材施行時期の目安→Ｑ７

Ｑ４１ 以前アスベストを吸い込んだ可能性がある場合、検査を受けたほうがよ
いですか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

職業としてアスベスト作業に従事していた方など、長期間または大量にアス
ベストを吸い込んだ可能性がある方や、息苦しさや咳、胸痛などの症状がある
方、その他特にご心配な方は専門病院（呼吸器科等）に相談されることをお勧
めいたします。
状況によって、受診の緊急性や健康診断の必要性は異なりますので、詳しく
は最寄りの保健所にご相談ください。
【参照】
・健康診断・健康相談に関すること→Ｑ４２
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Ｑ４２ アスベストの健康影響が心配です。健診機関や健康相談の窓口を教えて
ください。
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

状況によって、受診の緊急性や健康診断の必要性は異なります。
(1) 現在、息苦しさや咳、胸痛などの症状がある方
かかりつけ医に相談し、場合によっては専門医を紹介してもらってくだ
さい。かかりつけ医がない場合は、近くの内科、呼吸器科等を受診してく
ださい。
(2) 現在、職業としてアスベスト作業に従事している方、過去にアスベスト作
業に従事していた方→Ｑ５６参照
(3) アスベスト作業従事者の家族の方→Ｑ５３参照
(4) その他健診希望の方
自己管理として、定期的に職場や自治体の健康診断（胸部レントゲン検
査）及び肺がん検診を受けることをおすすめします。または、かかりつけ
医や近医（内科、呼吸器科等）に相談をしてください。

アスベストに関する健康診断は問診と胸部レントゲン検査が中心で、必要が
あればＣＴ検査や喀たん細胞診、気管支鏡検査などを行います。
また、健康相談については、最寄りの保健所で受け付けております。

【参照】保健所一覧
・都保健所：
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo.html

・区保健所：
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shisetsu/kuho_list.html
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Ｑ４３ アスベストを吸い込んでしまったかどうかはわかりますか？ また、吸
い込んだアスベストはどうなりますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

胸部Ｘ線写真でアスベストを吸い込んだ可能性を示唆する所見が見られる場
合もありますが、アスベストを吸い込んだ全ての方にその所見があるとは限り
ません。また、いったん吸い込んでしまったアスベストは、通常は、異物とし
て痰のなかにまざり、体外に排出されます。しかし、肺胞内に達したアスベス
ト繊維は、その形状から破壊・分解されにくく、長期間肺胞内に留まります。

Ｑ４４ 一般の環境で生活をしていて、アスベストによる健康障害をおこす可能
性がありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

一般大気中にも１ℓ あたり 0.2～0.6 本程度のアスベスト繊維がありますが、
この程度の濃度では健康影響を引き起こすことはないと言われています。
また、水道水中にもアスベストは含まれていますが、健康への影響は問題と
なりません。
【参照】
・水道水中のアスベストに関すること→Ｑ４８

Ｑ４５ 過去にアスベストを吸い込んでしまったが、発病予防のために気を付け
ることはありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

喫煙により肺がんのリスクは増大するため、禁煙することが重要です。
規則正しい生活を心がけることも大切です。
また、疾患の早期発見、早期治療のために、定期的な健康診断を継続してく
ださい。
【参照】
・アスベスト暴露と喫煙による複合危険度に関すること→Ｑ４６
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Ｑ４６ アスベスト暴露と喫煙による肺がんの複合危険度は、どれくらい大きい
のですか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

タバコの煙とアスベストとの相互作用による、肺がんリスクの増大は広く認
められています。アスベストの暴露を受けた喫煙者の肺がんのリスクは、喫煙
とアスベスト暴露個々のリスクを合計したものより高くなっています。Hammond
らによると、両方の暴露がない場合を１としたとき、アスベスト暴露単独では
５倍、喫煙単独では 10 倍、両方の暴露がある場合には 50 倍のリスクとなると
されています。
Hammond EC, Selikoff IJ, Seidman H. Asbestos exposure, cigarette smoking
and death rates. Ann NY Acad Sci 1979; 330:473-491
グループ

喫煙の有無

肺がんのリスク

コントロール群

なし

1.0

アスベスト作業従事者

なし

5.2

コントロール群

あり

10.9

アスベスト作業従事者

あり

53.9

Ｑ４７ 石綿工場の近くに住んでいます（いた）が、大丈夫でしょうか？
担当：環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話：03-5388-3492（内線：42-355）

現在は、工場の敷地境界のアスベストの繊維濃度の基準の遵守が義務づけら
れているため、工場周辺の一般大気環境は健康に影響を及ぼしうるものとは考
えられませんが、その規制以前にそれらの地区でアスベストの曝露があったか
は判断できません。
中皮腫になった人について、アスベスト曝露状況を調べた欧米諸国の報告を
みると、アスベスト鉱山や造船所あるいはアスベスト製品製造工場付近に居住
していたことでアスベスト暴露を受けたと考えられる例が少なくないとされて
います。
わが国においても、最近になってアスベスト工場からの距離に関連して中皮
腫を発病しているという調査結果が報告されています。
アスベストの暴露を受けた可能性のある方や症状があるなど、ご心配な方は、
専門の医療機関にご相談ください。
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Ｑ４８ 石綿セメント管を通った水道水の健康影響はありますか？
担当：福祉保健局

健康安全部 環境保健衛生課 水道係

電話：03-5320-4393 (内線：34-261)

