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１．事業概要

１． 事業概要
１-１.事業の趣旨・目的等について
１-１-１．事業の趣旨・目的
環境由来の健康問題にはアレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症等があり、そのうちアレ
ルギーに関しては二人に一人が罹患しているといわれる。またシックハウス症候群や化学物質過敏症と
いった化学物質による健康被害も依然と存在する。
これら問題を解決するためには若い世代からその問題について知識や対応できる能力を有する必要
がある。そこで建築分野に関して、ただ単にハード面の住宅及び建築設計のみでなく、アレルギーやシ
ックハウスに罹患しにくい生活スタイルを含めたそこに住まう人の住まい方といったソフト面を伝え
る必要性があると考える。これらの一部は建築専門学校でも知識レベルで取り上げられるが、知識を現
場対応という実践力に結びつけるには、それぞれのテーマを掘り下げたアクティブラーニング等の主体
的な学びを導入し、教育内容の一層の充実化を図る必要がある。
そこで本事業では、これらの実践力の修得を目的とする教育プログラムを開発・実施し、健康へ配慮
した建物への対応力を備えた建築系人材の育成を通して地域への貢献をめざす。
１-１-２．学習ターゲット、目指すべき人材像
●学習ターゲット
建築業界で働く人材全般
●目指すべき人物像
アレルギーやシックハウス問題等の環境由来の健康問題に配慮した住宅を提案・設計することので
きる専門家
●想定する活躍の場
全工務店・建設会社に当然のように受け入れられる状況を想定する
１-２．事業背景
１-２-１．当該教育カリキュラム・プログラムが必要な背景
●室内空気環境と健康の関連性
環境由来の健康問題にはアレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症等があり、そのうちアレ
ルギーに関しては２人に一人が罹患しているといわれる。

【図表１】に示したのは人体が一日に摂取する
全物質の摂取量を重量比別にグラフ化したもの
である。ここからもわかる通り、室内空気からの
物質摂取は全体の 5 割以上を占めるものとなっ
ている。
そもそも「室内」とは自宅のみならず、職場、
学校、病院や（介護養護）施設、そのほかの公共
あるいは民間の建物など多岐にわたる。WHO(世界
保健機関)でも室内空気質の汚染は主要な病因あ
るいは死因の一つであるとしており、汚染の原因
になるのは化学物質や微生物・真菌などの生物、

【図表 1】人体の全物質摂取量（重量比）
出典：厚生労働省（居住環境とアレルギー）

室内の湿気の上昇によるダンプネス（湿度環境の
悪化で結露やカビが生え住宅にダメージを与え
ている状態）など多様な原因があげられる。
●国や自治体における室内環境改善に関する試み

2002 年には厚生労働省による 13 種の室内化学物質濃度指針値が示され、2003 年には建設省および
引き継いだ国土交通省による建築基準法の改正、さらに 2009 年には文科省による学校の環境基準の設
定、また、住宅や学校新築時には濃度評価して引き渡すように法制度改正がなされるなど、過去 20 年、
我が国の各省庁が室内空気環境の改善に向けて様々な対策を行ってきた。しかし、シックビルディング
（ハウス）症候群や化学物質過敏症は、それぞれその原因となる化学物質や環境濃度は個人によって大
きな差異があることから、非常に多くのリスク要因の除去を考えながら、健康障害の予防や対策を考え
ていくことが今後の課題であると考えられる。
●建築業界における室内空気環境改善に関する試み
建築業界においてもシックビルディング・ハ
ウス症候群等が世間で注目を集めるようになっ
て以降、大手企業や業界団体を中心に「建築業界
における室内空気環境改善に関する試み」
（2003
年：一般社団法人日本建材産業協会他）といった
ような、室内空気環境汚染の原因物質を規制す
る動きはあるが、住宅建築業界とくに戸建て市
場においては、いわゆる大手と呼ばれるハウス
メーカー10 社を合わせても全体の 30％ほどであ
り、全国に 10 万軒ある地場工務店が 70％以上の

【図表 B

戸建て住宅シェア（2016 年度）】（住宅産業研究所）

圧倒的多数を占めるという現状があることか
ら、業界内で働くすべての人材にそのような意識あるいは知識が十分にあるとは言い難い。

●建築業界の現状
2020 年の東京オリンピック開催を控え、建設需要の高まりから、業界全体としては好景気といえる。
一方で建築業界における技能者（建築士等）の約 3 割が 55 歳以上の高齢者となっており、他産業と比
べて高齢化が進行している。業界が引き続き重要な役割を果たしていくためには、将来を支える担い手
の確保が急務となっている。特にすでに業界で活躍している若者への教育や定着の促進などに重点を置
き、中長期的に人材確保・育成を進めていくことが重要である。
●建築業界におけるニーズの多様化
近年は、高齢者や障がいのある人でも暮らしやすい「バリアフリー設計」や、地球環境に配慮した「エ
コハウス」
、
「ソーラーシステム」など、施主が建築に求めるものが多様化していく傾向にある。
さらにいわゆる健康住宅と呼ばれる分野において、建材や高気密と換気システムの調和などハード面の
みでなく、そこに住まう人の住まい方などのソフト面を伝える人材が必要になる。これに伴って、それ
ぞれの建築業界で働く人材に対しても、これまでにない知識やアイディア、感性が問われる環境になっ
ており、どれだけ自身の専門性を高められるかがより重要になってきている。
以上のような背景から、健康問題に関する専門性を有した、建築業界人材の育成は建築系専門学校に
おいて、今後の展望を担う重要な教育コンテンツの一つであると考えられる。

１-３．事業実施
１-３-１．実施体制
本事業では、以下のような構成機関からの参画者により実施委員会及び開発部会を組織し、事業を推
進した。
構成機関の名称

役割等

都道府県名

事業統括

東京都

開発・評価・実証

東京都

１

合同会社ＬＰエデュケーション

２

中央工学校

３

日本工学院専門学校

評価・実証

東京都

４

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

評価・実証

東京都

５

幸手看護専門学校

開発・評価・実証

埼玉県

６

東武医学技術専門学校

評価・実証

埼玉県

７

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

８

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

９

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

10

一般社団法人地域防災支援協会

開発・評価

東京都

11

NPO 法人先端医療福祉開発研究会

調査・開発・評価

東京都

12

〜ＣＳ憩いの仲間〜

調査・評価

埼玉県

評価

東京都

化学物質過敏症とその家族の情報交換会
13

環境アレルゲン info and care 株式会社

14

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

15

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

事業の実施体制（イメージ）
本事業では実施体制として
「実施委員会」「開発部会」「実証部会」の 3 組織を設置する。
各組織の概要は以下の通りである。
なお、当社は各組織の会議主催者として座長を務めると共に、事務連絡・経費管理・請負業者手配等の各
種事務作業を担当する。

〇 実施委員会
構成員：本事業構成機関（教育機関、学識者、業界企業・団体）
役割 ：事業計画・事業活動方針の策定、部会への作業指示、活動内容の承認・評価、活動成果の評価

〇 開発部会
構成員：業界企業・団体、教育機関
役割 ：カリキュラム設計、教材設計、開発教材評価・修正、開発報告書作成、
〇 実証部会
構成員：業界企業・団体、教育機関
役割 ：実証講座企画・設計、実施結果分析、実証講座実施報告書作成
事業実施体制のイメージを下図に示す。

実施委員会
計画提示

活動報告

事務局

活動指示

成果提出

（LP エデュケーション）

主催

開発部会

管理

実証部会

１-３-２．実施内容
本事業は、平成元年に実施したアンケート調査を経て、今年度は以下の取り組みを実施した。
・実施委員会
・開発部会
・開発
① 「シックハウス」についての講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツの開発
② 「アレルギー」についての講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツの開発
③ 「防災」についての講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツの開発
以下、取り組みの概略について報告する。

■ 実施委員会
事業を実施する上で設置する会議 ※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記載すること。

会議名①

実施委員会

目的・役割

事業計画・事業活動方針の策定、部会への作業指示、活動内容の承認・評
価、活動成果の評価

検討の
具体的内容

・事業全体のスケジュールや開発及び実証の仕様の承認、調査結果や開発
成果の評価、成果物の承認などに関する討議

委員数

16 人 開催頻度

3回

実施委員会の構成員（委員）
構成機関の名称

役割等

都道府県名

事業統括

東京都

開発・評価・実証

東京都

１

合同会社ＬＰエデュケーション

２

中央工学校

３

日本工学院専門学校

評価・実証

東京都

４

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

評価・実証

東京都

５

幸手看護専門学校

評価・実証

埼玉県

６

東武医学技術専門学校

評価・実証

埼玉県

７

合同会社ＬＰエデュケーション

事業統括

東京都

８

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

９

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

10

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

11

一般社団法人地域防災支援協会

開発・評価

東京都

12

NPO 法人先端医療福祉開発研究会

調査・開発・評価

東京都

13

〜ＣＳ憩いの仲間〜

調査・評価

埼玉県

評価

東京都

化学物質過敏症とその家族の情報交換会
14

環境アレルゲン info and care 株式会社

15

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

16

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

会議名

開発部会

目的・役割

2020 年度「シックハウス」、「アレルギー」、「防災」の講義・演習教材及び e ラ
ーニングコンテンツ開発

検討の
具体的内容

「シックハウス」、「アレルギー」、「防災」の講義・演習教材及び e ラーニングコ
ンテンツ開発に向けた調査及び制作

委員数

９ 人 開催頻度

５ 回

開発部会の構成員

氏名

所属・職名

役割等

都道府県名

１

松本直也

合同会社ＬＰエデュケーション

事業統括

東京都

２

高尾和宏

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

３

神田紀男

一般社団法人シックハウス診断士協会

調査・開発・評価

東京都

４

塩田忠則

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

調査・開発・評価

群馬県

５

三平洵

一般社団法人地域防災支援協会

開発・評価

東京都

６

羽原弦史

NPO 法人先端医療福祉開発研究会

調査・開発・評価

東京都

７

白井秀治

環境アレルゲン info and care 株式会社

評価

東京都

８

工藤圭亮

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

９

武田幸光

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

会議名

実証部会

目的・役割

2020 年度「シックハウス」、「アレルギー」、「防災」のモデル講義の実施

検討の
具体的内容

「シックハウス」、「アレルギー」、「防災」（全 45 時間）のうち、30 時間程度を抽
出し、協力機関専門学校の協力のもと建築系専門学生及び建築系専門学校
既卒者を対象として実施する。
実証講座では実施前後においてアンケートを実施し、講座内で簡易的な成績
評価も行う。

委員数

６ 人 開催頻度

1 回

実証部会の構成員

氏名

所属・職名

役割等

都道府県名

１

松本直也

合同会社ＬＰエデュケーション

事業統括

東京都

２

高尾和宏

一般社団法人日本環境保健機構

調査・開発・評価

東京都

３

岡部公一

中央工学校

開発・評価・実証

東京都

４

朝倉健太郎

幸手看護専門学校

評価・実証

東京都

５

工藤圭亮

昭和建設株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

６

武田幸光

幸和建設工業株式会社

調査・開発・評価

神奈川県

本事業では実施委員会を３回、開発部会を５回、実証部会を１回開催した。
開発部会では、主として「シックハウス」、「アレルギー」、「防災」の講義・演習教材及び e ラーニングコンテン
ツ開発に向けた調査及び制作を行った。開発部会において令和元年のアンケート結果に基づき、各項目の講
義内容及び時間の修正についても検討し、実施した。

２．開発報告

２-１．開発概要
本事業で開発する教育プログラムは、建築業界で働くすべての人材が対象である。住環境における室内環
境の改善は業界全体として取り組まなければならない喫緊の課題であり、本事業の終了後、教育プログラムの
普及展開については全国規模で構想していくことを基本方針とする。
なお本年度は「シックハウス」、「アレルギー」、「防災」の講義・演習教材及び e ラーニングコンテンツ開発に
向けた調査及び制作を行い、併せて実証も行った。
講座の全体構成は以下の通りである。
●講師の選定
講義内容にふさわしい講師を以下の通り選定した。
科目

講師名

シックハウス

塩田忠則

所属名
一般社団法人寝室環境衛生管理協会、一般社団法人シックハウス
診断士協会

アレルギー

岡

真美

防災

野呂 順正

一般社団法人環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク
一般社団法人地域防災支援協会 事務局長
株式会社イオタ・イオタ防災総合研究所 主任アドバイザー

小澤 邦博

特定非営利活動法人はちふく・ねっと 理事長
一級建築士事務所 小澤塾 代表

篠遠 小登美

NPO 法人コドモト 防災アドバイザー

上岡 朋子

NPO 法人コドモト 代表理事

杢代 智宏

一般社団法人服地紙業フォローセンター 理事
株式会社めぐみ不動産コンサルティング 営業部長

本瀬 正和

株式会社防災ネットワーク研究所 代表取締役

天野 康輔

株式会社 AFDE 代表取締役

２-２．コマシラバス
《シックハウス》

学習時間

14 時間

学習テーマ

シックハウス

学習目標

シックハウス症候群に関する全般的な知識や化学物質に関する関連法
規、室内空気における化学物質測定方法やシックハウスへの対策方法等
を学び、専門的知識・スキルを身につける。

学習内容

E ラーニング

１．住環境の現状
１-１．はじめに
１-２．家造りの変遷
１-３．住環境の悪循環

２．空気質
２-１．物質循環のバランス崩壊による影響
２-２．環境問題
２-３．空気
２-４．大気汚染
２-５-１．主な大気汚染物質
２-５-２．主な大気汚染物質
２-６．健康の概念
２-７．室内空気に関わる宣言
２-８．室内空気汚染
２-９．室内空気汚染物質の分類
２-１０．主な室内空気汚染源
３．シックハウス症候群
３-１．シックハウス症候群とは
３-２-１．特徴（１）
３-２-２．特徴（２）
３-３．原因
３-４．化学物質の発生源
３-５-１．症状（１）
３-５-２．症状（２）
３-５-３．症状（３）
３-６．シックハウス症候群の疾患のアレルギー疾患合併
３-７．現状
４．化学物質
４-１．化学物質とは
４-２．身近な化学物質
４-３．化学物質を使用する理由
４-４．化学物質のベネフィットとリスク
４-５．化学物質の管理の必要性
４-６．化学物質のハザード（有害性）
４-７-１．毒性（１）
４-７-２．毒性（２）
４-８-１．化学物質のリスク（１）
４-８-２．化学物質のリスク（２）
４-９-１．曝露経路（１）
４-９-２．曝露経路（２）
４-１０．蓄積と排泄
５．揮発性有機化合物（VOC）

５-１．揮発性有機化合物（Volatile Organic
Compounds:VOC）
５-２-１．揮発性の有機化合物の沸点と分類（１）
５-２-２．揮発性の有機化合物の沸点と分類（２）
５-３．特徴
６．建材からの化学物質
６-１．建材からの化学物質
６-２．建材からの化学物質の放散形態
６-３-１．壁紙
６-３-２．塩化ビニル壁紙
６-３-３．塩化ビニル壁紙の添加剤（１）
６-３-４．塩化ビニル壁紙の添加剤（２）
６-４-１．接着剤
６-４-２．接着剤の原料
６-４-３．ホルムアルデヒドを含む接着剤（１）
６-４-４．ホルムアルデヒドを含む接着剤（２）
６-５．主な床材
６-６．床材
６-７-１．フローリング（１）
６-７-２．フローリング（２）
６-８-１．畳
６-８-２．畳床
６-８-３．畳表
６-８-４．着色料
６-８-５．防虫処理
６-８-６．わら畳（建材畳床の一部を含む）において注
意すべき点
６-９-１．塗料
６-９-２．原料
６-９-３．化学塗料の問題
６-１０．その他の建材
６-１１．化学物質に配慮した住まい
７．日常生活用品からの化学物質
７-１．日常生活用品と化学物質
７-２．殺虫剤
７-３．防虫剤
７-４．日用塗料
７-５．家具

７-６．家電製品
７-７．燃焼器具
７-８．衣料品
７-９．事務機器
８．関連法規
８-１．室内空気質に関わる法律
８-２．空気質のガイドライン（厚生労働省）
８-３-１．個別化学物質の室内濃度指針値等（厚生労働
省）（１）
８-３-２．個別化学物質の室内濃度指針値等（厚生労働
省）（２）
８-４-１．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性
等（１）
８-４-２．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性
等（２）
８-４-３．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性
等（３）
８-４-４．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性
等（４）
８-５-１．シックハウス（室内空気汚染）問題に関する
検討会で報告された内容（１）
８-５-２．シックハウス（室内空気汚染）問題に関する
検討会で報告された内容（２）
８-５-３．シックハウス（室内空気汚染）問題に関する
検討会で報告された内容（３）
８-６-１．室内濃度指針値の役割（１）
８-６-２．室内濃度指針値の役割（２）
８-７．シックハウス対策に係る建築基準法（国土交通
省）
８-８．クロルピリホスに関する建築材料の規制
８-９-１．ホルムアルデヒド対策（１）
８-９-２．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕
上げ部分への使用面積の制限（１）
８-９-３．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕
上げ部分への使用面積の制限（２）
８-９-４．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕
上げ部分への使用面積の制限（３）
８-９-５．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕

上げ部分への使用面積の制限（４）
８-９-６．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕
上げ部分への使用面積の制限（５）
８-９-７．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕
上げ部分への使用面積の制限（６）
８-９-８．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕
上げ部分への使用面積の制限（７）
８-９-９．換気設備設置の義務付け（１）
８-９-１０．換気設備設置の義務付け（２）
８-９-１１．天井裏などの制限（１）
８-９-１２．天井裏などの制限（２）
８-１０．その他（告示対象建材）
８-１１-１．学校環境衛生基準（文部科学省）（１）
８-１１-２．学校環境衛生基準（文部科学省）（２）
８-１２．世界保健機構（WHO）によるガイドライン
８-１３．その他の法律
８-１４．化学物質に関する主な法令
８-１５-１．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（１）
８-１５-２．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（２）
８-１５-３．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（３）
８-１５-４．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（３）
８-１５-５．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（４）
８-１５-６．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（５）
８-１５-７．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（６）
８-１５-８．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（７）
８-１５-９．特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律（８）
８-１５-１０．特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律（９）
８-１５-１１．特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律（１０）
８-１６-１．住宅性能表示制度（１）
８-１６-２．住宅性能表示制度（２）
８-１６-３．住宅性能表示制度（３）
８-１６-４．住宅性能表示制度（４）
８-１７-１．建築物における衛生的環境の確保に関する
法律（１）
８-１７-２．建築物における衛生的環境の確保に関する
法律（２）
９．結露・生物要因
９-１-１．結露（１）
９-１-２．結露（２）
９-１-３．結露（３）
９-１-４．結露（４）
９-１-５．結露（５）
９-１-６．結露（６）
９-１-７．結露（７）
９-１-８．結露（８）
９-１-９．結露（９）
９-１-１０．結露（１０）
９-１-１１．結露（１１）
９-１-１２．結露（１２）
９-１-１３．結露（１３）
９-１-１４．結露（１４）
９-１-１５．結露（１５）
９-１-１６．結露（１６）
９-２．微生物
９-３-１．カビ（１）
９-３-２．カビ（２）
９-３-３．カビ（３）
９-３-４．カビ（４）
９-３-５．カビ（５）
９-３-６．カビ（６）
９-３-７．カビ（７）
９-３-８．カビ（８）
９-３-９．カビ（９）
９-３-１０．カビ（１０）
９-３-１１．カビ（１１）

９-３-１２．カビ（１２）
９-３-１３．カビ（１２）
９-３-１４．カビ（１２）
９-３-１５．カビ（１３）
９-３-１６．カビ（１４）
９-３-１７．カビ（１５）
９-３-１８．カビ（１６）
９-３-１９．カビ（１７）
９-３-２０．カビ（１８）
９-３-２１．カビ（１９）
９-３-２２．カビ（２０）
９-４-１．ダニ（１）
９-４-２．ダニ（２）
９-４-３．ダニ（３）
９-４-４．ダニ（４）
９-４-５．ダニ（５）
９-４-６．ダニ（６）
９-４-７．ダニ（７）
９-４-８．ダニ（８）
９-４-９．ダニ（８）
９-４-１０．ダニ（８）
９-４-１１．ダニ（９）
９-４-１２．ダニ（１０）
９-４-１３．ダニ（１１）
９-４-１４．ダニ（１２）
９-４-１５．ダニ（１３）
９-４-１６．ダニ（１４）
９-５．カビやダニ、ホコリ・ハウスダストを減らす工夫
９-６-１．シロアリ（１）
９-６-２．シロアリ（２）
９-６-３．シロアリ（３）
９-６-４．シロアリ（４）
９-６-５．シロアリ（５）
９-６-６．シロアリ（５）
９-６-７．シロアリ（６）
９-６-８．シロアリ（７）
１０． 一般的対策
１０-１．シックライフ

１０-２．シックライフの改善
１０-３-１．室内における化学物質の濃度低減
１０-４-１．室内空気中の化学物質低減化（１）
１０-４-２．室内空気中の化学物質低減化（２）
１０-４-３．室内空気中の化学物質低減化（３）
１０-４-４．室内空気中の化学物質低減化（４）
１０-４-５．室内空気中の化学物質低減化（５）
１０-４-６．室内空気中の化学物質低減化（６）
１０-４-７．室内空気中の化学物質低減化（７）
１０-４-８．室内空気中の化学物質低減化（７）
１０-４-９．室内空気中の化学物質低減化（８）
１０-４-１０．室内空気中の化学物質低減化（９）
１０-５-１．化学物質濃度低減化材料（１）
１０-５-２．化学物質濃度低減化材料（２）
１０-５-３．化学物質濃度低減化材料（３）
１０-６-１．結露予防（１）
１０-６-２．結露予防（２）
１０-６-３．結露予防（２）
１０-７-１．カビ対策（１）
１０-７-２．カビ対策（２）
１０-７-３．カビ対策（３）
１０-７-４．カビ対策（４）
１０-８-１．ダニ対策（１）
１０-８-２．ダニ対策（２）
１０-９-１．シロアリ対策（１）
１０-９-２．シロアリ対策（２）
１０-９-３．シロアリ対策（３）
１０-９-４．シロアリ対策（４）
１０-９-５．シロアリ対策（５）
１０-９-６．シロアリ対策（６）
１０-１０-１．建築分野（１）
１０-１０-２．建築分野（２）
１０-１０-３．建築分野（２）
１０-１０-４．建築分野（２）
１０-１０-５．建築分野（２）
１０-１１-１．医療分野（１）
１０-１１-２．医療分野（２）
１０-１２-１．その他

１１． 測定
１１-１-１．室内空気質測定（１）
１１-１-２．室内空気質測定（２）
１１-１-３．室内空気質測定（３）
１１-１-４．室内空気質測定（４）
１１-１-５．室内空気質測定（５）
１１-１-６．室内空気質測定（６）
１１-１-７．室内空気質測定（７）
１１-１-８．室内空気質測定（８）
１１-１-９．室内空気質測定（９）
１１-１-１０．室内空気質測定（１０）
１１-１-１１．室内空気質測定（１１）
１１-１-１２．室内空気質測定（１２）
１１-１-１３．室内空気質測定（１３）
１１-２．建材の測定
１２． その他
１２-１．シックビルディング症候群
１２-２-１．化学物質過敏症（Chemical
Sensitivity:CS）（１）
１２-２-２．化学物質過敏症（Chemical
Sensitivity:CS）（２）
１２-２-３．化学物質過敏症（Chemical
Sensitivity:CS）（３）
１２-３．シックハウス症候群と化学物質過敏症の主な相
違点
１２-４-１．シックスクール問題（１）
１２-４-２．シックスクール問題（２）
１２-４-３．シックスクール問題（３）
１２-４-４．シックスクール問題（４）
１２-４-５．シックスクール問題（５）
１２-４-６．シックスクール問題（６）
１２-４-７．シックスクール問題（７）
１２-４-８．シックスクール問題（８）
１２-４-９．シックスクール問題（９）
１２-４-１０．シックスクール問題（１０）
１２-５．微生物由来揮発性有機化合物（MVOC:Microbial
Volatile Organic Compouunds）
添付教材

A４判



建材および建材に使用される添加剤からの放散が予







想される主な化学物質
MSDS の構成
告示対象建材
WHO によるガイドライン
診察手順の例
語録

《アレルギー》

学習時間

10 時間

学習テーマ

アレルギー

学習目標

アレルギーの機序や代表的なアレルゲン物質といったア
レルギーに関する基礎的な知識、室内環境におけるアレ
ルギー対策等を学び。専門的知識・スキルを身につけ
る。

学習内容

E ラーニング

１．アレルギー総論
１-１．アレルギー
１-２．アレルギーの種類
１-３．要因と対応
１-４．アレルギーとは
１-５．抗原抗体反応
１-６．Ⅰ型アレルギーの発症機序
１-７．アレルギーの種類
１-８．アレルギーマーチ
１-９．アレルギー疾患増加の原因
２．アトピー性皮膚炎
２-１．特徴・要因
２-２．年齢別発症箇所
２-３．皮疹の状態の特徴
２-４．体質
２-５．治療
２-６．薬物療法
２-７-１．バリア機能
２-７-２．皮膚を清潔に保つ方法
２-７-３．お風呂の入り方と体の洗い方のコツ
２-８-１．環境整備（効果的なダニ・カビ・ホコリ・ハ
ウスダスト対策 ）
２-８-２．環境整備（日常生活での工夫 ）
２-９．痒み軽減のポイント

３．気管支喘息
３-１．気管支喘息（喘息）
３-２．慢性疾患（慢性の病気）
３-３．小児気管支喘息と成人気管支喘息
３-４．喘息を引き起こす・悪化させる主な要因
３-５-１．小児気管支喘息の特徴
３-５-２．小児気管支喘息（発作の症状）
３-５-３．小児気管支喘息（発作の程度と特徴）
３-５-４．小児気管支喘息（対応方法）
３-５-５．小児気管支喘息（周囲の対応）
３-５-６．小児気管支喘息（発作が起きた場合）
３-６．検査
３-７．喘息治療の目標
３-８．喘息の予防と治療
３-９-１．喘息の薬物治療
３-９-２．薬物療法の注意点
３-１０-１．予防と対策（カビやダニ、ホコリ・ハウス
ダストを減らす工夫）
３-１０-２．予防と対策（室内環境整備でできること）
３-１１．運動療法（体力づくり）
３-１２-１．成人気管支喘息（成人喘息）
３-１２-２．病型
４．食物アレルギー
４-１．食物アレルギー
４-２-１．食物アレルギーの主な症状
４-２-２．アナフィラキシー（ショック）
４-３．発症した場合の対応
４-４-１．食物アレルギーの治療
４-４-２．治療
４-５．診断と検査
４-６-１．アドレナリン（エピネフリン）自己注射器
（エピペン®）①
４-６-２．アドレナリン（エピネフリン）自己注射器
（エピペン®）②
４-７-１．食品表示法
４-７-２．アレルギー表示対象品目
４-７-３．食品表示を読むときに注意すべき点
４-８．日常生活で気をつける点

５．アレルギー各論（その他）
５-１．その他のアレルギー①
５-２．その他のアレルギー②
５-３．その他のアレルギー③
５-４．その他のアレルギー④
６．ペットのアレルギー
６-１．犬のアレルギー
６-２．真菌アレルゲン
６-３．犬のアトピー性皮膚炎におけるダニアレルゲン回
避の評価
６-４．犬の花粉症
６-５．ペットにおけるシックハウス症候群
６．ペットがアレルギー
６-６．ペットアレルゲン
６-７．室内環境中のペットアレルゲン
６-８．ペットアレルゲン対策
７．日常生活用品
７-１．衣類とアレルギー
７-２．装飾品
７-３．有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
（家庭用品規制法）
７-４-１．アレルギー患者に対する衣服対策①
７-４-２．アレルギー患者に対する衣服対策②
７-５-１．布団のダニアレルゲン対策①
７-５-２．布団のダニアレルゲン対策②
７-５-３．布団のダニアレルゲン対策③
７-５-４．布団のダニアレルゲン対策④
７-５-５．布団のダニアレルゲン対策⑤
７-５-６．布団のダニアレルゲン対策⑥
７-５-７．布団のダニアレルゲン対策⑦
７-５-８．布団のダニアレルゲン対策⑧
７-５-９．布団のダニアレルゲン対策⑨
７-６．家庭用殺虫剤の種類
７-７．使用時のポイント
７-８．家庭用洗剤
７-９．石けん、シャンプー
７-１０．パッチテスト
７-１１．掃除機

７-１２．暖房器具
７-１３．家具
７-１４．空気清浄機
７-１５．除湿器
７-１６．加湿器
７-１７．エアコン
７-１８．食品衛生法
７-１９．教材および教具
７-２０．喫煙
８．エコチル調査
８-１-１．エコチル調査１
８-１-２．エコチル調査２
８-１-３．エコチル調査３
９．花粉症
９-１．花粉症とは
９-２．花粉症の症状
９-３．花粉の種類
９-４-１．スギ飛散開始日と飛散量測定
９-４-２．飛散数と飛散量
９-５．花粉症の増加している原因
９-６．スギ花粉と大気汚染
９-７-１．花粉症対策①
９-７-２．花粉症対策②
《防災》

学習時間

10 時間

学習テーマ

防災

学習目標

災害時における避難所の室内環境について講ずべき配慮
やアレルギー患者に対する対応方法等の専門知識を身に
つける。

学習内容

E ラーニング

1. 家族形態、ライフスタイルからみる防災
第1章
・家族形態の多様化
・ライフスタイルの多様化
第2章
・もしもの時はどう行動するのか
・避難行動とそれから見える課題

2. 防災に於ける片付け・備蓄・収納について
第 1 章 片付け
 防災と片付けは〇〇です
 部屋を安全地帯にするには
 部屋によって違う対策とは
 何をどんな風に片付ける？
第 2 章 備蓄
 なぜ備蓄が必要か
 何を備える？
第 3 章 収納



家の中の収納スペースとは
住環境、家族構成での違い

3. 高齢者とペットの視点からの防災とバリアフリー
第１章 室内から見たバリアフリーと防災対策
１．室内から見た改善方法
 小さい段差による危険性
 ペットも苦しいシックハウス
２．室内の設備から見た注意点
 コンセントからの出火
 ドアは開き戸よりも引き戸が望ましい
３．安全、快適な室内にするために
 空気が淀むと一気に腐敗が進む
 ペットと共に排泄への備え
第２章 建築構造や目視による防災対策
１．目視で出来る屋根や外壁などのチェック
 風雨に対する雨漏りなどの予防
 地震に対する崩壊などの危険性
２．建物内部における在宅避難のための対策
 崩壊に対する屋内の危険箇所の認識
 垂直避難を考える
３．建物全般に渡る留意しなければならない事項
 一時的な２階での生活への備え
 落下物や工作物に注意
4. 子育て家庭の防災
第１章 乳幼児のいる家庭が被災したら
 乳幼児のいる家庭が被災したら

 乳幼児を連れて避難所に行ったら
 誰が子どもを守るのか
第２章 在宅避難のすすめ
 在宅避難のすすめ
 自宅は安全か？
 震度 6 の地震が起こったら
 阪神淡路大震災での住宅内部の被害状況
 安全な自宅にするための備え
 乳幼児がいる場合特に気をつけたいこと
 子どものための備蓄


子育てをしながらの防災対策の難しさ

5. 防火管理者・防災管理者からのアプローチ
序章 はじめに
第1節
人の管理を必要とする山林又は舟車、建築
物、工作物について
第 2 節-1 山林又は舟車、建築物、工作物における火災
と災害
第 2 節-2 火災や災害から被る身体・生命・財産につい
て考えよう
第１章 防火管理者とは
第1節
防火管理者ってなに
第2節
防火管理者がすること
第3節
みんなで協力すること
第２章 防災管理者とは
第1節
防災管理者ってなに
第2節
防災管理者がすること
第3節
みんなで協力すること
第３章 統括防火・防災管理者とは
第1節
統括防火・防災管理者ってなに
第2節
統括防火・防災管理者がすること
第3節
みんなで協力すること
第４章 防火・防災管理の運営に関わる資格
① 防火・防災管理に関する資格（防火防災管理者・自
衛消防隊）
② 防火・防災管理の運営を享受するための資格
第５章 防火・防災管理に関わるその他の法律・条例
第 1 節-1 防火・防災管理から見る府省庁について（府

省庁の紹介）
第 1 節-2 防火・防災管理から見る府省庁について（府
省庁との比較）
第2節
消防法・市町村等の火災予防条例について
第3節
災害に関する法律
（災害対策基本法・石油コンビナート等災害防止法・建
築基準法・国民保護法・海岸法・大規模地震対策特別措
置法）
第4節
市長村等の震災条例 例；東京都
（帰宅困難者対策、震災条例）
第６章 防火・防災管理として行う訓練
第 1 節-1 消防法で定めている訓練 防火管理者を定め
る事業所 火災編
第 1 節-2 消防法で定めている訓練 防災管理者を定め
る事業所 災害編（地震・津波）
第2節
ＢＣＰ/Ｍと消防計画が関わる訓練
第3節
地域や行政と連携する訓練
最終章 課題
第1節
火災対応
第 2 節-1
第 2 節-2
第 2 節-3
第3節
こと

災害（地震）転倒・可動・落下防止①
災害（地震）転倒・可動・落下防止②
災害対応
国や民間も共通して考え取組みを進めてみる

6. マンション防災のアプローチと防災力診断
１. マンション防災の悩み
２. マンション防災の視点
３. マンション防災取組の基本ステップ
４．マンション防災の推進事項
５. マンション防災力診断の活用
６. 総括
7. マンション防災の基本
１. そもそもマンションとは
２. リスクから考えるマンション防災
３. マンション防災の課題
４. マンション防災取組の基本パターン

５. マンション防災取組事項とリスク
６. 総括
8. 「わがこと防災」の奨め
１．はじめに
２．正常性バイアスを考える
３．災害を地球目線でひもとく
４．身の安全を図るということ
５．たいせつなものを守る
６．まとめ
9. 災害リスクの視点を養う
１．はじめに
２．繰り返される災害
３．災害リスクの重要事項説明
４．身のまわりの災害リスク
５．いざその時、誰が何をする？
６．避難の備えを考える
７．まとめ
10. 住まいや暮らしからの防災視点
１．災害とは
２．防災の考え方
３．宅地建物取引業法と防災
４．新しい防災様式
５．災害に強い住環境とは
６．コミュニティ防災とは
７．地域コミュニティの成熟度の指標となる施設

３．参考資料

１－１．はじめに

〔電磁波障害汚染〕
電化製品・高圧電線などから発せられる電磁波

〔環境ホルモン〕
ホルモン様の働きをする化学物質による健康障害

〔シックハウス症候群・シックビル症候群・シックスクール〕
室内の換気不足と建築材料などから放散される化学物質への曝露による影響

〔化学物質過敏症〕
化学物質への曝露

〔アレルギー疾患〕
化学物質やダニ・カビに起因するアレルギー

シックハウス

になり、健康に対する安全性への配慮不足

物質の危険性の評価や換気対策が不十分

ピードで変化していく中で、使用される化学

建築工法や使用する建築材料が急激なス

核家族 人工素材の新建材

大家族 自然素材中心の建材

１．住環境の現状

シックハウス症候群

１－２．家造りの変遷

省エネ

ダニ・カビ

建築材料などから発生

シロアリ

換気対策の遅れ

シックハウス症候群

室内空気汚染

木材腐朽菌

結露

住宅の高気密・高断熱化、設備化、
規格化・均一化、機械化など

揮発性有機化合物（VOC）が

化学物質による対応

暖房の伝統を持つ国々に倣った
建物構造と住まい方

転換

気密性及び閉鎖性と無縁の
建物構造と住まい方

１－３．住環境の悪循環

・
・
・
・
・

地球の温暖化
酸性雨
オゾン層の破壊
大気汚染
海洋汚染

• 地球規模の環境問題
（人間や生態系への影響）

等

２－１．物質循環のバランス崩壊による影響

・
・
・
・

アレルギー
シックハウス症候群
化学物質過敏症
環境ホルモン
（内分泌攪乱化学物質） 等

• 身近な環境問題
（環境により引き起こされる健康問題）

シックハウス

・土壌汚染
・騒音
・振動
・地下水汚染

・大気汚染
・水質汚濁
・悪臭

（典型七公害）

・
・
・
・
・
・
・

２－２．環境問題

森林の衰退、砂漠化
酸性雨
炭酸ガス濃度の上昇に伴う地球温暖化
オゾン層破壊
閉鎖性水域における富栄養素化現象、海洋汚染
人口と食糧、耕地面積の減少
エネルギー資源枯渇問題

２．空気質

外気の性状

２－５－１．主な大気汚染物質

1 時間値の1 日平均値が0.04ppm以下、
かつ1 時間値が0.1ppm 以下
1 時間値の1 日平均値が10ppm以下、か
つ1 時間値の8 時間平均値が20ppm以下
1 時間値の1 日平均値が0.10mg/m3 以
下、かつ1時間値が0.20mg/m3以下
1時間値の1日平均値が0.04ppmから
0.06ppmの間かそれ以下

化学燃料の燃焼
（症状）呼吸困難、咳、喘息、気管支炎

燃料の不完全燃焼、工場・自動車の
排気ガスなど
（症状）頭痛、吐き気、呼吸困難

工場・自動車の排気ガスなど
（症状）喘息、気管支炎、じん肺、肺水
腫など

紫外線による光化学反応、排気ガス、
不完全燃焼
（症状）咳、めまい、呼吸困難、肺水腫

紫外線の吸収
（症状）粘膜刺激、呼吸影響

二酸化いおう（SO₂）

一酸化炭素（CO）

浮遊粒子状物質
（SPM）

二酸化窒素（NO₂）

光化学オキシダント
（Ox）
1 時間値が0.06ppm 以下

大気環境基準

発生源および症状

物質名

☆ 大気汚染に係る環境基準１

環境基本法第16条で「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として設定された大気汚染に係る
環境基準には以下のような物質が挙げられています。

室内で発生する物質

室内空気汚染

近隣の工場、クリーニング工場、幹線道路など発生源の位置、そのときの外気
風および天候などに起因

空気の組成
窒素、酸素で全体の99％を占め、その他に微量で存在するのがその量順に
アルゴン、二酸化炭素、水素、ネオンとなる。

２－３．空気

光化学
オキシダント

二次汚染物質

窒素酸化物、
VOC（揮発性有機化合物）等

紫外線
光化学反応

化学反応を起こして生じた物質

光化学オキシダント
（光化学スモッグ）

生産活動などによって発生した廃棄物が空気中で

によって大気を汚染する物質

人間の社会活動において、石油及び石炭などの燃焼

化石燃料の燃焼、生活活動に伴うもの、廃棄物の処理など

人為起源

一次汚染物質

火山噴火、森林火災、花粉、黄砂、海塩粒子など

自然起源

（発生源）

２－４．大気汚染

1年平均値が0.15mg/m3以下

ジクロロメタン

物質名

大気環境基準

1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下

微小粒子状物質
（PM2.5）

物質名

２－７．室内空気に関わる宣言

世界保健機関欧州事務局（World HealthOrganization, Regional Office for Europe）

「すべての人は清浄な室内空気を呼吸する権利を有する」

清浄空気に関する人権宣言（The Right to Healthy Indoor Air）

2005 年5 月

（日本建築学会）

「清浄な室内空気環境を提供する努力を行うこと」

1年平均値が15μg/m3以下であり、
かつ、1日平均値が35μg/m3以下

大気環境基準

☆ 微小粒子状物質に係る環境基準

ダイオキシン類

清浄空気・建築憲章

2002 年5 月

1年平均値が0.2mg/m3以下

テトラクロロエチレン

☆ ダイオキシン類に係る環境基準

1年平均値が0.2mg/m3以下

トリクロロエチレン

大気環境基準

1年平均値が0.003mg/m3以下

ベンゼン

物質名

☆ 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準

☆ 大気汚染に係る環境基準２

２－５－２．主な大気汚染物質

空気の汚れ

物

生活

人

２－８．室内空気汚染

室内空間の快適性については、単に安全性だけではなく、
さらに高いレベルの快適性なども要求される。

「身体的にも、精神的にも、社会的にも健やかな状態であること」

世界保健機構（WHO）

２－６．健康の概念

室内空気
汚染物質

人の摂取の
場合①

粒子状物質

ガス状物質

食物
7%

その他
2%

室内空気
57%

液体粒子

固体粒子

臭 気

有害ガス

生物粒子

非生物粒子

真菌、細菌、
ウイルス、花粉

粉じん、ラドン娘核種、
タバコ、アスベスト

一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、
硫黄酸化物、ホルムアルデヒド、VOC、オゾン

２－９．室内空気汚染物質の分類

村上周三,第32回建築物環境衛生管理全国大会特別講演,2005

公共施設の空気
12%

産業廃棄
9%

外気
5%

飲物
8%

0

2

4

6

8

10

12

14

浮遊粉じん、窒素酸化物、オゾンなど

・外気

粉じん、ニコチン、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化
物、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなど

・たばこ煙

・浮遊粉じん、ハウスダスト

ダニ、ゴキブリアレルゲン、真菌、細菌、花粉、
ペットのフケなど

・生物学的因子

水

食物

２－１０．主な室内空気汚染源

（重量比）

燃焼生成物

・調理器具（ガスレンジなど）からの

二酸化炭素、二酸化窒素、二酸化硫黄など

など）からの燃焼生成物

・開放型暖房器具（石油ストーブ、ガスストーブ

消臭剤、殺虫剤、化粧品など

・日常生活用品

木質ボード類、接着剤など

・家具類

木質ボード類、ビニルクロス、複合フローリング、接着
剤、防蟻剤など

・建築材料から放散する室内汚染起因化学物質

呼吸

食物：約1kg/ 日

飲食物摂取量

水：約2kg/ 日

約15㎏（DryAir）/ 日

人は呼吸のために酸素を取り入れ、二酸化炭素
を排出する

・人体の代謝

人の摂取の
場合②

16

呼吸量

３－１．シックハウス症候群とは

その他家具や日常生活用品、日常生活から揮発する化学物質
の影響、ダニやカビなどの生物的要因による影響も含む

住宅など建物の建築に使用される材料（建材）に含まれる化学
物質が室内に揮発し、換気不足と相まって室内空気が汚染され
ることで引き起こされる健康への影響

住宅内での室内空気汚染に由来する様々な健康障害

シックハウス症候群とは、

シックハウス

その他の要因が複合的に絡み合う

学物質、ダニやカビなどの生物的要因、ハウスダストなど

※家具、日常生活用品、暖房器具などから放散される化

か、複数の場合かがある

られているが、その有害化学物質の種類が一種類の場合

建築材料から揮発される有害化学物質が主な原因と考え

原因が多種多様

３－２－１．特徴（１）

の有無など日頃の生活習慣も関係する

換気や冷暖房の使用法、掃除の方法、喫煙

住まい方や生活習慣による影響

３．シックハウス症候群

している人が同様な症状を現すとは限らない

また、病状も人により多種多様で、同一住居で生活

が現れる人もいれば、全く症状が出ない人もいる

同一環境で生活しても、シックハウス症候群の症状

個人差が大きい

３－４．化学物質の発生源

要因から離れると症状が和らぐことが多い

症状が出た場合でも、その症状を引き起こした

原因となる建物を離れると症状は和らぐ

３－２－２．特徴（２）

アレルギー体質

◆ 体質の変化

高湿度・結露などによるカビ・ダニの増加

◆ ダニ・カビ

計画換気の認識不足による換気不足

◆ 換気不足

防虫剤、芳香剤、化粧品、ストーブ、たばこなど

◆ 日常生活用品および日常生活から揮発する化学物質

化学物質を多用した建材の使用

◆ 家具から揮発する化学物質

化学物質を多用した建材の使用

◆ 建材から揮発する化学物質

３－５－１．症状（１）

３－３．原因

18

3
5

22

35

アレルギー性鼻炎（AR)と他のア
レルギーとの合併

36

アレルギー性鼻炎
（Allergic
Rhinitis:AR)

1996～97

1990年代

自律神経

健康住宅 研究会

・原因物質が明確
・急性

シックハウス問題が顕在化

2000 2002 2003
建築基準法改 正、ビル管 理法改 正、 JIS
・ JAS
改正

シックハウス（
室 内空気 汚染）問題に
関する検討会

（1997年〜）

シックハウス（
室 内空気 汚染）問題に関する検討会
学校環境衛生 の基準改 正

・原因物質が不明確
・慢性

2012

2004

すべての臓器は交感神経と副交感神経の両方の調節を受け、
ヒトの体はそのバランスの上に立っている

副交感神経（体を鎮静化する）～神経伝達物質はアセチルコリン

交感神経（体を活発化させる）～神経伝達物質はノルアドレナリン

交感神経と副交感神経のバランス異常を含めた機能失調が原因と考えられている

発汗異常、動悸、息切れ、胸部圧迫感、便秘、下痢などの症状を示す疾患

臓器の異常は認められないのに、頭痛、めまい、疲労感、不眠、手足の冷感、

自律神経失調症

室 内濃度指針値策定

皮膚アレルギー
（skin）単独

気管支喘息と皮
膚アレルギー

気管支喘息
（Bronchial
asthma:BA)

アレルギーなし

３－６．シックハウス症候群の疾患のアレルギー疾患合併

（例）頭が重い、頭痛、微熱、倦怠感、イライラなど

特定できない症状をいう。特に本人にしか自覚できないような症状が多い

漠然とした体の不調の訴えで、検査をしても特定の病気として何処が悪いのか

はっきりとした症状を示さなかったり、次々と症状が移行していくことも多く、なんとなく調子
が悪いなと思っていても、それがシックハウス症候群だと本人も気づけないことがよくある

しまうこともよくある

神経失調症や更年期障害、風邪、花粉症、精神疾患などと間違われて

不定愁訴といわれるような、本人にしか自覚できない症状が多く、自律

３－５－２．症状（２）

シックハウス（
室 内空気 汚染）問題に
関する検討会

2020

３－７．現状

３－５－３．症状（３）

ナフサ→ベンゼン→スチレン→ ポリスチレン

４－１．化学物質とは

※ 一般的には「人工化学物質」だけを指す場合と、元素や天然に存在するごく単純な
化学物質を除いたすべての物質を指すことが多い。

（例）元素、天然物、人工合成物質、非意図的生成物（ダイオキシン類、トリハロメタン類）

「製造中間体なども含めた元素及び化合物」（労働安全衛生法）

元素又は化合物

（例）

～ 化審法（化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律）

「元素又化合物に化学反応を起こさせることによって得られる化合物」

人工合成物質

シックハウス

(2015年10月末現在）

４－２．身近な化学物質

 製造・流通されているもの：約10万種

化学物質登録システムから付与される化学物質に固有の数値識別番号のこと

米国化学会の一部門であるCAS（Chemical Abstracts Service）が運営・管理する

※CAS番号

 ＣＡＳ番号登録：約1億300万種

４．化学物質

４－５．化学物質の管理の必要性

身の回りの化学物質が含まれる製品

適切な管理を行い、問題を未然に防ぐことが必要

 製造工程のみならず、使用・廃棄などライフサイクルの各段階において

や環境に悪影響をあたえる有害な物質として作用

 化学物質は、我々の生活に不可欠ではあるが、取り扱いを誤ると、人体

私たちの生活の中で、
便利さや快適さをもたらす上で欠かせないもの

化学物質の有用性（ベネフィット）

化学物質を使う理由

４－３．化学物質を使用する理由

医薬 品の場合
リスク評価の重要性

化学物質の二面性

４－６．化学物質のハザード（有害性）

副作用による健康被害

危険性

リスク

４．地球環境影響

・水棲や陸上生物への影響

３．生態毒性（環境生物）に対する有害性）

・長期毒性（慢性毒性）

・短期毒性

２．人への毒性

１．物理化学的危険性（可燃性、金属腐食性、爆発性など）

病気やけがを治す

利便性

ベネフィット

４－４．化学物質のベネフィットとリスク

評価機関

発がん性の

名称

5 段階に分類
6 段階に分類
3 段階に分類

米国産業衛生専門家会議（ACGIH）

米国環境保護庁（EPA）

日本産業衛生学会

5 段階に分類

評価法

投与されることにより発現する毒性

長期間にわたり連続または反復

発現する毒性

一回または短時間に反復投与した場合に

国際がん研究機関（IARC）

慢性毒性

急性毒性

化学物質が各種の生体機能に好ましくない有害反応を引き起こす性質

４－７ー１．毒性（１）

国際がん
研究機関
（IARC）による
発がん性の
分類

催奇形性
発がん性

人に対する発がん性
ABS 樹脂、過酸化水素、リモネン、水銀、二
については分類できな
酸化硫黄、トルエン、キシレン、カプロラクタム
い
人に対しておそらく
発がん性がない

3

4

クレオソート油、テトラクロロエチレン、バイオ
マス燃料、DDT

人に対しておそらく
発がん性がある

アセトアルデヒド、四塩化炭素、DDT、パラジ
人に対して発がん性を
クロロベンゼン、ジクロルボス、エチルベンゼ
示す可能性がある
ン、鉛、ナフタレン

アフラトキシン、ヒ素、アスベスト、ベンゼン、カ
ドミウム、塩化ビニルモノマー、ホルムアルデ
ヒド、ダイオキシン、ディーゼルエンジンの排
気ガス
人に対して発がん性
がある

2B

2A

1

胎児に奇形を誘発させる毒性
がんを引き起こす性質

遺伝子または染色体に作用し、突然変異を誘発させる毒性

免疫細胞への毒性や、アレルギー反応を誘発する毒性

免疫毒性
変異原性

特 性
皮膚や粘膜に炎症を引き起こす
皮膚や粘膜を破壊する
アレルギー反応が起きる
生殖能力に対する影響

毒 性
刺激性
腐食性
感作性
生殖毒性

４－７－２．毒性（２）

曝露量

吸入曝露

経皮曝露

経口曝露

４－９－１．曝露経路（１）

化学物質のリスクは、化学物質の有害性の程度とその曝露した量により変
わります。有害性が高くても曝露しなければリスクは低く、有害性が低く
ても長時間にわたり曝露した場合や高濃度であればリスクは高まります。

有害性

化学物質
のリスク

通して生体内に取り込まれること

有害な化学物質が非意図的に口、皮膚、気道を

４－８－１．化学物質のリスク（１）

曝露

有害性

有害性

大量の曝露であれば、

リスクは高い

有害性が低くでも長時間に渡り曝露した場合や

リスクは低い

有害性が高くても曝露しなければ、

※ 体内に取 り込まれた量を曝露量という。

生体内に取り込まれること

有害な化学物質が非意図的に口、皮膚、気道を通して

大量
曝露

長期間
曝露

曝露なし

４－８－２．化学物質のリスク（２）

吸入

経皮

経口

埃が1ミクロン（1mmの1/1000）以下の微粒子であれば、気管から気管支を通り、肺胞へ
と達し、微粒子に付着している化学物質とともに、肺胞から血液に取り込まれる。

空気中の埃なども気道に入るが、大きな粒子は鼻腔の中で捕捉されたり、呼吸器の上部
に沈着して、咳により吐き出されたり、消化管側に飲み込まれたりする。

有害な物質が口から体内に侵入すると、その一部は肝臓で解毒され、体外へ排出される。
皮膚は化学物質の侵入を防ぐ壁の役割を果たしているが、脂溶性の高い化学物質など
は皮脂線や汗腺などから吸収される。
一酸化炭素、二酸化硫黄、ベンゼン、トルエンなどの気体は、呼吸器内を通り肺に達し、
肺胞（肺の深部）で血液に取り込まれる。

口から入る化学物質の大部分は消化管（口腔・咽喉・食道・胃・小腸・大腸・肛門）からこ
れらの内壁を構成する各種の膜を通過して、血液中に吸収される。

４－９－２．曝露経路（２）

呼
気
便
排泄

汗

代謝
解毒分解

尿

体内への化学物質の侵入

４－１０．蓄積と排泄

・吸入により血液中に吸収されやすい

・揮発性に富む

・常温では液体

特徴

・物質の沸点が50 ～ 240℃である物質（世界保健機構）

・空気中に常温で揮発しやすい有機物質の総称

定義

※ Volatile…揮発性、Organic Compound…有機化合物

５－１．揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds:VOC）

シックハウス

SVOC
POM
TVOC

粒子状物質
総揮発性
有機化合物

VOC

VVOC

略記

準揮発性
有機化合物

揮発性
有機化合物

高揮発性
有機化合物

分類

全範囲

240～260
テトラデカン、フタル酸ジブチル、
～
フタル酸ジエチル、クロルピリホス
380～400
ベンゾ（a）ピレン、ホキシム、
380以上
リン酸トリクレジル、フェンチオン

VOCの総量

建材中に存在していても
揮発しにくいが、長期に
わたり放散する
建材中に存在していても
揮発しにくい

50～100 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、
～
スチレン、パラジクロロベンゼン、
常温で揮発しやすい
240～260 リモネン、フェノブカルブ

沸点範囲
化学物質
備考
（℃）
0以下
ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、建材の製造過程などで
～
塩化ビニルモノマー
揮発しやすい
50～100

５－２－１．揮発性の有機化合物の沸点と分類（１）

５．揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds:VOC）

出典：国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build
/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf

