
お 知 ら せ 

平成 21 年 3 月 19 日 

教育委員会事務局  

教育総務課(2921) 

生涯学習課(2934) 

 高校教育課(2951) 

 

愛媛県教育委員会所管施設アスベスト含有再調査の結果について 

 

愛媛県教育委員会所管施設のうちアスベスト含有可能性がある 127 箇所について

再調査を行ったところ、えひめ青少年ふれあいセンター音楽芸能室(天井部分)及び

津島高校卓球場控室(壁面部分)にアスベストの含有が確認され、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）0.3 本／ℓ未満であり、アスベストは飛

散してい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。 

＜含有アスベスト＞ 

 えひめ青少年ふれあいセンター音楽芸能室天井部分（クリソタイル） 

 津島高校卓球場控室壁面部分（トレモライト、アクチノライト） 

 

１ 調査の経緯（愛媛県教育委員会所管施設関係） 

年 月   
平成 17 年度  アスベスト含有調査実施（138 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  10 箇所（うち１箇所は、18 年度基準改正により超過） 

・含有無し  129 箇所 

平成 18 年度  ・基準超過箇所の一部の（9 箇所）の除去・飛散防止措置工事実施  
・１箇所は当面残置（建材の状況により、飛散の恐れがない場所。） 

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） 

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（127 箇所再調査：平成 20 年度 9 月補正予算） 

平成 21 年 3 月 11 日 えひめ青少年ふれあいセンター音楽芸能室及び津島高校卓球場で

含有率 0.1 重量％を超える箇所を確認、当面の間使用中止 

 

※平成 17 年度の調査で含有無しの結果が出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「吹き付けバーミキュラ

イトの分析方法が追加されたため 

平成 21 年 3 月 17 日 えひめ青少年ふれあいセンター及び津島高校で大気環境調査のた

めの試料採取 

平成 21 年 3 月 18 日 大気環境調査の結果、定量下限値 0.3 本／ℓ未満 

（参考：大気汚染防止法の基準値 10 本／ℓ以下） 

 



