
  平成２９年１０月１２日 
                     堺  市  

          第５回 堺市北部地域整備事務所        
  アスベスト飛散の検証に関する懇話会 

資料１ 
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 (１)課題の整理    

  

 ● 第４回懇話会（７月２５日）の意見を受けて、その時に出た課題 

  点についての整理を行い、今後実施するアスベストの曝露量算出の 

  条件を確定する。 
  

   

  ＜構成員の意見から課題の抽出＞ 

   

   飛散拡散量推計にあたっての算出条件についての意見 

↓ 

   

   ・保育園の園庭へコンクリート片を落下させたことによるアスベ 

    ストの想定発生量について、実証検査結果をこの事象に反映さ 

    せること。 

 

    

 

 

       

2 

１．第４回懇話会の課題について 



 (１)課題の整理 

  

    

   飛散拡散量推計にあたっての解析及び結果についての意見 

↓ 

 

   ・天候による上昇気流の拡散解析への影響について  

   ・風向、風速の観測地点の高さ及び微風時の拡散解析への影響に 

    ついて 

    

 

   行動別総曝露量算出の前提条件についての意見 

↓ 

    
   ・機械室棟内作業中（H28.6.20）の濃度について、開口部の  
    状態を加味し、換気量を算出すること。 
   ・保育園園庭へのガラ落下の濃度について整理し、総曝露量に反 
    映させること。 
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１．第４回懇話会の課題について 



 (１)課題の整理 

  
  ＜傍聴者の意見の整理＞ 

   意見① 

   ・園庭及び足場等にコンクリートガラが一帯に複数落下した状況 

    があり、園児に対する総合的な曝露濃度を検証してほしい。 

   意見② 

   ・金岡小学校の観測地点（現地と約1kmの距離）で計測した風向、 

    風速データは、現地のデータとは異なると思うが、拡散解析へ 

    の影響は。また、降雨時（H28.6.19）の影響はどうなのか。 

   意見③ 

   ・保育園送迎時に東側道路を利用していることも考慮してほしい。 

   意見④ 

   ・集合住宅居住者の曝露量の検証について、個別検証の必要性を 

    考慮しながら進めてほしい。 4 

１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策① 飛散拡散量の算出条件について 

  

 

 ・保育園の園庭へコンクリート片を落下させたことによるアスベストの想定発生 

  量について、実証検査結果をこの事象に反映させること。 

 ・園庭及び足場等にコンクリートガラが一帯に複数落下した状況があり、園児に 

  対する総合的な曝露濃度を検証してほしい。 

 

↓    

 ≫再度、コンクリート片落下時の事実確認を行う。 
  
 ・ 保育園の園庭へコンクリート片の落下範囲、園児及び保育園職員の配置及び 
  避難した状況を以下により確認する。  

  ○ 保育園への再ヒアリング 

  ○ 事故当時の写真の再確認 

  ○ コンクリート片の落下検証 5 

１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策① 飛散拡散量の算出条件について 
 

 

 ≫条件の整理（平成２９年３月１２日実施 実証検査）
 ・コンクリート片落下の実証検査は、アスベストが付着した試験体(3個)で実施。 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 ・コンクリート片落下の実証検査を３回実施し、検査結果の数値にばらつき 
  があったが、最大値の14,000本/リットルを採用。 
  （その最大値は、風下側でコンクート片の上部50cmの位置で、1分間測定 
   した濃度である。） 
 ・落下後、ガラとアスベストは分離した状態で、目視による確認ではガラの 
  表面にアスベストは付着していない状態だった。 
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隣接保育園の園庭に落下したガラの一部 
断熱材が付着したガラの試験体 
（幅約20㎝） 

１．第４回懇話会の課題について 
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 (２)課題の検討  方策② 飛散拡散解析について 

  

  

 ・天候による上昇気流の拡散解析への影響について   

 ・風向、風速の観測地点の高さ及び微風時の拡散解析への影響について 

 ・金岡小学校の観測地点（現地と約1kmの距離）で計測した風向、風速データ 

  は、現地のデータとは異なると思うが、拡散解析への影響は。また、降雨時 

  （H28.6.19）の影響はどうなのか。 

 

↓    

 ≫別添資料において、課題点についての考え方を示す。 

   

  ・別添資料   「北部地域整備事務所アスベスト飛散解析 

           懇話会におけるコメントに関する補足資料」                        

                        大阪大学大学院工学研究科 
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１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 

 

 ・機械室棟内作業中（H28.6.20）の濃度について、開口部の状態を加味し、 
  換気量を考慮し算出すること。 
 ・保育園園庭へのガラ落下の濃度について整理し、総曝露量に反映させること。 
 ・保育園送迎時に東側道路を利用していることも考慮してほしい。 
 ・集合住宅居住者の曝露量の検証について、個別検証の必要性を考慮しながら進 
  めてほしい。 

 

↓    

 ≫行動別曝露量算出の前提条件の整理を行う。 
  
  ・対象施設の使用者を行動別に整理する。 
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１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 

 

 