旧厚生省（現：厚生労働省）が平成 4 年に改正した水道水質基準の検討時に
アスベスト(石綿)の毒性を評価しましたが、アスベストは呼吸器からの吸入に
比べ経口摂取に伴う毒性は極めて小さく、また、水道水中のアスベストの存在
量は問題となるレベルにないことから水質基準の設定は行われませんでした。
また、世界保健機関(WHO)が策定・公表している飲料水水質ガイドラインにお
いても、飲料水中のアスベストについては、
「健康影響の観点からガイドライン
値を定める必要はないと結論できる。」としています。
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７ 救済・助成等に関すること
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Ｑ４９ アスベスト（石綿）の撤去等に要する経費の融資を受けられますか？
担当：産業労働局 金融部 金融課 金融係 金融相談
電話：03-5320-4877（内線：36-831）
東京都の中小企業制度融資においては、経営支援融資「区市町村認定書不要型」
（経営一般）等のご利用ができます。
制度名

経営支援融資「区市町村認定書不要型」（経営一般）

対象融資

次の（1）から（5）を全て満たすもの
（1）アスベスト対策を講じる中小企業者又は組合であること。
（2）都内に事業所（住居）を有し、保証協会の保証対象業種に属する
事業を営んでいること。
（3）当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業
種にあっては、当該許可等を受けていること。
（4）事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこ
と。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
（5）現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団
員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及
び暴力的な要求行為等を行わないこと。

資金使途

アスベスト対策に伴う設備・運転資金
・
「大気汚染防止法」第 18 条の 15 第 1 項(第 2 項)による届出の対象と
なるアスベスト（吹きつけアスベスト、（保温材））の除去、封じ込
め、囲い込み処理等に係る諸費用（調査、廃棄費用等も含む。）
・上記工事に伴うノンアスベスト建築材への切り替え費用
・自己が行う上記工事に伴い仮店舗等に一時的に移転する際に生じる
諸費用（移転費用、入居保証金、賃借料等）
・アスベスト対策工事物件所有者又は使用者が自己が行うアスベスト
対策工事により一時自己の店舗、工場等が営業休止若しくは操業休
止となった場合に当該物件から本来発生したであろう売上相当額※
※ 当該物件からの前年度売上高／３６５×休業日数

融資限度額

1 企業 1 億円、1 組合 2 億円
※「経営一般」全体での限度額

貸付期間

10 年以内（据置期間 2 年以内を含む）

利率（年利） 【固定金利】
融資期間 3 年以内
3 年超 5 年以内
5 年超 7 年以内
7 年超

1.7％以内
1.8％以内
2.0％以内
2.2％以内

＜責任共有制度の対象外となる場合＞
【固定金利】
融資期間 3 年以内
1.5％以内
3 年超 5 年以内
1.6％以内
5 年超 7 年以内
1.8％以内
7 年超
2.0％以内
（利率は平成 26 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの適用分です。）
※

責任共有制度とは・・・
従来、制度融資をご利用いただく際には、信用保証協会が原則として、融資額の 100％
を保証していましたが、平成 19 年 10 月 1 日から信用保証協会と金融機関が責任を共有す
る「責任共有制度」が導入され、一部の保証を除き、金融機関が信用リスクの 20％相当
を保証することとなりました。

注：その他に、連帯保証人、信用保証協会への保証料などが必要となります。また、その他の制度についてもご利用い
ただける場合がありますので、詳しくは金融課までお問い合わせください。
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Ｑ５０ 家族が中皮腫で死亡しましたが、補償等の制度はありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）

アスベストに関連した職歴がある場合は、労働基準監督署への相談をお勧め
します。
【参照】
・アスベスト作業従事者の労災補償に関すること→Ｑ５５

また、アスベストに関連した職歴がない場合で、日本国内においてアスベス
トを吸入することにより中皮腫にかかった時は、平成 18 年３月 26 日以前に亡
くなられた方について、
「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく給
付対象となります。この場合は、独立行政法人環境再生保全機構又は環境省地
方環境事務所、都内の保健所などにご相談ください。

【お問い合わせ】
・独立行政法人環境再生保全機構
電話：0120-389-931（フリーダイヤル）
・環境省関東地方環境事務所 （さいたま市）
電話：048－600－0815
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Ｑ５１ 「石綿健康被害救済制度」はどのようなものですか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）
（所管は、労働基準監督署又は（独）環境再生保全機構です。）

石綿健康被害救済制度は、アスベストによる健康被害を受けられた方及びそ
のご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う
制度です。
(1) 労災の対象とならない方でアスベストによる中皮腫や肺がんを発症して
いる方及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族
に対して、救済給付の支給
【申請先】
（独）環境再生保全機構又は環境省地方環境事務所、都内の保健所など
(2) アスベストを取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発
症し、平成 13 年 3 月 26 日以前に死亡した方の遺族であって、時効により労
災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方に対して、特別遺
族給付金の支給
【請求手続きの受付】労働基準監督署
※ 平成 18 年 3 月 27 日に制度がスタートとなります。また、申請書や請求書の受付けは平成 18 年 3 月 20 日に始
まります。

【救済給付に関するお問い合わせ】
・独立行政法人環境再生保全機構
URL: http://www.erca.go.jp/asbestos/
電話：0120-389-931（フリーダイヤル）
住所：〒212-8554

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミューザ川崎セントラルタワー9F

・環境省関東地方環境事務所（さいたま市）
URL: http://kanto.env.go.jp/
電話：048-600-0815
住所：〒330-6018

埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2

明治安田生命さいたま新都心ビル 18F

【特別遺族給付金に関するお問い合わせ】
・労働基準監督署
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku.html
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Ｑ５２ アスベストを取り扱う作業をしたことはありませんが、アスベストが原
因の健康障害が起きた場合、医療費などの給付はありますか。
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）
（所管は、（独）環境再生保全機構です。）
平成 18 年３月 27 日に、
「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行さ
れ、アスベストによる健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等
の対象とならない方に対して、医療費等の救済給付が支給されます。
この制度の対象となる病気は、アスベストによる①中皮腫、②肺がん（気管
支又は肺の悪性新生物）③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、④著しい呼吸機
能障害を伴うびまん性胸膜肥厚です。
現在、これらの病気にかかられている方、制度が始まる前（平成 18 年３月 27
日より前）にこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給
付の請求をすることができます。
＊日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受ける必要があります。

