
社会資本整備総合交付金　自治体別アスベスト補助制度 一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 (ASA) 

自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

北海道 北海道環境生活部
環境局環境政策課
環境保全グル―プ

なし 参照→

― ― ―

融資制度あり

栃木県 環境保全課 
大気環境担当

なし 参照→
― ― ―

融資制度あり

埼玉県 都市整備部 
建築安全課 
震災対策・構造指導担
当

民間建築物のアスベスト除去等に対する補
助制度

参照→ 県内の民間建築物。ただし、さいたま市、川越市、久
喜市にある建築物は対象外

分析：吹付石綿、吹付RW、吹付パ―ライ
ト、吹付バ―ミキュライト
工事：吹付石綿、吹付RW

分析：全額かつ1検体当たり8万円、1棟当たり25万以内、工事：工事費の2/3かつ600万以内 予算:限度額以内（詳しくは県まで）
事業の開始前に、事前の申請が必要

千葉県 環境生活部
大気保全課

なし 参照→
― ― ―

融資制度あり

新潟県 環境対策課 なし 参照→
― ― ―

融資制度あり

石川県 県環境政策課

（アスベスト全般）

なし 参照→
― ― ―

融資制度あり

山梨県 山梨県県土整備部
建築住宅課

アスベスト飛散防止対策事業 参照→ 民間建築物 吹付けアスベスト 分析：対象費用の10/10の額（25万円上限）
工事：対象費用の2/3の額（200万円上限）

予算:不明
補助制度が制定されていない市町村内では補助金の交付を受けられま
せん。補助額は市町村によって異なります

長野県 建設部
建築住宅課

民間建築物のアスベスト除去工事等への
補助について（住宅・建築物安全ストック形
成事業）

参照→

― ―

各市町村の補助事業内容の紹介 予算:詳しくは市町村まで

岐阜県 都市建築部
建築指導課

国土交通省の社会資本整備総合交付金
事業（住宅・建築安全ストック形成事業）を
活用し、分析調査事業及びアスベスト除去
等事業を実施する当該民間建築物の所有
者に補助金を交付する補助制度

参照→ 分析調査事業
アスベスト除去等事業

民間建築物の所有者 国土交通省の社会資本整備総合交付金事業
（住宅・建築安全ストック形成事業）を活用

―

静岡県 くらし・環境部
建築住宅局
建築安全推進課

吹付けアスベスト対策に関する補助制度 参照→ 吹付け建材にアスベストが含有しているおそれがある
民間建築物

吹付けアスベスト 分析：県が専門の調査者を現地に派遣し、アスベスト吹付け建材からの分析試料採取及びアスベスト
含有調査を無料（上限25万円/棟）で行う　※H29.1.17受付終了
工事：工事費の3分の2（上限あり）を補助金として交付する
市町により上限額が異なりますので、詳細は市町にご確認ください

市町村が事業を実施していない場合は、この制度が活用できませんので
ご注意ください。

愛知県 建設部建築局
住宅計画課防災まちづく
りグル―プ

愛知県内の民間建築物吹付けアスベスト
対策補助制度

参照→ アスベスト含有の恐れのある吹付け建材が施工されて
いる恐れのある建築物

吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付け
ロックウ―ル、吹付けバ―ミキュライト、吹
付けひる石、吹付けパ―ライト 等

分析：対象となる費用について定額（15万円から25万円以内）
工事：対象となる費用の２／３以内、補助限度額は、市町村が
定める額（１２０万円から１８０万円）以内を限度とします。

予算:不明
補助を希望される方は、必ず事前に対象となる建築物が所在する市町
村にご相談

三重県 環境生活部　大気・水環
境課

なし 参照→ ― ― ― 融資制度あり
大阪府 大阪市都市計画局

建築指導部監察課
民間建築物吹付けアスベスト調査・除去補
助制度について

参照→ ・建築物の吹付け建材に対するアスベスト含有の有無
に係る調査
・建築物の吹付けアスベスト除去等

吹付けアスベスト等（注1）が施工されてい
る恐れのある建築物（吹付け建材を使用
している建築物は対象となります。）

（１）分析調査事業（平成29年度末制度終了予定）
（２）除去等事業（平成32年度末制度終了予定） 手続きや条件などの詳細、また補助制度の有無については対象建築物

が所在する市町村にお問い合わせください。

兵庫県 県土整備部
住宅建築局
建築指導課

なし 参照→ ― ― ―

4市は補助あり（神戸市・尼崎市、西宮市、芦屋市（芦谷は除去のみ）

奈良県 県土マネジメント部
まちづくり推進局建築課
建築指導係

分析調査のみ補助あり
（県と市町村）

参照→ ― ― 分析調査費を補助します。（限度額有り）
 ただし、本補助制度は平成２９年度末をもって終了します。 補助制度の有無等、詳しくは、市町村ま
でお問い合わせ下さい。

詳しくは市町村まで

和歌山県 環境生活部
環境政策局環境管理課

なし 参照→ ― ― H28年度は含有調査のみ補助を実施 融資制度あり

鳥取県 生活環境部
くらしの安心局 住まいま
ちづくり課
景観・建築指導室

アスベスト撤去支援事業 参照→ ①吹付けアスベスト等（吹付けアスベスト又はアスベス
ト含有吹付けロックウ―ル）が施工されたもの（本事業
以外で国庫補助を受けていないもの）
②建築基準法第９条に基づく措置が命じられていない
もの

吹付けアスベスト 分析：吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査については、全額国庫補助（上限２５
万円）
工事：国１／３、県３／１２、市町村１／１２、所有者１／３
除去等　２，０００万円/棟　を上限　※補助対象事業費上限を超えた額は、所有者負担

