
件名 内容
所蔵
場所

冊子名 作成部局 年月日

戦時金融金庫・貸付金関係書類（会社別）（貸付金１８１２号） 分館

戦時金融金庫・貸付金関係書類
（会社別）（貸付金１８１２号）【要審
査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
06月01日 -
昭和20年
06月30日

戦時金融金庫・明治石綿鉱業・清算報告書他（株式２０７号） 分館

戦時金融金庫・明治石綿鉱業・清
算報告書他（株式２０７号）【要審
査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
10月01日 -
昭和21年
08月31日

交易営団・支払伝票綴（石綿）（鉱産部第９５号） 分館
交易営団・支払伝票綴（石綿）（鉱
産部第９５号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
10月01日 -
昭和23年
12月31日

交易営団・陸海支還雲母石綿重晶石関係書類（鉱産部第１５３
号）

分館

交易営団・陸海支還雲母石綿重
晶石関係書類（鉱産部第１５３号）
【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和18年
12月01日 -
昭和21年
03月31日

交易営団・石綿関係書類（鉱産部第１５４号） 分館
交易営団・石綿関係書類（鉱産部
第１５４号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和21年
10月01日 -
昭和23年
09月30日

交易営団・石綿レリーズ関係書類（鉱産部第１５５号） 分館
交易営団・石綿レリーズ関係書類
（鉱産部第１５５号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和23年
04月01日 -
昭和23年
11月30日

交易営団・石綿スレート関係書類（運輸保管部第１１８号） 分館
交易営団・石綿スレート関係書類
（運輸保管部第１１８号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和18年
03月01日 -
昭和21年
04月30日

交易営団・海軍、陸軍運送物資石綿台帳（大阪支部第２１１１
号）

分館

交易営団・海軍、陸軍運送物資石
綿台帳（大阪支部第２１１１号）【要
審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和19年
04月01日 -
昭和21年
03月31日

交易営団・特別物資石綿関係綴（大阪支部第２２９６号） 分館
交易営団・特別物資石綿関係綴
（大阪支部第２２９６号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
11月01日 -
昭和21年
09月30日

交易営団・木材輸出関係書綴（石綿、雲母）・交易会計（神戸支
部第８９３号）

分館

交易営団・木材輸出関係書綴（石
綿、雲母）・交易会計（神戸支部第
８９３号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和18年
08月01日 -
昭和22年
06月30日

交易営団・石綿関係書類綴（神戸支部第３０６８号） 分館
交易営団・石綿関係書類綴（神戸
支部第３０６８号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和21年
07月01日 -
昭和23年
04月30日

交易営団・荷渡完了台帳（生ゴム、石綿スレート）（仙台支部第３
８号）

分館

交易営団・荷渡完了台帳（生ゴ
ム、石綿スレート）（仙台支部第３８
号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
08月01日 -
昭和21年
05月31日

交易営団・精算帳（輸入品・雲母石綿他）（鉱産部第２４号） 分館

交易営団・精算帳（輸入品・雲母
石綿他）（鉱産部第２４号）【要審
査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
03月01日 -
昭和21年
03月31日

交易営団・運送物質雲母石綿重晶石精算関係書類（鉱産部第
４４号）

分館

交易営団・運送物質雲母石綿重
晶石精算関係書類（鉱産部第４４
号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
10月01日 -
昭和21年
04月30日

交易営団・雲母、石綿、重晶石・債権、債務書類（鉱産部第４６
号）

分館

交易営団・雲母、石綿、重晶石・債
権、債務書類（鉱産部第４６号）
【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
07月01日 -
昭和21年
12月31日

交易営団・石綿関係書類綴（鉱産部第６３号） 分館
交易営団・石綿関係書類綴（鉱産
部第６３号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和19年
11月01日 -
昭和20年
08月31日

交易営団・対調達庁補償申請アスベスト関係書類（認許可調達
人事等第２３号）

分館

交易営団・対調達庁補償申請アス
ベスト関係書類（認許可調達人事
等第２３号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和28年
08月01日 -
昭和28年
08月31日

交易営団・蒙彊石綿、雲母在庫明細綴（大阪支部第２４０４号） 分館

交易営団・蒙彊石綿、雲母在庫明
細綴（大阪支部第２４０４号）【要審
査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和21年
04月01日 -
昭和23年
03月31日

交易営団・石綿雲母（大阪支部第２４０８号） 分館
交易営団・石綿雲母（大阪支部第
２４０８号）【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和23年
04月01日 -
昭和23年
04月30日

石綿販売株式会社・総勘定元帳 分館
石綿販売株式会社・総勘定元帳
【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和22年
08月01日 -
昭和22年
08月01日

石綿販売株式会社・定款類・税金関係 分館
石綿販売株式会社・定款類・税金
関係【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和21年
07月01日 -
昭和21年
07月31日

石綿販売株式会社・株主名簿 分館
石綿販売株式会社・株主名簿【要
審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和20年
02月01日 -
昭和22年
06月30日

公文書館資料石綿関連リスト
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件名 内容
所蔵
場所

冊子名 作成部局 年月日

石綿販売株式会社・履歴書綴 分館
石綿販売株式会社・履歴書綴【要
審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和21年
05月

石綿販売株式会社・債務支払調書 分館
石綿販売株式会社・債務支払調
書【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

石綿販売株式会社・債務支払調書 分館
石綿販売株式会社・債務支払調
書【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

日本石綿輸入協会・閉鎖後特殊清算関係書類綴 分館
日本石綿輸入協会・閉鎖後特殊
清算関係書類綴【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和22年
07月01日 -
昭和23年
12月22日

全国石綿スレートパイプ工業協同組合・支払調書 分館
全国石綿スレートパイプ工業協同
組合・支払調書【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

全国石綿スレートパイプ工業協同組合・ファイル 分館
全国石綿スレートパイプ工業協同
組合・ファイル【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和22年
08月01日

全国石綿スレートパイプ工業協同組合・元帳 分館
全国石綿スレートパイプ工業協同
組合・元帳【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和22年
08月01日

昭和２６年満洲造酒（株）・昭和２４年政令第２９１号第３３条重
要書類

分館
昭和２６年満洲造酒（株）・昭和２４
年政令第２９１号第３３条重要書
類【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和３１年整理費用に関する領収書綴・重要書類 分館
昭和３１年整理費用に関する領収
書綴・重要書類【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

石綿販売株式会社・重要書類 分館
石綿販売株式会社・重要書類【要
審査】

閉鎖機関整理委員
会

昭和22年
06月10日 -
昭和22年
06月10日

全国石綿スレートパイプ工業協同組合・支払調書 分館
全国石綿スレートパイプ工業協同
組合・支払調書【要審査】

閉鎖機関整理委員
会

輸入税表番号第４１８号の内　石綿製品に関する参考書
昭和財政史資料第４号第１０９
冊

分館
大蔵省財務総合政
策研究所財政史室

昭和07年
05月

石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ 分館 労働省労災補償部

平成17年
08月22日 -
平成17年
08月22日

石綿ばく露歴等チェック表 分館 労働省労災補償部

平成17年
08月22日 -
平成17年
08月22日

石綿スレート製造業の中小企業構造改善計画の承認について 構造改善計画（原議）2/3 分館
構造改善計画（原議）2/3【公開】 通商産業省生活産

業局窯業建材課
平成04年
07月27日

石綿スレート製造業の中小企業構造改善計画の変更の承認に
ついて（平成5年度計画）

構造改善計画（原議）2/3 分館 〃
通商産業省生活産
業局窯業建材課

平成05年
06月07日

アスベスト（石綿）による大気汚染の未然防止について
昭和５６年～平成９年度大気汚
染防止法関係通達綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
昭和60年
02月21日

