
 

 

アスベスト（レベル１建材、レベル２建材）の使用が確認された県有施設について 

 

１ アスベスト（レベル１建材、レベル２建材）の使用が確認された施設 

別紙のとおり。 

 

【参考】本資料で示しているアスベストの種類 

（１）レベル１建材 

アスベスト含有の吹付け石綿、吹付けロックウール、ひる石等(吹付けバーミキ

 ュライト(ひる石)、吹付けパーライト） 

（２）レベル２建材 

アスベスト含有の耐火被覆材、断熱材、保温材 
  

※レベル１とレベル２は、建材の種類を示す用語  

 

 

２ 今後の対応 

「県有施設におけるアスベスト除去等対策方針」に基づき、引き続き対応 

していく。 

 （対応の概要） 

① アスベスト台帳の整備 

② 定期的な点検等の実施 

③ ②の結果を踏まえ、劣化等により必要と判断された場合は除去等 

（除去、囲い込み、封じ込め）を実施 

※最終的には、当該施設の解体時にすべて処理 

 

 

 



（別紙）　

2022年3月末時点

（１）アスベスト（レベル１建材）
※１
の使用が確認されている施設

施設名 所在市町村名 使用箇所／部位

県庁（本館） 熊本市
備蓄倉庫、倉庫／天井
自家発電気室、電気配管スペース／壁

県庁（議会棟本館） 熊本市 機械室、ファンルーム／天井・壁

宇城総合庁舎 宇城市 機械室、水槽ポンプ室、発電機室／天井・壁

玉名総合庁舎 玉名市 機械室、発電機室、消火ポンプ室／天井・壁

阿蘇総合庁舎 阿蘇市 発電機室、機械室／天井・壁

県知事公舎 熊本市 機械室／天井・壁

消防学校 益城町
車庫／屋根裏
資料館／天井裏

身体障害者福祉センター 熊本市 空調機械室／天井・壁

農業大学校 合志市
階段室／天井
階段下倉庫／浴室天井裏

県営住宅　小山田団地 熊本市 居室／天井

県営住宅　武蔵ヶ丘団地 菊陽町 居室／天井、集会所／天井

県営住宅　新東町団地 熊本市 居室／天井

県営住宅　渡瀬第2団地 熊本市 居室／天井

県営住宅　鉄砲塚団地 熊本市 居室／天井

県営住宅　八王寺団地 熊本市 居室／天井

県営住宅　東町団地 熊本市 居室／天井

県営住宅　泉ヶ丘団地 熊本市 居室／天井

宇城警察署 宇城市 道場、通信機械室／天井

警察官待機宿舎（月出） 熊本市 玄関、ホール、台所／天井

大阪事務所 大阪市 執務室／天井裏

緑川第一発電所 美里町 資材倉庫／天井

熊本県立教育センター 山鹿市
所員室西側資料室／天井
情報処理教育棟機械室／分電盤裏

熊本県立高森高等学校 高森町 管理棟機械室／壁

熊本県立牛深高等学校 天草市 図書館棟図書室／天井裏

熊本県立鹿本農業高等学校 山鹿市 家庭科棟／階段裏

アスベスト（レベル１建材、レベル２建材）の使用が確認されている施設一覧

※１アスベスト含有の吹付け石綿、吹付けロックウール、ひる石等＊（吹付けバーミキュライト（ひる石）、吹付けパーライト）

     ＊ひる石等は国土交通省の調査において、アスベスト繊維の飛散は確認されなかったことが報告されている。



（２）アスベスト（レベル２建材）
※２
の使用が確認されている施設

※２アスベスト含有の耐火被覆材、断熱材、保温材

施設名 所在市町村名 使用箇所／部位

上益城総合庁舎 御船町 事務棟／煙突内部等

上益城地域振興局土木部庁舎 山都町 事務棟／煙突内部等

玉名総合庁舎 玉名市 事務棟／煙突内部等

阿蘇総合庁舎 阿蘇市 事務棟（本館、別館）／煙突内部等

芦北総合庁舎 芦北町 事務棟／煙突内部等

天草総合庁舎 天草市 事務棟／煙突内部等