５－２－２．揮発性の有機化合物の沸点と分類（２）

総揮発性
有機化合物
（TVOC）

粒子状物質
（POM）

高揮発性
有機化合物
（VVOC）
揮発性
有機化合物
（VOC）
準揮発性
有機化合物
（SVOC）

方が異なり統一はされていない。

法により分離定量されたVOCの総計といわれているが、研究者や国により考え

を可能な限り、同定、定量した濃度レベルをいう。一般的にはガスクロマトグラフ

そこに存在するVOCの総量のことを指し、複数の揮発性有機化合物の混合物

して存在している可能性の高い物質である。

準揮発性有機化合物よりも更に沸点が高く、空気中では凝縮して粒子状物質と

縮する可能性もあるが、長期にわたり徐々に放散する特徴を持つ。

蒸気圧が低いこともあり、大量に放散することはなく、室内の壁などの表面に凝

常温で揮発しやすい

中に多く揮発する可能性がある。

沸点が100℃以下の物質で、揮発性が非常に高く、蒸気圧も高いために、空気

５－３．特徴

６－１．建材からの化学物質

放散されることにより、室内空気汚染の原因となっている。

このように多用された化学物質には、健康に対して悪影響を与えるものも含まれており、室内に揮発・

また、住宅を蝕むシロアリやダニ、カビに対しても、化学物質による対応がとられてきた。

しかし、ほとんどの新建材はその製造工程の中で、機能性を高めるために化学物質が使用されている。

可能にした。また、住宅性能を多様化、高品質化する上でも、大変重要な役割を果たした。

れるようになり、これらの建材は、大量生産に伴うコスト低減や、品質の均一化、建築技術の簡易化を

現在の住宅では、新建材と呼ばれる日本の伝統工法では使われることのなかった建築材料が多用さ

シックハウス






建材内部に含まれる化学物質が建材表面にしみ出してきて、空気中に放散
周りの風速の影響をさほど受けず、放散量も少ないが、長期間にわたり放散


合板、ビニル壁紙

やすく、比較的短期間で放散

化学物質が室内に放散される速度は温度と表面付近の風速に影響を受け

溶剤が乾燥、または表面に存在する揮発性有機化合物がなくなるまで放散









ペンキ、ワックスなど

６－２．建材からの化学物質の放散形態

木質系材料の合板の接着剤に含まれているホルムアルデヒドや有機溶剤が揮発
木質系材料に使われている防カビ、防虫剤が揮発したり、こすられて微粒子になる。
ビニル壁紙に含まれる可塑剤
ペンキ、ラッカー、ワックスの有機溶剤が揮発 など

拡散支配型

蒸散支配型



６．建材からの化学物質

主素材など

６－３－３．塩化ビニル壁紙の添加剤（１）

など、脱塩ビの樹脂系壁紙や絹、羊毛などの動物繊維を素材

ポリオレフィン（ポリエチレン、ポリプロピレンなど）、ポリエステル、アクリル樹脂

アスベスト、ガラス繊維、ひる石、金属など

は紙で裏打ちした壁紙、無機質紙に表面化粧した壁紙

じゅらく調の骨材を紙の上に吹き付け加工した壁紙、ガラス繊維を表面化粧また

た壁紙（但し、塩化ビニル樹脂を除く。）

エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂やポリエチレン・アクリル樹脂などを主原料とし

塩化ビニル樹脂

合成繊維のものや天然繊維との混紡素材が多い。

たもの、ポリエステルやナイロンなどの化学繊維

綿・オーガニックコットン・レーヨン・麻など、絹やウールなど動物繊維を原糸とし

ケナフなど（一部ポリオレフィンなど）、紙の上に和紙を貼ったもの、紙布

紙（一般紙、加工紙）の上に印刷したもの、和紙、再生紙の上に印刷したもの、

主な種類

特性／毒性・健康影響など
・無色あるいは黄味を帯びた油状の液体
・代表的な可塑剤

揮発して室内の空気を汚染する可能性は、それほど高いとは考えられない。

濃度が低くとも、空気中の多くが粒子状物質として存在するという指摘もある。

•

•

【別名】
フ タ ル 酸 ビ ス 2- エ チ ル ヘ キ シ ル 、 ・目や気道への刺激、吐き気、目の発赤
DEHP
IARC発がん性分類3（人に対する発がん性については
※ フタル酸ジオクチル（DOP）と
分類できない）
いわれることもある。

物質名
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

硬質のポリ塩化ビニルに可塑剤を添加することで柔軟性を持たせる

可塑剤

特定壁紙

無機質壁紙

（化学繊維壁紙）

プラスチック製壁紙

塩化ビニル壁紙

織物壁紙

紙壁紙

分類

６－３－１．壁紙

高圧ガスでプ ・低沸点炭化水素
ラスチックを
膨張させる

（DPT）

・N,N'‐ジニトロソペンタメチレンテトラミン

ドラジド）（OBSH）
膨らし粉のよ
うに合成樹脂 ・ 2,2’‐ ア ゾ ビ ス イ ソ ブ チ ロ ニ ト リ ル
を膨張させる
（AIBN）

・4,4'‐オキシビス（ベンゼンスルホニルヒ

・アゾジカルボンアミド（ADCA）

厚みと断熱性を持たせるために添加される発泡剤は、
大きく2種類に分類されます。

塩化ビニル壁紙には可塑剤、安定剤など以外にも防
カビ剤、抗菌剤、着色剤など他の添加剤も含まれて
います。

その他

素材を燃えにくくするために添加されます。難燃剤に
は臭素系やリン酸トリス2-クロロエチル（TCEP）やリ
ン酸トリブチル（TBP）などのリン系などがあります。

難燃剤

安定剤は、塩化ビニルが熱や光で分解（熱分解）され
たり、変色してしまうのを防ぐ働きをします。主な安定
剤にはカドミウム等の金属系、有機鉛系、エチルヘキ
サン酸等の有機酸などがあります。

安定剤

６－３－４．塩化ビニル壁紙の添加剤（２）

ほとんどの場合、主素材に使用されている素材が51%以上の重量になる。
主素材がいわゆる「風合い」になる。
分類上は織物壁紙であっても化粧層に樹脂などがコーティングされていることもある。
「風合い」は織物であっても、織物の重量比が51%以上でなければ織物壁紙に分類されない。
一部主素材が紙ではないが、紙壁紙として分類されているものもある。
ポリ塩化ビニルなどを使用しても、1㎡当たり30グラム以下なら、紙の壁紙と表示できる。

発泡剤








廃棄時

製造

原材料

塩化ビニル
ポリ塩化ビニル（塩化ビニル樹脂）
これを構成しているのが塩化ビニルモノマー（単体）で、塩（電気分解し
て得られる塩素）と石油（エチレン）から製造される。
難燃加工された紙の上に、塩化ビニルゾルを塗り、熱をかけて発泡させ、
柄ロールをかけて色づけする。
塩化ビニルモノマーは精製工程でモノマー除去が行われた上に、樹脂
内の残留モノマーも製造の際の加熱などで揮発するため製品にはほと
んど残らない。
ダイオキシン類などの有機塩素化合物のガスを発生させる。
（但し、高温で焼却されると、ダイオキシン類はほとんど生成しない。）

６－３－２．塩化ビニル壁紙

（例）EVA系ホットメルト

短い高分子などに熱を加えると反応して樹脂となって硬化することを利用した方法

（例）エポキシ樹脂、ホルマリン樹脂、ポリアミド系接着剤

室温で高分子化して硬化する性質を利用した方法

反応性に富んだ低分子の化学物質に触媒や促進剤を加えると、空気に曝さなくとも

（例）でんぷんのり、酢酸ビニル樹脂エマルジョン

溶剤や水を揮発させて硬化させる方法

フェノール樹脂
フェノール／ホルムアルデヒド樹脂

メラミン樹脂
メラミン／ホルムアルデヒド樹脂

ユリア樹脂
尿素／ホルムアルデヒド樹脂

でんぷんの腐食を防止するために、防腐剤として添加される。

壁紙用合成でんぷん系接着剤

接着剤の多くはユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂が原料として使われている。

料

原

ホルムアルデヒド系接着剤

６－４－３．ホルムアルデヒドを含む接着剤（１）

乾燥過程においてVOCを放散します。特に乾燥初期において多くのVOCが放散される傾向が
あり、施工中の換気、また、竣工後には養生期間を設け、換気を行うことが必要です。

熱硬化法

化学硬化法

風乾法

溶剤で溶解または水に分解させた接着剤を塗布して、被接着物体を合わせてから、

接着・成形の方法

接着剤の硬化方法には溶剤の蒸発により硬化する風乾法などがある。。

 接着・成型

６－４－１．接着剤

使用原料

６－４－４．ホルムアルデヒドを含む接着剤（２）

物質名
酢酸ブチル、酢酸エチル、メタノール、エタノール、イソ
プロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、シ
クロヘキサノン、シクロヘキサン、ヘキサン、ヘプタン、メ
チルセロソルブ、ブチルセロソルブ
ロジン
フ タ ル 酸 ジ ブ チ ル （ DBP ） 、 ア ジ ピ ン 酸 ジ イ ソ ノ ニ ル
（DINA）、リン酸トリブチル（TBP）、リン酸トリス-2-エチ
ルヘキシル（TEHP）
トルエンジイソシアネート（TDI)、ジフェニルメタンジイソ
シアネート（MDI）

主な用途
合板、パーティクルボード、
ユリア（尿素）樹脂
ユリア（尿素）、ホルムアルデヒド
MDF
合板、パーティクルボード、
メラミン樹脂
メラミン、ホルムアルデヒド
MDF
合板、パーティクルボード、
メラミン・ユリア共縮合樹脂 メラミン、ユリア、ホルムアルデヒド
MDF
合板、パーティクルボード、
フェノール樹脂
フェノール、ホルムアルデヒド
構造用集成材
レゾルシノール樹脂
レゾルシノール、ホルムアルデヒド 構造用集成材

分類

硬化剤

可塑剤

粘着付与剤

溶剤

添加剤

６－４－２．接着剤の原料

など

複合フローリング

モザイクパーケット

フローリングブロック

フローリングボード

単層フローリング

用語

６－７－１．フローリング（１）

定義
ひき板を基材とし、厚さ方向の構成層（以下「構成層」という。）が1のフローリング（裏
面に防湿及び不陸緩和を目的として積層した材料を接着したものを含む。）をいう。
一枚のひき板（これを縦継ぎしたものを含む。）を基材とした単層フローリングであつ
て、根太張（フローリングを根太の上に単独で張り込むことをいう。以下同じ。）又は
直張（フローリングを素地床（コンクリート床スラブ若しくはその上に下張り床材を直
張りした床又は根太等の上に単独で床面の強度を担保する下張り床材を施工した
床をいう。）の上に張り込むことをいう。以下同じ。）
ひき板（これを縦継ぎしたものを含む。）を2枚以上並べて接合したものを基材とした
単層フローリングであつて、直張の用に供することを目的として使用されるものをいう。
ひき板の小片（最長辺が22.5㎝以下のものに限る。以下「ピース」という。）を2個以上
並べて紙等を用いて組み合わせたものを基材とした単層フローリングであつて、直
張の用に供することを目的として使用されるものをいう。
単層フローリング以外のフローリングをいう。

フローリングの種類（農林水産省告示247号による）

・畳

・フロアタイル

・クッションフロア

・タイルカーペット

・カーペット

・フローリング

６－５．主な床材

天然木化粧
特殊加工化粧

化粧加工

基材

複合3種フローリング

複合2種フローリング

複合1種フローリング

用語

定義
ベニヤコアーの合板のみを基材とした複合フローリングであつて、根太張又は直張の用に供
することを目的として使用されるもの（フローリングの表面に美観を表すことを主たる目的とし
て施された加工及び表面加工の保護を目的として積層された材料並びに裏面に防湿及び不
陸緩和を目的として積層した材料がフローリングの厚さの3分の1を超えるもの並びに表面加
工の保護を目的として積層された材料のうち吸水により著しく膨張するものを積層したものを
除く）をいう。
ひき板、集成材、単板積層材又はランバーコアーの合板を基材とした複合フローリングであっ
て、根太張又は直張の用に供することを目的として使用されるもの（フローリングの表面に美
観を表すことを主たる目的として施された加工及び表面加工の保護を目的として積層された
材料並びに裏面に防湿及び不陸緩和を目的として積層した材料がフローリングの厚さの3分
の1を超えるもの並びに表面加工の保護を目的として積層された材料のうち吸水により著しく
膨張するものを積層したものを除く）をいう。
複合1種フローリング及び複合2種フローリング以外の複合フローリングであつて、根太張又
は直張の用に供することを目的として使用されるものをいう。
構成層を構成する木質系材料のうち、フローリングの表面に美観を表すことを主たる目的と
して施された加工及び表面加工の保護を目的として積層された材料並びに裏面に防湿及び
不陸緩和を目的として積層した材料以外のものをいう。
複合フローリングの表面に美観を表すことを主たる目的として施された加工（オーバーレイ、
塗装その他の表面加工のうち、被覆した表面材料の美観を生かしたものを除く。）をいう。
天然木のひき板又は単板を用いた化粧加工をいう。
天然木化粧以外の化粧加工をいう。

フローリングの種類（農林水産省告示247号による）

６－７－２．フローリング（２）

昨今は畳業界において安全な畳の提供を積極的に取り組んでおり、日本伝統の畳を生活に活かせる環境が
増えつつあります。

そこで従来のわら畳に固執しない建材床などの畳や防虫対策を施した畳が普及してきた。その反面、防虫薬
剤などによる健康影響などの問題が起きたといえる。

日本伝統のわら畳は良い面が多くあるが、建物が高気密化され室内の密閉度を上げた結果、わら畳の特質を
生かすことが困難になってきた。それは密閉された中で、室内の湿気が逃げることなく常時高湿度の状態のた
め、わら畳が湿気を吸い上げ、藁の中にいる微生物が活動しやすい環境を作ってきたからである。

畳

フローリングは、大きく分けると一枚の板でできた単層フローリングと、合板などの基材に表面の単板を合わ
せた複合フローリングに分けられる。現在使用されているフローリングの多くは複合フローリングで、複数の
材料を貼り合わせる構造なので、製造過程で接着剤が使用される。

フローリングは、合板からだけではなく表面のワックスや施工時に使用した接着剤、下地に使用される合板
などからも化学物質を放散する。また、床暖房使用時に床の温度が上がることで化学物質の放散が促され
ることがある。

フローリング

６－６．床材

６－８－１．畳

６－８－３．畳表

い草の良さを引き出す一方で、着色料などの問題点もある。

畳表は畳床と異なり現在でも天然素材が一般的ですが、合成繊維を織った
畳表や合成樹脂の表面に畳の目を型押ししたシート状の畳表もある。
縦糸には天然の素材のマニラ麻や綿糸などの縦糸やパイレンやビニロンな
どの化学繊維系縦糸が使われる。

但し、一般的に使われている畳表は丸藺で作られている。

丸藺と呼ばれるい草とい草に似ている七島藺が使われる。

・難燃性
材料を圧縮させて作られており、また、適度な水分を含んでいるために燃えにくい。
稲わら畳床は有害ガスを発生させる心配が少ない。

・弾力性があり、衝撃が少ない

・振動や音を吸収する

・吸着効果
稲わら畳床は、発生するVOCの量が極めて小さく、VOCの吸着効果がある。

・保温、断熱効果
畳床に使われる稲わらには熱を伝えにくい特徴があり、優れた断熱性を有する。
夏は涼しく、冬は暖かく室温を保つ。

・調湿作用
湿度が高いときには水分を吸収し、低くなれば（空気が乾燥すると）水分を放出し、湿度調整をする。

主な特性

合板と違い建築基準法ではホルムアルデヒド発散建築材料の告示

40cm位の厚さの乾燥させた稲わらを縦横に積み上げ強く圧縮して
縫いあげ、5～5.5cm程度の板状に加工した畳床
ポリスチレンフォーム、またはインシュレーションボードを稲わらで
はさんで製造した畳床

６－８－４．着色料




二酸化硫黄

マラカイト
グリーン





青緑色の結晶
強い塩基で防カビ剤の役割も果たす。
食品衛生法により食品中からマラカイトグリーン及び主な代謝物のロイコマラカ
イトグリーンが検出されたものは流通、販売などが禁止されている。
 目や皮膚、粘膜への刺激
 水によく溶けるので、唾液や汗で溶けて口や皮膚から人体に吸収されやすい。
二酸化硫黄で薫蒸した畳表は、鼻を刺激する異臭がある。

着色の方法
直接畳表に噴射するタイプ（中国産の畳表によく使用される方法）
染土に混ぜるタイプ

しかし一方で、着色料を利用することによって、そこに住まう人の健康に影響を及ぼすこととなりました。さらに、
着色料によってい草自体の繊維や色素（葉緑素）を傷めることで耐久性も低下し、畳本来の良い特性が生かされ
なくなってきた。

い草の色のばらつきを均一化し、畳表の色を鮮やかに保ち、より青く見せるため使用される。着色した場合、質
の悪いい草を使用しても最初は綺麗に見せることができるという理由もある。このような理由で、特に中国産の畳
表に多く使用されている。

着色料

ポリスチレンフォーム

ることなく使用することができる。
・燃焼時に、黒い煤が大量に発生する。
・スチレン（スチレンモノマー）が放散する可能性がある。
※ 業界の自主規制により放散速度が設定され、厚生労働省の
定める室内濃度指針値220μg/㎥を下回るようにされている。
但し、放散されないわけではなく季節や室内の環境（換気な
ど）によっては何らかの影響を及ぼす可能性はあるといえる。

インシュレーションボード 対象外であるため、居室の内装仕上げや天井裏などに規制を受け

建材畳床（JIS A 5914）

稲わらサンドイッチ畳床

稲わら畳床

稲わら畳床および稲わらサンドイッチ畳床（JIS A 5901）

畳床の種類により日本工業規格では、稲わら畳床および稲わらサンドイッチ畳床（JIS A 5901）と
建材畳床（JIS A 5914）に分けられている。

６－８－２．畳床

６－９－１．塗料

乾燥過程においてVOCを放散する。
特に乾燥初期において多くのVOCが放散される傾向があり、施工中の換気、
また、竣工後には養生期間を設け、換気を行うことが必要である。

顔料や合成樹脂などの塗膜を形成する成分を、溶剤などで溶解して作業性
を高めている。

美観や保護のために、住宅の内外装のいたるところで塗料が使用される。
塗料にはその組成や用途、機能など様々な種類があり、そこに含まれる
化学物質も数多くある。

防虫剤

防虫加工畳糸使用

裏シート
（裏打ちシート）

防虫加工不織布

防虫加工紙

真空殺菌処理
熱風乾燥処理

誘電加熱処理

６－８－５．防虫処理

畳全体にマイクロ波や高周波を当て、65～70℃程度に加熱し、殺虫する方法
この場合、その時点で発生しているダニを殺すことはできても、いずれ部屋に敷き詰め使用して
いる間に湿気を吸い込み、ダニが再発生する。さらに、水分の多いところでは非常に高温になり、
藁の弾力性を失い、畳が傷むという欠点がある。
真空状態にし、酸素を奪う方法
熱風乾燥と熱とで殺虫する方法
畳の下部に縫いこまれており、そこに防虫用の殺虫剤を染み込ませている。
わら床の防虫処理に殺虫剤を使用した場合、農地でのそれを使用するよりはるかに高濃度にな
るといわれる。
【使用される主な殺虫剤】
・フェニトロチオン（MEP） ・フェンチオン（MPP） ・ダイアジノン
防虫加工紙同様に畳床に縫いこんであり、そこに防虫用の殺虫剤を染み込ませてある。
床面からの湿気から畳床を保護するためのシートに、防虫加工されているもの
・防虫シートとして畳に縫い込まれる場合
・防湿および防虫シートとして畳の下に敷き込まれている場合
使用される薬剤は、有機リン系物質やホウ素系化合物などである。
麻、ポリエチレン、ポリエステルなどの畳糸
防虫畳糸、防虫畳縁、防虫縁下紙など、いたるところで防虫加工されているが、いずれも防虫加
工紙と同じように農薬をしみ込ませたものである。
畳の下に撒く。
【使用される薬剤】
・ナフタレン ・フェニトロチオン（MEP）

◆

◆

水や油などに溶けない粉末で、塗膜を有色にしたり、厚みをもたせたりするもの

６－９－２．原料

塗料や塗膜の性能を向上させるために添加されるもの

溶剤

塗装後、乾燥・硬化の過程で大気中に揮発する。

油脂や樹脂を溶解（希釈）し、流動性を与える。

塗膜にならない原料

添加剤

油脂、樹脂 塗膜を形作る主体となる原料で、油脂や樹脂の特徴が塗膜性能を決定づける。

顔料

塗膜になる原料

塗料の原料は、塗膜になるものと塗膜にならないものに分かれる。

原料

（畳表）
 畳表の着色料
 畳表の原料であるい草の残留農薬
 畳表の防カビ・防ダニ処理薬剤

（畳床）
 畳床の防虫処理方法および薬剤
 稲わら床の原料である藁の残留農薬

わら畳（建材畳床の一部を含む）において注意すべき点

６－８－６．わら畳（建材畳床の一部を含む）において注意すべき点

の有害性

障害、末梢神経障害、造血障害などの中毒障害を引き起こす。

摂取されると麻酔作用、皮膚作用、皮膚粘膜障害、肝障害、腎

有機溶剤は脂溶性、揮発性などという特徴を有し、一旦体内に

５．建材・施工材はできるだけ揮発性有機化合物の少ないものを選択する。

４．畳は薬剤による防虫加工をしていないものを選択する。

３．接着剤の使用を必要最小限とする。

２．木部は防虫・防カビ処理をしていない無垢材を使用する。

１．薬剤処理に頼らない防腐・防蟻施工をする。

６－１１．化学物質に配慮した住まい

添加される可塑剤（フタル酸類）や、顔料に含まれる重金属が塗膜の劣化により粉状になり空気中
に浮遊する。エマルションとは、本来混じり合わない性質をもつ2つの液体のどちらかが、もう一方
の液体の中に均一に分散している状態をいう。

エマルションョン塗料とは、有機溶剤を使用せずに、樹脂と水を乳化剤を使って一体化させた水性
塗料である。

エマルション塗料

防虫成分
有機溶剤
添加物

塗料の有害化学物質の問題

塗料には様々な種類の化学物質が含まれていますが、その中でも有害なものが多く含まれているのが、
防虫成分、有機溶剤、その他の添加物である。
特に室内空気を汚染する原因になりやすいのが有機溶剤である。

６－９－３．化学塗料の問題

（別紙1）
建材および建材に使用される添加剤からの放散が予想される主な化学物質（その他の建材）

複数の化学物質を同時に曝露した場合の健康被害については、未解明な部
分が多くはっきりとわかっていない。

ひとつひとつの化学物質だけをとっても、毒性を持ったものが存在するが、実
際の室内では複数の化学物質が同時に存在していることになる。

住宅を建てるときに使用される建材の、あらゆるところから化学物質は発生し
ている。

６－１０．その他の建材

７－１．日常生活用品と化学物質

そこで室内空気環境を考える場合、これらの日常生活用品からの化学物質発生についても
十分考慮しなければならない。

例えば、殺虫剤、防虫剤、日用塗料、家具、家電製品、燃焼器具、衣類や事務機器などが挙
げられる。住宅建築の際に「建材について慎重に選択したものの、生活用品までには気が回
らなかった」といった声を耳にするが、生活用品は時として大きな化学物質発生源となる。

シックハウス問題が表面化した当初は、建材や施工材からの化学物質の発生が大きく取り
上げられたが、居住者や執務者により持ち込まれた日常生活用品も軽視できない室内化学
物質発生源として指摘されている。

シックハウス

７－２．殺虫剤

【主なカーバメート系物質】
プロポクスル、BPHC、カルバリル（NAC）

有機窒素化合物に属するものの一つで、その作用形態は有機リン系殺虫剤とほぼ同じである。

 カーバメート系殺虫剤

【主なピレスロイド系物質】
ペルメトリン、レスメトリン、フェノトリン、フラメトリン、アレスリン、フタルスリン、フェンバレレート、フルバリネート、シフルスリンなど

ピレスロイドとは、除虫菊殺虫成分であるピレトリンとその類縁化合物の総称
この天然ピレトリンの化学構造を基本に、殺虫剤として合成されたピレトリン類縁化合物を総称して合成ピレスロイドという。
ピレスロイド系化学物質は、内分泌錯乱や発がん性の観点から健康被害を指摘する声もある。

 ピレスロイド系殺虫剤

【主な有機リン系物質】
ダイアジノン、マラチオン（マラソン）、ジクロルボス（DDVP）、トリクロルホン、フェニトロチオン、ホキシム、フェンチオン、テメホス、
ピリダフェンチオンなど

強力な殺虫性と広範な殺虫スペクトルを有する。
有機リン化合物類は、人体曝露により、神経への強い毒性や視力の低下、記憶力・注意力の低下、吐き気、めまい、手足のしび
れなどの症状を引き起こすことが指摘される。

 有機リン系殺虫剤

家庭用として用いられる殺虫剤は、その有効成分から次のように分類される。

７．日常生活用品からの化学物質

パラジクロロベンゼン、エンペントリン、樟脳

エンペントリン、ペルメトリン

家具には合板や塗装部分が多く、大きな化学物質発生源にな
る場合が多い。

近年、家具発生の有害化学物質に関する研究が進められてい
るが、生活用品の中でも家具は、発生源強度が大きいと考えら
れている。

防虫シート

衣類カバー ピレスロイド系、ベンゾイミダゾール系

引出し用

洋ダンス用 エンペントリン、ナフタレンやパラジクロロベンゼン

衣類防虫剤には、洋ダンス用、引出し用、衣類カバーや防虫シートがある。

 衣料防虫剤

フローリングなどには防虫処理薬剤として、ホウ素化合物、ホキシム、フェニトロチオン、
ピリダフェンチオンが使われている。

 木材防虫剤

家庭用防虫剤は大きく分けて木材防虫剤と衣類防虫剤に分類される。

７－５．家具

７－３．防虫剤

家電製品は、熱を持つことで各部位に使用されている塗料、接着剤
や可塑剤から化学物質発生量が増大すると考えられている。

我が国における家電製品の普及は著しく、それに伴い、家電製品か
ら発生する化学物質による室内空気汚染が取り上げられるようになっ
ている。

日用塗料も一般の塗料と種類や主成分、溶剤、希釈剤は同じです。水
性塗料や天然系塗料・自然塗料の使用例が増えているが、これらもあ
る種の化学物質放散が生ずるため、全く無害であるとはいえない。

７－６．家電製品

日用塗料は室内環境汚染の問題から、より安全な製品開発が求められ
ているものの一つである。

居住者自らが建材を購入し、リフォームを行う事例が多く、この際に問
題を引き起こす可能性の高いものが日用塗料になる。

７－４．日用塗料

７－９．事務機器

運転時の室換気量の確保
発生汚染物質を使用者が吸引しない位置に機器を設置する

我が国においては、一般環境のオゾンガスに関わる基準が整備されていなかったため、日
本建築学会専門委員会が室内環境基準を60ppb以下と提示している。
事務機器の運転と設置については、下記の配慮が必要と思われる。

オゾンガスは、呼吸器系の機能低下、めまい、頭痛や倦怠感などの症状を引き起こすとされ
ており、日本産業衛生学会が0.1ppmという労働環境基準を設けている。

事務室においては、コピー機やプリンターなどの事務機器が用いられている。これらの機器
は印刷時に、有害なオゾンガスを発生することがある。

開放型燃焼器具は、使用時に多量の燃焼生成物を放出する。

物質が含まれているが、なかでも熱とともに排気を室内に放出する

建材や生活用品などから発生するガス状汚染物質には、有害化学

７－７．燃焼器具

その他、衣料品をクリーニング処理した場合の問題もあります。ドライクリー
ニングの洗浄過程では、石油系洗浄剤が用いられており、洗浄後の衣料品
における残留化学物質には十分注意を払う必要がある。

また、衣料品は鼻や口の呼吸器系に近接しており、衣料品からの発生化学
物質を直接吸入してしまう可能性が高いため、衣料品の化学物質発生量
が微量であったとしても、人体に及ぼす影響は軽視できない。

人体に着用される衣料品は、人体の熱放散による温度上昇の影響を受け
やすい。すなわち衣料品からの化学物質発生量が常温時に比較して増大
する可能性がある。

７－８．衣料品

世界保健機構（WHO）によるガイドライン

学校環境衛生基準（文部科学省）

シックハウス対策に係る建築基準法
（国土交通省）

室内濃度指針値（厚生労働省）

シックハウス

８－１．室内空気質に関わる法律

８－２．空気質のガイドライン（厚生労働省）

また、総揮発性有機化合物（TVOC）の暫定目標値については、毒性学的知見から決
定されたものではなく、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定した値とされている。
TVOC値から健康被害のリスク評価を行うには、現時点ではデータが不足していて未
解明な部分が多いため、あくまでも目安としての設定にとどめている。

指針値は、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響
は受けないであろうと判断される値とされている。なお、ホルムアルデヒドの場合は短
期間の曝露によって起こる毒性を指標に策定されている。それ以外の物質の場合は長
期間の曝露によって起こる毒性を指標として策定されている。

厚生労働省は、室内空気汚染の低減化を促進し、快適で健康な室内空間を確保する
ことを目的に、個別の揮発性有機化合物（VOC）に対して室内濃度指針値（ガイドライ
ン）を設定している。この指針値には法的拘束力はありませんが、ひとつの重要な指標
として扱われている。

８．関連法規

（2）（6）

テトラデカン

（1）（2）

（3）（5）

（1）（3）

アセトアルデヒド

フェノブカルブ

総揮発性有機化合物
（TVOC）

キシレン
（芳香族炭化水素）

トルエン
（芳香族炭化水素）

ホルムアルデヒド
（アルデヒド類）

物質名

（4）（5）

ダイアジノン

毒性指標
室内濃度指針値

規制される物質になります。

※赤文字は建築基準法で

ppmは容積表示

μg/㎥は重量表示

（参考）

6.3ppb
（100μg/㎥）

1.5ppb
（17μg/㎥）

0.05ppm
（200μg/㎥）

接着剤や塗料の溶剤および希釈剤





目や皮膚への刺激、めまい、吐き気、頭痛、腹痛、
中枢神経系への影響
IARC発がん性分類3（人に対する発がん性につい
ては分類できない）

目や気道への刺激、疲労、めまい、嘔吐、頭痛、
昏睡、意識喪失、皮膚の発赤、中枢神経系への
影響
 IARC発がん性分類3（人に対する発がん性につい
ては分類できない）
ベンゼン様の芳香のある無色の液体
空気より重い。


目・鼻・気道への刺激、吐き気、頭痛、咳、流涙、呼吸
困難、結膜炎、刺激性皮膚炎、変異原性
IARC発がん性分類2A（人に対しておそらく発がん性が
ある）
接着剤や塗料の溶剤および希釈剤、防水剤 ベンゼン様の芳香のある無色の液体
の溶剤、医薬
空気より重い。

主な特性および健康影響
刺激臭のある無色の気体
水に易溶（37％以上の水溶液はホルマリンと呼ば
れる。）
酸化されてギ酸になる。

８－４－１．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性等（１）

ヒトの吸入曝露における神経行動機能および生殖発生への影響

0.08ppm
（100μg/㎥)
0.07ppm
（260μg/㎥）
妊娠ラット吸入曝露における出生児の中枢神経系発達への影響
0.20ppm
（870μg/㎥）
ピーグル犬経口曝露における肝臓および腎臓などへの影響
0.04ppm
（240μg/㎥)
マウスおよびラット吸入曝露における肝臓および腎臓への影響
0.88ppm
（3800μg/㎥）
ラット吸入曝露における脳や肝臓への影響
0.05ppm
（220μg/㎥）
母ラット経口曝露における新生児の神経発達への影響および新生
0.07ppb
児脳への形態学的影響
（1μg/㎥）
但し、小児の場合、0.1μg/㎥（0.007ppb）
母ラット経口曝露における新生児の生殖器の構造異常などの影響
0.02ppm
（220μg㎥/）
C8-C16混合物のラット経口曝露における肝臓への影響
0.04ppm
（330μg/㎥)
ラット経口曝露における精巣への病理組織学的影響
7.6ppb
（120μg/㎥）
ラット吸入曝露における血漿および赤血球コリンエステラーゼ活性
0.02ppb
などへの影響
（0.29μg/㎥）
ラットの経気道曝露における鼻腔嗅覚上皮への影響
0.03ppm
（48μg/㎥）
ラットの経口曝露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響
3.8ppb
（33μg/㎥）
国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り
（400μg/㎥）（暫定目標値）
低い範囲で決定

ヒトの吸入曝露における鼻咽頭粘膜への刺激

主な用途および発生源
合板（ベニヤ板、コンパネなど）に使用される 
接着剤の原料、形状記憶シャツなど合成繊維 
の収縮防止、防腐剤、殺菌剤、たばこ煙


（1）（3）（5）

フタル酸ジ-n-ブチル

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

（1）（2）

エチルベンゼン

（4）（5）

（1）（2）

（1）（2）（3）

パラジクロロベンゼン

スチレン

（1）（2）

キシレン

クロルピリホス

（1）（2）

各物質の
選定理由

トルエン

ホルムアルデヒド

揮発性有機化合物

８－３－１．個別化学物質の室内濃度指針値等（厚生労働省）（１）

スチレン
（芳香族炭化水素）

エチルベンゼン
（芳香族炭化水素）

パラジクロロベンゼン
（含ハロゲン類）

物質名





ポリスチレン樹脂の原料、塗料の溶剤









目や喉への刺激、めまい、吐き気、頭痛、昏睡、
脱力感、皮膚炎、中枢神経系への影響、変異原
性
IARC発がん性分類2B（人に対して発がん性を示
す可能性がある）

皮膚や気道への刺激、疲労感、めまい、頭痛、意
識低下、眠気、昏睡、中枢神経系への影響
IARC発がん性分類2B（人に対して発がん性を示
す可能性がある）
無色～黄味を帯びた油状の液体

鼻や喉への刺激、吐き気、頭痛、皮膚の発赤、腎
臓への影響、中枢神経系への影響
IARC発がん性分類2B（人に対して発がん性を示
す可能性がある）
独特の芳香のある無色の液体

主な特性および健康影響
刺激臭のある無色～白色の結晶
昇華性があるので室温でも気化する。

接着剤や塗料の溶剤および希釈剤、スチレ 
ン単量体の中間原料溶剤


主な用途および発生源
トイレの芳香剤、衣料の防虫剤

８－４－２．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性等（２）

【各物質の選定理由】
（1）海外で指針が提示されているもの
（2）実態調査の結果、室内濃度が高く、その理由が室内の発生源によると考えられるもの
（3）パブリックコメントから特に要望があったもの
（4）外国で新たに規制がかけられたことなどの理由により、早急に指針値策定を考慮する
必要があるもの
（5）主要な用途から見て、万遍なく網羅していること
（6）主要な構造分類から見て、万遍なく網羅していること
※両単位の換算は、25℃の場合による。
※複数の揮発性有機化合物の混合物の濃度レベルである総揮発性有機化合物
（TVOC）の暫定目標値（400μg/㎥）は、毒性学的見地から算出されたものではない。

８－３－２．個別化学物質の室内濃度指針値等（厚生労働省）（２）

 皮膚への刺激
無色～黄味を帯びた油状の液体

塗料の溶剤、灯油

可塑剤
目や気道への刺激、吐き気、目の発赤
IARC発がん性分類3（人に対する発がん性については
分類できない）

 喉や気管支の痛み、皮膚への刺激、胃の痛み
石油臭のある無色の液体

塩化ビニルの可塑剤、塗料、接着剤

主な特性および健康影響
無色～白色の結晶
めまい、吐き気、頭痛、下痢、呼吸困難、意識喪失、
神経系への影響、コリンエステラーゼ阻害剤
特有のにおいを持つ無色～黄味を帯びた油状の液体

主な用途および発生源
シロアリ防除剤、殺虫剤、木材防腐剤

単 位

10 億分のいくつかであることを表します
1ppb＝0.001ppm、1ppb＝0.0000001％

ppb
（parts per billion）

（例） 水１リットルに対して、１ppm では1mg、1ppbでは0.001mgの物質が溶けている状態

100 万分のいくつかであることを表します
1,000ppm＝0.1％

ppm
（parts per million）

・気体濃度の表示などに使われる単位

・全体の体積に対し、対象となる物質が占める体積を割合で表したもの

空気や水に含まれる化学物質の濃度に使われる単位

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
（フタル酸エステル類）

テトラデカン
（飽和炭化水素系）

フタル酸ジ-n-ブチル
（フタル酸エステル類）

クロルピリホス
（有機リン系殺虫剤）

物質名

８－４－３．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性等（３）

めまい、吐き気、嘔吐、頭痛、腹痛、縮瞳、神経系
への影響、コリンエステラーゼ阻害剤

８－５－１．シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で報告された内容（１）





主な特性および健康影響
特有のにおいを持つ無色で油状の液体

目や皮膚への刺激、疲労感、めまい、吐き気、神
経系への影響、コリンエステラーゼ阻害剤
接着剤、防腐剤、写真現像用の薬品、香水、刺激臭がある無色の液体もしくは気体
染料
 二日酔いの原因物質の一つ
 目・皮膚・気道への刺激、めまい、吐き気、嘔吐、
咳、皮膚炎、中枢神経系への影響、変異原性
IARC発がん性分類2B（人に対して発がん性を示
す可能性がある）
シロアリ防除剤、殺虫剤
白色～淡褐色の固体

主な用途および発生源
シロアリ防除剤、殺虫剤

健康悪化を来たさないようにすることができるはずである。

びにそのような住まい方を普及啓発することで、多くの人たちが

指針値を満足するような建材等の使用、住宅や建物の提供並

手可能な毒性に係わる知見からこれらの物質の指針値を定め、

必要とされるが、これらが明確になる前であっても、現時点で入

明確な対応関係は証明されていないので、今後の研究、調査が

現状の研究では指針値が策定された物質と体調不良との間に

フェノブカルブ
（カーバメート系殺虫剤）

アセトアルデヒド
（アルデヒド類）

ダイアジノン
（有機リン系殺虫剤）

物質名

８－４－４．室内濃度指針値が設定された物質の主な特性等（４）

８－６－１．室内濃度指針値の役割（１）

所、地下街、車両、その他

泊・保養施設、体育施設、図書館、飲食店、劇場・映画館、公衆浴場、役

機関、学校・教育機関、幼稚園・保育園、養護施設、高齢者ケア施設、宿

住居（戸建、集合住宅）、オフィスビル（事務所、販売店など）、病院・医療

・ 室内空間における生活の質（QOL）の保証

保健及び公衆衛生上の見地

の室内空間が対象となる。

ある。指針値の適用範囲については、特殊な発生源がない限り全て

的な評価作業の進捗に伴い、将来必要があれば変更され得るもので

なお、指針値は、今後集積される新たな知見や、それらに基づく国際

８－５－２．シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で報告された内容（２）

８－６－２．室内濃度指針値の役割（２）

・小児、高齢者、妊婦などへの有害な暴露の未然防止と徹底管理

・自分自身の住まい方によって起こる汚染に対する責任（消費者）

・供給側が提供する空間を選択する責任（消費者）

・供給側の情報を知る権利（消費者）

・室内空気汚染化学物質に関する情報提供（供給側）

・快適で汚染のない室内空間の供給（供給側）

供給側と居住者 / 消費者の責任関係の見地

はずだからである。

学物質が本来もっている有益性が最大限生かされることに大きく貢献する

健康影響の危惧を起こすことがないように安全かつ適正に使用され、化

い。客観的な評価に基づく室内濃度指針値を定めることは、化学物質が

はじめ、関係業界、建物の管理者等の当時者には、正しく理解いただきた

響を与える」ことを意味するのではない、という点について、一般消費者を

一方、指針値設定はその物質が「いかなる条件においてもヒトに有害な影

８－５－３．シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で報告された内容（３）

８－９－１．ホルムアルデヒド対策（１）

天井裏などは、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材（F☆☆☆以上）とするか、機械換気設
備を天井裏等も換気できる構造とする必要がある。

３．天井裏などの制限

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具などからホルムアルデヒドが発散される
ため、居室を有するすべての建築物で機械換気設備の設置が原則義務付けられている。

２．換気設備設置の義務付け

居室の種類および換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の
使用面積が制限される。
・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、内装仕上げ材に使用してはならない。
・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料（F☆☆）～第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
（F☆☆☆）については、一定の面積の制限がある。
・規制対象外建築材料（F☆☆☆☆）については、使用面積の制限はない。

１．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限

概 要

①内装仕上げへの使用制限（Ｆ☆☆☆☆）
②換気設備設置の義務付け
③天井裏等への制限

ホルムアルデヒド対策

クロルピリホスの使用禁止

８－７．シックハウス対策に係る建築基準法（国土交通省）

毒性・症状など

図１

出典：国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf

但し、クロルピリホスを添加した建材については、建築物に用いられた状態で5年以上経っ
たものは規制対象外となる。建築後5年以内に改築工事を行う際には、クロルピリホスを添
加した建材を添加した建材は除去しなければならない。

クロルピリホスを塗布・散布した建材や、クロルピリホスを含有する建材などの使用は禁止
されている。防蟻剤などの現場施工はもちろん、クロルピリホスを添加した建材の使用もす
べて禁止である。

・めまい、吐き気、頭痛、下痢、呼吸困難、意識
喪失、神経系への影響
・コリンエステラーゼ阻害剤

クロルピリホスの特性等

シロアリ防除剤、殺虫剤、木材防腐剤

難分解性

揮発性は高くない。

常温では無色または白色の結晶

有機リン系農薬成分

特性・主な用途

８－８．クロルピリホスに関する建築材料の規制

住宅などの居室
以外の居室

住宅などの居室 ※

居室の種類

換気回数
0.7回/h以上
0.5回/h以上0.7回/h未満
0.7回/h以上
0.5回/h以上0.7回/h未満
0.3回/h以上0.5回/h未満

Ｎ2（第二種）
1.2
2.8
0.88
1.4
3.0

F ☆☆☆☆等級の建材や、無垢材や鉄、石などホルム
アルデヒド発散建築材料に指定されていない『告知対象
外建材』の場合は、面積制限を受けることなく内装仕上げ
に使用できる。

N2：下記の表に示す数値
N3：下記の表に示す数値
S2：第二種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3：第三種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A ：居室の床面積

N2S2＋N3S3≦A

Ｎ3（第三種）
0.20
0.50
0.15
0.25
0.50

住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、
家具その他これに類する物品の販売業を営む
店舗の売り場をいう。それ以外の居室には、学
校や病院などの居室がある。

※住宅などの居室

※ F☆☆☆のみを使用した場合

N3 × S3 ≦ A
（0.5）
× （200㎡） ≦（100㎡）

「換気回数0.5回/h」「床面積100㎡」の居室の内装仕上げに、
F☆☆☆の建材を使用できる面積は、200㎡までとなります。

（例）F☆☆☆であれば、床面積の2倍まで使用できます。

第一種ホルムアルデヒド発散建築材料については、居室の内装仕上げへの使用が禁止されている。
第二種、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料については、床面積、換気回数に応じて、居室の内装
仕上げに使用できる面積が制限されていて、使用する際には次の式を満たしていることが求められる。

８－９－３．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（２）

出典：国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf

面積制限の計算式

② 使用面積制限

図２
使用禁止

120μg/㎡･h超（0.12mg/㎡･h）

ホルムアルデヒドの
放散速度
5μg/㎡･h以下（0.005mg/㎡･h）
5μg/㎡･h超（0.005mg/㎡･h）
20μg/㎡･h以下（0.02mg/㎡･h）
20μg/㎡･h超（0.02mg/㎡･h）
120μg/㎡･h以下（0.12mg/㎡･h）

規制対象

規制対象外

廻り縁、窓台、手すり、巾木、鴨居、敷居、長押などの造作部分・建具枠
柱などの軸材（軸状の部分）
部品・設備見付け面積が1/10に満たない部分
部品・設備の木口
部品・設備の芯材など居室に面さない部分
部分的に用いる塗料・接着剤
部品・設備の内部の天板、側板、底板、棚板などで固定されている主要な面材
☑ 壁、床、天井、屋根（天井を貼らない場合）、建具（ドアなどの居室の室内に面する部
分）などの面的な部分
☑ あらわしで使った柱などの軸材で、露出面積が室内に面する部分の1/10を超えた場合
☑ 造り付け家具や建具の枠などは当該家具などの見付け面積の1/10を超える部分
☑ 室内に直面するボード類（表面化粧などの二次加工を含む）
☑ 「透過性」（通気性）のある材料を貼ったボード類（「透過性」のある材料には、壁紙や
カーペットなどが該当）

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

使用面積が制限されるのは、室内に面する部分の仕上げに使用される材料

内装仕上げ材の規制対象範囲

８－９－４．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（３）

クロルクロルピリホスは一切使用が禁止されているが、ホルムアルデヒドについては使用量の
制限にとどまっており、F☆☆☆☆の建材でもまったくホルムアルデヒドが含まれていないわけで
はない。

↑
ホルムアルデヒドの頭文字

対応する規格
（JIS、JAS）
F☆☆☆☆
F☆☆☆
（旧E0、Fc0）
F☆☆
（旧E1、Fc1）
無等級
（旧E2、Fc2）

内装材に無制限に使用できる建材証明

使用面積を制限

使用面積を制限

使用面積制限なし

内装仕上げの制限

Ｆ☆☆☆☆とは

規制対象外
第３種ホルムアルデヒド
発散建築材料
第２種ホルムアルデヒド
発散建築材料
第１種ホルムアルデヒド
発散建築材料

区分

① 建築材料の区分

８－９－２．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（１）

８－９－６．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（５）

☑ ガラリなどのついた襖などで居室との間に積極的に通気を図っている押入れ

☑ ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、
給気経路となっている納戸、ウォークインクローゼット

☑ 居室からの排気をトイレ、浴室などからまとめて排気する場合のトイレ、浴室

☑ ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、
換気経路となっている廊下は居室と一体とみなされる。

☑ 常時開放された開口部で「居室」に接する廊下、納戸、ウォークインクローゼット

☑ 押入れなど居室に付属する収納部分は、通常は天井裏などに該当するが、
居室との間に換気を積極的に採ろうと図る場合、居室と一体とみなされる。

このように複数の空間において一体的換気を行う場合には、これらを一つの空間として、
建築材料や換気設備に関する制限を適用する必要がある。

ホルムアルデヒド対策の機械換気設備による換気計画上、居室と一体的に換気を行う廊下、
便所、洗面所、浴室などは居室とみなされる。

B．居室と一体であるとみなされる屋内空間

内装仕上げ材
の
規制対象範囲

天井裏等（床下、壁内、収納スペースなど）が制限される理由
機械換気設備を設ける場合、天井裏などから、居室へホルムアルデヒドが流入するおそれがあるため

☑ 居室に隣接する天井裏、屋根裏（小屋裏）、床裏（床下）、外壁内部、間仕切りの内部、物置その他これらに類する
部分で居室との間に「気密層」をもたない場合
☑ 開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない納戸、ウォークインクローゼット
☑ 屋根裏収納、造り付け収納、床下収納、通常の襖などで仕切られた押入れなど
☑ 居室に設けられる収納スペース（押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、
ウォークインクローゼットなど）の内部仕上げ
☑ 室内に直接面するボード類・壁紙など透過性の材料を貼ったボード類の裏側に貼られたボード類
☑ 室内に直接面するボード類・壁紙など透過性の材料を貼ったボード類の裏側に塗られた接着剤

「天井裏等」とは居室に面する天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他にこれらに類する部分で、
押入れなどの収納スペースもこれに該当する。
但し、収納スペースで、換気計画上居室と一体的に換気を行うため居室への給気経路となる部分は、
居室とみなすことになる。
居室との間が「気密材」で遮断されている場合は「天井裏」とはされず、規制はかからない。

C．天井裏等

８－９－７．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（６）

《住宅以外の建築物の居室》
事務室、会議室、守衛室、病室、診察室、手術室、薬剤室、受付待合室、
店舗の売り場、店員休憩室、厨房、公衆浴場の脱衣室、工場の作業場、
集会室、学校の教室、喫茶店など飲食店の客席、映画館の客席ホール、
ホテルのロビーなど
倉庫、物置などは該当しない。

《住宅の居室》
居間、食堂、台所、寝室、個室、和室、応接室、書斎など
廊下、浴室、洗面所、便所などは該当しない。

A．居室

③ 規制対象の区分

８－９－５．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（４）

・給気ファンと排気口を用いるもの
・気密性の低い建物では、室内の湿気が壁体内へ侵入し、内部結露の
原因になる場合もある

・給気口と排気ファンを用いるもの
・室内の気圧が外部より低くなるため、壁内や天井裏などの空気が室内
に流入する場合がある

給気ファンと
排気口

給気口と
排気ファン

第三種機械換気

・給気ファンと排気ファンを用いるもの
・熱交換器を設置することで給気と排気の熱交換が可能である

第二種機械換気

給気ファンと
第一種機械換気 排気ファン

機械換気の種類と特徴

８－９－１０．換気設備設置の義務付け（２）

☑ 通気止めや気密層で居室との間を遮断した間仕切り壁

☑ 気密層で居室との間を遮断した天井裏、屋根裏、床下、外壁

☑ 開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない廊下

☑ トイレ、洗面所、浴室、シャワー室などで居室と接していないか、居室と
接していても通気性のない壁や扉で遮断されている場合

内装材の制限、換気の義務化の規制を受けない。

D．対象外空間

８－９－８．「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限（７）

0.3回/h以上

８－９－１１．天井裏などの制限（１）

Http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf

出典：国土交通省ホームページ

気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。
気密材料を連続して隙間なく設置して、居室と天井裏などの間の通風を遮断する。
《気密材料》
① 厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930-1997)
② 透湿防水シート（JIS A 6111-2000）
③ 合板など
④ 吹き付け硬質ウレタンフォーム断熱材（JIS A 9526-1999）
⑤ 乾燥木材など（重量含水率20％以下の木材、集成材、積層材など）
⑥ 鋼製部材
⑦ コンクリート部材

気密層、通気止めによる措置

天井裏などにF☆☆☆以上の建材を使用するか、告示対象外の建材を使用する。
第１種、第２種ホルムアルデヒド発散建築材料は使用しない。

建材による措置

居室と、居室と一体であるとみなされる屋内空間については、ホルムアルデヒド発散建築材料の内装仕上げへ
の使用制限と、機械換気設備の義務付けがされているが、居室以外の部分についても制限が設けられている。
天井裏などからの居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐために、次のいずれかの対策を施す必要がある。

※ 換気量（㎥/h）・・・・室内の空気が1時間にどれくらいの量入れ替わるのかを示す。

※ 換気回数（回/h）・・・室内の空気が1時間に何回外気と入れ替わるのかを示す。

上記以外の居室

換気回数
0.5回/h以上

居室の種類
住宅などの居室

住宅の場合には換気回数が0.5回/h以上の換気設備を設置しなければならない。換気回数
0.5回/hを保ち続けなければならないので、換気設備を24時間連続運転する必要がある。

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用していない場合においても、家具からの発散がある
ため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられている。

８ー９－９．換気設備設置の義務付け（１）

法改正後①

※ ☆の数は、ホルムアルデヒドの発散量を表す

内装仕上げに対し使用面積制限がない建材でF☆☆☆☆と表記される。

F＝ホルムアルデヒド（Formaldehyde）の頭文字

F☆☆☆☆建材とは

ホルムアルデヒド

アセトアルデヒド

・建物内において規制のかかった物質の代替物質濃度が高くなっている

・カビによる問題が増えている

・シックハウス対策に係る法律の理解度が低い

F☆☆☆☆建材を使っていればシックハウス問題は起きないという認識がある
法改正後②

・シックハウス問題は今なお続き、問題が複雑化している

＜現実＞

 法改正後、そして今２

１．告示対象建材
２．JASによるホルムアルデヒド放散量の等級
３．JISによるホルムアルデヒド放散量の等級

すでにシックハウスの問題は終わったという認識が強い

＜建設業界＞

 法改正後、そして今１

③ 居室の換気設備が第三種機械換気設備
天井裏などもその換気設備で排気するか、専用の排気ファンを天井裏などに設置する。

（別紙2）

JIS、JAS、国土交通大臣認定により分類される。

告示対象以外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認めら
れないことから、規制の対象とはならず制限なく使用することができる。

② 居室の換気設備が第二種機械換気設備
居室内の空気圧が、常に天井裏などの空気圧より高く保たれるので、居室内に空気が流
入することはないとみなされる。そのため、第二種機械換気設備を設けていれば、それ以
上の対策は必要とされない。

ホルムアルデヒド発散建築材料の告示対象となる建材は、別紙の通りとなる。

① 居室の換気設備が第一種機械換気設備
居室内の空気圧が天井裏などの空気圧よりも高い状態にすることによって、居室内から
天井裏などへ空気が流れるようにする。もしくは天井裏などに排気ファンを取り付ける。