救済給付の種類は、以下のとおりです。
①医療費（自己負担分）

アスベストによる中皮腫や肺がんと

②療養手当（103,870 円／月）

認定された方への給付

③葬祭料（199,000 円）
④特別遺族弔慰金（280 万円）

この法律の施行前に死亡された方のご

⑤特別葬祭料（199,000 円）

遺族への給付

⑥救済給付調整金
※申請の手続きは、平成 18 年３月 20 日（月）より、独立行政法人環境再生保全機構又は環境省地方環境事務所、都
内の保健所などで受け付けが行われます（窓口または郵送）。ご相談のうえ、手続きを行ってください。
この法律の施行後に、これらの疾病に起因して死亡（労働災害の対象となる場合を除く。）された場合、生前に
認定の申請が行われていなければ、救済給付は支給されません。現在、アスベストによる中皮腫や肺がんにかかっ
ている方は、早急に申請することをお勧めします。

【お問い合わせ】
・独立行政法人環境再生保全機構
URL: http://www.erca.go.jp/asbestos/
電話：0120-389-931（フリーダイヤル）大阪支部(電話：06-6531-3161)
住所：〒212-8554

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミューザ川崎セントラルタワー9F

・環境省関東地方環境事務所（さいたま市）
URL: http://kanto.env.go.jp/
電話：048－600－0815
住所：〒330-6018

埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル 18F
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Ｑ５３ アスベスト作業に従事していた（いる）ものの家族ですが、アスベスト
によって健康障害を起こす可能性がありますか？
担当：福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話：03-3363-3487（直通）
（所管は、東京労働局又は労働基準監督署です。）

アスベスト作業従事者の作業衣を家族が洗濯することなどによって、家族も
吸入の危険性があると言われています。
現在症状のある方は、医療機関（呼吸器内科等）を受診してください。その
際医師に、アスベスト作業に従事していた（いる）ものの家族であることを伝
えてください。
現在症状がない場合、自治体の健診や職場健診などを利用して、定期的に胸
部レントゲン検査を受けることをお勧めします。労災病院でも健康診断に関す
る相談を受け付けるとともに、アスベストの特殊診断を実施しています。

【お問い合わせ】
東京労災病院
URL:http://www.tokyoh.rofuku.go.jp/
電話：03－3742－7301
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８ 労働災害に関すること
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Ｑ５４ アスベストによる健康被害を受けた本人（またはその遺族）で労災補償
等の対象とならない場合、救済措置はありますか。
連絡先

救済給付・・・独立行政法人

環境再生保全機構

0120－389-931

特別遺族給付金・・・労働基準監督署（５５ページ）
※Ｑ５１を併せてご覧ください。
【救済給付】
石綿により健康被害にあわれた方で、労働者災害補償保険制度（労災保険制
度）やその他の災害補償制度により補償を受けられない場合に、
『石綿による健
康被害の救済に関する法律』に基づく石綿健康被害救済制度による救済給付を
受けることができます。
詳しくは、独立行政法人

環境再生保全機構にお問い合わせください。

【特別遺族給付金】
労働者災害補償を受けずに死亡した労働者のご遺族で、時効により労災保険
法に基づく遺族給付の支給を受ける権利がなくなった人に対する救済措置とし
て、特別遺族給付金が設けられました。
詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

Ｑ５５ アスベストによる労働災害の補償はどうなっていますか？

連絡先

東京労働局又は労働基準監督署（５５ページ）

労働者災害補償保険法による労働災害認定は、厚生労働省の専管事項で、こ
れに関する事務は労働基準監督署で行っています。
石綿肺、中皮腫、肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業
に従事していたことが原因である（業務上疾病）と認められた場合には、労災
保険の給付が受けられます。
詳しくは、東京労働局、又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さ
い。
※ 労災補償制度とは・・・
労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度。具体的には労働基準監督署に請求書を
提出する等の手続が必要となります。
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Ｑ５６ アスベスト(石綿)ばく露作業に携わった労働者の健康管理制度はどう
なっていますか。
連絡先

東京労働局又は労働基準監督署（５５ページ）

石綿を取扱う作業等に従事している（いた）労働者・退職者の健康管理制度
は、以下のようになっています。
詳しくは、東京労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

１ 健康診断の実施
(1) 現在在籍している事業場で石綿を取扱う作業等に従事していた、又はして
いる方
労働安全衛生法及び石綿障害防止規則においては、事業者は、石綿を取扱
う作業等に従事させている又は従事させていた労働者に対して、雇入れ時又
は当該事業への配転の際、及び６か月に１度、健康診断を実施しなければな
らないこととしています。
(2) 過去に在籍していた事業場で石綿を取扱う作業等に従事していた方
厚生労働省では、過去に在籍していた事業場で、石綿を取扱う作業を行っ
ていた方は、石綿にばく露している可能性があるので、胸部レントゲン検査
等による健康診断を受診するよう呼びかけています。また、厚生労働省では、
各事業場に対し、当該退職者を把握し、把握された退職者に対する石綿健康
診断の実施に努めるよう要請しています。
※ 石綿を取扱う作業等・・・石綿の製造や取扱いの業務（直接業務）
、それらに伴い石綿の粉じんが発散する場所
での業務（間接業務）

