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ガイドライン

～建築物を設計、施工、管理される方の手引き～

横浜市



近年、建築物の高気密化や化学物質を放散する建材等の使用等により、

室内空気中に含まれる化学物質が増加し、新築、改修した建築物の居住

者、利用者が、化学物質に起因すると患われる体調不良を起こす、シッ

クハウス症候群が問題となっています。

横浜市では、市が建設－管理し、市民が利用する公共建築物における

シックハウス症候群を防止し、安心して利用していただける公共建築物

を提供するため、平成16年4月に「横浜市公共建築物シックハウス対策

ガイドライン」を策定し、対策を進めてきました。

さらに、市が建設－管理するもの以外であっても、市民が利用する建

築物においては、シックハウス症候群による健康被害の防止に、公共建

築物と同様に取り組んでいただくため、建築物を設計－施工－管理され

る方の取組指針として、 「横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン」

を平成17年12月に策定しました。

市民が利用する建築物を設計・施工・管理されるにあたっては、本ガ

イドラインに沿って適切にシ、ソクハウス対策を実施してくださいますよ

うお願いします。
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I ..はじめに
。シックハウス症候群とは？

新築 ・改築後の住宅 ・ピル －学校などで、 室内空気中の化学物質が増加し、居住者に様々な体調不

良が生じることをいいます。症状が多様で、症状発生の仕組みなど未解明の部分も多く、また、様々

な複合要因が考えられることから、 「シックハウス症候群」と呼ばれています。

高気密化
（換気量の低下）

建材や
家庭用品から

放出される
化学物質
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（中毒による健康障害）

E軍事曹団 症状には次のとおり様々なものがあります。屋外にいるときは症状がないのに、住宅

やビルの中に入ると症状が出るのが特徴です。また、症状の有無や程度には個人差が

あり、同じ環境でも強い症状が出る人がいる一方で、全く症状のない人もいます。

化学物質過敏症とは？

鼻やのどが
乾燥したり、
刺激啓や痛み

カずある

ある程度の量の化学物質に暴露されるか、低濃度の化学物質に長期間暴露されることで、ごく

微量の化学物質にも過敏に反応して症状をきたす状態を言います。シックハウス症候群とは異な

り、 ある特定の化学物質でのみ症状が出るわけではなく、 また、室タトに出ても症状が改善される

ことはありません。
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タイプライターテキスト
　本態性環境不耐症とも呼ばれ、通常の人であれば症状を示さないような微量な環境中の化学物質に反応して、種々の多彩な症状を訴える病態とされています。　症状が多様で発症の原因や治療方法に解明されていない部分が多くあります。　様々な要因を考慮しながら症状の緩和を図る必要があるため、ご相談をいただいた際は、専門の医療機関を紹介しています。

01192506
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いわゆる化学物質過敏症とは

01192506
長方形



横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン

。揮発性有機化合物等の室内濃度指針値

厚生労働省は、 ホルムアルデヒドをはじめとする13物質 （平成20年3月現在）について、室内空

気中濃度の指針値を定めています。

この指針値は、人がその濃度以下の化学物質の暴露を一生受けても、健康に有害な影響を受けない

と判断される濃度として設定されています。なお、今後、健康への影響について新たな知見等が得ら

れた場合、物質が追加されたり、指針値が変更されたりする可能性があります。

・・・・~亙ヨ・・・・・・・Eヨ百；肩書u百・・・・・・・・E霊園彊・・・・
ホjレムアjレデヒド 1〔）01,19/m3 (0.08ppm) 

合板、パーティクルボー ド、
壁紙用接着剤等

トルエン 260μg/m3 (0.0'7ppm) 接着剤、塗料等

① 
キシレン 8'70 μg/m3 (0.20ppm) 接着剤、塗料等

パラジクロロベンゼン 240μg/m3 (0.04ppm) 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等

工チルペンゼン 3800 μ g/m3 (0.88ppm) 接着剤、塗料等

スチレン 220μg/m3 (0.05ppm) ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等

② ク口jレピリホス 1 μ g/m3 (0.0ワppb)

防蟻剤

（小児の場合） 0.1 μg/m3 (0.00'7ppb) 

フタル酸ジ－n－ブチル 220μg/m3 (0.02ppm) 塗料、接着剤等に含まれる可塑剤

テ トラデカン 330μg/m3 (0.04ppm) 灯油、塗料等

③ フタル酸ジ之・工チjレヘキシル 120 μ g/m3 （ワ.6ppb) 壁紙、床材等に含まれる可塑剤

ダイアジノン 0.29 μ g/m3 (0.02ppb) 殺虫剤

④ 
アセトアルデヒド 48μg/m3 (0.03ppm) 接着剤、防腐剤等

フェノブカルブ 33μg/m3 (3.8ppb) 防蟻剤

※ μ g/m3(cl;、空気 1m3中に存在する化学物質の重量で濃度を表しています。これに対してppm、ppbは、

空気中に存在する化学物質の体積の割合で濃度を表しています。体積は室温の影響を受けるため、こ

れら2つの単位の換算は‘室温が25℃と想定したときの値となっています。

. 1 μg （マイクログラム） : 100万分の 1グラム ・ 1 ppm. 100万分の 1 ・ 1 ppb: 10億分の 1

｛暫定目標値］
「づ一一

一一一・
② 総揮発性有機化合物

400μg/m3 
園内家屋の実態調査から、

(TVOC) 合理的に達成可能な指標として設定

① ｜室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について （平成12年6月30日生鱗第10明厚生省生