８－１０．その他（告示対象建材）

換気設備による措置

８－９－１２．天井裏などの制限（２）

毎学年1回

検査回数

８－１２．世界保健機構（WHO）によるガイドライン

基準値
100μg/㎥
260μg/㎥
870μg/㎥
240μg/㎥
3800μg/㎥
220μg/㎥

世界保健機構（WHO）によるガイドライン

（別紙3）

④ 空気汚染から公衆衛生を保護する行政官や専門家の指導

③ 各国の空気質基準値の策定支援

② 有害汚染物質への曝露の試算と最小限化

① 空気汚染から公衆衛生を保護すること

空気質のガイドラインの目的

WHO（世界保健機構）では「空気質に関するガイドライン（Guidelines For Air Quality）」を定めている。
WHOでは、「健康住宅」とは、「そこの居住者に中毒や病気を起こさせないというだけでなく、居住者
が身体的、社会的に完全によい状態で暮らせるような住宅のことである」と定義している。

物質名
ホルムアルデヒド
トルエン
キシレン
パラジクロロベンゼン
エチルベンゼン
スチレン

学校環境衛生基準で定められた揮発性有機化合物

シックスクール問題の対応として学校施設の維持管理が重要となり、
その基本となるのが学校環境衛生基準に基づいて日常点検を行うこと

８－１１－１．学校環境衛生基準（文部科学省）（１）

８－１３．その他の法律

ダニ数は100匹/以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 毎学年1回

基 準
検査回数
10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
30％以上、80％以下であることが望ましい。
換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい。
人工換気の場合は、0.5m/秒以下であることが望ましい。
10ppm（0.001％） 以下であること。
0.06ppm 以下であることが望ましい。
0.10mg／㎥以下であること。
毎学年2回
1教室平均10コロニー以下であること。
黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であることが望ましい。
（換気回数）
40人在室、容積180㎥の教室の場合
・幼稚園・小学校 2.2回/時以上．
・中学校 3.2回/時以上
・高等学校 4.4回/時以上

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
（建築物衛生法、ビル管法）

住宅性能表示制度

（化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

ダニ又はダニ
アレルゲン

換気

検査項目
温度
相対湿度
二酸化炭素
気流
一酸化炭素
二酸化窒素
浮遊粉じん
落下細菌
実効輻射温度

揮発性有機化合物以外にも換気や温度などの基準が設定

８－１１－２．学校環境衛生基準（文部科学省）（２）

厚生労働省

農林水産省

薬事法

農薬取締法

農作物を害する病害虫の防除に用いら
れる殺菌剤、殺虫剤および農作物の成
長促進剤、発芽抑制剤

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器
具

放射性物質、毒性及び劇物取締法（特
定毒物に限る）、覚せい剤取締法、麻薬
及び向精神薬取締法で規制されるもの
以外の化学物質

第一種指定化学物質、第二種指定化学
物質

毒物、劇物

対象物品
主として一般消費者の生活用に供され
る製品

特定第一種指定化学物質（15物質）

ベンゼン、トルエン、キシレンなど
ダイオキシン類、トリクロロエチレンなど
臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホスなど
鉛及びその化合物、有機スズ化合物など
CFC、HCFCなど
石綿など

第一種指定化学物質例（462物質）

石綿、エチレンオキシド、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、
クロロエチレン（別名塩化ビニル）、ダイオキシン類、鉛化合物、ニッケル
化合物、砒素及びその無機化合物、1,3-ブタジエン、2-ブロモプロパン、
ベリリウム及びその化合物、ベンジリジン＝トリクロリド、ベンゼン、ホル
ムアルデヒド

揮発性炭化水素
有機塩素系化合物
農薬
金属化合物
オゾン層破壊物質
その他

対象化学物質

８－１５－２．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（２）

厚生労働省
経済産業省
環境省

人の健康を損なうおそれ、または動植物の生息若し
くは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質によ
る環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の
製造または輸入に際し事前にその化学物質の性状
に関して審査する制度を設けるとともに、その有する
性状などに応じ、化学物質の製造、輸入、使用など
について必要な規制を行うことを目的とする。
医薬品、医薬部外品、化粧品および医療用具の品
質、有効性および安全性を確保することを目的とす
る。
農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の
確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の
保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄
与することを目的とする。

関連省庁
概要
有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上
厚生労働省 の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健
康の保護に資することを目的とする。
毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必
厚生労働省
要な取り締まりを行うことを目的とする。
PRTR制度とMSDS制度を柱として、事業者による化
学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保
経済産業省
全上の支障を未然に防止することを目的とする。
環境省

化学物質の審査及び
製造などの規制に関する法律
（化審法）

法律名
有害物質を含有する家庭用品の
規制に関する法律
（家庭用品規制法）
毒物及び劇物取締法
（毒劇法）
特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び
管理の改善の促進に関する法律
（化学物質排出把握管理促進法、
化管法、PRTR法）

８－１４．化学物質に関する主な法令

対象事業者

種

公表

国民

届出データを集計

行政庁
開示請求

届出

対象化学物質の排出量・移動量を把握

※次ページに掲げる24業種

対象事業者は年度ごとに、対象化学物質の排出量・移動量を届けなければならない。

る事業者である。

量が規定量以上（2）の事業所を有するか、法令で定める特定の施設（3）を設置してい

する従業員数が21人以上の事業者で、いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱

PRTRの対象となる事業者は、政令で定める業種（1）※に属する事業を営み、常時使用

（１）対象事業者

（１）対象業
８－１５－３．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（３）

① 事業者による自主的な化学物質の管理の改善の促進
② 行政による化学物質対策の優先度決定の際の判断材料
③ 国民への情報提供を通じた、化学物質の排出状況・管理状況
への理解の増進

PRTR制度には多面的な意義が期待

PRTR（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排
出移動量届出制度）とは、人の健康や生態系に有害なおそれ
がある化学物質について、環境中への排出量および移動量を、
事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業
者からの報告を集計・公表する制度

この法律はPRTR制度とMSDS制度を柱として、特定の化学物質の環境への排出量などの把握
に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状および取扱いに関する情報の提供に
関する措置などを講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環
境の保全上の支障を未然に防止することを目的

８－１５－１．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（１）

※ MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となる
ため、一般消費者は提供の対象にはなりません。

原則としてMSDSの提供は、業種・事業者規模・年間取扱量に関わらず、対象化学物質を含有す
る製品を取引するすべての事業者に対して義務付けられている。

取引先の事業者からMSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学物質につい
て正しい情報を入手し、化学物質の適切な管理に役立てることができる。

MSDS制度とは、化学物質排出把握管理促進法に基づき、対象化学物質または対象化学物質を
含有する製品を他の事業者に譲渡または提供する際には、その化学物質の性状および取扱いに
関する情報（MSDS：Material Safety Date Sheet/化学物質等安全データシート）を事前に提供する
ことを義務付ける制度

 MSDS制度

８－１５－６．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（５）

１．金属鉱業
２．原油・天然ガス
３．製造業
a 食料品製造業
b 飲料・たばこ・飼料製造業
c 繊維工業
d 衣服・その他の繊維製品製造業
e 木材・木製品製造業
f 家具・装備品製造業
g パルプ・紙・紙加工品製造業
h 出版・印刷・同関連産業
i化学工業
j 石油製品・石炭製品製造業
k プラスチック製品製造業
l ゴム製品製造業
m なめし革・同製品・毛皮製造業
n 窯業・土石製品製造業
o 鉄鋼業
p 非鉄金属製造業
q 金属製品製造業
r 一般機械器具製造業
s 電気機械器具製造業
t 輸送用機械器具製造業
u 精密機械器具製造業
v 武器製造業
w その他の製造業
４．電気業
５．ガス業
６．熱供給業
７．下水道業
８．鉄道業
９．倉庫業（農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。）
１０．石油卸売業
１１．鉄スクラップ卸売業（自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自
動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。）
１２．自動車卸売業（自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。）
１３．燃料小売業
１４．洗濯業
１５．写真業
１６．自動車整備業
１７．機械修理業
１８．商品検査業 １９．計量証明業（一般軽量証明業を除く。）
２０．一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）
２１．産業廃棄物処理業（特別管理産業廃棄物処分業を含む。）
２２．医療業
２３．高等教育機関（付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。）
２４．自然科学研究所
※公務はその行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記の対象業種で
あれば、同様に届出対象

８－１５－４．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（３）

請求

製造業者

請求

ＭＳＤＳ提供の例

加工業者

請求

提供

卸売業者

提供

小売業者

提供

８－１５－７．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（６）

・鉱山保安法により規定される特定施設
・下水道終末処理施設
・廃棄物の処理および清掃に関する法律により規定される一般廃棄物施設および産業廃棄物処理施設
・ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設

（３）特定の施設

いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上、またはいずれかの特定第一種指定
化学物質の年間取扱量が0.5t以上

年間製造量＋年間使用量

（２）年間取扱量

８－１５－５．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（４）

合計562物質

しかし、MSDSを提供する相手方が承諾した場合には、ファック
ス、電子メール、ホームページへの掲載などの手段を選択する
こともできる。

基本的には、文書または磁気ディスク（フロッピーディスク）の交
付によって行うこととしている。

MSDSの提供方法

８－１５－１０．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（９）

但し、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考
えられる製品については、事業者の過度の負担を避ける観点から対象から除外されている。

人や生態系への有害性（オゾン層破壊性を含む）があり、環境中に広く存在する、または将来
的に広く存在する可能性があると認められる物質が、政令で指定されている。

・第二種指定化学物質100物質

・第一種指定化学物質462物質

対象化学物質

８－１５－８．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（７）

9. 物理的および化学的性質
10. 安定性および反応性
11. 有害性情報
12. 環境影響情報
13. 廃棄上の注意
14. 輸送上の注意
15. 適用法令
16. その他の情報

MSDSの構成例
製造者情報および製品名
物質の特定（組成、成分情報）
危険有害性の分類
応急措置
火災時の措置
漏出時の措置
取扱いおよび保管上の注意
曝露防止および保護措置

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（MSDSの構成例）

（別紙4）

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

国内規格としてJIS Z 7250、国際規格としてはISO11014-1（内容はJISと同じ）としてその記述内容が標準
化されている。これら標準に基づくMSDSを提供することで、原則として本法上の義務を果たすことができる
ことから、経済産業省としては、JIS Z 7250に基づき、MSDSを作成・提供することを推奨している。

MSDSとは、指定化学物質およびそれらを含有する製品の物理化学的性状、危険有害性、取扱上の注意
などについての情報を記載したデータシートのことである。

８－１５－１１．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（１０）

・再生資源（金属くず、空き缶など）

・一般消費者用の製品（家庭用洗剤、殺虫剤など）

・密封された状態で使用される製品 乾電池など

・固形物（金属板、管など）
※粉状や粒状のものを除く

・含有率が少ないもの
対象化学物質の含有率が1％未満（特定第一種指定化学物質の場合は0.1％未満）の製品

例外的にMSDSを提供しなくてもよい製品

８－１５－９．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（８）

８－１６－３．住宅性能表示制度（３）

・ホルムアルデヒド
・トルエン
・キシレン
・エチルベンゼン
・スチレン

測 定 対 象 物 質

表示項目
・特定測定物質の名称
・特定測定物質の濃度
・測定器具の名称
・採取を行った年月日
・採取を行った時刻など
・内装仕上げの工事の完了した年月日
・採取条件
✓居室の名称
✓採取中の室温または平均の室温
✓採取中の相対湿度または平均の相対湿度
✓天候および日照の状況
✓換気の実施状況
✓その他
・分析した者の氏名または名称

この項目は選択項目となっており、測定するかどうかは評価申請の際に任意に選択できる。測定対象物質と
なる化学物質は、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンである。

室内の化学物質濃度の測定

交付する制度

価を行い、その結果を住宅性能評価書として

（指定住宅性能評価機関）が、住宅の性能評

づいて、国土交通大臣が指定した第三者機関

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基

①構造の安定に関すること
耐震性など
②火災時の安全に関すること
火災時の安全性、避難のしやすさなど
③劣化の軽減に関すること
柱や土台に対する対策など
④維持管理・更新への配慮に関すること
配管などの点検・清掃・交換のしやすさなど
⑤温熱環境に関すること
省エネルギー対策についてなど
⑥空気環境に関すること
シックハウス対策・空気測定など
⑦光・視環境に関すること
窓の面積など
⑧音環境に関すること
遮音性など
⑨高齢者などへの配慮に関すること
バリアフリーなど
⑩防犯対策に関すること

８－１６－１．住宅性能表示制度（１）

建設住宅性能評価

施工段階・完成段階
の検査

建設の評価

設計住宅性能評価書

設計図書の評価

設計図書の作成

評価書交付

評価・検査

評価申請

評価書交付

評価申請

指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関

特定建材を使用する。
その他の建材を使用する。

・
・

８－１６－４．住宅性能表示制度（４）

居室全体の換気対策とトイレ・風呂・台所の局所換気対策についての評価を表示する。

換気対策

※ 「特定建材を使用する」ことを明示する場合には、ホルムアルデヒド発散等級を表示する。

製材など（丸太、単層フローリングを含む）を使用する。

・

ホルムアルデヒド発散量を少なくする対策
以下の事項に該当する場合は明示しなければなりません。

ホルムアルデヒド対策（内装および天井裏など）

《新築住宅の場合の評価フロー》

８－１６－２．住宅性能表示制度（２）

改正建築基準法
との違い

・違反をすると、罰金が課せられる。

・完了検査済証の確認を要件とする融資の場合、融資が下りない。

・完成検査で違反があれば、引き渡しができない。

・違反をすると確認申請が下りない

改正建築基準法

→ 強制力がなく、罰則規定もなし

厚生労働省の定める室内濃度指針値や住宅性能表示制度

・使用用途
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、
店舗、 事務所、学校（研修所を含む）、旅館

・床面積3,000㎡以上
（学校教育法第1条に定められる学校については8,000㎡以上）

対象となる特定建築物

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（略称：建築物衛生法、ビル管
法）では、大規模な建築物（ビル、百貨店など）における衛生的な環境の確保を目
的として、環境衛生上必要な事項を定めている。

８－１７－１．建築物における衛生的環境の確保に関する法律（１）

ホルムアルデヒド

一酸化炭素

二酸化炭素

浮遊粉じん量

相対湿度
気流

温度

管理基準値
測定器
備考
17℃以上28℃以下 0.5度目盛の温度計
機械換気の場合は適用しない。
空気環境の管理基準値
居室における温度
を外気の温度より
低くする場合は、そ
の差を著しくしない。
40～70％
0.5度目盛の乾湿球湿度計
機械換気の場合は適用しない。
0.5m/秒以下
0.2m/秒以上を測定できる風速計
0.15mg/㎥以下
規則第3条の2に規定する粉じん計 厚生労働大臣の指定機関の較
正を１年以内に受けた粉じん計
1000ppm以下
検知管方式
10ppm以下
検知管方式
外 気 が 10ppm 以 上 の 場 合 は
20ppm以下
0.1mg/㎥以下
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン高速 新築・大規模修繕などの後の
（0.08ppm以下）
液体クロマトグラフ法・4-アミノ-3-ヒ 使用開始後直近の6月1日～9
ドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリア 月30日に測定
ゾール法による測定器、厚生労働
大臣が別に指定する機器

※1 瞬間値とは、1日2回または3回の個々の測定値について適否を判断
※2 平均値とは、1日2回または3回の測定値を平均したもので適否を判断

平均値
※2

瞬間値
※1

項目

８－１７－２．建築物における衛生的環境の確保に関する法律（２）

乾き空気1kg中の水蒸気量［kg/kg（DA）］

絶対湿度

水蒸気量（絶対湿度）の変化しない状態で温度を下げていき、相対湿度が
100％になるところが露点となる。

暖かい湿気を含んだ空気が冷やされると、飽和水蒸気量を超えた分の水が
結露として現れる。このときの結露が始まる温度を露点という。

飽和水蒸気量に達する温度）

（水蒸気を含んだ空間の温度を下げたときに、

湿り空気中の水蒸気が凝縮し始めるときの温度

露点温度（露点）とは

湿り空気中の水蒸気量と同温度の飽和空気に含まれる水蒸気量の比（% または%RH）

９－１－１．結露（１）

相対湿度

シックハウス

９－１－２．結露（２）

空気が冷たい窓などの表面に触れたときに、空気中に含まれる水蒸気が水滴となり、その表面に付着する現象

いるためである。

近くの空気が、温度の低いガラスの表面に接触して露点温度以下に冷やされ、水蒸気が凝縮して

夏の冷やされたビールが入っているジョッキの外表面に水滴がたくさんついているのは、その表面

ていき、相対湿度が100％になるところが露点となる。

このときの結露が始まる温度を露点という。水蒸気量（絶対湿度）の変化しない状態で温度を下げ

暖かい湿気を含んだ空気が冷やされると、飽和水蒸気量を超えた分の水が結露として現れます。

水蒸気を含んだ空気の温度を下げていくと、飽和水蒸気量が少なくなるため、相対湿度が上がる。
同じ水蒸気量が含まれた空気でも、気温が高い方が相対湿度は低くなり、気温が下がると上がる。
温度が下がっていき、空気が水蒸気を含みきれなくなると、水は液体として現る。これが結露である。

結露の仕組み

９．結露・生物要因

居室
石油・ガスストーブ（開放型）
石油・ガスファンヒーター（開放型）
加湿器
水槽
室内の洗濯物

９－１－４．結露（４）

洗濯機
洗面所で使用する水
トイレの水
風呂
観葉植物
人の体

その他

住居内での水蒸気の発生源としては、台所での調理や入浴、石油ストーブ等の暖房器
具などが挙げられる。また、そこで生活する人自身も体から汗や吐息で水蒸気を排出し
ている。その量は成人の場合、安静時でも一時間当たり40g前後といわれる。

台所
ガスコンロ
シンクの水
料理に使用する水
炊飯器

室内での水蒸気の発生源

空気線図によって、相対湿度と乾球温度から
露点を読み取ることができる。

空気線図の横軸は乾球温度（いわゆる温度）、
縦軸は絶対湿度（容積絶対湿度、重量絶対湿
度、水蒸気圧など）を表す。空気線図を読み取
ることによって、温度、湿度、露点などの関係
がわかる。

温度と湿度の関係を図表化したものが空気線
図である。

空気線図

９－１－３．結露（３）

（部屋の隅）

（タンスの裏側）

（クローゼット）

（風呂場）

（洗面所・トイレ）

（窓ガラス）

（押入れ）

９－１－５．結露（５）

一般的に人が快適に過ごしやすいとされるのは相対湿度40～60％である。

インフルエンザなどの湿度が低くなったときに活性化するウイルスは、
気管の繊毛が乾燥することにより、さらに体内に取り込まれやすくなる。

住居内で結露の発生しやすい場所

湿度による健康
への影響

人が鼻や口から吸いこんだ埃や細菌などは、湿った気管の繊毛（毛状
の突起）に触れて捕捉されることにより、痰などの形として体外に排出さ
れる。鼻や気管は細菌などから体を守るための大切なフィルターの役
目をしている。この機能を十分に働かせるためには、粘膜や繊毛が適
度に濡れていることが必要である。

湿度が高すぎると、カビや結露の原因になり問題となる。逆に湿度が低す
ぎるのも健康にとってはよくない。

トイレ

タンスの裏（冬期）

原因：室内熱が伝わり
にくいため、温度が低い。

原因：不適切な断熱に
より熱橋が存在する。

原因：①温度が居室より
低い。②湿度が高くなり
やすい。

部屋の隅

原因：室内熱が伝わり
にくいため、温度が低い。

靴入中（冬期）

原因：水蒸気の発生が
多い。

浴室

室内結露がよく見られる場所

原因：外気温度に影響
されるため、温度が低い。

サッシ（冬期）

原因：温度が低い。

暖房していない部屋
（冬期）

押入（冬期）
原因：室内熱が伝わり
にくいため、温度が低い。

畳の下
原因：断熱と防湿が不
十分である。

９－１－８．結露（８）

家具・タンスの裏側の壁に面した部分は、室内の他の部分よりも温度が低くなりやすく、換気も行いにくいために結露
が生じやすい。

□家具・タンスなどの裏側

押入れの内部は室内熱が伝わりにくく、室内に比べて温度が低くなっていることが多い。ここに室内から入った空気
が冷やされたり、押入れの中の布団などに含まれる水分が原因となり結露が生じる。

□ 押入れ

冷えたガラス面に暖かい空気が触れ、冷やされることにより、ガラス表面などに結露を生じる。

□ サッシ

浴室からは多量の水蒸気が発生するために、隣接する洗面所などに結露を生じる。また、結露ではないが、浴室
使用後に乾燥が不十分な場合、常に水が壁などに残留し、結露しているのと同じ状態になり、カビなどの原因となる。

□ 浴室

住居内で結露の発生しやすい場所１

９－１－６．結露（６）

気候

分類方法

冬型結露

夏型結露

名 称

概 要

・発生しやすい場所：窓ガラス表面、壁体、躯体内部など

接触して発生する結露現象

・比較的高温多湿の室内空気が、露点温度以下の表面に

・冬期に見られる結露現象

・発生しやすい場所：地下室の壁面と床面、小屋裏など

接触して発生する結露

・高温多湿の外気が住宅に入り、露点温度以下の表面に

・梅雨期と夏期に見られる結露現象

結露の種類（気候）

９－１－９．結露（９）

熱を伝えやすく、温めるのに要する熱量が大きい。冷えたコンクリートに結露が生じる。室内での露出部の他に、
壁の内部や床下の基礎部分などにも結露する。

□ コンクリート

壁の内部の断熱層や隙間部分は、換気が行われないことが多く、室内との温度差が生じやすい。
壁を通過した水蒸気が結露する。

□ 壁の内部

室外との温度差により冷やされた壁面に、室内の暖かい空気が触れ、冷やされることにより、結露を生じる。
日の当たりにくい北側の壁や、空気がよどみやすい部屋の隅などに生じやすい。

□ 壁面

常に便器に水が張られているために、湿度が高くなりやすく、また温度も居室よりも低くなっている。冷えた便器や
水道管などに結露が生じやすい。

□ トイレ

断熱と防湿が不十分になりがちなため結露が生じる。

□ 畳の下

住居内で結露の発生しやすい場所２

９－１－７．結露（７）

屋外

内断熱

外壁

名 称

・発生しやすい場所：躯体内部、床下など

・夏型結露と冬型結露がある。

結露する現象

冬季における温度勾配

室内側表面温度

室内

屋外

外断熱：建物全体が断熱材で覆われることにより、室内側
のコンクリート表面温度は室内空気温度に近くなり、
結露しにくい。

内断熱：室内側のコンクリート表面が低く、外気温に近い。
そのため結露しやすい。

外断熱

外壁

断熱材 コンクリート

室内側表面温度

室内

９－１－１２．結露（１２）

湿り空気の水蒸気が、露点温度以下の低温部に凝縮して

・室内外の水蒸気圧力差によって、躯体の中を通過する

・発生しやすい場所：壁、床、天井、屋根など

・夏型結露と冬型結露がある。

いる表面に見られる結露現象

・室内空気の温湿度によって決まる露点温度以下になって

概 要

温度勾配から外断熱と内断熱の比較

内部結露

表面結露

コンクリート 断熱材

場所

分類方法

結露の種類（発生場所）

９－１－１０．結露（１０）

中空層結露

結露

中空層

湿気

室内
外部

境界面結露

結露

繊維系断熱材

湿気

室内

９－１－１３．結露（１３）

□ 温度差をなくす
温度の低い場所に流れた暖かい空気は、相対湿度が高くなっている。冬期の暖房時に、暖まっ
た部屋に含まれていた水蒸気が非暖房室に流れていくと、温度が低いために相対湿度が上昇
して結露の原因となる。

□ 換気
冬期においては屋外の空気の湿度が室内に比べて低いので、換気を行うことにより室内の湿度
を下げる。しかし、換気によって室内の温度が下がり、場所によって温度差が大きくなってしまう
と、かえって結露の原因になることもあるので注意しなければならない。

□ 室内の水蒸気発生量を抑制する
生活や家事などによって発生する水蒸気の量を少なくする。台所での調理や入浴など、大量の
水蒸気が発生するときには、換気扇を回すなどして発生源から直接室外へ湿度の高い空気を
排出する。

表面結露対策

外部

内部結露

９－１－１１．結露（１１）

カビを餌に
繁殖する

水分が多いと
繁殖しやすい

水分が多いと
繁殖しやすい

木材に水分が多く含まれていると
繁殖しやすい

薬剤による防除・駆除

木材腐朽菌

シロアリ

シックハウス症候群

化学物質過敏症

健康に有害な化学物質を使用

アレルギー

ダニ

カビ

湿度の上昇・結露

９－１－１６．結露（１６）

□ 気密層・通気層を設ける
天井裏や壁体内の中空層に対しては、室内の空気が流入しないように気密
化するとともに、これらのスペースの空気が外気に流出するように通気層を
設けて、その部分の水蒸気濃度が低下するようにする。

□ 防湿層を設ける
ポリエチレンフィルムなどを用いて防湿層を設けて、壁体内・天井裏などに室
内の水蒸気が侵入しないようにする。

内部結露対策

９－１－１４．結露（１４）

健康への影響

アメーバ、トリコモナス
キノコ → マツタケ、シイタケ
カビ → クロカビ、アカカビ、アオカビ
酵母 → パン酵母、カンジダ
大腸菌、黄色ブドウ菌、レジオネラ
肺炎原因菌
肝炎ウイルス、エボラ出血熱ウイルス、ノロウイルス、
新型コロナウイルス感染症

原虫
真菌

細菌
マイコプラズマ
ウイルス

微生物の種類

９－２．微生物

そもそも日本の住宅で防腐剤や防カビ剤などの薬剤が多用されるようになった大きな
原因として、湿度の高い気候風土の土地柄に、高気密・高断熱の家を建てる際、湿気
や結露により発生するカビ対策として用いられるようになったことが挙げられる。

また、カビやダニを防ぐために使用する防カビ剤・防ダニ剤などから揮発した化学物質
が空気を汚染してしまうことにも繋がる。

結露水自体が直接健康に影響を与えることはありませんが、結露を起こしてしまうと、
そこにカビが発生して、さらにカビを餌とするダニが繁殖しやすくなる。

９－１－１５．結露（１５）

胞子飛散

胞子が飛散して、新たな場所で定着する。

菌糸の先に新たな胞子が形成される。

糸状の菌糸を伸長させながら、栄養分を吸収する。菌糸が複雑に
枝分かれして生長していく。

菌糸伸長

子実体

温度・湿度が増殖に適当になると発芽する。

胞子状態で飛散して、適当なところで定着する。

胞子発芽

胞子の定着

 増殖の仕方

学問的には、カビは菌類の中の真菌類に属す。

９－３－３．カビ（３）

カビという呼び名は学問的に定義された用語ではなく、菌類の中の
形状や特性などが似通ったものに付けられた一般名称である。

９－３－１．カビ（１）

９－３－２．カビ（２）

胞子

ここまで生長した段階で初めて視認できるようになり、この状態を菌糸体という。

菌糸は枝分かれしながら大きくなり、やがて新たな胞子を形成する。

発芽した胞子は菌糸の先端を伸ばし生長していく。

≪菌糸体≫

 カビの胞子は、私たちが生活する空気中を浮遊し、人に吸入さ
れると気管支の奥の下気道まで侵入する。
 日本では6～7月の湿度の高い時期に最も多く浮遊する。
 胞子は殻のような構造をしており、乾燥や熱から中身を守って
おり、こうして浮遊している胞子が、高温多湿の繁殖に適した場
所に定着すると発芽する。

菌糸に隔膜があるカビ
有性生殖による胞子をつくることが確認されておらず、子嚢菌類とも担子菌類とも決定できない菌類
コウジカビ、アオカビなど

不完全菌類

菌糸に隔膜があるカビ
有性生殖器官として担子器をもち、この担子器の先に担子胞子がつくられる。
キノコと呼ばれる大部分が含まれる。

担子菌類

菌糸に隔膜のあるカビ
有性生殖器官の子嚢をもち、この中に子嚢胞子をつくる。子嚢の構造などによって、さらに細かく分類される。
アカパンカビ、酵母菌など

子嚢（しのう）菌類

菌糸に隔膜はなく、動き回る胞子をつくらないグループ
雌雄の生殖機能が合体する有性生殖により接合子という細胞をつくり、繁殖する。
ケカビ、クモノスカビなど

接合菌類

菌糸に隔膜がないカビのグループのうち、鞭毛（細い毛のような形状の細胞）を持ち、それを用いて動き回る胞子をつくるカビ
魚類に寄生して病気を起こす菌類
ミズカビ、ツボカビ、サカゲカビなど

鞭毛（べんもう）菌類

真菌類の分類

原

子

10-4

分

カビの発生が
見られなくなる

このあたりから
カビが生える

カビの生え
やすい湿度

60％

70％

80％

90％

95％

101

粉

冷凍だからといって
カビは死滅しない

冷たくてもカビは
ゆっくり生える

カビが生え
やすい温度

102

９－３－６．カビ（６）

4℃

10℃

20℃

30℃

37℃ （体温）

−20℃

毛髪の太さ

103

〔1mm〕

一般砂じん

沈降性大気じん

花

真菌胞子
菌

体温以上
では死滅

各種粒子の大きさ

100％

子

たばこ煙

浮遊大気じん

細

100

ウイルス

〔1μm〕

10-1

10-3

10-2

〔1nm〕

カビの生えやすい湿度と温度

その他

非生物粒子

生物粒子

10-5

カビは基本的に胞子と菌糸からなり、その大きさは様々で、単細胞性胞子は3～10μm、
多細胞性胞子は10～80μmです。

９－３－４．カビ（４）

湿性状態長期化

湿性状態

かなり湿気を含む

湿気を含み始める

乾燥

湿性状態の変化とカビ

著しく多量

多量

多少多くなる

少量

少量

カビの量

主要カビ

９－３－７．カビ（７）

ツチアオカビ
黒色酵母様菌
クモノスカビ

アルタナリア
アカカビ

アオカビ
クロカビ

カワキコウジ
レストリクタスコウジカビ

※その他、カビの繁殖に影響を与える因子として、水素イオン濃度（pH）と光線がある。

カビの大部分は好気性細菌に属するので酸素を必要とする。（0.1％以上）

□ 酸素

カビの種類によって異なるが、相対湿度に関しては共通しておおよそ65％以上が必要となる。
さらに微生物の分野では、好乾性（65～80％）、耐乾性（80～90％）、好湿性（90～100％）の3つのカテゴリーに
分類される。
住宅内のどこにどのようなカビが生えやすいかは、先に述べた温度の特性と合わせて湿度の特性からも推察できる。
また、建材の中などの水分も利用できる。木材の場合、含水率が30％を超えると、カビの繁殖が促進される。

□ 水分（湿度）

カビは種類によって、低温域または高温域を得意とするものがある。
大部分のカビは生育のために25～35度くらいが最適で、最低温度は0度、最高温度は45度内外といわれる。

□ 温度

カビは葉緑素を持っていないために、光合成ができず、他の動物や植物、さらに食品や建材、日常生活用品など
有機物を含む物質に寄生し、それらから栄養分を吸収する。

□ 栄養源

 カビの生育に適した条件

９－３－５．カビ（５）

色 彩：白色・灰色・淡紅色・青緑色・灰緑色

耐乾性カビ
アオカビ、コウジカビな
どが発生

結露が乾いてくる

色 彩：灰黒色・灰緑色・緑褐色・暗褐色

９－３－１０．カビ（１０）

色 彩：灰白色・灰褐色

分 類：子嚢菌類

住宅内：畳・じゅうたん、カメラ等のレンズ面など

色 彩：青緑色

住宅内：浴室・洗面所・台所・押入れ・畳・衣類など

有害性：食品汚染

生 態：中温性・高温性・好湿性

分 類：不完全菌類

住宅内：空中のほか、浴室・洗面所・トイレ・台所・冷蔵庫・ハウスダスト・食品など

有害性：木材などの劣化と腐敗・植物病原性・アレルゲン

生 態：中温性・好湿性

分 類：不完全菌類

住宅内：住宅内のいたるところに存在する

有害性：植物病原性・食品汚染・皮革・畳・アレルゲン・カビ毒産生

生 態：中温性・耐乾性

生 態：好乾性
ユーロチウム
（カワキコウジカビ） 有害性：食品汚染、アレルゲン

ムコール
（ケカビ）

アルテルナリア
（ススカビ）

ペニシリウム
（アオカビ）

分 類：不完全菌類

好湿性カビ
クロカビなどが発生

結露状態

結露した状態で発生するカビと結露が次第に乾いていくときに発生するカビの種類は異なる

結露によるカビ発生と被害

９－３－８．カビ（８）

カビ

（下駄箱）

（風呂場）

色 彩：赤紫色・赤橙色・紅色・褐色・黄色・白色

色 彩：土色・黒色・草色・黄色・青色・緑色

ハウスダスト・食品など

（タンスの裏側）

（トイレ）

（エアコン）

９－３－１１．カビ（１１）

（台所の隅）

（流し台）

（押入れ）

住宅内：空中のほか、押入れ・靴箱・畳・木材・じゅうたん・衣類・エアコン・冷蔵庫・

有害性：植物病原性・日和見病原性・アレルゲン・アスペルギルス症の病原菌・カビ毒産生

生 態：中温性・高温性・耐乾性

分 類：不完全菌類

住宅内：空中のほか、浴室・洗面所・トイレ・台所・冷蔵庫・ハウスダスト・食品など

有害性：植物病原性・食品汚染・日和見病原性・アレルゲン・カビ毒産生

生 態：中温性・好湿性

分 類：不完全菌類

住まいの中のカビのチェックポイント

アスペルギルス
（コウジカビ）

フザリウム
（アカカビ）

住宅内：ほぼいたるところに見られる

クラドスポリウム 生 態：中温・好湿性
（クロカビ）
有害性：植物病原性・劣化・腐敗・アレルゲン・クラドスポリウム症の病原菌

色 彩：暗緑色・オリーブ褐色・黒色

住宅内の主なカビの種類と特徴
分 類：不完全菌類

９－３－９．カビ（９）

９－３－１４．カビ（１２）

衣類の素材には、綿や絹などのようにタンパク質を含むものが多くあり、カビの栄養となりえる。
さらに汗や食べこぼしなどの汚れがついている場合、これらもカビの栄養となり、汚れたまま仕舞い込んでいた衣類にカ
ビが発生する。

□ 衣類

梅雨など雨が続いた場合、布団を干せない状態が長く続くので空気中の湿気を吸う。
また、睡眠中に自分の汗で湿る場合、逆に自分の体温で布団を乾かすこともある。そこで人の汗や汚れ、皮脂などが栄
養分となり、カビやダ二の温床になる。
さらに汗の染み込んだ寝具類をそのまま押入れなどにしまうと、カビやダニの原因となる。

□ 寝具

石けんや洗剤を使うとき、水に溶けない残りカスが洗濯槽の中に溜まりやすく、カビはこの残りカスや汚れを餌にして発
生する。

□ 洗濯機

室内側で表面温度が一番低いため結露を起こしやすく、サッシに溜まった埃や塵、手垢などがつくことでカビが発生する。

□ サッシ

下駄箱の内部では、そこに室内側から入った空気が冷やされたり、人の足の汗を吸収した靴などに含まれる水分が原
因となり結露が生じやすく、カビが発生する。

□下駄箱

浴室に隣接している場合、浴室から多量の水蒸気が発生するために結露が生じる。
浴室同様に洗顔などで水やお湯を使用する場所のため閉め切った状態で換気を怠り、使用後に十分乾燥させな
いとカビの発生を容易にする。また、洗顔時に生じる垢（体の汚れ）や石けん水がカビの栄養源となり繁殖を促す。

□ 洗面所

一般的に北側にあり、使用目的から大量に水やお湯を使用する場所のため、閉め切った状態で換気を怠り、浴
室使用後に十分乾燥させないとカビの発生を容易にする。
また、入浴や洗顔時に生じる垢（体の汚れ）や石けん水がカビの栄養源となり繁殖を促す。
タイルの目地にカビがよく生えるのは、入浴の際に生じる垢や石けんが飛び散り付着し、セメントに染み込むから
である。セメントはアルカリ性なので本来はカビがつきにくいが、入浴中のお湯がセメントのアルカリ分を流失し、
そこに垢や石けんが付着し、それを栄養にしてカビが生えることになる。脱衣室は、浴室の湿気が流れ込み住居
内の他の場所よりも湿度が高くなりカビが生えやすくなる。

□ 浴室、脱衣室

水廻りというように水やお湯を頻繁に使用するので常に湿気を伴う場所になる。
まず、調理時にガスを燃焼すると水蒸気が発生する。また、調理中のものからも水蒸気は発生する。さらに調理
時の火熱により空気温度も上昇し、水蒸気を多分に含んだ空気になる。
この結果、湿度が高くなり、カビの栄養源が多くあるキッチン廻りでカビの発生が頻発することになる。

□ 台所

カビの発生しやすい場所

９－３－１２．カビ（１２）

下足入

・クロカビ
・ススカビ
・アカカビ
・ツチアオカビ（トリコデルマ）

壁紙

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・ススカビ
・アカカビ
・ユーロチウム

エアコン（フィルター）

・クロカビ
・ススカビ
・アカカビ
・オーレオバシディウム

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・ユーロチウム

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・アカカビ
・オーレオバシディウム
・ユーロチウム

衣類

住宅内のカビ

浴室

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・アカカビ
・ススカビ
・オーレオバシディウム

ハウスダスト

・クロカビ
・アオカビ
・アカカビ
・ススカビ
・オーレオバシディウム

洗面所

・クロカビ
・アオカビ
・アカカビ
・ススカビ
・オーレオバシディウム

台所

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・アカカビ
・ケカビ
・ユーロチウム

畳

９－３－１５．カビ（１３）

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・アカカビ
・ススカビ
・オーレオバシディウム

冷蔵庫

・クロカビ
・コウジカビ
・アオカビ
・ケカビ
・ユーロチウム

押入

・クロカビ
・アオカビ
・アカカビ
・ススカビ
・オーレオバシディウム

トイレ

押入れは北側や日光の当たりにくい家の中央部に設置されることが多く、温度が低く、通風も悪いので高湿度に
なりやすい。さらに押入れの内部では、そこに室内側から入った空気が冷やされたり、押入れの中の布団などに
含まれる水分が原因となり結露が生じる。壁の入隅部と同様、押入れ下段には初期にカビが発生する。

□ 押入れ

家具の裏側の壁に面した部分は室内の他の部分よりも温度が低くなりやすく、換気もされにくいため結露が生じ
やすい。特に北側や東・西側の外壁に面した壁に沿って家具を置くときはその傾向が大きい。

□ 家具などの裏側

日の当たりにくい北側の壁にカビは生じやすくなる。また、壁と壁が合わさる入隅部は平面部より、空気がよどみ
やすくカビが発生しやすくなる。
室温は天井面に近いところが高く、室温の低くなる床面に近い部分ほど低くなるので、床面に近い部分から結露
が始まり、徐々に他の部分に広がる。

□ 壁面

便器には常に水が張られているために、湿度が高くなりやすく、また、温度も居室よりも低くなっているために結
露を起こしやすいのでカビが生えやすくなる。

□ 便所

９－３－１３．カビ（１２）

カビのプロフィットとリスク

また、防カビ剤などに使用される化学物質にも毒性の強いものが含まれていることが多く
あり、使用法によっては健康に影響を及ぼす可能性がある。

カビによる健康への悪影響としては、アレルギー、感染症、気管支系への影響などが挙
げられ、カビが原因となる疾患には、真菌症、マイコトキシン中毒症、真菌過敏症がある。

しかし一方で微生物をうまく扱わなければ、色々な健康障害が起こり、カビは経口・経皮・
吸入によって人の健康に影響を与える。

我々の生活環境では、お酒、味噌、醤油などを作るためにコウジカビは欠かせない。
また、薬としてのペニシリンなどのような微生物を有効にした例が多くある。

９－３－１８．カビ（１６）

・住宅での空中カビの規定は快適性からの指標として示されている。

・花粉、ダニのように特定種のアレルゲンは明確であるが、カビは多様で
あり確定されていない。

・健康被害をカビ数でみるとは現段階で証明されていない。

・行政上のカビ規制はない。

空中のカビ規制

９－３－１６．カビ（１４）

・アスペルギルス症

・深在性粘膜カンジダ症

・クリプトコッカス症

呼吸や経口で体内に侵入して障害を及ぼす

深在性真菌症

・スポロトリコーシス

・表在性粘膜カンジダ症

・皮膚糸状菌症（白癬）

皮膚から侵入して病変を起こす

表在性真菌症

真菌症

 カビによる健康への影響

・皮革 など

９－３－１９．カビ（１７）

アレルギー性皮膚炎、過敏性肺炎などを引き起こす

・気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、じんましん、

・空中浮遊している真菌の胞子が抗原となる

真菌過敏症

・トリコテセン系

・オクラトキシン

・アフラトキシン

【主なマイコトキシン】

真菌が生産する毒素

マイコトキシン

マイコトキシン中毒症

・木炭など

・金属

・繊維
・紙

・ガラス

・木材

カビが発生しにくい素材

カビと素材
カビが発生しやすい素材

９－３－１７．カビ（１５）

夏型過敏性
肺臓炎

真菌による
感染症の特徴

・慢性化すると肺が破壊される（肺腺維症）

・旅行に行ったりすると症状は軽くなる

・５～１０月頃、しつこい乾いた咳、次第に呼吸が苦しくなる

・女性にやや多い

・管理の悪い水回りなどに発生

・吸い込んでアレルギー性の肺炎を起こす

・カビ（トリコスポロン）が原因

・感染以外にもアレルギーなど様々な病気の原因になる

・再発しやすい

・薬の開発は難しい：効果が弱い、副作用が強い

・容易には感染しないものが多いが、一度感染すると難治性

・曝露を避けることが困難

・クリプトコッカス症
・アスペルギルス症
・深在性カンジダ症

肺への感染

目への感染
・角膜真菌症

脳への感染

・白癬・黄癬・渦状癬
・表皮粘膜カンジダ症
・スポロリコーシス
・皮膚アスペルギルス

皮膚への感染

・外耳道真菌症

耳への感染

・クリプトコッカス症
・アスペルギルス症

９－３－２０．カビ（１８）

・アフラトキシン、パツリン、オクラトキシン、トリコテセンなど
多数

・これまでにヒト、家畜など様々な中毒例

 カビによる健康への影響例

マイコトキシン

・アスペルギルス属菌、フザリウム属菌、ぺニシリウム属菌
に多い。

・真菌（糸状菌）の二次代謝産物で、ヒトなどの高等動物に
機能的/器質的 障害を与える物質

・ホキシム
・塩化ベンザルコニウム
・過酸化水素
・クレオソート油

９－３－２２．カビ（２０）

与えることもある。

した場合、それに含まれる成分や量によっては人体に有害な影響を

直接カビ自体による健康への影響とは関係ないが、防カビ剤を使用

こうなる前に！！

臭ったらどこかでカビが生え始めている

→この状態でも目では見えない

湿度がそのカビにとって都合よくなると芽を出し始め、
その芽が伸び始める段階で臭い始める

防カビ剤に含まれる主な成分

カビ臭い

カビは目で見えていなくとも臭う

９－４－１．ダニ（１）

よって7亜目に分類される。

ダニ類は、蛛形綱に属すダニ目を構成する動物群で、ダニの気門の位置に

ダニは1万種（目→科→種）以上に達しているといわれる。

する種、住居、食料品などいたるところで幅広く生息しており、世界中にいる

ダニは地球上のあらゆる場所、すなわち土壌中や水中、動物・植物に寄生

薬剤に頼らない生活を送ることが大切！

日頃からカビが生えないような生活環境を作ることで

・アルコールや塩素剤などで消毒をする

・掃除機やエアコンのフィルタを定期的に清掃する

・浴室の換気を徹底的に行う

・こまめな清掃により、カビの栄養源となるハウスダストを除去する

・十分な換気を行い、室内の高温多湿を防止する

・冬期は、窓面の結露水をできるだけ早く拭き取る

 カビ対策

９－３－２１．カビ（１９）

※ 気門＝空気を体内に取り込む穴

・餌（フケ、垢、食品のくず、植物の繊維、ハウスダスト、カビの胞子、花粉の粒子、昆虫の殻など）

・温度（25～30℃）

・相対湿度（60%以上）

・酸素

ダニの好む条件

９－４－４．ダニ（４）

（主な特徴） 気門が背中にある。
（代表的なダニ） アシナガダニなど
（主な特徴） 気門が腹部にある。
（代表的なダニ） カタダニなど
（主な特徴） 気門が腹部にある。
（代表的なダニ） イエダニ、スズメサシダニなど
（主な特徴） 気門が第4脚の後ろにある。
（代表的なダニ） ヤマトマダニ、ツバメヒメダニなど
（主な特徴） 気門が肩、鋏角の間、顎体にある。
（代表的なダニ） ミナミツメダニ、ナミホコリダニ、クワガタツメダニなど
（主な特徴） 気門がなく、皮膚で呼吸する。
（代表的なダニ） コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ、ケナガコナダニ、イエニクダニ、ヒゼンダニなど
（主な特徴） 気門が脚の基節と胴体部側縁にある。
（代表的なダニ） イエササラダニ、カザリヒワダニなど

 ダニの生育環境

隠気門亜目

無気門亜目

前気門亜目

ダニ目 後気門亜目

中気門亜目

四気門亜目

背気門亜目

主なダニの分類（目→亜目→科→属→種）

９－４－２．ダニ（２）

カビ、フケ、アカ、
食べ物のカス

エサがある

温度：２５～３０℃
湿度：６０～８０％

高温多湿

ダニの増える条件

【昆虫】
・昆虫は、頭部、胸部、腹部からできており、その三部
が分かれている。
・昆虫の成虫の脚は3対の6本である。

【ダニ】
・ダニは、顎（がく）体部、胴体部、および脚からできて
いるが、それが一体となっている。
・ダニの成虫の脚は4対の8本
・ダニは触角と翅がない。

 ダニの形態

じゅうたん、畳、
布団、枕、ぬいぐるみ

隠れる場所がある

９－４－５．ダニ（５）

ダニと昆虫の形態特徴の比較

９－４－３．ダニ（３）

イエササラダニ科

オオサシダニ科

中気門亜目

ヒゼンダニ科

チリダニ科

コナダニ科

ニクダニ科

隠気門亜目

無気門亜目

ツメダニ科

前気門亜目

ハリクチダニ科

科
ホコリダニ科

亜目

（じゅうたん）

９－４－７．ダニ（７）

（押入れ）

ネズミなどの血液

カビ、食品など

人のフケ、カビ の胞子
など
人のフケ、カビ の胞子
など
皮膚に寄生

カビ、食品など

ダニなど
カビ、食品など

他のダニや昆虫の体液

餌・栄養源
カビなど
他のダニや昆虫の体液

（布製ソファ）

（畳）

特徴
・体長約0.2mm
・痒みや皮膚炎を引き起こす。
ホソツメダニ
・体長約0.7～0.8mm
・人を刺すダニの代表格
ミナミツメダニ
・高温で繁殖
・体長約0.4～0.5mm
イエハリクチダニ ・体長約0.3mm
・鋏角は蟹のハサミ状で、v毛はあるが横溝はない。
イエニクダニ
・15℃前後の比較的低い温度を好む。
・胴長約0.3～0.8mm
・鋏角は蟹のハサミ状でv毛がある 。
ケナガコナダニ ・前胴体部と後胴体部背面は横溝で分けられている。
・胴長約0.3～0.4mm
・フンや死骸がアレルギーの原因物質になる。
コナヒョウヒダニ ・体長約0.3mm
・フンや死骸がアレルギーの原因物質になる。
ヤケヒョウヒダニ ・体長約0.3mm
・疥癬症の原因となる。
ヒゼンダニ
・体長約0.2～0.4mm
・ツメダニなどに捕食される。
イエササラダニ
・体長約0.3mm
・吸血する。
イエダニ
・体長約0.6～0.7mm

種
ナミホコリダニ

 住宅内でよく発見されるダニ

ダニ

（布団）

（ぬいぐるみ）

住まいの中のダニのチェックポイント

９－４－６．ダニ（６）

そのアレルゲンはアレルギー性疾患を
起こす

害

被

人のフケ、アカのほか、カビ、繊維などを
摂食する

体長0.3 ～ 0.4mm、透明感のある白色

一年中発生。幼虫の発生は6 月多い。
生涯で卵50 ～ 100個産む

態

世界中
住宅内では、畳、ジュウタン、布団、ハウ
スダストなど

無気門亜目・チリダニ科

発生時期

態
生

布

形

分

類

ヤケヒョウヒダニ

分

イエササラダニ, 13.0

ツメダニ, 4.9

居住環境でよく見られるダニとその生態１

その構成比

検出されるダニと

ハウスダスト中から

態

態

布

類

被

害

発生時期

生

形

分

分

その他, 4.3

そのアレルゲンはアレルギー性疾患を
起こす

一年中発生。生涯で卵60 ～ 80 個産む

人のフケ、アカのほか、カビ、繊維などを
摂食する

体長0.3 ～ 0.4mm、乳白色

世界中
住宅内では、畳、じゅうたん、布団、ハウ
スダストなど

９－４－８．ダニ（８）

チリダニ, 73.9

無気門亜目・チリダニ科

コナヒョウヒダニ

ニクダニ, 1.9
コナダニ, 2.0

類：無気門亜目・コナダニ科
布：世界中
態：体長0.3 ～ 0.5mm、透明感のある乳白

類：陰気門亜目・イエササラダニ科
布：日本、台湾、アメリカ、香港など
態：0.25 ～ 0.3mm、灰白色～薄黄色
態： カビを摂食する
とくに畳の部屋から多く見つかる
チリダニ科より多く見つかる場合がある
発生時期：不明な点が多い
被
害：人を刺さない
アレルゲンになる報告がない

分
分
形
生

態： あらゆる食品を摂食
屋内29 種のカビを摂食し生育する
カビ生育の適した環境で異常発生事例
がある
発生時期： 一年中発生
生涯で卵約150 個産む
繁殖適条件温度25～ 30℃、湿75 ～
85％
被
害：食品を汚染する頻度の高いダニ

分
分
形
色
生

ヒゼンダニ

イエニクダニ

虫体

・コナヒョウヒダニ（Dermatophagoides farinae）

・ヤケヒョウヒダニ（Dermatophagoides pteronyssinus）

Derとは

Der 2＝Der p 2＋Der f 2

なるため、夏から秋にかけて多くなる

季節別に見ると、生ダニ数が夏期にピークを迎えますが、ダニアレルゲン量はダニの死骸や糞から

季節別ダニアレルゲン量

虫体（Der 2の2）

ダニの糞（Der 1の1）

住宅内の主なダニアレルゲン

ダニの糞

９－４－１１．ダニ（９）

類：無気門亜目・ヒゼンダニ科
布：不明
態：体長0.2 ～ 0.4mm、乳白色
態：人や哺乳動物の皮膚内に潜り込み、メ
ス は産卵する
発生時期： 一年中発生
幼虫の発生は6 月が多い
生涯で卵50～100 個産む
被
害： 疥癬症を発症する
老人ホーム、寮、養護施設などでの集
団発生事例がある
感染ルートは皮膚接触、布団、シーツな
ど
アレルゲンとなるダニ

分
分
形
生

分
類：無気門亜目・ニクダニ科
分
布：世界中
形
態：体長0.3 ～ 0.8mm、乳白色
生
態：穀物、乳製品、乾燥肉類、魚介類を摂食
発生時期： 15℃前後の環境は繁殖に適しているた
め、冬期に被害が多い
被
害： 家具、畳などで発生することが多い
冬期に、結露により壁面にカビがえた場
所などで発生することもある
アレルゲンとなるダニ

Der 1＝Der p 1＋Der f 1

ダニ数ではなくダニアレルゲン量を測定することが、環境汚染の指標

ダニアレルゲン

イエササラ
ダニ

ケナガコナ
ダニ

９－４－９．ダニ（８）

類：前気門亜目・ツメダニ科
布：世界中
態：体長0.3 ～ 0.8mm、淡黄色
態：コナダニなどを摂食
人を刺す
発生時期： 4～10月に発生、夏は特に多い
生涯で卵50～100個産む
被
害： 皮疹を起こす
刺咬による皮疹の発症例はミナミツメダ
ニより少ないが、皮疹が5 ～ 10mm と
大きい

分
分
形
生

類：前気門亜目・ツメダニ科
布：日本、台湾
態：体長0.3 ～ 0.5mm、淡黄橙色から赤色
態：ツメダニ類はコナダニ、チリダニなどを
摂食
人を刺す
発生時期：4 ～ 10 月に発生、夏は特に多い
生涯で卵120 個産む
被
害： アレルギー体質の人は眠れないほど激
しい痒みが数日間続くことがある
アレルゲンとなるダニ

分
分
形
生

100

1000

10000

100000

床

床および布団ゴミ中のダニ主要アレルゲン量

クワガタダニ

ミナミツメ
ダニ

ダニ主要アレルゲン量 (ng/g fine dust)

マダニ

イエダニ

布団

Der 1
Der 2

９－４－１２．ダニ（１０）

類：後気門亜目・マダニ科
布：世界中
態：1.5 ～ 3.0mm、飽血後約数倍大きくなる
態：魚類を除くあらゆる脊椎動物に寄生する
吸血する
発生時期：4 ～ 10 月に発生、夏は特に多い
被
害： 吸血のため、人に感染症を媒介する
マダニによるライム病、ダニ媒介脳炎