   ・アスベストの飛散水平分布状況から施設の整理   

 ① 隣接施設Ａ（保育園） 

 ② 隣接施設Ｂ（集合住宅） 

 ③ 隣接施設Ｃ（集合住宅） 

 ④ 隣接施設Ｄ（集合住宅） 

 ⑤ 隣接施設Ｅ（集合住宅） 

 ⑥ 隣接施設Ｆ（集合住宅） 

 ⑦ 隣接施設Ｇ（集合住宅） 

 ⑧ 広  場・駐車場 
 
 ⑨ 道  路 
   （市道新金岡80号線） 
 ⑩ 施  設Ｈ 
   （北部地域整備事務所） 

 

 

 

 

 

 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 
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１．第４回懇話会の課題について 



(２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
 ・対象施設の使用者を行動別に整理 
 ① 隣接施設Ａ（保育園） 
   ケース１（乳児０，１歳）  ６月１８日・２０日・２１日登園 
   ケース２（乳児２歳）    ６月１８日・２０日・２１日登園 
   ケース３（幼児３，４，５歳）６月１８日・２０日・２１日登園 
   ケース４（乳児０，１，２歳）６月２０日・２１日登園 
   ケース５（幼児３，４，５歳）６月２０日・２１日登園 
   ケース６（送迎者）     ６月１８日・２０日・２１日登園 
   ケース７（園職員）     ６月１８日・１９日・２０日・２１日登園 
   ケース８（園職員）     ６月１８日・２０日・２１日登園 
   ケース９（園職員）     ６月１８日・１９日・２０日・２１日登園 
   ケース10（園職員）      ６月２０日・２１日登園 
 ② 隣接施設Ｂ（集合住宅） 
   ケース１ １階から１３階 
 ③ 隣接施設Ｃ（集合住宅） 

   ケース２ １階から５階 
 ④ 隣接施設Ｄ（集合住宅） 
   ケース３ １階から５階 
 ⑤ 隣接施設Ｅ（集合住宅） 
   ケース４ １階から５階 
 ⑥ 隣接施設Ｆ（集合住宅） 
   ケース５ １階から５階 
 ⑦ 隣接施設Ｇ（集合住宅） 
   ケース６ １階から１０階  
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集合住宅居住者の曝露量の検証は、個別
の検証の必要性を考慮しながら進める。 

 

コンクリート片落下時の濃度を考慮する。 
また、送迎者の東側道路の利用を考慮する。 

 

１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
 
    
 ⑧ 広  場・駐車場 
   ケース７ 
 ⑨ 道  路 （市道新金岡８０号線） 
   ケース８ 
 ⑩ 施  設Ｈ（北部地域整備事務所） 
   ケース１（１階職員）  ６月１８日・２０日・２１日勤務 
   ケース２（２階職員）  ６月１８日・２０日・２１日勤務 
   ケース３（空調点検）  ６月１８日点検 
   ケース４（１階職員）  ６月２０日・２１日勤務 
   ケース５（１階職員）  ６月２０日・２１日勤務 
   ケース６（２階職員）  ６月２０日・２１日勤務 
 

 ・ケース別のアスベスト曝露量算出条件の整理 
  ＜条件＞ 
   (１) 対象施設の室内のアスベスト濃度は、窓が開いてたものとして屋外のアスベ 
     スト濃度の内、最大値を採用する。 
    
   (２) 曝露量を算出するに当たり、測点の１時間当たりのアスベスト濃度を累計す 
     る際、例えば、９時から１０時の間に屋外から屋内に移動した場合、アスベス 
     ト濃度の高い側である屋外のアスベスト濃度を採用する。 
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機械室棟内作業中の濃度について換気量を考
慮する。 

１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
  
 ① 隣接施設Ａ（保育園） 
 
  ケース１（乳児０，１歳） 
   ６月18日 
   （園庭(9～11時)＋1階保育室(11～15時)＋園庭(15～18時)＋1階保育室(1８～ 
    1９時)）＋コンクリート片落下時の濃度 
   ６月20日 
   （1階保育室(7～16時)＋園庭 (16～17時)＋1階保育室(17～19時)） 
   6月21日 
   （1階保育室(7～12時) 
   
  ケース２（乳児２歳） 
   ６月18日 
   （園庭(9～11時)＋1階保育室(11～15時)＋園庭(15～18時)＋1階保育室(1８～ 
    1９時)）＋コンクリート片落下時の濃度 
   ６月20日 
   （園庭(7～9時)＋1階保育室(9～10時)＋屋外 (10～11時)＋1階保育室(11～17 
    時)）＋園庭(17～19時)） 
   6月21日 
   （1階保育室(7～12時) ） 
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１．第４回懇話会の課題について 



  (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
 
 ① 隣接施設Ａ（保育園） 
 
  ケース３（幼児3，4，5歳） 
   ６月18日 
   （園庭(9～12時)＋1階保育室(12～15時)＋園庭(15～18時)＋1階保育室(1８～ 
    1９時)） ＋コンクリート片落下時の濃度 
   ６月20日 
   （園庭(7～11時)＋1階保育室(11～17時)＋園庭(17～19時)） 
   6月21日 
   （園庭(7～12時) ） 
    