宇城保健所 宇城市 本館機械室／煙突内部等

消防学校 益城町 寄宿舎／煙突内部等

清水が丘学園 熊本市 管理棟機械室、機械室棟／煙突内部等

動物愛護センター 熊本市 焼却炉／煙突内部等

県立劇場 熊本市 劇場／煙突内部等

精神保健福祉センター 熊本市 本館／煙突内部等

身体障害者福祉センター 熊本市 旧ボイラー室／煙突内部等

伝統工芸館 熊本市 設備機械室／煙突内部等

果樹研究所 宇城市
事務棟／煙突内部等
組織培養実験棟ボイラー室／配管

熊本県林業研究・研修センター 熊本市 本館機械室／煙突内部等

牛深種苗生産施設 天草市 管理棟、ボイラー室／煙突内部等

農業大学校 合志市 機械室棟機械室、就農支援研修棟旧ボイラー室／煙突内部等

高森警察署 高森町 事務棟／煙突内部等

小国警察署 小国町 事務棟／煙突内部等

宇城警察署 宇城市 事務棟／煙突内部等

牛深警察署 天草市 事務棟／煙突内部等

警察官待機宿舎（三楽）しらさぎ 八代市 宿舎／煙突内部等

警察本部第二別館（誠和寮） 熊本市 宿舎／煙突内部等

熊本県立教育センター 山鹿市 本館棟、情報処理教育棟、理科研修棟／煙突内部等

天草青年の家 上天草市 入浴棟／煙突内部等

豊野少年自然の家 宇城市 機械棟／煙突内部等

文化財資料室 熊本市 木製品管理棟／煙突内部等

県民総合運動公園 熊本市 事務所／煙突内部等

熊本県立総合体育館 熊本市 空調棟／煙突内部等

熊本武道館 熊本市 乾燥室ボイラー／煙突内部等



熊本県立熊本高等学校 熊本市 特別教室棟／煙突内部等

熊本県立第二高等学校 熊本市 セミナーハウス／煙突内部等

熊本県立熊本西高等学校 熊本市 管理棟／煙突内部等

熊本県立湧心館高等学校 熊本市 東教室棟／煙突内部等

熊本県立岱志高等学校 荒尾市 管理棟、学習センター棟／煙突内部等

熊本県立菊池高等学校 菊池市 セミナーハウス／煙突内部等

熊本県立阿蘇中央高等学校（阿蘇校舎） 阿蘇市 国際観光棟／煙突内部等

熊本県立阿蘇中央高等学校（清峰校舎） 阿蘇市 寄宿舎、管理棟／煙突内部等

熊本県立小国高等学校 小国町 普通教室棟／煙突内部等

熊本県立高森高等学校 高森町 管理棟／煙突内部等

熊本県立宇土高等学校 宇土市 管理棟／煙突内部等

熊本県立人吉高等学校 人吉市 セミナーハウス／煙突内部等

熊本県立天草高等学校 天草市 セミナーハウス、管理棟／煙突内部等

熊本県立牛深高等学校 天草市 管理棟／煙突内部等

熊本県立熊本商業高等学校 熊本市 寄宿舎／煙突内部等

熊本県立熊本工業高等学校 熊本市 管理棟、寄宿舎／煙突内部等

熊本県立小川工業高等学校 宇城市 管理棟／煙突内部等

熊本県立翔陽高等学校 大津町 管理棟／煙突内部等

熊本県立矢部高等学校 山都町 Ａ棟／煙突内部等

熊本県立八代農業高等学校 八代市 管理・特別教室棟／煙突内部等

熊本県立八代農業高等学校泉分校 八代市 管理棟／煙突内部等

熊本県立南稜高等学校 あさぎり町 管理棟／煙突内部等

熊本県立天草工業高等学校 天草市 特別教室棟／煙突内部等

熊本県立天草拓心高等学校（マリン校舎） 苓北町 管理棟／煙突内部等

熊本県立熊本支援学校 熊本市 管理棟／煙突内部等

熊本県立松橋西支援学校 宇城市 管理棟／煙突内部等

熊本県立大津支援学校 大津町 管理棟／煙突内部等

熊本県立黒石原支援学校 合志市 機械室棟／煙突内部等

熊本県立小国支援学校 小国町 管理棟／煙突内部等

熊本県立芦北支援学校 芦北町 管理棟／煙突内部等

熊本県立球磨支援学校 多良木町 管理棟／煙突内部等