l活衛生局長通知）

② ｜室内空気中化学物質の室内濃臨時間総揮発性有機化合物の室内濃度暫定目標値等について （平成12年12月

122日生衛発第1852号厚生省生活衛生局長通知）

③ ｜室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法等について （平成1如月25日医薬発第邸号厚生労

！働省医薬局長通知）

ほ〕 室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法等について（平成14年2月ワ日医薬発第0207002号 厚

U ノ生労働省医薬局長通知）
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はじめに

・総揮発性有機化合物（TVOC）の暫定目標値について

厚生労働省は、複数の化学物質の混合物の濃度として 「総揮発性有機化合物 CTVOC）」の暫定目

標値を「400μ.g/m3」と定めています（平成12年12月22日）。

この値は、園内の家屋における、室内空気中の揮発性有機化合物 CVOC）濃度の実態調査の結果

をもとに、合理的に達成可能な限り低い範囲で設定された値であり、科学（毒性学）的知見から決定

されたものではありませんが、室内空気質の状態の目安として定められたものです。

室内空気中の揮発性有機化合物を全体として低減化させるための補完的な指標として、参考にすべ

き値といえます。

「－－一－目－－－－由－由申－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－，

国………（「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及ひ3公揮発性有機化合物の室内濃度暫定目標値等
についてJ（平成12年12月22日生衛発第1852号厚生省生活衛生局長通知）より引用）

…個別V0 C指針値はリスク評価に基づいた健康指針値であり、その濃度以下であれば通常の場

合そのV0 Cは健康への悪影響は起さないと推定された値である。しかしその濃度以下であれば

その空気質が快適で安全ということでは決してなく、実際には複数のVoc sが存在することか

ら、他のV0 Cについても順次健康指針値を決めていかなければならない。しかしそれには多大

な時間を有すること、またその聞に指針値を決めていない有害物質による汚染の進行を未然に防

ぐ目的から、 V0 C全体としての空気中濃度の目安を示して、個別V0 C指針値を補足すること

が重要であると判断した。その際、 TVO Cとしてのリスク評価を行うにはデータが不足してい

ることから、圏内における室内V0 C濃度の実態調査の結果を用いて、合理的に達成可能な限り

低い範囲において暫定目標値を決定した次第である。従って個別V0 C指針値とTVO C暫定目

標値は、現時点ではそれぞれ独立して扱われるべきものである。

将来リスク評価に基づくTVO C指針値が設定された場合には、個別V0 C濃度とTVO C濃度

の双方がそれぞれの指針値を満たしていないと、その空気質は安全であるとは言えない。

L＿ーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー叩ーーーーーーーーーーー＿..J

VO Cとは？

揮発性有機化合物 （笠olatileQrganic ♀ompounds）の略で、常混で揮発し、空気中に含まれている

化学物質をいいます。

WH Oは、室内空気汚染の可能性がある有機化合物を、沸点により次のように分類しています。

11111:翠望・

超揮発性有機化合物 …帥Al!v'r＇ヒドなど
(Very Volatile Organic Compounds) VVOC <O ～ 50-100℃ 

揮発性有機化合物 …卜舵ン、約レンなど
(Volatile Organic Compounds) voe so・100～240・260℃

半揮発性有機化合物
(Semivolatile Organic Compounds) s voe 240・260～380・400℃

粒子状物質
{Particulate Organic Matter) POM I >380℃ 
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横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン

eシックハウス症候群を防止する取組

厚生労働省が定めている化学物質の室内濃度指針値をもとに、学校環境衛生の基準、建築基準法等

の法令が改正され、シックハウス対策について規定が設けられています。

横浜市では、 各関係法令に定められたシックハウス対策を、公共建築物において総合的に進めるた

め、全庁的な取組指針として「横浜市公共建築物シ、ソクハウス対策ガイ ドライン」（平成16年4月7日

副市長依命通達）を制定しました。横浜市が建設又は管理し、多数の市民が利用する公共建築物につ

いては、全ての施設で本ガイドラインに基づくシックハウス対策を実施しています。

さらに、民間の建築物においても、同様に対策を推進するため、「横浜市建築物シックハウス対策

ガイ ドラインjを平成17年12月20日に制定しました。

シックハウス対策関係法令と「シックハウス対策ガイドラインJ

厚生労働省通知
「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法についてJ
（ホルムアルデヒドをはじめとする13物質の室内濃度指針値を策定）