予算:不明
市町村が事業を実施していない場合は、この制度が活用できませんので
ご注意ください

島根県 市町村（建築担当部局）
又は県土整備事務所

民間施設吹付けアスベスト等除去支援事
業

参照→ 多数の方が利用する民間施設 吹付けアスベスト 工事：除去費用の２／３以内で、補助限度額は500万円以内で市町村が定める額 予算:不明

岡山県 土木部都市局建築指導
課街づくり推進班

アスベスト改修事業補助制度 参照→ 住宅及び建築物
・吹付け建材のアスベスト含有の有無に関する分析調

吹付けアスベスト 分析：10／10以内
工事：２／３以内

各市町村により、対象の施設・補助の範囲・補助の限度額等が異なる。

徳島県 建築指導室　指導・宅建
担当

徳島県民間建築物アスベスト調査・除去工
事補助事業

参照→ 民間建築物 吹付けアスベスト 分析：原則25万円/棟
工事：補助対象費用の２／３以内　（市町村補助要綱又は予算額による上限あり）

予算:不明

愛媛県 土木部
建築住宅課

民間建築物の吹付けアスベスト含有調査 参照→ アスベストを含有しているおそれがある吹付け建材が
使用された建築物

吹付けアスベスト 市町が事業主体となり1棟につき25万円を限度に補助をしています。ただし、市町によっては調査箇
所当たりの限度額が定めれらている場合がある

各市町村により、対象の施設・
補助の範囲・補助の限度額等が異なる。

都道府県
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/khz/contents/asbest/asbest.htm
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/advice/kankyou/hozen/yuushi.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/sekimenhojyo.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/asbesto/index.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyotaisaku/1204131685762.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/annai_ka/yushi/index.html
http://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/asubesuto.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kurashi/sumai/shien/stock/index.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kaihatsu/jishin-taisaku/11655/bousaitaisaku/asubesuto.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/bou_1/asu.html
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/235379.pdf
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/11127014641.htm
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000384667.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd30_000000022.html
http://www.pref.nara.jp/3940.htm
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032100/asbest/
http://www.pref.tottori.lg.jp/47477.htm
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/asbest/index.data/kentiku_pamph_kaitei.pdf
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-11312.html
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014031200238/
https://www.pref.ehime.jp/h41000/asubesuto.html
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自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

福岡県 環境保全課 なし 参照→

― ― ―

予算:不明
融資制度あり
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kankyou―yushi.html

佐賀県 県土整備部
建築住宅課
建築指導担当

吹付けアスベストの分析費補助 参照→ 県内の全ての民間建築物 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付け
ロックウ―ル、吹付けバ―ミキュライト、吹
付けひる石、吹付けパ―ライト等

アスベスト含有の分析調査に要する費用の10／10以内の額で、知事が適当と認める額
補助限度額：一棟あたり25万円

予算:不明

長崎県 土木部
建築課

長崎県建築物アスベスト改修事業 参照→ アスベストを含有しているおそれがある吹付け建材が
使用された民間建築物

吹付けアスベスト 分析：25万円/棟又は市町が別に定める額のいずれか低い金額
工事：除去等に要する費用の２／３かつ市町は別に定める金額

予算:不明

熊本県 土木部
建築課
安全推進班

熊本県民間建築物アスベスト緊急改修促
進事業

参照→ 吹付けアスベスト等が施工されている建物 吹付けアスベスト及び重量比0．1％以上
のアスベストを含有する吹付けロックウ―
ル

アスベスト除去等に要する費用のうち、国の補助対象経費（補助対象事業費）の6分の1以内の額、
かつ市町村が補助する4分の1以内の額

予算:不明
当事業を活用するには、該当建築物に係る市町村で対応する補助制度
が創設されている必要がある

宮崎県 環境部
環境保全課

なし 参照→ ― ― ― 予算:―
県内で補助事業をしている市町村はない

沖縄県 土木建築部
建築指導課
指導班

沖縄県アスベスト改修事業 参照→ 民間建築物 吹付けアスベスト アスベスト除去等に要する費用（調査設計計画費を含み、民間建築物の除却を行う場合にあっては、
アスベスト除去等に要する費用相当分。）の3分の1以内の額とし、かつ、市町村が補助する額を限度
とします

予算:不明
県の補助を受けるためには、市町村からの補助を受ける必要がある

札幌市
札幌市都市局
建築指導部
建築安全推進課

札幌市民間建築物吹付けアスベスト対策
事業

参照→
対象建築物の所有者
 ※ 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体は対
象になりません。

