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はじめに
建築物環境衛生管理技術者とは
建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、次のように定められています。
（建築物環境衛生管理技術者の選任）
第6条

特定建築物所有者等は、
当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正

に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境
衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しな
ければならない。
また、選任が必要な特定建築物については、同法に次のように定められています。
（特定建築物）
第1条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律の政令で定める建築物

は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上の建築物及び専ら
学校教育法の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m2以上のものとする。
一

興行場、
百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

二

店舗又は事務所

三

第一条学校等以外の学校（研修所を含む。）

四

旅館

建築物環境衛生管理技術者免状を取得するためには
建築物環境衛生管理技術免状の取得方法には、講習会による方法と試験による方法があ
り、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に、次のように定められています。
（建築物環境衛生管理技術者免状）
第7条

建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に

対し、厚生労働大臣が交付する。
一

厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の

定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生労
働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了したもの
二
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建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者

建築物環境衛生管理技術者試験とは
受験するためには、下記の受験資格の条件を満たしている必要があります。
● 受験資格
次の用途に供される建築物の当該用途部分において、環境衛生上の維持管理に関す
る実務に業として2 年以上従事された者
建築物の用途
百貨店、集会場（公民館、結婚式場、市民ホール等）、
（ア）興行場（映画館、劇場等）、
図書館、博物館、美術館、遊技場（ボーリング場等）
（イ）店舗、事務所
（ウ）学校（研修所を含む。）
（エ）旅館、
ホテル
（オ）その他（ア）
から
（エ）
までの用途に類する用途
試験の科目は下記のとおりです。
● 試験科目
午前（試験時間 3 時間）

1 . 建築物衛生行政概論（ 20 問）
2 . 建築物の環境衛生（ 25 問）
3 . 空気環境の調整（ 45 問）
午後（試験時間 3 時間）

4.
5.
6.
7.

建築物の構造概論（ 15 問）
給水及び排水の管理（ 35 問）
清掃（ 25 問）
ねずみ、昆虫等の防除（ 15 問）

合格基準は、合格発表時に試験実施団体により公表されますが、例年のとおりです。
● 合格基準

7 科目の合計で65 % 以上の正解率、かつ、各科目40 % 以上の正解率
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建築物環境衛生管理技術者試験の特徴
建築物環境衛生管理技術者試験の特徴は、下記のとおりです。
● 科目数が多く、出題範囲が広い
建築物の構造、空調・給排水衛生設備から、感染症、
ドブネズミ、
ゴキブリまで、出題され
る範囲が、多岐・広範囲にわたっています。
● 出題数が多い
全180問が出題されます。
すべてが必須問題で、
すべての問題に解答する必要があります。
● 合格基準が高い
前述したように、合格基準は合格発表時に試験実施団体により公表されますが、例年、
全体の正解率65%以上です。他の資格試験が正解率 60 %であるのに対して、5 %ほど
高くなっています。
● 科目ごとに合格基準がある
科目ごとに正解率の下限が設定されています。全体の正解率が65％をクリアしても、一つ
でも正解率が40％未満の科目があれば、合格することができません。
なお、科目ごとに合格
させる、科目合格制度は設定されていません。
● 試験時間が長い
試験は、1日間で実施され、午前 3 時間、午後 3 時間の計 6 時間になっています。6 時間継
続して試験を受ける必要があります。
● 1問当たりの時間は短い
試験時間 6 時間に対して、出題数は180 問です。
したがって、1問あたりの時間は、次式
より2分間です。
（ 6×60 ）分
360 分 ＝2［ 分 / 問］
＝
180 問
180 問

建築物環境衛生管理技術者試験科目の概要
建築物環境衛生管理技術者試験の各試験科目の概要は、下記のとおりです。

1. 建築物衛生行政概論
20問出題されます。建築物における衛生的環境の確保に関する法律を中心に、憲法、
地域保健法、学校保健法、生活衛生関係営業法、環境基本法、感染予防法、労働安
全衛生法など、多岐にわたる関係法規から出題されます。建築物における衛生的環境の
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確保に関する法律からは、特定建築物、建築物環境衛生管理技術者の免状・選任・職
務、事業の登録、管理基準などが出題されます。

2. 建築物の環境衛生
25問出題されます。人体、熱、有害物質、音、光、電磁波、放射線、感染症、薬剤など、
多岐にわたる環境衛生の知識を問う問題が出題されます。

3. 空気環境の調整
45問出題されます。科目の中で最も多い出題数です。全体正解率 65％をクリアするため
に、
この科目での正解数の積み上げが必要です。熱工学、流体工学、空気線図、
エアロ
ゾル、空調方式、空調機器、換気量の計算、粉じん測定、有害物質の測定法、照度計
算、省エネ、
自動制御など、有害物質や光環境まで含んだ広義の空気環境について、知
識を問う問題が出題されます。