分
分
形
生

類：中気門亜目・オオサシダニ科
布：世界中
態：体長0.5 ～ 1.0mm、未吸血時灰白色、
吸血後赤色→黒色
生
態：主としてネズミに寄生する、吸血する
発生時期： 4 ～ 10 月に発生。商業ビルの地下街
飲食店で冬期でも見つかることがある
生涯で卵100 個産む
被
害：刺されると痒みと赤い腫れが、数日間続
く

分
分
形

９－４－１０．ダニ（８）

各条件下における空気中ダニ主要アレルゲン

（人に寄生するダニ）
・ヒゼンダニ
・ニキビダニ

皮膚に寄生して皮膚病を起こす
（例） 疥癬症（感染症でもある）

（人を刺す主なダニ）
・イエダニ
・ミナミツメダニ

血を吸い唾液を注入するダニや刺して
唾液を注入するダニにより皮膚の炎症を
起こす

皮膚疾患

 健康への影響

空気中ダニ主要アレルゲン量

夏から秋にかけて多くなる

ダニアレルゲン量はダニの死骸や糞からなるため、

季節別に見ると、生ダニ数が夏期にピークを迎えますが、

季節別ダニアレルゲン量

ヤケヒョウヒダニとコナヒョウヒダニの死骸や糞

アレルギー

疥癬症、ライム病、ダニ媒介性脳炎

感染症

９－４－１５．ダニ（１３）

９－４－１３．ダニ（１１）

＜

１０

睡眠中

＜

９－４－１６．ダニ（１４）

１,０００

・パラジクロロベンゼン
・ペルメトリン
・クロルデン
・ジクロルボス（DDVP)
・ヒノキチオール

防ダニ剤・殺ダニ剤・ダニ忌避剤に含まれる主な成分

ダニの場合、その殺虫剤の濃度がハエや蚊などの害虫より10～100倍高い薬剤が必要

化学的防除

多い

布団の上げ下ろし

直接ダニ自体の健康影響とは関係はないが、ダニの除去に薬剤を使用した場合、
それに含まれる成分や量によっては人体に有害な影響を与えることもある。

 防ダニ剤やダニ駆除剤などに含まれる化学物質

１

少ない

居間での生活

ダニアレルゲンの暴露状態

９－４－１４．ダニ（１２）

※ 翅脈（しみゃく）とは、翅にある細かい筋のこと

胴にくびれがない。
触角がまっすぐで、数珠状
翅（ハネ）の大きさが4枚ともほぼ同じ。
翅脈が網目状に多く走っている。

アリとシロアリの形態特徴の比較

９－６－２．シロアリ（２）

 ぬいぐるみは捨てる。手放せないものはこまめに洗う。
 じゅうたんやカーペットよりフローリングの方が対策には
よい。
 マットレスよりもスノコのベッドの方が対策にはよい。
 マットレスを使用する場合、日に当てたり掃除機をかけ
る。
 ソファは布張りでなく、皮や合成皮革にする。
 ホコリが出にくい化学繊維製の布団を利用する。
 高密度繊維の防ダニカバーや防ダニ布団も効果的であ
る。
 シーツ、カバー類などはこまめに取り替える。
 布団は丸洗いできるものにする。
 布団を干し（花粉飛散時や梅雨時は布団乾燥機でも
可）、その後で掃除機を1㎡当たり20秒以上かける。
 ペットの屋内飼育を避ける。
 空気清浄機を活用する。

胴に細いくびれがある。
触角が「く」の字
雄では「く」の字状でない種類もある。
翅（ハネ）の大きさが違う。
前翅が大きく、後翅は小さい。
翅脈が太くて少ない。

 シロアリの形態

・掃除中は窓を開ける。
・掃除機はこまめにかける。
（1㎡当たり20秒以上の時間をかける）
・フローリングの板の隙間を雑巾がけする。
・畳はこまめに時間をかけて掃除機をかけ、雑巾がけをする。
・カーテンは洗い、ブラインドは拭く。
・エアコン、換気扇のフィルターを掃除する。
・照明灯（電気）のカバーを拭く。
・布製のソファなどは掃除機をかける。
・たんすなどの家具の上に物を置かない。

 掃除の励行

 結露の防止

 室内を適温適湿に保つ。

 押入れはスノコを使うなど、空気の循環をよくする。

 家具は隙間を開けて置き、空気の循環をよくする。

 換気（空気の入れ換え）

９－５．カビやダニ、ホコリ・ハウスダストを減らす工夫

（１）階級

９－６－３．シロアリ（３）

・最も原始的な科
・オーストラリアのみに生息する
・乾燥した環境に生息するアリで、乾材の中で生息する
・全部で約400種があるが、日本には4属9種が生息する
・湿材シロアリと呼ばれる仲間で、腐朽した木材の中で生息する
・全部で18種あるが、日本にはオオシロアリ1種が生息する
・草などを地中の巣に貯蔵する習性がある
・15種あるが、日本にはいない
・地下の巣から蟻道をつくり、周辺の住宅、木材、樹木を加害する
・全部で220種あるが、日本には主要種のヤマトシロアリとイエシロアリを含む2属4種が生息する
・ブラジルのムカシテングシロアリの塚から発見された
・ノコギリシロアリ1種のみが生息する
・地上、樹上、地下に巣をつくる
・全シロアリの4分の3を占める約1600種がある
・日本には3属3種が生息する

集団の構成員の90％以上を占める。職蟻は餌の採取活動、巣の構築・修理・清掃、女王や
王・幼虫・兵蟻に食物を与える役割を担う。

 職蟻（Worker）

発達した集団では、数パーセントを占める。兵蟻は外敵からの防衛の役割を担っているシロ
アリで、自ら摂食できないため、餌は職蟻から口移しでもらう。

 兵蟻（Soldier）

女王と王は常に一緒に生活し、交尾・産卵を繰り返すことによって、多くの子孫を残す。

 雌の女王アリ（Queen）と雄の王アリ（King）

シロアリは、女王と王を中心に形成した集団（コロニー）での高度な社会生活を営んで
いる。1集団の個体数は種類によって異なるが、ヤマトシロアリは1～10万匹、イエシロ
アリは数十～100万匹といわれる。シロアリは、このような多数の個体での集団生活を
営むために次のような3つの階級で役割分担をしている。

シロアリの生態

シロアリ科
（Termitidae）

ノコギリシロアリ科
（Serritermitidae）

ミゾガシラシロアリ科
（Rhinotermitidae）

シュウカクシロアリ科
（Hodotermitidae）

オオシロアリ科
（Termopsidae）

レイビシロアリ科
（Kalotermitidae）

ムカシシロアリ科
（Mastotermitidae）

シロアリは、同じ昆虫網のアリ（膜翅目）よりもむしろゴキブリ（ゴキブリ目）に近縁な動物で、以下の7科に分類

９－６－１．シロアリ（１）

タイワンシロアリ

アメリカカンザイ
シロアリ

ダイコクシロアリ

種

生 態

９－６－６．シロアリ（５）

分
類：レイビシロアリ科
国内分布：奄美大島以南、小笠原諸島
頭部形態：丸く、黒色。体長の4分の1を占める
生
態：有翅虫は5～8月の夕方から夜にかけて群飛する
被
害：家具などの乾材に加害する
分
類：レイビシロアリ科
国内分布：東京都、神奈川県、神戸市、和歌山県など
頭部形態：扁平な円筒形、体長の約3分の1を占める
生
態：有翅虫は6～9月の昼間に群飛する
被
害：家具などの乾材に加害する
分
類：シロアリ科
国内分布：沖縄県
頭部形態：卵形、体長の3分の1を占める、イエシロアリと似ているが、頭部の先端の
額腺から乳白色の粘液を出さない
生
態：土中に大きな巣をつくり、その周りに菌室をつくり、落ち葉などで菌の培地
をつくり、餌となるタイワンシロアリタケを栽培する
被
害：家屋被害は小規模、サトウキビなどの農作物に加害する

 住宅内に見られるシロアリ２

・食べる木材に好き嫌いがある
ヒノキ、ヒバなど食害されにくい木材もある。

・口にしないものでもそこに蟻道をつくり進む
食べる目的でなくても、その先に餌となるものがあれば加害する。コンクリートに穴を開けることもある

・ほとんどなんでも口にする
木材に限らずプラスチック系の断熱材、繊維、皮革、一部の金属なども食害する。

・蟻道を作って土の中から住宅内に上がってくる
光や風を嫌うため、土などで蟻道と呼ばれるトンネル状の道を作る。

・光や風を嫌う
シロアリは光や風を嫌う。しかし、羽アリは光に向かう性質がある。

・温度が高いところを好む。

・乾燥していても被害がある。

・水を好む（雨漏り、水漏れ、結露水など）

（２）シロアリの性質・特徴

９－６－４．シロアリ（４）

加害性の最も大きいシロアリ
湿潤な木材に限らず、被害は建物全体に及ぶ
加害速度が速く、古材よりも新材を好んで加害する
兵アリは頭部の先端から乳白色の粘液（防御物質）を出す

建築物の下部材を主に加害する
特に水を使用する風呂場・台所・便所・洗面所などが
被害を受けやすい
兵アリは頭部の先端から乳白色の粘液（防御物質）を
出さない

住宅に見られるシロアリの兵蟻頭部

日本における建物に害を与えるシロアリは、兵蟻の頭部形態の差異から容易に識別される。

その他の特徴

被害

９－６－７．シロアリ（６）

6～7月の夕方から夜

4～5月の昼間

羽アリの
群飛時期

生態

頭部形態

北海道北部をのぞく日本全域

イエシロアリ
ミゾガシラシロアリ科
本州（千葉県木更津市・館山市、神奈川県以西の暖地）、
四国、九州、南西諸島、伊豆諸島、小笠原諸島
羽アリ 7.4～9.4mm
兵アリ 3.8～6.5mm
職アリ 3.3～5.2mm
卵形、体長の約3分の1を占める
巣を構築し、大規模なコロニーを築く

ヤマトシロアリ・イエシロアリの生態
ヤマトシロアリ
ミゾガシラシロアリ科

羽アリ 4.5～7.5mm
兵アリ 3.5～6.0mm
職アリ 3.5～5.0mm
円筒形、左右両縁はほぼ平行、体長の半分を占める
乾燥に弱く、常に湿った木材中で生息する
蟻道を加工して地中やコンクリートの表面などを移動
する

体長

国内分布

分類

 住宅内に見られるシロアリ１

９－６－５．シロアリ（５）

９－６－８．シロアリ（７）

特性および健康影響など
カーバメート系殺虫剤
・白色～淡褐色の固体
フェノブカルブ
・めまい、吐き気、嘔吐、頭痛、腹痛、縮瞳、
【別名】BPMC
神経系への影響、コリンエステラーゼ阻
害剤
有機リン系殺虫剤
・淡黄色の固体
ピリダフェンチオン
・皮膚への刺激、吐き気、頭痛、目の発赤、
コリンエステラーゼ阻害剤
有機リン系殺虫剤
・特有のにおいを持つ無色～琥珀色の液
体
・発汗、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、息苦
ジクロルボス
しさ、皮膚の刺激、皮膚の発赤、縮瞳、コ
【別名】DDVP
リンエステラーゼ阻害剤
・IARC発がん性分類2B（人に対して発が
ん
性を示す可能性がある）
ピレスロイド系殺虫剤
シラフルオフェン ・薄黄色の液体
・目や皮膚への刺激

成分名

防除剤・駆除剤に含まれる主な成分

特性および健康影響など
有機リン系殺虫剤
ホキシム
・特有のにおいを持つ淡黄色の油状液体
・目や皮膚への刺激、吐き気、頭痛
有機リン系殺虫剤
・特有のにおいを持つ茶色～黄色の液体
フェニトロチオン ・目や皮膚への刺激、めまい、吐き気、頭
【別名】MEP
痛、息苦しさ、皮膚の発赤、目の発赤、
神経系への影響、コリンエステラーゼ阻
害剤
有機リン系殺虫剤
・特有のにおいを持つ無色で油状の液体
ダイアジノン
・目や皮膚を刺激、疲労感、めまい、神経
系への影響、コリンエステラーゼ阻害剤
エーテル類
オクタクロロジプロ ・無色～淡黄色の液体
ピルエーテル
・ピレスロイド系殺虫剤の効力を高める共
【別名】S-421
力剤
・皮膚への刺激

成分名

 シロアリ防除剤・駆除剤

シックライフという考え方

シックハウス

１０－１．シックライフ

１０－２．シックライフの改善

私たちは冷静な目で、日々研究が進められている様々なリスクを分析して、実生活に反映
させていかなければならない。

例えば、電磁波が体に悪い、もしくは悪いかもしれないからといって、テレビや冷蔵庫、携
帯電話などの電化製品の使用をすべてやめて生活することなど考えられない。

しかし、因果関係や相関性がはっきりと解明されていないことについて対策を行うことは困
難ですし、予防原則の観点からということで、あまりにも根拠の弱い事項に関してまで気に
しすぎては、実生活は非常に窮屈なものになる。

シックハウス症候群の解決には、総合的にシックライフの改善を行う努力をしなければ問
題の根本的解決にはならない。

１０．一般的対策

1０－４－１．室内空気中の化学物質低減化（１）

室内空気の浄化、水蒸気・臭気の除去、新鮮な空気の供給ができる。
風は室内を通り抜けるとき、私たちの体熱や生活から発生する熱や
水蒸気などを運び去り、におい、埃、二酸化炭素なども室外へ排出する。

 計画的に屋内外の空気の入れ換えをすること

（１）換気

なる場合もある。

濃度への影響が大きくなる傾向がある。但し、換気状態によっては、天井裏や壁体内の影響が大きく

外装、基礎、床下、天井裏、構造躯体、内装下地材、内装仕上材の順番に後者ほど室内の化学物質

換気量が多くなると室内の化学物質濃度は希釈されて低くなる。

室内の温度が上がり、建材・施工材の温度も高くなると、化学物質の放散量は大きくなる傾向がある。

この低減速度は建材・施工材の種類や放散する物質により異なる。

室内の化学物質濃度は時間を経るにしたがい次第に低減していく傾向がある。

建材・施工材の選択により化学物質の放散量を低減できる。

室内の化学物質濃度は、化学物質を放散する建材・施工材の使用量が多いほど高くなる。

室内の化学物質濃度の一般的な性質

 室内における化学物質濃度の傾向

１０－３－１．室内における化学物質の濃度低減

換気の効果

1０－４－２．室内空気中の化学物質低減化（２）

また、きちんと保管され、ある程度減衰期間を経たものと、そうでない
ものを一緒に運搬するにも配慮が必要である。建築現場での取り扱
いにも注意は必要になる。

新しく製造されたいくつかの製品は、通常それらが使用可能となる前
に、一定期間を取って熟成させなければならない。しかし、今日の経
済状況では保管期間を長く持てず、いくつかの材料は完成した建物
で熟成期間を経るため、不必要な高い発散レベルを生じさせることが
ある。熟成仕上げの必要な材料は少なくとも化学物質の放散の減衰
期間の初期は保管することが望ましい。

□ 室温調節

□ 室内で発生する汚染物質を除く
住宅から発生する化学物質や喫煙、ストーブなどから発生する汚染物質を取り除くことができる。

□ 湿度を下げる
調理や入浴、人の呼吸などにより室内で発生する余分な湿気を取り除くことができる。

□ 埃や雑菌を除く
埃や人の体に有害な細菌やカビなどを取り除くことができる。

□ 脱臭
色々な原因から発生する不快な臭気・悪臭を取り除くことができる。

□ 酸素の供給
人の呼吸やガス・灯油の燃焼時に必要な新鮮な酸素を取り入れることができる。

材料の
取り扱い

建材をある程度の期間、熟成させることによって、化学物質の放散量
を低減させたり、含水率を下げたりすることができる。熟成・保管がな
されないとその材料は完成した建物内でVOCなどを発散しやすくなる
恐れがある。

熟成と保管

1０－４－５．室内空気中の化学物質低減化（５）

計画換気

汚染された空気を排出すること

常時出入り口を明確にし、必要な量の新鮮な空気を取り入れ、

その上で冷暖房や室内環境への影響などを配慮して、換気方式や換気量を適切に計画しなければなら
ない。これが計画換気の必要性である。

従って、換気量をただ増やすのではなく、汚染物質の発生量を抑えることをまず優先するようにしなけ
ればならない。

しかし、ただ換気量を増やすだけでは、それにより様々な弊害を生ずることになる。例えば、冬期は冷た
い空気を大量に入れることにより、暖房が効きにくくなることで、電気代やガス代がかさみ、大風量の換
気設備からの騒音も考えられる。

室内の汚染物質の濃度低減だけを考えるのであれば、どんなに汚染物質の発生量があったとしても、
それに応じて換気量を増やせば濃度低減は可能である。

（３）計画換気

を達成できる手段になる。

なり、急速な換気が必要となったときに開閉することにより追加的な換気

などの漏気は含みません。開閉可能な開口部（窓など）もそれらとは異

意図的に換気のための開口（常時開放が前提）を設けたもので、隙間風

□ 自然の換気駆動力を利用した換気設備

（２）自然換気

1０－４－３．室内空気中の化学物質低減化（３）

換気方式

局所換気

全般換気

※ 特定の汚染物質の例
調理用燃焼器具により発生する廃ガスや水蒸気、揮発した
調理油、浴室での水蒸気、便所のにおい、レンジフードなど

特定の汚染物質が発生する部屋、汚染された部分を局所的に
換気する方法
基本的には汚染物質の発生があるときに行う。

汚染源から室内へ放出された汚染物質を、室内空気を排出する
ことにより室外に排出する換気方法で、住宅全体を換気する。

希釈換気ともいう。

風圧力を利用する風力換気
風力
屋内の気圧が大気圧に対して中立の場合、風上側の壁面は風に押されて、
空気を屋内に送り込もうとする圧力（正圧）を受ける。
これに対して、風下側や風向きと平行の壁面は空気を屋内から吸い出そうとする圧力（負圧）を受ける。この風の圧
力を利用した換気を「風力換気」という。

風圧
風により風上より空気が流入し、風下へ流出し換気が行われる。

室内外温度差による空気の密度差を利用する重力換気
屋内と外気に温度差があると、空気に浮力が働く。
この浮力を利用した換気を「温度差換気」もしくは「重力換気」という。

気温差／温度差
室内外の空気または建物内の温度勾配により空気に温度差があると、空気の密度が異なるので密度量の高い方から
低い方へ空気が流れる（上層：軽い空気、下層：重い空気）。
上部から流出、下部から流入
このとき換気口はなるべく上部と下部の高さを変える方がよく、
その距離と温度差が大きいほど換気量は大きくなる。

1０－４－４．室内空気中の化学物質低減化（４）

換気回数

で入れ替わったことを意味する。

料理中、湯沸し器、ガスコンロなどの燃焼器具使用時は換気扇を回し続ける。
レンジフードを回すときには、窓を開けるなど通風に気を配る。

布団を押入れに出し入れするときや掃除機を使用するときには、大量の埃やカビ・ダニなどが空気中を
舞うので、掃除が終わって一時間くらいは換気を続ける。

掃除をするときは、窓は全開にして換気をする。

春から夏は12時～16時、秋から冬は12時～14時

晴天の日の湿度の低い時間帯に行う。

・換気扇を回し、そこからなるべく遠い窓を空気の入口として15cm前後程開ける。
（全開にしないのは全開にすると室内の空気の流れが鈍くなるため）

換気扇を使う場合

・できるだけ対角線となるような位置にある二ヶ所以上の窓を開ける。
・窓を一ヶ所大きく開けるより、部屋の対角線上の窓を10cmづつ開ける。
・空気の出口となる窓を全開し、入口となる場所を15cm程開ける。

１０－４－７．室内空気中の化学物質低減化（７）

※ 換気回数0.5回/hとは、部屋の空気が2時間に1回の割合

換気量を室内の容積で割った値〔回/h〕のこと

朝晩の窓開け
換気口はこまめに開口
換気は空気の流れを工夫し、効率的な換気を行う。

換気のポイント

換気量と
換気回数

単位：〔m3/h〕。

室内空気が1時間に入れ替わる量

換気量

注意点

・換気用の小窓や給排気口を家具などでふさがないようにする。
・空気の流れの邪魔にならないように家具の配置をする。
・フィルターやファンの掃除はこまめに行う。
・夏場にクーラーを使用していても、一般的なクーラーでは換気効果はない。

※ 機械換気システムにより、ポイントが異なる場合があります。

・閉め切った風呂場に除湿機を使って干す。
・風呂場の窓を開け、入口の扉を閉め、換気扇を回しながら干す。

開放型のストーブやファンヒーターを使うときは、定期的に窓を開けて外気を取
り入れる。
室内で洗濯物を干さなければならない場合

気密性の高いマンションは、換気口としてレジスターが設けられている。

喫煙は換気扇のある場所でするか、窓を開ける。
使用しない部屋も換気が行き届いているか確認する。
押入れは一日に日中三時間などと時間を決めて開けておく。
閉め切っているときには浴室、トイレ、台所などの換気扇を時々回す。
入浴後は、浴槽のふたを閉め、30分間以上換気扇を回す。
大掃除をして隅々まで風を通す。
空気が流れにくく、よどんでしまう場所では扇風機などを利用する。
冬場は起きたらまず部屋の窓を全開にする。

１０－４－８．室内空気中の化学物質低減化（７）

最近は大気汚染により都心の幹線道路沿いなどでは外気も汚れていることがあり、室内空気よりも外
気が汚れている場合は、換気をすることで逆効果になる。そのような場所では空気清浄機などの利用
も考えられる。

さらに、空気の流れが住居内全体に行きわたるようにし、空気の流れを短絡させないように注意しなけ
ればならない。部屋の隅などの空気がよどみやすい場所には、扇風機を使うと換気を効率的に行える。
また、家具の配置なども空気の流れを悪くする一因になるので、流れを止めないような配置にする。

効果的な換気を行うには、室内空気の出口と外気の入口を開放することが大切で、大きく一ヶ所だけを
開放するよりも、空気の通り道、換気経路を考えて換気を行う。

室外の湿度が低いときは、室外から乾いた空気を取り入れて室内の湿度を下げることができる。しかし、
夏の夜間などは、室外の湿度の方が室内よりも高くなっている場合もあり、逆効果になることもあるの
で注意が必要である。また、室内の温度差が大きいときに寒い部屋で排気ファンを使って換気をすると、
暖房室から非暖房室への空気の流れができ、かえって結露を促進してしまうことがある。

（４）換気の方法
化学物質を低減させるために、一番手軽に行える対策が換気である。

１０－４－６．室内空気中の化学物質低減化（６）

１０－５－１．化学物質濃度低減化材料（１）

実際には、室内のVOC濃度レベルを低減化するほどの効果があるのかが重要な点と考えられる。
なお、低減化材料の効果の評価方法については、未だ確立された方法はない。

除去のメカニズムとしては、空気中のVOCを表面に吸着・保持する、化学的に分解して別の物質に変える、
内部にVOCを封じ込めることになる。

などが挙げられる。

・表面を多孔質の状態として表面積を大きくし、表面において物理的に吸着させるもの
・吸着剤などを塗料・表面に添加したもの
・光によってVOCを分解する光触媒を表面に添加したもの
・表面に塗膜を形成して建材内部からの溶出を抑える方法

低減化材料としては、

吸着または化学反応により除去するものと定義

化学物質濃度低減化材料とは、ここでは室内空気中のVOC濃度を低減することを目的として、

問題点

・壁装材などの内装材が剥がれたり、建具が反ることがある。
・ベイクアウト後に一時的に濃度が上がるリバウンド現象を起こすことがある。
これは表面近くのVOCについては放散されても、内部に含有するVOCは短時間のベイクアウト
では内部を拡散して建材内部濃度を低減し、放散量を劇的に減少させるまでには至っていない
からと考えられる。
・放散したVOCが他の建材に吸着し、その後脱着して室内に放散することがある。
・効果の出る物質は限定的で、処置後の効果の持続性もまばらである。

③複数回実施
①、②を繰り返す。

②換気
VOCが建材から室内へと揮発してくるので時々換気をする。

①加熱
窓を閉め切り、ストーブなどの暖房器具を使い、室内温度35～40℃程度まで上げる。

基本手順

（５）ベイクアウト

１０－４－９．室内空気中の化学物質低減化（８）

１０－５－２．化学物質濃度低減化材料（２）

炭は食器棚やタンスの中や押入れなどのように、ある程度密閉された空間で換気対策しに
くい場所などでは効果的に使用することができる。

木炭や活性炭には化学物質を吸着する能力を持ったものがある。炭の種類は数多くあり、
それぞれ調湿作用や吸着能力には違いがある。
しかし、やはりまだ評価基準が確立されていないので、比較検討が難しいのが現状である。

吸着効果を利用した材料は、基本的に表面での吸着面が飽和にならない限りは吸着し続
ける性質があるものの、吸着の容量すなわち効果の持続には限界があり、また、空気中
の濃度が低下した場合に、吸着していたものを再放出する可能性があることに注意する
必要がある。

ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物の吸着や除去を目的とした様々な吸着剤が市販
されていますが、現在のところまだ明確な評価基準が確立されていない。

（１）吸着材

減は望めない。

能を維持できていない可能性もある。また、除去対象以外の化学物質の低

用し続けることによりフィルターの吸着容量を超えて性能が低下し、当初の性

また、活性炭などを使用した吸着材およびケミカルフィルターについては、使

試験条件の違いにより実空間でも同様の効果が得られるとは限らない。

空気清浄機については、各社から除去能力について公表されているものの、

（６）空気清浄機

１０－４－１０．室内空気中の化学物質低減化（９）

室内での適温の目安は、冬は20℃～23℃、夏は25℃～28℃。空調により室温を上げすぎた
り下げすぎたりしないように注意する。各部屋の温度差をなくす。暖房やクーラーを特定の部
屋にのみ使用し過ぎると、各部屋間の温度差が大きくなる。

□ 室内を適温に保つ

洗濯物を室内にできるだけ干さない。干すときは換気や温度差に注意する。
植物や水槽なども水蒸気の発生源になるので注意が必要

□ 水蒸気の発生源を減らす

調理中は料理に使用する水や炊飯器などから大量の水蒸気が発生するので、調理中の台所
や入浴時のお風呂では、換気扇を回して水蒸気を排出する。シンクなどに必要以上に水を溜
めておかない。

□ 台所・浴室での局所換気

日常生活での結露予防

１０－６－２．結露予防（２）

有機物質の分解として、光触媒反応を用いることで、建材表面にコーティングした酸化チタン
などの光触媒に有機物質が接触し、そこに紫外線を含む光が照射されると有機物質に含ま
れる炭素が最終的に二酸化炭素になるまで酸化分解される。

（代表的な光触媒活性物質）酸化チタン、酸化タングステン

光触媒反応
光を受けることにより酸化・還元反応が起こること

《触媒による分解方法例》

物質を低減させるために触媒効果で化学物質を分解させるものなど様々な製品が各社から
発売されているが、これらの対策品の効果についての評価基準はない。
これらの対策品は、換気の補助という意味合いで活用していくことが考えられる。

（２）分解剤

１０－５－３．化学物質濃度低減化材料（３）

タンスなどの家具の裏側は、空気がよどみやすく結露しやすいので、
壁との間をあけて通気を図る。
押入れの中の布団などの内容物と壁の間をあけて通気を図る。
下にスノコなどを敷く。

□ 通気性の確保
壁

家具

除湿機やクーラーの除湿機能を使う。夏のクーラーは、湿気を多く含んだ空気を冷やすことに
なるので除湿を並行して行う。
押入れやタンスの裏など、換気や除湿がされにくいところに調湿材や吸湿剤を使用する。

□ 除湿機の使用

開放型の石油ストーブは、燃焼した灯油の約1.13倍もの水蒸気を発生させる。
暖房器の上にやかんなどを置いて、必要以上に加湿しないようにする。水蒸気を室内に排出
しない循環型の暖房器具を使用する。

□ 暖房器具

１０－６－３．結露予防（２）

日頃から換気を積極的に行い、水蒸気の発生源を減らして適切な湿度を保つようにしな
ければならない。

日常生活の中でできる結露予防としては、水蒸気の発生を抑えることや、室内の温度差
をなくすこと、換気対策などがある。

結露を引き起こす要因には、その建物の構造によるだけではなく、住まう人の生活習慣
なども大きく関わっているので、日々の暮らしの中での対策によっても、結露を防止する
ことができる。いくら建物の機能を向上させても、住まい方が悪ければ結露が発生する。

結露を予防することによって、木材の腐朽を予防したり、ダニやカビを発生しにくくするこ
とができ、アレルギーの予防や化学物質を含有する防カビ剤や防ダニ剤などの使用を
抑制することにもつながる。

１０－６－１．結露予防（１）

薬剤による防カビ処理や殺菌・漂白は、できるだけ行わないことを原則として、どうしても使用する場合は
その成分に十分に注意を払い、作業中は換気をよくするようにしなければならない。

局方消毒アルコールは、次亜塩素酸ナトリウムよりも殺菌力が強く、アルコールの消毒力はその濃度に
関係し、70％は最も強い殺菌力を示す濃度である。

一方、次亜塩素酸ナトリウムは皮膚に刺激性が強く、タンパク質を破壊する性質を持っているため、使用
時には注意を払う必要がある。

市販されている家庭用防カビ剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムの濃度は約0.5％である。カビの
化学成分は炭化水素、タンパク質、脂質などですが、次亜塩素酸ナトリウムはカビのタンパク質を酸化
することによりカビを死滅させる。

やむを得ずにカビが発生した場合は、薬剤による除去方法がある。一般住宅内には用いられる薬剤は、
次亜塩素酸ナトリウム、局方消毒アルコールなどがある。

１０－７－３．カビ対策

カビの胞子は空気中を常に浮遊しているので、それらをすべて取り除くことはできない。そして、カビ
の繁殖条件は、住居内においては水分以外、常に満たされていることがほとんどなので、水分さえ繁
殖に適した状態になればカビは繁殖する。

ほとんどのカビは湿度の高い環境を好む。湿度60％以下では生育しないカビがほとんどなので、前
項で述べた結露対策と同じように水蒸気の発生を抑え、各部屋間の温度差を少なくして、湿度を低く
して結露を起こさせないようにする。

カビの栄養源にはほとんどの建材がなり、酸素は人間にも当然必要なものなので、これらを絶つの
は困難で、温度も人間の快適温度と重なることが多く対策が難しいために、水分（湿度・結露）をカビ
の繁殖しにくい状態にコントロールすることが大切である。

カビが繁殖するには、栄養源・温度・水分・酸素がカビにとって適切な条件で揃っていなければならな
い。逆に言えば、これらのうちのどれかひとつでも欠けると、カビは生育できないということになる。

１０－７－１．カビ対策（１）
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１０－７－４．カビ対策（４）

水分対策（湿度・結露対策）だけが現実的に有効

相対湿度60％以上を好み、80％以上で大繁殖
する。湿度を60％以下に抑える対策が有効

ほとんどの建材が栄養源となる

20℃～35℃を好む菌が多い。
人間の快適温度と重なる。

空気中から酸素を取り除いたら、人間も生活
できない。

・掃除機やエアコンのフィルターを定期的に清掃する。

・浴室の換気を徹底的に行う。

・こまめな清掃によりカビの栄養源となるハウスダストを除去する。

・十分な換気を行い、室内の高温多湿を防止する。

・冬期窓面の結露水をできるだけ早くふき取る。

・十分な断熱を施し、躯体結露（表面、内部）を防止する。

１０－７－２．カビ対策（２）

シロアリを予防し、同時に防蟻剤の使用もできる限り控えるには、定期的な点検を行
い、シロアリ被害の早期発見に努めなければならない。定期的に床下や基礎周りを点
検して蟻道がないか、食害されている部位はないか、羽アリが群飛する時期であれば
羽アリがいないか、抜け落ちた羽が落ちていないかを点検する。

シロアリを予防する目的で、防蟻剤を床下に散布することによって、揮発した化学物
質により健康被害を受けてしまうことがある。現在のところシロアリの防除には防蟻剤
を散布するか、建築時に薬剤処理を施された木材を使用することが多く、薬剤を使用
しない防除はまだまだ一般的とはいえない。

１０－９－１．シロアリ対策（１）

ダニを殺すだけではなく、繁殖しにくい状況を作ることが大切になる。

殺虫剤などの薬剤によるダニ処理は、含まれる化学物質によって健康被害
が起こる可能性があるため、原則としては行わないようにする。また、殺虫剤
によってはダニが死んでも、死骸やフン、脱殻が残ってしまい、それらがアレ
ルギーの原因となる。

掃除機をかけることはダニ対策としてある程度の効果があるが、それだけで
ダニを完全に死滅させることはできない。また、フィルターの種類によっては、
フンや死骸の微粉を除塵できずに、かえって排気口から室内にばらまいてし
まうこともある。掃除機を使用するときや、布団の押入れへの上げ下げなどを
するときには、換気を行い、粉じんをできるだけ吸入しないように注意しなけ
ればならない。

１０－８－１．ダニ対策（１）

イエシロアリとヤマトシロアリは多湿を好むため、水周りは被害の起きやすい場所である。一方、携帯用X線撮影
装置を用いた探知機を利用するのも一つの手段である。最近では、シロアリ活動時に発生する音をキャッチし、
電気回路にてその音を増幅することなどの後、イヤホン・出力計・スピーカーで確認できるようになっている。

□ シロアリ好む箇所の点検

シロアリに害を加えられた木材の内部に空洞が生じているため、その空洞の確認（音など）も有効な手段である。

□ 被害の探知

有翅虫の群飛時期はシロアリが巣や蟻道外に姿を現す唯一の時期である。群飛の観察機会を見逃さないことも
シロアリ生息の確認に有効である。

□ 群飛の確認

シロアリは、郡飛の前に巣や蟻道中にいるため発見するのが難しい。従って、シロアリの生態を熟知し、その習
性を利用した発見方法が有効となる。例えば、ほぼ全日本中に生息しているヤマトシロアリと、最も加害するイ
エシロアリは地中から建物基礎や束石などの表面に蟻道を作り建物に侵入する習性があるので、日ごろから建
物の内外をよく観察し、蟻道やシロアリの食痕（食べた痕）の有無を確認することが早期発見につながる。

□ 蟻道や食痕の発見

シロアリの探知

１０－９－２．シロアリ対策（２）

ダニは布団や畳、布製品、じゅうたんのように、潜みやすい空間のある素材に多く住みつく。これらの素材
の含水率をできるだけ下げる。干した布団はたたかずに掃除機を表裏かける（1㎡あたり20秒以上の時間
をかける）。
干せない場合は、布団乾燥機を利用する（50℃以上の温度で20分間以上）。ダニアレルゲンは水で洗い流
せるので、ぬいぐるみなど洗えるものは定期的に洗う。

□ 日常生活用品の手入れ

ダニの餌となる人のフケや食品、埃やチリを、掃除をこまめにすることによって減らさなければならない。
こまめに掃除機をかけることが大切である。

□ 餌を減らす

多くのダニは、湿度60～80％の状態を好みます。水蒸気の発生を抑え、各部屋間の温度差を少なくして、
湿度を低くして結露を起こさせないようにする。

□ 湿度を下げる

１０－８－２．ダニ対策

樹 種
ヒバ、コウヤマキ、イヌマキ、ビャクシン、トドマツ、イス、タブ、
カシ
スギ、モミ、ヒノキ、ツガ、エゾマツ、クス、サクラ、イタヤカエデ、
クリ、カツラ、ブナ、ケヤキ、トチ

シラベ、ベイツガ、ニレ、ナラ、セン、ラワン
はなはだ弱い アカマツ、クロマツ、カラマツ、ベイマツ、ラジアータパイン、
ヤナギ

弱い

やや強い

抵抗性
強い

樹木別のシロアリ抵抗性

１０－９－５．シロアリ対策（５）

市販されているシロアリ防除薬剤の成分には、有機リン系、ピレスロイド系、
カーバメート系、トリアジン系などがある。薬剤であるゆえに、居住者または
作業員の健康への影響に十分な配慮が必要である。

 化学的な方法

 物理的な方法

シロアリの防除

１０－９－３．シロアリ対策（３）

□ できるだけ薬剤を使用しない駆除
シロアリが発見された場合でも、食害状況をよく確認して、薬剤
使用は必要最低限の量にとどめる。床下への薬剤全面散布を
行わない。

□ 定期点検
床下や基礎周りを定期的に点検して、蟻道がないか、食害がな
いかを確認する。早期発見に努める。

□ 構造の工夫
シロアリの食害を受けにくい構造にする。床下や基礎などは点検
が容易にできるようにする。

《シロアリ対策のポイント》

点検による早期発見、そして、薬
剤を使用しなければならないとき
にも、必要最低限の散布にとどめ
るようにする。

害が出ていないのに、いるかいな
いのかもわからないシロアリに対
して、健康被害を引き起こす恐れ
のある防蟻剤を散布するのは、か
えって危険を増やす。

化学物質による危険性は、その物
質の毒性の強さだけではなく、曝
露した量、体質なども関係する。

《注意》

１０－９－６．シロアリ対策（６）

シロアリは、柔らかい木材を好んで食べる。そのひとつの現れとして、シロアリは木材の年輪に沿って柔
らかい部材から食べはじめる。その結果、木口面では同心円状食痕を残す。従って、シロアリに強い抵
抗性を示す木材を選定するのもひとつの方法である。

□ 建材用樹木の選定

土台の下に金属板を敷くことや網の目がシロアリの通り抜けられない大きさに設計されているステンレ
ス・スチール製の金網を建物の下部へ敷いて地中からのシロアリの進入を阻止する。

□ シロアリの侵入防止

シロアリの住宅内への進入を防ぐために、建物の基礎を高くして、床下の通風・採光をはかり、雨漏りな
どによる水たまりを防いでシロアリの生息環境をつくらないことが有効である。

□ シロアリの生息環境を作らない

シロアリは群飛の後に、やがて地上に降りる。地上で自ら翅を落とした有翅虫の雌と雄は新たに巣をつ
くり、交尾・繁殖を繰り返す。イエシロアリ群飛後約1週間後に初回の産卵（20～30個）をする。即ち、群
飛時のシロアリを駆除することが最も効果的である。例えば、イエシロアリの有翅虫の走光性（光の刺
激によって起こる走性。虫などが灯火に集まる現象）を利用して灯火誘殺する方法がある。

□ シロアリ駆除

 物理的な方法

１０－９－４．シロアリ対策（４）

気密性、断熱性をどの程度にするのかをよく検討する。住まう人の生活習慣なども踏まえて検討する。

□ 気密性、断熱性

無垢材などを使用する場合は、木の性質をよく理解する。無垢材の取扱いは、施工上、生活上で
難しい一面もある。木の性質をよく理解する。

□ 木の性質

建材などで使用されている化学物質が不明なときは、メーカーにMSDSの発行を要求する。ホルム
アルデヒド以外にも、防腐剤や防蟻剤などその他の化学物質に注意する。

□ 使用材料を知る

化学物質の毒性情報などは、日々新たな発見がある。研究文献、新聞、住宅雑誌など幅広い情報
源を持って、最新情報を入手するようにする。また、実際に住まう人にも情報提供をする。

□ 化学物質被害を知る

《新築・改築の際のポイント》

１０－１０－３．建築分野（２）

室内の温度差が少なくなるような構造とする。断熱は内部結露を起こしにくい方法を取る。

□ 結露を起こしにくい構造

建材以外からも空気汚染物質は発生する。計画的に換気が行える設備を設置して、常に新鮮な空気
が取り入れられるようにする。建材から揮発された化学物質が室内に流入しないような構造にする。

□ 適切な換気設備の設置

建材からの化学物質の揮発が、シックハウス症候群の大きな原因である。できるだけ余分な化学物
質の使用されていない建材を使用する。安全性の確認されていない成分を含んだ建材は使用しない。

□ 化学物質使用の抑制

を設けることなど、多くの点に注意を払わなければならない。

結露を生じにくい構造にすること、適切な建材を使用すること、計画的に換気できる設備

住宅を新築・改築する際にはシックハウスに十分留意して対策を施さなければならない。

１０－１０－１．建築分野（１）

《新築・改築の際のポイント》

１０－１０－４．建築分野（２）

新しい家具やカーテンなど購入する場合は、家具からの化学物質にも注意する。

□ カーテン、家具

結露、カビ、ダニなど湿気に伴い起こる問題および関連する薬剤について説明する。

□ 結露、カビ、ダニ

快適性や結露のことを考え、日当たりや通風に配慮した間取り、窓の位置にする。

□ 日当たり、通風

換気経路を考えた換気方法、換気位置とする。空気の流れが短絡しないようにする。

□ 換気

契約時の相談内容や確認事項は文書で残して誤解がないようにする。

□ 契約内容を知る

建築業者・施工業者と発注者との意思伝達を円滑に行う。安全な建材を使用するように、発注者
の意向を設計者・施工者に伝える。プランや使用建材については発注者に説明、確認をする。設
計、説明通りに施工されているかを確認する。

□ 意思伝達

住まう人全員の体質をよく理解して、それに見合った住宅かどうかを判断する。家族にアレルギー
や化学物質過敏症など特別な配慮が必要な人がいないかを確認。アトピー素因のある場合など
はより注意が必要。主治医がいる場合は、どのようなアレルゲン、化学物質に配慮すべきかアドバ
イスを受ける。

□ 体質に合わせた住宅

《新築・改築の際のポイント》

１０－１０－２．建築分野（２）

《新築・改築の際のポイント》

 温熱療法
・軽い運動、入浴
入浴は低温で半身浴
低温サウナ（60℃～82℃）に2時間以上入る。
 運動療法
・エアロビクス
有害化学物質、特に有機塩素系化合物は脂肪に蓄積しやすいので、余分な脂肪を落として解毒
・散歩、ジョギングなど
 バランスの取れた食事
・身体の免疫力を高めるためのバランスのとれた食事
・食生活を整えた上で、化学物質の代謝や排出に有効なビタミン類やミネラル類の補給
 適当な休養と睡眠
 ストレス避難

一般的に提案される対策

１０－１１－２．医療分野（２）

工事完了後の住まい方についての注意事項などをアドバイスする。住まいの気密性などの性能に合わせた暖
房器具を使用しているか、24時間換気の電源を切らずに運転しているか、換気扇の管理はきちんとできてい
るか、気温や湿度は適切かを確認する。

□ 住まい方のアドバイス

建築直後は、建材の表面や塗装面から化学物質が大量に放散されやすいので、室内の化学物質濃度が高く
なりやすい。引っ越しまでの期間、窓を開けたり機械換気を稼動させ、換気に努める。

□ 入居時期のアドバイス

工事完了後室内空気の化学物質濃度などの測定を行う。

□ 測定

１０－１０－５．建築分野（２）

１０－１２－１．その他

その他芳香剤や防虫剤などの日常生活用品からも化学物質は発生することから、使用方法
には注意する必要がある。

建材の他、家具、カーペット、カーテンなどもVOCの発生源であるので、なるべく持ち込まない
か、放散量の少ないものを選んで設置する。室内で暖房に開放型のストーブやファンヒーター
を使用する場合には、それら暖房器具からの一酸化炭素の発生があるので、定期的に窓開け
換気を行うことが必要である。

その他にも定期的な窓開け換気、特に通風の効率を上げるような開口部の位置を設定するこ
とで新鮮な空気の入れ換えが行える。換気はVOC以外の粒子・湿気・カビなどの除去、発生防
止にも効果的といえる。

24時間換気設備がある場合は停止をしないこと、換気口などをふさがないこと、換気設備の維
持管理を適切に行うことで、まずは設計通りの換気性能を確保することが必要になる。

現代社会における住まい方として気を付ける点の基本
・室内空間においてしっかり換気を施すこと
（24時間換気設備を設置しないと現代の建物では換気不足の空間にいることになる）
・VOCの発生源となるものを減らす生活

診察手順の例

（別紙5）

室内空気汚染因子が健康障害を引き起こす程度に存在し、測定により証明されること

3.室内空気汚染の確認

建築物の空気汚染場所からの離脱、あるいは汚染原因物質を除去すると、症状は
軽減あるいは消失し、当該場所へ戻ると症状の再発が認められること

2.汚染室内空間と症状の相関性の確認

室内空気汚染が原因と思われる健康障害が発生している。

≪診断基準≫
1.健康障害発生の確認

シックハウス症候群や化学物質過敏症の診断は、まだ一部の病院でしか対応できず、治療も場合によっては転
居を余儀なくされることもあり困難なことが多くある。症状が出る前に予防することが最も大切である。

生活環境から化学物質をゼロにするのは不可能ですが、意識して生活環境から化学物質の摂取量（経皮、経口、
吸入）を減らす努力をすることが必要である。

１０－１１ー１．医療分野（１）

１１－１－１．室内空気質測定（１）

目に見える形にするという空気測定

目に見えない空気の状態を知ること

『目に見える形』で安心を。

目に見えない『空気』、

シックハウス

１１－１－２．室内空気質測定（２）

〉〉 環境を悪くしている物の原因や理由

〉〉 室内空気環境の品質の良し悪し

体調が悪いときに最初に行う血液検査のようなもの

空気測定は室内空気環境の改善の最初の一歩、

 室内空気質測定でわかること

１１．測定

 アクティブ法

１１－１－５．室内空気質測定（５）

・吸引ポンプの稼動中の音や振動がある

吸着させること）

（比較的短時間に確実に吸着剤に

・吸引量が明瞭

・吸引ポンプを利用

（例）下記のような症状があるにもかかわらず
はっきりとした診断が出ないとき
アレルギー・自律神経失調症、更年期障害、
風邪、神経症など

原因不明の体調不良に悩まされたとき

生活習慣が変わったとき

引っ越し時

新しい家具やインテリアを購入したとき

新築やリフォーム後の入居前

 室内空気質測定を行うタイミング

１１－１－３．室内空気質測定（３）

室内空気測定

VOC用捕集管

１１－１－６．室内空気質測定（６）

加熱脱離-ガスクロマトグラフ/質量分析
（GC/MS）法

分析

アクティブ法用吸着剤（サンプラー）

パッシブ法

アクティブ法

溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ
（HPLC）法

アルデヒド用捕集管

採取

 採取と分析

１１－１－４．室内空気質測定（４）

新築住宅もしくは改築直後の住宅の場合

定するのに適す

１１－１－９．室内空気質測定（９）

サンプラーを身につけて一日の曝露量を測

が一日を通してどれくらいかを調べる場合や、

・通常の生活状態での室内の化学物質濃度

（通常8時間以上の測定時間が必要）

・拡散原理を利用

（室内）部屋の中央付近の少なくとも壁から1m以上離した、高さ1.2～1.5mの位置
（外気）外壁および空調機の外気取り入れ口から2～5m離した、高さ1.2～1.5mの位置

【試料採取場所】
居間、寝室、および住宅の外気の各1ヶ所、計3ヶ所を試料採取場所として設定

【試料採取時刻】
午後2時～3時
揮発性有機化合物の濃度が1日のうちで最大になると予想されるため

推定するため、揮発性有機化合物の測定を行う。

新築住宅もしくは改築直後の住宅における室内空気中の揮発性有機化合物の最大濃度を

 パッシブ法

１１－１－７．室内空気質測定（７）

１１－１－１０．室内空気質測定（１０）

VOC用捕集管

その後、概ね30分間、室内空気を採取して、含まれる揮発性有機化合物量を測定する。
原則として、それぞれ2回ずつ採取する。

※ この場合、建具は開放する、キッチンの戸棚、クローゼットなどの備え付け品の扉も
開放する、小窓などの換気口は閉めることとする。

居室の常時換気システムを有しない住宅
試料採取にあたっては、対象家屋の窓、扉、建具、備え付け品の扉などのすべてを開き、30
分間換気を行う。換気後、外気に面した窓および扉などの開口部を閉鎖し、5時間以上この
状態を維持させる。

【室内空気試料採取の条件】

アルデヒド用捕集管

パッシブ法用吸着剤（サンプラー）

１１－１－８．室内空気質測定（８）

揮発性有機化合物は、固体吸着剤で捕集した後、化学溶媒で抽出するか加熱により脱着
させ、ガスクロマトグラフ質量分析計で分析する。また、対象空気を真空容器に採取して、
直接その空気を分析する方法もある。

 揮発性有機化合物の分析

ホルムアルデヒドなどのアルデヒド、ケトン類は、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンを添加した固
体吸着剤で捕集する。固体吸着剤の中でこれらが反応して、アルデヒド、ケトン類は揮発性の
高くない2,4-ジニトロフェニルヒドラゾンという誘導体になる。この物質を化学溶媒で抽出し、高
速液体クロマトグラフで測定して濃度を算出する。

 アルデヒド、ケトン類の分析

試料の分析方法

１１－１－１３．室内空気質測定（１３）

対象とする室の窓を開けて30分換気した後、窓を閉めて5時間以上経過させる理由
これだけの時間が経過すれば、自然換気だけで室の濃度は平衡状態に達して一定となると
みなせるからである。

その後、概ね30分間、室内空気を採取して、含まれる揮発性有機化合物量を測定する。
原則として、それぞれ2回ずつ採取する。

※ この場合、建具は開放する、キッチンの戸棚、クローゼットなどの備え付け品の扉も
開放する、小窓などの換気口は閉めることとする（但し、換気システムの機能のため
必要なものを除く）。

居室の常時換気システムを有する住宅
試料採取にあたっては、対象家屋の窓、扉、建具、備え付け品の扉などのすべてを開き、
30分間換気を行う。換気後、外気に面した窓および扉などの開口部を閉鎖し、換気システム
を稼動させた状態を5時間以上維持させる。

１１－１－１１．室内空気質測定（１１）

１１－１－１２．室内空気質測定（１２）

１１－２．建材の測定

※1 JIS R 3503に規定する呼び寸法240mmのデシケーター
※2 建築用ボード（JIS A 1460）、壁紙（JIS A 6921）、壁紙施工用でんぷん系接着剤（JIS A 6922）、繊維板（JIS A 5905）、合板（JAS）

測定法の概要
小型チャンバーと呼ばれる室（箱）の中に試験材料を入れたり、チャンバーを試験材料
小型チャンバー法 表面に押しつけるなどしてその材料から発生する化学物質により高められるチャンバー
（JIS A 1901）
内の濃度とそこへの換気量から試験材料の化学物質放散量を評価する方法
単位はmg/㎡・h、またはμg/㎡・h
対象としている建材をデシケーター※1と呼ばれるガラスやアクリルの容器の底部に蒸
留水または脱イオン水を入れた結晶皿を置く。その上に所定数の試験片を入れ、密閉
して放置する。その後、ホルムアルデヒドが吸収された蒸留水を試験溶液とし、この一
デシケーター法
部を取り、一定量のアセチルアセトン‐酢酸アンモニウム溶液と混合し、それを温水で10
（JIS A 1460、A 6921、
分間加温し静置する。これをホルムアルデヒド濃度を測るための検査液とし、濃度を求
A 6922、A 5905、
める。
JAS）※2
建材同士の比較に有効である。
実空間での建材からの汚染化学物質の放散量を直接測定することはできない。
単位はmg/l

測定法の種類

建築材料や家具に使われる合板などの材料から発生するホルムアルデヒドの測定方法

建材の測定

原則として、所定の場所でそれぞれ2回ずつ採取を行う。

居室の常時換気システムを有する住宅、有しない住宅のいずれにおいても日常生活における状態で室内外とも
24時間連続で採取する。

【室内空気試料採取の条件】
試料採取にあたっては、対象家屋の窓、扉、建具、備え付け品の扉などのすべてを開き、30分間換気を行う。
換気後、外気に面した窓および扉などの開口部を閉鎖し、5時間以上この状態を維持させる。

（室内）部屋の中央付近の少なくとも壁から1m以上離した、高さ1.2～1.5mの位置
（外気）外壁および空調機の外気取り入れ口から2～5m離した、高さ1.2～1.5mの位置

【試料採取場所】
※ 新築住宅と同じ
居間、寝室、および住宅の外気の各1ヶ所、計3ヶ所を試料採取場所として設定

【試料採取時刻】
24時間連続（採取開始時間は任意）

居住住宅の場合
居住住宅における室内空気中化学物質の測定は、居住者の平常時における揮発性有機化合物の存在量や曝露
量を推定するためのものである。

（MVOC：Microbial Volatile Organic Compounds）

４．微生物由来揮発性有機化合物

３．シックスクール

２．化学物質過敏症

１．シックビルディング症候群

シックハウス

１２－１．シックビルディング症候群

・目、特に眼球結膜、鼻粘膜および喉の粘膜刺激症状
・粘膜の乾燥（唇など）
・皮膚刺激、皮膚の紅斑、じんましん、湿疹
・神経系および全身的健康問題
・疲労の感じやすさ
・頭痛、頻発する気道感染
・息が詰まる、喘鳴
・非特異的な過敏症／過敏反応
・嗅覚および味覚の異常
・めまい、吐き気、嘔吐・

WHOの定義によるシックビルディング症候群の症状

1970年代にオイルショックが起こり、欧米で冷暖房を節約するために、オフィスビ
ルにおいて冷暖房のエネルギー消費を抑制するために換気の割合（外気との入
れ替え）を減らす政策が実施