２ 健康管理手帳の交付
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、石綿
の製造又は取り扱いの業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当す
る方は、離職の際は事業場の所在地の都道府県労働局長に、又は離職後は、
住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付され
ます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目
による健康診断を決まった時期に年２回（じん肺の健康管理手帳については
年１回）無料で受けることができます。
詳しくは、東京労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせくださ
い。
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Ｑ５７ アスベストによる健康障害防止、健康管理制度及び労働災害補償につい
ては、どこへ相談に行ったらよいのですか？

連絡先

東京労働局又は労働基準監督署

アスベスト（石綿）に関する健康管理手帳、健康診断、労働災害補償及び健
康障害予防についての問い合わせ、相談は東京労働局又は最寄りの労働基準監
督署で受け付けています。また、
「石綿障害予防規則」の所管も東京労働局又は
最寄りの労働基準監督署となっています。
（東京労働局・労働基準監督署）
署名

所在地

電話番号

所轄区域

中央

文京区後楽1-9-20
飯田橋合同庁舎6・7階

安衛：03(5803)7382
労災：03(5803)7383

千代田区、中央区、文京区、島しょ
※小笠原総合事務所
04998-2-2245

上野

台東区池之端1-2-22
上野合同庁舎7F
港区芝5-35-1
産業安全会館3Ｆ
品川区上大崎3-13-26

03(3828)6711

台東区

安衛：03(3452)5474
労災：03(3452)5472
安衛：03(3443)5743
労災：03(3443)5744

港区

大田

大田区蒲田5-40-3
月村ビル8・9F

安衛：03(3732)0175
労災：03(3732)0173

大田区

渋谷

渋谷区神南1-3-5
渋谷神南合同庁舎
新宿区西新宿7-5-25
西新宿木村屋ビル4Ｆ
豊島区池袋4-30-20
豊島地方合同庁舎1F

安衛：03(3780)6535
労災：03(3780)6507
安衛：03(3361)3974
労災：03(3361)4402
安衛：03(3971)1258
労災：03(3971)1259

渋谷区、世田谷区

北区赤羽2-8-5
足立区千住旭町4-21
足立地方合同庁舎4F
墨田区東向島4-33-13

03(3902)6003
03(3882)1187

北区
足立区、荒川区

安衛：03(3614)4143
労災：03(3614)4145
03(3685)5121

墨田区、葛飾区

03(3675)2125
042（642)5296

江戸川区
八王子市、日野市、稲城市、多摩
市
立川市、昭島市、府中市、小金井
市、小平市、東村山市、国分寺市、
国立市、武蔵村山市、東大和市
青梅市、福生市、あきる野市、羽村
市、西多摩郡
武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京
市、狛江市、清瀬市、東久留米市
町田市

三田

品川

新宿

池袋

王子
足立

向島

亀戸

江戸川
八王子

江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ8F
江戸川区船堀2-4-11
八王子市明神町3-8-10

品川区、目黒区

新宿区、中野区、杉並区

豊島区、板橋区、練馬区

江東区

立川

立川市錦町4-1-18
立川合同庁舎2F

安衛：042(523)4473
労災：042(523)4474

青梅

青梅市東青梅2-6-2

0428(22)0285

三鷹

武蔵野市御殿山1-1-3クリ
スタルパークビル３階
町田市森野2-28-14
町田地方合同庁舎2F

0422(48)1161

千代田区九段南1-2-1
九段第３合同庁舎＊

労働基準部健康課：03(3512)1616
労働基準部労災補償課：03(3512)1617

町田

東京労働局

042(724)6881
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お問い合わせ先一覧
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１ 東京都の窓口

(1) アスベストの大気中への飛散に関すること

所管事務

電話番号
(内線)

担当部署
（２３区内）
環境局環境改善部
大気保全課大気係

アスベストの問題の
概要に関すること

42-355

大気中のアスベストに関する
こと
アスベストを含む建築物の解
体等に関すること

（多摩地域）
環境局多摩環境事務所
環境改善課大気係

電話番号
(外線)

03-5388-3492

042-523-0238

(2) アスベストを含む産業廃棄物について

所管事務

電話番号
(内線)

担当部署

アスベストを含む産業廃棄
物の処理について

特別管理産業廃棄物管理責
任者設置（変更）報告書の届
出について
特別管理産業廃棄物（廃石綿
等）収集運搬業及び処分業の
許可について
産業廃棄物（がれき類、ガラ
ス・コンクリート・陶磁器く
ず）収集運搬業及び処分業の
許可について

（２３区内）
環境局 資源循環推進部
産業廃棄物対策課
指導係・規制監視係
（多摩地域）
環境局 多摩環境事務所
廃棄物対策課 規制指導係
環境局 資源循環推進部
産業廃棄物対策課
規制監視係
（２３区内）
環境局 資源循環推進部
産業廃棄物対策課 審査係

42-851
42-871

電話番号
(外線)

03-5388-3586
03-5388-3589

042-528-2694
42-871

03-5388-3589

42-861

03-5388-3587

（多摩地域）
環境局 多摩環境事務所
廃棄物対策課 審査係

042-528-2693

(3) アスベストの健康影響に関すること

所管事務

担当部署

アスベストに関する職業
経験のない方の健康相談

福祉保健局 健康安全研究センター
企画調整部 健康危機管理情報課
環境情報係
福祉保健局 健康安全部
環境保健衛生課 指導係

吹付けアスベスト等に関
する室内環境維持管理指
導指針について
水道管に使用されている
石綿セメント管について

福祉保健局 健康安全部
環境保健衛生課 水道係
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電話番号
(内線)