4. 建築物の構造概論
15問出題されます。科目の中で最も少ない出題数です。15 問中6 問以上正解できない
と、科目ごとの合格基準を満たすことができないので、
この科目での取りこぼしをしないように
注意が必要です。
日射、設計図書、基礎・構造、構造力学、断熱、建築材料、鉄骨、鉄筋
コンクリート、防災などの分野から出題されます。

5. 給水及び排水の管理
35問出題されます。上下水道、給水、雑用水、給湯、排水、浄化槽、ガス設備、消火設
備などの分野から出題されます。水質基準や建築物環境衛生管理基準、貯水槽の清
掃の手順や浄化槽のフローなど、専門的な内容の問題も出題されています。

6. 清掃
25問出題されます。建物内の清掃から廃棄物の処理まで、一連の流れを網羅した内容
が出題されます。建物内の清掃については、清掃計画表、
ドライメンテナンス法などの清掃
手法、床維持剤の性質、清掃用パッドの色など、専門的な内容の問題が出題されていま
す。廃棄物については、廃棄物処理法のほか、食品リサイクル法、家電リサイクル法、容
器包装リサイクル法など、多岐の関連法規から出題されています。

7. ねずみ、昆虫等の防除
この分野は、害
15問出題されます。建築物の構造概論とともに、最も少ない出題数です。
虫防除の業務に就いていない者からすると、馴染みのない分野であり、建築物の構造概
論よりも、取りこぼす可能性が高いといえます。蚊、
ゴキブリ、
ダニ、
ネズミなど建物内にみられ
る害虫や害獣と、
それを防除する薬剤や手法について出題されます。害虫や薬剤は、カ
タカナで表記されて覚えにくいので、反復学習により記憶する必要があります。
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memo

第1章
建築物
衛生行政
概論

20問出題されます。建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下、建築物衛生
法）
を中心に、憲法、地域保健法、学校保健法、生活衛生関係営業法、環境基本法、感
染予防法、労働安全衛生法など、多岐にわたる関係法規から出題されます。建築物衛生法
からは、特定建築物、建築物環境衛生管理技術者の免状・選任・職務、事業の登録、管
理基準などが出題されます。

日本国憲法

1

憲法とは、基本となる決まりをいい、
日本国憲法は、
わが国の最高法規です。1946 年 11月3日
に公布、1947 年 5月3日から施行され、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調と
して、象徴天皇制、戦争の放棄、三権分立、国権の最高機関としての国会、地方自治の保
障などを規定しています。

法体系

建築物環境衛生管理技術者試験では、下記に示す同法第 25 条について出題されますの
で、条文中のキーワードを覚えましょう。
第 25 条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及
び増進に努めなければならない。
問題集 例題1-1へ
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WHO憲章

第1章

2

建築物衛生行政概論

「全ての人々
WHOとは、世界保健機関（ World Health Organization : WHO ）の略で、
が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関です。

1948 年 4月7日の設立以来全世界の人々の健康を守るため、広範な活動を行っています。
現在の加盟国は190カ国以上、
わが国は、1951 年 5月に加盟しました。

憲章とは、重大な事柄や根本的な原則に関するきまりをいいます。建築物環境衛生管理技
術者試験では、下記に示す、WHO 憲章の前文に述べられている健康の定義について出題
されるので、覚えましょう。
健康とは、身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気
又は病弱でないということではない。
到達しうる最高基準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・経済的ないし
社会的条件の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。
問題集 例題1-2へ

memo
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行政組織

3

行政組織の分野からは、関係法規と所管官庁の組み合わせや、保健所、特定行政庁、労
働基準監督官などについて出題されます。

関係法規と所管官庁

1

主な関係法規と所管官庁は、次のとおりです。
関係法規

所管官庁

水道法

厚生労働省

下水道法

国土交通省、環境省

浄化槽法

国土交通省、環境省

水質汚濁防止法

環境省

大気汚染防止法

環境省

地域保健法

厚生労働省

学校保健安全法

文部科学省

労働安全衛生法

厚生労働省

建築基準法

国土交通省

消防法

総務省

2

行政組織

行政組織に関する事項は、次のとおりです。

① 保健所
保健所とは、地域保健を担うために、地域保健法に基づいて都道府県、政令指定都市、
中核市、施行時特例市、
その他指定された市（保健所設置市）、特別区が設置する公
的機関です。

② 建築基準法の特定行政庁
建築基準法とは、建築物の敷地・設備・構造・用途の最低基準を定めた法律で、建築
基準法に規定される特定行政庁とは、都道府県知事または建築主事を置く市町村長を
いいます。
また、建築主事とは、建築基準法に基づく確認事務、検査、検査済証の交付な
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どを行う市町村または都道府県の職員をいいます。

第1章

③ 労働基準監督官
労働基準監督官とは、労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令の職務を行う