アスベストモニタリング事業の結果について
昭和５６年～平成９年度大気汚
染防止法関係通達綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
昭和62年
03月16日

建築物の改修、解体に伴うアスベスト（石綿）による大気汚染の
防止について

昭和５６年～平成９年度大気汚
染防止法関係通達綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
昭和62年
10月26日

建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策につい
て環大規第２６号、衛企第・・・

昭和５６年～平成９年度大気汚
染防止法関係通達綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
昭和63年
02月01日

阪神・淡路大震災に伴う建造物の解体・撤去に係るアスベスト
飛散防止対策について

昭和５６年～平成９年度大気汚
染防止法関係通達綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成07年
02月23日

建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策におけ
る留意事項について（通知・・・

昭和５６年～平成９年度大気汚
染防止法関係通達綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成09年
02月24日

建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策におけ
る留意事項について（通知・・・

平成９年度大気汚染防止法施
行規則改正法文検討

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成09年
02月17日

平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課

平成08年
05月13日 -
平成08年
12月16日

アスベスト飛散防止対策検討会作業部会（第１回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
06月14日

アスベスト飛散防止対策検討会作業部会（第２回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
07月08日

アスベスト飛散防止対策検討会作業部会（第３回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
08月27日

アスベスト飛散防止対策検討会作業部会（第４回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
09月19日

アスベスト飛散防止対策検討会作業部会（第５回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
11月06日

アスベスト飛散防止対策検討会作業部会（第６回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
11月27日

アスベスト飛散防止対策検討会（第１回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
05月13日

アスベスト飛散防止対策検討会（第２回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
07月15日

アスベスト飛散防止対策検討会（第３回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
10月01日

アスベスト飛散防止対策検討会（第４回） 平成８年度アスベスト検討会 分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成08年
12月16日

アスベスト対策推進検討会報告書
平成元年１２月大気汚染防止法
の一部を改正する法律関係、政
令、府令、告示通達原議綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成01年

11月

石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法（告示）
平成元年１２月大気汚染防止法
の一部を改正する法律関係、政
令、府令、告示通達原議綴

分館
環境庁大気保全局

大気規制課
平成01年
12月18日

衆議院議員管直人君提出アスベスト問題に関する質問に対す
る答弁書

平成元年度主意書 分館 環境庁大気保全局
平成01年

12月

アスベスト問題に関する質問主意書 平成元年度主意書 分館 環境庁大気保全局
平成01年
12月07日
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所蔵
場所
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衆議院議員管直人君提出アスベスト問題に対する答弁書につ
いて（閣議請議）

平成元年度主意書 分館 環境庁大気保全局
平成01年
12月20日

アスベスト取り扱い 分館 環境庁大気保全局

平成01年
10月31日 -
平成03年
04月25日

台湾鉱業規則中ヲ改正ス・（ニッケル鉱及雲母等）
公文類聚・第六十二編・昭和十
三年・第八十一巻・産業九・鉱

本館 内閣
昭和13年
07月04日

朝鮮重要鉱物増産令中ヲ改正ス・（燐鉱、石綿、霞石、藍晶石
等ノ開発増産ノ為）

公文類聚・第六十五編・昭和十
六年・第百二十四巻・産業十・
鉱業二・漁業・雑載

本館 内閣
昭和16年
05月31日

重要鉱物指定令ヲ定ム
公文類聚・第六十六編・昭和十
七年・第九十七巻・産業八・鉱
業・漁業・雑載・展覧会

本館 内閣
昭和17年
01月17日

四〇五 株式会社日本勧業銀行ヨリノ曙石綿工業株式会社ニ対
スル貸付ニ関スル協議ノ件

各種調査会委員会文書・臨時
資金審査委員会書類・一関係

本館 内閣 昭和12年

昭和１５年・国勢調査結果原表・第９表　福島県（男）（農耕業～
セメント及石綿製品製・・・

本館
昭和１５年・国勢調査結果原表・第
９表 福島県（男）（農耕業～セメン
ト及石綿製品製造業）【公開】

総理府統計局
昭和15年 -
昭和15年

昭和１５年・国勢調査結果原表・第２０表　内地全体（石綿製品
製造業～生糸製造業）

本館
昭和１５年・国勢調査結果原表・第
２０表 内地全体（石綿製品製造業
～生糸製造業）【公開】

総理府統計局
昭和15年 -
昭和15年

外国輸出ノ薬材其他ノ物品海関税免除・御署名原本・明治二十
一年・勅令第八十三号

勅令 分館 内閣 明治21年

南洋群島鉱業令制定南洋群島鉄業規則廃止（南洋庁令第七号
参看）・御署名原本・昭和十・・・

勅令 分館 内閣 昭和12年

鉱業法中改正（勅令第三百九十六号第八百九十六号参看）・御
署名原本・昭和十五年・法・・・

法律 分館 内閣 昭和15年

重要鉱物指定令・御署名原本・昭和十七年・勅令第二〇号 勅令 分館 内閣 昭和17年
重要鉱物指定令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第
七三号

勅令 分館 内閣 昭和20年

持株会社整理委員会等文書・管理有価証券処分回議書（２）・
扶桑石綿株式会社

分館
持株会社整理委員

会

昭和23年
11月01日 -
昭和24年
10月31日

持株会社整理委員会等文書・管理有価証券処分回議書（２）・
日本アスベスト株式会社

分館
持株会社整理委員

会

昭和23年
06月03日 -
昭和23年
08月27日

持株会社整理委員会等文書・管理有価証券処分回議書（２）・
日本人造石綿株式会社

分館
持株会社整理委員

会

昭和23年
05月29日 -
昭和23年
07月16日

集排法手続記録（２２）・（野沢石綿興業株式会社関係） 本館
集排法手続記録（２２）・（野沢石綿
興業株式会社関係）【要審査】

総理庁公正取引委
員会事務局総務部

総務課

昭和23年
02月08日 -
昭和23年
12月17日

健康保険組合設立認可第１７９冊（大商証券、パインミシン、興
産相互銀行、朝日石綿工・・・

本館
健康保険組合設立認可第１７９冊
（大商証券、パインミシン、興産相
互

厚生省保険局健康
保険課

昭和36年 -
昭和36年

健康保険組合設立認可第１８９冊（石川製作所、新東洋硝子、
日本アスベスト）

本館
健康保険組合設立認可第１８９冊
（石川製作所、新東洋硝子、日本
ア

厚生省保険局健康
保険課

昭和37年 -
昭和37年

健康保険組合設立認可第２４８冊（野沢石綿セメント） 本館
健康保険組合設立認可第２４８冊
（野沢石綿セメント）【公開】

厚生省保険局保険
課

昭和39年 -
昭和39年

厚生年金基金設立認可第４０４冊（朝日石綿工業） 本館
厚生年金基金設立認可第４０４冊
（朝日石綿工業）【公開】

厚生省年金局企画
課

昭和43年 -
昭和43年

厚生年金基金設立認可関係第６６７冊・日本アスベスト 分館
厚生年金基金設立認可関係第６６
７冊・日本アスベスト【要審査】 年金局

昭和45年 -
昭和45年

三、石綿配給統制規則ニ依ル譲渡許可申請ニ関スル件
各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
02月25日