分析：吹付石綿
工事：吹付石綿

分析： 調査に要する費用で２５万円を限度
工事：工事に要する費用に３分の２を乗じて得た額で１２０万円を限度

予算:不明
補助金交付決定を受ける前に分析や工事に契約・着手することはできな
い。

仙台市
都市整備局
建築指導課

仙台市民間建築物吹付けアスベスト除去
等補助事業

参照→
仙台市内の建築物で、建築物を所有している大規模
な事業者以外の方が対象

分析：吹付石綿
工事：吹付石綿（吹付けバ―ミキュライト
(ひる石)・吹付けパ―ライトは対象外）

分析：対象経費(消費税を除く)の額。２５万円を上限
工事：対象経費(消費税を除く)の2/3 以内の額。120万円を
上限

予算:不明
補助申請にあたっては、補助対象範囲等の確認のため事前相談が必要

さいたま市
建設局/建築部/
建築総務課

民間建築物吹付けアスベスト除去等事業
補助金交付

参照→
本市の区域内に存する建築物（国、地方公共団体そ
の他公共団体若しくはこれらに準じる者が所有する建
築物を除きます。）

吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付
けロックウ―ル

分析：1棟につき25万円を限度
工事：1棟につき費用の3分の2以内の額（600万円を限度）

予算:不明
申請にあたっては、すべて事前相談が必要

千葉市
都市局建築部
建築指導課
建築相談室

吹付けアスベスト対策補助事業 参照→
千葉市内にある建築物で、アスベスト吹付け材の可能
性のある綿状の吹付け材が施工されているもの

吹付けアスベスト
分析：費用の10分の10以内ただし、上限額：1棟あたり25万円
工事：費用の3分の2以内ただし、上限額：1棟あたり100万円

予算:不明
解体予定の建築物も対象
事前に相談が必要

千代田区
環境まちづくり部
建築指導課
構造審査係

アスベスト対策助成 参照→ 区内の民間建築物 吹付けアスベスト

調査：調査費用は原則無料ですが、建物の規模等によってはご利用できない場合あり
分析：1棟につき25万円を限度
工事：費用（消費税を除く）の3分の2を、限度額の範囲内で助成
住宅の駐車場、倉庫等1棟につき100万円
分譲・賃貸マンションの共用部分（廊下等・機械室・受水槽室・駐車場等）1棟につき100万円 機械式
立体駐車場1棟につき1,400万円

予算:不明
申請にあたっては、すべて事前相談が必要

中央区 住宅課 融資あり 参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

港　　区

環境リサイクル支援部
環境課
環境指導・環境アセスメ
ント担当

アスベスト対策費助成 参照→
アスベストを含有する吹付け材または保温材を使用
し、または使用した疑いのある建築物

アスベストを含有する吹付け材または保
温材

分析：費用の2分の1相当額（限度額10万円）
工事：一戸建て　限度額50万円
　　　：共同住宅、事業所等　限度額200万円

予算:不明
助成の対象となるか、確認が必要なので要相談

新宿区
都市計画部―建築調整
課

アスベスト対策助成制度 参照→ 区内の建物 吹付けアスベスト

分析：含有調査費（消費税相当額を除く）の10/10相当
（上限25万円/棟）
工事：除去等工事費（消費税相当額を除く）の2/3相当
　　　一戸建ての住宅　　　　上限50万円/棟
　　　分譲マンション・その他　上限300万円/棟

予算:不明
申請にあたっては、すべて事前相談が必要

文京区 環境政策課指導担当 アスベスト分析調査費助成事業 参照→
区内の住宅、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場
等

アスベストを含有している可能性のある吹
付け建材

建築物等1棟あたり25万円を限度
助成件数2件となった時点で終了
専門調査機関によるアスベスト分析調査に要した費用を助成

台東区 建築課監察担当
民間建築物アスベスト対策費（調査・工事）
助成

参照→

・屋内外においてアスベスト含有の可能性のある吹き
付け材が露出した状態で使用されている住宅又は兼
用住宅
・屋内外においてアスベスト含有の可能性のある吹き
付け材が露出した状態で使用されている共同住宅（各
戸別ではなく建物を単位とします。）
・建築基準法第6条又は第6条の2の手続きを伴う増
築、大規模修繕・模様替を行おうとする建築物

吹付けアスベスト

分析：10万円（ただし、アスベスト簡易調査のみ 1万円）
工事：住宅、兼用住宅又は個人所有の建築物　30万円
　　　：共同住宅　100万円

予算:不明
申請にあたっては、すべて事前相談が必要

墨田区
都市整備部
環境担当環境保全課
指導調査担当

民間建築物のアスベスト確認調査費助成 参照→ 墨田区内の建物 吹付けアスベスト
分析：アスベスト調査分析する費用の半額（最高10万円まで）
工事：アスベスト除去などに伴う調査分析費の半額を助成する。ただし、10万円を上限

予算:不明
分析調査を実施する前に申請が必要

江東区
環境清掃部
環境保全課
指導係

アスベスト分析調査費助成 参照→
アスベストを含有している可能性のある吹付け材又は
保温材等が使用されている区内の建築物

吹付けアスベスト
分析：調査費用の2分の1以内
※助成限度額は5万円です。
建築物1棟につき1回限り

予算:不明
分析調査を実施する前に申請が必要

品川区
環境課
指導調査係

アスベスト対策助成事業 参照→ 区内の住宅・事務所・作業所・店舗・倉庫・駐車場等 吹付けアスベスト
分析：費用の10分の10相当※1棟につき25万円を上限とします。
工事：費用の3分の2相当※1棟につき300万円を上限とします。

予算:アスベスト調査：5件（先着順）
アスベスト除去工事：3件（先着順）

目黒区
環境清掃部
環境保全課
公害対策係

目黒区アスベスト（石綿）調査助成制度 参照→

区内にある建築物のうち、平成18年8月31日以前に
建築されたものが対象となります。戸建住宅、集合住
宅（マンション）のほか、事務所、工場、店舗、賃貸住
宅等も助成の対象

アスベストを0．1パ―セントを超えて含む
吹付けロックウ―ル、吹付けひる石（バ―
ミキュライト）、パ―ライト吹付け、発泡ケイ
酸ソ―ダ吹付け石綿等

分析：アスベスト分析調査費用の1／2以内を助成
限度額：戸建10万円、分譲集合住宅・事業用建築物20万円

予算:不明

大田区
建築調整課
建築相談担当

アスベスト分析費用の助成 参照→ 平成9年3月31日以前に建てた区内建築物 吹付けアスベスト 分析：費用の半額（限度額10万円） 予算:不明
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自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