建築物衛生行政概論

ために、労働衛生行政の地方組織である都道府県労働局、労働基準監督署に置かれ
る職員をいいます。

④ 教育委員会
教育委員会とは、地方教育行政を担当する機関として、都道府県及び市町村等に設置
するもので、首長から独立した行政委員会として、地方の教育行政事務を執行します。
し
たがって、学校保健に関する地方の行政事務は、教育委員会が責任を負っています。
問題集 例題1-3へ
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建築物衛生法の目的・内容

建築物衛生法の目的・内容の分野からは、同法第 1 条に規定される目的や、管理基準、保
健所の業務などについて出題されます。

1

建築物衛生法の目的

建築物衛生法の目的は、同法第 1 条に次のように規定されています。
（目的）
第 1 条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環
境衛生上必要な事項等を定めることにより、
その建築物における衛生的な環境の確保
を図り、
もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
建築物衛生法は、多数の者が使用し、又は利用する建築物である特定建築物の維持管理
に関し環境衛生上必要な事項等を定め、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的に
しています。建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準は、別法である建築
基準法で規定されています。建築物衛生法では、特定建築物の維持管理に関する事項が
規定されており、建築物の環境衛生上良好な状態を確保するために必要な構造設備や、
空気調和及び給排水等の建築設備の設計指針などは、同法では規定されていません。
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建築物衛生法の内容

2

① 建築物環境衛生管理基準
建築物衛生法では、建築物環境衛生管理基準について、次のように規定されています。
（建築物環境衛生管理基準）
第4条

特定建築物の所有者、
占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理に

ついて権原を有するものは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」
と
いう。）
に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ね
ずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置につい
て定めるものとする。

3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占
有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境
衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
建築物衛生法では、
特定建築物の維持管理権原者（正当な維持管理権を有する者）
に、
建
築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを義務付けています。
建築物環境衛生管
理基準は、
最低許容限度の基準ではなく、環境衛生上良好な状態を目標として規定されて
います。
また、
特定建築物以外の建築物であっても、
多数の者が使用し、
又は利用するものの所
有者、
占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、
建築物環
境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければなりません。

② 保健所の業務
建築物衛生法では、保健所の業務について、次のように規定されています。
（保健所の業務）
第3条
一

保健所は、
この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。

多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正

しい知識の普及を図ること。
二

多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相

談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。
特定建築物の建築物環境衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健
所を設置する市長、又は特別区の区長であり、保健所は、多数の者が使用し又は利用する
建築物の維持管理に関する環境衛生上の正しい知識の普及、相談に応じること並びに必
要な指導を行うことが業務として規定されています。
問題集 例題1-4へ
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第1章

特定建築物

5

建築物衛生行政概論

特定建築物とは、建築物衛生法で特に定められた建築物をいいます。

特定建築物の定義

1

建築物衛生法上の特定建築物の定義については、同法に次のように規定されています。
（定義）
とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校
第 2 条 この法律において「特定建築物」
等の用に供される相当程度の規模を有する建築物（建築基準法に掲げる建築物を
いう。）
で、多数の者が使用し、又は利用し、
かつ、
その維持管理について環境衛生上
特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるも
のとする。
特定建築物については、建築物衛生法施行令に次のように規定されています。
（特定建築物）
第1条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 2 条第 1 項の政令で定め

る建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上の建築物
及び専ら学校教育法に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園（「第 1 条学校
等」
という。）
の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m2以上のものとする。
一

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

二

店舗又は事務所

三

第1条学校等以外の学校（研修所を含む。）

四

旅館

memo
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延べ面積の算定

2

建築物衛生法に規定される延べ面積は、次のように算定します。

1つの建築物を次の4つの部分に区分して計算します。
A ： 専ら特定用途に供される部分（例：事務所、店舗の専用部分）
（ 例：廊下、階段、洗面所）
B ： Aに附随する部分（いわゆる共用部分）
C ： Aに附属する部分（例：百貨店内の倉庫、事務所附属の駐車場）
D ： 専ら特定用途以外の用途に供される部分（例：独立の診療所の専用部分）
各部の床面積をA：a［ m 2 ］、B：b［ m 2 ］、C：c［ m 2 ］、D：d［ m 2 ］
とすると、延べ面積
は次式で算定されます。
延べ面積＝a＋b＋c［m2］
すなわち、延べ面積は、Dの専ら特定用途以外の用途に供される部分のみ除外し、A、B及
びCの床面積の合計で算出します。
したがって、特定建築物の延べ面積の算定方法は、建
築基準法の定義に基づく算定方法（各階の床面積の合計）とは異なる場合があります。
ま
た、特定建築物は、建築基準法に定義される建築物であることと規定されているので、建築
基準法上の建築物ではない駅ビル内部のプラットホームの部分は、特定用途の延べ面
積に含めません。
そして、特定建築物の延べ面積は、
1棟の建築物ごとに算出することを基
本としているので、同一敷地内に複数の建築物があっても、延べ面積の算定は1 棟の建築
物ごとに行うこととされています。
問題集 例題1-5へ