一〇、石綿配給統制規則ニ依ル譲渡許可申請ニ関スル件
各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
02月26日

一一、石綿配給統制規則ニ依ル譲受許可ニ関スル件
各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
03月09日

一六、石綿配給統制規則ニ依ル譲渡許可申請ニ関スル件　日
本石綿パイプ工業組合

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
03月20日

一七、石綿配給統制規則ニ依ル石綿譲渡許可申請ニ関スル件
昭和通商（株）

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
05月21日

一八、石綿配給統制規則ニ依ル石綿特別取扱許可申請ノ件
寺田産業（株）

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
05月21日

一九、石綿配給統制規則ニ依ル石綿特別取扱許可申請ノ件
浅野セメント（株）

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
05月21日

二〇、石綿配給統制規則ニ依ル石綿特別取扱許可申請ノ件
日本アスベスト（株）

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
05月21日

二一、石綿配給統制規則ニ依ル石綿特別取扱許可申請ノ件
日本エタニットパイプ（株）

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
05月21日

二三、石綿配給統制規則ニ依ル石綿譲受許可申請ニ関スル件
（株）日本パッキング製作・・・

各種配給統制規則及企業許可
令等・化学局・昭和１８年、昭和
１９年

本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
06月09日
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件名 内容
所蔵
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二八、石綿配給統制規則制定ニ関スル件
例規類・機械局、化学局・昭和１
７年

本館
商工省化学局無機

課
昭和17年
12月19日

四、石綿配給統制規則ノ施行ニ関スル件 雑・雑類・化学局・昭和１８年 本館
商工省化学局無機

課
昭和18年
02月23日

石綿製品需給調整要領並びに石綿製品指定生産用資材割当
基準承認願いについて

昭和２４年・雑・生活物資局、通
商雑貨局

本館
昭和２４年・雑・生活物資局、通商
雑貨局【公開】

通商産業省通商雑
貨局建材課

昭和24年
10月24日

東京都　三協石綿（株）脇田正久ほか７９名　訴願裁決について
再審査請求及び訴願の裁決等・
東京都・（昭２９．７．２７～昭３
２．５．３１）

本館
再審査請求及び訴願の裁決等・
東京都・（昭２９．７．２７～昭３２．
５．３

建設省計画局
昭和32年
05月31日

東京都　建築基準法第３８条の規定に基づく認定について（石
綿ビニル二層管）

建築基準法第３８条による認定
申請・東京都・（昭４８．２．２４～
昭４８．１０．１５）

本館

建築基準法第３８条による認定申
請・東京都・（昭４８．２．２４～昭４
８．１０．１５）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和48年
09月14日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（石綿成形板・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館

耐火構造等の指定（資料）・（昭４
０．１１．２４～昭４３．６．２２）【要
審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和43年
03月19日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（石綿けい酸・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（朝日ブロベ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
09月27日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（石綿成型板・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（朝日ブロベ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
09月27日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（朝日ブロベ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
09月27日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（吹付石綿ト・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
12月17日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（石綿成型板・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（石綿けい酸・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（吹付石綿朝・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
07月07日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（ひる石プラ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（石綿けい酸・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（両面石綿セ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
12月20日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（両面石綿セ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
12月17日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（アルミ板／・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和41年
07月23日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
指定について（両面石綿セ・・・

耐火構造等の指定（資料）・（昭
４０．１１．２４～昭４３．６．２２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

東京都　建築防火材料の認定について（難燃第２９２７号ハイ
ウォール石綿板）

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館
防火材料の認定（資料）・（昭３６．
６．１～昭５９．１２．３）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和41年
09月17日

大阪府　建築防火材料の認定について（難燃第２９２６号難燃プ
ラスチックス化粧合板）・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和41年
01月25日

防火材料　石綿板　資料（不燃第２１０号）
防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
06月25日

東京都　不燃材料の認定について（不燃第２０８号アスベスト
ラックス吸音板）

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和39年
07月07日

防火材料　石綿スレート　資料（不燃第１３９号）
防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
01月29日

東京都　建築防火材料の認定について（不燃第１３８号化粧石
綿スレート平板（フリット・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
09月09日

福岡県　建築防火材料の認定について（不燃第１３７号石綿セメ
ント板（スーパーライト・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
09月09日

福岡県　建築防火材料、構造の認定について（不燃第１３４号
三和石綿ボードＫＫケーシ・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
07月01日

大阪府　建築防火材料、構造の認定について（不燃第１３１号
松下電工ＫＫ（ナショナル・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
04月01日

福岡県　建築防火材料、構造の認定について（不燃第１２９号
常盤石綿工業トキワライト・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
02月01日

福岡県　建築防火材料の認定について（不燃第５１２号パーライ
ト入石綿セメント板（フ・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
09月09日

大阪府　建築防火材料、構造の認定について（不燃第４２５号
吉川アスベストキャメル印・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
07月01日

東京都　建築防火材料、構造の認定について（不燃第４２４号
内外アスベストＫＫサーモ・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
04月01日

東京都　建築防火材料の認定について（不燃第４２９号石綿セメ
ント板（クボタ不燃サイ・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
12月08日

大阪府　建築防火材料の認定について（不燃第４２８号石綿吸
音天井板（ナショナル天井・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
12月08日

東京都　不燃材料の認定について（不燃第１２４号豊年メラシー
ト化粧板（石綿セメント・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和39年
07月07日

東京都　建築防火材料、構造の認定について（不燃第３０４号
野沢石綿セメントＫＫノザ・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
02月01日

防火材料　吸音化粧パルプ石綿セメント板　資料（準不燃第１５
４２号）

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
06月25日

東京都　建築防火材料の認定について（準不燃第１５４１号プラ
スチック化粧石綿板（ハ・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和42年
07月18日

福岡県　建築防火材料、構造の認定について（準不燃第１５３４
号福岡石綿加工、福岡石・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
07月01日

福岡県　建築防火材料、構造の認定について（準不燃第１５３３
号東亜石綿ボード）

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
07月01日

福岡県　建築防火材料、構造の認定について（準不燃第１５３２
号三和石綿ボード工業有・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
07月01日
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防火材料　特殊石綿板　資料（準不燃第１５１６号）
防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和36年
08月04日

防火材料　特殊石綿板、その他　資料（準不燃第１５１２号、１５
１１号）（準不燃第１・・・

防火材料の認定（資料）・（昭３
６．６．１～昭５９．１２．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和36年
06月01日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（ア・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館

耐火構造等の認定（資料）・防火
戸の認定（資料）・耐火構造等の
認定、指定（資料）・（昭３７．９．２
１～４５．５．１２）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和40年
12月20日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（ア・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
12月20日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（石・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
02月07日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（フ・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

埼玉県　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（両・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（吹・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
12月17日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（石・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年
03月19日

東京都　建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐
火構造の指定について（石・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和43年

兵庫県　防火構造　原義有　建築防火材料、構造の認定につい
て（防火第５８号）（日本・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和39年
12月15日

兵庫県　防火構造　原義有　建築防火材料、構造の認定につい
て（防火第５９号）（朝日・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
02月01日