世田谷区
環境政策部
環境保全課

民間建築物アスベスト含有調査助成 参照→ 区内にある助成対象建築物 吹付けアスベスト
分析：1棟につき25万円を限度

予算:不明
申請にあたっては、すべて事前相談が必要

渋谷区
環境保全課
公害対策係

アスベスト無料相談・調査 参照→ 区内にある建築物 アスベスト含有建材
調査：無料
工事：自己負担

予算:不明
専門員が現場を訪問調査し、対応について助言

中野区
環境部
生活環境分野
環境公害担当

住宅修築資金融資あっせん制度によるア
スベスト含有建物工事のための資金融資

参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

杉並区
都市整備部
住宅課管理係

融資あり 参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

豊島区
環境清掃部
環境保全課

アスベスト分析調査費用の助成 参照→
アスベストを含有している可能性のある吹付材等が使
用されている区内の建築物等

吹付けアスベスト
分析：調査費の100/100相当額
助成限度額は25万円

予算:不明
書類の提出前に事前相談が必要

北　区
生活環境部
環境課
環境規制調査係

なし 参照→ なし なし なし 予算：なし

荒川区
経営支援課
融資係

融資あり 参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

板橋区
資源環境部
環境課

アスベスト分析調査補助金交付 参照→ 建築物や工作物等の所在が板橋区内にあるもの 吹付けアスベスト 分析：費用に要する額の2分の1の額。限度額：1回のアスベスト分析調査あたり5万円。 書類の提出前に事前相談が必要

練馬区
環境部
環境課
環境規制係

アスベストの調査費用および除去工事費用
の助成制度

参照→ 区内に所在する民間の建築物等 吹付けアスベスト

分析：戸建住宅・分譲共同住宅（専有部分） 助成率2分の1、助成限度額　5万円
　　　：分譲共同住宅（共用部分）・賃貸共同住宅・事業所等 助成率2分の1、助成限度額　10万円
工事：戸建住宅・分譲共同住宅（専有部分）助成率　3分の2、助成限度額　200万円
　　　：分譲共同住宅（共用部分）・賃貸共同住宅・事業所等　助成率　2分の1、助成限度額　400万
円

予算:不明
助成の対象となるか、確認が必要なので要相談

足立区 
環境部
生活環境保全課
公害規制係

足立区吹付アスベスト対策費助成事業 参照→ 足立区内に所在する建築物 吹付けアスベスト
分析：費用の100％ 上限額10万円
工事：費用の50％
　　　一戸建て住宅 50万円、共同住宅 200万円、左記以外 200万円

予算:不明
助成を受けるには、調査または工事の前に申請が必要

葛飾区
都市整備部
建築課

アスベスト撤去工事などに対する助成 参照→ 区内の住宅 吹付けアスベスト
分析：費用の2分の1で、10万円（共同住宅は30万円）
工事：費用の2分の1で、30万円（共同住宅は100万円）

予算:不明

江戸川区
都市開発部
建築指導課

アスベスト除去等工事費助成 参照→
住宅（兼用及び併用住宅を含む。）
共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車
場等

吹付けアスベスト

分析：1棟につき10万円を限度に調査費用該当額の半分
工事：住宅（兼用及び併用住宅を含む。）30万円
　　　：共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場等
　　　　100万円

予算:不明
助成の対象となるか、確認が必要なので要相談

横浜市
建築局
企画部
建築防災課

横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策
事業

参照→
多数の人が利用する民間建築物（店舗、事務所、 駐
車場等）

吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付
けロックウ―ル

分析：無料
工事：費用の２／３以内（上限300万円）

予算:不明
※以下は対象外です！
・個人住宅
・除却予定の建築物
・吹付け建材以外の建材（屋根等に使われる成形板等）

川崎市
まちづくり局指導部
建築指導課
誘導促進担当

川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策
事業（補助金制度）

参照→ 民間建築物 吹付けアスベスト
分析：費用の全額を補助します。ただし、補助金額は1か所調査の場合15万円、複数か所調査の場
合25万円が上限額
工事：費用の2/3以内の額を補助します。ただし、補助金額は300万円が上限額

予算:不明
助成の対象となるか、確認が必要なので要相談

相模原市
建築・住まい政策課
（耐震推進班）

個人住宅吹き付けアスベスト対策費補助 参照→ 戸建住宅、共同住宅（専用部分） 吹付けアスベスト
分析：個人の住宅10万円、共同住宅の共用部分30万円
工事：個人の住宅30万円、共同住宅の共用部分300万円

予算:不明
書類の提出前に事前相談が必要

新潟市
建築部
建築行政課

新潟市民間建築物アスベスト調査補助制
度

参照→
市内にある民間建築物で、当面解体する予定がない
もの

吹付けアスベスト
分析：費用の10分の10以内、原則として1検体あたり15万円を限度とし、複数検体の場合は、1棟あ
たり25万円を限度
工事：アスベスト除去等工事に要する費用の3分の2以内、600万円を上限

予算:不明

静岡市
都市局 建築部
建築指導課
指導係

静岡市民間建築物吹付けアスベスト対策
事業

参照→
静岡市内の民間建築物の所有者等が行う民間建築
物

吹付けアスベスト
分析：経費の額以内（ただし上限25万円／建築物）
工事：経費の3分の1以内（建築物を除却する場合は、アスベスト除去等費用相当分。ただし上限60
万円／敷地）