改正 （平成14年2月5日）

［学校］
学校環境衛生の基準
（学校教室のホルムアjレデヒド等の室内濃度測定（定期・臨時）実施）

｛特定建築物］
建築物衛生法施行令（不特定多数の人が利用する大規模な建物について、
新築・轡改築時のホjレムアルデヒド室内濃度測定実施）

改正（平成15年7月1日）

［全ての居室］
建築基準法
（建築材料等の使用制限、換気設備の設置等を規定）

平成16年4月7日制定

横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン
対象：多数の市民が利用する公共建築物

平成17年12月20日制定

横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン
対象：多数の市民が利用する建築物
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]] .横浜市建築物
シックハウス対策

ガイドライン
。概要

建築物の設計－施工上の配慮から、日常管理まで、総合的な取組内容を定めています。

取組内容の標準的フロー

①建築設計
・使用する建材について配慮します。
－適正換気量が確保されるよう設計します。
－揮発性有機化合物等の室内濃度測定を実施し、その結果に対応できるよう
余裕を見込みます。

②工事施工管理
－使用材料について安全性を確認し、保管にも配慮します。
・施工から引き渡しまで、積極的に通風換気します。
－施設を利用しながら施工する場合、利用者の安全に配慮します。
－竣工後、引き渡しまでに、揮発性有機化合物等の室内濃度測定を実施します。

③什器の選定｜→什器選定マニュアル（p.8)I 
－什器（机、いす、棚など）を新たに購入する場合は、揮発性有機化合物等の
放散量が少ないものを選定します。

④揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定
｜→施設管理者が行う揮発性有機化合物（VOC）等室内濃度測定マニュアル （p.10)1

－新築、改築、 屋内外改修工事の後、揮発性有機化合物等の室内濃度測定を実
施します。

－測定結果が、厚生労働省の室内濃度指針値を超えた場合は、原因究明・改善
措置等の対応を行います。

⑤日常管理｜→日常管理マニュアル （p.15)I 
．化学物質の使用に配慮します。
－適正な換気量を確保します。

⑥情報提供｜→情報提供マニュアル （p.18)I 
・シックハウス対策の内容や、室内濃度測定

の結果について、利用者に情報提供します。

市民の利用する建築物：安全で快適な室内環境の確保
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横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン

横浜市建築物シツJクハウス対策ガイドライン（全文）

〔平成17年12月20日 制定〕

1 目的

市民のシックハウス症候群による健康被害を防止するため、建築物の建設及び管理にあたって留

意すべき事項をガイドラインとしてとりまとめることにより、設計・施工者及び施設管理者の取組

の指針とし、市民が利用する施設の室内空気中の有害化学物質濃度の低減化をすすめます。

2 対象

保育所・幼稚園－福祉施設・学校等、多数の市民が利用する建築物

3 取組内容

(1）建築設計

設計者及び施設管理者は、多数の市民が利用する建築物の新築 ・改築 ・改修等の建築設計にあ

たって次のことを行います。

ア使用建材等の配慮

使用する建材等は、下地材を含め、屋内、屋外を問わず、原則としてホルムアjレデヒド、ト

jレエン等を放散しないか、放散量の少ない材料を選定し、設計図書に明記することとします。

イ 工法の配慮と適正換気量の確保

やむを得ずホルムアルデヒド、トル工ン等が含まれる建材等を使用する場合は、室内環境等

への影響が最も小さくなる工法を選定し、換気について適正な換気量を確保する設計をします。

ウ 室内濃度測定の実施等

引き渡しまでの聞に揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定を実施するとともに、その

結果に基づく必要な措置を講ずるため、時間的余裕を事前に見込みます。

(2）工事施工管理

工事施工者は、次の管理を行います。

ア 使用材料が適正かつ安全な材料であるかを化学物質等安全データシート（MSDS）等により

確認するとともに、 材料保管場所の通風換気や材料聞の化学物質の移行防止等の配慮をします。

イ 施工中はもとより、竣工、引き渡しまでの問、積極的な通風換気に努めます。

ウ 屋内外改修工事、設備機器の斐換・改修など、施設を利用しながらの工事にあたっては、施

設管理者と十分打合せを行い、利用者等の安全に配慮します。

工 工事完成後引き渡しまでの聞に、揮発性有機化合物（VOC）等 剖 の室内濃度測定を実施し

ます。測定対象室、測定方法等については、 f横浜市まちづくり調整局所管工事揮発性有機化合

物 CVOC）等の室内濃度測定マニュアル」注2に準拠することとします。

(3）什器の選定

施設管理者は、新たに机やいすなどの什器を購入する場合は、ホルムアjレデヒド等の化学物質

の放散量が少ない仕様のものを選定するよう配慮します。
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