特定建築物に該当する用途

3

特定建築物に該当する用途、該当しない用途のうち、主なものは次のとおりです。
特定建築物に該当する用途例
興行場
（映画館など）
百貨店
集会場
（公民館など）
図書館
博物館・美術館
遊技場
店舗
（飲食店など）
事務所
（銀行など）
学校
（研修所を含む）
旅館
（ホテルなど）

特定建築物に該当しない用途例
寄宿舎
共同住宅
工場
自然科学系研究所
病院
寺院

問題集 例題1-6へ
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第1章

学校に関する事項

4

学校については、学校教育法等に規定される建築物衛生法施行令第 1 条による第1条学
校等と、第1条学校等以外の学校（研修所含む）
に区分され、
それぞれ特定建築物に該当

建築物衛生行政概論

する延べ面積の値が異なります。特定建築物のうち学校に関する事項をまとめると、次のとおり
です。
項目

第1条学校等

第1条学校等以外の学校（研修所を
含む）

定義

学校教育法等に規定される学校

左記以外の学校（研修所含む）

8,000m2以上

3,000m2以上

小学校、中学校、高等学校、中等教
育学校、大学、高等専門学校
特別支援学校（盲学校、聾学校、養
護学校）
幼稚園
幼保連携型認定こども園

専修学校、各種学校
研修所

特定建築物となる
延べ面積

該当する主なもの

5

特定用途に該当する部分

特定用途に該当する部分、該当しない部分のうち、主なものは次のとおりです。
特定用途に該当する部分
映画館のロビー
店舗用の倉庫
遊技場ビル内の廊下、階段
事務所ビル内の社員食堂
ホテル内に設けられた結婚式場

特定用途に該当しない部分
診療所
公共駐車場
独立して設置された立体駐車場
地下街の地下道
電気事業者の地下式変電所
鉄道の運転保安施設
ビル所有者の住居

問題集 例題1-7へ

memo
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特定建築物の届出

6

特定建築物については届出をする必要があり、建築物衛生法に、次のとおり規定されていま
す。

特定建築物の届出・罰則

1

特定建築物についての届出と、届出に対する罰則規定は、次のとおりです。
（特定建築物についての届出）
第5条

特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理につい

て権原を有する者があるときは、
当該権原を有する者）
（ 以下「特定建築物所有者等」
という。）は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1ヵ月以内に、
厚生労働省令の定めるところにより、
当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及
び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定
める事項を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は
区長。）に届け出なければならない。

2 前 項の規 定は、現に使用されている建 築 物が、第 2 条 第 1 項の政 令を改 正する
政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特
定建築物に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、前項中
「当該特定建築物が使用されるに至ったとき」とあるのは、
「建築物が特定建築物に
該当することとなったとき」
と読み替えるものとする。

3 特定建築物所有者等は、前 2 項の規定による届出事項に変更があったとき、又は
当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、
その日から1ヵ月以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
特定建築物の所有者などの管理権原者は、特定建築物の使用を開始してから、または
該当することになってから1ヵ月以内に、都道府県知事に届け出なければなりません。特
定建築物に変更があったときや該当しなくなったときにも、1ヵ月以内に、都道府県知
事に届け出なければなりません。
そして、届出をしなかった場合や虚偽の届け出をした場合
は、次のとおり罰則が規定されています。
第 16 条
一
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次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。

第 5 条第 1 項から第 3 項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第1章

特定建築物の届出内容

2

特定建築物の届出内容については、建築物衛生法施行規則に次のように規定されていま
す。

建築物衛生行政概論

（特定建築物についての届出）
第1条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による届出は、次の

各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府
県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。）に提出して
行うものとする。
一

特定建築物の名称

二

特定建築物の所在場所

三

特定建築物の用途

四

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第 1 条各号に掲げる用

途に供される部分の延べ面積
五

特定建築物の構造設備の概要

六

特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所（法人にあっては、
その名称、主た

る事務所の所在地及び代表者の氏名）
七

特定建築物所有者等の氏名及び住所（法人にあっては、
その名称、主たる事務

所の所在地及び代表者の氏名）
八

建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特

定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあっては、
当該特定建築物の
名称及び所在場所
九

特定建築物が使用されるに至った年月日

2 法第 5 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定による届出については、前項
第九号中「特定建築物が使用される」
とあるのは、
「特定建築物に該当する」
と読み替
えるものとする。

3 第 1 項（前項の規定により読み替える場合を含む。）の届書には、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ、
当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一

特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合（次号に

掲げる場合を除く。）当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管
理について権原を有することを証する書類
二

