
 

 

 

 

平成２１年３月２日     

公営企業管理局       

総 務 課（２７９４） 

県立病院課（２９９２） 

 

公営企業管理局所管施設アスベスト含有再調査の結果について 

 

公営企業管理局所管施設のうちアスベスト含有可能性がある 44 箇所について再

調査を行ったところ、県立今治病院階段天井部分及び県立新居浜病院本館１階廊下

天井部分にアスベスト（クリソタイル）の含有が確認され、急遽、専門調査機関に

よる大気環境調査を実施しました。 

測定結果は、定量下限値（測定の限界値）0.5 本/ℓ未満であり、アスベスト飛散

の恐れはないことが分かりましたのでお知らせします。 

なお、アスベスト含有が確認された箇所については、除去又は封じ込め等の対策

を検討するとともに、定期的な大気環境調査を行うなど適切な管理に努めます。 

 

１ 調査の経緯（公営企業管理局所管施設関係） 

年 月 項  目 ・ 内  容  等 

平成 17 年度 アスベスト含有調査実施（58 箇所） 

（対象：クリソタイル、アモサイト、クロシドライト） 

・基準超過 14 箇所 

・含有無し 44 箇所 

平成 18 年度 ・基準超過箇所の一部（４箇所）の除去工事実施 

・10 箇所は当面残置（いずれも中央病院本院の機械室や隠蔽された

場所で、一般県民の出入りはなく、また飛散のおそれがないか少な

い場所である。中央病院の建替え時には撤去することになる。） 

平成 20 年１月 東京都等で、国内で未使用とされていた３種類のアスベスト（トレモ

ライト、アンソフィライト、アクチノライト）の使用確認 

平成 20 年６月 建材製品中のアスベスト含有率測定方法改正（JIS A 1481） 

・６種類のアスベスト分析方法を明確化 

・吹付けバーミキュライトの分析方法追加 

平成 21 年１月～ トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトを対象に含有分析

調査（44 箇所再調査：平成 20 年度９月補正予算） 

平成21年２月27日 県立今治病院及び県立新居浜病院でクリソタイル含有率 0.1 重量％

を超える箇所（いずれもバーミキュライト吹付け箇所）を確認 

※ 平成17年度の調査で含有無しの結果がでていたクリソタイル含有

が今回確認されたのは、測定方法改正で「吹付けバーミキュライト

の分析方法」が追加されたため 

平成21年２月28日 県立今治病院及び県立新居浜病院で大気環境調査のための試料採取 

平成 21 年３月１日 大気環境調査の結果、定量下限値 0.5 本/ℓ 未満 

（参考：大気汚染防止法の基準値 10 本/ℓ以下） 

 

お  知  ら  せ 



２ 今回の含有調査箇所（公営企業管理局所管施設） 
      

  施設名称 
建設 

年度 
吹付け種類 使用箇所 使用部位 

1 中央病院  本院 S49 アスベスト吹付け Ｂ１階ボイラー室 壁 

2 中央病院  本院 S49 アスベスト吹付け ２階東機械室 天井、壁 

3 中央病院 東洋医学研究所 S58 アスベスト吹付け 
キャノピー（内部）渡り廊下

天井裏 
梁 

4 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け Ｂ１階機械室 天井、壁 

5 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け Ｂ１階発電機室 天井、壁 

6 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け Ｂ１階エアシューター室 天井、壁 

7 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け Ｂ１階ボイラー室 天井、壁 

8 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け 屋上 ELV1 機械室（南） 天井、壁 

9 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け 屋上 ELV2,3 機械室 天井、壁 

10 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け 屋上 ELV4 機械室 天井、壁 

11 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け 屋上倉庫 天井、壁 

12 中央病院 救命救急センター S56 その他吹付け 空調機械室 天井、壁 

13 中央病院 東洋医学研究所 S58 その他吹付け １階機械室 天井、壁 

14 中央病院 東洋医学研究所 S58 その他吹付け ２階機械室 天井、壁 

15 中央病院 東洋医学研究所 S58 その他吹付け 屋上機械室 天井、壁 

16 中央病院 東洋医学研究所 S58 その他吹付け 屋上 ELV 機械室 天井、壁 

17 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 地下電気室 壁 

18 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 地下発電機室 壁 

19 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 地下ファンルーム 壁・天井 

20 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 地下ボイラー室 壁・天井 

21 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 地下機械室 壁・天井 

22 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 地下ｴｱｼｭｰﾀｰ室 壁・天井 

23 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け ３階機械室 壁・天井 

24 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け ６階ファンルーム 壁・天井 

25 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け ６階 EV 機械室 壁・天井 

26 今治病院 本館 S57 ロックウール吹付け 
地階ゴミ処理場 

スロープ下車寄せ 
天井 

27 今治病院 本館（中和槽） S57 ロックウール吹付け 機械室 壁・天井 

28 今治病院 本館（合併槽） S57 ロックウール吹付け 機械室 壁・天井 

29 今治病院 看護師宿舎 S57 ロックウール吹付け ボイラー室 壁・天井 

30 今治病院 本館 S57 その他吹付け 階段（ＥＶホール、非常口横） 天井 

31 新居浜病院 看護師宿舎 S58 ロックウール吹付け ボイラー室 天井、壁 

32 新居浜病院 別館 S58 ロックウール吹付け 1 階・2階渡り廊下天井 柱、梁 

33 新居浜病院 本館 S50 その他吹付け 本館１階廊下 天井 

34 新居浜病院 本館 Ｈ４ その他吹付け 
１階廊下 

（操作室前） 
天井 

35 新居浜病院 医師公舎 Ｈ４ その他吹付け １・２階各室 天井 

36 新居浜病院 救命救急センター Ｈ８ その他吹付け 階段室 天井 

37 
銅山川第一発電所 

職員公舎（独身用） 
S63 その他吹付け 

１階共用施設 

部分 
天井 

38 
銅山川第一発電所 

職員公舎（独身用） 
S63 その他吹付け 

１階部屋 

（独身用） 
天井 

39 
銅山川第一発電所 

職員公舎（独身用） 
S63 その他吹付け 

１階部屋 

（独身用） 
天井 

40 
銅山川第一発電所 

職員公舎（家族用） 
S63 その他吹付け １階部屋 天井 

41 
銅山川第一発電所 

職員公舎（家族用） 
S63 その他吹付け １階部屋 天井 

42 三島病院 病院建物   Ｈ３ その他吹付け 階段室①～③ 天井 

43 三島病院 医師公舎 Ｈ３ その他吹付け １～３階各室 天井 

44 三島病院 看護師宿舎 Ｈ３ その他吹付け １～２階各室 天井 

 