電話番号
(外線)
03-3363-3487
（直通）

34-221

03-5320-4391

34-261

03-5320-4393

(4) 都立施設に関すること

所管事務

担当部署

電話番号
(内線)

電話番号
(外線)

都立公園・動物園の施設に
関すること

建設局 公園緑地部
公園建設課 維持係

41-325

03-5320-5384

都営バス・都営地下鉄の施
設に関すること

交通局 総務部
企画調整課 技術調整係

46-221

03-5320-6012

都立図書館の施設に関する
こと

教育庁 地域教育支援部
管理課 社会教育施設係

53-856

03-5320-6858

都立病院施設（病院経営本
部所管病院）に関すること

病院経営本部 経営企画部
総務課 再編整備事業推進係

50-124

03-5320-5829

都立美術館・博物館・ホー
ル（生活文化局所管）の施
設に関すること

生活文化局
企画調整課

29-425

03-5388-3075

都営住宅の施設に関するこ
と

都市整備局 都営住宅経営部
住宅整備課 改善計画係

31-615

03-5320-5035

電話番号
(内線)

電話番号
(外線)

文化振興部
文化施設係

(5) 教育施設に関すること

所管事務

担当部署

都立高等学校の施設に関する
こと

教育庁 都立学校教育部
高等学校教育課 施設係

53-226

03-5320-6764

都立特別支援学校の施設に関
すること

教育庁 都立学校教育部
特別支援教育課 施設係

53-291

03-5320-6765

小・中学校の施設に関するこ
と

各区市町村教育委員会

私立学校の施設に関すること

生活文化局 私学部
私学行政課 専修各種学校係
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29-731

03-5388-3192

(6) その他

所

管

事

務

「建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律」
第 10
条に基づく工事届出等に関
すること（届出で付着物（吹
付け石綿等）の有無、事前措
置（吹付け石綿の事前除去
等）について記載義務があ
る）

担当部署

電話番号
(内線)

都市整備局 都市づくり政策部 30-235～6
広域調整課
建設副産物係（建設リサイクル
法の都庁窓口、届出の受理事務
は都と特定行政庁（23 区＋多
摩の９市）に分散している

電話番号
(外線)
03-5388-3231

中小企業制度融資に関する
こと

産業労働局 金融部
金融課 金融係 金融相談担当

36-831

03-5320-4877

農業関連施設に関すること

産業労働局 農林水産部
農業振興課 企画調整係

37-311

03-5320-4831

産業労働局 農林水産部
水産課 企画調整係
産業労働局 農林水産部
水産課 漁業調整係

37-421

03-5320-4848

37-434

03-5320-4841

森林関連施設に関すること

産業労働局 農林水産部
森林課 企画調整係

37-521

03-5320-4860

採石場に関すること

産業労働局 商工部
地域産業振興課 地域振興係

36-715

03-5320-4755

健康管理制度及び労働災害
補償に関すること

産業労働局 雇用就業部
労働環境課 労働係

37-652

03-5320-4647

一般家庭用品（家電製品、魚
焼き網、日曜大工建材、ベビ
ーパウダー等）に関すること

生活文化局
生活安全課

29-851

03-5388-3055

水産関連施設に関すること

漁船に関すること

消費生活部
商品安全係
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２ 区の窓口
環境一般に関すること

健康に関すること

区の施設に関すること

建築物に関すること

（労災を除く。
）

（小中学校を除く。
）

（建築物衛生法施設を除く。
）

1

千代田区

安全生活課
【総合】5211-4254

健康推進課（保健所）
3291-3641㈹

施設経営課
3264-2111㈹

2

中央区

環境推進課
3546-5404

健康推進課（保健所）
3541-5930

営繕課
3546-5481

建築指導課又は
環境・温暖化対策課
3264-2111㈹
建築課
3546-5453

3

港区

環境課
3578-2111㈹

健康推進課（保健所）
6400-0083

4

新宿区

環境対策課
5273-3764

保健予防課（保健所）
5273-3862
（各保健センター対応可）

施設課
3578-2111㈹
（内線：2172）
施設課
5272-8691

環境課
3578-2111㈹
（内線：2490～2492）
生活環境課
5273-3764

5

文京区

環境政策課
5803-1260

保健予防課
5803-1230
（各保健ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ可）

施設管理課
5803-1269

環境政策課
5803-1260

6

台東区

環境課
5246-1283

保健予防課（保健所）
3847-9471

施設課（総務部）
5246-1351

建築課
5246-1335

7

墨田区

環境保全課
5608-6210

江東区

9

品川区

営繕課
(小中学校を含む)
5608-6271
営繕課
3647-9131
経理課（計画調整担当）
5742-6653

開発調整課
5608-1111

8

10

目黒区

施設課（総務部）
5722-9157

環境保全課
5722-9386

11

大田区

12

世田谷区

13

渋谷区

14

中野区

15

杉並区

16

豊島区

環境保全課
5744-1369
環境保全課
5432-2274
環境保全課
3463-1211㈹
（内線：3525～3538）
環境部生活環境分野
3382-3135
環境課
3312-2111㈹
環境課
3981-2405

保健センター
3611-6135（向島）
3622-9137（本所）
保健予防課（保健所）
3647-5906
保健センター
3474-2000（品川）
3788-2000（荏原)
3772-2666（大井）
保健予防課（保健所）
5722-9503
保健センター
3711-6446（碑文谷）
保健衛生課（保健所）
5744-1263
感染症対策課（保健所）
5432-2441
地域保健課（保健所）
3463-1211㈹
（内線：2482～2483）
保健予防分野（保健所）
3382-6500
保健予防課（保健所）
3391-1025
健康推進課（保健所）
3987-4174