予算:不明
アスベスト分析調査事業につきましては、平成29年度末までとなります

浜松市
浜松市役所都市整備部
建築行政課

民間建築物吹付けアスベスト対策事業 参照→

浜松市内に存在する民間建築物で、過去に地方公共
団体等から、アスベスト分析調査事業、アスベスト除
去等事業に関し、それぞれ同様の補助金の交付を受
けていないものの所有者等（市税を完納していること）

吹付けアスベスト
分析：経費の10分の10以内ただし、1棟あたり25万円が上限
工事：経費の3分の2以内ただし、1敷地あたり300万円が上限

予算:不明
契約する前に、建築行政課と事前協議が必要

名古屋市
住宅都市局
建築指導部
監察課建築防災係

名古屋市民間既存建築物吹付けアスベス
ト対策補助事業

参照→ 名古屋市内にある民間建築物 吹付けアスベスト
分析：費用の全額、ただし15万円を限度
工事：費用の3分の2以内、ただし120万円を限度

予算:不明
書類の提出前に事前相談が必要

京都市
都市計画局
建築指導部
建築安全推進課

京都市吹付けアスベスト除去等助成事業 参照→

以下の1～6までの全ての条件にあてはまる建築物が
補助対象となります。
1.含有調査事業にあっては，アスベスト含有のおそれ
がある吹付け材が使用されているもの
2.アスベスト除去等事業にあっては，吹付け建築材料
のアスベスト含有率が0.1％以上であることが，含有調
査により判明したもの

アスベスト含有のおそれがある吹付け材
分析：対象費用以内の額(限度額25万円)
工事：対象費用の3分の2以内の額（限度額100万円）

分析：【先着16件程度】
工事：【先着4件程度】

大阪市
大阪市都市計画局
建築指導部
監察課

大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去
等補助制度

参照→
大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これか
らも継続して使用する建築物

分析：露出している吹付け石綿の調査、
含有の有無及び含有量の調査
工事：露出している吹付け石綿

分析：上限金額内（上限金額は、25万円（1試料あたりの上限金額は、10万円））
工事：費用の1／3かつ上限金額内（上限金額は、戸建住宅の場合20万円、戸建住宅以外の場合
100万円）

予算:不明
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自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

堺市
建築都市局
開発調整部
耐震化推進室

建物に使われている吹付け材のアスベスト
の含有調査及び除去等工事への補助金

参照→
吹付けアスベストを使用しているおそれがあるすべて
の建築物

吹付けアスベスト
分析：調査に要する費用の全額。ただし、25万円を限度
工事：除去等工事に要する費用の3分の2以内の額。ただし、100万円を限度

予算:不明
事前協議が必要

神戸市
住宅都市局
建築指導部安全対策課

神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度 参照→

吹付け建材にアスベストが含有されているおそれのあ
る全ての民間建築物（但し、当該建築物を除却する予
定のないこと）劇場、集会所、病院、ホテル、共同住
宅、学校、百貨店、展示場、物販店、飲食店、倉庫、
自動車車庫、事務所、工場など

吹付けアスベスト、もしくは重量比0.1％を
超えるアスベストを含有する吹付けロック
ウ―ル

分析：費用の全額（限度額25万円）
工事：費用の3分の1以内（限度額300万円）

予算:不明
事前協議が必要

岡山市
都市整備局
建築指導課

岡山市民間建築物吹付けアスベスト除去
等補助制度

参照→
多数の者が利用し、露出している吹付け物にアスベス
トが含有されているおそれのある民間建築物。（ただ
し、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと）

吹付けアスベスト

分析：調査箇所1箇所当たり6万円を上限。ただし5箇所以上調査する場合は25万円を上限。（補助
対象建築物が同一敷地内に複数ある場合で、複数の補助対象建築物を5箇所以上調査する場合も
同様とする）
工事：工事費に2／3を乗じた額で、1棟当たり上限を1,000万円。（ただし、補助対象建築物が同一
敷地内に複数ある場合は当該敷地につき1,000万円を上限）

予算:不明
補助申請にあたっては、事前に協議が必要

広島市
都市整備局指導部
建築指導課

広島市民間建築物吹付けアスベスト除去
等補助制度

参照→ 市内に存する民間建築物
吹付けアスベスト及び重量比０．１％を超
えるアスベストを含有する吹付けロックウ
―ル

分析：全額かつ25万以内、工事：1/2かつ100万以内
予算:分析：16棟、工事：4棟
市役所建築指導課との事前協議が必要です。分析調査・除去工事等の
契約後に申込みはできません

北九州市
建築都市局指導部
建築指導課

北九州市民間建築物吹付けアスベスト除
去等補助事業

参照→
吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建
物

吹付けアスベスト
分析：費用の10/10の額。ただし、25万円を上限
工事：費用の2/3の額。ただし、120万円を上限とし、分析調査で補助金を受けた場合は、その額を
控除します（合計120万円）

予算:不明
事前協議が必要

福岡市
住宅都市局 建築指導部
建築指導課

福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去
等対策事業

参照→
吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築
物

吹付けアスベスト

分析：費用の全額。ただし，25万円を限度
工事：費用の3分の2以内の額で下表限度額以内。ただし、分析調査事業で補助金を受けた場合は、
その金額を控除します。
指定建築物 ：除去工事300万円、封じ込め工事・囲い込み工事 120万円
上記以外の建築物 ：除去工事・封じ込め工事・囲い込み工事 120万円