１２．その他

香 料（柔軟剤など）

（現在）

ポリウレタン（イソシアネート）

農薬（ネオニコチノイド）

（その他）

シックハウス症候群

（従来）

発症の引き金

１２－２－３．化学物質過敏症（Chemical Sensitivity:CS）（３）

※環境省は、「化学物質過敏症」を本態性多種化学物質過敏状態と称しています。

厚生労働省でも病名として｢化学物質過敏症(CS)｣が使用

• 微量ではあるが長期にわたり曝露した場合

• かなり大量の化学物質に曝露し、急性中毒症状が現れた後

発生機序

１２－２－１．化学物質過敏症（Chemical Sensitivity:CS）（１）

症状

吐き気や頭痛などの症状をもたらすと訴える人々の健康被害

他人が使う衣類の柔軟剤などの香りが「不快」を超え、

た製品が増加し、その頃から柔軟剤の香りによる体の不調を訴える相談が増加傾向にある。

約１０年前に香りの強い海外製の柔軟剤がブームになったことをきっかけに、芳香性を強調し

（国民生活センター）

香 害

• 病気の進行とともに、ヒステリー・抑うつ尺度が高まる

• 心気症（病気不安症）の割合が高い

＜発症後＞

 においに対して、不快感や症状の誘発を示すことが多い

消化器症状など

その他咽頭痛や微熱などの炎症症状、便秘、下痢、腹痛などの

興奮、うつ状態などの精神または神経症状や関節痛、筋肉痛、

集中力の低下、不眠、近方視困難、倦怠感、思考力の低下、頭痛、

 神経、呼吸器、心血管、消化器、耳鼻咽喉、眼、皮膚など多臓器症状にわたる

１２－２－２．化学物質過敏症（Chemical Sensitivity:CS）（２）

化学物質過敏症

になる。

室内環境における生物的要因も含まれる。

園・学校における室内空気に影響を与える要因

１２－４－２．シックスクール問題（２）

化学物質過敏症を治す・・・医者

シックハウス症候群を治す・・・建築家（建物を造る人）

ワックス、消臭剤、殺菌剤、殺虫剤など

・施設維持および衛生管理

教科書、机、いす、黒板、家具、パソコン、文房具、実験用薬品など

・学校用教材および備品

一般教室、音楽室、図工室、パソコン室、理科室など

・教室

ると症状が軽快する。
責任の所在

ても、その後様々な化学物質に反応するよう

場合、有害な化学物質のみが原因でなく、

・シックハウス症候群が問題となる室内を離れ

・シックハウス症候群が問題となる住居を離れ

りもさらに低い濃度によって、発症する。

・シックハウス症候群にかかる化学物質濃度よ

た疾患名になっている。

・原因が化学物質に限定され、原因物質を示し

≠

・広義的な意味合いのシックハウス症候群の

化学物質過敏症とありえる濃度よりも高い。

・症状を引き起こす有害な化学物質濃度が、

なっている。

・原因が住居に由来し、発生した場所が名称に

シックハウス症候群

１２－３．シックハウス症候群と化学物質過敏症の主な相違点

その他

家具および教材などの購入・設置時

換気

点検

日常の対策

１２－４－３．シックスクール問題（３）

学校保健安全法に基づき学校における環境衛生に係る事項について、児童生徒及び教職員の健康を
保護する上で維持されることが望ましい基準として定められ、平成21年4月1日から施行されています。

学校環境衛生基準

その基本となるのが学校環境衛生基準に基づいて日常点検を行うことです。』

『シックスクール問題の対応として学校施設の維持管理が重要になります。

学校施設に起因する室内空気汚染により生じる健康被害のこと

１２－４－１．シックスクール問題（１）

放散する可能性があることに留意

コンピュータの吹き出し口からの排気に注意

１２－４－７．シックスクール問題（７）

学校で使用される様々なものから揮発性有機化合物が

その他

高等学校・・・4.4回以上

中学校・・・3.2 回以上

幼稚園・小学校・・・1 時間に2.2 回以上

（40 人在室する容積180m3の教室の場合の換気）

換気

１２－４－５．シックスクール問題（５）

搬入後の取り扱い（換気をしながら仮置き）

家具および教材などの搬入・設置時

１２－４－６．シックスクール問題（６）

トイレなどで消臭剤や芳香剤による過度なにおいを確認する

教室に入り、気になる臭気の有無、換気状態などの確認

点検

１２－４－４．シックスクール問題（４）

１２－４－１０．シックスクール問題（１０）

の一部に確保するといった制度的な対応

もに、そのような児童等でも学習ができるような場を学校内

化学物質過敏症の児童等に対する医学的処置を考えるとと

対 応（B）

この点を明確にし、対応を施す必要がある

施設のみが問題でない場合とがあること

児童等が元々化学物質に過敏に反応する体質のため、学校

A) 学校施設が原因で健康被害が生じた場合とB） そこに通う

問題点

１２－４－８．シックスクール問題（８）

ルアルコール、2-ペンチルフラン、カルベオール、テルピネオール

アミルアルコール、2-ペンタノール、3-オクタノール、1-ブタノール、イソブチ

（ジメチルジスルフィド：硫黄臭）、2-メチルイソボルネオール（カビ臭）、イソ

ジェオスミン（ゲオスミン、ジオスミン：雨降り後の地面臭）、二硫化ジメチル

主な微生物由来揮発性有機化合物（MVOC）

細菌やカビ（真菌）などの微生物によって放散される揮発性有機化合物により引き起こされ
る健康影響の問題が生じている。
この細菌やカビなどの微生物が生成する化合物を微生物由来揮発性有機化合物と称す。

１２－５．微生物由来揮発性有機化合物（MVOC:Microbial Volatile Organic Compouunds）

まず、学校内の建物における問題のある箇所を直す対応

極め、建物に問題がある「シックスクール症候群」であれば、

主として建物に問題があるのか、人にあるのかをしっかり見

対 応（A）

１２－４－９．シックスクール問題（９）

アレルギー総論

・ 食品へのアレルギー物質表示制度

・ エピペン

その他

１－１．アレルギー

・コンタミネーション

・ 食物アレルギー以外の食物による有害反応

ペットのアレルギー

・ 刺激性接触皮膚炎

・ アレルギー性接触皮膚炎

接触性皮膚炎

・ 定義

食物アレルギー

・ 成人気管支ぜん息

・ 小児気管支ぜん息

ぜん息

アトピー性皮膚炎

花粉症
アレルギー性鼻炎・結膜炎

アレルギー

アレルギー疾患対策基本法

アレルギー各論

薬物アレルギー など

ラテックスアレルギー

金属アレルギー

アレルギー性胃腸炎

１－２．アレルギーの種類

※ 6疾患以外は必要に応じて政令で定めるとされているが、現状、他の疾患は定められていない。

アレルギー疾患対策基本法

気管支ぜん息
アトピー性皮膚炎
アレルギー性鼻炎
アレルギー性結膜炎
花粉症
食物アレルギー

アレルギー総論

食べ物

環境

１－５．抗原抗体反応

特定の抗原に対して、過剰に反応することがあり、
この反応によって皮膚炎や喘息、花粉症などを起こす。

・体内に侵入してきた抗原を認識し結合する働き

・血液や体液中に存在する免疫グロブリン（Ig）というタンパク質

異物（抗原）の侵入に対して、抗体を作って排除しよ うとする働き

アレルギー疾患対策基本法

気管支ぜん息
アトピー性皮膚炎
アレルギー性鼻炎
アレルギー性結膜炎
花粉症
食物アレルギー

要因／対応

１－３．要因と対応

主な
アレルゲン

・卵、牛乳など

食物

・花粉
（スギ、イネ科、ブタクサなど）
・昆虫
（ハチ、チョウ、ガなど）

室外

・生物
（ダニ、ペット、カビ、ゴキブリなど）

室内

過剰な免疫反応によって皮膚炎や喘息、花粉症などを起こす

・主にタンパク質でできている

・IgE抗体と特異的に反応する

アレルギーを引き起こす原因物質

「アレルゲン」

免疫反応が、特定の抗原に対して過剰に起こること

１－４．アレルギーとは

暴露（ばくろ）

抗原抗体反応

再暴露

胎 児

アトピー
素因

乳幼児

・食物アレルギー

・ダニアレルギー
・アトピー性皮膚炎

幼児期

鼻水

・気管支喘息
・アトピー性結膜炎

学童期

マスト細胞：炎症や免疫反応などの生体防御機構に重要な役割

⑥アレルギーが発症する。

↓

⑤肥満細胞がヒスタミンやロイコトリエンなどの
化学伝達物質を放出する。

↓

④侵入したアレルゲンが抗体と結合する。

↓

③もう一度アレルゲンが体内に入る。

↓

・花粉症

思春期

くしゃみ

感作（かんさ）

・成人型気管支喘息

成人期

１－８．アレルギーマーチ

② IgE と呼ばれる抗体が作られて、粘膜や皮膚の中にある肥満細胞（マスト細胞）に付着する。

↓

①ダニやスギ花粉などのアレルゲンが体内に入る。

１－６．Ⅰ型アレルギーの発症機序

IgM

IgD

IgE

自立神経の失調・心因反応の増加
吸入アレルゲンの増加
腸内細菌数の変化
食生活の変化
化学物質の摂取量の増加
炎症促進物質の摂取
食物アレルゲン摂取量の増加

ストレスの増加
家屋・植林の変化
食生活の変化

１－９．アレルギー疾患増加の原因

ギョウ虫やダニなどの寄生虫を
排除するために発達したといわれる

気道の炎症亢進
気道過敏症の増大

免疫反応の際、 量的に少なく、 即時型アレル
最初に分泌
役割が不明確 ギー反応

大気汚染物質の増加

IgA
母乳の中にも
分泌

IgG

接触性皮膚炎、過敏性肺炎の一部、ツベルクリン反応

溶連菌感染後急性糸球体腎炎、膠原病、過敏性肺炎

金属アレルギー

遅延型、ツベルクリン型、
細胞媒介型

哺乳動物では
最も量が多い

Ⅳ型アレルギー

免疫複合体による傷害

自己免疫性溶血性貧血

細胞障害性アレルギー

Ⅱ型アレルギー
Ⅲ型アレルギー

花粉症、気管支喘息、アナフィラキシー

即時型アレルギー

IgE抗体が関与

Ⅰ型アレルギー

発症の仕組み（起こり方）による分類

１－７．アレルギーの種類

子供のころに、異物に対する耐性を高めると、将来の
アレルギーリスクは低下するのではないか。

衛生仮説

→ アレルギー増加の一因ではないか

衛生環境の改善や少子化にともなう乳幼児期の
感染症リスクの低下

• 掻くとさらにかゆくなる

• イライラ

• 様々な刺激

• 体温の上昇

◎ かゆみの原因

• 皮疹の性状は年齢により異なる

• 憎悪と寛解を繰り返す

• 強い痒み

• 強くて慢性的な痒みと外見の不快感

◎ 特徴

２－１．特徴・要因

ダニ、動物（ペット）の毛・フケ・唾液、細菌、
カビ、花粉、食べ物（食品添加物を含む）、
タバコ煙、掻破（掻くこと）汗、汚れ、日光、
乾燥、石けん、ボディーソープ・リンス、化
粧品、整髪料、衣類、ストレスなど

◎ 発症及び悪化の主な要因

アレルギー

顔や上胸部、頸部や肘窩、膝窩などに強く現れる。

幼児期～学童期
思春期～成人期

ジクジクした赤いポツポツが頭、顔（特に頬）、 首に発
症する。ひどくなると顔や頭部全体、胸 や背中、手足に
も発症

２－２．年齢別発症箇所

乾いたザラザラ、カサカサの湿疹（皮膚の乾燥 が目立
つようになります）が、主に耳たぶの下、 首の周り、肘
の内側、手首、背中、胸、腹、臀部、 膝の外側・内側、
足首に発症

乳児期

アレルギー各論
（アトピー性皮膚炎）

崩させるのは？

バランスを

リンパ球の

・皮膚の乾燥、皮膚への刺激

・年齢：乳幼児では、特にリンパ球が未熟で不安定

・皮膚の炎症が長引くこと自体

・アレルギー反応

・ストレス

・腸内環境（食生活、腸内細菌）

・不規則な生活習慣（睡眠、食事、運動不足）

・感染（ウイルス、細菌（全身・皮膚局所）（特に皮膚局所の黄色ブドウ菌）など）

・左右対称に広がる。

抗炎症治療

薬物療法

スキンケア

アトピー性皮膚炎

環境整備

・リンパ球のバランス
（リンパ球：白血球の一種で、免疫の働きの中心的役割をしている）
Th1型リンパ球/Th2型リンパ球

・皮膚の表面がボロボロ、カサカサと剥げ落ちる。

・皮膚が乾燥して厚くなる。

・免疫の仕組み

② アレルギー素因（アレルギー体質）

① 皮膚の素因、バリア機能が弱い
（乾燥肌、、刺激に対して弱い、かゆみに敏感）

２－５．治療

２－４．体質

アレルゲンの除去

アトピー性皮膚炎は2つの体質を重なって持っている人に起こりやす病気

・かさぶたができる。

・薄く皮膚がむける。

・赤くなる。

・小さいぶつぶつができる。

・汁が出てジクジクしている。

２－３．皮疹の状態の特徴

スキンケアの
必要性

→ バリア機能の回復

かゆみの予防

乾燥からの防御

・バリア機能の保持・・・塗る

２－７－２．皮膚を清潔に保つ方法

・皮膚を清潔に保つ
・外用薬や保湿剤を塗る

２－７－１．バリア機能

・爪をこまめに切り、なるべく掻かないようにする。

・上着や下着だけでなく、シーツ、枕カバーも寝ている間に細菌がつい ているので、こまめに洗う。

に感染が広がらないようにするために取り替える。

・皮膚のジクジクした箇所には細菌が増えていることがある。その箇所を拭いたタオルは、他の箇所

・汗をかいたらこまめに着替える。

・汗をかいたらこまめに拭く。

・入浴後には、必要に応じて適切な外用薬・保湿剤を塗る。

汗・皮脂よごれの除去

・シャワーやお風呂に入り、石けんで体を洗う。

アトピー性皮膚炎の皮膚は、バリア機能が壊れ、
アレルゲンが皮膚の中に入りやすくなっている

・動物などに触れた場合はすぐに洗う。

・心の持ち方

・生活スタイルの改善

・スキンケア

・環境整備

【薬に頼ること以外にできること】

②体内の水分を保持する

①外部からの刺激や物質が体内に侵入することを防ぐ

感染（ブドウ球菌など）からの防御

・清潔の保持・・・洗う

・腎臓の上にある副腎皮質という臓器で作られるホルモンの一種
・内服薬と外用薬の２種類がある
・使い方によっては、副作用や症状悪化の危険性もある
・医師と相談のうえ、使用の判断をしていくことが大切

ステロイドとは

◎内服療法 ： 抗ヒスタミン薬

◎外用療法 ： ステロイド軟こう、保湿剤

２－６．薬物療法

・爪は汚れが多く、黄色ブドウ球菌も多いので、まめに爪を切る。
・爪先がギザギザにならないようになめらかに短く切る。
・前髪の毛先がまぶたにかからない、目に入らないようにする。
・後頭部にも気を配る。
衣類
・洗いやすく、かぶれにくいものを着る。
・肌を締めつけず、吸湿性や通気性のよいものを着る。
・麻などざらざらした材質や羊毛、吸湿性の悪い化学繊維の衣類は、皮膚を刺激したり静電気を帯びることで痒み
を誘発するので木綿、柔らかい繊維の衣類を着る。
・下着や衣類の襟首部分に配慮する。
・衣服の内側の縫い目、金属部分などに注意する。
洗濯
・洗剤はできれば合成界面活性剤の含有量の少ないものを使用する。
・新しい衣類は一度洗濯して使用することで、蛍光糊などのかぶれを防げることができる。
・洗濯のすすぎが不十分な場合、洗剤が衣類に残り、皮膚を刺激するのですすぎを十分に行う。
・外で干すときには花粉が付着しないようにする。
エアコン・暖房
・エアコンや暖房の風の当たる場所は注意する。
・気温の変化で痒みが増す場合がある。
日焼け
・帽子を被る。
・長袖の上着を着る。
・真昼の暑いときは避ける。
水泳
（プール、海水浴） ・泳いだ後はすぐに真水をかけて塩水（プールの場合、塩素消毒剤）を洗い流し、保湿剤を塗る。
・日焼け止めを使う場合はかぶれないか確かめ、肌に合ったものを使用する。
・砂浜にいるときは帽子をかぶり、長袖のシャツなどを着て、急な日焼けを避ける。
その他
・虫除けスプレーは、かぶれることがないか確かめてから使用し、肌に合わない場合は、長袖長ズボンを着用する。

髪の毛

爪

２－８－２．環境整備（日常生活での工夫 ）

・硬めのスポンジやナイロンのタオルは使用しない。
・石けんを十分泡立てて、手のひらか、柔らかいタオルでやさしく洗う。
・体をゴシゴシこすらない。
・洗う際は、まずシャンプーをし、洗顔、体洗いをする。
・しわのあるところを伸ばして洗う。
・耳などの洗いにくいところや目の周りも丁寧に洗う。
・石けんやシャンプーは刺激が少ないものを選ぶ。また、乾燥肌の人はあまり脱脂力の大きくないもの、脂性
症の人は脱脂力が普通のものというように、自分に合ったものを選ぶ（一般的に防腐剤や着色料、香料な
どの添加物がある石けんやシャンプーは刺激になることが多い）。
・洗った後は、すぐにシャワーなどで、石けんやシャンプーが残らないよう、きれいに洗い流す。
・シャワーのお湯はぬるめにし、勢いが強すぎないようにする。
・お湯に入ると毛穴が広がり、汚れも石けんもよく落ちる。そのため、痒くなるほどの熱いお湯は避けて、ぬる
めの湯船につかるのもよい。
・入浴剤は体がほてるもの、刺激のあるものは使用しない。
・体をタオルで押さえるように軽く拭き、湿り気のあるうちに保湿剤を塗る。
・皮膚のジクジクした箇所を拭いたら、他の箇所はタオルを取り替えて拭く。

２－７－３．お風呂の入り方と体の洗い方のコツ

ちゃを持たせるなどして両手がふさがる工夫をしたりすることも大切

・児童等の場合、掻くことに対して周りが過剰に反応せず、楽しいことに夢中にさせる工夫をしたり、おも

場所に移動する、上に一枚はおるなど）。

・急に暑くなったり、寒くなると痒みが増すことがあるので、温度に気をつける（エアコンの風の当たらない

・ミトン（一般的には二重になった手袋）を使うと、掻いても皮膚の刺激は少なくなる。

・長袖や長ズボンを着用し、直接皮膚を掻けないようにする。

ことで痒みを誘発するので木綿、柔らかい繊維の衣類を着る。

・麻などざらざらした材質や羊毛、吸湿性の悪い化学繊維の衣類は、皮膚を刺激したり静電気を帯びる

・冷たいタオルで冷やす。

・痒みがあるときは洗って外用薬を塗る。

・傷にならないように爪を切っておく。

・スキンケアの徹底

２－９．痒み軽減のポイント

換気（空気の入れ換え）
家具は隙間を空けて置き、空気の循環をよくする。
押入れはスノコを使うなど、空気の循環をよくする。
・室内を適温適湿に保つ。
・結露の防止
・掃除の励行
掃除中は窓を開ける / 掃除機はこまめにかける（1㎡当たり20秒以上の時間をかける）
フローリングの板の隙間を雑巾がけする / 畳はこまめに時間をかけて掃除機をかけ、雑巾がけをする
カーテンは洗い、ブラインドは拭く / エアコン、換気扇のフィルター掃除 / 照明灯（電気）のカバーを拭く
布製のソファなどは掃除機をかける / たんすなどの家具の上に物を置かない
・ぬいぐるみは捨てる。手放せないものはこまめに洗う。
・じゅうたんやカーペットよりフローリングの方が対策にはよい。
・マットレスよりもスノコのベッドの方が対策にはよい。
・マットレスを使用する場合、日に当てたり掃除機をかける。
・ソファーは布張りでなく、皮や合成皮革にする。
・ホコリが出にくい化学繊維製の布団を利用する。
・高密度繊維の防ダニカバーや防ダニ布団も効果的である。
・ベッドや布団などのシーツ、カバー類などはこまめに取り替える。
・布団は丸洗いできるものにする。
・布団を干し、掃除機を1㎡当たり20秒以上かける（花粉・梅雨時は布団乾燥機でも可）。
・ペットの屋内飼育を避ける。
・空気清浄機を活用する 。
・観葉植物をできるだけ家の中に置かない。

２－８－１．環境整備（効果的なダニ・カビ・ホコリ・ハウスダスト対策 ）

学校プールの
残留塩素

学校環境衛生基準では、細菌やウイルスなどのプールで感染する
可能性のある病原体に対して消毒効果を得るために、プールの
遊離残留塩素は「どの部分でも0.4mg/ℓ以上1.0mg/ℓ以下で
あることが望ましい。」と定められています。

３－１．気管支喘息（喘息）

元気な気管支

発作が起きた気管支

元気な気管支と発作が起きた気管支の比較図

空気の通り道である気道が刺激によって収縮して、
空気が通りにくくなり発作が起きる。
気道が収縮して狭くなるのは、気道に炎症が起き
ているからである。

空気が収縮した気管支を通る時の、
ヒューヒュー、ゼーゼーという音のこと

気道に炎症が起こり、気道が収縮することにより、喘鳴などの症状が起こる

アレルギー

３－２．慢性疾患（慢性の病気）

5. 寛解になるかどうかは医者の良し悪しよりも患者さんの自己管理によって決まる。

4. 治療により治ったような状態（寛解）になることがある。

3. 軽症～重症まで様々である。

2. うまく付き合っていく必要がある。

1. 治らないがすぐに致命的になることはない。

アレルギー各論
（気管支喘息）

比較して多い

・軽症以下に治療管理すれば、思春期頃に寛解（治療なし、症状なし）する率が高い。

・乳児はゼーゼーしやすいので、診断が難しい。

・乳幼児期の発症が多く、60％が3歳児未満で発症している。

・小児では90％以上がアトピー型である。

・本人や家族にアレルギー疾患を有する者が多い。

・刺激による気道反応が過剰に亢進している。

３－５－１．小児気管支喘息の特徴

・アレルゲンが特定できない非アトピー型喘息が小児気管支喘息と

・成人になり初めて発症する、もしくは小児期の喘息が再び悪化する

・アレルゲンが特定できるアトピー型

・乳幼児期、小児期に発症する

・小児においても気道の慢性炎症である。

成人気管支喘息

小児気管支喘息

３－３．小児気管支喘息と成人気管支喘息

３－５－２．小児気管支喘息（発作の症状）

・咳が出る（特に朝方に多い、冷たい空気を吸ったとき、ホコリやハウスダストを吸っ
たとき、掃除をするときなど）。
・急に咳き込む。
・痰がからんだ咳をよくする。
・呼吸が普段より速くなる。
・呼吸する回数が増えてくる。
・息を吐くときに、ヒューヒュー、ゼーゼーと音がする。
・息を吸うときに、のどや肋骨の間がへこむ（陥没呼吸）。
・肩で息をする（肩呼吸）。
・寝ている状態よりも、抱かれたり、座っている方が呼吸しやすい（起坐呼吸）。
・夜中や朝方に苦しくて目が覚める。
・頻脈
・興奮して泣き叫ぶ。
・機嫌が悪くなる。
・寝つけない（眠れない）。
・歩くと苦しい。
・食欲がなくなる。
＊夜は喘息発作を起こしやすい（気道が狭くなりやすい）

多因子性疾患

ストレス 天候（台風が来る前や雨が降る前、秋冬、冷たい空気）など

香の煙 たき火 大気汚染（二酸化硫黄、PM2・5、黄砂など) 室内空気汚染物質

花粉 食べ物（食品添加物を含む） 薬物（アスピリンなど） タバコの煙 花火や線

ダニ ホコリ ハウスダスト 動物（ペット）の毛・フケ・唾液 細菌 カビ ウイルス

３－４．喘息を引き起こす・悪化させる主な要因

・著明（非常に明らかな）喘鳴
・著明な陥没呼吸
・前かがみになる。
・息苦しくて暴れる（うめき声を上げる）。
・冷や汗をかく。
・チアノーゼがある。
・食べられない。
・歩行できない。 など

・喘鳴の減少または消失
・顕著なチアノーゼがある。
・意識低下 など

大発作

呼吸不全

・病院に連れて行く（救急車を呼ぶ）。

・薬が飲みやすいように手伝う。

・楽な姿勢をとれる場所を探す、作る。

・飲み水を持ってくる。

・明らかな喘鳴
・陥没呼吸
・機嫌が悪い。
・食べにくくなる（ミルクののみが悪くなる。咳とともに吐く）。
・横にする・横になると苦しがる（苦しそう）。
・歩くと苦しくなる。 など

中発作

など

３－５－５．小児気管支喘息（周囲の対応）

・軽度の喘鳴
・少し機嫌が悪い。
・食事は普通にとれる。
・横になることができる。
・急いで歩くと苦しい。 など

小発作

３－５－３．小児気管支喘息（発作の程度と特徴）

・ぐったりしている。
・意識がない、もしくは苦しくて逆にパニックになり、興奮して いる。
・唇が紫色になっている。
・強い呼吸困難がある（横になれない、会話ができないほどつら いなど） など
・症状の説明
（いつ、どんなときに、どのような症状で、どのくらいの強さで、どのくらいの頻度かなど）
・内服している薬（薬、お薬手帳を持って行く）
・家族にアレルギーの人がいるかどうか
・家庭や学校、職場の生活環境、住環境
・既往歴 など

（救急車を呼ぶタイミング）

（医療機関で伝えること）

（病院へ行くタイミング）

３－５－６．小児気管支喘息（発作が起きた場合）
・いつもの手当を行っても改善しないとき
・発作がひどいとき
・いつもと違う症状が合併しているとき
・急激に悪化したとき
・風邪をひいているとき
・突然の発作ではなく、数日前から調子が悪いとき
・脈がとても速いとき
・夜、眠れないとき など

・痰を出す（出させる）。

・脱水状態にならないように、水分をとる（とらせる）。

逆にお腹をへこませるようにする。

息を吸うときにお腹を出っ張らせるようにし、息を吐き出すときに

・腹式呼吸をする（させる）。

・楽な姿勢になる（ならせる）。

・発作止め用のβ2刺激薬を吸入または内服する。

３－５－４．小児気管支喘息（対応方法）

ピークフロー
メーター

発作が起こり
やすい季節

毎日決まった時間に計測することで、喘息の調子の変化がわかり、
早めの予防と治療につながる。

吸えるだけ息を吸い込んで、最大の力で一気に息を吐いた時の
呼気のスピードを測る。

簡易的に呼吸機能を測る医療用計測器（ピークフローメーター）
吸入器

スペーサー
（吸入補助機器具）

pMDI（加圧噴霧式定量吸入器）を上手に使えないときの
補助器具

ガスの圧力で薬を噴射する
粉末状の薬を吸入させるタイプ

DPI（ドライパウダー定量噴霧器）

液体の薬を霧状にして吸入させるタイプ
pMDI（加圧噴霧式定量吸入器）

ネプライザー

薬を効果的に吸入するための器具としての吸入器や吸入補助器具 （スペーサー）

（a）喀かく痰たん検査
採取した痰の成分を調べることでどのような細胞成分が含まれているかを検査
（b）胸部X線検査
肺炎など他の病気との鑑別のために調べる。

（３）喘息と他の疾患を鑑別する検査

（a）呼吸機能検査 肺機能や気管支の状態、1秒率なども調べる。

・秋以降は、室内のダニなどのアレルゲン量が増える。

（２）呼吸機能を調べる検査

・春や秋に流行するライノウイルスによる風邪

（b）皮膚プリックテスト
皮膚にアレルゲン試薬を滴下し、プリック針で軽く皮膚を圧し、 15分後に皮膚の反応から判定

・春と秋は梅雨や台風で気象の変化が激しい。

（理由）

5月から7月、そして9月から11月に発作回数が多くなる。

（a）血液検査
・血液中の総IgE値を調べる。
・特異的IgE抗体を測定し、アレルゲンを調べる。

（１）アレルギーの原因を調べる調査

３－６．検査

３－９－１．喘息の薬物治療

・短時間作用性β2刺激薬
・経口ステロイド薬
・テオフィリン薬

主な発作治療薬

発作を抑えて苦しい状態をやわらげる

リリーバー（発作が起きたときに発作を止める薬）

気道の炎症を取り除く抗炎症薬

炎症を抑える作用、長期間気道を広げ
る作用をもつ長期管理薬
乳児喘息では勧められない。
吸入ステロイド薬などの抗炎症薬と併用
する。

テオフィリン徐放製剤

長時間作用性β₂刺激薬

ロイコトリエン受容体拮抗薬 気道を収縮させる作用に深く関係するロ
イコトリエンという化学伝達物質の働きを
止める薬

吸入ステロイド薬

主な長期管理薬

コントローラー（毎日使って喘息を起こさせないようにする薬）

ぜん息の薬

気道の炎症そのものを治し、また、炎症を起こしにくくしたり、発作が起きたときにそれを止める役割

薬物療法

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012から引用

・治療に伴う副作用が見られない。

・スポーツを含め日常生活を普通に行うことができる。

・運動や冷気などによる症状誘発症状がない。

・昼夜を通じて症状が出ない。

・発作治療薬の使用の減少、必要がない。

３－７．喘息治療の目標

運動療法

気道の収縮による喘息発作

アレルゲン（ダニ、ハウスダスト、大気汚染など）

３－９－２．薬物療法の注意点

環境整備

うがいができないときは、吸入後 に口をすすいだり、水を飲む。

・吸入ステロイド薬は、口腔カンジダ症などの副作用予防のため、 吸入後は必ずうがいをする。

・薬について不安がある場合は、医師によく相談する。

・自己判断で薬を止めたり、量を増やしたり減らしたりしない。

・医師の指示通りに使う。

抗炎症治療など

薬物療法

症状

原因

喘息

３－８．喘息の予防と治療

□ カーテン
薄手で洗濯しやすいものに
洗濯は、最低1カ月に1度行う。
□ 照明器具
汚れがたまりにくい、天井据付型が安心
かさ型のときは、掃除をして汚れをまめに除去
□ ソファー
皮・ビニール製が望ましい。布製は刺激物質をためやすいので避ける。

□ ベッド・布団
布団よりベッドが望ましい。床にあるホコリを吸いにくいため
□ 寝具
寝具はできるだけ清潔に保つ。こまめに洗濯をする（ベッドパッド・ カバー、シーツなど） 。

□ 換気扇
上手に活用して、清浄な空気を保つ。

□ 床材
室内環境整備にはフローリングが一番。次いで、天然素材であるリノ リウム・ビニール素材がよい。
□ その他
畳は畳の目が細かいので、できる限り丁寧に掃除する。掃除機とぞう きんがけを併用する。

□ エアコン
フィルターの清掃は必須。換気できるエアコンを設置したい。
室内外で温度差が生じすぎないようにする。
□ 空気清浄機
室内空気をきれいに保つため、空気清浄機も活用するとよい。

ベッドルーム

台所

床

エアコン・
空気清浄機

３－１０－２．予防と対策（室内環境整備でできること）

吸入後にうがいをすることで予防できる。

吸入ステロイド 薬が舌や粘膜に付着することでカンジダ菌が
増殖し引き起こされる感染症

居間

口腔カンジダ症

カンジダとはカビの一種で、口腔内の常在菌

運動が苦手な人も、発作が起きないように予防しながら、軽く体を動かすことから始め、喘息治療
の一環として運動を続けることが重要

※冬季・長時間のマラソンは運動誘発喘息を起こしやすいので注意が必要

喘息には、水泳やウォーキングなどの運動が適している。水泳は環境条件（通常、高温・高湿）が
よいために発作が生じにくくなる。

日頃の運動を通じて体や心の鍛錬をすることにより、喘息発作のときでも、心臓や肺が余裕を
持って働けるようになるため、発作に対して強くなる。

３－１１．運動療法（体力づくり）

・換気（空気の入れ換え）
家具は隙間を置き、空気の循環をよくする / 押入れはスノコを使うなど、空気の循環をよくする
・室内を適温適湿に保つ。
・結露の防止
・掃除の励行
掃除中は窓を開ける / 掃除機はこまめにかける（1㎡当たり20秒以上の時間をかける）
フローリングの板の隙間を雑巾がけする / 畳はこまめに時間をかけて掃除機をかけ、雑巾がけをする
カーテンは洗い、ブラインドは拭く / エアコン、換気扇のフィルター掃除 / 照明灯（電気）のカバーを拭く
布製のソファなどは掃除機をかける / たんすなどの家具の上に物を置かない
・ぬいぐるみは捨てる。手放せないものはこまめに洗う。
・じゅうたんやカーペットよりフローリングの方が対策にはよい。
・マットレスよりもスノコのベッドの方が対策にはよい。
・マットレスを使用する場合、日に当てたり掃除機をかける。
・ソファーは布張りでなく、皮や合成皮革にする。
・ホコリが出にくい化学繊維製の布団を利用する。
・高密度繊維の防ダニカバーや防ダニ布団も効果的である。
・シーツ、カバー類などはこまめに取り替える。
・布団は丸洗いできるものにする。
・布団を干し（花粉飛散時や梅雨時は布団乾燥機でも可）、その後で掃除機を1㎡当たり20秒以上かける。
・ペットの屋内飼育を避ける。
・空気清浄機の活用
※ 観葉植物やぬいぐるみ、ペットは、できれば家の中に置いたり、飼ったりしない方がよいとされる。

３－１０－１．予防と対策（カビやダニ、ホコリ・ハウスダストを減らす工夫）

３－１２－２．病型

発作の予測
天候、日常の変化、悪化因子を知って、早めの対策をとる

その他の喘息

職業性喘息

運動誘発喘息

アスピリン喘息

息など

思春期喘息や結婚・妊娠・出産での喘息、月経・更年期での喘息、高齢者喘

就業中に喘息が発症し悪化する。（例：ラテックスアレルギー）

特定の労働環境で特定の職業性物質に曝露されることにより起こる喘息で、

なお、成人よりも小児で起こることが多くなる。

くかかる運動などが挙げられる。

起きやすい条件としては、冬場のような冷たく乾燥した環境、体に負荷が大き

運動によって一時的に喘鳴や呼吸困難が起きることがある。

食品添加物などでも発作が誘発されることがある。

アスピリンや酸性系非ステロイド消炎剤で喘息発作を起こす。

成人喘息の場合、アレルゲンが特定できない非アトピー型喘息が小児喘息より多く、
亜型として以下のようなものがある

喘息日記

気道のリモデリング

喘息症状

慢性の気道炎症

気道過敏症の亢進

気道過性の亢進と気道のリモデリング

・小児喘息から持ちこす人や再発する人、大人になり初め て発症する人がいる。
・40～60代で発症することも少なくない。
・小児喘息と比べてアレルギーが関与していないケースが多い。
・寛解しにくい。

３－１２－１．成人気管支喘息（成人喘息）

４－１．食物アレルギー

食物依存性運動誘発アナフィラキシー

口腔アレルギー症候群
（Oral Allergy Syndrome：OAS）

原因となる食物（多くは小麦や甲殻類）を摂取して数時間以内に運動をしたとき
に、じんましんなどの皮膚症状や腹痛、下痢、嘔吐などの消化器症状、さらに重
症の場合はアナフィラキシー症状が現れる

【原因になる食物】
果物、野菜が主でトマト、リンゴ、モモ、サクランボ、ナシ、イチゴ、ウメ、セロリ、
ニンジン、ジャガイモ、トマト、キウイなど

果物や野菜を食べた直後に唇や舌、口の中に痒みが出現するアレルギー疾患
の一つ
花粉症との関係が深く、スギ花粉症やシラカバ花粉症の方にこの口腔アレル
ギー症候群の合併がみられる

食物アレルギーと乳児アトピー性皮膚炎 食物アレルギーが関与する乳児アトピー性皮膚炎

即時型症状タイプの食物アレルギー以外の食物アレルギーが関与するアレルギー

日本小児アレルギー学会『食物アレルギー診療ガイドライン2012』

食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して
生体にとって不利益な症状が惹起される現象

アレルギー

アレルギー
原因食品

小麦
8.0

肉類
2.0

その他
6.0

牛乳
15.9

鶏卵
38.3

（出典：『食物アレルギー診療ガイドライン2012』（日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会））

原因食品の内訳
（対象は食物摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関を受診した患者）

総症例数＝3,882

甲殻類
6.0

果物類
6.0

魚類
4.0
ソバ
5.0

ピーナッツ
3.0

ナッツ類
2.0
大豆
魚卵
2%
3.0

アレルギー各論
（食物アレルギー）

４－２－２．アナフィラキシー（ショック）

命を失うこともある。

特に呼吸困難、血圧が下がる、意識を失
うなどのショック状態を引き起こす反応

アナフィラキシーショック

・チアノーゼ
・血圧低下
・呼吸困難
・頻脈
・冷や汗が出る。
・ぐったりする。
・意識障害・意識消失

アナフィラキシーショックの症状

頭痛、元気がない、ぐったり、行動異常、意識障害
アナフィラキシー、アナフィラキシーショック

神経系
全身

４－３．発症した場合の対応

・吐いたものが喉につまらないように顔を横向きにする。
・足の位置を15～30cm高くして仰向けに寝かせる（脳や心臓の血流量を増やすた
め）。
・体を毛布などで包み、暖かくする。
・エピペン®を注射する。

アナフィラキシーが発症した場合の医療機関を受診するまでの間に行うべ き対処法

・迅速に、かつ症状やその程度に応じて冷静に対応する。
・医師と相談して決めた対応を取る。
・口の中の食品は取り出し、うがいさせる。
・皮膚に付着した食品はよく洗い流す。
・目に入った食品はよく洗い流す。
・症状が改善しても1時間、理想的には4時間は経過を観察する。

保育所や幼稚園・学校、家以外の場所にて発症した場合

頻脈、血圧低下、顔面蒼白、手足の冷え

喘鳴、咳、呼吸困難 消化器：腹痛、嘔吐、下痢、血便

痒み、じんましん、むくみ、発赤、湿疹

くしゃみ、鼻水、鼻づまり

唇・口の中・舌の違和感や腫れ、喉が締めつけられる感覚、喉 の痒み、イガイガ感、声がれ

充血、痒み、まぶたのむくみ、涙

循環器

呼吸器

・花粉症の増加に伴い、最近増加している

・症状が進行することもあるので要注意

皮膚

鼻

口・喉

目

・花粉症の治療が効くことがある

・花粉症の人に起こりやすい

アレルギー反応により、じんましんや腹痛、嘔吐など様々な症状が同時に生じ、急激に悪化していく状態
食物以外にも、薬物やハチ毒などが原因で起こる。

アナフィラキシー

口腔アレルギー
症候群の特徴

・生のものには反応するが、調理・加熱したものには通常反応しない

・成人、年長児に多い

４－２－１．食物アレルギーの主な症状

食事療法

アレルゲン除去食（原因食品の摂取回避）

原因物質に対するIgE抗体の量を調べる。

アレルゲンエキスを皮膚に滴下し、その部位を専用の針で刺し、
アレルゲンを皮内に吸収させ反応を観察する。

アレルギーを起こしていると考えられる食物を約1～2週間完
全除去し、症状が改善するかどうかを調べる。

原因と疑われた食物を摂取して症状が出現するかどうかを調
べ、除去を続ける必要があるのかを調べる大事な検査である。

皮膚テスト

食物除去試験

食物経口
負荷試験

４－５．診断と検査

環境整備

血液検査

（２）検査の種類

・原因と疑われる食物と食べた量
・症状の説明（症状の特徴、症状の持続時間など）
・家族にアレルギーの人がいるかどうか
・内服している薬（薬、お薬手帳を持って行く）
・既往歴
・食物日誌の有無（食物日誌を記録していれば提出する）

（１）医療機関に伝えること

経口免疫療法

病院

原因となるアレルゲンを正しく診断

４－４－１．食物アレルギーの治療

健康保険の適用

2011 年9 月より

４－６－１．アドレナリン（エピネフリン）自己注射器（エピペン®）①

予防・対症療法

アレルゲン除去食（原因食品の摂取回避）

アナフィラキシーを起こす可能性の高い患者に、あらかじめ処方される。

アナフィラキシー発症時に緊急補助療法として使用されるアドレナリン自己注射薬

エピペンとは

薬物療法

食事療法

原因となるアレルゲンを正しく診断

４－４－２．治療

（仮性アレルゲン）

化学物質による反応

タケノコ、トマト、なす、ピーナッツ、ソバ、ヤマイモ、
サトイモ、マツタケ

トマト、バナナ、キウイ、パイナップル、メロン、アボガド、
プラム

チーズ、ワイン、チョコレート、アボガド、プラム、
バナナ、なす、トマト、鶏レバー

赤ワイン、チョコレート

サンマ、タラ、サケ

エビ、カニ、イカ、タコ、アサリ、ハマグリ、カレイ、タラ、
スズキ

アセチルコリン

セロトニン

チラミン

フェニルアラニン

イノリン

トリメチルアミン

食品

ほうれん草、なす、トマト、エノキダケ、牛肉、鶏肉、
発酵食品、鮮度の悪い青魚

ヒスタミン

含まれる化学物質

写真：ファイザー提供

４－６－２．アドレナリン（エピネフリン）自己注射器（エピペン®）②

食物アレルギー
以外の食物によ
る有害反応

平成27 年4 月1 日施行

食品表示法

食品衛生法

JAS法

（例）サバによるじんましん（ヒスタミン中毒）

４－７－１．食品表示法

食物に含まれている化学物質が原因となってアレルギー様の
症状を引き起こす

（例）乳糖不耐症

体質的な消化不良が原因

（例） ノロウイルスに汚染された生かきの喫食による食中毒

食物の中の細菌やウイルス、自然毒により発病

新しい食品表示制度
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_reaf-newhyouji.pdf

健康増進法

薬理活性物質
（仮性アレルゲン）

食物不耐症

食中毒

表示方法２

③ 可能性表示の禁止

② コンタミネーション

① 代替表記

７種

卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生

表示義務

れない。

「入っているかもしれない」といった可能性表示は認めら

含む製品を生産しています。

（例）本品製造工場では〇〇（特定原材料等の名称）を

喚起表示を推奨

コンタミネーションの可能性が排除できない場合、注意

（例）卵 → 「玉子」、「タマゴ」、「エッグ」など

等と同じものであることが理解できる表記

特定原材料等と表示方法や言葉は違うが、特定原材料

２１種

やまいも、りんご、ゼラチン

鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、

牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、

ツ、

オレンジ、カシューナッツ、キウイフルー

アーモンド、あわび、いか、いくら、

表示を奨励
（任意表示）

４－７－２．アレルギー表示対象品目

す。

４－７－３．食品表示を読むときに注意すべき点

り、一括表示でないと表示が困難な場合などに限り一括表示も可能になりま

表示方法は、原則として、個別表示になります。但し、表示面積に限りがあ

などについては特定原材料等は、必ずしも表示されない。

・店頭で量り売りされる惣菜やパン、注文を受けてから作られる弁当、飲食店のメニュー

μg/g含有レベルに満たない場合は、表示の必要性はない。

・最終加工食品における特定原材料等の総タンパク質量が数μg/ml濃度レベル又は数

・表示可能面積が 30cm2 以下だった場合は省略可能だったアレルゲンを含む旨につ い
ては、省略不可になります。

・特定原材料に準ずるものの21品目に関しては、表示されていないこともある。

表示方法１

表示例

表示方法３

ンを含む旨については、省略不可になります。

表示可能面積が 30cm2 以下だった 場合は省略可能だったアレルゲ

【変更後】

ついては、省略できることと されている 。

容器包装の表示面積が、30cm2 以下のものにつ いての表示などに

【変更前】

加水分解小麦を含む石けんにより引き起こされた小麦アレルギーのように、食物以外の
目的で使用された食物アレルゲンによって引き起 こされるアレルギーもある。

（３）その他

・薬の成分に食物アレルゲンが含まれていることがあり、注意が必要
・投薬・治療を受ける場合には、必ず医師に食物アレルギーがあ ることを伝える。
・薬局で市販薬を購入する場合も注意が必要

（２）薬の服用

・ゴミの処理（卵の殻が床に落ちていて、それに触れるなど）
・兄弟の一方が除去している食品を食事に出すとき（たとえば、ア レルギーの弟が、
自分がアレルゲンのあるおかずを兄の皿から 取って食べてしまったケースなど）
・食卓の上にある親の箸や皿に注意し、手についた汁などを子ども の口に運ぶとき

（１）乳幼児の日常

４－８．日常生活で気をつける点

接触性皮膚炎

接触性皮膚炎の分類

・接触性皮膚炎

・アレルギー性鼻炎

・シャンプー
・洗剤
薬物
・ワセリン
・殺虫スプレー
・化粧品
・局所塗布剤
(抗生剤含む)

５－１．その他のアレルギー①

食物
1

・花粉
・花(ジャスミン・アマリリス)
・タンポポ葉
・針葉樹の木材
・樹脂(樹木や草由来)

原因物質

接触性皮膚炎での皮膚病変の主
体は抗原特異的なT 細胞によって
生じ、その発生機序は遅延型（Ⅳ
型）アレルギー

・ゴム製品(おもちゃ)
・プラスチック製品
・繊維(ウール・ナイロン
製の敷物など)
日用品
・金属製品
(ニッケル・クロム含む)

原因物質に曝露した人すべてに起こる

刺激性接触皮膚炎

アレルギー性接触皮膚炎

原因物質に感作した人だけに起こる

・アレルギー性結膜炎

アレルギー

金属と自己のタンパク質が結合し、アレルゲンとなるタン
パク質に変質し、抗原となることで引き起こされるアレル
ギー

金属アレルギー

皮膚に付着した化学物質に紫外線が照射され、
新たに形成された物質に感作されることによって生じる
皮膚炎

光アレルギー性接触皮膚炎

その他の接触性皮膚炎

アレルギー各論
（その他）

塗布剤などの外用薬で皮膚に生ずる局所
的なアレルギー性炎症を薬物による接触
性皮膚炎

薬物アレルギー

ラテックスを含む天然ゴム製品に
対してアレルギー反応が起こる

ラテックスアレルギー

５－２．その他のアレルギー②

昆虫アレルゲン

吸入性アレルゲン
細かくなったゴ
キブリ、チョウ、
ガなどを吸入

経皮性アレルゲン
虫さされにより、
アレルゲンや毒が
侵入

昆虫アレルゲンの侵入経路による分類

昆虫アレルゲン

蚊

ハエ目（双翅目）

チョウ、ガ
トビケラ
ユスリカ
ゴキブリ

チョウ目（鱗翅目）
トビケラ目（毛翅目）
ハエ目（双翅目）
ゴキブリ目（網翅目）

吸入性アレルゲン

ドクガ

ハチ、アリ

ハチ目（膜翅目）

チョウ目（鱗翅目）

ノミ

ノミ目（隠翅目）

経皮性アレルゲン

アレルギーを起こす昆虫（昆虫綱）

５－３．その他のアレルゲン③

経皮性アレルゲンによる皮膚症状

注入された物質による

注入された物質に対する

経皮アレルゲンによる皮膚反応の機序

直接的な刺激作用

アレルギー反応

５－４．その他のアレルゲン④

柴、シーズー、ミニチュア・ダックスフントなど

アトピー性皮膚炎になりやすい犬種

腋わきや足の屈曲部に見られる

・痒みを伴う皮膚病変（紅斑、腫脹、脱毛、苔癬化、色素沈着）が

・人のアトピー性皮膚炎と類似

症状

チリダニ

主な原因アレルゲン

・アトピー性皮膚炎としてアレルギー症状が現れることが多い

・人における鼻炎や喘息のような呼吸器性アレルギーが犬に
は少ない

特徴

犬のアトピー性皮膚炎

６－１．犬のアレルギー

b耳介部の病変

a下顎部の病変

アトピー性皮膚炎の犬でマラセチア感染症を併発した症例

アレルギー

６－２．真菌アレルゲン

実際には、真菌が犬のアトピー性皮膚炎に対して、原因アレルゲンもしくは増悪
因子として関与することがわかってきている。

その中でアレルギーに関与している真菌は、属レベルで80以上あるといわれる。

動物の腔粘膜や消化管内にもカンジダなどが、皮膚にはマラセチアなどが常在
真菌として存在している。

アレルギー各論
（ペットのアレルギー）

そのため、犬や猫において潜在的にシックハウス症候群が存在する可能性が高
いと考え られる。

また、揮発性有機化合物の安全性の指標値の研究に、ビーグル犬曝露実験が行
われており、これらの揮発性有機化合物に犬は十分な感受性があると思われる。

しかし、人と同様に化学物質に汚染した室内環境中で 犬や猫が飼育されている。

犬や猫におけるシックハウス症候群の明確な症例報告は現在のとこ ろない。

６－５．ペットにおけるシックハウス症候群

犬においても人と同様に環境整備、すなわ ちアレルゲンの除去・回避が重要である
ことが示唆されている。

ダニアレルゲンの感作を受けた犬を対象に、ダニアレルゲン 除去・回避を行う臨床
試験を実施した場合、環境整備によるダニアレルゲン量の減少に伴い、ダニ特異
IgE値が低下し、臨床症状が改善した例が認められている。

これらの犬は、寝具をはじめとするインテリア 用品から発生するダニアレルゲンに
曝露され、感作するものと考えられる。

アトピー性皮膚炎と診断される室内犬では、ダニの感作を受けている例が多くある。

６－３．犬のアトピー性皮膚炎におけるダニアレルゲン回避の評価

アレルギー各論
（ペットがアレルギー）

スギ花粉症の犬でもヒノキアレルゲンに反応することもあるため、
ヒノキも重要なアレルゲンであることがわかっている
また、ブタ クサ花粉アレルゲンにも感作されている場合もある。

呼吸器症状ではなく、アトピー性皮膚炎症状を呈している。

犬の最も代表的な花粉症はスギ花粉症で、人の場合と異なり、鼻炎・くしゃみなどの

６－４．犬の花粉症

有効性に関しては、相反する報告があり、現在のところ、その評価が分かれている。

・その他対策として、空気清浄機の使用が考えられるが、ペット アレルギーに対する空気清浄機の

・ 寝具などを洗う。

その際、効果の持続が短いため、ペットは1週間に2回程度洗う 必要がある。

ペットアレルゲンの曝露を減少させるため、 ペットを定期的に水（温水）で洗うことが奨励されている。

・ペットを洗う。

・ペットを飼う場所を限定する。または、ペットアレルギー患者の寝室にはペットを入れないようにする。

６－８．ペットアレルゲン対策

ペットブームや室内でのペットの飼育が増え、これらのペットがアレルゲン
となって引き起こされるアレルギーの増加が考えられている。

しかし、ペットと上手に付き合わないと、いろいろな健康被害が起こる可能性がある。

また、近年のペットブームと相まって、居住環境内に飼育する動物数が多くなり、なかには野生動物を
ペットにしている人もいる。

ペット（愛玩動物）が飼い主に精神的な「癒し」、「安らぎ」を与え、家族の1員として受け入れられている。

0.1

1

10

100

1000

10000

A宅

B 宅 C 宅1 C 宅2 D 宅

D er 1
C a n f1
Fe l d 1

E宅

堆積じん中のアレルゲン量
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６－６．ペットアレルゲン

F宅

G宅

H宅

3
μ

アレルゲン量

1
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100

1000

E宅
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C a n f1
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空気中のアレルゲン量

６－７．室内環境中のペットアレルゲン

日常生活用品（衣類など）

アレルギー

・染料
・樹脂加工剤 ・漂白剤
・柔軟剤などの仕上げ加工剤 ・防菌防カビ剤
・防虫剤 ・ドライクリーニング用溶剤 ・洗剤など

◎衣類に含まれる化学物質が原因

化学的刺激

◎サイズ不適合による衣類の圧迫

・太くて弾性の高い繊維（羊毛やフィラメント糸など）
・高濃度の樹脂加工が施されている布
・撚数の多いシャリ感の強い布
・縫い代部分やレース、表示ラベルなど

７－１．衣類とアレルギー

タオルも刺激や化学物質に注意が必要

・裏地をつける
・細い羊毛繊維（太さ0.0019mm以下）を試す

◎チクチク感が生じやすく、接触が繰り返されること（繰り返し摩擦）が刺激

◎衣類の繊維や布が皮膚に接する際の物理的な刺激

物理的刺激

衣類やタオル類による接触性皮膚炎の原因

日常生活用品

・ドライクリーニング用の溶剤に限らず、衣服の洗浄のための洗剤や、 静電気を防ぎ柔らかい手触り
を保つための柔軟仕上げ剤も、アレルギー性接触皮膚炎の原因になることがある。
・洗剤や柔軟仕上げ剤 に含まれる香料や防腐剤が原因になる場合が多く、一部は界面活性剤自体
が関与するとされているので、十分なすすぎを行うようにする。
※ 特に、柔軟仕上げ剤は衣類に残留し、香りが強いものもあるので、その点を考慮する必要がある。
※ 衣服の保管などに用いる防虫剤が原因となり、症状がでる場合もある。衣替えのときなどは、
よく風を通してから着用するとよい。

お風呂で身体を洗うときのタオルで強くこすることによって、皮膚を傷 めることが原因で、接触性皮膚炎が起きる
ことがある。特に、ナイロンタオルは、接触性皮膚炎が起きたり、色素沈着で皮膚が黒ずんだりしやすいので、肌
の弱い方は柔らかい素材のタオルを用いたり、 身体を強くこすりすぎないようにするとよい。