兵庫県　防火構造　原義有　建築防火材料、構造の認定につい
て（防火第６０号）（朝日・・・

耐火構造等の認定（資料）・防
火戸の認定（資料）・耐火構造
等の認定、指定（資料）・（昭３
７．９．２１～４５．５．１２）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和40年
02月01日

建築基準法第３８条に基づく認定（石綿ビニル二層管）〔追加〕
建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５１．１２．９～昭５２．
９．２７）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５１．１２．９～昭５２．９．２
７）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和52年
09月27日

防火構造の認定について（石綿スレート（６ｍｍ）、石綿セメント
けい酸カルシウム板（・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５３．１２．５～昭５４．
６．１５）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５３．１２．５～昭５４．６．１
５）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和53年
12月05日

建築基準法第２３条に基づく認定について（ガラス繊維混入セメ
ントモルタル（８ｍｍ）・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５３．１２．５～昭５４．
６．１５）

本館
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
06月15日

建築基準法施行令第２２条の２第２項第３号に基づく認定につ
いて（片面石綿セメント押・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．１９～昭５４．１
０．３）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５４．１．１９～昭５４．１０．
３）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和54年
01月19日

建築基準法施行令第２２条の２第２項第３号に基づく認定につ
いて（両面石綿スレート（・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．１９～昭５４．１
０．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
01月29日

昭和３４年建設省告示第２５４５号に基づく防火構造の認定につ
いて（石綿けい酸カルシ・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．１９～昭５４．１
０．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
05月18日

昭和３４年建設省告示第２５４５号に基づく防火構造の認定につ
いて（石綿パーライト混・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．１９～昭５４．１
０．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
06月15日

昭和３４年建設省告示第２５４５号に基づく防火構造の認定につ
いて（パーライト混入石・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．１９～昭５４．１
０．３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
10月03日

既認定防火材料に該当する商品の追加について（化粧石綿ス
レート）（ビニル壁紙）

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．２９～昭５４．
９．４）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５４．１．２９～昭５４．９．４）
【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和54年
04月05日

既認定防火材料に該当する商品の追加について（５０号化粧石
綿スレート、５１号繊維壁・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．２９～昭５４．

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
09月03日

既指定耐火構造に該当する商品の追加について（石綿けい酸
カルシウム板（１６ｍｍ積層・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．１．２９～昭５４．

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
09月04日

防火材料の認定について（石綿スレート合成ゴムシート積層板
（エバーダンパー））等

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．３．６～昭５４．３．
２２）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５４．３．６～昭５４．３．２２）
【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和54年
03月06日
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防火材料の認定について（個別第９６次）（パルプ混入石綿セメ
ント板（ＥТボード））・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．７．２６～昭５４．１
０．５）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５４．７．２６～昭５４．１０．
５）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和54年
10月05日

耐火構造の指定について（通則）（石綿けい酸カルシウム板（２
４ｍｍ積層）両面張り中・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．２．２７～昭５４．
９．１３）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５４．２．２７～昭５４．９．１
３）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和54年
02月27日

耐火構造の指定について（通則）（石綿けい酸カルシウム板（１
６ｍｍ積層）両面張り中・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５４．２．２７～昭５４．
９．１３）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和54年
03月01日

建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料及び昭和４４年建
設省告示第３４１５号に指・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭４４．１２．１６～昭５１．
１．２１）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭４４．１２．１６～昭５１．１．
２１）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和44年
12月16日

建築基準法施行令第１０７条第１号の規定に基づく耐火構造の
通則的な指定について（第・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭４４．１２．１６～昭５１．
１．２１）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和45年
07月04日

既認定防火材料に該当する商品の追加について（石綿スレー
ト・着色亜鉛鉄板、石綿けい・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭４４．１２．１６～昭５１．
１．２１）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和48年
07月17日

既認定防火材料の仕様の概要の変更について（化粧石綿セメ
ント板系　クボタ・カラーベ・・・

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭４４．１２．１６～昭５１．
１．２１）

本館 〃
建設省住宅局建築

指導課
昭和50年
06月25日

建築基準法第３８条の規定に基づく認定について（石綿ビニル
二層管）

建築基準法第３８条に基づく認
定等・（昭５５．７．２５～昭５５．１
２．１１）

本館

建築基準法第３８条に基づく認定
等・（昭５５．７．２５～昭５５．１２．
１１）【要審査】

建設省住宅局建築
指導課

昭和55年
12月01日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・石綿スレー
ト協会、アイジー工業株・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・石綿スレート協
会、アイジー工業株式会社、ボー
ド株式会社、社団法人軽金属協
会、日本ハードボード工業株式
会･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和49年
05月07日 -
昭和50年
03月25日

石綿スレート協会　耐火構造の指定について（通則第８次）（昭
和５０年２月６日建設省・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・石綿スレー

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
05月27日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・（株）奥村重
兵衛商店、日本アスベ・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・（株）奥村重兵
衛商店、日本アスベスト（株）、帝
人（株）、（株）コンテック、石綿ス
レート協会、日本繊維壁･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和48年
11月15日 -
昭和49年
11月26日

日本アスベスト（株）、帝人（株）、（株）コンテック　遮音構造の指
定について（個別・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・（株）奥村

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
08月21日

石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商品の追加に
ついて

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・（株）奥村

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
11月26日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・近畿車輌
（株）、昭和コーニア（株・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・近畿車輌（株）、
昭和コーニア（株）、アルナ工機
（株）、三協アルミニウム（株）、帝
人（株）、大成化工（株･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和49年
09月24日 -
昭和49年
12月09日

朝日石綿工業（株）、日本アスベスト（株）、大成建設（株）、日東
紡績（株）、バミク・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・近畿車輌
（株）、昭和コーニア（株）、アル
ナ工機（株）、三協アルミニウム
（株）、帝人（株）、大成化工
（株）、ナカ工業（株）、興亜不燃
板工業（株）、朝日石綿工業
（株）、日本アスベスト（株）、大
成建設（株）、日東紡績（株）、バ
ミクライト・オブ・ジャパン・リミ
テッド東京支社・（昭和４９．９．２

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
12月09日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・三菱樹脂
（株）、タイルストーン（・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・三菱樹脂（株）、
タイルストーン（株）、明和産業
（株）、大倉工業（株）、（株）岐阜加
工ベニア製作所、（株･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和49年
11月21日 -
昭和49年
11月26日

朝日石綿工業（株）、東洋プライウッド（株）、東海鋼業（株）、日
本防火ライト工業（・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・三菱樹脂
（株）、タイルストーン（株）、明和
産業（株）、大倉工業（株）、（株）
岐阜加工ベニア製作所、（株）ユ
アサ、三井石油化学工業（株）、
昭和電工（株）、（株）アルポリッ
ク、宮崎木材工業（株）、岡三銘
木工業（株）、朝日石綿工業
（株）、東洋プライウッド（株）、東
海鋼業（株）、日本防火ライト工

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
11月26日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・日本製鐡
（株）、東レ・エンジニア・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・日本製鐡（株）、
東レ・エンジニアリング（株）、鹿島
建設（株）、パルプセメント板協会、
石綿スレート協会・･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和49年
09月24日 -
昭和50年
08月08日
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石綿スレート協会ほか　既認定防火材料に該当する商品の追
加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・日本製鐡
（株）、東レ・エンジニアリング
（株）、鹿島建設（株）、パルプセ
メント板協会、石綿スレート協
会・（昭和４９．９．２４～昭和５