予算:不明
補助申請に際しては、事前相談が必要です。

熊本市

都市建設局
建築住宅部
建築政策課
建築物安全推進室

熊本市民間建築物吹付けアスベスト含有
調査事業

参照→ 熊本市内にある民間建築物 吹付けアスベスト アスベスト含有調査に要する費用（消費税を除く）で、１棟あたり25万円を限度とします。
予算:平成２９年度は募集棟数は５棟程度を予定しています（先着順）
本事業は平成２９年度末で終了します。
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http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/taisakujigyo.html
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/asbestos/asubesuto.html
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社会資本整備総合交付金　自治体別アスベスト補助制度 一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 (ASA) 

自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

函館市
都市建設部
建築行政課

函館市アスベスト対策支援事業 参照→
市内に存する吹き付けアスベスト等が露出して
施工されているおそれがある建築物

吹付けアスベスト アスベスト含有調査に要する費用の額以内（限度額：２５万円） 予算:不明

旭川市
建築部建築指導課
建築安全推進係

旭川市アスベスト対策事業補助制度 参照→

次の要件を全て満たす建築物が対象になりま
す。
・分析調査については、露出して吹付けられた
アスベストが施工されているおそれがあるも
の、除去等工事については、露出して吹付けら
れたアスベストが施工されているもの
・非木造で延べ面積が500平方メ―トルを超える
もの
・建築基準法その他の法令の規定に明らかな違
反がないもの

吹付けアスベスト
分析：費用の25万円を上限
工事：費用の3分の2以内の額。ただし、屋外については1,000万円、屋内については120万
円を上限

予算:不明
補助申請に際しては、事前相談が必要です。

秋田市 商工貿易振興課 融資あり 参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

郡山市
都市整備部開発建築指
導課

平成28年度まであり 参照→ 平成28年度まであり 平成28年度まであり 平成28年度まであり 予算；平成28年度まであり

いわき市
生活環境部
環境企画課

なし 参照→ なし なし なし なし

宇都宮市
都市整備部
建築指導課

宇都宮市民間建築物アスベスト除去等
補助制度

参照→
•多数の人が利用する建築物（店舗・工場・事務
所等）
•住宅（周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅）

吹付けアスベスト
分析：対象事業費の全額（1棟あたり、上限25万円）
工事：対象事業費の3分の2（1棟あたり、上限200万円）

予算:不明

前橋市 建築指導課 吹付けアスベスト分析調査費補助事業 参照→
吹付けアスベスト等※２が施工されているおそ
れがある市内の建築物が対象です。
 解体を予定している建築物も対象になります

吹付けアスベスト及びアスベスト含
有吹付けロックウ―ルが対象です。
その他のアスベスト含有建材（吹付
けパ―ライト、吹付けバ―ミキュラ
イト、保温材、成形板等）は、通常
の状態では飛散する可能性が低いこ
とから補助
の対象としていません

分析調査に要する費用の 10/10 以内。（上限25万円／棟） 予算:不明

高崎市 建築指導課
高崎市民間建築物アスベスト含有調査
事業

参照→
市内の建築物であること。
ただし、解体を予定している建築物は対象外

吹き付けアスベスト、吹き付けロッ
クウ―ル、吹き付けパ―ライト及び
吹き付けバ― ミキュライト（ひる
石）でアスベストの重量が、当該吹
き付け建築材料の重量の0.1パ―セン
トを超えるもの。

分析：補助対象額から消費税相当額を除いた額の10分の10以内の額（上限は25万円/棟）
予算:不明
アスベスト含有調査の契約前に、必ず補助金交付申請の手続きを
行ってください。

川越市
都市計画部　建築指導
課　建築指導担当

民間建築物吹付けアスベスト含有調査
補助制度

参照→ 川越市内の民間建築物 吹付けアスベスト 分析：費用全額ただし、上限25万円 予算:不明

船橋市 建築指導課 指導係
民間建築物アスベスト分析調査・除去
等の補助

参照→
　船橋市内にある住宅・建築物で、人が居住・
執務・出入りする空間または外部に吹付けアス
ベスト材がある可能性があるもの。

吹付けアスベスト
分析：費用の全額（但し、上限額10万）
工事：費用の3分の2（但し、上限額120万）

予算:不明
補助申請に際しては、事前相談が必要です。

富山市 建築指導課
富山市民間建築物吹付けアスベスト除
去等支援事業

参照→ 富山市内にある民間建築物 吹付けアスベスト
分析：分析調査費の１０／１０（上限２５万円）
工事：除去等工事費の２／３（上限２００万円）

予算:不明
補助申請に際しては、事前相談が必要です。

長野市 建築指導課
アスベスト飛散防止対策に対する補助
制度

参照→ 民間建築物 吹付けアスベスト
分析：上限額５万円/分析かつ25万円/棟
工事：費用の2/3（上限800万円かつ22,000円/平方メ―トル）

予算:不明
分析調査は平成29年度末で廃止
除去工事は平成32年度末で廃止

中核都市
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http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300062/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/53901/5439008/d058598.html
http://www.city.akita.akita.jp/wp/inpr/article/33/
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/mobile/335000/faq/toshisebi/014.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001874/index.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/kenchiku/shidou/1005914.html
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http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/toshi_machizukuri/machizukuri/kenchikushido/asbestganyu.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/haikibutsu/006/04/p002576.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/kenchikushidoka/asbest_3.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/osirase/16838.html


社会資本整備総合交付金　自治体別アスベスト補助制度 一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 (ASA) 