２　今回の含有調査箇所（愛媛県教育委員会所管施設）

箇所
番号

施設・建物名称
建設
年度

種別 使用箇所 使用部位

1 三島高校第二教棟 S53 その他吹付け 視聴覚教室 梁型

2 三島高校第二教棟 S54 その他吹付け 保健室 梁型

3 土居高校本館 S48 その他吹付け 教室 梁型

4 新居浜東高校特別教棟 S58 その他吹付け 階段 段裏・踊場天井

5 新居浜西高校第一教棟 S55 その他吹付け 階段 天井

6 新居浜南高校理科教棟 S51 その他吹付け 階段 段裏･最上階天井

7 新居浜南高校普通教棟 S54 その他吹付け 階段 段裏

8 新居浜工業高校第三教棟 S56 アスベスト吹付け ポンプ室 壁・天井

9 新居浜工業高校第二教棟 S50 その他吹付け 業務員室 天井

10 西条高校普通教棟 S51 その他吹付け 階段 天井･梁型･段裏

11 西条高校普通教棟 S52 その他吹付け 階段 天井

12 西条高校芸術教棟 S59 その他吹付け 階段 天井

13 西条農業高校特別教棟 S52 その他吹付け 階段室 段裏

14 西条農業高校特別教棟 S57 その他吹付け 1階測量･施工実習室、3階被服室  天井梁型

15 小松高校本館 S47 その他吹付け 階段 段裏･天井

16 小松高校合併処理槽 S47 ロックウール吹付け 機械室 天井・壁

17 東予高校電気科教棟 S51 その他吹付け 階段 天井

18 丹原高校管理教棟 S47 その他吹付け 階段室 天井

19 丹原高校管理教棟 S52 その他吹付け 化学教室 梁型

20 丹原高校教室棟 S53 その他吹付け 階段室 段裏

21 丹原高校体育館 S54 その他吹付け アリーナの周囲天井 ギャラリー軒裏

22 丹原高校教室棟 S58 その他吹付け 階段 天井

23 今治東中等教育学校汚水処理施設 S57 ロックウール吹付け 機械室 壁・天井

24 今治西高校特別教棟 S54 その他吹付け 階段 天井

25 今治西高校特別教棟 S54 その他吹付け 音楽室 天井

26 今治南高校大島分校汚水処理施設 S54 ロックウール吹付け 機械室 天井・壁

27 今治南高校大島分校普通教棟 S54 その他吹付け 階段 段裏

28 今治北高校第三教棟 S47 その他吹付け 階段室 段裏･天井

29 今治北高校第四教棟 S54 その他吹付け 階段 天井

30 今治北高校大三島分校本館 S50 その他吹付け 進路室 梁型

31 今治北高校大三島分校本館 S51 その他吹付け 各教室 梁型

32 今治北高校大三島分校特別教棟 S58 その他吹付け 階段室 段裏

33 今治工業高校第四教棟 S49 その他吹付け 実習室外 天井･梁型

34 今治工業高校第四教棟 S49 その他吹付け 実習室外 天井･梁型

35 今治工業高校プール S52 その他吹付け 機械室 天井

36 今治工業高校第一教棟 S53 その他吹付け 事務室、保健室ほか 梁型

37 今治工業高校第一教棟（増築） S55 その他吹付け 教室、会議室 梁型

38 今治工業高校第四教棟（デザイン） S55 その他吹付け 各室 梁型

39 弓削高校本館 S57 その他吹付け 階段 天井

40 弓削高校本館 S57 ロックウール吹付け ポンプ室物置 天井

41 北条高校第三教棟 S50 その他吹付け 暗室 天井

42 北条高校第三教棟（増築） S55 その他吹付け 階段 天井

43 松山東高校特別教棟 S52 その他吹付け 階段 天井

44 松山東高校特別教棟（増築） S53 その他吹付け 階段室 天井

45 松山東高校第二教棟 S56 その他吹付け 階段 天井･段裏
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箇所
番号