特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有

する者がある場合

当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証

する書類
届出事項には、特定建築物の名称、所在場所、用途、構造設備の概要、建築物環境衛生
管理技術者の氏名が含まれ、届出は、都道府県知事が定めた様式により行います。特定建
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築物が共有の場合、共有者がそれぞれ届出義務者ですが、連名で1通の届出を提出するこ
とが望ましいとされ、届出には、権原を有することを証する書類を添付しなければならないと
規定されています。
また、届出事項に変更があった場合も届け出る必要があるので、構造設備に大幅な変更が
あった場合や、建築物環境衛生管理技術者を変更した場合は、その日から1ヵ月以内に
届け出なければなりません。
なお、国又は地方公共団体の用に供する特定建築物であって
も、届出を行うことは免除されません。
問題集 例題1-8へ

帳簿書類

7

帳簿書類の分野からは、特定建築物の所有者等が備えておかなくてはならない維持管理
上必要な事項を記載した帳簿について、出題されます。

帳簿の備え付け

1

帳簿の備え付けについては、建築物衛生法に、次のように規定されています。
（帳簿書類の備え付け）
第 10 条

特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建

築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなけ
ればならない。

帳簿書類

2

帳簿書類については、建築物衛生法施行規則に、次のように規定されています。
（帳簿書類）
第 20 条

特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなけれ

ばならない。
一

空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況（こ

れらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び
整備の状況を含む。）
を記載した帳簿書類
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二

当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関

第1章

する設備の配置及び系統を明らかにした図面
三

その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した

帳簿書類

建築物衛生行政概論

2 前項第一号及び第三号の帳簿書類は、5年間保存しなければならない。
帳簿の保存期間は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防
除の状況を記載した帳簿書類と維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿
書類は5年間と規定されています。平面図、断面図、設備の配置及び系統を明らかにした
図面については、保存期間が規定されていないので、期限なく備え付けておく必要があると
解釈されます。具体的な帳簿書類の例は、次のとおりです。
帳簿書類の例
● 平面図、断面図
● 維持管理に関する設備の系統を明らかにした図面

保存期間
永久

飲用に供する給水配管の系統図 など
● 空気環境測定結果の記録
● 換気設備の点検整備の記録
● 給水設備の維持管理記録
飲料水の水質検査結果
貯水槽の臨時清掃と修理を実施した記録書類 など
● 雑用水設備の維持管理記録
● 給湯設備の維持管理記録
● 排水設備の維持管理・点検整備

5年間

排水槽の清掃記録
排水管、通気管及び阻集器の点検整備の記録 など
● 清掃の実施と廃棄物の処理量の記録書類
床の清掃や床維持剤の塗布の実施記録
廃棄物保管設備の点検整備の記録 など
● ねずみ等の防除記録
ねずみ等の生息状況調査結果と駆除を実施した記録書類 など

また、消火設備の維持管理記録、防災設備の点検整備の記録などは消防法に、昇降機の
点検整備記録などは建築基準法に規定されており、建築物衛生法に規定する帳簿書類
には該当しません。
問題集 例題1-9へ
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8

建築物環境衛生管理基準

建築物環境衛生管理基準とは、特定建築物の維持管理について権原を有する者が、特定
建築物の維持管理をするうえで遵守しなければならない、政令で定める基準をいいます。

建築物環境衛生管理基準の概要

1

建築物環境衛生管理基準は、建築物衛生法に次のように規定されています。
（建築物環境衛生管理基準）
第4条

特定建築物の所有者、
占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理に

ついて権原を有するものは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」
とい
う。）
に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ね
ずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置につい
て定めるものとする。

3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占
有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境
衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
特定建築物の所有者等の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理
基準に従って維持管理をしなければならないと規定されています。建築物環境衛生管理基
準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ等の防除、
その他環境衛生
上良好な状態を維持するのに必要な措置を規定しています。
ねずみその他の厚生労働省令
で定める動物とは、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動
物をいいます。
また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、又は利用する
場合は、所有者等の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に
従った維持管理をするよう努めなければならないと規定されています。
問題集 例題1-10へ

memo
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第1章

空気環境の調整

2

空気調和設備を設けている特定建築物では、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二
酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流及びホルムアルデヒドについて、各基準値を遵守
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しなければなりません。
また、空気環境測定を、室内空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素
の含有率などは、
2ヵ月以内ごとに1回、定期に、ホルムアルデヒドの測定は、新築、増築、
大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、
その使用を開始した時点から直近の 6月