自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

岐阜市 建築指導課
民間建築物吹付けアスベスト対策補助
事業

参照→
アスベスト含有の吹付け建材が施工されている
おそれがある建築物。戸建住宅も含む。

吹付けアスベスト、アスベスト含有
吹付けロックウ―ル（含有するアス
ベストの重量が当該建築材料の重量
の0.1%を超えるもの）をいいます。
吹付けバ―ミキュライト（ひる石吹
付け）、パ―ライト吹付け、アスベ
スト形成板等の非飛散性アスベスト
は補助対象ではありません。

分析：9万円（消費税を除く） 限度額 9万円
工事：300万円（消費税を除く）  限度額200万円

予算:含有調査 10件, 除去等 2件
補助申請に際しては、事前相談が必要です。

豊橋市
建設部
建築指導課

民間建築物吹付けアスベスト対策事業 参照→
市内の住宅・建築物（国や地方公共団体その他
公の機関が所有するものを除く）

吹付けアスベスト
分析：分析調査に要した経費の額（上限２５万円）
工事：除却等に要した経費の額の３分の２（上限180万円）

予算:不明
お申し込みは、契約・着手前でないとできません

岡崎市 住宅課耐震促進係 民間建築物吹付けアスベスト対策事業 参照→ 岡崎市内にある民間建築物はすべて補助対象
吹付けアスベスト又はアスベスト含
有吹付けロックウ―ルで重量がその
0.1％を超えているものに限ります。

分析：対象費用の全額かつ上限25万円
工事：対象費用の3分の2以内かつ上限180万円

予算:不明

豊田市
都市整備部
定住促進課

豊田市民間建築物吹付けアスベスト等
対策補助事業

参照→
吹付けアスベスト等が施工されているおそれの
ある建築物

吹付けアスベスト
分析：1棟につき上限25万円
工事：経費の3分の2以内の額（1敷地につき上限180万円）

予算:不明
建築物の除却を行う場合は、アスベスト除去等に要する費用が補
助対象経費

大津市
未来まちづくり部
建築指導課

民間建築物アスベスト含有調査事業費
補助

参照→

解体(除去)、増築、改築等の予定のない建築
物。
建築確認又は計画通知済証の交付を受けて建築
された建築物

吹付けアスベスト 分析：25万円を限度として全額補助
予算:不明
交付申請前に必ず事前相談が必要

豊中市
都市計画推進部
建築審査課

吹付けアスベスト調査・除去補助制度 参照→ 市内に存する民間の既存建築物 吹付けアスベスト

分析：費用（検体の採取費用を含む）の１０分の１０を補助。ただし原則として建築物１
棟あたり２５万円を限度とする
工事：アスベスト除去工事に要した費用の３分の２を補助。ただし１敷地あたり１００万
円を限度とする

予算:不明

高槻市
都市創造部
審査指導課

アスベスト対策調査費用の補助 参照→
市内の民間建築物のうちで、吹付けアスベスト
等が施行されている可能性のあるもの

吹付けアスベスト 分析：調査費用の全額。ただし、25万円を限度 予算:不明

枚方市 環境指導課 なし 参照→ なし なし なし なし

東大阪市
建設局 建築部
建築指導室
指導監察課

吹付けアスベスト等分析調査補助金制
度

参照→
吹付アスベスト等が施工されているおそれのあ
る東大阪市内の民間建築物

吹付けアスベスト 分析：アスベスト含有の有無及び含有量の調査費用。ただし、25万円を上限 予算:不明

尼崎市
都市整備局
都市計画部
建築安全担当

吹き付けアスベスト除去等補助事業 参照→
吹付けアスベストが施工されているおそれのあ
る建築物

吹付けアスベスト
分析：対象経費相当額とします。ただし、上限額は1棟あたり25万円となっています
工事：対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、除去等面積によっては上限がありま
す。

予算:不明
申し込みにあたっては、事前の打ち合わせが必要

奈良市
都市整備部
建築指導課

奈良市民間建築物吹付けアスベスト等
分析調査事業補助金

参照→
市内に存する吹付けアスベスト等が施工されて
いる可能性のある民間の建築物

吹付けアスベスト等が施工されてい
る可能性のある建築物

吹付け建材について、アスベスト等の含有の有無及び含有量を調べるための調査に要した
経費に対する補助金
補助限度額250,000円

予算:不明
申込時に現場立会の日時を決めます(市担当者が吹付けアスベス
ト等の施工箇所の確認に参ります。）

倉敷市
倉敷市建設局建築部
建築指導課

倉敷市アスベスト改修事業費補助金 参照→
吹付けアスベストが施工されているおそれのあ
る建築物

吹付けアスベスト
分析：補助対象経費の10分の10の額。ただし，１棟につき25万円を限度とする。
工事：補助対象経費の3分の2の額。ただし，1,000万円を限度とする。

予算:不明
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http://www.city.gifu.lg.jp/9807.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2962.htm
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http://www.city.kurashiki.okayama.jp/19495.htm
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自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

福山市 環境保全課 福山市環境保全資金融資制度 参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

松山市 建築指導課 アスベスト含有調査費用を補助 参照→

吹付けアスベストなどが施工されているおそれ
のある民間建築物で、社会資本整備総合交付金
要綱のうち、住宅・建築物安全ストック形成事
業制度などに基づき実施するもの

吹付けアスベスト 分析：1カ所あたり10万円以下です。（ただし、1棟につき25万円が限度です。）
予算:5カ所程度の予定
事前相談票に記入し、建築確認書と検査済証や、建築物の登記な
どの資料をそろえてご相談ください

長崎市
まちづくり部
建築指導課

長崎市民間建築物吹付けアスベスト改
修支援事業

参照→ 長崎市内にある多数の者が利用する民間建築物 吹付けアスベスト
分析：費用の10分の10（限度額：250,000円）
工事：費用の3分の2（限度額：1,000万円）

