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表 石綿規制及び石綿含有建材の製造（販売）時期一覧表 ⻄宮市環境保全課作成

※１ この一覧表は「石綿（アスベスト）含有建材データベース」、「目で見るアスベスト建材（第２版）」及びメーカー公表情報等を元に作成していますが、あくまで参考情報として取り扱いください
※２ 製造・販売期間は、引用元に掲載されている期間としていますが、建材によっては前後するものがあることをあらかじめご了承ください
※３ 一覧表は昭和45（1945）年以降としていますが、それ以前から製造されている含有建材もあります
※４ 各建材に関する詳細な情報等はデータベースやメーカーホームページなどでご確認ください
※５ レベル１相当の吹付材やレベル２相当の煙突用断熱材は製造期間に関らず、分析調査にて含有有無を判断するようにしてください
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⻄暦 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12

1 【製造期間】1956〜1975

1 【製造期間】1961〜1980

1 【製造期間】1964〜1989※平成７年頃までは石綿が添加されている前提で調査が必要

1 【製造期間】1965〜1989

1 【製造期間】1971？〜1989

2 【製造期間】1940？〜1983

2 【製造期間】1964〜1991

2 【製造期間】1958〜1983

2 【製造期間】1965〜1990

3 【製造期間】1957〜2004

3 【製造期間】1931〜2004

3 【製造期間】1936？〜2004

3 【製造期間】1972〜2004

3 【製造期間】1953？〜2004

3 【製造期間】1977〜2004

3 【製造期間】1961〜2003？

3 【製造期間】1962〜2004 ※2004〜2006の間で天然鉱物繊維のセピオライト（石綿の代替品）が含有されている製品が一部あり（データベースに登録あり）

3 【製造期間】1960？〜2004

3 【製造期間】1964〜1987

3 【製造期間】1970〜1986

3 【製造期間】1951？〜2004

【製 造】 または 【販 売】 期 間

法規制による石綿含有率

備考
注意点

流通・使用の可能性がある期間（データベースの判断基準（２年）や文献等の情報を引用） 分析調査が必要と考えられる建材 色なし【凡例】色分類

作
業
レ
ベ
ル

石綿使用なし※４、５製造・販売期間

１％規制 0.1％規制

スレートボード・フレキシブルボード

スレートボード・平板

スレートボード・軟質板

スレートボード・軟質フレキシブル板

スレートボード・その他

スラグせっこう板

けい酸カルシウム板第１種

ロックウール吸音板

昭   和

規制なし ５％規制

法令改正の主な内容
業界団体取組等

吹付ロックウール（湿式）

吹付ロックウール（乾式・半乾式）

吹付石綿（トムレックス等）

平   成

―

☛５％超の吹付石綿作業が原則禁⽌（Ｓ50〜）
☛ロックウール⼯業会の⾃主規制により石綿含有ロックウール（乾式）の使用中⽌（Ｓ55〜）
☛ロックウール⼯業会の⾃主規制により石綿含有ロックウール（湿式）の使用中⽌（Ｈ1〜）
 ㊟上記⼯業会に所属していない事業者は対応していない可能性がある

☛１％超の吹付け作業が原則禁⽌（Ｈ7〜）
☛⻘、茶石綿の製造禁⽌（Ｈ７〜）
☛１％超の石綿製品製造・販売禁⽌（Ｈ16〜）
☛石綿障害予防規則の制定（Ｈ17）

☛0.1％超の石綿製造・使用禁⽌
（H18.9〜）
 ※代替品が未確立の部材を除く
☛石綿製品の全⾯禁⽌(Ｈ24〜)

保温材（珪藻土・ケイカル等）

年号

吹付バーミキュライト（ひる石）

吹付パーライト

耐火被覆材（ケイカル板第２種等）

屋根用折半断熱材（フェルトン等）

煙突用断熱材（カポスタック等）

【項  目】
法規制・業界団体取組
石綿含有建材一般名称・代表商品名

石膏ボード

パーライト板

パルプセメント板

押出成形セメント板
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表 石綿規制及び石綿含有建材の製造（販売）時期一覧表 ⻄宮市環境保全課作成