1日から9月30日までの間に1回、実施することと規定されています。空気環境の調整に関
する事項は、次のとおりです。

① 空気環境の基準
空気調和設備（空気を浄化し、温度、湿度及び流量を調節して供給・排出できる設備）
を設けている場合の空気環境の基準は次のとおりです。
項目

基準値

浮遊粉じんの量

0.15mg/m3以下

一酸化炭素の含有率

100万分の10以下（＝10ppm以下）
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

二酸化炭素の含有率

100万分の1000以下（＝1000ppm以下）

温度

（1）17℃以上28℃以下
（2）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
しないこと。

相対湿度

40％以上70％以下

気流

0.5m/秒以下

ホルムアルデヒドの量

0.1mg/m3以下（＝0.08ppm以下）

ホルムアルデヒドとは、揮発性有機化合物（ VOCs ）の一つで、木材の接着剤などの建材に
使用される化学物質をいいます。
シックビル症候群の原因物質として、規制されています。
また、機械換気設備（空気を浄化し、流量を調節して供給できる設備）
を設けている場合は、
居室における浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、気流及びホ
ルムアルデヒドの量が基準に適合するように空気を浄化し、流量を調節して供給することと
規定されています。機械換気設備には、温湿度の調整機能がないので、温度と湿度の事項
は除外されています。

② 空気環境の測定方法
空気環境の測定方法は、特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中
央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、次の表に掲げる測定器を用いて
行うことと規定されています。
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項目
浮遊粉じんの量
（一日の使用時間中の
平均値）

測定器

測定回数

グラスファイバーろ紙（0.3μmのステアリ
ン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有

するものに限る。）
を装着して相対沈降径が
おおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法

により測定する機器又は厚生労働大臣の登
録を受けた者により当該機器を標準として
較正された機器
一酸化炭素の含有率
（一日の使用時間中の
平均値）

検知管方式による一酸化炭素検定器（同程
度以上の性能を有する測定器を含む）

二酸化炭素の含有率
（一日の使用時間中の
平均値）

検知管方式による二酸化炭素検定器
（同程
度以上の性能を有する測定器を含む）

温度

0.5℃目盛の温度計（同程度以上の性能を
有する測定器を含む）

相対湿度

0.5℃目盛の乾湿球湿度計（同程度以上の

2ヵ月以内ごとに1回

性能を有する測定器を含む）
気流

0.2m/秒以上の気流を測定することができ

る風速計（同程度以上の性能を有する測定
器を含む）
ホルムアルデヒドの量

2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高
速液体クロマトグラフ法により測定する機
器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプ

ト―1・2・4―トリアゾール法により測定する
機器又は厚生労働大臣が別に指定する測
定器

空気環境測定器の例
問題集 例題1-11、1-12へ
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新築、増築、大規模の修繕
又は大規模の模様替えを
完了し、その使用を開始し
た時点から直近の6月1日
から9月30日までの間に1
回

第1章

空気調和設備に関する衛生上必要な措置

3

空気調和設備に関する衛生上必要な措置については、建築物衛生法施行令に「空気調
和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によって居室の内
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部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。」
と規定されています。
そして、
建築物衛生法施行規則に、次のように規定されています。
第 3 条の18
一

令第 2 条第一号ニに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。

冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法第 4 条に規定する水質基準に適合

させるため必要な措置
二

冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した

後、1ヵ月以内ごとに1回、定期に、
その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃
及び換水等を行うこと。
ただし、1ヵ月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用し
ない期間においては、
この限りでない。
三

加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、
1ヵ月

以内ごとに1回、定期に、
その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこ
と。
ただし、1ヵ月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間において
は、
この限りでない。
四

空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時

及び使用を開始した後、1ヵ月以内ごとに1回、定期に、
その汚れ及び閉塞の状況を
点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。
ただし、1ヵ月を超える期間使用しない排水
受けに係る当該使用しない期間においては、
この限りでない。
五

冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、
それぞれ1年以内ごとに1回、定

期に、行うこと。
冷却塔とは、冷凍機の蒸発器から冷却水が奪った熱を大気に放熱するための装置で、加
湿装置、浴槽などともに、
レジオネラ属菌などの病原体の温床になりやすいです。

丸形

角形

冷却塔の例
問題集 例題1-13へ
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給水及び排水の管理

4

給水及び排水の管理については、建築物衛生法施行令に次のように規定されています。

① 給水及び排水の管理の概要
第2条
二

給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。

イ 給水に関する設備（水道法第 3 条第 9 項に規定する給水装置を除く。
ロにおいて同
じ。）
を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する
場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第 4 条の規定による水質基準に適合
する水を供給すること。
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場
合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止
するための措置を講ずること。
ハ

排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じない

ように、
当該設備の補修及び掃除を行うこと。
水質基準に適合するように水を供給するものについては、建築物衛生法施行規則に次のよ
うに規定されています。
第 3 条の19