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和50年
08月08日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・北海道
ニュー建（株）、日本アスベ・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・北海道ニュー建
（株）、日本アスベスト（株）、岩崎
企業（株）、（株）三電舎ほか・（昭
和４８．８．９～昭和･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和48年
08月09日 -
昭和49年
12月26日

日本アスベスト（株）、アイカ工業（株）、石田建材工業（株）防火
材料の認定について・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・北海道
ニュー建（株）、日本アスベスト
（株）、岩崎企業（株）、（株）三電
舎ほか・（昭和４８．８．９～昭和

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
07月02日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・ＡＬＣ協会、
石綿スレート、オリエ・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・ＡＬＣ協会、石綿
スレート、オリエンタルメタル製造
（他７社）・（昭和４９．４．４～昭和
４９．５．９）【要審査】

住宅局建築指導課

昭和49年
04月04日 -
昭和49年
05月09日

ＡＬＣ協会、石綿スレート　耐火構造の指定について（通則第７
次）（昭和４９年６月８・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・ＡＬＣ協会、
石綿スレート、オリエンタルメタ
ル製造（他７社）・（昭和４９．４．
４～昭和４９．５．９）

分館 住宅局建築指導課
昭和49年
04月04日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・（株）ノザワ
他４社、石綿スレート・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・（株）ノザワ他４
社、石綿スレート協会、硝子繊維
協会・（昭和４９．７．８～昭和４９．
９．１８）【要審査】

住宅局建築指導課

昭和49年
07月08日 -
昭和49年
09月18日

石綿スレート協会　防火構造の認定等について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・（株）ノザワ
他４社、石綿スレート協会、硝子
繊維協会・（昭和４９．７．８～昭
和４９．９．１８）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和49年
08月01日

建築試験室　石綿スレート協会　既認定防火材料（不燃第１００
２号）の会社名の変更に・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・吉田工業
（株）、大島応用化学工業（株）、
（株）チューオー建築試験室、日
本防火ライト工業（株）、建築研
究所、宮崎木材工業（株）、松下
電工（株）・（昭５８．１１．２９～昭

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・吉田工業（株）、
大島応用化学工業（株）、（株）
チューオー建築試験室、日本防火
ライト工業（株）、建築研究･･･【要
審査】

住宅局建築指導課
昭和58年
12月01日

建築研究所　石綿スレート協会　既指定耐火構造の変更につい
て

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・吉田工業
（株）、大島応用化学工業（株）、
（株）チューオー建築試験室、日
本防火ライト工業（株）、建築研
究所、宮崎木材工業（株）、松下
電工（株）・（昭５８．１１．２９～昭

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
09月28日

建築研究所　石綿スレート協会　既指定遮音構造（（通）第６号）
の商品名の変更につい・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・吉田工業
（株）、大島応用化学工業（株）、
（株）チューオー建築試験室、日
本防火ライト工業（株）、建築研
究所、宮崎木材工業（株）、松下
電工（株）・（昭５８．１１．２９～昭

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
10月09日

建築試験室　石綿スレート協会　既認定防火材料（不燃第１００
２号）の製造会社の所在・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築試験
室、大島応用化学工業（株）、久
保田鉄工（株）、興亜不燃板工
業（株）、ロンシール工業（株）、
建築研究所、日本スパンクリー
ト協会他７社・（昭５８．１０．２０

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・建築試験室、大
島応用化学工業（株）、久保田鉄
工（株）、興亜不燃板工業（株）、ロ
ンシール工業（株）、建築･･･【要審
査】

住宅局建築指導課
昭和59年
05月01日

建築研究所　石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商
品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築試験
室、大島応用化学工業（株）、久
保田鉄工（株）、興亜不燃板工
業（株）、ロンシール工業（株）、
建築研究所、日本スパンクリー
ト協会他７社・（昭５８．１０．２０

分館 住宅局建築指導課
昭和59年
05月29日

建築研究所　石綿スレート協会　既指定遮音構造（遮音（通）第
６号）の仕様の概要の変・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築試験
室、ステンレス協会、建築研究
所、壁装材料協会、不二サッシ
（株）、朝日防火板工業所、日本
セルローズファイバー工業会、
松下電工（株）、吉田工業、三菱
セメント建材（株）、他３社・（昭５
８．１１．２９～昭５９．９．２８）

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・建築試験室、ス
テンレス協会、建築研究所、壁装
材料協会、不二サッシ（株）、朝日
防火板工業所、日本セルロー･･･
【要審査】

住宅局建築指導課
昭和59年
08月06日
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建築試験室　石綿スレート協会　既認定防火材料（不燃第１００
２号）の商品名の変更に・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築試験
室、ステンレス協会、建築研究
所、壁装材料協会、不二サッシ
（株）、朝日防火板工業所、日本
セルローズファイバー工業会、
松下電工（株）、吉田工業、三菱
セメント建材（株）、他３社・（昭５
８．１１．２９～昭５９．９．２８）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
07月06日

建築研究所　石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する製
造会社名の変更及び商品の・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築試験
室、ステンレス協会、建築研究
所、壁装材料協会、不二サッシ
（株）、朝日防火板工業所、日本
セルローズファイバー工業会、
松下電工（株）、吉田工業、三菱
セメント建材（株）、他３社・（昭５
８．１１．２９～昭５９．９．２８）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
02月16日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・朝日石綿工
業（株）、（有）坪井組・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・朝日石綿工業
（株）、（有）坪井組、吉野石膏
（株）、野田合板（株）、日本建築仕
上材工業会、神鋼ノース（株･･･
【要審査】

住宅局建築指導課

昭和58年
12月01日 -
昭和59年
06月28日

朝日石綿工業（株）、（有）坪井組、吉野石膏（株）耐火構造の指
定について（個別第１・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・朝日石綿
工業（株）、（有）坪井組、吉野石
膏（株）、野田合板（株）、日本建
築仕上材工業会、神鋼ノース
（株）、建築研究所、日本木片セ
メント板協会、ロンシール工業
（株）・（昭５８．１２．１～昭５９．

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
05月29日

（有）坪井組、朝日石綿工業（株）、千代田建材工業（株）、小野
田エー・エル・シー（・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・大阪熱管
理工業（株）、日本防火ライト工
業（株）、東邦亜鉛（株）、三晃金
属工業（株）、三菱セメント建材
（株）、ニチアス（株）、日本建工
（株）、四国化研工業（株）、オリ
ベスト（株）他６社・（昭５９．７．１
１～昭５９．８．１７）

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・大阪熱管理工
業（株）、日本防火ライト工業
（株）、東邦亜鉛（株）、三晃金属工
業（株）、三菱セメント建材（･･･【要
審査】

住宅局建築指導課
昭和59年
08月17日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・ニチアス
（株）、大建工業（株）、・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・ニチアス（株）、
大建工業（株）、（有）坪井組、浅野
スレート（株）、アイジー工業（株）、
朝日石綿工業（株･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和59年
04月17日 -
昭和59年
08月17日

朝日石綿工業（株）、（有）坪井組、大建工業（株）、積水化学工
業（株）防火構造の認・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・ニチアス
（株）、大建工業（株）、（有）坪井
組、浅野スレート（株）、アイジー
工業（株）、朝日石綿工業（株）、
積水化学工業（株）、（株）ノザ
ワ、永大産業（株）他３社、神島
化学工業（株）・（昭５９．４．１７
～昭５９．８．１７）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
04月17日