施設・建物名称
建設
年度

種別 使用箇所 使用部位

46 松山西中等教育学校本館普通教棟 S49 その他吹付け 階段室 天井

47 松山西中等教育学校特別教棟 S49 その他吹付け 階段 天井

48 松山西中等教育学校普通教棟 S49 その他吹付け 階段 天井･段裏

49 松山西中等教育学校図書館棟 S49 その他吹付け 階段 天井･段裏

50 松山北高校特別教棟（増築） S58 その他吹付け 教室 梁型

51 松山工業高校情報技術科教棟 S47 その他吹付け 屋外階段 天井

52 松山工業高校第二教棟 S50 その他吹付け 階段 段裏

53 松山工業高校本館新築及び曳移転工事 S53 その他吹付け 各室天井 梁型

54 東温高校汚水処理施設 S54 ロックウール吹付け 機械室 壁・天井

55 東温高校第二教棟 S46 その他吹付け 階段 段裏

56 東温高校衛生看護教棟 S47 その他吹付け 階段室 天井

57 東温高校本館 S52 その他吹付け 階段室 天井･段裏

58 東温高校本館（増築） S54 その他吹付け 階段 天井･段裏

59 東温高校本館（増築） S55 その他吹付け 階段 段裏

60 上浮穴高校本館（第二期） S47 その他吹付け 教室 天井・梁型

61 上浮穴高校本館（増築） S48 その他吹付け 教室 梁型

62 伊予農業高校第二教棟（増築） S55 ロックウール吹付け 機械室、冷凍機室 天井・壁

63 伊予農業特別教棟 S50 その他吹付け 階段 段裏

64 伊予農業高校第二棟（増築） S55 その他吹付け 渡り廊下、階段 天井

65 伊予高校汚水処理設備 S57 ロックウール吹付け 機械室 壁･天井

66 中山高校本館 S50 その他吹付け 階段 段裏･最上階天井

67 中山高校特別教棟 S58 その他吹付け 階段 天井

68 大洲農業高校体育館 S48 その他吹付け ギャラリー ギャラリー軒裏

69 長浜高校特別教棟 S52 その他吹付け 階段室 天井･段裏

70 八幡浜工業高校土木科教棟 S49 その他吹付け 1Ｆ実習室 天井･梁型

71 川之石高校教棟増築汚水処理設備 S55 ロックウール吹付け 機械室 天井・壁

72 川之石高校寄宿舎 S51 その他吹付け 階段室 天井・壁

73 川之石高校温室 S53 その他吹付け ボイラー室、作業室 天井･梁型

74 川之石高校南教棟（増築） S55 その他吹付け 1F6帖間 壁

75 三崎高校寄宿舎 S52 その他吹付け 階段室 天井･段裏

76 三瓶高校本館（増築） S53 その他吹付け 渡廊下 天井

77 宇和高校農業工学特別教棟 S50 その他吹付け 階段 天井･段裏

78 宇和高校生物工学科教棟 S44 その他吹付け 農機具実習室 天井

79 野村高校汚水処理設備 S56 アスベスト吹付け 機械室 壁・天井

80 野村高校寄宿舎 S50 その他吹付け 階段 段裏･最上階天井

81 野村高校農業芸術特別教棟 S56 その他吹付け 階段.軒 天井

82 宇和島南中等教育学校第二教棟 S53 その他吹付け 渡り廊下 天井

83 宇和島水産高校特別教棟 S58 その他吹付け 食品製造実習室、ボイラー室 天井

84 宇和島水産高校栽培漁業実習棟 H4 ロックウール吹付け 機械室 天井・壁

85 吉田高校建築科教棟 S48 その他吹付け 玄関ホール、階段室 天井

86 吉田高校芸術科教棟 S48 その他吹付け 教室 天井･梁型

87 吉田高校クラブハウス S57 その他吹付け 更衣室 天井

88 三間高校クラブハウス S57 その他吹付け 更衣室 天井

89 北宇和高校機械室 S51 アスベスト吹付け 機械室 天井･壁

90 北宇和高校特別教棟（増築） S51 その他吹付け 階段室 天井･段裏

91 北宇和高校日吉分校本館 S59 その他吹付け 階段室 天井

92 津島高校汚水処理施設 S54 ロックウール吹付け 機械室 天井･壁
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箇所
番号

施設・建物名称
建設
年度

種別 使用箇所 使用部位

93 津島高校卓球場 S33 その他吹付け 控室 壁

94 南宇和高校汚水処理施設 S54 ロックウール吹付け 機械室 壁・天井

95 南宇和高校特別教棟 S54 その他吹付け 特別教室 天井･壁・梁型

96 松山聾学校中高教棟
S45
S46

その他吹付け 視聴覚室 壁

97 松山聾学校本館 S46 その他吹付け 音楽室 壁･梁型

98 松山聾学校寄宿舎（南） S46 その他吹付け 娯楽室、浴室 天井

99 松山聾学校寄宿舎（北） S46 その他吹付け 浴室、厨房 天井

100 宇和聾学校屋外便所 S55 その他吹付け 便所 天井

101 しげのぶ特別支援学校第二教棟 S45 その他吹付け 音楽室 壁

102 しげのぶ特別支援学校第四教棟 S49 その他吹付け 昇降口、階段 天井･段裏

103 第三養護学校ポンプ室 S54 アスベスト吹付け ポンプ室 壁・天井

104 第三養護学校第四教棟 S50 その他吹付け 階段室 天井･段裏

105 第三養護学校高等部教棟（二期） S54 その他吹付け 階段室 天井

106 第三養護学校高等部教棟 S54 その他吹付け 階段室 天井

107 第三養護学校合併処理施設 S52 その他吹付け 機械室 天井・壁

108 今治養護学校寄宿舎 S53 その他吹付け 機械室 壁・天井

109 今治養護学校機械室 S53 ロックウール吹付け 機械室 天井・壁

110 今治養護学校寄宿舎 S53 その他吹付け 階段室 天井･段裏

111 宇和養護学校寄宿舎 S53 その他吹付け 階段室 天井

112 宇和島東・南・水産教職員住宅 S50 その他吹付け 台所・和室・階段室 天井

113 総合教育センター S55 アスベスト吹付け 5Ｆスタジオ 天井

114
えひめ青少年ふれあいセンター（宿泊
棟）

S55～57 アスベスト吹付け ボイラー室 天井

115
えひめ青少年ふれあいセンター（宿泊
棟）

S55～57 その他吹付け 階段室 天井

116
えひめ青少年ふれあいセンター（管理研
修棟）

S55～57 アスベスト吹付け 集会室 天井裏

117
えひめ青少年ふれあいセンター（管理研
修棟）

S55～57 その他吹付け 音楽芸能室 天井

118 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 2階メインホール投光室 天井

119 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 3階真珠の間照明操作室 天井

120 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 3階　第８会議室
天井裏

(耐火被覆)

121 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 4階メインホール投光室 天井

122 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 地下1階エレベーター機械室 天井

123 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 地下2階空調機械室 天井

124 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 屋根裏　サブホール上部
天井裏

(耐火被覆)

125 愛媛県県民文化会館 S57～60 アスベスト吹付け 屋根裏　メインホール上部 天井

126 愛媛県県民文化会館 S57～60 その他吹付け 地下2階　階段下倉庫 天井

127
県民文化会館別館（旧老人児童福祉セン
ター）

S59 その他吹付け 電気室 天井

計　　127箇所
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