令 第 2 条 第 二 号イの厚 生 労 働 省 令で定める目的は、人の飲用、炊事

用、浴用その他人の生活の用（旅館業法第 3 条第 1 項の規定による許可を受けた者
が経営する施設における浴用を除く。）
に供することとする。
飲用等のために給水設備を設ける場合は、水道法第 4 条の規定による水質基準に適合する
水を供給しなければなりません。
したがって、井戸水等自己水源を利用している場合でも、飲
用等のために供給する水は、水道法の水質基準が適用されます。

② 飲料水に関する衛生上必要な措置等
飲料水に関する衛生上必要な措置等については、建築物衛生法施行規則に、次のよう
に規定されています。
第4 条
一

令第 2 条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。

給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1（結合残

留塩素の場合は、100万分の0.4）以上に保持するようにすること。
ただし、供給する水
が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑
わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含
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まれる遊離残留塩素の含有率は、100 万分の0 . 2（結合残留塩素の場合は、100 万
分の1 . 5 ）以上とすること。
二

貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要

な措置
飲料水を供給する場合は、
当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこ
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三
と。

（省略）
四

地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水

を供給する場合は、
当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
（省略）
五

給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認

めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査
を行うこと。
六

第四号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変

化その他の事情から判断して、
当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げ
る事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に
掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
七

遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、
それぞれ7日以内、1年以内ごとに1

回、定期に、行うこと。
八

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給

水を停止し、
かつ、
その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。

2 令第 2 条第二号イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合
は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技
術上の基準に従い、
これらの設備の維持管理に努めなければならない。
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.1以上に保持し、遊
離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に行う必要があります。遊離残留塩素と
は、次亜塩素酸などの比較的殺菌力の強い残留塩素をいい、結合残留塩素とは、
アンモニ
ア化合物であるクロラミンなどの比較的殺菌力の弱い残留塩素をいいます。
給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な項目について検査
を行い、供給する飲料水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、
か
つ、
その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させなければなりません。飲料用
以外の用途に使用するなどしてはなりません。
貯水槽の清掃は、
したがって、飲料
1 年以内ごとに1 回、定期に行うことと規定されています。
水の貯水槽や給湯用の貯湯槽などは、1年以内ごとに1回、定期に清掃する必要がありま
す。
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③ 雑用水に関する衛生上必要な措置等
雑用水に関する衛生上必要な措置等については、建築物衛生法施行規則に、次のよう
に規定されています。
第 4 条の2

令第 2 条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。
ただ

し、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第 3 条の19に規定する目的以外
の目的のための水（旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」
という。）
を水
道法第 3 条第 2 項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第 6 項に規定す
る専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、
この限りでない。
一

給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100 万分の0 . 1（結合残

留塩素の場合は、100 万分の0 . 4 ）以上に保持するようにすること。
ただし、供給する水
が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑
わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含
まれる遊離残留塩素の含有率は、100 万分の0 . 2（結合残留塩素の場合は、100 万
分の1 . 5 ）以上とすること。
二

雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止す

るため必要な措置
三

散水、修景又は清掃の用に供する水にあっては、次に掲げるところにより維持管

理を行うこと。
イ し尿を含む水を原水として用いないこと。
ロ 次の表の各号の欄に掲げる事項が当該各号の欄に掲げる基準に適合するもので
あること。
一

pH値

5 . 8 以上 8 . 6 以下であること。

二

臭気

異常でないこと。

三

外観

ほとんど無色透明であること。

四

大腸菌

検出されないこと。

五

濁度

2 度以下であること。

ハ ロの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項の検査を7日以内ごとに1
回、第四号及び第五号の上欄に掲げる事項の検査を2ヵ月以内ごとに1回、定期に、
行うこと。
四

水洗便所の用に供する水にあっては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。

イ 前号ロの表の第一号から第四号までの上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲
げる基準に適合するものであること。
ロ 前号ロの表の第一号から第三号の上欄に掲げる事項の検査を7日以内ごとに1
回、第四号の上欄に掲げる事項の検査を2ヵ月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
五
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遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に、行うこと。

六

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停

第1章

止し、
かつ、
その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。

2 令第 2 条第二号ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合
は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技
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術上の基準に従い、
これらの設備の維持管理に努めなければならない。
ただし、旅館に
おける浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第3 条第二項に規定する
水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受け
る水のみを水源として供給する場合は、
この限りでない。
雑用水の水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要
な措置を講ずること、散水、修景又は清掃の用に供する水にあっては、
し尿を含む水を原水
として用いないことなどが規定されています。雑用水の水質検査に関する事項をまとめると、
次のとおりです。
項目

基準値

実施時期

pH値

5.8以上8.6以下

7日以内ごとに1回

臭気

異常でないこと

7日以内ごとに1回

外観

ほとんど無色透明であること

7日以内ごとに1回

大腸菌

検出されないこと

2ヵ月以内ごとに1回

濁度

2度以下

2ヵ月以内ごとに1回

残留塩素

遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1
（結
合残留塩素の場合は、100万分の0.4）以上