朝日石綿工業（株）、菊水化学工業（株）、（株）チューオー、神島
化学工業（株）防火・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・ニチアス
（株）、大建工業（株）、（有）坪井
組、浅野スレート（株）、アイジー
工業（株）、朝日石綿工業（株）、
積水化学工業（株）、（株）ノザ
ワ、永大産業（株）他３社、神島
化学工業（株）・（昭５９．４．１７
～昭５９．８．１７）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
06月20日

建築研究所　石綿スレート協会　既指定耐火構造（（通）Ｗ－２０
１３）の仕様の概要の・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築研究
所、新日軽（株）、建築試験室、
日本鋼管（株）、久保田鉄工
（株）、最上電機（株）、大建工業
（株）、日本特殊塗料（株）、旭硝
子（株）、信和産業（株）、アキレ
ス（株）、壁装材料協会・（昭５
８．１０．７～昭５９．９．１４）

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・建築研究所、新
日軽（株）、建築試験室、日本鋼管
（株）、久保田鉄工（株）、最上電機
（株）、大建工業（株）･･･【要審査】

住宅局建築指導課
昭和58年
10月20日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・（株）内田洋
行、日本スピンドル製・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・（株）内田洋行、
日本スピンドル製造（株）、大同鋼
板（株）、朝日石綿工業（株）、三協
フロンテア（株）、三･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和58年
12月26日 -
昭和58年
12月26日

（株）内田洋行、日本スピンドル製造（株）、大同鋼板（株）、朝日
石綿工業（株）、三・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・（株）内田
洋行、日本スピンドル製造
（株）、大同鋼板（株）、朝日石綿
工業（株）、三協フロンテア
（株）、三松ウォール工業（株）、
（株）クラレ、日本ノボパン工業
（株）、南海プライウッド（株）・

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和58年
12月26日
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件名 内容
所蔵
場所

冊子名 作成部局 年月日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・（株）ノザ
ワ、太陽工業（株）、昭・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・（株）ノザワ、太
陽工業（株）、昭和アスベスト
（株）、日本軽金属（株）、日本ファ
イリング（株）、アキレス･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和57年
03月03日 -
昭和59年
02月09日

（株）ノザワ、太陽工業（株）、昭和アスベスト（株）、日本軽金属
（株）、日本ファイ・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・（株）ノザ
ワ、太陽工業（株）、昭和アスベ
スト（株）、日本軽金属（株）、日
本ファイリング（株）、アキレス
（株）、三協アルミニウム工業
（株）、フネン産業（株）、大同銅
板（株）、宮崎木材工業（株）・
（昭５７．３．３～昭５９．２．９）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
02月09日

豊田紡織（株）、神島化学工業（株）、朝日石綿工業（株）、イワ
キ中越（株）、三菱セ・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・（株）エー
ビーシー商会、昭和電工建材
（株）、宇部スレート工業（株）、
（株）ヤクルト本社、ニチアス
（株）、大建工業（株）、新明興産
業（株）、タキロン（株）外７・（昭

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・（株）エービー
シー商会、昭和電工建材（株）、宇
部スレート工業（株）、（株）ヤクル
ト本社、ニチアス（株）･･･【要審査】

住宅局建築指導課
昭和59年
10月08日

建築研究所、石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商
品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・日本軽金
属（株）、新日軽住宅建材（株）、
（社）石膏ボード工業会、日本建
築仕上材工業会、菊水化学工
業（株）、大日建材工業（株）、三
井東圧化学（株）、建築研究所、
三和シャッター工業（株）、（株）
ヨコタ商会、（株）関西化粧ベニ
ヤ板製作所、山安合板工業
（株）、（株）アルポリック、コマ
ニー（株）、興和ハウジング

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・日本軽金属
（株）、新日軽住宅建材（株）、（社）
石膏ボード工業会、日本建築仕上
材工業会、菊水化学工業（株･･･
【要審査】

住宅局建築指導課
昭和59年
12月26日

建築研究所、石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商
品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・日本軽金
属（株）、新日軽住宅建材（株）、
（社）石膏ボード工業会、日本建
築仕上材工業会、菊水化学工
業（株）、大日建材工業（株）、三
井東圧化学（株）、建築研究所、
三和シャッター工業（株）、（株）
ヨコタ商会、（株）関西化粧ベニ
ヤ板製作所、山安合板工業
（株）、（株）アルポリック、コマ
ニー（株）、興和ハウジング

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
01月18日

建築研究所、石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商
品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築研究
所、コマニー（株）、日本建築仕
上材工業会・（昭和５９．１０．９
～昭和６０．２．２７）

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・建築研究所、コ
マニー（株）、日本建築仕上材工
業会・（昭和５９．１０．９～昭和６
０．２．２７）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和60年
02月27日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・神島化学工
業（株）、東洋鋼鈑（株・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・神島化学工業
（株）、東洋鋼鈑（株）、（株）西林、
積水化学工業（株）、川鉄金属工
業（株、朝日石綿工業（株･･･【要
審査】

住宅局建築指導課

昭和59年
10月 - 昭和
60年 01月

31日

川鉄金属工業（株）、朝日石綿工業（株）、イビデン（株）、宇部ス
レート工業（株）、・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・神島化学
工業（株）、東洋鋼鈑（株）、（株）
西林、積水化学工業（株）、川鉄
金属工業（株、朝日石綿工業
（株）、イビデン（株）、宇部ス
レート工業（株）、（株）伊藤喜工
作所、日本金属工業（株）、三井
東圧化学（株）・（昭和５９．１０～
昭和６０．１．３１）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
01月31日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・大建工業
（株）、朝日石綿工業（株・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・大建工業（株）、
朝日石綿工業（株）、（有）坪井組、
三井建設（株）、富士ピーエス・コ
ンクリート（株）、住･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和59年
09月28日 -
昭和59年
10月08日

大建工業（株）、朝日石綿工業（株）、（有）坪井組、三井建設
（株）、富士ピーエスコ・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・大建工業
（株）、朝日石綿工業（株）、（有）
坪井組、三井建設（株）、富士
ピーエス・コンクリート（株）、住
金鋼材工業（株）、日東紡績
（株）、昭和電工建材（株）、三晃
金属工業（株）、昭和電工（株）、
旭化成建材（株）・（昭和５９．９．
２８～昭和５９．１０．８）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和59年
09月28日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・建築研究
所、タキロン（株）、神島・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・建築研究所、タ
キロン（株）、神島化学工業（株）、
日新工業（株）、中日本化工板製
造（株）、（有）坪井組、･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和60年
03月01日 -
昭和60年
05月15日
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件名 内容
所蔵
場所

冊子名 作成部局 年月日

朝日石綿工業（株）既指定耐火構造（耐火Ｒ０１０１）の仕様の変
更について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築研究
所、タキロン（株）、神島化学工
業（株）、日新工業（株）、中日本
化工板製造（株）、（有）坪井組、
フジワラ化学（株）、ワシ中越
ボード（株）、朝日石綿工業
（株）、世界長（株）、日本セル
ローズファイバー工業会、石綿
スレート協会・（昭和６０年３月１