直接皮膚に接触することに加え、睡眠中は、寝具の周りの空気を呼吸するため、影響が大きいと考えられる。
手触りが柔らかく物理的刺激が少ないこと、化学的刺激やアレルゲンが少ないこと、清潔であること、毛布などで
は冬季に静電気が生 じにくいことなどを考慮する必要がある。

（６）衣類以外の布製品（寝具類・タオル類）

アトピー性皮膚炎に認められる痒みは、強い掻破行動を引き起こし、さらに湿疹を悪化させる。
症状を緩和するためには、皮膚を清浄に保ち適度な潤いを与えることが重要であるといわれる。

（５）アトピー性皮膚炎

衣服に生じる静電気は、細かい火花によって、皮膚の角質層を傷つけ皮膚障害を助長しやすくなる。

（４）静電気

・ドライクリーニング用の石油系溶剤が皮膚について、化学やけどが起こることがある。
・ドライクリーニング用の石油系溶剤は、乾燥が不十分だと、衣類に残留しやすいため、注意が必要
・被害を防ぐためには、クリーニングから戻ってきたら、すぐに袋から出し、石油臭などがしないか確
認し、においがある場合は再処理や、溶剤の残留濃度の確認を依頼すること、においがなくなるまで
風通しのよい屋外で陰干しすることが大切
※ 特に、スキーウェアや合成皮革などのような厚地の素材は乾きにくいので、注意が必要

（２）衣服の管理

７－４－２．アレルギー患者に対する衣服対策②

乳幼児や患者、要介護者、高齢者が着用するおむつでは、「おむつかぶれ」と呼ばれる皮膚障害が起きることが
ある。おむつ内は、汗や排泄物の影響のため、高温多湿になり、細菌が繁殖しやすい環境であるといえる。また、
尿や便の刺激、また摩擦刺激により損傷しやすくなるため、皮膚障害が起こりやすい。

（３）皮膚のバリア機能と衣服

いずれも直接肌に触れるもの

繊維製品のうち
下着、寝衣、手袋、くつした及びたび、かつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたど
めに使用される接着剤にはホルムアルデヒドの含有量が75ppm以下であること

子供・大人（24ヶ月以上）用

※ ベビー用繊維製品については、販売時には、ホルムアルデヒドの残留規制があり、
ホルムアルデヒドは原則検出されないこととなっています。

繊維製品のうち
おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、
帽子、寝具はホルムアルデヒドの含有量が16ppm以下であること

生後24ヶ月（2歳）以下の乳幼児用

防縮や防しわを目的に使用されるが毒性が高い

ホルムアルデヒドにおける使用の規制

７－３．有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（家庭用品規制法）

樹脂加工剤として、防縮や防しわを目的として使用される。
特に毒性が高いため、注意が必要

（１）ホルムアルデヒド

７－４－１．アレルギー患者に対する衣服対策①

日常から化学物質に不用意に接触したり暴露されたりしないように気をつけることが大切

ニッケル、コバルト、クロムなど

金属かぶれ

７－２．装飾品

ドライ
クリーニング

日常生活用品（寝具）

（使用される主な溶剤）
テトラクロロエチレン（別名：パークロルエチレン）などの塩素系溶剤

揮発性の有機溶剤を使用して、衣服についた
油性の汚れを溶かし出す洗濯方法

め、皮膚科を受診する。

を除去することができないといえる。

待できない。加熱乾燥だけでは、ダニアレルゲン

逃げ込むダニがいることから、100％の除去は期

乾燥機により、布団を加熱乾燥しても、低温部に

考 察

「防ダニ効果」を謳っている布団乾燥機5 機種
（T・M・N・S・H 社製）を対象に、それらによる
ダニ駆除の効果を調べた結果

布団乾燥機によるダニ減少の効果

７－５－１．布団のダニアレルゲン対策①

・クリーニング後の衣服を着用した時に、皮膚に刺激を感じる場合は、着用をや

良いところに干す。

・ポリ袋に入れたまま保管した場合は、着用前に、臭いがなくなるまで風通しの

・異臭がなくなってから、着用または保管する。

・自宅で乾燥する場合は、日陰の風通しの良い場所で乾燥させる。

・においがきつい場合は、クリーニング店に伝え、再度乾燥してもらう。

布団の加熱乾燥によるアレルゲンの除去

ドライクリーニング後
のアドバイス

・必ずポリ袋から出す。

・クリーニング直後の着用は、念のため控えた方が良い。

・乾燥が不十分だと厚地の部分や肩パットなどに溶剤が残留しやすい。

る対策の併用も必要

７－５－４．布団のダニアレルゲン対策④

いため、布団を叩く、掃除機で吸引するなどの手軽に行え

布団の丸洗い乾燥は、それほど頻繁に行える対策ではな

・60℃の熱水で洗うことで100％死滅している

・水洗いでの死滅率は2.7 ～ 6.7％とほとんど死滅しない

の除去にはまったく役立たないこと を忘れていけない。

いけません）効果はあるが、ダニの死骸や、 ダニが生きているとき排泄した糞

布団を日に干すことは、ダニを殺す（ダニは、50℃程度以 上になると生きては

水洗いと熱水洗いのダニの死滅効果

n=3

家庭用洗濯機を用いた洗濯によるダニの死滅試験

ダニ死滅率 (%)

７－５－２．布団のダニアレルゲン対策②

しかし、業者によってその
除去効果に差がみられる。

クリーニング業者による
機械式布団の丸洗いは、
布団からのダニ除去に
手軽で効果的な方法。

７－５－３．布団のダニアレルゲン対策③

２３，６００
２８，９００

たたく＋掃除機
掃除機

１９，２００

１３，９００

除去後

除去前
３６，２００
４０，３００

除去作業
たたく＋掃除機
掃除機

２４，３００

１９，６００

除去後

（b）主にダニの虫体由来のアレルゲン（Ｄｅｒ2）

除去前

除去作業

単位 pg/g

フン

死骸

７－５－５．布団のダニアレルゲン対策⑤

３９．７％

４５．９％

除去率

単位 pg/g

３３．６％

４１．１％

除去率

クリーニング店での布団丸洗いによるアレルゲン除去

Ｂ

Ａ

布団

Ｂ

Ａ

布団

（a）主にダニの糞由来のアレルゲン（Ｄｅｒ1）

掃除機での吸引による布団中のダニアレルゲン低減効果の実験結果

アレルゲン除去率 （％）

７－５－６．布団のダニアレルゲン対策⑥

検出頻度
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７－５－８．布団のダニアレルゲン対策⑧

平均除去率（６９．０％）

(P<0.05)

使用後の枕中綿のダニアレルゲン（Der 1）量

（洗う前）
（洗った後）

ドライクリーニング

水洗いとドライクリーニングによるダニアレルゲン除去効果

平均除去率（９７．０％）

水洗い

Der 1

ng/g cotton

吸入性抗原回避として部分的な介入の評価

（ng/g
）

ウー ル中ダ ニアレルゲ ン量
0

5000

10000

15000

20000

PRE

開始

1

発塵

2

3

4

5

6

古布団

7

8

10

11

12

13

防ダニ布団

（分）

７－５－９．布団のダニアレルゲン対策⑨

9

古布団+防ダニカバー

布団の違いによる発塵量と空中浮遊塵の減衰

７－５－７．布団のダニアレルゲン対策⑦

・布団の手入れの負担を減らすために、高密度繊維カバーが有効である。

必要である。

・ダニは布団を行き来するので、同じ部屋にある布団、同じ押入れの布団も同じ手入れが

・シーツは1週間に1回程度、洗濯をする。

・1週間に1回は天日干しか布団乾燥機で乾燥させ、その後はしっかり掃除機がけをする。

（>2μm P / L）

７－６．家庭用殺虫剤の種類

・天日干しはダニが増えない環境づくり、カビ防止のために必要である。

※空気をしっかり抜いて、下に沈めて洗う。

・1週間に1回程度の洗濯をする。

※高密度繊維カバーの上からの掃除機がけは絶対にやめる。

・表面のゴミや埃は、粘着クリーナーで掃除をする。

（主な有機リン系）
ジクロルボス、ダイアジノン、フェニトロチオン、ピリダフェン
チオン、ホキシムなど

・強力な殺虫性を有する
・神経への強い毒性がある

（主なカーバメート系）
フェノブカルブ、プロポキスル、カルバリルなど

カーバメート系殺虫剤 ・作用形態は有機リン系殺虫剤とほぼ同じである

有機リン系殺虫剤

（主なピレスロイド系）
アレスリン、ペルメトリン、フェノトリン、フタルスリンなど

ピレスロイド系殺虫剤 ・蚊取り線香として使用されたシロバナムシヨケギク（除虫
菊）成分であるピレトリンとその類縁化合物の総称
・ 家庭用防除剤で主に使用される

高密度
繊維カバー

繊維が細かく、ダニが行き来できない構造

（普段のお手入れ方法）

片付け

換気

７－７．使用時のポイント

ジョウロは片付けるか、水がたまらないように裏返しにしておく。

・蚊が発生しないよう、使っていない植木鉢の受け皿、バケツや

・衣類を収納する際には、隙間のないボックスにしまう。

・ごみ箱やごみ袋はきちん閉める。

・ごみはためずに早めに始末する。

・収納する前に洗濯やクリーニングをしておく。

掃除および洗濯 ・衣替えのときは、収納場所をきれいに掃除する。

日常生活用品（家庭用防除剤）

まぜるな危険

有害な塩素ガスが出て危険」などと表示され、注意喚起されている。

製品には「まぜるな危険」「酸性タイプの洗浄剤といっしょに使う（まぜる）と

発生する。

酸化タイプの洗浄剤と塩素系の製品を混ぜて使用すると、有毒な塩素ガスが

日常生活用品（家庭用洗剤）
洗浄剤

洗 剤

・水と油などのように混ざりにくい物質を混ざりやすくする作用がある

・液体に溶かしたときに、その液体の表面張力を著しく低下させて、湿
潤、
浸透、乳化などの作用を示す物質

界面活性剤

主な洗浄の作用が、酸、アルカリまたは酸化剤の化学作用によるもの

合成洗剤・石けんなど

主な洗浄の作用が界面活性剤の働きによるもの

日常生活用品（化粧石けん、シャンプーなど）

家庭用品品質表示法による区別

７－８．家庭用洗剤

※すぐに洗い流すこと

・化粧品が合わない場合は、塗布部に発疹、発赤、痒み、 刺激などの異常がみられる。

２日間（４８時間）様子を見る。

・試したい化粧品などを腕の内側の柔らかい部分に１０円 玉の大きさに薄く塗り、

７－１０．パッチテスト

本来は身体を清潔にするためのものが、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こす場合もある。

身体を清潔に保つ目的で化粧石けん、シャンプー、歯磨き剤などが使用される。

７－９．石けん、シャンプー

自然派化粧品

ることが大切である。

一般の化粧品同様、成分を確認し、肌に合うかなどしっかり確かめて使用す

また、天然物由来の成分でも、すべ ての人に刺激がないわけではないので、

謳われているが、品質保持のための成分などを添加している化粧品もある。

動植物などの天然物由来成分を原材料の中心とするものは「自然化粧品」と

日常生活用品（化粧品）

日常生活用品（暖房器具）

日常生活用品（掃除機）

７－１２．暖房器具

る必要がある。

デヒドが確認されている。 使用時にはこまめに換気を行い、新鮮な空気と入れ換え

燃焼 に伴い発生する物質は、一酸化炭素や窒素酸化物、それ以外にもホル ムアル

生成物を放出するため、室内空気を汚染する。

石油ストーブや石油ファンヒーターなどの開放型燃焼器具は熱とと もに多量の燃焼

ているものが望ましいとされる。

また、掃除機本体では排気循環式やフィルター付きで集塵袋が二重になっ

させてしまう。

窓を開けず、換気もしない状態で掃除機をかけることで室内空気質を悪化

掃除機をかけることで、掃除機の排気口から吸塵したホコリ、臭気が出る。

７－１１．掃除機

日常生活用品（空気清浄機）

日常生活用品（家具）

静かにゆっくりと （例えば、一昼夜かけて）浄化するという目的（手術室などの浄化） に適す。

ファン式ほど急激な効果は見られないが、イオン式は消費電力が小さく、音をほとんど出さないので、

・浮遊粉じん を電場に導き、帯電させておいて、それと反対の電極に誘引するイオン式

粒子状物質の除去に関しては、それ相応の効果を示す。

・粉じん除去用のフィルターに強制的にファ ンで空気を導くタイプファン式

７－１４．空気清浄機

さいものを選定するなどデザインや機能性以外にも目を向ける必要がある。

家具を購入する際は、家具内部の滞留空気の臭気を確認し、臭気強度の小

具からの化学物質発生量の抑制は、化学物質の室内濃度低減に結びつく。

家具は合板や塗装部分が多く、化学物質発生源になる場合が多いため、家

７－１３．家具

日常生活用品（加湿器）

日常生活用品（除湿器）

７－１６．加湿器

真菌が健康に及ぼす影響として問題となっているのは、アレルゲンとしての影響である。しか
しながら、アレルゲンとしてのカビに関する被曝量－反応関係に関しては、現在までのところ
ほとんど研究例がみられない状況である。

蒸気式加湿と比較して制御応答性が劣るほか、感染症の微生物を濃縮した後、エアロゾルとし
て発生させる装置となることが懸念されており 、加湿エレメントについて、菌の増殖や飛散抑
制・臭気対策について運用上効果のある方法を確立することを目的とする研究が行われてい
る｡

・水道水や井水を滴下させることにより加湿するタイプ

・低温の超音波で霧を発生させるタイプ

・水を加熱し蒸発させた蒸気により加湿させるタイプ

能性がある。

するとともに、居住者の目、喉などの粘膜や皮膚の乾燥 を生じさせることになる可

しかし反面、相対湿度を下げ過ぎれば、乾燥した環境を好む微生物の繁殖を助長

殖を阻害するなどして、空気質改善に貢献する可能性は高いといえる。

除湿により、室内の相対湿度や絶対湿度が低下する ことにより、細菌や真菌の繁

本来室内空気質の改善に関しては、直接関わるものとは 考えられない。

７－１５．除湿器

日常生活用品（おもちゃ）

日常生活用品（エアコン）

・塗膜についてカドミウム、鉛、ヒ素の溶出基準値などが設定

BBP（フタル酸ブチルベンジル）などフタル酸エステルの使用が禁止

・DEHP（フタル酸ビス（2- エチルヘキシル））、DBP（フタル酸ジブチル）、

規制内容

・アクセサリーがん具 ・折り紙 ・知育がん具 ・つみき ・ままごと用具など

・おしゃぶりなど乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ

規制対象

カビが生育し、カビが飛散する。

７－１８．食品衛生法

・カビの大きさよりエアコンフィルタで高効率で除去できるが、湿分があればエアフィルタ上で

・エアコンの内部では塵埃と適度な湿分があり、カビが発生しやすい。

７－１７．エアコン

たばこの先端から立ち上がる煙

副流煙

副流煙には主流煙に比べ有害物質が多く含まれる

たばこのフィルター側から出て喫煙者が直接吸い込む煙

主流煙

環境たばこ煙（喫煙により発生する煙：ETS）に曝されること

受動喫煙

日常生活用品（教材および教具）

７－２０．喫煙

（受動喫煙の防止）

健康増進法

食店等の施設において、屋内原則禁煙となる。

改正法により、多数の利用者がいる施設、 旅客運送事業船舶･鉄道、飲

き措置等について定めたものになる。

施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべ

子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、

本改定は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい

1日に全面施行された。

健健康増進法の一部を改正する法律が、2018年7月に成立し、 2020年4月

れる揮発性有機化合物の可能性についても留意する必要がある。

において建物のみの影響でなく、学校で使用される教材や教具から放散さ

化学物質の放散によるシックハウス症候群のような健康影響は、学校現場

７－１９．教材および教具

21年間（リクルート3年、追跡13年、解析5年）

1.
2.
3.
4.

調査規模

調査期間

期待される成果

子どもの健康に影響を与える環境要因の解明
子どもの脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築
次世代の子どもが健やかに育つ環境の実現
国際競争と国益

※ 2011年より実施

全国で10万人

調査目的

８－１－１．エコチル調査１

環境要因が子どもの健康に与える影響を明らかにし、リスク管理
当局や事業者への情報提供を通じて、自主的取組への反映、化
学物質規制の審査基準や環境基準への反映など、適切なリスク
管理の構築につなげる

調査概要

アレルギー

大気汚染
10位 洗剤

8位

医薬品
化学物質

7位

6

7

7

8

10

12

排ガス
殺虫剤

12

シックハウス
6位

4位

13

14

22

件数

電磁波

食品添加物

2位
3位

農薬

健康項目
1位

順位

一般の方

6位

5位

4位

3位

2位

1位

順位

鉛

ヒ素

クロム

タバコ

殺虫剤

水銀

農薬

POPs

ダイオキシン・PCB類

内分泌攪乱物質

健康項目

専門家

子どもの健康に関連した不安が提示された因子

エコチル調査

6

6

6

6

6

8

9

24

29

37

件数

８－１－２．エコチル調査２

7位

5位

4位

2位

1位

順位

7

アレルギー

5

5

4

4

4

4

食物アレルギー

化学物質過敏症

注意欠陥・多動性障害（ADHD）

自閉症

花粉症

切れやすい

6

7

喘息

がん

9

件数

アトピー

健康項目

一般の方

専門家

6

喘息

10位

7位

5位

7

早産

4位

4
4

泌尿器異常

食物アレルギー
発達障害

5
4

生殖器異常

5

5

自閉症
先天奇形

6

死産

8

9

低出生体重

3位

10

注意欠陥・多動性障害（ADHD）

2位

件数

アトピー

健康項目

1位

順位

不安が提示された子どもの健康被害

８－１－３．エコチル調査３

・自然治癒する率は低い。

・環境因子によって増加する。

・遺伝的要因が関与する。

・抗原抗体反応によって反応が起きるI型アレルギーである。

アレルギー疾患である

アレルギー

９－１．花粉症とは

花粉症悪化の要因

: 大気汚染、ストレス等

家族がなんらかのアレルギーをもっている人

花粉症になりやすい人：花粉症以外のアレルギーを持っている人、

痒み、涙、異物感

（目の主症状）

くしゃみ、鼻水、鼻づまり

（鼻の主症状）

アレルギー各論
（花粉症）

９－２．花粉症の症状

原因植物と主な近縁種など

ハルジオン
キク
シラカバ
ハンノキ

飛散量測定

単位体積当たりに浮遊する花粉数を計測する体積法

バーカード法

単位面積あたりに落下する花粉数を計測する重力法

ダーラム法

９－４－１．スギ飛散開始日と飛散量測定

セイタカアキノキリンソウ

スギ
ヒノキ（スギとの交差性あり）
カモガヤ
ホソムギ
オオアワガエリ
ギョウギシバ
オニウシノケグサ
ブタクサ
ヨモギ（ブタクサと交差性あり）
タンポポ

1cm2 当たりの花粉数が2 日連続して1個以上になった初日

スギ飛散開始日

カバノキ科

キク科

イネ科

ヒノキ科

スギ属
ヒノキ属
カモガヤ属
ドクムギ属
アワガエリ属
ギョウギシバ属
ウシノケグサ属
ブタクサ属
ヨモギ属
タンポポ属
アキノキリンソウ
属
ムカシヨモギ属
キク属
カバノキ属
ハンノキ属

植物学的分類

９－３．花粉の種類

１c㎡あたりの花粉数が50個以上

９－４－２．飛散数と飛散量

一般的に昼前後、日没後
・昼前後に気温が上昇して午前中にスギ林から飛び出した花粉が
・数時間後に都市部に到達するため
上空の花粉が日没後に地上に落下するため

飛散量の多い時間帯

・気温の高い晴れの日
・空気が乾燥した、風の強い日
・雨上がりの翌日
・気温の高い日が2 ～ 3 日続いた後

飛散量の多い日

１c㎡あたりの花粉数が30〜50個未満

多い

１c㎡あたりの花粉数が10〜30個未満
非常に多い

やや多い

１c㎡あたりの花粉数が10個未満

前年の夏が
高温少雨 花粉多
低温多雨 花粉少

少ない

花粉飛散数

花粉
カレンダー

マスク

・吸い込む花粉を減らし、鼻の症状を軽くする
・花粉飛散前から着用すると、発症時期を遅
らせることが可能
・花粉の粒径は約30㎛と比較的大きいので、
マスクの折り目の細かさよりも、マスクをと
おる空気の流路が屈折していれば、慣性衝
突で捕えることができる
・折り目が細かすぎると、通気性が悪くなる
・マスクと顔の隙間から流れ込む空気の量が
多いと侵入する花粉が多くなることがある

ただいま～

・通常のメガネでも、かけないより、
かけた方が身に入る花粉量は減る
・コンタクトレンズの刺激でアレル
ギー性結膜炎を増幅させるため、
メガネの方が良いと考えられている

メガネ
帽子

９－７－１．花粉症対策①

・綿や、ポリエステルなどの化学繊維の衣
類は花粉が付着しにくく、ウール製の衣
類などは付着しやすい
・表面のケバケバした毛織物などの上着
やコートは避ける。
・首筋を守るために、スカーフなどを着用
する

服装

・頭への付着量が減少する

＊帰宅後は、うがいと洗顔を！

など

・住宅、食生活の西洋化

・衛生仮説

住環境

DPE（ディーゼル排気粒子）

・環境要因

戦後のスギ植林政策の影響

・原因であるスギ花粉の増加

９－５．花粉症の増加している原因

掃除はこまめに

洗濯物は取り込む前に
花粉をよくはらい落とす

◎生活上の花粉回避の工夫

布団に掃除機をかける
空気清浄器を活用する

窓は小さく開けて換気は短時間に行う

９－７－２．花粉症対策②

アジュバント自体はそのアレルゲンの抗体とは反応性を示さない。

アレルギー症状の促進作用

※アジュバント効果とは

・スギ花粉に待機温泉物質が付着した複合体のエアロゾルは、スギ花粉賞状を悪化させる。

・アレルギー反応へのアジュバント効果を引き起こす物質は自動車排気ガス、土壌粒子（黄砂など）、
金属粒子、芳香族炭化水素などが報告されている。

・大気汚染物質と同時に人体の内部に吸引されたりすることで、アジュバント効果を引き起こす。

・都市部に移流してきたスギ花粉は、様々な大 気汚染物質と接触し変性

９－６．スギ花粉と大気汚染

家族形態の多様化

第1章

家族形態、ライフスタイルからみる防災

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

次

第2章
・もしもの時はどう行動するのか
・避難行動とそれから見える課題

一人暮らし

40代以降、未婚者
未婚、離婚率の増加
60代以降
80～90代の1人暮らしも増加傾向

中年層

単身赴任

高齢者

学生、20～30代の独身

若年層

• 近年、暮らし方が変わり家族形態も多様化している

家族形態の多様化

目

家族形態
ライフスタイルからみる
防災

第1章
・家族形態の多様化
・ライフスタイルの多様化

生活リズムが違う
食事や入浴、就寝もケアが必要な場合がある
家事負担が大きくなる

犬、猫、熱帯魚、爬虫類など

大きく上回っている(一般社団法人ペットフード協会調べ)。

※総務省発表、平成30年度1,855万頭と15歳未満の子供の数を

犬 室内、室外飼育 散歩、予防接種
猫 室内飼育
鳥類
インコ、文鳥、オウム
小動物 ハムスター、モルモット、ウサギ
ゲージ
熱帯魚 水槽
爬虫類 水槽

• ペット同居

• 3世代、4世代同居
幼児、社会人、夫婦、高齢者が同居

就労し、それぞれに生活リズムがある
早朝、夜勤、土日勤務など
職種によってバラバラ

家族形態の多様化

社会人

家族形態の多様化

小中学生 6歳～15歳
子供だけの時間が増える（塾、習い事、友達との遊び）

・夫婦と子供
乳幼児、0歳～6歳まで小学校入学前
親と一緒に行動、保育環境

子供単独の生活リズムが出来る
通学、塾、バイトなどそれぞれが別になる

・夫婦と子供
高校生、大学生

・夫婦2人

20代～80代、90代以上
夫婦で就労もしくは一方は専業主婦（主夫）

家族形態の多様化

家族形態の多様化

若者層から、シニア層まで
幅広い年代が利用

• シェアハウス、寮など血縁関係のない同居
近年増えている

家族形態の多様化

言葉の違い
生活、文化の違い
宗教的な違い

293万人以上
※法務省発表

ライフスタイルの多様化

第1章

視力・聴力障害など
盲導犬・聴導犬と生活
介助者が必要な場合もある

車椅子・寝たきり
行動に制限がある

要介護者、発達、精神障害者
家族、介助者と同居

• 外国人

多言語、多文化
日本にいる在日外国人

家族形態の多様化

家族形態の多様化

ライフスタイルの多様化

もしもの時はどう行動するのか

第2章

地域住民のコミュニケーションが少なくなっている

自治会に未加入
地域活動の縮小
自治会主催の運動会、
町内会の盆踊り、お祭り、行事が縮小傾向

• 家族形態やライフスタイルが多様化していることで、
隣近所、住民同士、顔の見えない状況が増えている。

第2章

名前、年齢、家族構成は？

避難情報の入手方法は？
避難先は？

・避難所に向かうのか、在宅避難をするのかの判断が難しい
個人の判断に任せている

• 災害時、避難所に行くのか在宅避難をするのか
多様な家族構成に合わせた対応が必要となる

もしもの時、どう行動するのか

・近所付き合いの低下
集合住宅、戸建てでも同じ

・個人情報保護

もしもの時、助けを必要としている人が見えにくくなっている
配慮者の把握が難しい

ライフスタイルの多様化

発達、精神障害
外国人

聴覚・視覚障害者

情報弱者になる

避難情報が伝わらない、言葉がわからない

他者との共同生活に不安

（聴覚障害は見た目にわかりづらい）

介助が必要

（スロープがあるか、道路は？

ライフラインが停止した状況で、どのように避難生活を確保し
生活再建していくか

・救援物資や災害後の情報が届きにくい
避難所を拠点とした支援物資、情報提供

■在宅避難をする場合
・どこに、誰が、どのような状況か、把握しづらい
要配慮者の把握が課題

・避難所に行く場合の行動
車椅子、寝たきり
移動が困難、入るスペースは？

（オムツ、介護食、補聴器、入れ歯、常備薬など）

杖、段差、歩行がゆっくり
介助が必要、荷物が多い

（ゲージに入るか、ペット食用意など）

避難所に入れるのか（避難所対応は様々）

（オムツ、着替え、ミルク、離乳食、アレルギー対応食など）

避難までに時間を要する
抱っこやおんぶ、手を引く、荷物が多い

避難行動とそこから見える課題

高齢者

ペット同伴

乳幼児、子供連れ

避難行動とそこから見える課題

避難行動とそれから見える課題

第2章

・避難所に行く場合の行動

避難行動とそこから見える課題

防災と片付けはイコール！

備える前に、まずは片付け！

・物が飛んで来てケガをする、出口が塞がって出られない

・物が散乱する、非常持ち出し袋が見つからない、貴重品が探せない

そんな時、もし震度6強の地震が起きたら

（どこに何があるかわからない、いろんな物であふれている）

・片付いていない部屋

（どこに何があるか探せる、散らかっていない）

・片付いている部屋

イメージしてみてください。

大切なのが「片付け」です

• 家の中を安全な場所にするにはいくつかのポイントがあります

C）収納
・1、家の中の収納スペースとは
・2、住環境、家族構成での違い

• 防災と聞くと多くの人は「備蓄」をイメージするかも知れませんが、防災を意識した時

次

A-2 部屋を安全地帯にするには

目

B）備蓄
・1、なぜ備蓄が必要か
・2、何を備える？

A) 片付け
• 1、防災と片付けは〇〇です
• 2、部屋を安全地帯にするには
• 3、部屋によって違う対策とは
• 4、何をどんな風に片付ける？

A-1 防災と片付けは〇〇です

防災に於ける片付け・備蓄・収納について

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

防災に於ける
片付け
備蓄
収納とは

• 玄関
逃げ道確保

ドアを開けられるか

• 住環境や家族構成ごとに片付けが異なる

• キッチン
食器棚、冷蔵庫、オーブンレンジ、
調理家電や調理器具（包丁など）
物が倒れる、飛んでくる、
壊れる可能性はないか、点検し対策が必要

家族の動線や、間取りでも異なります

• 戸建てor 集合住宅 (持ち家 賃貸）
• 家族構成 単身 or 夫婦2人 or 3世代同居
車椅子や介護が必要な人も

A-4 何をどんな風に片付ける？

• リビング
TV、壁掛けの写真や絵（ポスター）、観葉植物など

• 子供部屋
本棚、照明器具、おもちゃが散乱していないか

• 寝室
タンス、クローゼットなど、寝ているところに倒れてこないか

A-3 部屋によって違う対策とは

A-3 部屋によって違う対策とは

家具の固定や落下、破損の危険があります

使う・消費

食料・水・日用品など、それぞれ使いながら、
なくなったら買い足して備蓄しておく

買い足す

食中毒予防のためにも加熱調理出来る備えを

温かい食べ物を食べるだけでほっとします。

復旧までの間を考え、加熱調理して食べられる物も用意
※カセットコンロとボンベの備蓄も必要
乾麺、即席麺など

• ライフラインが停止した場合を考え備える
食料・・・常温保存可能な食品
缶詰、乾物、レトルト食品、レトルトご飯
野菜ジュース、お菓子や嗜好品

備える

B-2 何を備える？

B-2 何を備える？

• 使いながら、不足した物を買い足していく
ローリングストック

ローリングストック

• 日常備蓄
ローリングストック
日頃使う物、食料・生活用品を少し多めに購入しておく。
なくなる前に買い出し、日常で消費、少し多めに備え・備蓄、
使った分をまた買い足しておく事
↓

• 災害時には備蓄、備えが重要です。

• なぜでしょう？
災害時ライフラインが停止し、ガス・電気・水道の利用が
困難になります。
・災害発生から3日間は人命救助が最優先
道路の復旧や避難所への物資輸送はその後になるため、
最初の3日間を自力で乗り越えられるよう準備が必要。

なぜ備蓄、備えが重要か

B-1 なぜ備蓄・備えが重要か

トイレ対策

• 食料や水、懐中電灯などと一緒に大事なのがトイレ対策
流せない流さないトイレ対策は必要です
大人1人 1日に 5～7回分を目安に用意
防災用トイレキット
（ポリ袋・凝固剤・ 除菌消臭剤）

B-2 何を備える？

1日に必要な水 1人 2L × 3日分 ＝ 6L
家族4人の場合 4人 2L × 3日分 ＝ 12L
（※飲料用の分だけの場合）
最低でも3日分、出来れば1週間分の備えを

家の中の収納スペースとは

日常使う物と一緒に収納するのか、別にするのか

玄関、キッチン、リビング、洗面室、寝室、子供部屋、書斎

必要な物を、各家庭のどこにどのくらい収納出来るのか
住環境、家族構成で、必要な物と収納スペースが多様

C-1

・食料、水以外の備蓄も必要です
生活用品
ラップ、ポリ袋、ゴミ袋、懐中電灯、電池
カセットコンロ、カセットボンベ
携帯用充電器（モバイルバッテリー）
（電気、ガスが使えない事を想定）
衛生用品
アルコール消毒、ウエットティッシュ、マスク
トイレットペーパー、石けん類、
生理用品、マウスウォッシュなど口腔ケア
（水が少ない、流せない事を想定）

・水は命をつなぐ大切なもの
人間の体は約60％が水分（子供は約70％）
不足すると、脱水症状を起こしたり、
エコノミークラス症候群や感染症リスクが高まります

生活用品、衛生用品も必要

B-2 何を備える？

B-2 何を備える？

住環境、家族構成での備蓄・収納の違い

（防災費として備えている場合がある）

住居者同士で備えておく場合もある
共有スペースを利用
備蓄用に共同購入

そのために必要なのが、
日頃の片付け、備蓄 適切に収納しておくこと

もしもの時のためではなく、
日常の延長にあるのが防災・備え

防災に於ける、片付け・備蓄・収納とは

• 集合住宅の場合

• 戸建てと集合住宅での違い
戸建ての場合 庭がある・ない
自家用車、バイク、自転車

C-2

住環境、家族構成での備蓄・収納の違い

• 家族構成での違い（必要なものが違う）
乳幼児 オムツ、ミルク、離乳食、お尻ふき、アレルギー対応食
高齢者 おかゆ、常備薬、入れ歯洗浄剤、補聴器、
障害者 障害の程度と度合いによって異なる
※年齢と状況で、定期的に見直す必要がある

C-2

室内から見たバリアフリーと防災対策

１．室内から見た改善方法

第１章

高齢者とペットの視点からの防災とバリアフリー

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

ドアは開き⼾よりも引き⼾が望ましい

コンセントからの出火

ペットと共に排泄への備え

空気が淀むと一気に腐敗が進む

地震に対する崩壊などの危険性

垂直避難を考える

崩壊に対する屋内の危険箇所の認識

・

・

落下物や工作物に注意

一時的な２階での生活への備え

建物全般に渡る留意しなければならない事項

・

・

建物内部における在宅避難のための対策

小さい段差による危険性

３

２

風雨に対する雨漏りなどの予防

・

・

建築構造や目視による防災対策

目視で出来る屋根や外壁などのチェック

・

・

安全、快適な室内にするために

・

・

ペットも苦しいシックハウス

小さい段差による危険性

室内の設備から見た注意点

・

・

第２章
１

室内から見たバリアフリーと防災対策

室内から見た改善方法

日本の事情

玄関では必ず靴を脱ぐ

床材の多さ

和室と洋室

日本の住宅の小さな段差の多さ

転倒による事故の多さ

目次

高齢者とペットの視点からの防災とバリアフリー

３

２

１

第１章

壁

床

コンセントからの出火

気密性の向上

コンセントは工夫次第
コンセントのコンセプト

コンセントは身近な危険物
見た目と危険

シックハウス余談

こんなところにも合板が・・
内装の多くは合板で出来ている

シックハウスは現代病
揮発性化学物質
天井

シックハウス症候群

ペットも苦しいシックハウス

ホルムアルデヒド

開き戸

引き戸

ドアは開き⼾よりも引き⼾が望ましい

２．室内設備から見た注意点

室内から見たバリアフリーと防災対策

人もペットも好みは同じ
自然はいい

固い床より柔らかい床材を
感触が良く安全

色々な床材
やっぱり
無垢の床は
いいや！

３．安全、快適な室内にする為に

室内から見たバリアフリーと防災対策

生活の何を優先するか
汚れも生活の一部か
部分敷きもある

換気扇

清浄な吸気が可能

自然排気

第2種換気

自然排気

ペットと共に排泄への備え

最も確実な換気法

換気扇

第1種換気

柔らかい床は弱点もある
無垢材、コルク、カーペット

換気扇

24時間も換気？
高気密、高断熱

すべてにおいて淀みは最悪
空き家を放っておくと

空気が淀むと一気に腐敗が進む

低コストの換気法

換気扇

第3種換気

建築構造や目視による防災対策

１．目視で出来る屋根や外壁などの
チェック

第２章

汚水シンク

まとめ

屋根瓦の一部破損

落ち葉によるつまり

風雨に対する雨漏りなどの予防

• 改めて家の中を見回して見ると、高齢者やペットにとっては危険
な箇所が多い事に気付く。
• 例えば、つまづき易い小さな段差やシックハウスである。特に小
さなペットにとってはシックハウスは大敵である。シックハウス
は建築材料だけでなく、家具やカーテンなどからも発生する。最
近は高気密の建物が増えているので換気には注意が必要である。
• また床材については転倒したときのことを考えると柔らかい床材
に越したことはないが、柔らかい床材ほど汚した後の処置が大変
である。対策としては汚れた部分だけの処置方法を考えるか、フ
ローリングなども無垢材を使用するときは、汚れも生活の一部と
割切るかである。
• 高齢者とペットはバリアフリーという点でも健康、安全など共通
する物がとても多いので日常から積極的に取組む必要がある。

第１章

シロアリによる柱や土台など木部の被害

シロアリ被害

崩壊は多数が１階から

地震に対する崩壊などの危険性

２．建築内部における在宅避難のための対策

建築構造や目視による防災対策

外壁のクラックは塗り壁に多く発生する

外壁のひび割れ

構造的に東西に崩壊することが多い

西

手すりを見直そう

垂直避難を考える

基礎のひび割れ

東

崩壊に対する屋内の危険箇所の認識

・

押入れの効用を再確認してみよう

２階の水周りは役に立つ

一時的な２階での生活への備え

３．建物全体に於ける留意しなければならない
事項

建築構造や目視による防災対策

まとめ

• 日常生活の中で目視できる地震や風水害に対する備え、例えば外
壁に大きなクラックはないか、土台がシロアリに侵食されていな
いか、屋根の一部に欠損された箇所がないかしっかり確認する。
• ２階建ての場合、被害状況によっては２階に避難する事になるの
で、安全に昇降できるように階段に手すりをつける。これは普段
の生活においても有効である。
• 場合によっては一時的にしろ２階での生活を余儀なくされること
もあるので、ペットとの共存も考えて、２階にトイレなどの水周
りの設備が整っていたり、ゲージの安全な置き場所などが確保さ
れていることはとても重要である。
• このように事前にできることを準備しておくことによって被害を
最小限に抑えることが出来る。

第２章

外に出るときは細心の注意を

落下物や工作物に注意

ブロック塀の倒壊には特に注意が必要

ブロック塀の倒壊

序

章

はじめに

駅舎等

イ 特殊浴場等
ロ 一般浴場等

(14)項

倉庫

(13)項 イ 駐車場等
ロ 格納庫等

神社等
(12)項 イ 工場棟
ロ スタジオ等

(11)項

(10)項

(9)項

図書館等

学校等

非特定防火対象物

特定防火対象物

(8)項

(7)項

ニ 幼稚園等

総務省令で定める舟車

市町村⻑の指定する⼭林

アーケード

文化財

不特定多数の人が出入りする施設や自身で避難が難しい
施設を特定用途という
主に関係者や従業員また来館者など建物が複雑でなくか
つ限られた人しか出入りしない施設を非特定用途という。

(20)項

(19)項

(18)項

(17)項

ロ 自力避難困難者入所施設等 (16の2)項 地下街
ハ 老人福祉、支援施設等
(16の3)項 準地下街

(15)項
事務所等
ロ 共同住宅等（マンション） (16)項 イ 特定用途の複合用途防火対象物
ロ 非特定用途の複合用途防火対象物
(6)項 イ 病院等

百貨店等
(5)項 イ 旅館等

(4)項

ロ 飲食店

ニ カラオケ等
(3)項 イ 料理店等

ハ 性風俗営業店舗等

ロ 遊技場

(2)項 イ キャバレー

ロ 公会堂等

(1)項 イ 劇場等

高層マンション・ビル

デパート・商業施設

病院・自力避難困難者入所施設等

工場・石油コンビナート・原子力施設

個人宅（店舗兼用）

さてみなさんは、この用途に居た時に火災や災害があった場合ど
う対応しましょうか？
（勤務者で対応が求められる場合どうしましょうか。）

火災や災害が発生すると立地条件を含め建物や工作物などの被害と人の対応は異なってきます。
このため、建築前からの計画を通し建築後に有効な計画と訓練が求められます。

劇場、映画館、スタジアム

船・鉄道・車両

市町村長の指定する山林

消防法では令別表第一に掲げる用途ごとに人の管理を求めています。

第1節 人の管理を必要とする山林又は舟車、建築物、工作物について

防火管理者・防災管理者からのアプローチ

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

みんなで協力すること

第3節

みんなで協力すること

第2節

章

はじめに

防火・防災管理の運営を享受するための資格

②

防火・防災管理に関わるその他の法律・条例

災害に関する法律

第3節

課題
火災対応

第3節

国や⺠間も共通して考え取組みを進めてみること

第2節-3 災害対応

第2節-2 災害（地震）転倒・可動・落下防止②

第2節-1 災害（地震）転倒・可動・落下防止①

第1節

章

災害編（地震・津波）

火災編

長周期

液状化

火災や災害が発生する予測は、歴史を通した範囲で
事前に出来る想定があります。
このため、建築前からの歴史や計画を通し、建築後
も継続した有効な対応と対策が求められます。

さてみなさんは、この絵の何処かに居た時に、
どう対処と対応をしましょうか？
また、事前にどのような計画と整備をしておけ
ば良いでしょうか？

地震、土砂災害、津波、倒壊、火災、ライフライン停止、液状化、長周期、生物災害

消防法で定めている令別表第一に掲げる用途ごとで、火災対応と災害対応は異なってきます。

出典「地震調査研究推進本部」

出展：イラスト・写真・アイコン
内閣府、総務省消防庁、防衛省（陸・海・空）FB、文科省 地震調査研究推進本部HP、国土交通省HP防災教育ポータHP、気象庁HP
消防科学総合センター、いらすとや、Microsoft、 東北森林管理局Webサイト(昆虫) 、国立感染症研究所 HP（ウイルス）
各府省庁のシンボルマークは各府省庁のHPから
説明文や表記は各種取組みや法律内容の一例を掲載しています。

・終

地域や行政と連携する訓練

防災管理者を定める事業所

第3節

防火管理者を定める事業所

ＢＣＰ/Ｍと消防計画が関わる訓練

第2節

第1節-2 消防法で定めている訓練

防火・防災管理として行う訓練

第1節-1 消防法で定めている訓練

・第六章

例；東京都

（帰宅困難者対策、震災条例）

市⻑村等の震災条例

（災害対策基本法・石油コンビナート等災害防止法・建築基準法・国⺠保護法・海岸法・大規模地震対策特別措置法）

消防法・市町村等の火災予防条例について

第2節

第1節-2 防火・防災管理から見る府省庁について（府省庁との比較）

第1節-1 防火・防災管理から見る府省庁について（府省庁の紹介）

第4節

第五章

第2節-1 山林又は舟車、建築物、工作物における火災と災害

序

防火・防災管理に関する資格（防火防災管理者・自衛消防隊）

①

防火・防災管理の運営に関わる資格

統括防火・防災管理者がすること

第1節

第四章

統括防火・防災管理者ってなに

統括防火・防災管理者とは

第1節

第三章

みんなで協力すること

防災管理者がすること

第2節
第3節

防災管理者ってなに

第1節

防災管理者とは

防火管理者がすること

第2節

第二章

防火管理者ってなに

第1節

防火管理者とは

第2節-2 火災や災害から被る身体・生命・財産について考えよう

第2節-1 山林又は舟車、建築物、工作物における火災と災害

人の管理を必要とする山林又は舟車、建築物、工作物について

はじめに

第1節

章

第一章

序

目次

防火管理者・防災管理者からのアプローチ

序

章

はじめに

(津波避難ビル)

土石流

気象庁HP

台風・強風・竜巻

1995年(平成7年) 阪神淡路大震災

自然災害(昆虫・動物・ウイルス)

気象庁HP

立体駐車場

高層ビル

化学プラント
工場

山林

自分達が管理をする建物・山林・舟車等の火災を想定出来ているか？
避難は出来るか？消火は出来るか？公設消防隊を呼べるか？など
そして平時の予防対策は出来ているか？

通報要領
応急救護要領

消火要領

火災が発生した後、困る事は概ね同じです。
火が出た場所や水損した場所が使えない場合における入居者
への対応を考えておくと良いです。
帰宅困難者対策を参考にされると良いです。

自分達が管理をする建物・山林・舟車等
の火災を想定した装備や設備及び行動に
ついて教育し実際の行動を確認する。
PDCA-AETE-OODA

火が出た場所に対しての対応です。
災害についても考えて対応します。

①平時から火災発生の予防と、災害発生時の二次被害拡大防止を管理します。
②万が一火災や災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるように管理をします。
③公設消防隊等が到着前と到着後の自衛消防活動が出来るよう全員の協力を得、有事の時は実行ができるよう訓練を実施します。
④その他には、届出書類の作成と保管（自主点検,法令点検,訓練の記録など）や、従業員への周知徹底の教育と記録の管理をします。
⑤災害対応について計画し管理をします。

消防署

特定用途防火対象物または，特定用途を含む複合用途防火対象物

（事務所・共同住宅・学校・工場など）

防火管理者とは

みんなで協力すること

乙種防火対象物

甲種防火対象物

テナント用途種別

５００㎡
以上
５００㎡
未満

すべて

①10人未満
②30人未満
③50人未満

①避難困難者施設
②特定用途施設
③非特定用途施設
すべて

①10人以上
②30人以上
③50人以上

①避難困難者施設
②特定用途施設
③非特定用途施設

建物全体の
収容人員

乙種防火対象物

甲種防火対象物

乙種防火対象物

甲種防火対象物

３００㎡
以上
３００㎡
未満

テナント用途

５０人以上

３０人以上

すべて

建物種別

すべて

延べ面積

・消防法では、建物を“建物の規模” “収容人員”により「甲種防火対象物」と「乙
種防火対象物」に分けています。
・防火管理者は、「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」があります。
・甲種も乙種も火災・災害対応を行う基本部分は同じです。

その他に東京都では火災危険のある場所に、
東京都火災予防条例において、危険物施設や
駐車場・停車場の防火対象物においても防火
管理者の選任をするよう決めています。

③

非特定用途防火対象物または，特定用途を含まない複合用途防火対象物

不特定多数の人が出入りする施設・自身で避難が難しい施設を特定用途という。

② （（(６)項ロ以外の 劇場・飲食店・物品販売店舗・ホテルなど）

収容人員

建物全体の
１０人以上

必要資格

乙種防火管理

甲種または

甲種防火管理

必要資格

乙種防火管理

甲種または

甲種防火管理

乙種防火管理

甲種または

甲種防火管理

甲種防火管理

表２

表１

目

考えて置く事

サッカー・・・競技規則や大会要項、施設利用規則で決めている

駅からの導線確保

駐車場

資格や登録

プレヤーゾーン

建物内のゾーン

避難
外のゾーン

立体駐車場

①審判〇級の免状、サッカー指導員〇級、試合に出る人の事前登録
②自動車免許、看護師・医師免許、電気・空調関係の資格、業務配置者の申請登録

①グラウンド側 資格と登録
②運営側 資格と登録

プレーについて
(ルール)

プレヤーゾーン

①音や投げる物・入って良い場所
②ポジション、ゴールイン、反則、警告、退場、ベンチ、負傷者、ユニフォーム
③ボール・ゴール・グラウンドピッチ（芝・土）、ラインを引く場所、試合時間

①観客・来館者
②選手・審判
③設備の操作と基準

運営について
(対応)

外のゾーン

①運営、販売、警備・清掃・設備、救護、イベント・マスコミ関係者
②運営員、監督、コーチ、トレーナ
③子供、大人、障碍者、高齢者、外国人
①公的機関への届出、報道関係の案内、公共機関への届出、責任者の明確
②入場料・パンフレット・食べ物、飲み物の案内と設置
③客席、待機場所、関係者室）
④ケンカ・暴動・迷子・火災・動物・連絡（警備員の配置対処方法・持ち物検査）

①従業員等
②関係者・
③観客・来館者

①照明の管理、音の管理、観客席の配置、飲食・物販販売管理、出入口・駐車場管理
②空調、照明、セキュリティ、消防設備、ＡＥＤ

①関係方面の届出と案内
②利用者が安心できる対応
③利用者が使う場所
④トラブル対応

①管理の明確化
②配置や設置物
利用者について
(収容人員の把握)

建物・工作物・設
備について

項

救助

建物内のゾーン

化学工場

①防火管理者、応急手当の資格、自衛消防隊の配置
②電気工事、自動車関係、毒物・劇物関係

消火

①避難方法
②自衛消防隊ポジション、装備（事業所対応と防災センター対応）
③廊下や階段（タイル・防炎カーペット）消防設備、防火設備の操作

①使用許可・設置届出・広報・防火管理者の届出・消防計画の届出
②予防対策の周知・日常点検・定期点検
③デスク・会議室・機械室・休憩室
④消火・逃げ遅れ・通報・負傷者（火災対応）

①社員・職員・行員・アルバイト・嘱託・派遣・委託・学生・障害者
②建物の管理員・建物の警備員・食堂給食員
③外国人、子供、障害者、高齢者、取引先、お客様、設備/工事会社

①管理区分、避難ルートと避難場所、従業員等が使用する備品や場所
②消防用設備の配置、建築設備や防火設備の配置、ＡＥＤ

火災対応・・・消防法や他の法律・館内規則で決めている

防火管理もスポーツと同じで、いざという時のために練習（訓練）をしておかなければなりません。
またスポーツでもルールと相手とグラウンド等を把握し試合に向けて事前準備するように、利用者や管内規則も踏まえ、
関係する計画や建築物・工作物・設備を知って事前に計画を作って共有（教育）しておかなければなりません。

第一章

法律で定めている内容を事前に計画(消防計画の作成)し、その他の者からの協力を得て、有事の時にみんなが困る事にな
らないよう、予防と対応の管理をします。

届出

部長

届出後に
正式な管理者となる

資格あり

※防火管理者を選任していない場合又は防火管理業務を適正に実施していない場合は、
消防法違反となり、処分を受けることがあります。
罰則規定（一部）
・防火管理者の届出を怠った：罰金30万円留 有
・防火対象物に対する措置命令に違反した者：罰金 300万円 両罰1億円 3年以下の懲役

代表取締役

選任

建物用途

① 避難困難施設が入っている建物（（６）項ロ 自力避難困難者入所施設）

防火対象物

消防法第８条により，一定基準以上の建物（表１・表２）の管理権原者(所有者，管理者，賃借人など)は，管理・監督的
な地位にある者で政令で定める資格を有する者のうちから事業所が行う火災・災害（自然・人為的）についての安全対策を
管理する防火管理者を選任します。選任した者を所定の書類で消防署へ届出された方が防火管理者となります。

第3節

さて、過去の災害や今後発生予測が出来る災害について、過去の文献や
データを通して、今あるテクノロジーと人の教育を通し、身体・生命・
財産をどのように守れば良いでしょうか。

2011年(平成23年) 東日本大震災

地震・津波（船舶・鉄道・道路（車両））

火山噴火

大雨・河川氾濫

雷

防火管理者とは

第一章

2016年(平成28年) 熊本地震

地震（商店街・商業施設）

火災・特殊火災・爆発

海上自衛隊HPより引用

陸上自衛隊HPより引用

大雪

自然災害（気象災害）

防火管理者とは

防火管理者ってなに

第一章
第1節

第2節 防火管理者がすること

2011年(平成23年) 東日本大震災

津波

自然災害
(地象災害)

陸上自衛隊HPより引用

航空自衛隊HPより引用

武力攻撃

トンネル事故

テロ・受傷多重事故

火災・人為的災害

第2節 火災や災害から被る身体・生命・財産について考えよう

第二章

防災管理者とは

届出

部長

消防署

届出後に
正式な管理者となる
延べ面積５万㎡以上
延べ面積が1,000以上

延べ面積２万㎡以上

地階を除く階数が４以下
地下

延べ面積１万㎡以上

地階を除く階数が５以上１０以下

延べ面積５万㎡以上

延べ面積２万㎡以上

地階を除く階数が１１以上

地階を除く階数が４以下

地階を除く階数が５以上１０以下

延べ面積
延べ面積１万㎡以上

縦に大きい建物や横に広い建物は、
①避難に時間がかかる
②被害状況確認に時間がかかる
③人が沢山入る
④設備が沢山ある
など、管理をする人とルールを作る必要性があるため法律で定めています。

※防災管理においては共同住宅、倉庫、格納庫の部分は対象外となり面積計算や階数からは除かれます。

必要資格
甲種防火管理者
防災管理者

資格や登録

怪我人多数

災害対応・・・消防法や他の法律・館内規則で決めている

①防災管理者、応急手当の資格、自衛消防隊の配置
②電気工事、自動車関係、毒物・劇物関係、防災士、避難所運営

①被害判定、一時待機、災害種別の避難方法、安否確認、帰宅困難者
②自衛消防隊ポジション、装備（事業所対応と防災センター対応）
③床（カーペット）、ドア、トイレ、配管、消防・防火設備の使用時間

①公的機関との取組み・広報・防災管理者の届出・消防計画の届出
②転倒防止、落下防止・防災パンフ・災害備蓄品配置・日常/定期点検
③デスク・会議室・機械室・休憩室・受け入れ・帰宅困難
④負傷者対応、ライフライン停止時の対応・帰宅ルート・被害想定

①社員、職員、行員、アルバイト、嘱託、派遣、委託、学生、障害者
②建物の管理員、建物の警備員、食堂給食員
③外国人、子供、障害者、高齢者、取引先、お客様、設備/工事会社

①建物全体の把握、災害種別の避難場所、発電機、受水槽
②停電時の対応、ライフライン停止時の対応

対処する場所が多いため公設消防隊や役所は全ての対応が出来ません。

①審判〇級の免状、サッカー指導員〇級、試合に出る人の事前登録
②自動車免許、看護師・医師免許、電気・空調関係の資格、業務配置者の申請登録

①グラウンド側 資格と登録
②運営側 資格と登録

プレーについて
(ルール)

駅からの導線確保

①音や投げる物、入って良い場所、入場場所
②ポジション、ゴールイン、反則、警告、退場、ベンチ、けが対応・ユニフォーム
③ボール、ゴール、グラウンドピッチ（芝・土）、ラインを引く場所、試合時間

①観客・来館者
②選手・審判
③設備の操作と基準

運営について
(対応)