施設管理課
5744-1397
施設営繕第一課
5432-2620
施設整備課
3463-1211㈹
（内線：2672～2673）
経営室施設分野
3228-8853
営繕課
3312-2111㈹
施設課（施設管理部）
3981-1652

建築調整課（主に解体）
5744-1615
環境保全課
5432-2274
環境保全課
3463-1211㈹
（内線：3525～3528）
都市基盤部 建築分野
3228-8837
環境課
3312-2111㈹
建築課
3981-4975

17

北区

環境課
3908-8611

保健予防課（保健所）
3919-3101

営繕課
3908-8058

建築課（監察）
3908-9196

18

荒川区

環境課【総合】
3802-4697

19

板橋区

20

練馬区

営繕課
3802-3111㈹
（内線 2881）
営繕課
3579-2582
施設管理課
3993-1111㈹

21

足立区

保健予防課
3802-3111㈹
（内線：424）
環境課
予防対策課
3579-2594
3579-2318
保健予防課（保健所）
環境課
3993-1111㈹
3993-1111㈹
（内線：8865～8866） （各保健相談所対応可）
生活環境保全課【総合】 保健予防課（保健所）
3880-5304
3880-5121
(各保健総合センター対応可)

施設営繕管理課
3880-5936

建築指導課
3802-3111㈹
（内線：2841）
建築指導課
3579-2578
環境課又は建築課、建
築審査課、生活衛生課
3993-1111㈹
建築審査課
3880-5276

22

葛飾区

営繕課
5654-8359

建築課
5654-8552

23

江戸川区

環境課
地域保健課（保健所）
5654-8238
3602-1231
防災課【総合】5654-8223
環境推進課（環境部）
保健予防課（保健所）
5662-1995
5661-2464

施設課（都市開発部）
5662-6573

建築指導課(都市開発
部)
5662-1104

環境保全課
3647-6147
環境課
5742-6751

環境保全課
5722-9384

※ 【総合】は、アスベスト対策に係る総合窓口を表す。
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建築課
3647-9743
建築課
5742-6767

３ 市の窓口

環境一般に関すること

1

八王子市

2

立川市

3

武蔵野市

4

三鷹市

5

青梅市

6

府中市

7

昭島市

8

健康に関すること

市の施設に関すること

建築物に関すること

（労災を除く。
）

（小中学校を除く。
）

（建築物衛生法施設を除く。
）

環境保全課【総合】
042-620-7255

保健対策課（保健所）
042-645-5162

建築課
042-620-7285

建築指導課
042-620-7264

環境対策課
042-523-2111㈹
（内線：2248）

健康推進課
042-527-3272

施設課（行政管理部）
042-523-2111㈹
（内線：2428）

環境対策課
042-523-2111㈹
（内線：2248）

環境政策課
0422-60-1842

健康課
0422-51-0700

施設課（財務部）
0422-60-1865

まちづくり推進課
0422-60-1873

環境政策課
0422-45-1151㈹
（内線：2524）

健康推進課
0422-46-3254

環境政策課
0422-45-1151㈹
（内線：2524）

環境政策課
0422-45-1151㈹
（内線：2524）

環境政策課
0428-22-1111㈹
（内線：2333～2334）
環境政策課
042-335-4196

健康課
0428-23-2191

建築営繕課
0428-22-1111㈹
（内線：2591～2592）
環境政策課
042-335-4196

環境政策課
0428-22-1111㈹
（内線：2333～2334）
環境政策課
042-335-4196

健康推進課
042-368-6510

環境課
健康課
042-544-5126
042-544-5111㈹
（内線：2297～2298）

環境課
環境課
042-544-5111㈹
042-544-5111㈹
（内線：2297～2298） （内線：2297～2298）

調布市

環境政策課【総合】
042-481-7087

健康推進課
042-441-6081～6082

9

町田市

環境保全課
042-724-2711

健康課
042-725-5422

営繕課
042-481-7111㈹
（内線：7425）
営繕課
042-724-1293

建物住宅対策課
042-724-4268

10

小金井市

環境政策課
042-387-9817

健康課
042-321-1240

建築設営繕課
042-387-9858

環境政策課
042-387-9817

11

小平市

環境保全課
042-346-9536

12

日野市

13

東村山市

14

国分寺市

15

国立市

16

建築指導課
042-481-7512～7513

企画財政部 企画政策課【総合；対策本部】042-387-9800
健康課
042-346-3700

たてもの整備課
042-346-9553

環境保全課
042-346-9536

環境保全課
健康課
財産管理課
042-581-4111
042-585-1111㈹
042-585-1111㈹
(内線：3511)
(内：4721)
企画部 企画調整課【総合】042-585-1111㈹（内線 4111）

建築指導課
042-585-6211

環境・住宅課
042-393-5111㈹
（内線：2421）

管財課
042-393-5111㈹
（内線：2351）

管財課
042-393-5111㈹
（内線：2351）

環境計画課
042-325-0111㈹
（内線：355）

契約管財課
042-325-0111㈹
（内線：421）

環境計画課
042-325-0111㈹
（内線：355）

環境政策課
042-576-2111㈹
（内線：135）

建築営繕課
042-576-2111㈹
（内線：353）

環境政策課
042-576-2111
（内線：135）

福生市

環境課【総合】
042-551-1718

生活環境部環境課
042-551-1718

生活環境部環境課
042-551-1718

17

狛江市

環境政策課【総合】
03-3430-1111㈹

健康推進課
03-3488-1181

施設課
03-3430-1111㈹

18

東大和市

環境課
042-563-2111㈹
（内線：1272）

健康課
042-565-5211

環境課
042-563-2111㈹
（内線：1272）

19

清瀬市

水と緑の環境課
042-497-2099

健康推進課
042-492-5111㈹
（内線：544）

総務課
042-497-1819

健康課
042-393-5111㈹
（内線：3211）
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20