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
04月16日

石綿スレート協会　既認定防火材料（不燃第１００１号及び不燃
第１００２号）の取り消・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建築研究
所、タキロン（株）、神島化学工
業（株）、日新工業（株）、中日本
化工板製造（株）、（有）坪井組、
フジワラ化学（株）、ワシ中越
ボード（株）、朝日石綿工業
（株）、世界長（株）、日本セル
ローズファイバー工業会、石綿
スレート協会・（昭和６０年３月１

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
03月01日

建設省建築研究所、石綿スレート協会　既認定防火材料に該
当する商品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・建設省建
築研究所、日本ハードボード工
業（株）・（昭和６０年２月１５日～
昭和６０年６月２０日）

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・建設省建築研
究所、日本ハードボード工業
（株）・（昭和６０年２月１５日～昭
和６０年６月２０日）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和60年
04月16日

建設省建築研究所、石綿スレート協会　既認定防火材料に該
当する商品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・福岡県福
岡市、建設省建築研究所・（昭
和６０年６月１２日～昭和６０年６
月２０日）

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・福岡県福岡市、
建設省建築研究所・（昭和６０年６
月１２日～昭和６０年６月２０日）
【要審査】

住宅局建築指導課
昭和60年
06月20日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・日本建築仕
上材工業会、石綿スレー・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・日本建築仕上
材工業会、石綿スレート協会、新
日軽（株）、（株）岡村製作所、千代
田建材工業（株）、旭硝子（･･･【要
審査】

住宅局建築指導課

昭和60年
05月29日 -
昭和60年
10月16日

石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商品の追加に
ついて

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・日本建築
仕上材工業会、石綿スレート協
会、新日軽（株）、（株）岡村製作
所、千代田建材工業（株）、旭硝
子（株）、大和ハウス工業（株）、
野田合板（株）、元旦ビューティ
工業（株）、クボタハウス（株）、
三井東圧化学（株）、三井木材
工業、日本ファイリング（株）、ミ
サワホーム（株）・（昭６０．５．２
９～昭和６０．１

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
10月16日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・神鋼建材工
業（株）、松下電工（株・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・神鋼建材工業
（株）、松下電工（株）、住友軽金属
工業（株）、朝日特殊合板（株）、オ
リエンタルメタル製造（･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和60年
04月25日 -
昭和60年
06月12日

朝日石綿工業（株）、住友軽金属工業（株）、ニチアス（株）、浅
野スレート（株）、日・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・神鋼建材
工業（株）、松下電工（株）、住友
軽金属工業（株）、朝日特殊合
板（株）、オリエンタルメタル製造
（株）、日立冷熱住設（株）、日本
軽金属（株）、旭硝子（株）、東洋
鋼鈑（株）、日本ハンター・ダクラ
ス（株）、ニチアス（株）、北海道
カラマツ対策協議会、浅野ス
レート（株）、朝日石綿工業
（株）・（昭６０．４．

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
04月25日

建築基準法第３８条による認定等（建築指導課分）・硝子繊維協
会、全国木毛セメント板・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（建築指導課分）・硝子繊維協会、
全国木毛セメント板工業組合、石
綿スレート協会、日本ＧＲＣ協会、
田島ルーフィング（株）、（･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和60年
09月30日 -
昭和61年
02月25日

石綿スレート協会、日本ＧＲＣ協会、日本建築仕上材工業会
既認定防火材料の商品の取・・・

建築基準法第３８条による認定
等（建築指導課分）・硝子繊維
協会、全国木毛セメント板工業
組合、石綿スレート協会、日本Ｇ
ＲＣ協会、田島ルーフィング
（株）、（株）西林、日本ハンター
ダグラス（株）、日本建築仕上材
工業会、旭化成工業（株）、アイ
ジー工業（株）、大倉工業（株）・
（昭和６０．９．３０～昭和６１．

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和60年
09月30日

建築基準法第３８条による認定等・ニチアス（株）、大同鋼板
（株）、朝日石綿工業（株・・・

分館

建築基準法第３８条による認定
等・ニチアス（株）、大同鋼板
（株）、朝日石綿工業（株）、日本石
膏ボード（株）、（株）チューオー外・
（昭和６１．３．２４～昭･･･【要審
査】

住宅局建築指導課

昭和61年
03月24日 -
昭和61年
09月08日
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件名 内容
所蔵
場所

冊子名 作成部局 年月日

朝日石綿工業（株）耐火構造の指定について（個別第１４８次）
（昭和６１年１０月１５・・・

建築基準法第３８条による認定
等・ニチアス（株）、大同鋼板
（株）、朝日石綿工業（株）、日本
石膏ボード（株）、（株）チュー
オー外・（昭和６１．３．２４～昭
和６１．９．８）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和61年
08月29日

建築基準法第３８条による認定等・石綿スレート協会、川鉄金属
工業（株）、（株）チュ・・・

分館

建築基準法第３８条による認定
等・石綿スレート協会、川鉄金属
工業（株）、（株）チューオー、日本
軽金属（株）、宇部スレート工業
（株）、（株）栗本鉄工所外・･･･【要
審査】

住宅局建築指導課

昭和61年
06月27日 -
昭和61年
09月22日

石綿スレート協会外　既認定防火材料の商品の取り消しについ
て

建築基準法第３８条による認定
等・石綿スレート協会、川鉄金
属工業（株）、（株）チューオー、
日本軽金属（株）、宇部スレート
工業（株）、（株）栗本鉄工所外・
（昭和６１．６．２７～昭和６１．

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和61年
09月08日

建築研究所（石綿スレート協会）防火構造の認定について

建築基準法第３８条による認定
等・建築研究所、（株）チュー
オーほか・（昭和６０．１１．１１～
昭和６１．３．１３）

分館

建築基準法第３８条による認定
等・建築研究所、（株）チューオー
ほか・（昭和６０．１１．１１～昭和６
１．３．１３）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和61年
03月13日

建築研究所（石綿スレート協会）防火構造の認定について

建築基準法第３８条による認定
等・建築研究所、（株）チュー
オーほか・（昭和６０．１１．１１～
昭和６１．３．１３）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和61年
03月13日

建築研究所（石綿スレート協会）既認定防火材料に該当する商
品の追加について

建築基準法第３８条による認定
等・信和産業（株）、建築研究所
ほか・（昭和６１．１．２８～昭和６
１．５．１５）

分館

建築基準法第３８条による認定
等・信和産業（株）、建築研究所ほ
か・（昭和６１．１．２８～昭和６１．
５．１５）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和61年
02月05日

東京都　三菱セメント建材（株）、ナショナル住宅産業（株）建築
基準法第３８条の規定・・・

建築基準法第３８条による認定
等・東京都、岐阜県・（昭和６１．
１１．２８～昭和６２．１．２７）

分館

建築基準法第３８条による認定
等・東京都、岐阜県・（昭和６１．１
１．２８～昭和６２．１．２７）【要審
査】

住宅局建築指導課
昭和61年
11月28日

朝日石綿工業（株）既指定耐火構造の製造工場の追加につい
て

建築基準法第３８条による認定
等・（社）石膏ボード工業会、元
旦ビューティ工業（株）外・（昭６
１．７．２４～昭６２．７．３１）

分館

建築基準法第３８条による認定
等・（社）石膏ボード工業会、元旦
ビューティ工業（株）外・（昭６１．
７．２４～昭６２．７．３１）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和62年
03月31日

