
令和４年７月 11 日 

会 員 各 位 

（公社）東京ビルメンテナンス協会 

「職場における熱中症の予防対策の徹底」の要請について 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。皆様に日頃より協会の各種事業

にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本年は梅雨明け前より暑さが極めて厳しく、都内におきましても熱中症で緊急搬

送されている人が急激に増加しており、死亡したケースも報じられております。 

このような状況の中、７月６日に東京労働局長より当協会長に対して「職場における熱

中症予防対策の徹底」の要請がありました。 

これは当協会のほか、建設業、警備業、陸上貨物運送事業など、熱中症の発生件数が多

い業界の計８団体に向けて、予防のための重点的な取り組みを求めるものです。 

熱中症の発生は、７月ならびに８月が特に多くなります。 

従業員の方々が熱中症に罹らないよう、十二分のご配慮をお願いいたします。また、転

倒災害や墜落・転落災害、重い物や繰返し動作による腰痛などの労働災害防止、新型コロ

ナウイルス感染症の防止につきましても、併せて特段のご留意をお願いいたします。

なお、ビルメンテナンス業における熱中症予防につきましては、別添の「暑さ指数をご

存知ですか」をご参考にお取組みいただけますと幸いです。 

敬具 

【別添資料】 

別添１ ········· 重点取組期間における熱中症予防対策の徹底について（要請） 

別添２ ········· 暑さ指数をご存知ですか 

（熱中症の予防ならびにマスク着用時の留意事項） 



別添１



熱中症予防のポイント

をご存知ですか暑さ指数暑さ指数暑さ指数
(WBGT値)

暑さ指数による行動の指針

一般に危険性は少ないが、
激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。
一般に危険性は少ないが、
激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

強い日射を防ぐ対策や水分補給、適切な休憩などを
考慮し、熱中症が発生した場合の応急処置や
連絡体制の確立など、十分な準備を行う必要がある。

強い日射を防ぐ対策や水分補給、適切な休憩などを
考慮し、熱中症が発生した場合の応急処置や
連絡体制の確立など、十分な準備を行う必要がある。

激しい作業を行う場合は定期的に休息をとり、
水分を十分に補給することが必要。
激しい作業を行う場合は定期的に休息をとり、
水分を十分に補給することが必要。

屋外での活動をなるべく避けることが必要。
建物外周、屋上、公園、運動場等での作業は中止するか、
暑い日中を避けた時間帯での作業とする。
可能であれば、事前にこの時期の作業を避ける。

屋外での活動をなるべく避けることが必要。
建物外周、屋上、公園、運動場等での作業は中止するか、
暑い日中を避けた時間帯での作業とする。
可能であれば、事前にこの時期の作業を避ける。

以上

未満

〜

〜

詳しくは次ページ以降をお読みください

「暑さ指数」は熱中症の起こりやすさを判断するための数値です。
単位は気温と同じ ℃ で示されますが気温とは異なります。
人体と外気との熱のやりとりに着目した指標で、
気温だけでなく湿度や日射・輻射 (ふくしゃ)など周辺の熱環境を取り入れて算出されます。
たとえ気温が同じでも、湿度などそのほかの要素によって熱中症のリスクは大きく変わります。

別添２
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令和４年７月１日 

各 位 

公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 

東京都荒川区西日暮里５－１２－５ 

電話：０３－３８０５－７５５５ 

熱中症の予防ならびにマスク着用時の留意事項 

１．「暑さ指数」を参考にして熱中症の予防 

(1) 熱中症の発生

一年の中で熱中症による被災者が多発する時期は７月、８月となっております。

 ただし、５月、６月あるいは９月、１０月でも「熱中症」により救急搬送される 

被災者は発生しております。また、寒い季節でも「熱中症」で搬送された、という 

ニュースに時々接します。

被災者の体調（例えば、持病の有無、睡眠の取得状況、風邪の有無など）、また、周囲の

環境（温度、湿度、気流、輻射熱など）が要因となり熱中症に罹ることがあります。 

 また、熱中症は「暑さに身体が慣れていない時期」にも罹りやすくなる、といわ 

れております。このことも、熱中症予防のために覚えておいて下さい。 

(2) 暑さ指数（WBGT値）＊WBGT（湿球黒球温度）;Wet Bulb Globe Temperatureの頭文字

熱中症を予防するための目安に「暑さ指数」があります。

「暑さ指数」は「熱中症を予防することを目的」として 1954年（昭和 29年）にアメ

リカで提案された指標です。

単位は気温と同じ摂氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。

「暑さ指数（WBGT）」は人体と外気との熱のやりとり（「熱収支」といいます）に着 

目した指標で、人体の熱収支に与える影響が大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふく 

しゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の３つを取り入れた指標です。 

なお、1982年（昭和 57年）暑さ指数(WBGT)は、ISOにより国際基準として位置 

づけられました。 

輻射熱（ふくしゃねつ）とは、「遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱」のことです。放射熱と