駐車場

①公的機関への届出、報道関係の案内、公共機関への届出、責任者の明確
②入場料、パンフレット、食べ物、飲み物の案内と設置・巡回
③客席、待機場所、関係者室
④ケンカ、暴動、迷子、火災、動物、負傷者（警備員の配置対処方法・持ち物検査）

①関係方面の届出と案内
②利用者が安心できる対応
③利用者が使う場所
④トラブル対応

建物判定

①運営、販売、警備、清掃、設備、救護、イベント・マスコミ関係者
②運営員、監督、コーチ、トレーナ
③子供、大人、障害者、高齢者、外国人

①従業員等
②関係者・
③観客・来館者

利用者について
(収容人員の把握)

サッカー・・・競技規則や大会要項、施設利用規則で決めている

①照明の管理、音の管理、観客席の配置、飲食・物販販売管理、出入口・駐車場管理
②空調、照明、セキュリティ、消防設備、ＡＥＤ

考えて置く事

①管理の明確化
②配置や設置物

目

建物・工作物・
設備について

項

防災管理もスポーツと同じで、いざという時のために練習（訓練）をしておかなければなりません。
またスポーツでもルールと相手とグラウンド等を把握し試合に向けて事前準備するように、利用者や管内規則も踏まえ、
関係する計画や建築物・工作物・設備を知って事前に計画を作って共有（教育）しておかなければなりません。

防災管理者とは

みんなで協力すること

第二章

第3節

高さ
地階を除く階数が１１以上

（注１）同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。

令別表第１(16の2)項に掲げる地下街のもの

令別表第１(16)項に掲げる防火対象物（複合
用途）で、対象用途を含むもの

※防災管理者を選任していない場合又は防災管理業務を適正に実施していない場合は、
消防法違反となり、処分を受けることがあります。
罰則規定（一部）
・防災管理者の届出を怠った：罰金30万円留 有
・防災管理業務適正執行命令に違反した者：罰金 100万円 両罰 各本条の罰金 1年以下の懲役

代表取締役

選任

資格あり

令別表第１(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)
項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)
項（以下「対象用途」という。）に掲げる防
火対象物

建物用途

消防法第36条により，一定基準以上の建物（表３）の管理権原者(所有者，管理者，賃借人など)は，管理・監督的な地
位にある者で政令で定める甲種防火管理者と防災管理者の資格を有する者のうちから事業所が本来行う災害（自然・人
為的）についての安全対策を管理する防災管理者を選任します。選任した者を所定の書類で消防署へ届出された方が防
災管理者となります。

第1節 防災管理者ってなに

表３

第二章

防災管理者とは

統括防火・防災管理者とは

BCP/Mとの連携
物資ルート

国の動き(災害派遣)

帰宅困難者対策

帰宅時のトラブル

情報

ライフライン

周辺の火災

自分達が管理をする建物・山林・舟車等の火
災を想定した装備や設備及び情報収集や行動
について教育し実際の行動を確認する。
PDCA-AETE-OODA

搬送

代表者

○○店

代表

協議

選任

届出

○○会社代表取締役

○○法人理事長

○○ビル

消防署

準地下街

⑥

①

建物の規模

防災管理対象物でない建物は統括防火管理者のみ
の選任となります。
しかし、災害対応も実施する必要があります。

防災管理対象物で管理について権原が分かれているもの

建物の規模

必要資格

表６
必要資格

甲種または
乙種防火管理

甲種防火管理者

表５

乙種防火対象物

甲種防火対象物

表４

（施行日：平成26年4月1日）

甲種防火管理者
防災管理者

地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの

⑤

統括防災管理者（統括防⽕防災管理者となる）

非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が５以上で、か
つ、収容人員が50人以上のもの

特定防火対象物のうち、地階を除く階数が３以上で、かつ、収容人員が30人
以上のもの（避難困難施設を除く）

避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が３以上で、か
つ、収容人員が10人以上のもの

高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）

建物の規模

④

③

②

①

統括防⽕管理管理者

実際の協議会に会社の代表者は参加でき
ません。書面上の同意となります。

センター長

届出後に
正式な管理者となる

資格あり

〇統括防火・防災管理者とは
消防法第8条及び第36条の規定により，一定基準以上の建物（表４・表５）の各管理権原者(所有者，管理者，賃借人など)
は，協議して政令で定める防火管理者と防災管理者の資格を有する者（表６）のうちから建物全体の火災と災害（自然・人
為的）についての安全対策を推進しかつ各テナント等の防火・防災管理者と協力しながら必要な措置を支持する統括防火・
防災管理者を選任します。選任した者を所定の書類で消防署へ届出された方が統括防火・防災管理者となります。

気象災害

帰宅困難対応の換気

第1節 統括防火・防災管理者ってなに

第三章

被害状況確認

自分達が管理をする建物・山林・舟車等の災害を想定出来ているか？
そして平時の被害拡大防止は出来ているか？

必要となります。また一度落ち着いた後の多くの方の帰宅困難（建
①平時から災害時の二次被害拡大防止を管理します。（転倒・落下・可動防止など）
物内と建物外外の人）のための対応が求められます。
②万が一火災や災害が発生した場合、被害を最小限にとどまるよう管理をします。
③公設消防隊等が到着出来ない場合を踏まえ、自分たちの計画(BCP/Mや防災マニュアル)と連携しているか管理をします。(自助)
④他社や地域との連携を把握し(共助)、自治体の地域防災計画やMAPを確認し(公助)、自衛消防活動が出来るよう全員の協力を得、有事の時は実行ができる
よう訓練を実施します。
⑤その他には、届出書類の作成と保管（自主点検,法令点検,訓練の記録など）や、従業員への周知徹底の教育と記録の管理をします。

認しながら、複数の情報提供機関と広い範囲の情報収集及び活動が

法律で定めている内容を事前に計画(消防計画の作成)し、その他の者からの協力を得て、有事の時にみんなが困る事に
ならないよう、二次被害拡大防止と対応の管理をします。
建物全体（火災・負傷者・損傷など）と周辺状況（避難場所）を確

第2節 防災管理者がすること

第三章

統括防火・防災管理者とは

自衛消防隊に関する資格
・自衛消防業務講習・・・大規模施設の防災センター勤務者に必要。
・防災センター要員・・・東京都内では防災センター勤務者に必要。
・自衛消防技術試験・・・東京都内では自衛消防活動中核要員に配置される者に必要。
（資格の知識は都外でも役に立つ）
・上級・普通救命講習・・・応急救護班や自分の負傷した場合に対応が出来る。
・・・人に手当てを教えられるレベル。
・応急手当普及員
・・・消防設備の点検・工事に加え、操作や停止方法等が分かる。
・消防設備士
・・・東京都内で設備器具等の届出に必要な資格。
・防火安全技術者
（消防設備以外の設備器具の事が分かる。）
・毒物・劇物・危険物取扱者・・・危険な物への対処が分かる。
・・・防災士、避難所運営や災害トレーニング認定などの資格がある。
・民間資格
（海や河川ではダイビングや船舶の資格があると良い。）
・外国語の資格 ・・・避難誘導や放送案内に有効な資格。
・スポーツ関係の資格・・・審判のようにルールを理解し公平に冷静なジャッジが出来る。
（柔道・剣道のような体力・気力と戦いの鍛錬されていることが
分かる資格もあるとトラブル対応に良い。）

甲種防火管理者 2日講習
乙種防火対象物 1日講習
1日講習
防災管理者
防火管理技能者・・・東京都内では大規模施設の防火管理者を
補助する防火管理技能者という資格がある。

このような資格を持っていたり業務に携わっている方を消防計画
の作成を含め、火災や災害が発生した場合の自衛消防隊や帰宅困
難者対応の担当や協力者に当てはめると良いです。
人の対応ですので、協力者の趣味や地域活動なども踏まえ個人の
性格的な適応性で協力を求められると良いです。

オフィス技能・事務の資格・・・帰宅困難者対応・避難対応 (人の対応)
食品・栄養・調理の資格 ・・・帰宅困難者対応・避難対応 (衛生･食事）
介護・福祉・心理の資格 ・・・帰宅困難者対応・避難・負傷者対応 (衛生･運動）
教育・保育・指導の資格 ・・・帰宅困難者対応(子供)・教育対応
教養・その他技能の資格 ・・・帰宅困難者対応・情報収集
語学・流通・旅行の資格 ・・・外国人対応・避難対応

IT・コンピュータ系の資格・・・サバーやＰＣ復旧対応

医療系の資格
・・・負傷者対応
医療（事務系）の資格・・・負傷者対応補助・救護本部の設置・設備の配置

電気・工業・設備の資格・・・設備復旧対応・危険物品の対応
建築・土木・環境の資格・・・建物・周辺判定、復旧対応
不動産（事務系）の資格・・・建物対応

②

法律・法務の資格
・・・トラブル対応
会計・金融の資格
・・・備品・物資購入対応
経営・労務管理の資格・・・従業員対応

防火・防災管理の運営を享受するための資格

建物全体と周辺を掌握する

防火管理者・防災管理者
消防署等で講習の申し込みをする。

防火・防災管理の運営に関わる資格

建築設計時に機械室の大きさを
考慮し荷物や備蓄品を入れられ
る場所や帰宅困難者対策を考え
た場所を作っておくとよい。

公設消防隊や設備会社等の到着時と到着が出来ない場合を踏まえる。

①防火・防災管理に関する資格（防火防災管理者・自衛消防隊）

第四章

建物全体を掌握する

防火管理・防災管理ともに
・竪穴区画や防火区画を常時確保
・避難出口と避難ルートの常時確保。

①建物全体の状況（建物全体の自衛消防隊員、各テナントの管理権原者、防火・防災管理者）を把握する。
②万が一火災や災害が発生した場合、被害を最小限にとどまるよう建物全体の管理をします。
③公設消防隊等の到着時と到着が出来ない場合を踏まえた計画(BCP/Mや防災マニュアル)と連携しているか管理をします。(自助)
④他社や地域との連携を把握し(共助)、自治体の地域防災計画やMAPを確認し(公助)、自衛消防活動が出来るよう全員の協力を得、有
事の時は建物全体の対応者が実行ができるよう訓練を実施します。
⑤その他には、届出書類の保管（自主点検,法令点検,訓練の記録など）や、従業員への周知徹底の教育と記録の管理をします。

法律で定めている内容を事前に計画(全体の消防計画を作成)し、その他の者からの協力を得て、有事の時にみんなが困る
事にならないよう、火災予防と災害の二次被害拡大防止と発生時の対応の管理をします。

第2節 統括防火・防災管理者がすること

第三章

統括防火・防災管理者とは

どうしよう

防火・防災管理に関わるその他の法律・条例

津波がきた

どうしよう

・「ビル側がする事」「自分たちですること」「協力する事」を確認しておく。（自助）（共助）（公助）
・火災と災害対応では対応が異なるため、情報収集の範囲と提供範囲及び提供方法について確認しておく。
・負傷者が発生した場合、自分たちで対応が出来ない場合の負傷者対応について確認しておく。
・不審物対応や緊急時の使用のために設置されている設備の有効時間と有効範囲を確認しておく。
・停電時の空調・トイレ・避難などの基準について確認しておく。
・建物利用者や建物周辺の帰れない方の帰宅困難者や避難困難者対応について確認しておく。
・管理区分内（室内）や共用部８ビル側）の設備がどのレベルで使用が出来なくなるか確認しておく。
・ケンカなどのトラブル対応時の対応について確認しておく。

・消防設備や防火設備などを把握し操作障害・降下障害・閉鎖障害等がないように努める。
・自社で設置したセキュリティは、ビル側と事前に相談をしておく。（緊急時に入れない。）
・避難障害とならないよう避難出口や通路の確保に努める。
・特殊な装置や危険物品を配置する場合や放火対策はビル側と連携をしておく。
・人事異動や新規入居者を含めて想定訓練をしておく。
・転倒・落下・可動防止の対応をしておく。

出典：シンボルマークは各省庁HPから

建築設計時に避難が出来る場所や一
時滞在場所、そしてトイレ対策が出
来る場所を作っておくとよい。
国も建築面積や設備の免除規定を設
けるとよい。
マンションや町会なども同じで、都
市計画で考えられているとよい。

内閣府

・出入国在留管理庁
・公安審査委員会
・公安調査庁

・公害等調整委員会
・消防庁

・公正取引委員会･国家公
安委員会･個人情報保護委
員会･カジノ管理委員会･
金融庁･消費者庁･(宮内庁)

・林野庁
・水産庁

・中央労働委員会

食料の安定供給,農業･林業･水産業･畜産業
の管理など所管し、災害対応は農業･水産
業･林業･畜産に係わる海岸･ため池･地すべ
り等を調査し整備と支援等を行う行政機能
を担う省です。

雇用･労働,医療, 福祉,年金,公衆衛生,生活保
護,麻薬･毒物･劇物旧陸軍･海軍の残務整理
など所管し、災害時はDMATなどの派遣や
医療･薬品の提供し、感染予防と被災者見守
り支援を行う行政機能を担う省です。

選挙･マイナンバー管理,行政運営の改善,
地方行財政,選挙,消防防災,情報通信,郵政
行政など所管し、消防庁を抱え,電気通信
事業者等と協力し,緊急時や災害時等にお
いて必要な通信を確保する行政機能を担
う省です。
戸籍･国籍･出入国在留管理,民事局,刑事
局,矯正局,保護局,人権擁護局及び訟務局,
検察庁･刑務所を所管し、災害時は外国
人対応や災害犯罪などの法的な部分を行
う行政機能を担う省です。

教育,科学学術,スポーツ,文化および科学技
術の振興,宗教事務など所管し、地震の専門
機関である防災科学技術研究所を要し各種
自然災害の取組みや原子力施設及び核燃料
輸送と学校施設の防災を取り組む行政機能
を担う省です。
内閣に設置された組織で、東日本大震災
からの復興を成し遂げることと、復興に
関する国の施策の企画・調整及び実施と、
地方公共団体への一元的な窓口と支援等
を担う庁です。
・文化庁・スポーツ庁

金融庁と協力し金融セーフティネット整備,
国内･国際通貨の安定と国際貿易,税関を所
管し、災害時は現地に出向き災害の状況や
国が負担する事業費の調査（災害復旧事業
の査定立会）を行い,早い復旧と,生活の安定
を担う行政機能を担う省です。

内閣及び内閣総理大臣のサポート機関。
議長は内閣総 理大臣又は内閣官房長官
関係大臣と有識者からなる重要政策に関
する会議をする。災害対応もその中の一
つとして防災白書などを作成し情報の発
信や取組みをしている。

・国税庁

大使館,外交官,領事館の派遣や外国との交渉,
文化交流,在外邦人の保護,通商航海に関する
利益の保護など所管し、海外の災害は,テロ
対策や国際緊急援助･派遣･物資･資金対応、
国内の災害は各国･地域から支援チーム等派
遣の窓口をする行政機能を担う省です。

内閣官房という機関の通称で、内閣総理大臣
（首相）および内閣官房長官が執務を行う公
的な建物。各大臣が集まり安全保障会議・国
家戦略室・行政刷新会議など国政上重要な会
議を開催し、災害時は地下の危機管理セン
ターに対策本部を設け災害対応し、記者会見
室にて公に記者発表をする所です。

防衛装備庁

・原子力規制委員会
・原子力規制庁

・運輸安全委員会
・観光庁・気象庁
・海上保安庁

・資源エネルギー庁
・特許庁
・中小企業庁

犯罪の取り締まりなどの法制度の施行。国家
公安委員会は内閣府の外局であり警察庁の管
理をし、警察庁は全国の警察のまとめる役割
を持つ庁。災害対応は警察の情報 収集･連絡体
制と装備の整備,警察災害派遣隊の運用計画策
定と住民等の防災活動の促進と対応を行う。

憲法第9条のもと専守防衛を方針とし,陸自･海
自･空自を要し,PKO協力,国土の多次元統合防衛
をする。災害時は要請と自主派遣で被災者支
援や遭難した船舶･航空機の捜索,救助,水防,医
療,防疫,給水,人員や物資の輸送,インフラ復旧
支援などの活動を行う行政機能を担う省です。

水道, ゴミ･廃棄物(資源ﾘｻｲｸﾙ),公害規制(化学物
質,海洋汚染防止,,環境影響評価,放射性物質の
監視測定),自然環境保全(地球温暖化,オゾン層),
野生動植物保護(森林,緑地,河川,湖沼)を所管し、
災害時は災害廃棄物や原子力施設,被災ペット
対応などを行う行政機能を担う省です。

道路,鉄道,河川,ダム,砂防,下水道,建築,住宅,都
市,港湾,空港の管理･整備と車,鉄道,船,飛行機の
登録や交通の安全また気象や観光対応など所
管し、地図の専門機関である国土地理院を要
し災害時はTEC-FORCEを被災自治体に支援出動
させる行政機能を担う省です。

経済産業,地域産業,通商,貿易経済,鉱業,エネル
ギー,中小企業の政策と特許など所管し,災害時
は電力,ガス,熱供給,工業用水道の確保･復旧や
被災事業者,地域経済等の状況把握及び復旧･復
興施策の検討,避難所必要品の手配などをする
行政機能を担う省です。

官邸・1府11省1庁(2庁) 内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通
省、環境省、防衛省（国家公安委員会(警察庁)）の取組み内容に対し情報を得ながら事前対策と災害時の支援を受ける。

第1節 防火・防災管理から見る府省庁について（府省庁の紹介）

第五章

発生時の事前計画

発生前の予防対応
（建物の共用部）
（契約している部分
の自己管理）

第2節 みんなで協力すること

第五章

防火・防災管理に関わるその他の法律・条例

内閣府

・法務部
・知財管理部
・内部監査

・林野庁
・水産庁

・中央労働委員会

・文化庁・スポーツ庁

・国税庁

・食堂
・販売部
・食品商品開発部

・組合
・労働管理部
・医療部
・福祉部

・広報部
・教育部
・技術部
・研究部
・ＣＳＲ部

・財務部
・経理部
・購買部

・海外営業部
・海外マーケティング部

国民保護法

海岸法

大規模
地震対策
特別措置法

1959年(昭和34年)の伊勢湾台風を契機として1961年(昭和36年)に制定された、我が国の災害
対策関係法律の一般法である。
指定行政機関と指定公共機関、指定地方公共機関に対して防災基本計画に基づき防災業務
計画を作成すること。都道府県や市町村に対して地域防災計画を作成することと定めてい
る。
（目的）第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する
ため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必
要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害
応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定める
ことにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維
持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

1974年岡山県水島コンビナートで瀬戸内海に大量の重油が漏洩したことにより法律が制定
された。大量の石油又は高圧ガスを取り扱う事業所及び一定数量以上の危険物の貯蔵・取
扱い又は処理等を行う事業所は「特定事業所」と呼ばれ、火災や漏洩などの対処が出来る
よう自衛防災組織の設置や防災資機材等について定めている。
規制を受ける特定事業所は32都道府県83地区672事業所（2018年）が指定されている。
（目的）第一条 この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にか
んがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法（昭和二十三年
法律第百八十六号）、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、災害対策基本法
（昭和三十六年法律第二百二十三号）その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コ
ンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推
進を図り、もつて石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び
財産を保護することを目的とする。

建築物の敷地・設備・構造・用途についての基準を定めた法律。
建築をする時は、都市計画関連法・住宅関連法・耐震改修促進法 ・バリアフリー法・省エ
ネルギー法 ・消防法などと相まっており、建築する場所や建築物によって他の法律と連携
が取れているか建築主事による建築確認を通して確認が求められる。
（目的）第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を
定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
（用語の定義）第二条
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・、
これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設
ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設・・・をいい、建築設備を含
むものとする。
ニ 特殊建築物 学校･･･病院、劇場、観覧場、･･･類する用途に供する建築物をいう。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙
若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

石油コンビ
ナート等
災害防止法

建築基準法

災害に関する法律

防火・防災管理に関わるその他の法律・条例

・災害対応法律
・組織運営判断
・外国人
・帰宅困難者対策

・総務部
・ファシリティ部
・施設管理部

・復旧/振興
・地域
・帰宅困難者対策

・災害対策本部
・意思決定
・帰宅困難者対策

・災害計画/訓練
・施設情報/通信管理
・災害活動後方支援
・火災
・避難/安否確認
・帰宅困難者対策

・復旧
・振興部
・地域部

・理事会
・取締役会
・委員会

・防災センター
・災害対策本部室

災害対策
基本法

第3節

第五章

・出入国在留管理庁
・公安審査委員会
・公安調査庁

・公害等調整委員会
・消防庁

・公正取引委員会･国家公
安委員会･個人情報保護委
員会･カジノ管理委員会･
金融庁･消費者庁･(宮内庁)

・本部
・本社
・理事幹部室
・取締役室
・職員室

官邸・1府11省1庁(2庁) と企業や組織との見比べ

防衛装備庁

・原子力規制委員会
・原子力規制庁

・運輸安全委員会
・観光庁・気象庁
・海上保安庁

・資源エネルギー庁
・特許庁
・中小企業庁

・セキュリティ部
・内部調査部

・ＩＴシステム管理
・情報部
・支援部

・生産部
・品質保証部

・情報収集
・被害確認と措置
・避難場所
・応急処置
・安全防護
・帰宅困難者対策

・立地マーケティング部
・資材部
・工事部
・開発企画部
・店舗運営部

・情報収集/通信
・トラブル防止
・救出/火災
・地域
・避難誘導
・帰宅困難者対策

・情報収集
・被害確認と措置
・安全防護
・救出/火災
・避難対応
・帰宅困難者対策

・情報収集
・被害確認と措置
・ゴミ
・動物
・避難場所対応
・帰宅困難者対策

・情報収集
・必需品補給
・被害確認と措置
・避難対応
・帰宅困難者対策

・販売管理部
・営業部
・販売マーケティング部

出典：シンボルマークは各省庁HPから

1974年伊豆半島沖地震が発生し1976年に東海地震の震源域が空白域になっているのが指摘され、
東海地震が注目された。1978年伊豆大島近海地震が発生し東海地震の緊迫性があり同年に制定
された。中央防災会議は地震防災基本計画の作成、指定行政機関・指定公共機関は地震防災強
化計画を防災業務計画に追加を定めるように規定され、地震防災対策強化地域の指定等がされ
ている。指定場所は、内閣総理大臣により告示行為で公示されている。
（目的）第一条 この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護
するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関
する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めること
により、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ
とを目的とする。
第三条 内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内に
おいて大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に
関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）
として指定するものとする。2,3省略 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定を
したときは、その旨を公示しなければならない。5省略

海岸法は1956年、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護する
ことを目的に制定た。
防災・減災対策の推進「津波、高潮などの海岸災害からの防護」、水門・陸閘等の安全かつ確
実な操作体制の確立、海岸保全施設の適切な維持管理、地域の実情に応じた海岸の維持管理の
充実させる海岸管理の制度です。
（目的）第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海
岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国
土の保全に資することを目的とする。

正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。
武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・
武力攻撃災害への対処等の措置が規定されている。
（目的）第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財
産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするこ
との重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避
難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他
の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と
独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成十五年法律第七十九号。以下「事態対
処法」という。）と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等にお
ける国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。

・災害備蓄品
・食の情報収集
・帰宅困難者対策

・救護/負傷者
・感染
・災害備蓄品
・衛生対応
・高齢障害者対応
・帰宅困難者対策

・災害情報収集
・広報
・児童/幼児
・緊急地震速報
・災害訓練
・帰宅困難者対策

・災害復旧費用判断
・支援金
・組織財政運営判断
・帰宅困難者対策

・海外応援
・外国人
・海外受入
・国際援助
・帰宅困難者対策

第1節-2 防火・防災管理から見る府省庁について（府省庁との比較）

第五章

委員会と庁の長官が担当す
る行政事務について、法律
に基づいて発する命令で
す。

規格省令

震災条例
（例 東京都震災対
策条例）

（例 東京都帰宅困
難者対策条例）

帰宅困難者対策

例；東京都

規則

内容：火災予防条例で定めている
部分に対し場所や範囲及び種類の
詳細、届出書などの様式がなどが
定められています。

市町村火災予防条例施行規則

(目的) 第一条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、応急及び復興に係る対策(以下「震災対策」という。)に関し、都民、事業者及び東京
都(以下「都」という。)の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的
かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする。
(基本的責務)第九条 事業者は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業及び都民が行う第五十七条の地域協働復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に
当たっては、その社会的責任を自覚し、震災の防止並びに震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。
(事業所防災計画の作成) 第十条 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画
(以下「事業所防災計画」という。)を作成しなければならない。

各自治体でも制定されている震災条例ですが、ここでは東京都の紹介をします。
東京都では、昭和46年10月に公布された「東京都震災予防条例」を平成13年4月に全部改正し「東京都震災対策条例」を施行しました。
そして、第10条で計画を作成するよう定めています。計画の作成は消防計画で計画し消防署へ届出している事業所は計画済みとなります。

(目的) 第一条 この条例は、大規模な地震その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しが
ない場合において、多数の帰宅困難者(事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する者等で徒歩により容易に帰宅すること
が困難なものをいう。)が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するために、東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者(事業を行う法人その他の団体又は事
業を行う場合における個人をいう。以下同じ。)の責務を明らかにし、帰宅困難者対策の推進に必要な体制を確立するとともに、施策の基本的事項を定めることにより、
帰宅困難者対策を総合的かつ計画的に推進し、もって都民の生命、身体及び財産の保護並びに首都機能の迅速な回復を図ることを目的とする。
(都民の責務) 第三条 都民は、大規模災害の発生に備えて、あらかじめ、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒
歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うよう努めなければならない。
(事業者の責務) 第四条 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時にお
いて、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、・・・（省略）努めなければならない。
3 事業者は、管理する施設の周辺において多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するため、都、区市町村、他の事業者その他関係機関及び
当該施設の周辺地域における住民との連携及び協力に努めなければならない。
4 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者の施設内での待機に係る方針、安全に帰宅させるための方針等について、東京都震災対策条例(平成十二年
東京都条例第二百二号)第十条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において明らかにし、当該計画を従業者へ周知するとともに、定期
的に内容の確認及び改善に努めなければならない。

各自治体でも制定されている帰宅困難者対策ですが、ここでは東京都の紹介をします。
東京都では、平成23年3月11日の東日本大震災で、鉄道・バス等の運行停止により、帰れない・移動が出来ない人が多く発生しました。（帰宅困難者）
このため、職場や買い物から帰る人が駅周辺や道路に溢れ大変混雑しました。
こうしたことから都は、｢自助｣、｢共助｣、｢公助｣の考え方に基づき、帰宅困難者対策を総合的に推進する条例を平成24年3月に制定し、平成25年4月に施行しました。
そして条例第４条３で帰宅困難者への対応について責務を定め、第４条４で計画を作成するよう定めています。
計画の作成は消防計画で計画し消防署へ届出している事業所は計画済みとなります。

内容：規格省令や地方自治法に基
づき各市区町村で自主的に火災予
防上市区町村内の安全性のために
法令に加えて規制すべき物や資格
と認定等を定めています。

市町村火災予防条例

条例

消防法 第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消
防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
２ 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止
又は人命の救助に協力しなければならない。
３ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、・・・・省略。
消防法施行規則（応急消火義務者）第四十六条 法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害そ
の他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる
者で、火災の現場にいるものとする。
一 火災を発生させた者
消防対象物とは・・・防火対象物に入っ
二 火災の発生に直接関係がある者
ていない物も含んた物。（広義的）
三 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

消防法 第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報し
なければならない。
すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

消防法第二十二条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状
況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報し
なければならない。

消防法 第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から
保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切
に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

防火・防災管理に関わるその他の法律・条例

第4節 市⻑村等の震災条例

第五章

措置命令等を発した場合における公示の方法、
防火管理者等・消防用設備等又は特殊消防用設
備等・防火対象物の用途の指定・消防用設備等
に関する基準（消火設備・警報設備・避難設
備・消防用水消火活動上必要な施設）・消防用
設備等又は特殊消防用設備等の検査・点検等、
消防設備士・消防信号・指定消防水利・特殊消
防用設備等の性能評価等・応急消火義務者等・
救急隊の編成の基準など

内容：場所や範囲及び種類の詳細、届出書など
の様式がなどが定められています。

消防用設備等に関する基準
（消火設備・警報設備・避難設備・消防用水消
火活動上必要な施設・防火安全性能を有する消
防の用に供する設備）防火対象物の指定、消防
用設備等の検査及び点検、消防設備士、救急業
務など

内容 消防法で委任された事項について決めた
部分をより詳細に定めています。

火災の予防・危険物・消防の設備等・消防の用
に供する機械器具等の検定等・火災の警戒・消
火の活動・火災の調査・救急業務など

内容 火災・災害対応の国民の義務や公設消防
隊・消防団・救急隊の活動・罰則などが定めら
れています。

その他に運用面の詳細は、告示、訓令、通達、通知、例規（質疑応答の
内容）等で文書において命令及び定め基準の統一が図られています。

各省庁の大臣が発する命令で
す。

危険物の規制に関する規則

消防法施行規則

省令

内閣が制定する命令です。

危険物の規制に関する政令

消防施行令

政令

国会が制定する命令です。

消防法

消防法

このような事が定められています。防火・防災管理者が作成する消防計画の自衛
消防隊は、このような法律を基本に計画しています。

防火・防災管理に関わるその他の法律・条例

第2節 消防法・市町村等の火災予防条例について

第六章

火災編

活動

非常放送鳴動

火災

避難場所確保

防火・防災管理として行う訓練

設置

いつでも避難
できる体制

避難誘導

事業影響分析
継続戦略
継続計画
演習・維持管
理

訓練・維持管理
発生時の対応

消防計画

(本社・工場等)

業務

火災・災害の発生

自衛消防組織

対策本部

災害宣言

被災状況の
判断（中断時間）

復旧回収

再開 －重要な業務
（被災地以外）

事業継続作業

インシデント
マネジメント(IMS)

公的機関
の活動

（避難、連絡、判断等）

復帰戦略

安全・安心

事前に作成
脅威にならない

完全復帰

評価

C:Check
E:Exercise …

T:Training

E:Education

A:Awareness

演習

訓練

教育

意識/気づき

A:Act

D:Decide

O:Orient

O:Observe

実行

決定

適応

観察

ポイントです。
①消防計画の自衛消防隊とBCP/Mで動く人は別になっているか。
②避難をする場合どうするか。
③帰宅困難者対策を踏まえた２４時間×３日対応について考えら
えているか。
④情報収集と情報記録はビル側と連携が取れているか。

改善

実行

A:Action

計画

D:Do

訓練方法は、テーブルトップ訓練、ブラインド訓
練、部分訓練、シナリオ訓練、実戦訓練など。

①現在いる人で出来るかためす
②細かく指示をしなくて出来るかためす
③どのくらいの時間で出来るかためす
④時間内でどこまで出来るかためす
⑤災害付与と評価をするトレーナーをまじえる
ＰＤＣＡサイクル
ＡＥＴＥサイクル
ＯＯＤＡループ

訓練実施は以下の方法で実施するのも良い。

P:Plan

重要業務(被災地以外)

緊急対応（人命安全、資産保護、インフラ回復）

目標復旧時間（RTO）：納期

火災・災害の前

エスカレーション手順

体験訓練

法律で定めている防火・防災管理の運営は、建物に
人がいる以上、火災や他のニ次被害防止対応につい
て常に考えておき、人員配置や設備配置が必要で
す。

（BCP ＝ Business Continuity Plan）
（BCM ＝ Business Continuity Management)

消防隊到着

本部設置

ら消防隊到着までの一
連の流れが必要です。
また作動した設備の復
旧対応も部分訓練を含
めてしていると良いで
す。

消防法による消防計画とBCP／M（事業継続計画/マネジメント）
事業継続は従業員やお客様対応においてとても、日本経済にとってもとても大事です。

第2節 ＢＣＰ/Ｍと消防計画が関わる訓練

第六章

救護所

訓練のポイントです。
①避難場所は誰が対応し目印は？
②避難時間はどのくらいか？
③消防活動の設備操作方法や記録方法は？
④設備の復旧は誰がするか？
（スプリンクラー放水停止・放送音、ベル停止）
関係機関へ連絡、けが人病院対応、マスコミ対応

自衛消防隊
・本部隊活動
・地区隊活動
・公設消防隊活動
警察・電力会社・ガス
会社・設備会社 連携

消防法では特定防火対象物は年に２回以上、非特定防火対象物は年に１回以上の火災訓練を定めています。
（消火・通報・避難）
火災発生を認知してか

防火管理者を定める事業所

防火・防災管理として行う訓練

第1節-1 消防法で定めている訓練

第六章

⑫

①⑨⑫

⑦

対処する場所が多いため公設消防隊は全ての対応が出来ません。

地域や行政と連携する訓練

防火・防災管理として行う訓練

③⑥

⑤

緊急地震速報鳴動

災害編（地震・津波）

②⑦⑧

避難場所

避難訓練のポイントです。（自身が負傷しなかった想定です）
①何をしてから避難を開始するか。
②避難をしてから何をするか。
③年齢や運動能力により避難時間は変わる事を考慮しておく。
④避難判断は事業所の位置や様態により変わりる。
⑤災害種別や状況により垂直避難や地下避難がある。
⑥安全であれば避難待機がある。
⑦避難場所が周辺状況から判断して安全か誰かが確認する。
⑧避難場所に全体の避難者を想定し入れるかイメージする。
⑨閉じ込められ避難が出来ない？
⑩河川、山林、海の場合は？
⑪気象状況による避難はどうするか？
⑫避難が出来ない方への対応はどうするか？ など

建物屋内

屋外

このような部分も事前に設計・計画されていると、災害に備えた訓練もス
ムーズに出来ることになります。

考えてみよう
誰がどのタイミングでどこへ避難誘導をすれば良いでしょう？
①避難場所は安全か？
②自分たちが座れる場所はあるか？
③天候や日中夜間対応？
④トイレ事情はどうする？

避難が必要なのかの判断や、本当に避難が必要な場合は出来る限
り自分たちの事は自分で対処出来る物を持って避難し、避難後は
行政と連携し周辺対応に協力出来るように訓練をしましょう。

行政も被災している場合は、大規模なイベント（コンサートやス
ポーツ観戦）のように、すごい数の人や他の対応がありますの
で、数人で全員の対応は出来ません。

行政も地域や事業所の協力が必要な災害対応の一つに避難があり
ます。

・災害発生直後から災害復旧までの時間軸で必ず求められる避難対応（避難する側になる場合と避難者受け入れす
る場合）は、普段の社会活動（営業・スポーツ運営・飲食・医療・商品販売・コンサート・祭り・屋台等のイベ
ント運営や接客対応などをする経験がある方は自ずと出来ます。

・建物に居る方が地域や行政と連携出来る訓練の一つに、避難をした場合と避難者を受け入れる訓練があります。
火災・救出救護の応援や交通誘導補助、時間が経つにつれ地域の安全巡回、ゴミ対応など様々あります。

第3節

第六章

④⑦⑩

⑪

防災管理対象物では年に１回の災害訓練を定めています。
非常放送鳴動
（避難のみ）

防災管理者を定める事業所

防火・防災管理として行う訓練

第1節-2 消防法で定めている訓練

終

章

課題

設置

章

課題

誰がどこへ誘導？

避難場所確保

都市計画での設計では、
何名入る？
いつまでいれそうか？
座れる場所などは？

操作方法は？

非常放送鳴動

資機材持って
入れる？

JISG三四四六(機械構造用ステンレス鋼鋼管)
JISG三四四八(一般配管用ステンレス鋼鋼管)
JISG三四五九(配管用ステンレス鋼鋼管)
JISG四三〇三(ステンレス鋼棒)
JISG四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
JISG四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
JISG四三〇八(ステンレス鋼線材)
JISG四三一四(ばね用ステンレス鋼線)
JISG四三一五(冷間圧造用ステンレス鋼線)

蝶番
ピン
ボルト
ナット
ワッ
シャー
リベット

建設業やハウスメーカー、設計デザイン会社や工具メーカーと委員会を設置し一定の効
果が出る計算式や床又は天井・壁裏の梁等にボルトを固定できる仕組みを共通した基準
を作っておく必要性があるのではないかと考えられる。

マンションや個人住宅の住む人が固定対策は出来るだろうか。
みなさんのお住まいの家はどうだろうか。

避難器具用ハッチを埋め込む場合の床又はバルコニー等は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋
コンクリート造とするほか、避難器具用ハッチの固定用のボルト、ブラケット及びフック等(以
下「ブラケット等」という。)の強度は、次の式を満たすものであること。
F／N＜S
F：固定部に発生する応力(キロニュートン)
S：材料の許容せん断荷重(キロニュートン)
N：ブラケット等の数。ただし、N≧4であること

材料

部品

消防法では消防設備の設置にあたり固定対応の法律基準がある。
避難器具の設置を例の抜粋を以下に記載する。

既存の事業所では、転倒・可動・落下防止を率先して対応しているが、どのレベルの対
応が固定に関する強度が必要かの基準はない。

どこへ着けよう！！

1 .0

1 .0

ボルト
せん断応力
τ

ボルト
引抜力
Rb

判定項目

Rb =

Fh

2

+
n

(Wg + Fv )

2

τ=Q/A

4 5 0.0 ［kg/cm2］

τb

許容ボルトせん断応力

2 5 0.0 ［kg］

Ta

>

>

判定内容

τ=

3 0 .7 1 ［kg/c㎡］

せん断応力 τ

問題な し

問題な し

結果

3 0.7 1 (kg/ｃ㎡）

1 8.0 3 (kg/本）

アンカーボルトの

1 2 .5 5 ［kg］

引抜力 Rb

アンカーボルト

18.03/0.785=

Q= SQRT(40^(2)+(40+20)^(2))/4=

Q =

1 2.5 5 (kg/本）

Fh * ( l 2 − l 2 g )
(Wg + Fv ) * l 3 g
+
l 2 * nt1
l 2 * nt1

1.0

Rb＝ 40*(94-47)/(94*2)+(40+20)*8/(94*2)=

許容ボルト引抜力

★ 4. アンカーボルトの判定

ボルトせん断応力
τ (kg/ｃ㎡）

ボルトせん断力
Q (kg/本）

ボルト
引抜力
Rb (kg/本）

★ 3. ボルト強度の計算

2 0 kg

FV＝（1/2）*Fｈ＝

＝
4 0 kg

Fｈ＝Kｈ*Wｇ＝Z*Ks*Wｇ＝

× 1.0

（通常の電気設備条件より設定）

（通常の建設設備機器条件より設定）

垂直地震力

Kｈ＝Z*Ks＝ 1.0

Z＝

Ks＝

ビル最上階に設置する・・・（表1より・・・震度クラスBとする。）

水平地震力

設計用水平震度

地震地域係数

設計用標準震度

設置位置

★ 2. 地震力条件及び計算

例として、固定する素材により以下のような計算式が提示されると良い。
※数字は例です。

消防活動の障害にならないか？

体験訓練

防災センターとの距離？

消防隊到着

本部設置

火災延焼中の建物からの距離は大丈夫か？

建物内の被害想定はど
うなる？

入れる？

ホバリングスペースの操作や誘導員は？

火災事例を通した訓練を踏まえ
デザイン設計と緊急対応設計のバランスはどうだろうか？

第2節-2 災害（地震）転倒・可動・落下防止②

終

ブルーシートや搬送物置き場は？

救護所

本部隊の装備置き場や対策本部
は１０人ほどが入れるスペース
があるか？

警察・電力会社・ガス会
社・設備会社 連携

自衛消防隊
本部隊活動
地区隊活動
公設消防隊活動

第1節 火災対応

終

章

課題

章

課題

建築基準法も保管場所や仮設トイレ
は面積に含まない運営も検討が必要
かもしれない。

消防法も機械室やパイプスペースに
備蓄品の表示している部分には保管
が出来るなどの特例の措置が必要か
もしれない。
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全てのエリアで、避難方法対応の共通する部分がある。
①屋外や屋上は 炎天下、雨の時は難しい。
②屋内は発熱のある病気の方は、何のウィルス系なのかも分からない
③春・夏・秋・冬で建物避難の対応は変わる。
基本は自己判断で建物内に入らせてもまらうようにしないと「安全管理義
務」を建物側に強要されれば、安全対策は何もできない状況となる。

避難場所

①デザインも踏まえながら、災害が発生した場合、避難や救助活
動に支障がないかなど出入口を含めてバリアフリーになっている
だろうか。
②屋上避難、屋外避難、一時待機場所と通路の導線はどうだろう
か。
③災害時に困る事案に対して設備などの対応はできているだろう
か。（水害・トイレ・電気関係）
④固定対策が出来る工夫はあるだろうか。
⑤ＥＬＶ脱出口や構造は工夫できないだろうか。
⑥館内情報提供機器の使用時間はどうだろうか。

40
45
60
70
90
100

埋込長
L（mm）

塔屋2F
塔屋1F
6F
5F
4F
3F
2F
1F 地上
B1F
B2F

適用階の区分

ポイント
災害対応は普段からの労災防止や緊急対応に有効です。
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上層階の定義・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中層階の定義・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中層階とする。

対処する場所が多いため公設消防
隊は全ての対応が出来ません。

非常放送鳴動
緊急地震速報鳴動
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建築設備機器の耐震クラス
震度クラスA
震度クラスB
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（ ）内の値は地階及び1階（地表）に設置する水槽の場合に適用する。

地階及び1階

中間階

震度クラスS

設計用標準震度（Ks）

上層階、
屋上及び塔屋

災害事例を通した訓練を踏まえ
デザイン設計と緊急対応設計のバランスはどうだろうか？
後で改善すると莫大な費用が掛かる。

第2節-3 災害対応

終

自立タイプ（冷蔵庫・棚）

初めから冷蔵庫・棚・仏壇など
倒れる事例がある場所には壁に
固定又は可動防止措置が出来る
ように作っておく検討が、設計
の段階で必要ではないかと考え
られる。

第2節-1 災害（地震）転倒・可動・落下防止①

終
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課題

国連本部（New York ）

人が利用する建造物・住まいがある以上、防
火管理・防災管理は必要です。
先進技術を駆使したまちづくりは、自然環境
維持 ・防災対策 などを踏まえて福祉や生活・
働く環境を整えてことにつながります。
沢山の法律やその他のルールを理解し、過去
からの伝統や複合的な他分野の取り組みを通
し、今後の防火・防災管理を見出して頂けれ
ばと思います。

表に17ゴールに対しての防火防災管理
に共通する部分を記載しましたので、
今後の取組みに活かして下さい。

このような取り組みが成功し、いずれ防火・防災管理の運営がグロバルスタンダードと
なれば、目標17 ［実施手段］となり、管理計画を通し目標16の 【平和】を維持する事
にもなります。
どこの国へ旅行しても勤務しても安全と安心が受けられる日が来ることになります。

例えば、建物を建てる前からの建物や都市計画の設計と建築後の防火防災管理の運営計
画がかみ合うと目標11の【持続可能な都市】の実現も可能であります。

全世界で取り込まれているこの17ゴールすべてが防火・防災管理の運営に必要な考え方
です。

目標１７

実施手段

和

陸上資源

目標１４
平

海洋資源

目標１４

目標１６

気候変動

持続可能な消費と生産

目標１２
目標１３

持続可能な都市

目標１１

ｲﾝﾌﾗ,産業化,ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

目標９
不平等

経済成長と雇用

目標８

目標１０

ｴﾈﾙｷﾞｰ

目標７

水・衛生

育

目標６

教

目標４

険

餓

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ

保

目標３

目標５

飢

目標２

困

項目
貧

目標１

番号

国や⺠間も共通して考え取組みを進めてみること

「ＳＤＧｓ」（エス・ディー・ジーズ）（Sustainable Development Goals（持続可能な開
発目標））は、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でよりよ
い世界を目指す17のゴール・169のターゲットからなる開発目標です。(2020年12月時
点）

第3節
共通して考え取組みを進めてみること

防火・防災管理

防火・防災管理

火災・災害発生予防

火災・災害発生予防

火災・災害発生予防

火災・災害発生予防

防火・防災計画

被災・避難時の対応

火災・災害発生予防とライフライン

ＢＣＰ/Ｍとの連携対応

火災・災害発生予防とライフライン

ウィルス対応、ライフライン

ダーバーシティ教育、避難者対応

ダーバーシティ教育、防火防災教育

火災・災害発生後の復旧対応/費用

被災・避難時の対応

被災・避難時の対応

１．マンション防災の悩み

基本がわかればマンション防災は難しくない

マンション防災のアプローチと防災力診断

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

決

策

マンション防災の基本ステップを理解する
リスクから見た防災力を評価する
組織の問題点所在の把握と対応
マンション防災推進部門と居住者、
双方からの解決を考える

防災に取組んでいるが、
いざ地震が来た時本当に役に立つかが不安
マンションの防災組織がうまく機能しない
居住者の防災意識が高まらない

マンション防災の構成要素を理解する

解

マンションの防災が
どの程度進んでいるかが分からない

何から手を付けて良いかがわからない

マンション防災の悩み

１．マンション防災の悩みを解決する防災力診断

１.マンション防災の悩み

目次

基本がわかればマンション防災は難しくない

１. マンション防災の悩み
２. マンション防災の視点
３. マンション防災取組の基本ステップ
４．マンション防災の推進事項
５. マンション防災力診断の活用
６. 総 括

３. マンション防災取組の基本ステップ

基本がわかればマンション防災は難しくない

２. マンション防災の視点
.

基本がわかればマンション防災は難しくない

２．マンション防災の視点

建物 設備
備蓄 資機材

ハード

助

助

助

イベント サークル活動

[コミュニティー]

表札 挨拶 ボランティア

[個人の意識]

ハート

公

（復旧・復興）

被災数ヶ月後

【ステップ1】 防災取組気運が出てくる
【ステップ2】 防災組織ができている
【ステップ3】マンションの防災活動を推進している
【ステップ4】 居住者への防災意識が浸透している
【ステップ5】 中長期の防災防災計画と実施可能な予算計画があり
被災時を想定した規約改正が行われている

１.マンション防災取組 5つの基本ステップ （その１）

体制 制度 規約
訓練 マニュアル
情報 予算 名簿

ソフト

共

（生活の維持）

（生命の維持）

自

被災数日後

被災直後

３. マンション防災取組の基本ステップ

実施内容
（何 を）

実施部門
（誰 が）

フェーズ
（い つ）

１.マンション防災 ３つの視点

防災組織の活動内容を理事会や自治会と話している

防災組織の人員を募集している

どのような組織でやっていけば良いか話し合っている

月１回程度の定期的打合せが行われる

独立した防災専門組織がある

自治会・理事会内に防災担当部門がある

・居住者向けマニュアル
・対策本部向けマニュアル

居住者の安否確認訓練を行っている

対策本部の立上げ訓練を行っている

レベル1

レベル2

レベル3

レベル3

レベル2

レベル1

被災時のマンションルールが居住者に浸透している

居住者向けの定期的情報発信や防災訓練・勉強会を実施

居住者の飲食料備蓄や家具転倒防止の調査を行っている

【ステップ4】 居住者への防災意識が浸透している

【ステップ3】 マンションの防災活動を推進している

マンションで使うマニュアルができる

５.マンション防災取組の基本ステップ （その５）

３. マンション防災取組の基本ステップ

レベル3

レベル2

レベル1

４.マンション防災取組の基本ステップ （その４）

３. マンション防災取組の基本ステップ

レベル3

レベル2

レベル1

【ステップ2】 防災組織ができている

【ステップ1】 防災取組気運が出てくる

３. マンション防災取組の基本ステップ

３.マンション防災取組の基本ステップ （その３）

３. マンション防災取組の基本ステップ

２.マンション防災取組の基本ステップ （その２）

・⼤規模修繕の積立費用の流用が可能
・複数棟の建物の被害状況に差異がある場合でも共通の積立金で対応可能

復旧・復興を想定した管理規約がある

・被災時の無断入室が可能
・入室時に破損した場合の管理費からの費用補填が可能

被災直後の安否確認を想定した管理規約がある

・旧耐震基準の建物の補強・地下電気設備の浸水対策

⼤規模修繕を想定した⻑期防災計画がある

飲⾷料・⽣活物資
救命･搬送・対策本部資機材
電気設備の耐水性能

【設 備】

建物の耐震性能

マンション防災
推進組織

【備蓄・資機材】

【建 物】

ハザードマップ

居住者対応

【組 織】

【環 境】

【居住者】

１．マンション防災 ６つの推進事項

４．マンション防災の推進事項

レベル3

レベル2

レベル1

【ステップ5】 中⻑期の防災防災計画と実施可能な予算計画があり
被災時を想定した規約改正が行われている

６.マンション防災取組の基本ステップ （その６）

３. マンション防災取組の基本ステップ

境

ハザードマップの存在を知っている

項 目１

ハザードマップでマンションへの影響度を
調べている

項 目２

項 目3
ハザードマップによる影響と対応について、
居住者に告知している

ハザードマップによる地震･水害･広域火災への対応

環 境

ハザードマップによる地震・水害・広域火災への対応

４．マンション防災の推進事項

１.環
..

４. マンション防災の推進事項

基本がわかればマンション防災は難しくない

物

項 目１

項 目２

項 目3

建物の耐震・冠水診断を実施し、建物の 耐震･冠水診断に基づき、建物改修を計
脆弱性の有無を把握している
画又は実施している

項 目２

被災時を想定した資機材の準備や飲⾷料･⽣活物資の備蓄
項 目3

居住者に飲⾷料やトイレ⽤品等⽣活物 被災時を想定した救出･救命･応急処 対策本部向資機材（本部要員⽤ビブス
資の備蓄を依頼している
置･搬送や建物破損対応の資機材を備 照明設備 発電機 トランシーバー等）を
蓄している
備蓄している

項 目１

備蓄･資機材

被災時を想定した資機材の準備や飲食料･生活物資の備蓄

４.備蓄・資機材

４．マンション防災の推進事項

建物の耐震･冠水診断を検討している

建築時期による耐震性能や建物1階の脆弱性への対応

建 物

建築時期による耐震性能や建物1階の脆弱性への対応

２.建

４．マンション防災の推進事項

備

項 目２

電気設備の冠水リスク、貯水槽等の固定状況、エレベーターの耐震性能
項 目3

織

項 目２

項 目3
管理組合や⾃治体内に防災担当がいる、防災組織が月1回程度以上の打合せを 被災時を想定した、防災組織と居住者
もしくは防災専門の推進組織がある
⾏い、具体的課題に取り組んでいる
が連携した活動が可能な状態にある

項 目１

マンションの防災体制構築と被災時を想定した対応状況

組 織

マンションの防災体制構築と被災時を想定した対応状況

５.組

４．マンション防災の推進事項

電気設備の冠水やエレベーター･貯水槽･ 電気設備の冠水やエレベーター･貯水槽･ 電気設備の冠水やエレベーター･貯水槽･
給湯器等の耐震診断を検討している
給湯器等の耐震診断を実施している
給湯器等の耐震対策を計画又は実施し
ている

項 目１

設 備

電気設備の冠水リスク、貯水槽等の固定状況、エレベーターの耐震性能

３.設

４．マンション防災の推進事項

項 目２

項 目3

④目標達成のための実施項目とスケジュール管理ができ
予算計画が立てやすくなる

③リスクに対する難易度を把握できるので、短中⻑期
計画が立てやすくなる

②防災に関する６項目の実施状況の目標管理ができる

①防災組織５段階のステップ向上の為の目標管理ができる

１.マンション防災の目標管理ができる

５. マンション防災力診断の活用

数⽇分以上の飲⾷料やトイレ⽤品の備 過半数の住居が、家具の転倒防⽌を実 家族の間で安否確認の方法を決め、訓
蓄を⾏っている（居住者調査が必要） 施している（居住者調査が必要）
練を⾏っている（居住者調査が必要）

項 目１

居住者の防災意識 飲⾷料備蓄や家具転倒防⽌ 家族間の安否確認対応

居住者

居住者の防災意識 飲食料備蓄や家具転倒防止 家族間の安否確認対応

６.居住者

４．マンション防災取組事項

⑥継続的にPDCAでの展開が可能になる

⑤プロセス管理ができるので、進捗状況が把握できる

④翌年度の実施計画への織り込みが可能になる

③[できていない事]に対する原因究明が可能になる

②継続的に定点観測する事で
[できている事][できていない事]が把握できる

①定点観測が可能になる

.