石綿スレート協会　既認定防火材料（不燃第１００２号）の製造
工場の追加について

建築基準法第３８条による認定
等・（社）石膏ボード工業会、元
旦ビューティ工業（株）外・（昭６
１．７．２４～昭６２．７．３１）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和61年
10月22日

建築基準法第３８条による認定等・吉野石膏（株）、（株）ブリヂ
ストン外、（株）ＩＮ・・・

分館

建築基準法第３８条による認定
等・吉野石膏（株）、（株）ブリヂスト
ン外、（株）ＩＮＡＸ、（株）ウォール
テック、石綿スレート協会・（昭６
１．７．３０～昭６･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和61年
07月30日 -
昭和62年
05月01日

石綿スレート協会　防火構造の認定について

建築基準法第３８条による認定
等・吉野石膏（株）、（株）ブリヂ
ストン外、（株）ＩＮＡＸ、（株）
ウォールテック、石綿スレート協
会・（昭６１．７．３０～昭６２．５．

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和62年
01月30日

建築研究所（社）日本琺瑯工業会　防火材料の認定について
（通則）（石綿けい酸カルシ・・・

建築基準法第３８条による認定
等・ナショナル住宅産業（株）
外、建築研究所・（昭和６１．９．
８～昭和６２．５．１３）

分館

建築基準法第３８条による認定
等・ナショナル住宅産業（株）外、
建築研究所・（昭和６１．９．８～昭
和６２．５．１３）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和61年
09月08日

三菱セメント建材（株）及び大和ハウス工業（株）建築基準法第
３８条の規定に基づく認・・・

建築基準法第３８条による認定
等・三菱セメント建材（株）及び
大和ハウス工業（株）、合同製
鉄（株）、東京都、千葉市・（昭６
２．８．１９～昭６２．８．２７）

分館

建築基準法第３８条による認定
等・三菱セメント建材（株）及び大
和ハウス工業（株）、合同製鉄
（株）、東京都、千葉市・（昭６２．
８．１９～昭６２．８．２７）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和62年
08月19日

建築基準法第３８条による認定等・壁装材料協会、石綿スレート
協会、亜鉛鉄板会、硝子・・・

分館

建築基準法第３８条による認定
等・壁装材料協会、石綿スレート
協会、亜鉛鉄板会、硝子繊維協
会、耐火被覆板協会、日本スパン
クリート協会、（株）小野田、段谷
産･･･【要審査】

住宅局建築指導課

昭和62年
04月23日 -
昭和62年
09月04日

石綿スレート協会　既認定防火材料に該当する商品の追加に
ついて

建築基準法第３８条による認定
等・壁装材料協会、石綿スレー
ト協会、亜鉛鉄板会、硝子繊維
協会、耐火被覆板協会、日本ス
パンクリート協会、（株）小野田、
段谷産業（株）、（株）東京興業
貿易商会ほか・（昭６２．４．２３
～昭６２．９．４）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和62年
08月13日

石綿スレート協会　既認定防火材料の追加について

建築基準法第３８条による認定
等・壁装材料協会、石綿スレー
ト協会、亜鉛鉄板会、硝子繊維
協会、耐火被覆板協会、日本ス
パンクリート協会、（株）小野田、
段谷産業（株）、（株）東京興業
貿易商会ほか・（昭６２．４．２３
～昭６２．９．４）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和62年
04月23日

11/12



件名 内容
所蔵
場所

冊子名 作成部局 年月日

石綿スレート協会及び耐火被覆板協会　既指定遮音構造の変
更について

建築基準法第３８条による認定
等・壁装材料協会、石綿スレー
ト協会、亜鉛鉄板会、硝子繊維
協会、耐火被覆板協会、日本ス
パンクリート協会、（株）小野田、
段谷産業（株）、（株）東京興業
貿易商会ほか・（昭６２．４．２３
～昭６２．９．４）

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和62年
08月26日

建築基準法第３８条による認定等・ダイヤライト（株）、（株）淀川
製鋼所、朝日石綿工・・・

分館

建築基準法第３８条による認定
等・ダイヤライト（株）、（株）淀川製
鋼所、朝日石綿工業（株）外・（昭
和６１．９．８～昭和６２．７．２４）
【要審査】

住宅局建築指導課

昭和61年
09月08日 -
昭和62年
07月24日

朝日石綿工業（株）耐火構造の指定について（個別第１５２次）
（昭和６１年１２月６日・・・

建築基準法第３８条による認定
等・ダイヤライト（株）、（株）淀川
製鋼所、朝日石綿工業（株）外・
（昭和６１．９．８～昭和６２．７．

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和61年
09月24日

建築研究所（石綿スレート協会）既認定防火材料に該当する商
品の追加について

建築基準法第３８条の規定に基
づく認定等・防火材料変更申請
書（追加）・建築研究所・（昭和６
３．１２．２）

分館

建築基準法第３８条の規定に基づ
く認定等・防火材料変更申請書
（追加）・建築研究所・（昭和６３．１
２．２）【要審査】

住宅局建築指導課
昭和63年
12月02日

大和ハウス工業（株）、三菱セメント建材（株）建築基準法第３８
条の規定に基づく認定・・・

建築基準法第３８条による認定
等（昭和６２．１２．２８～昭和６
３．３．９）・大和ハウス工業
（株）、三菱セメント建材（株）、
東京都、品川区、富山県、愛知
県

分館

建築基準法第３８条による認定等
（昭和６２．１２．２８～昭和６３．３．
９）・大和ハウス工業（株）、三菱セ
メント建材（株）、東京都、品川区、
富山県、愛知県【要審査】

住宅局建築指導課
昭和62年
12月28日

石綿スレート協会　既認定防火材料の商品の取り消しについて

建築基準法第３８条による認定
等（昭和６２．１０．８～昭和６３．
４．１２）・日本スチレンペーパー
（株）、建築研究所外

分館

建築基準法第３８条による認定等
（昭和６２．１０．８～昭和６３．４．１
２）・日本スチレンペーパー（株）、
建築研究所外【要審査】

住宅局建築指導課
昭和62年
10月08日

建築基準法第３８条による認定等（昭和６２．８．１７～昭和６３．
９．２６）・建築研・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（昭和６２．８．１７～昭和６３．９．２
６）・建築研究所、日本石綿製品工
業会外【要審査】

住宅局建築指導課

昭和62年
08月17日 -
昭和63年
09月26日

日本石綿製品工業会　既指定耐火構造の指定取り消しについ
て（昭和６３年１０月１４日・・・

建築基準法第３８条による認定
等（昭和６２．８．１７～昭和６３．
９．２６）・建築研究所、日本石綿
製品工業会外

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和63年
06月06日

建築基準法第３８条による認定等（昭和６２．８．１９～昭和６３．
９．１２）・建築研・・・

分館

建築基準法第３８条による認定等
（昭和６２．８．１９～昭和６３．９．１
２）・建築研究所、日本石綿製品工
業会　外【要審査】

住宅局建築指導課

昭和62年
08月19日 -
昭和63年
09月12日

日本石綿製品工業会　既認定防火材料の認定取り消しについ
て

建築基準法第３８条による認定
等（昭和６２．８．１９～昭和６３．
９．１２）・建築研究所、日本石綿
製品工業会　外

分館 〃 住宅局建築指導課
昭和63年
06月06日
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