もいわれます。「風」が吹いても温かさが伝わる「熱」で、空気に影響されない特徴があります。 

例；太陽、電気ストーブ、石油ストーブ、電子レンジ 

(3) 暑さ指数の有効性について

単純に気温だけではなく湿度や日差しの違いを考慮して、熱中症予防につながるのが

暑さ指数（WBGT）です。 日々の情報発信の中でも、最高気温だけではなく「暑さ指

数（WBGT）」を参考にすることで、より的確な熱中症予防情報を提供できます。

なお、暑さ指数（WBGT）は、市販されている熱中症計（暑さ指数計）などで比較的

簡単に計測することができます。
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 次表は少し古いものですが２０１１（平成２３）年の７月と８月のデータです。 

 気温が同じあるいは近い場合でも、湿度の高低により熱中症リスクが異なります。 

＊２０１１年（平成２３年）の「７月６日と７月９日」、「７月１８日と８月１５日」の比較（東京） 

７月６日 ７月９日 ７月１８日 ８月１５日 

1 最高気温 32.5℃ 32.5℃ 34.8℃ 33.2℃ 

2 最小湿度 41％ 56％ 42％ 54％ 

3 注）日射量 24.82MJ 24.0MJ 18.79MJ 21.85MJ 

4 ＷＢＧＴ 26.9℃ 29.9℃ 28.6℃ 30.2℃ 

5 暑さ指数ランク 警戒 厳重警戒 厳重警戒 厳重警戒 

6 熱中症の搬送数 50人 94人 56人 100人 

注）日射量；一定時間に太陽から降り注いでくる光のエネルギー総量を示すもの。 

（単位面積が単位時間に太陽から受ける放射エネルギーの量で測定する。） 

単位は、kWh/㎡ （または MJ/㎡ ）。 

(4) 暑さ指数による対応例

No 暑さ指数（℃） 対  応  例  等 

1 ２５未満 【注意】 

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 

2 ２５～２８ 

（＊２５℃以上 

２８℃未満 

【警戒】：熱中症に対する警戒が必要なレベル 

激しい作業を行う場合は定期的に休息をとり、水分を十分に補給することが

必要となります。  参考；2020.5.11 東京の昼間；27.8℃ 

3 ２８～３１ 

（＊２８℃以上

３１℃未満） 

【厳重警戒】：熱中症の発生に厳重な警戒が必要なレベル 

強い日射を防ぐ対策や水分補給、適切な休憩などを考慮するとともに、熱中

症が発生した場合の応急処置や連絡体制の確立など、十分な準備を行う必要

があります。    参考；2020.6.5 東京の昼間；28.4℃ 

4 ３１以上 【危険】；熱中症の発生が危険なレベル 

屋外での活動をなるべく避けることが必要です。建物外周、屋上、公園、 

運動場等での作業は中止するか、暑い日中を避けた時間帯での作業とする。 

可能であれば、事前にこの時期の作業を避けるようにしましょう。 

参考；2020.7.26 東京の昼間；31℃。 8.15；34.4℃。 8.29;33.0℃。 

(5) 暑さ指数の把握

① 環境省のホームページの活用 ＊暑さ指数の情報サイトは 4月末～10月末の期間で表示

環境省のホームページには、日本全国の「暑さ指数」が「今日、明日、明後日」で 

表示されます。 

現在時刻の暑さ指数は実況となり、現在の時刻以降は「予測値」となります。 

室内等でエアコンを使用しないでの作業、屋外での作業を行う場合の参考指数とし 

て活用できると考えます。 

 次の流れで該当箇所（「地点を選択」）を選択し、該当場所（私共が作業を行う地 

域等）の「暑さ指数」を把握し、作業遂行の可否あるいは作業開始前に行う予防措 

置、作業遂行中の休憩回数・時間数、また、水分等の補給の判断にして下さい。 
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①「環境省熱中症予防情報サイト」⇒ ②「全国の暑さ指数（実況と予測）」⇒ ③「暑さ指数

（WBGT）地図表示」⇒ ④「地方」の選択 ⇒ ⑤（地図の下方）「地方を選択」、「都府県を選

択」、「地点を選択」⇒ ⑥「暑さ指数（WBGT）」が表示される。 

 例えば、関東地方で東京を選択した場合、１２地点が表示され、１２地点の中の一つを選ぶ

とその地点の「暑さ指数」が表示され、時刻による危険度（安全度）がわかります。 

 