予算:不明

大分市
都市計画部
開発建築指導課

吹付けアスベストの分析および除去等
に対して補助

参照→
吹付けアスベストが施工されているおそれのあ
る民間建築物

吹付けアスベスト
分析：補助対象経費の額に相当する額（１０分の１０）とし、一棟あたり２５万円を限度
とする。
工事：補助対象経費の３分の２以内の額とし、一棟あたり１２０万円を限度とする。

予算:不明
補助申請にあたって事前相談が必要

鹿児島市
建設局建築部
建築指導課

鹿児島市民間建築物アスベスト対策事
業

参照→
吹付けアスベスト等が施工されているおそれの
ある住宅・建築物

吹付けアスベスト及びアスベスト含
有吹付けロックウ―ル

分析：全額補助（上限額25万円）
工事：経費の3分の2に相当する額
（上限額163万円とし、除去等の対象面積に、1平方メ―トル当たり26,700円を乗じて得た
額を超えないものとする）

予算:不明

那覇市
都市計画部
建築指導課

なし 参照→ 市内にある建築物 吹付けアスベスト
分析：費用の10分の10（限度額：250,000円）
工事：費用の3分の1（限度額：100万円）

予算:特に設けていない
HPに掲載なし。相談、問い合わせ等あれば案内をしている
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http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/1527.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/hodo/201606/asubesuto2016.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p004264.html
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1494817225815/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/anzen/asbestos.html
http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/sidou/asubesuto2013.html


社会資本整備総合交付金　自治体別アスベスト補助制度 一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 (ASA) 

自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

川口市 建築安全課建築調査係 民間建築物アスベスト対策補助事業 参照→
吹付けアスベストが施工されているおそれのあ
る民間建築物

吹付けアスベスト又はアスベスト含
有ロックウ―ル

分析：補助対象経費※以内の額で、上限 25 万円まで
工事：補助対象経費※の 2／3 以内の額で、上限 300万円まで

予算:不明

所沢市 産業振興課 融資あり 参照→ 不明 不明 不明 予算:不明

市原市
都市部
建築指導課

アスベスト対策事業補助金交付制度 参照→

市原市内の民間建築物であって、以下の用途に
該当するものとします。
　・住宅（付属する車庫・倉庫なども含む）
　・多数の者が利用する建築物（マンションな
どの共用部分や店舗、事務所、駐車場など）

吹付けアスベスト
分析：15万円以内
工事：住宅の除去の場合等、80万円以内で除去等費用の3分の2に相当する額。多数の者が
利用する建築物の除去の場合、120万円以内で除去等費用の3分の2に相当する額

予算:不明
補助申請にあたって事前相談が必要

吹田市 開発審査室
既存民間建築物吹付けアスベスト含有
調査補助制度

参照→

・吹付けアスベスト等が施工されているおそれ
がある建築物
・建築主事の確認を受けて建築されたもの
・調査に対し、国、大阪府、市その他の公共団
体又は公共的団体の補助金等が交付されない建
築物

吹付けアスベスト 分析：アスベスト含有調査に要した額(限度額250,000円)
予算:不明
事前申請が必要

八尾市
八尾市建築部
建築指導室

吹付けアスベスト分析調査補助金交付
制度

参照→ 八尾市内の民間の建築物が対象
吹付けられた建材のアスベスト含有
の調査

アスベスト含有の有無の調査及び含有量の調査に要した費用を補助。ただし、25万円を限
度

予算:不明
補助を受けられる際は事前に相談、申請手続き等が必要

大牟田市
都市整備部建築指導課
指導担当

アスベスト含有調査補助 参照→ 吹付けアスベスト

含有調査事業に要する経費で分析による
調査を実施する機関に対して支払う
費用が対象となります。ただし、１棟あたり
２５万円を限度

含有調査事業に要する経費で分析による調査を実施する機関に対して支払う
費用が対象となります。ただし、１棟あたり２５万円を限度

予算:不明
補助申請にあたって事前相談が必要

佐世保市
都市整備部
建築指導課

民間建築物へのアスベスト成分調査等
の助成

参照→ 佐世保市内に存する民間建築物 吹付けアスベスト
分析：1棟につき、調査費用の100パ―セントただし、補助金の上限25万円まで
工事：1棟につき、工事費用の3分の2以内
※ただし、補助金の上限1,100万円まで

分析：4棟
工事：平成29年度は予定なし
分析調査は平成29年度末で廃止
除去工事は平成32年度末で廃止

自治体名 窓口 補助金制度名 詳細HP 対象 補助対象建材 内容 予算/その他

三鷹市
生活環境部
環境政策課

建築物アスベスト調査経費助成 参照→ 吹付けアスベスト

分析：戸建住宅 費用の全額、1戸につき
上限15万円
　　　：分譲共同住宅 費用の全額、1棟に
つき上限25万円
　　　：その他建築物 費用のの2分の1、1
棟につき上限20万円

―
予算:不明
補助申請にあたって事前相談が必要

稲城市
市民部
環境課

吹き付けアスベスト（石綿）の分析調
査・処理

参照→ 不明 吹付けアスベスト 分析：自己負担 予算:不明

大防法政令市

その他
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http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/40200127/40200127.html
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyohozen/taiki/asubesuto.html
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemono/anzen/304_asbestos.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshikeikaku/kaihatsushinsa/_74837.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000022371.html
https://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=5&class_set_id=1&class_id=323
http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/asbestos.html
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/022/022712.html
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/asbestos/bunsekichousa.html