東久留米市

21

武蔵村山市

22

多摩市

23

稲城市

24

羽村市

25

あきる野市

26

西東京市

環境政策課
042-470-7753

健康課
042-477-0022

管財課
042-470-7717

環境課
042-565-1111㈹
（内線：295）

健康推進課保健相談
センターお伊勢の森
分室
042-564-5421㈹
健康推進課
042-376-9111

施設課
042-565-1111㈹
（内線：452）

施設課
042-565-1111㈹
（内線：452）

環境政策課
042-338-6831

環境政策課
042-338-6831

環境政策課
042-338-6831

環境課
042-378-2111㈹
（内線：264，266）

健康課
042-378-3421

環境保全課
042-555-1111㈹

環境保全課
042-555-1111㈹

生活環境課
健康課
042-558-1111㈹
042-558-1111㈹
（内線：2514～2515） （内線：2661）

契約管財課
042-558-1111㈹
（内線：2333）

環境保全課
042-438-4042

建築営繕課
042-460-9815

健康課
042-438-4021

※１ 【総合】は、アスベスト対策に係る総合窓口を表す。
※２

建築保全課
042-378-2111㈹
（内線：375,376）

空欄は、調整中又は対応窓口を特に設けていない場合である。
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４ 町村の窓口

環境一般に関すること

瑞穂町

西

日の出町

多
摩
檜原村
郡
奥多摩町

健康に関すること

町村の施設に関すること

建築物に関すること

（労災を除く。
）

（小中学校を除く。
）

（ビル管法施設を除く。
）

環境課（環境係）
042-557-0544

保健課（健康管理係）
042-557-5072

財政課（管財係）
042-557-7486

生活環境課（環境係）
042-557-0544

生活安全安心課（環境
係）
【総合】042-597-0511
（内線：334）
産業環境課（生活環境
係）
042-598-1011
住民課（生活環境係）
0428-83-2182

健康課（健康管理係）
042-597-0511㈹
（内線：501）

企画財政課（管財係）
042-597-0511㈹
（内線：317）

地域振興課（環境係）
【総合】042-597-0511
（内線：334）

ふれあい課（福祉保健係）
042-598-3121

総務課（企画財政係）
042-598-1011

産業環境課（環境係）
042-598-1011

福祉保健課（国保健康係）
0428-83-2777

企画財政課（契約管財係）
0428-83-2360

住民課（生活環境係）
0428-83-2182

大島町

生活環境課
04992-2-1478

総務課
04992-2-1443

観光課、建設課及び住民課
04992-2-1446
、1482 及び 1462

利島村

産業・環境課
04992-9-0011㈹

住民課
04992-9-0011㈹

総務課
04992-9-0011㈹

総務課
04992-9-0011㈹

新島村

民生課
04992-5-0240

さわやか健康センター
04992-5-1856

総務課
04992-5-0240

建設課
04992-5-0240

神津島村

環境衛生課
04992-8-0011

保健医療課
04992-8-0010

総務課
04992-8-0011

三宅村

村民生活課（環境衛生係）
04994-5-0981

村民生活課（保健福祉係）
04994-5-0902

総務課
04994-5-0981

総務課
04994-5-0981

御蔵島村

総務課
04994-8-2121

総務課
04994-8-2121

総務課
04994-8-2121

総務課
04994-8-2121

八丈町

住民課（環境係）
04996-2-1121

健康課（保健係）
04996-2-5570

総務課
04996-2-1121

青ヶ島村

事業課（事業係）
04996-9-0111㈹

総務課（庶務民生係）
04996-9-0111㈹

総務課（庶務民生係）
04996-9-0111㈹

小笠原村

建設水道課
04998-2-3115

村民課（福祉係）
04998-2-3939

総務課（総務係）
04998-2-3111

島
し
ょ

※１ 【総合】は、アスベスト対策に係る総合窓口を表す。
※２ 空欄は、調整中又は対応窓口を特に設けていない場合である。
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総務課（総務係）
04998-2-3111