(6) 熱中症の予防；水分及び塩分の摂取  注）水分・塩分摂取は病気によっては制限が必要  

① 従業員の皆様は「のどの渇き」の自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分を 

作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行いましょう。 

② 管理・監督者は、従業員の水分及び塩分の摂取を確認しましょう。作業中の巡視

における確認などにより、従業員からの申出にかかわらず定期的な水分及び塩分

の摂取の徹底を図りましょう。       

③ 尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分不足の状態であ

る可能性があるので水分（あるいは塩分も）の補給をただちに検討して下さい。 

 

(7) プレクーリング     

「暑さ指数（WBGT値）」が高い暑熱環境の下で、作業強度を下げたり（作業者の身体へ 

の負担が少ない作業への変更ができない）、通気性の良い衣服を採用したりすること 

が困難で、なお作業を行わないといけない場合は次のような対応を行いましょう。 

①プレクーリングを行う  ＊作業開始前・休憩時間等に身体の「内部冷却」を実施する。 

作業開始前にあらかじめ深部体温（体内の温度）を下げる。これにより作業中の体 

温上昇を抑える。予め深部体温を下げることを「プレクーリング」という。 

ⅰ．冷水や流動性の氷状飲料（「アイススラリー」）などを摂取して体内から冷却す 

る方法。（＊スラリーとは液体に微細な氷の粒が混じったシャーベット状の飲物）。 

ⅱ．水温 10度から 15度の水（水道水）を洗面器に入れ、両手のひらを 5分くらい 

浸す。末梢血管内の血液を通して深部体温を下げることができる。なお、氷水 

のように冷た過ぎると体を温めようとする防衛本能が働き、逆効果となる。 

②炎天下での作業、室内の暑熱下での作業を行う等の場合は、作業開始前や休憩時間 

 中にプレクーリングを行う。 

 

(8) エアコンの使用について；換気を行う 

   控室や休憩場所等で、エアコンを使用し冷気を送風している場合があります。 

熱中症予防には冷房は有効です。 

ただし、一般的な家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで換気を行っていま

せん。新型コロナウイルス対策のためには、冷房時でも窓開放や換気扇によって換

気を行う必要があります。換気により室内温度が高くなりがちなので、エアコンの

温度設定を下げるなどの調整をしましょう。 

また、窓や換気扇がない場所もあります。このような場所では、出入口扉を開け

て室内の空気を入れ替えるようにしましょう。扇風機等がある場合は、出入口に向

けて室内の空気を送り出すようにすると良いでしょう。 
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(9) 涼しい場所への移動および涼しい場所の事前確認

少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動することが、熱中症

予防に有効です。＊体調の異変；大量の汗。頭痛・めまい・だるさ。足等のけいれん。嘔吐

ただし、人数制限等によりすずしい控室等にすぐに入ることができない場合もあ 

ります。このような場合は、屋外でも日陰や風通しの良い場所に移動してください。 

事前に、屋外の涼しい場所を確認し、休むことができることも確認しましょう。 

(10) 日頃の健康管理について

毎朝の定時の体温測定、身体の健康チェックは熱中症予防にも有効です。

平熱を知っておくことで、発熱に早く気づくこともできます。

平常時の自分自身の身体の状態を把握し、健康管理を充実させてください。

また、体調が悪いと感じた時は、速やかに職場や担当者へ連絡し、指示を仰ぎ、 

体調によっては自宅で静養するようにしましょう。 

２．マスク着用での作業及びマスクをはずす目安 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、一人ひとりが感染防止の基本である。 

(1)身体的距離の確保  (2)マスクの着用  (3)「手洗い」や「うがい」の励行 

また、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の対策での生活をしております。 

 これからの暑くて湿度の高い季節を迎えるにあたり、皆様には、例年よりもいっそ

う熱中症予防ならびに新型コロナウイルス感染拡大防止にご留意ください。 

(1) マスク着用及びマスクをはずす目安

①マスクの着用と熱中症のリスク 

マスクは飛沫の拡散予防に有効で、一人ひとりの基本的な感染対策として着用して

おります。しかし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血 

中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、身体に負担がかかることがあります。 

このことから、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが 

高くなるおそれがあります。 

②マスクをはずす場合

屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合は、マスクを外し

ての行動が可能です。＊厚生労働省；「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

屋外作業で、他の人と２ｍ以上離れることができる場合は、マスクを外しての作

業ができます。屋外作業中等にマスクをはずす場合には、他の人との距離が２ｍ以

上離れていることを確認しましょう。また「２ｍ」とはどの程度の距離なのか把握

しましょう。なお、マスクは必ず携行し、他の人と距離を十分に取れない場合は着用しま

しょう。作業時は不着用でも、休憩等で複数人となる場合は着用する必要があります。 

  ③顧客等との事前打合せ 

作業時のマスクの着脱については、事前に顧客等の打合せを行いましょう。お客様 

によっては「いずれも場合も『マスク着用』」と決めている場合があります。この

ような場合は、熱中症リスクを考慮し、顧客と協議し、着脱を決めてください。 

以上 
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