  ケース４（乳児０，１，２歳） 
   ６月20日 
   （1階保育室(7～16時)＋園庭 (16～17時)＋1階保育室(17～19時)） 
   6月21日 
   （1階保育室(7～12時) ）  
    
  ケース５（幼児3，4，5歳） 
   ６月20日 
   （園庭(7～11時)＋1階保育室(11～17時)＋園庭(17～19時)） 
   6月21日 
   （園庭(7～12時) ） 
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１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
 
 ① 隣接施設Ａ（保育園） 
    
  ケース６（送迎者） 
   ６月18日 
  園庭(9～10時)または 道路(9～10時)＋園庭(16～17時)または 道路(16～17時) 
   ６月20日 
  園庭(9～10時)または 道路(9～10時)＋園庭(16～17時)または 道路(16～17時) 
   6月21日 
  園庭(9～10時)または 道路(9～10時) 
   
  ケース７（園職員） 
   ６月18日 
   （園庭(9～12時)＋1階保育室(12～15時)＋園庭(15～18時)＋1階保育室(1８～ 
    1９時)）＋コンクリート片落下時の濃度 
   ６月20日 
   （園庭(7～11時)＋1階保育室(11～17時)＋園庭(17～19時)） 
   6月21日 
   （園庭(7～12時) ） 
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濃度の高い1時間を累計する 

１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
 
 ① 隣接施設Ａ（保育園） 
  ケース８（園職員） 
   ６月18日 
   （事務室(9～19時)） ＋コンクリート片落下時の濃度 
   ６月20日 
   （事務室(7～19時)） 
   ６月21日 
   （事務室(7～12時)） 
  ケース９（園職員） 
   ６月18日 
   （事務室(9～19時)）  
   ６月20日 
   （事務室(7～19時)） 
   ６月21日 
   （事務室(7～12時)） 
  ケース10（園職員） 
   ６月20日 
   （園庭(7～11時)＋1階保育室(11～17時)＋園庭(17～19時)） 
   6月21日 
   （園庭(7～12時) ） 
 
     18 

１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
  
     
  ケース１から６ 
   ６月18日 
   （※室内(9～24時)＋駐車場(1時間)） 

   6月19日・20日 

   （※室内(0～24時)＋駐車場(1時間)） 
   6月21日 
   （※室内(0～12時)＋駐車場(1時間)） 

                                                    ※駐車場の加算する時間帯を室内から1時間除き算出する。 

 ⑧ 広  場・駐車場 
  ケース７ 
   6月18日    （屋外(9～24時)） 
   6月19日・20日（屋外(0～24時)） 
   6月21日          （屋外(0～12時)） 
  
 ⑨ 道  路 （市道新金岡８０号線） 
  ケース８ 
   6月18日    （屋外(9～24時)） 
   6月19日・20日（屋外(0～24時)） 
   6月21日          （屋外(0～12時)） 
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１．第４回懇話会の課題について 

集合住宅居住者の曝露量の検証は、 
個別の検証の必要性を考慮しながら 
進める。 

 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について 
 
  
 ⑩ 施  設Ｈ（北部地域整備事務所） 
 
  ケース１（１階職員） 
   ６月18日 
   （1階西側執務室(9～10時)＋屋外(10時～１１時)＋1階西側執務室(1１～1４時)    
    ＋屋外(1４時～１５時) ＋1階西側執務室(1５～20時)） 
   6月20日 
   （※1階西側執務室(8～20時)＋1階東側執務室(1時間)） 

   6月21日               ※１階東側執務室の加算する時間帯を１階西側 

    （1階西側執務室(8～12時)）       執務室から1時間除き算出する。 

       
  ケース２（２階職員） 
   6月18日 
   （２階西側執務室及び東側執務室(9～20時)） 
   6月20日 
   （２階西側執務室及び東側執務室(8～20時)） 
   6月21日 
   （２階西側執務室及び東側執務室(8～12時)）    
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１．第４回懇話会の課題について 



 (２)課題の検討  方策③ 行動別曝露量算出の前提条件について  
 
 ⑩ 施  設Ｈ（北部地域整備事務所） 
   
  ケース３（空調点検） 
   ６月18日点検 
   （屋外(10～15時)）    
  ケース４（１階職員） 
   ６月20日 
   （※1階西側執務室(8～20時)＋1階東側執務室(1時間) ＋機械室棟室内 
   6月21日 

   （1階西側執務室(8～12時)）      

  ケース５（１階職員） 

   ６月20日 
   （※1階西側執務室(8～20時)＋1階東側執務室(1時間)） 
   6月21日 

   （1階西側執務室(8～12時)）           ※１階東側執務室の加算する時間帯を１階西側 

                                 執務室から1時間除き算出する。 

  ケース6（２階職員） 
   ６月20日 
   （２階西側執務室及び東側執務室(8～20時)） 
   ６月21日 
   （２階西側執務室及び東側執務室(8～12時)） 
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機械室棟内作業中濃度についての
換気量を考慮する。 

１．第４回懇話会の課題について 