５ 都の保健所一覧

施 設 名
所 在 地

所管区域

電話番号（代表）
西多摩保健所

〒198-0042

青梅市 福生市 羽村市 あきる野市

0428-22-6141

青梅市東青梅５－19－６

瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町

南多摩保健所

〒206-0025

042-371-7661

多摩市永山２－１－５

多摩立川保健所
多摩立川保健所

〒190-0023

立川市 昭島市 国分寺市

042-524-5171

立川市柴崎町２－21－19

国立市 東大和市 武蔵村山市

日野市 多摩市 稲城市

〒183-0045
多摩府中保健所

武蔵野市 三鷹市 府中市
府中市美好町 2－51－１

042-362-2334

調布市 小金井市 狛江市
※平成２７年移転予定

多摩小平保健所

〒187-0002

小平市 東村山市 清瀬市

0424-50-3111

小平市花小金井１－31－24

東久留米市 西東京市

島しょ保健所大島出張所

〒100-0101

04992-2-1436

大島町元町字馬の背 275－４

大島町 利島 新島村 神津島村

大島出張所 新島支所

〒100-0402

04992-5-1600

新島村本村６－４－24

大島出張所 神津島支所

〒100-0601

04992-8-0880

神津島村１０８８

島しょ保健所三宅出張所

〒100-1102

04994-2-0181

三宅村伊豆１００４

島しょ保健所八丈出張所

〒100-1511

04996-2-1291

八丈町三根１９５０－２

島しょ保健所小笠原出張所

〒100-210

04998-2-2951

小笠原村父島字清瀬

三宅村 御蔵島村

八丈町 青ヶ島村

小笠原村
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６ 区市町村教育委員会
No

教育委員会名

郵便番号

所 在 地

電話番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

千代田区教育委員会
中央区教育委員会
港区教育委員会
新宿区教育委員会
文京区教育委員会
台東区教育委員会
墨田区教育委員会
江東区教育委員会
品川区教育委員会
目黒区教育委員会
大田区教育委員会
世田谷区教育委員会
渋谷区教育委員会
中野区教育委員会
杉並区教育委員会
豊島区教育委員会
北区教育委員会
荒川区教育委員会
板橋区教育委員会
練馬区教育委員会
足立区教育委員会
葛飾区教育委員会
江戸川区教育委員会
八王子市教育委員会
立川市教育委員会
武蔵野市教育委員会
三鷹市教育委員会
青梅市教育委員会
府中市教育委員会
昭島市教育委員会
調布市教育委員会
町田市教育委員会
小金井市教育委員会
小平市教育委員会
日野市教育委員会
東村山市教育委員会
国分寺市教育委員会
国立市教育委員会
福生市教育委員会
狛江市教育委員会
東大和市教育委員会
清瀬市教育委員会
東久留米市教育委員会
武蔵村山市教育委員会
多摩市教育委員会
稲城市教育委員会
羽村市教育委員会
あきる野市教育委員会
西東京市教育委員会
瑞穂町教育委員会
日の出町教育委員会
檜原村教育委員会
奥多摩町教育委員会
大島町教育委員会
利島村教育委員会
新島村教育委員会
神津島村教育委員会
三宅村教育委員会
御蔵島村教育委員会
八丈町教育委員会
青ケ島村教育委員会
小笠原村教育委員会

102-8688
104-8404
105-8511
160-8484
112-8555
110-8615
130-8640
135-8383
140-8715
153-8573
144-8621
154-8504
150-8010
164-8501
166-8570
170-8422
114-8508
116-8501
173-8501
176-8501
120-8510
124-8555
132-8501
192-8501
190-8666
180-8777
181-8505
198-8701
183-8703
196-8511
182-8511
194-8520
184-8504
187-8701
191-8686
189-8501
185-0034
186-8501
197-8501
201-8585
207-8585
204-8511
203-8555
208-8501
206-8666
206-8601
205-8601
197-0814
202-8555
190-1221
190-0192
190-0212
198-0212
100-0101
100-0301
100-0402
100-0601
100-1212
100-1301
100-1498
100-1701
100-2101

千代田区九段南 1-2-1
中央区築地 1-1-1
港区芝公園 1-5-25
新宿区歌舞伎町 1-4-1
文京区春日 1-16-21
台東区東上野 4-5-6
墨田区吾妻橋 1-23-20
江東区東陽 4-11-28
品川区広町 2-1-36
目黒区上目黒 2-19-15
大田区蒲田 5-13-14
世田谷区世田谷 4-21-27
渋谷区宇田川町 1-1
中野区中野 4-8-1
杉並区阿佐谷南 1-15-1
豊島区東池袋 1-18-1
北区王子本町 1-15-22
荒川区荒川 2-2-3
板橋区板橋 2-66-1
練馬区豊玉北 6-12-1
足立区中央本町 1-17-1
葛飾区立石 5-13-1
江戸川区中央 1-4-1
八王子市元本郷町 3-24-1
立川市泉町 1156 番地の９
武蔵野市緑町 2-2-28
三鷹市下連雀 9-11-7
青梅市東青梅 1-11-1
府中市宮西町 2-24
昭島市田中町 1-17-1
調布市小島町 2-36-1
町田市森野 2-2-22
小金井市前原町 3-41-15
小平市小川町 2-1333
日野市神明 1-12-1
東村山市本町 1-2-3
国分寺市光町 1-46-8
国立市富士見台 2-47-1
福生市本町 5
狛江市和泉本町 1-1-5
東大和市中央 3-930
清瀬市中里 5-842
東久留米市本町 3-3-1
武蔵村山市本町 1-1-1
多摩市関戸 6-12-1
稲城市東長沼 2111
羽村市緑ヶ丘 5-2-1
あきる野市二宮 350
西東京市中町 1-5-1
瑞穂町箱根ケ崎 2475
日の出町平井 2780
檜原村 467-1
奥多摩町氷川 215-6
大島町元町 1-1-14
利島村 248
新島村本村 1-1-1
神津島村 904
三宅村阿古 4970
御蔵島村字入かねが沢
八丈町大賀郷 2551-2
青ケ島村
小笠原村父島字西町

03-3264-2111
03-3543-0211
03-3578-2111
03-3209-1111
03-3812-7111
03-5246-1111
03-5608-1111
03-3647-9111
03-3777-1111
03-3715-1111
03-5744-1111
03-5432-1111
03-3463-1211
03-3389-1111
03-3312-2111
03-3981-1111
03-3908-1111
03-3802-3111
03-3964-1111
03-3993-1111
03-3880-5111
03-3695-1111
03-3652-1151
042-626-3111
042-523-2111
0422-51-5131
0422-45-1151
0428-22-1111
042-364-4111
042-544-5111
042-481-7111
042-722-3111
042-383-1111
042-341-1211
042-585-1111
042-393-5111
042-574-4040
042-576-2111
042-551-1511
03-3430-1111
042-563-2111
042-492-5111
042-470-7777
042-565-1111
042-375-8111
042-378-2111
042-555-1111
042-558-1111
042-464-1311
042-557-6682
042-597-0511
042-598-1011
0428-83-2246
04992-2-1453
04992-9-0331
04992-5-0203
04992-8-1222
04994-5-0952
04994-8-2121
04996-2-7071
04996-9-0201
04998-2-3117
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