※１ この一覧表は「石綿（アスベスト）含有建材データベース」、「目で見るアスベスト建材（第２版）」及びメーカー公表情報等を元に作成していますが、あくまで参考情報として取り扱いください
※２ 製造・販売期間は、引用元に掲載されている期間としていますが、建材によっては前後するものがあることをあらかじめご了承ください
※３ 一覧表は昭和45（1945）年以降としていますが、それ以前から製造されている含有建材もあります
※４ 各建材に関する詳細な情報等はデータベースやメーカーホームページなどでご確認ください
※５ レベル１相当の吹付材やレベル２相当の煙突用断熱材は製造期間に関らず、分析調査にて含有有無を判断するようにしてください

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
⻄暦 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12

【製 造】 または 【販 売】 期 間

法規制による石綿含有率

備考
注意点

流通・使用の可能性がある期間（データベースの判断基準（２年）や文献等の情報を引用） 分析調査が必要と考えられる建材 色なし【凡例】色分類

作
業
レ
ベ
ル

石綿使用なし※４、５製造・販売期間

１％規制 0.1％規制

昭   和

規制なし ５％規制

法令改正の主な内容
業界団体取組等

平   成

―

☛５％超の吹付石綿作業が原則禁⽌（Ｓ50〜）
☛ロックウール⼯業会の⾃主規制により石綿含有ロックウール（乾式）の使用中⽌（Ｓ55〜）
☛ロックウール⼯業会の⾃主規制により石綿含有ロックウール（湿式）の使用中⽌（Ｈ1〜）
 ㊟上記⼯業会に所属していない事業者は対応していない可能性がある

☛１％超の吹付け作業が原則禁⽌（Ｈ7〜）
☛⻘、茶石綿の製造禁⽌（Ｈ７〜）
☛１％超の石綿製品製造・販売禁⽌（Ｈ16〜）
☛石綿障害予防規則の制定（Ｈ17）

☛0.1％超の石綿製造・使用禁⽌
（H18.9〜）
 ※代替品が未確立の部材を除く
☛石綿製品の全⾯禁⽌(Ｈ24〜)

年号
【項  目】

法規制・業界団体取組
石綿含有建材一般名称・代表商品名

3 【製造期間】1966？〜2004

3 【製造期間】1961〜1991

3 【製造期間】1952〜1987

3 【製造期間】1951〜1990

3 【製造期間】1966〜1988 ※情報量少ない

3 【製造期間】1960〜1966 ※情報量少ない

3 【製造期間】1971〜2004

3 【製造期間】1937〜1987

3 【製造期間】1961？〜2004

3 【製造期間】1975〜1990

3 【製造期間】1931？〜2004

3 【製造期間】1931？〜2004

3 【製造期間】1962〜2004

3 【製造期間】1931〜1985 ※情報量少ない

3 【製造期間】1937〜2004

3 【製造期間】1973〜2001 ※情報量少ない

3 【製造・販売期間】1970年代頃？〜2005年まで販売・流通していたとの情報あり※⽇本接着剤⼯業会やメーカーホームページの情報

3 【製造期間】1960年代以前？〜2012年３⽉に代替技術が確立し、以後石綿含有製品なし（主に化学⼯業用プラントなどで使用されているもの）

3 【販売期間】1970〜1999 ※⽇本建築仕上材⼯業会の情報

3 【販売期間】1970〜2005 ※⽇本建築仕上材⼯業会の情報

ビニル床シート（⻑尺シート等）

けい酸カルシウム床材

ソフト巾木

その他パネル・ボード

壁紙

ビニル床タイル（Ｐタイル等）

屋根用化粧スレート（カラーベスト等）

ルーフィング

窯業系サイディング

スレート波板・大波

スレート波板・小波

スレート波板・その他

複合金属系サイディング

接着剤

セメント管（水道管等）

セメント円筒(耐火二層管・煙突等）

セメント発泡体

ガスケット・パッキン

建築用仕上塗材（ひる石・パーライト除く）

建築用下地調整材