２.マンション防災進捗状況の確認ができる

５. マンション防災力診断の活用

５. マンション防災力診断の活用

基本がわかればマンション防災は難しくない

➁短中⻑期に伴う予算計画の策定
➂理事会・居住者との情報共有と理解
➃理事会・総会での承認

・⻑期計画：⼤規模修繕時を想定した⼯事を伴う防災計画

・中期計画：ここ数年間で実施可能な防災計画

・短期計画：仮に今地震が起きても対応できる内容

➀防災計画を立てる

５.防災計画を立て予算取得がしやすくなり計画的な推進が可能

５. マンション防災力診断の活用

①共通の尺度で測定が可能になる為、
他マンションとの比較が可能になる

①マンションのリスクが何処にあるか客観的データーで説明ができる
②理事会に、マンションとしてやるべき事が具体的に提案できる
③居住者に対して他マンションなどの事例も交え、
問題点を説明する事で共感が得やすくなる
④⻑期計画も含めマンション防災力強化の指針が提案可能になる
⑤マンション（防災推進部門）と居住者の連携が取りやすくなる
⑥結果として、マンション防災計画の円滑な推進が期待できる

５. 総

括

基本がわかればマンション防災は難しくない

⑥結果的に地域貢献や活性化に繋げられる可能性がある

⑤行政に対し地域マンションの発言権を行使する事が可能になる

④地域マンション同志の連帯や被災時の
共同運営に繋げていく事が可能になる

③他マンションとの交流を通じ、
問題解決の糸口を掴むことができる

②比較する事で、自マンションの強い点、弱い点が把握できる

３.他マンションとの比較ができる

５. マンション防災力診断の活用

４.居住者や理事会へ客観的な防災力情報を提供できる

５. マンション防災力診断の活用

括

括

④リスクから見たマンション防災を考える

③マンション防災の推進事項を実施する

②マンション防災のステップを考える

①マンション防災の仕組みを理解する

総

５. 総
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⼾建住宅とマンションの違いを考える

１.そもそもマンションとは

マンション防災取組の基本を考える

マンション防災の基本

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

マンションの歴史はまだまだ浅く、垂直の街のイメージは捉えにくい

縄文時代からの4千年を1日とすると1953年は20分前

日本人に刻み込まれた戸建住宅の遺伝子

１.日本人の住居の歴史とマンション

１.そもそもマンションとは

目次

マンション防災取組の基本を考える

１. そもそもマンションとは
２. リスクから考えるマンション防災
３. マンション防災の課題
４. マンション防災取組の基本パターン
５. マンション防災取組事項とリスク
６. 総 括

△ 古くからの街と新興住宅地で差がある

× 密室で外部からの判断が困難

△ 近所付合は乏しいが、潜在的な組織⼒はある

× エレベーターが停⽌し⽣活インフラ無しに⻑期
滞在が困難

フェーズ２【被災数日後＝⽣活の維持】

○ 火災は延焼せず発火住⼾内に留まる

○ 建物外で救出要否の判断が容易

○ 倒壊や甚大な被害は少ない

フェーズ１【被災直後＝⽣命の維持】

マンション

× 室内火災が全焼に繋がる

助合い

出

救

○ 避難所での⼊⼿が容易

災

火

× 倒壊や大きな破損

飲⾷料

物

建

⼾建住宅

備

考

マンションの飲⾷料備蓄は必須

マンションは放置される

消防⾞は⽊造家屋優先

救急⾞は⽊造家屋優先

１.リスクから⾒た⼾建住宅とマンションの違い

２. リスクから考えるマンション防災

・1953年 宮益坂ビルディング
・場所は渋谷ヒカリエ、宮益坂に隣接する一等地

２.日本初のマンション

１.そもそもマンションとは

直下型

災害
情報

リ
ス
ク
の
内
容

染
進⾏型

突発型

感

建物火災

浸水･漏電による
電源遮断

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

害
土砂災害
河川氾濫

●

●

●

●

●

●

●

火 災

●

●

●

●

●

噴 火

●

●

●
●

●

●

●

●

●

消化器系疾患

感染症疾患
呼吸器疾患

●

●

●

●

●

津 波

物資供給困難

●

●

●

●

水

●

●

●

●

●

高 潮

集合困難

移動困難

症
●

染

●

●

●

地
震
軟弱地盤 液状化
活断層

建物破損

感

海溝型
災
台 風
害
風水害
集中豪雨
の
種
広域火災
類
噴 火

地 震

因果関係

２.災害の種類とリスクの内容

２. リスクから考えるマンション防災

リスクの視点欠落は足元をすくわれる

２. リスクの視点から考えるマンション防災

マンション防災取組の基本を考える

助

公

炊出しや館内での
融通ができるか
水・⾷料・⽣活⽤品の
住⺠への供給ができるか

・重傷者を⾒つけ出せない
・重症者への対応ができない
・避難所や医療所への搬送
ができない
・医療所で医療処置ができない

安否確認・
救出が可能か
搬送 ・医療活動
ができるか

4日目以降の⽣活物資供給への対応

3時間以内の対応

重症者数（居住者数の0.3％）への対応

時間軸の限界

総 量の 限 界

総居住者数の75％（水3ℓ/日 ⾷料
１㎏/日）供給

継続⽣活の維持

発災直後の⽣命の維持

項目と尺度

【フェーズ１】
(発災直後の対応)
⽣命の確保
【フェーズ２】
（発災数日後）
⽣活の維持
【フェーズ3】
（発災数ヶ月後）
復旧・復興

・居住者の意識
・重症者への対応
搬出・搬送
・パニック デマの対応
・飲⾷料･⽣活⽤品供給
・身体的・精神的苦痛
・犯 罪
・合意形成
・法律・規約
・資⾦調達

・防災体制

・備蓄・資機材

・設備の強度

・建物の強度

自治体からの
供給困難

マンション内の
備蓄が枯渇

自宅の備蓄が枯渇

（活断層 軟弱地盤 液状化 河川氾濫 津波 広域火災）
・耐震基準
（旧耐震基準建物 新耐震基準建物1階部分が駐⾞場等空間対応）
・地下電源設備の冠水対策
・共⽤部分:貯水槽等の耐震補強
専有部分:温水タンク･室外機等の耐震補強
・飲⾷料⽣活物資の備蓄
・対策本部 救命･救出・搬送資機材
・防災体制 制度 規約 訓練 訓練 予算 名簿
・無断⼊室合意形成 医療経験者の事前登録
・防災意識 コミュニティー 飲⾷料備蓄 家具転倒防⽌
・安否確認体制(安だけでなく否・不明への対応) 救出 救命処置
・搬出搬送経路と搬送⼿段の確保
・想定外を想定した対応策の検討と居住者への事前周知
・備蓄日数を超えたときの対応策と事前準備
・精神的･肉体的限界が来る前に疎開などの対応を検討
・飲⾷料略奪や貴重品盗難への対応
・大規模修繕費⽤流⽤等の合意形成
・損壊の修復を想定した規約整備
・大規模修繕積⽴⾦流⽤や地震保険

フェーズ
リスクの視点
リスクへの対応
．フェーズ別マンションリスクの内容
【フェーズ0】
・周辺環境の状況
・ハザードマップの確認と対応

時間軸と総量の尺度

(発災前の対応)

４.フェーズ別マンションリスクの内容と対応

水・⾷料・⽣活⽤品の
備蓄があるか

重篤状態に陥り
身動きできない

【フェーズ２】
発災数日後の継続⽣活維持の限界
判断項目
限界状況

自⼒で救助を
求められるか

【フェーズ1】
発災直後の⽣命確保の限界
判断項目
限界状況

２. リスクから考えるマンション防災

助

助

共

自

自助・共助・公助
の限界防災

「自助」「共助」「公助」の限界

３．限界防災という考え方（その２）

２. リスクから考えるマンション防災

３．限界防災という考え方（その３）

２. リスクから考えるマンション防災

「限界防災」とは、存続可能な”最低限の要件”を⾒つけ出す事で、破
たんに⾄る臨界点が⾒えてくることを考える

「限界集落」という⾔葉がある
集落が維持できる最低限の要件（⼈⼝ 平均年齢など）を満たす事が
できなくなり、集落として限界点に達している集落の事である
その先には廃村と⾔う現実がある

３．限界防災という考え方（その1）

２. リスクから考えるマンション防災

題

内

容

⑤搬送

➃搬出

➂応急処置

➁救出

➀安否確認

防災マニュアル

リーダー
担当者

飲食料

電源

避難路

照明

事

例

対

応

非常階段 、エレベーター
ホール、ロビー、対策本部
室の電源が必要

エレベーターが使えない中、非常階段での対応が可能か 余震が続く中での非難
どうかを考えておく必要がある
は危険を伴う
在宅避難の限界を考え
エレベーターは数日で復旧するとは限らない
る必要がある
1週間もすればマンション内飲食料は枯渇が予想される
避難所で纏めて受け取
が、それ以降の飲食料確保をどのように考えているか
れるとは限らない
被災時の対策本部長候補と昼夜ローテーションの想定
誰がやるか、集まらない
理事や防災委員が集まらない場合の対応の想定
場合どうするかを考えて
防災マニュアルには誰が担当するか、対応可能かの検証 おく必要がある
が必要。防災訓練での対応が難しい場合見直しも必要
「安」だけでなく「否」や「不明」への対応を考えているか
鎖は一番弱いところで切
（防災名簿 連絡手段 無断入室の合意形成 破損時の修 れる
復費用対応 訓練）
複数の負傷者への同時
扉の解錠や救出作業を行える体制は整っているか
対応が求められる
（解錠・救出資機材 人手の確保 訓練 ）
重症者の処置は誰がやるか
（医療従事者の確保 医療資機材 トリアージ 訓練）
階下への搬出体制は整っているか
（搬出器材 人手の確保 訓練 ）
医療所への搬送体制は整っているか
（運搬手段 医療所情報 人手の確保 訓練）

明かりがある前提での行動になっていないか

・リスクの大きさを知った上で取り組む必要がある

(３)優先順位がわからない

・マンション防災の基本ステップを知る必要がある

(２)どのように進めていけば良いかが分からない

・マンション防災取組の視点を知る必要がある

(１)色々言われるが何から手を付けたら良いか分からない

１.何から手を付けたら良いかがわからない

３. マンション防災の課題

シームレスで
繋がっているか

誰が実施するかが
明確になっているか

被災状況の前提条件を
想定しているか

課

５．マンション防災の落とし穴

２. リスクから考えるマンション防災

・推進部門が一生懸命やっても居住者を巻き込まないと防災力向上に繋がらない

（５）マンション防災推進部門が空回りする

・居住者の中から親しい人を誘う

(４)メンバーが集まらない

・コミュニティーの活性化が有効

(３) 参加意識が低い

・推進事項を整理し、具体的内容を詰めていく

(２)推進部門はあるが、うまく機能しない

・自治会や管理組合内部もしくは独立した防災会の設立

(１)推進部門がない

２．マンション防災推進組織の問題

３. マンション防災の課題

マンションの防災の推進が滞る原因を考える

３. マンション防災の課題

マンション防災取組の基本を考える

・防災以外の費目の合理化等により捻出した予算を防災予算に充当

・リスクが高い項目については理事会や居住者の合意形成に努める

(２)予算が回せない

・短期（当年度） 中期（２～3年先） 長期（大規模修繕時期を想定）

・予算計画を立て事前に計上する必要がある

(１)予算計画がない

５．予算が無い

３. マンション防災の課題

・責任を持たせて得意分野をお願いする

(４)人材が育たない

・自宅でもできる作業をお願いする

(３)仕事が忙しく、会議に参加できない

・難問ですが丁寧に説明し、リーダーシップを発揮する

(２)組織内に確執がある

基本パターンを理解する事でマンション防災が進めやすくなる

４. マンション防災取組の基本パターン

マンション防災取組の基本を考える

・居住者へのアンケート調査も有効

・家具の転倒防止は日頃からの広報活動が重要

・水は、各家に給湯器がある場合煮沸して飲料水として活用が可能

・食料は普段の食べ物をうまく活用できる

(２)飲食料・生活物資の備蓄や家具転倒防止が進まない

・居住者が興味を持つ内容を織り込む

・広報活動を充実させる

(１)防災訓練やイベントに集まらない

(１)リーダー1人に計画推進が集中している

・メンバー１人１人に役割をお願いする

４．居住者の意識が高まらない

３. マンション防災の課題

３．防災組織の継続性の問題

３. マンション防災の課題

耐震･耐水診断

耐震･耐水診断

備蓄・資機材

防災組織の活動

居住者の対応

設 備

備蓄・資機材

組 織

居住者

容

建 物

内

ハザードマップ

環 境

項 目

具 体 的 内 容

自宅での防災対応 居住者意識 コミュニティー

防災組織の有無と活動

飲⾷料･⽣活物資 救出･救命･搬送資機材 対策本部資機材

設備の固定・冠水リスクへの対応

建築年度耐震基準と対応

地震・水害・広域火災への対応

マンションとしての具体的防災取組事項

３．マンション防災推進事項の概要

４. マンション防災取組の基本パターン

【ステップ5】 被災時を想定した規約改正が行われる

【ステップ4】 防災の予算計画ができている

【ステップ3】 防災活動を行っている

【ステップ2】 防災組織ができている

【ステップ1】 防災取組気運が出てくる

マンションの防災取組5つのステップ

１．マンション防災推進のステップ

４. マンション防災取組の基本パターン

個⼈の意識︓表札 挨拶 ボランティア
コミュニティー︓イベント サークル活動

建物 設備
備蓄 資機材

マンション防災取組の基本を考える

ハート

ソフト

公 助

体制 制度 規約
訓練 マニュアル
情報 予算 名簿

共 助

被災数ヶ月後
（復旧・復興）

ハード

自 助

被災数日後
（⽣活の維持）

被災直後
（⽣命の維持）

リスクの視点欠落は足元をすくわれる

５．マンション防災取組項目とリスク

実施内容
（何 を）

実施部門
（誰 が）

フェーズ
（い つ）

マンション防災取組 ３つの視点

２．マンション防災取組の視点

４. マンション防災取組の基本パターン

大規模修繕時に補強・改修工事を実施する

⻑期計画

容

害

〜災害リスク情報などを地図に重ねて表⽰〜

〜地域のハザードマップを⼊手する〜

各市町村が作成したハザードマップへリンクします。
地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できます。

②わがまちハザードマップ

洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、
土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表⽰できます。

①重ねるハザードマップ

https://disaportal.gsi.go.jp/

⻑期計画

中期計画

短期計画

の対応

建物延焼

建物火災

避難路遮断

建物破損 浸水による電源遮断
避難路遮断 物資供給困難

集中豪雨 高潮
津波

リスクの内容
建物破損 避難路遮断
物資供給困難

象

活断層 表層地盤
液状化 土砂崩れ

現

・高額の費用が発生する事が予想されるので、
居住者の合意形成が欠かせない

大規模修繕時に耐震補強工事を実施する

・マンションでの予算捻出に加え、自治体の補助金制度の活用も有効

建物の耐震診断と耐震補強を準備する

・活断層や液状化の所在と表層地盤の状態をハザードマップ等で確認
・強い揺れでどこに瑕疵が生じるか検討
・複数棟ある場合、エキスパンジョイントの対応や建物同士の干渉等

ハザードマップを使い、建物のリスクを確認する

計画の立て方物リスクへ

ハザードマップの調べ方

ハザードマップポータルサイト（国交省）

２．建物リスクへの対応

５．マンション防災取組事項とリスク

広域火災

水

地盤変化

内

環境リスクの種類

１．環境リスクへの対応 （その２）

５．マンション防災取組事項とリスク

１．環境リスクへの対応 （その３）

５．マンション防災取組事項とリスク

建物の脆弱性調査を実施する

（居住者への告知と浸透）

ハザードマップでマンションリスクを確認する

中期計画

短期計画

計画の立て方

１．環境リスクへの対応 （その１）

５．マンション防災取組事項とリスク

・高額の費用が発生する事が予想されるので、居住者の合意形成が
欠かせない

大規模修繕時に耐震・冠水補強工事を実施する

・大規模修繕時の対応を検討

設備の耐震・冠水診断と補強を計画する

パソコン トランシーバ 拡声機 回覧板 掲示板

照明装置 プリンター 発電機 蓄電池 ホワイトボード

ビブス 腕章 印刷⽤紙 印刷インク 模造紙筆記⽤具 ガムテープ

寝具 飲⾷料 カセットコンロ カセットボンベ ⾷器類 サランラップ
1段ボール ガムテープ ビニール袋

情報伝達資機材

防災拠点資機材

識別･伝達資機材

⽣活資機材･備蓄品

対策本部向け備蓄・資機材

〕

４．備蓄・資機材への対応 〔➁対策本部向備蓄・資器材〕

５．マンション防災取組事項とリスク

⻑期計画

中期計画

短期計画

・活断層の所在と表層地盤の状態をハザードマップ等で確認
・外水氾濫 内水氾濫の状態をハザードマップで確認
・設備の転倒や冠水の可能性を把握

ハザードマップを使い、設備のリスクを確認する

３．設備リスクへの対応

５．マンション防災取組事項とリスク

救急セット 医薬品 AED

救命備品

居住者向けマニュアル 対策本部向けマニュアル
ファーストミッションボックス
イベント実施 サークル活動 ボランティア登録

防災マニュアル
コミュニティー

火災と地震を区別して訓練 安否確認訓練 対策本部立上訓練 止水訓練

飲食料備蓄 家具の転倒防止 ガラスの飛散防止 家族間の安否確認取決め

居住者の
防災対応の把握
防災訓練

管理組合や自治会便り NET配信 回覧板 掲⽰板

防災の情報提供

日常の活動

５．防災組織の対応（その1）

エレベーター用非常用セット

コーン ロープ 表⽰板 砂 砂利 ブルーシート

５．マンション防災取組事項とリスク

応急対応資機材

保全資機材

担架 イージーレスキュー キャリダン リヤカー

ハンマー油圧ジャッキ 万能斧 のこぎり ヘルメット 軍手 ロープ

搬出･搬送資機材

防災倉庫 フロア等拠点防災倉庫 プレハブ倉庫

救出備品

マンホールトイレ 仮設トイレ 非常用汚水槽 非常用トイレセット 防臭
袋

保管場所

トイレ資器材

井⼾ 貯水槽蛇口 給湯器取出口 浄水器 飲料水備蓄

土嚢 止水板 水密扉

冠水対応資器材
飲料水確保

非常用発電機 小型発電機 非常用燃料 蓄電池

停電対応資器材

マンション向け備蓄･資機材

４．備蓄・資機材への対応 〔➀マンション向け備蓄・資機材〕

５．マンション防災取組事項とリスク

居住者名簿 生活弱者名簿 医療従事者名簿 設計・建築従事者名簿
名簿保管 開⽰ルール

自治体 病院 消防署 近隣自治会

館内放送 インターホン トランシーバ スピーカー メガホン NET環境構築

居住者・フロア・対策本部間の情報伝達と救急対応

被災時を想定した規約改正：安否確認⼊室 ⼊室時破損補償
被災時修繕大規模修繕予算流用

被災時の居住者ルール：ゴミ置き場閉鎖 トイレ排水禁止
避難時 水道元栓閉め ブレーカー遮断 避難先告知

破損個所の発⾒ 連絡 保全行為 予算措置 応急措置

本部設営 情報収集 生命・生活維持への各種対応

管理組合 自治会 管理会社 警備会社との連携

館内放送 インターフォン トランシーバー NET構築 拡声機
メガホン ホワイトボード

居住者名簿 医療従事者名簿 建築・設備事業従事者
生活弱者名簿 外国人名簿

安否確認⼊室の了解 防災名簿の保管 開⽰ルール

水道元栓閉め ブレーカー遮断 避難先連絡

ゴミ置き場閉鎖 トイレの水洗禁止 汚物保管

安否確認訓練 対策本部立上げ訓練
フロア会等対策本部と居住者間連絡組織訓練

対策本部と関連部門連係 管理組合・自治会・管理会社・警備会社との連携活動
建物・設備の応急対応
破損個所の発⾒ 連絡 保全行為 予算措置 応急修理

情報提供手段

防災名簿の作成

被災時を想定した規約

被災時の
マンションルール
マンション
避難時ルール

防災訓練

被災時を想定した活動

６．居住者への対応（その2）

５．マンション防災取組事項とリスク

防災名簿

外部組織との連携

情報共有の手段

被災を想定した
管理規約
情報共有の仕組み作り

被災時居住者ルール

建物・設備の応急対応

被災時組織対応力
対策本部機能

被災時を想定した活動

５．防災組織の対応（その２）

５．マンション防災取組事項とリスク

飲食料備蓄方法 家具転倒 ガラス飛散防止方法
居住者向け防災マニュアル

防災情報の提供

居住者コミュニティー

居住者意識の確認

６．総 括

マンション防災取組の基本を考える

防災訓練参加率の向上 文化祭などのイベント・サークル活動の実施

日常挨拶 表札の掲出 総会出席率

管理組合 自治会機関紙 回覧板 掲⽰板 NET配信

飲食料備蓄 トイレ用品の備蓄 家具の転倒防止 家族間の安否確認方法

自宅対応の浸透

情報提供手段

防災勉強会 防災イベント 自治会・管理組合機関紙 防災回覧板

防災知識の浸透

日常の対応

６．居住者への対応（その１）

５．マンション防災取組事項とリスク

括

マ
ン
シ

ン
防
災
の
全
体
像

今のマンション防災はリスクの視
点が⽋落している

マンション防災取り組むがうまく
進んでいるかどうかが不安

マンション防災にどのように取り組
んでいけば良いかがわからない

マンション防災取組の課題

⇒

⇒

⇒

解決方法

マンション防災取組に当り
リスクの視点を取り⼊れる

マンション防災取組の
ステップ化

マンション防災取組の
スタンダードが必要

マンション防災の課題と解決方法

⇒

⇒

⇒

１．マンション防災取組の全体像

６．総

ョ
リスク所在の顕在化
〔環境･建物･設備･備品･組織･居住者〕

組織のステップ

内
容
フェーズ・実施事項・実施部門
マンション防災取組項目
〔環境･建物･設備･備品･組織･居住者〕

• １

はじめに

ハート

防災力＝（ハード＋ソフト）×ハート（仮説）

ソフト

ハード

ハードとソフトとハート

防災を考えるキーワード

「わがこと防災」の奨め

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

3

はじめに

身の安全を図るということ

４

６

地震はくると
思っていた

まとめ

まさか熊本に
くるとは思って
いなかった

しかし、

たいせつなものを守る

災害を地球目線でひもとく

３

５

正常性バイアスを考える

２

熊本地震直後の某市⻑の談話

• １

目次

「わがこと防災」の奨め

はじめに

１

4

2

はじめに

正常性バイアスを考える

平成29年度 東京防災学習セミナー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（WIKIPEDIA）』

正常化バイアス、日常性バイアス、 正常化の偏見
とも言う

自分にとって自然災害や火事、事故・事件
など何らかの被害が予想される状況下に
あっても、自分にとって都合の悪い情報を
過小評価したり、無視してしまう人の心の
特性

正常性バイアスとは？

• ２

平成29年度 東京防災学習セミナー

⇒「正常性バイアス」という

このような意識の底に、
「ここは災害に強い」、
「たとえ災害に見舞われても自分は大丈夫」
という根拠のない思い込み

・まさか自分がこんな目に遭うなんて・・・・・
・何十年生きてきて、こんなことは初めて・・・・・

災害のたびに繰り返されるフレーズ

• １

7

5

• ２

たいせつなものを守る
まとめ

５
６

大邱地下鉄放火事件

身の安全を図るということ

４

災害を地球目線でひもとく

３

平成29年度 東京防災学習セミナー

まわりが逃げなかったので自分も、という人が
多かった。（集団同調性バイアスという）

• 火災報知器の発動を「誤作動」と思い込んだことで、初期対応
が遅れた。
• 指令センターの状況軽視により、適切な指令がなされなかった。
• 「大したことないのでそのまま待機してください」という車内
アナウンスが流れた。
• 乗客が「まだ大丈夫」と思い込むことで、逃げ遅れてしまった。

正常性バイアスを考える

正常性バイアスの例

目次

「わがこと防災」の奨め

正常性バイアスを考える

はじめに

２

１

8

6

正常性バイアスを考える

イギリスの⼼理学者ジョン・リーチ博⼠の研究

正常性バイアスを考える

平成29年度 東京防災学習セミナー

出典

http://www.bo-sai.co.jp/bias.htm
出典 HTTP://WWW.BO-SAI.CO.JP/BIAS.HTM

・防災無線で聞いた、人づてに聞いた人は20.1％、（約４万人）
・警戒宣言発令を信じた人は3.9％（約１５６０人）
・半信半疑の人は10.0％（約4,000人）
・全く無視したか信じなかった人約76％（約３万６千人）

１９８１年１０月３１日午後９時３分ごろ、Ｋ県H市の同報
無線スピーカ４５箇所から「大規模地震の警戒宣言発令」と
いう市長のメッセージ（発令は後に誤報と判明）

行政からの警報に反応した人の割合

• ２

平成29年度 東京防災学習セミナー

観察：正常性バイアスに、他の人が逃げないから自分も逃げない、
という心理（同調性バイアス）が重なると大邱地下鉄事件のような
悲劇を招く。落ち着いて行動できる人が率先して避難を呼びかける、
率先避難者の意識啓発や訓練が重要

出典

１、落ち着いて行動できる人＝10～15%
２、我を失って泣き叫ぶ人＝15%以下
３、ショック状態に陥り呆然として何もできない人＝70～75％

・運悪く不意の災害に見舞われた時、人の取る行動の割合

正常性バイアスの例

• ２

11

9

正常性バイアスを考える

平成29年度 東京防災学習セミナー

出典

http://www.bo-sai.co.jp/bias.htm

正常性バイアスを外す「緊急スイッチ」を入れること
がいかに困難か⇒実戦的な防災知識、意識啓発、訓練
が極めて重要

・信じた人3.9％（約1560人）のうち、その60％以上は何もしな
かった

・同報無線（防災無線）を聞かなかった人（聞こえなかった人）
が８０％(約１７万人）

観察

• ２

平成29年度 東京防災学習セミナー

・ひとの心を守る安全装置のひとつ
・自分に直接影響のないことは、正常の範囲と自動認識する仕組み
・緊急事態は、経験した事のない人間の方が多く、被害者になるか否かは確率
の問題
・日常生活で自分が何かの被害に遭う確率は絶対にゼロにはできないため、日
常生活を過ごすにあたり、過剰な不安を感じない、 心を平静に保つという
点では有効な機能
・いつ発生するか分からない事象に対して過剰に反応していては、そもそも日
常生活を送ることが困難になる
・変化や情報に対し、極端な不安やストレスを感じず、歪んだ捉え方をしない
ために、正常性バイアスの防御作用は有効
・ただし、災害時などの非常時にこの防御作用が働いてしまうと、本来であれ
ば「危険な状態」と判断すべき事象を大きな問題ではないと誤認する恐れ

正常性バイアスを考える

正常性バイアスの意義

• ２

12

10

災害を地球目線でひもとく

災害を地球目線でひもとく

身の安全を図るということ

たいせつなものを守る

まとめ

３

４

５

６

私たちの生活リズム

正常性バイアスを考える

２

・大地がなければ存在できない
・水がなければ生きられない
・空気がなければ生きられない

⇒地震
⇒大雨
⇒暴風

日、週、月、季節、年・・・
⇒地球のリズムの一部

私たちの生活リズム

• ３

目次

「わがこと防災」の奨め

はじめに

１

13

災害を地球目線でひもとく

災害を地球目線でひもとく

外核

マントル

出典 海洋研究開発機構の「地球現象の実態」

プレート

地震が起こる仕組み

• ３

その地球の営みの中で
私たちは生かされている

地球は大地の動き、大気と水の動きを
何億年という気の遠くなる時間の中で
繰り返してきた

地震・大雨・大風はなぜ繰り返すのか

• ３

出典 平成１４年版防災白書

災害を地球目線でひもとく

災害を地球目線でひもとく

出典

JOURNEY，ＮＡＴＵＲＥ，

地球の歴史の概観

• ３

出典 平成１４年版防災白書

太平洋プレート

ａｎｄ

ＬＩＦＥ

四つのプレートがひしめいている

フィリピン海プレート

ユーラシアプレート

北米プレート

わが国のまわりのプレート

• ３

プレート境界で地震が多発

出典 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/jishin/about_eq.html

氷河期

氷河期

災害を地球目線でひもとく

水と大気と大地が織りなす営み

• ３

出典

tenki.jp

宇宙誕生
太陽系・地球誕生
大気～海形成
光合成物質発生
恐竜世界
人類出現

この間、３度の氷河期

１３７億年前
４６億年前
４０億年前
３４億年前
億年前
万年前

災害を地球目線でひもとく

地球のおいたちの概観

• ３

災害を地球目線でひもとく

身の安全を図るということ

・兵糧攻め

・火攻め
（水攻め）

・直撃弾

・打ち壊し

弱

強

出典
H25.8.21東京アメッシュ画像

・建造物の破壊
・生き埋め、即死、負傷
・火災
・津波
・インフラ、流通混乱

最大の脅威、地震が私たちを襲う形態

• ４

出典：独立行政法人 防災科学技術研究所 2018年7月6日から7日にかけて
西日本に災害をもたらした雨雲の特徴

雨の降り方が変化

• ３

21

身の安全を図るということ

練馬区ハザードマッ

たいせつなものを守る

５

出典
プ

身の安全を図るということ

４

まとめ

災害を地球目線でひもとく

３

６

正常性バイアスを考える

２

いざそのとき！対応のイメージ

• ４

目次

「わがこと防災」の奨め

はじめに

１

22

身の安全を図るということ

身の安全を図るということ

・打ち壊し⇒避難⇒耐震化～避難場所
・直撃弾⇒シェイクアウト⇒家具固定～
シェイクアウト訓練、救出訓練
・火攻め⇒消火～避難⇒感震ブレーカー、
消火器、消火訓練～避難
・水攻め⇒避難⇒避難場所、避難訓練
・兵糧攻め⇒備蓄使用⇒備蓄品把握

地震への対応と備えの例

• ４

先ずは身をまもるシェイクアウト！

・打ち壊し⇒避難
・直撃弾 ⇒シェイクアウト～避難
・火攻め ⇒消火～避難
・水攻め ⇒避難
・兵糧攻め⇒備蓄使用

地震が私たちを襲う形態と対応

• ４
身の安全を図るということ

目次

「わがこと防災」の奨め

シェイクアウト

• ４

正常性バイアスを考える
災害を地球目線でひもとく
身の安全を図るということ
たいせつなものを守る
まとめ

３
４
５
６

はじめに

シェイクアウト提唱委員会

２

１

出典

28

26

• ５

撮影：野呂順正

あきる野市では、中野さんの近隣で床下浸水や床上浸水
の被害を受け、市の下流では写真のように住宅が流され
ました。
幸いにも、中野さん
宅はギリギリで被害
を免れました。

出典：車が冠水・浸水したらエンジンはかかる？走
行への影響と対処法：チューリッヒ保険会社

その後、出張所では、避難してきた方を順次空室に収容
し、最終的には大ホールがある隣の会館を避難所として
開設しました。
その時中野さんが耳にしたのは、「大型犬がいるから避
難しなかったおじいさん」「連れて
いけないから残ると頑張ったが、子供
たちに説得されて泣く泣くペットの
カナリヤを置いてきたおばあさん」
などの近所の方の様子でした。

たいせつなものを守る

事例紹介

出典：https://toyota.jp/

昨年（２０１９年）の台風１９号（3）

2
9

昨年（２０１９年）の台風１９号(1)
あきる野市に大雨が迫る前、まだ避難所ができる前に
真っ先に地区にある市の出張所へ避難された
中野さん夫婦、その動機は？
「買ったばかりの新車が水に浸かる！」でした

事例紹介

• ５ たいせつなものを守る

昨年（２０１９年）の台風１９号(2)

事例紹介

• ５ たいせつなものを守る

そばにいる誰か？ペット？
離れている誰か？
それともマイホーム？お金・・・？

では、自分が無事だったら次に大切なものは何ですか？

いちばん大切なもの
それは自分のいのち、からだ、くらし

あなたがまもりたいものは何ですか？

• ５ たいせつなものを守る

目次

「わがこと防災」の奨め

はじめに

正常性バイアスを考える

災害を地球目線でひもとく

身の安全を図るということ

たいせつなものを守る

まとめ

２

３

４

５

６

撮影：野呂順正

１

中野さんが私に
つぶやいた言葉です。

「もしも、あの時もう少し降っていたら？もしも
橋が流木にふさがれて大量の水があふれていた
ら？私は、クルマを守ったと思っていたけど、実
は私が車に守られたのだ、と気づきました。」

昨年（２０１９年）の台風１９号(４)

• ５ たいせつなものを守る

事例紹介

35

そばにいる誰かを守る
離れている誰かを守る
一心同体のペットを守る
マイホームを守る

次いでたいせつなものを守る

•

先人が築きあげてきたくらしのシステムの
進化多くのシステム

たち

私たちを支える多くのシステム

• ６ まとめ

災害などの緊急時は
先ず自分のいのち、からだが最優先

• ５ たいせつなものを守る

あなたはなにを守りますか？

3
4

ご清聴ありがとうございまし
た。

それが災害

全部又は大部分が動かない、

私たちを支えるシステムの

• ５ たいせつなものを守る

39

•

自宅

一時集合場所

都指定避難場所
（広域避難場所）

たいせつな人・モノを、
どこでどのように守りますか？

自主
避難

在宅
避難
指定避難所

何をおいても一番たいせつなものを守るところから始めましょう

たち

発災にともなう行動の流れ

• ６ まとめ

38

・安否情報に関するルールの策定
・水・食料・災害用品の備蓄
・避難経路や避難場所の周知
・災害対応責任者の設置
・定期的な防災訓練
・復旧を優先すべき業務の把握
・セミナー受講や資格取得の勧め

・建屋や機械設備の耐震、免震
・耐震のための固定
・情報のバックアップ体制
・停電に備えた機器の導入
・設備・什器等の保管場所の移動
・在庫の積み増し
・代替設備の準備

三井ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)中小企業の災害対応に関する調査（2018年12月）を参考

ソフト対策の例

事業所レベルの防災対策の例

はじめに

ハード対策の例

１

災害リスクの視点を養う

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

はじめに

７

６

５

まとめ

避難の備えを考える

いざその時、誰が何をする？

身のまわりの災害リスク

災害リスクの重要事項説明

３
４

繰り返される災害

２

ハート

防災力＝（ハード＋ソフト）×ハート（仮説）

ソフト

ハード

ハードとソフトとハート

防災を考えるキーワード

• １

目次

災害リスクの視点を養う

はじめに

１

はじめに

繰り返される災害

出典：読売新聞世論調査
2018.04.

1993.08
1993年鹿児島豪雨
1995.01.17 阪神・淡路大震災
（兵庫県南部地震））
2000.09
2000年東海豪雨
2004.10
新潟県中越地震
2004.07
2004年新潟福島豪雨、
2004年福井豪雨
2004.10.17 2004年台風２３号風水害
2007.03.25 能登半島地震
2007.07.16 新潟県中越沖地震
2009.07
2009年中国・九州北部豪雨

2018.09.06
2019.10
2020～？

2012.07
2014.08
2016.04.14
2017.07
2018.06.18
2018.07

2011.07
2011.08

2011.03.11

東日本大震災
（東北地方太平洋沖地震）
2011年新潟福島豪雨
2011年台風１２号風水害
（紀伊半島豪雨）
2012年九州北部豪雨
2014年8月豪雨
熊本地震
2017年九州北部豪雨
大阪北部地震
2018年7月豪雨
（通称「西日本豪雨」）
北海道胆振東部地震
台風19号風水害
新型コロナウイルス・・・

繰り返される地震災害と風水害そして感染症

過去の災害の概観

• ２

自然災害への備え：
できている
２６％

大地震への不安：
感じる
８３％

８３％の不安と２６％の備え

• １

繰り返される災害

避難の備えを考える
まとめ

７

いざその時、誰が何をする？

６

５

身のまわりの災害リスク

災害リスクの重要事項説明

３
４

繰り返される災害

２

熊本地震：益城町の被災状況

• ２

目次

災害リスクの視点を養う

はじめに

１

２

繰り返される災害

災害リスクの重要事項説明

水防法（昭和２４年法律第１９３
号）の規定に基づき作成された水害
ハザードマップにおける対象物件の
所在地を追加

令和２年内閣府令・国土交通省令２号）
が公布され、同年8月28日から施行

重要事項説明の追加（宅地建物取引業法第３４条第２項）

• ３

2019年台風１９号：東京都あきる野市

•

災害リスクの重要事項説明

いざその時、誰が何をする？
避難の備えを考える
まとめ

５
６
７

身のまわりの災害リスク

災害リスクの重要事項説明

３
４

繰り返される災害

２

当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
水防法に基づく水害ハザードマップにおける
当該宅地建物の所在地
13 耐震診断の内容

８
９
10
11

Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

重要事項説明の追加（宅地建物取引業法第３４条第２項）

• ３

目次

災害リスクの視点を養う

はじめに

１

災害リスクの重要事項説明

災害リスクの重要事項説明

耐震診断の内容

耐震診断の有無

１３ 耐震診断の内容

備考

有

新耐震基準に適合していることを証する書類
書類名（

無

）

有

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合

７ 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況
（既存の建物のとき)

無

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）抜粋

耐震性リスクに関する重要説明事項

• ３

国土交通省

・水防法に基づき作成された水害（洪水・雨水出水・高潮）ハ
ザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載さ
れているものを印刷したものであって、入手可能な最新のもの
を使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその
位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リ
スクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

（宅地建物取引業法第３４条第２項）

追加項目の内容

• ３
災害リスクの重要事項説明

災害リスクの重要事項説明

造成宅地防災区域外

土砂災害警戒区域外

津波災害警戒区域内

津波災害警戒区域外

１０ 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

土砂災害警戒区域内

９ 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

造成宅地防災区域内

８ 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

従来の災害リスクに関する重要説明事項

• ３

水害ハザードマップにお
ける宅地建物の所在地

１１ 水防法の規定により市町村の長が提供する図面（水害ハザード
マップ）における当該宅地建物の所在地
洪水
雨水出水（内水）
高潮
水害ハザードマップの
有無
有
無
有
無
有
無

追加された様式

• ３

身のまわりの災害リスク

東京湾
北部地震
東京湾
北部

M７．３

種類

規模

M７．３

多摩直下
地震
東京都
多摩地域

出典

震源の 約２０Km～ 約２０Km～
深さ
３５Km
３５Km

震源

まとめ

７

約２Km～
２０Km

M７．４

立川断層帯
地震
東京都
多摩地域

東京都地域防災計画（抜粋）

約０～
３０Km

M８．２

神奈川県
西部

元禄型
関東地震

[活断層で発
生する地震]

避難の備えを考える

６

[海溝型地震]

いざその時、誰が何をする？

５

身のまわりの災害リスク

災害リスクの重要事項説明

３

４

繰り返される災害

２

[首都直下地震]

首都直下地震等の概要

• ４

目次

災害リスクの視点を養う

はじめに

１

• ４

身のまわりの災害リスク

・

・

身のまわりの災害リスク

発生

さらに南海トラフ地震も三陸沖地震と連動して１０数年以内に

が発生

これと連動して4度ともその前後10年以内に関東地方で直下地

過去2000年の間に三陸沖を震源とするM８以上の巨大地震が
4回発生

●建物倒壊危険度：建物倒壊の危険性
●火災危険度
：火災の発生による延焼の危険性
●総合危険度
：上記２指標に災害時活動困難度
を加味して総合化したもの

東京都内の市街化区域の5,177町丁目について測定町
丁目ごとの危険性の度合いを５つのランクに分けて、
相対的に評価

地震に関する地域危険度測定調査

• ４

3回

震

・

○ 内閣官房参与の藤井京都大学教授の分析

○ 首都直下地震の起こる確率は30年間で７０％

東京都で心配な首都直下地震

身のまわりの災害リスク

342

4

ランク

身のまわりの災害リスク

8.36

順位

建物倒壊危険度

危険量
(棟/ha)

2.01

0.17

1193

1.77

260

順位
4

ランク

総合危険度
危険量
(棟/ha)

（第8回）(平成30年2月公表)

2

ランク

出典 東京都大田区ハザードマップ

3

順位

災害時活動困難度

ランク 困難度

赤：２５０メートル四方
で１００棟から３００棟
焼失

559

順位

火災危険度

危険量
(棟/ha)

火災のハザードマップの例

• ４

沖積低地2

地盤分類

某区池上５丁目の地震に関する地域危険度測定調査

• ４

身のまわりの災害リスク

• ４

身のまわりの災害リスク

水害、土砂崩れのハザードマップの例

出典 東京都大田区ハザードマップ

青：２５０メートル四方
で２棟から１０棟倒壊

黄：２５０メートル四方
で１０棟から２５棟倒壊

・家屋倒壊の被害想定図の例

• ４

身のまわりの災害リスク

身のまわりの災害リスク

出典 東京都荒川区ハザードマップ

出典

東京都地域防災計画（抜粋）

・建物の被害：３０４，３００棟
（火災延焼：２０１，２４９棟）
・死者：９，６４１人
負傷者：１４７，６１１人
・自力脱出困難者：６０，８４４人
・避難者数：３，３８５，４８９人
・帰宅困難者数：５、１６６、１２６人
・停電率：１７．６％ 上水道断水率：３４．５％

「東京湾北部地震」における東京都の被害想定

• ４

水害のハザードマップの例

• ４

身のまわりの災害リスク

身のまわりの災害リスク

液状化の可能性が低い地域

液状化の可能性がある地域

液状化の可能性が高い地域

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

（平成24年改定版）

火災の発生
生き埋め者、死者負傷者の発生
避難者、安否不明者の発生
電気・ガス・水道・通信・流通などの停止
救援物資などの配給
自活できない高齢者などの困窮
行政の支援・復旧・復興情報の発信

首都直下地震や風水害でおこること

• ４

凡例

東京都の液状化予測

• ４

いざその時、誰が何をする？

いざその時、誰が何をする？

避難の備えを考える

まとめ

５

６

７

身のまわりの災害リスク

災害リスクの重要事項説明

３

４

繰り返される災害

２

・生活基盤（身体と家屋）を失わない
＝ 家具の固定（命、負傷）
＝ 耐震補強
＝ 火を出さない
・在宅避難の準備
・隣近所の人々と助け合う

元の生活に戻すかという眼で見直す

※全ての地震対策を、生き死にではなく、いかに早く

地震の脅威に立ち向かう二つのポイント

• ５

目次

災害リスクの視点を養う

はじめに

１

いざその時、誰が何をする？

自助に専念

身を守る
家族を守る

自主
避難

目次

災害リスクの視点を養う

（立ち位置）

（行動）

自宅

都指定避難場所
（広域避難場所）

いざその時、誰が何をする？
避難の備えを考える
まとめ

５
６
７

身のまわりの災害リスク

災害リスクの重要事項説明

３
４

繰り返される災害

はじめに

共助（公助と協力）

地域で
助け合う

指定避難所

２

１

共助（近助）～共助（組織）

近所で
助け合う

一時集合場所

発災にともなう私たちの立ち位置

• ５

避難の備えを考える

避難の備えを考える

• 自分で備えないのは誰かに頼ることと同じことと心得る

お菓子や甘いものやお酒等ちょっとした贅沢品も備えておく

• 食事と水以外に必要な物は

回転備蓄をする。なるべく多種な商品を揃える

• 非常食＝常備食

煮沸すること ⇒ 携帯用ガスコンロは必需品
古い物を食べないこと⇒停電の冷蔵庫は要注意

• 災害時、安全な食事をする為に

飲料水３L・生活用水200Lが必要
飲まないと４、５日で死亡する

• また、冬場であれば暖房が問題となる
今の暖房器具は、ガスにせよ石油にせよ殆ど電気を必要とする。
できれば、乾電池で使える旧式の石油ストーブを備えておく。これは
煮炊きにも使える。

• 電気釜・電子レンジ・IHヒーターなどの調理用機器は全く使えなくなる。
⇒調理用の煮炊きには、携帯用ガスコンロとボンベを準備する。携帯
ガスだけで炊飯や焼き物をするには、それなりの調理器具が必要となる。
土鍋－簡単に炊飯できる
魚焼き器－ガスボンベで魚やおもちを焼くのに不可欠

電気を使わない調理・暖房器具の用意

• ６

食料と水の備蓄

備蓄の目安は５日
• １日に必要な飲料水と生活用水

●

在宅避難の準備

• ６

避難の備えを考える

避難の備えを考える

参考：東京防災
P086〜P087

２．最小限備えた
い
アイテ
ム

＊

○

参考：東京防災
P088〜P089

３．備蓄ユニット
リスト

参考：東京防災P２０１

家にある物でトイレを作る。

簡易トイレがない場合

凝固剤に消臭機能があるとよりよい。

〇 簡易トイレ（凝固剤付）を備蓄
〇 用済み後はベランダ等で保管し、一般ごみ
の回収にあわせて処分

簡易トイレの備蓄

在宅避難におけるトイレの備え

• ６

参考：東京防災
P084〜P085

１．日常備蓄

在宅避難における日常備蓄のイメージ

• ６

避難の備えを考える

避難の備えを考える

情報収集のアンテナを張る

• ６

－玄関に非常持ち出し用品
ラジオ、懐中電灯は必須
－廊下に手すり
－食器棚にガラス飛散防止
フィルム
－引き出しストッパー
－小家電にタックフィット
－庭・ベランダに、停電時
家内に持ち込み可能
なソーラーライト
－ベッド脇に運動靴
－モバイル充電池、乾電池の
予備

その他

• ６

2014年3月8日読売新聞朝刊より

寝込みを襲われない

寝室の安全確保⇒

避難の備えを考える

避難の備えを考える

出典：国土交通省 国土地理院 指定緊急避難場所データ

指定緊急避難場所と指定避難所の違い

• ６

コロナ禍で推奨されている分散避難

コロナ禍で推奨されている分散避難

• ６

避難の備えを考える

避難の備えを考える

確認する

見せる

（一社）地域防災支援協会

まとめる

写真提供

安否を

安否を

安否を

共助で進める安否確認訓練のイメージ

• ６

避難所、集会 避難所など、少しで
所、知人宅な も安全な場所に避難
ど
する

外部への避難（水平避難）

出典：三島市 土砂災害に対する避難行動について（一部修正加筆）

外部への避難が危険
施設などの
な場合、施設などの
上層階
上層階に避難する

近隣の高層階のビル
高層階など
など、安全が確保で
安全な場所
きる場所に避難する

上層階への避難（垂直避難）

水平避難と垂直避難

• ６

避難の備えを考える

• ６

避難の備えを考える

地域で進める
安否確認の役割は大きい

共助：
地域で進め
る安否確認

公助：
行政で進
める安否
確認

（災害対策基本法第 49 条の5）
指定避難所は、災害の危険性があり
避難した住⺠等を災害の危険性がなく
なるまで に必要な間滞在させ、または
災害により家に戻れなくなった（自宅
⽣活が困難）住⺠等を一時的に滞在
（避難⽣活）させるための施設として
市町村⻑が指定する。

（菊池健一氏

撮影）

東日本大震災の避難所
仙台市若林区蒲町小学校避難所

「地域住⺠が避難し、一定期間避難⽣活をする場所」

避難所の定義

自助：
家庭で進め
る安否確認

災害用伝言ダイヤル（１７１）
等が使えるように準備する

災害用伝言ダイヤルの
利用促進

地域内での現場安否確認を行う
その活動を外部に発信する

安否確認状況の
報告

適切な災害支援を進める
その災害情報の一つとしての収
集

自助・共助・公助の安否確認の考え方

• ６

目次

災害リスクの視点を養う

災害リスクの重要事項説明

３

いざその時、誰が何をする？

避難の備えを考える

まとめ

５

６

７

身のまわりの災害リスク

繰り返される災害

２

４

はじめに

１

まとめ

・弱い立場の方への心配りを

・ハード・ソフトづくりに災害リスクの視点を

まとめ

• ７

学習内容

7. 地域コミュニティの成熟度の指標となる施設

6. コミュニティ防災とは

5. 災害に強い住環境とは

4. 新しい防災様式

3. 宅地建物取引業法と防災

2. 防災の考え方

1. 災害とは

住まいや暮らしからの防災視点

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

②住環境づくりの中に、防災につながるアイディア
を考案することができる

暴風 豪雨 洪水 高潮 津波 噴火
自然災害以外にも、火災、爆発など

地震のみならず……

災害には、様々な種類がある

災害とは

達成目標

①住環境・生活環境から視点を生かして、防災に
ついて、自身の考えを述べられるようになる

ハート

応災：災害に対応すること

避難、安否確認、人命救助など

予防災：災害に備えること備蓄、避難グッズの準備、
避難経路の確認など

防災の考え方

仮説：防災力＝(ハード＋ソフト)×ハート

ソフト

ハード

ハードとソフトとハート

防災を考えるキーワード

防災の考え方

水防法（昭和２４年法律第１９３号）の規定に
基づき作成された水害ハザードマップにおける
対象物件の所在地を追加

令和２年内閣府令・国土交通省令２号）
が公布され、同年8月28日から施行

（宅地建物取引業法第３４条第２項）

重要事項説明の追加

宅建業法取引業法と防災

ソフト面：コミュニティ（自治会等）や情報（避難場所等）

ハード面：住む土地の形状や環境、建物の耐震性など

防災の考え方

水害ハザードマップにお
ける宅地建物の所在地

水害ハザードマップの
有無

有

洪水

無
有

無

雨水出水(内水)

有

高潮

11水防法の規定により市町村の長が提供する図面
(水害ハザードマップ)における当該宅地の所在地

追加された様式

宅建業法取引業法と防災

無

８当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
９当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
10 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
11 水防法に基づく水害ハザードマップにおける
当該宅地建物の所在地
13 耐震診断の内容旧耐震問題をチェック

Ⅰ対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

（宅地建物取引業法第３４条第２項）

重要事項説明の抜粋

宅建業法取引業法と防災

耐震診断の内容

耐震診断の有無

１３ 耐震診断の内容

備考

有

無

新耐震基準に適合していることを証する書類
書類名（

有

無

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合

従来の災害リスクに関する重要説明事項

宅建業法取引業法と防災

国土交通省宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）抜粋

対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクが
ないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を
示すことが望ましいこと

市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されてい
るものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

水防法に基づき作成された水害（洪水・雨水出水・高潮）ハザード
マップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

追加項目の内容

宅建業法取引業法と防災

造成宅地防災区域外

津波災害警戒区域外

災害対策だけでなく、建物の価値が下がらないための予防対策

◎建物のメンテナンスとしての予防災
屋根の点検
白蟻の点検

◎自助から考える生活環境ファクター
自宅内の防災対策：耐震性能に優れた住宅でも、
家具の倒壊の恐れがある

住まいの防災対策
• テレビの固定
• 背の高い家具を固定
• 家具のキャスターを固定
• 出入り口を塞がないレイアウト
• タコ足配線に埃をためていない

災害に強い住環境とは

土砂災害警戒区域外

避難場所：危険を一時的に避けて安全を確保する場所
避難所：災害によって家屋を失った人が一定期間生活をするために
滞在する施設

×

状況、災害によって避難場所、避難方法は変わる
感染症対策として、「在宅避難」が有効
しかし、想定以上の災害においては、避難も視野に入れる
指定避難所だけが避難所ではない「分散避難」

新しい防災様式

災害に強い住環境とは

土砂災害警戒区域内

９ 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

津波災害警戒区域内

10 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

造成宅地防災区域内

８ 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

従来の災害リスクに関する重要説明事項

宅建業法取引業法と防災

×

ハザードマップ、避難経路の確認、自治会の活動状況は？阪神大震災では、16万4000人ががれきの
下敷きになり、約8割の人が自力で脱出。約3万5000人が生き埋めとなった。近隣住民が救出したの
は、約8割の2万7000人（約8割が生存）。警察、消防、自衛隊が救出したの約8000人（半数が亡く
なった）。災害発生から24時間以内の救出は、特に生存率が高い。家族や近所の人たちが災害時に
力をあわせることができるか。

「地域の防災力」→「共助」「近助」

大きな災害であればあるほど、国や地方自治体の
救助・救援はすぐに期待ができない。

コミュニティ防災とは

地域コミュニテからの視点

高齢者が乳幼児、または、大型犬がいる場合の車両との導線
擁壁（土留め）の築造した時期や検査履歴

千葉県市原市の取り組み：「防災アセスメント調査」「地区別防災
カルテ」

被災時の過ごし方（ライフラインが止まった場合）
→アウトドアグッズでの調理スペース、家庭菜園

場所：神社

様子：祭り

地域コミュニティ成熟度が計れる場所とはどこでしょうか？
講師独自の不動産コンサルタントとしての視点
『不動産を調べるときに見に行く場所と様子とは？』

地域コミュニティ成熟度の指標

• https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/bohanbosai/bousai_top/torikumi/201810iasesukarute.files/01_0
1_01_anesaki20181031.pdf

「地区別防災カルテ」は、地域の方々が自らの地区の現状や防災上
の問題点を把握できるように、地区ごとの社会条件（人口・建物分
布）、防災関連施設、災害履歴、各種災害による危険箇所、地震被
害想定調査結果、防災課題等を市内の小学校区単位（旧小学校区）
に地図を活用してとりまとめたもの

「防災アセスメント調査」地震、水害、土砂災害の危険性について、
被害想定をまとめたもの

災害に強い住環境とは

災害に強い住環境とは

1000人以上の人が参列する本牧神社のお祭り

本牧神社より画像提供

神社と氏子と呼ばれる地域住民をつないでき
た、室町時代から450年続く神事「お馬流し」

「故郷での思い出は祭りの思い出と重なり、その想いが
地域愛となり、地域に貢献したい気持ちにつながる」

地域コミュニティ成熟度の指標

「親子で楽しむ日本の神話」と題した映像上映
神職が声優となり、神話をアニメ仕立てで紹介
本牧神社より画像提供

「大人が子どもに文化を教えるのが、
祭りであり、教える場所が神社」

地域の小学校と連携し、課外授業の
一環で本牧神社の施設で神事の歴史をこどもたちに教えている。
本牧神社より画像提供

地域コミュニティ成熟度の指標

本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託
事業として、合同会社 LP エデュケーションが実施した令和 2 年
度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」の成果を
とりまとめたものです。