備考

水洗便所の用に
供する水は除く

7日以内ごとに1回

修景とは、景観を整備することをいいます。pHとは、水素イオン濃度のことをいい、酸性、中性、
アルカリ性の水の性質を示す指標です。大腸菌とは、鳥類や人を含む哺乳類の恒温動物の
消化管内に生息する細菌で、糞便による水の汚染の指標として用いられています。

④ 排水設備その他の管理
排水設備その他の管理については、建築物衛生法施行規則に、次のように規定されて
います。
（排水に関する設備の掃除等）
第 4 条の3

特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、6ヵ月以

内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

2 特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従
い、
排水に関する設備の補修、
掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。
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（防除を行う動物）
第 4 条の4

令第 2 条第三号の厚生労働省令で定める動物は、
ねずみ、昆虫その他

の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物（以下「ねずみ等」
という。）
とす
る。
（清掃等及びねずみ等の防除）
第 4 条の5

令第 2 条第三号イに規定する掃除は、
日常行うもののほか、大掃除を、6ヵ

月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うものとする。

2 令第 2 条第三号ロに規定するねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、次
の各号の定めるところによる。
一

ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状

況について、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、
当該調査の結果
に基づき、
ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
二

ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条又は第 19 条の2の規
定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

3 令第 2 条第三号イ及びロの規定により掃除、廃棄物の処理、ねずみ等の発生及び
侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に
従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持
管理に努めなければならない。
排水に関する設備の掃除、大掃除、ねずみ等の統一的な調査は、6ヵ月以内ごとに1回、
定期に、実施する旨が規定されています。
問題集 例題1-14へ

memo
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9 建築物環境衛生管理技術者

建築物衛生行政概論

建築物環境衛生管理技術者とは、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわ
れるように監督をさせるため、特定建築物所有者等が選任しなければならない技術者です。

建築物環境衛生管理技術者の選任と職務

1

建築物環境衛生管理技術者の選任と職務については、次のとおりです。

① 建築物環境衛生管理技術者の選任
建築物環境衛生管理技術者の選任については、建築物衛生法に、次のように規定され
ています。
第6 条

特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正

に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境
衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなけ
ればならない。

2 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛
生管理基準に従って行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建
築物の所有者、
占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有
するものに対し、意見を述べることができる。
この場合においては、当該権原を有する
者は、
その意見を尊重しなければならない。
特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理が適正に行なわれるように監督をさせ
るため、建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を選任しなければなりません。選任
された建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、維持管理について権原
を有するものに対し、意見を述べることができると規定されています。
そして、権原を有する者
は、
その意見を尊重しなければならないと規定されています。
あくまでも意見であり、建築物
環境衛生管理技術者は、建築物維持管理権原者に対して、設備改善等の命令をするこ
とはできません。

② 建築物環境衛生管理技術者の職務
建築物環境衛生管理技術者の職務は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理
が行われるよう、環境衛生上の維持管理業務を指導監督することです。環境衛生上の
維持管理に必要な各種調査の実施や、建築物環境衛生管理基準に関する測定又は
検査結果の評価などが該当します。
ただし、建築物環境衛生管理技術者に、自ら測定
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検査や設備の維持管理を行う義務は課せられてはいません。
また、環境衛生上の維
持管理に従事する職員の雇用や労務管理は、建築物環境衛生管理技術者の職務に
該当しません。

③ 建築物環境衛生管理技術者の選任要件
建築物衛生法施行規則には、建築物環境衛生管理技術者の選任について、次のよう
に規定されています。
第5条

特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者

を選任しなければならない。

2 前項の選任を行なうに当たっては、一の特定建築物の建築物環境衛生管理技術
者が、同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならないようにしなけ
ればならない。
ただし、
それぞれの用途、構
2 以上の特定建築物について、相互の距離、
造設備、令第一条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積、特定建築物所有
者等又は当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の状況等から一人の
建築物環境衛生管理技術者が当該 2 以上の特定建築物の建築物環境衛生管理
技術者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りで
ない。
原則として、2以上の特定建築物を兼任することはできないが、特に支障がない場合は
例外が認められています。
したがって、
いかなる事由があっても同時に2 以上の特定建築物を
兼任できないわけではありません。
また、建築物環境衛生管理技術者の選任要件は、所有者等との間に委託関係などがあれ
ば足り、直接の雇用関係は要せず、
かつ、常駐することは必ずしも必要ではないとされて
います。

④ 建築物環境衛生管理技術者と特定建築物所有者等
特定建築物で、環境衛生上著しく不適当な事態が発生した場合や、建築物環境衛生
管理技術者を選任しなかった場合は、特定建築物所有者等に罰則が適用されます。
ま
た、特定建築物の環境衛生上の維持管理に関する帳簿書類を備える義務も、建築物
環境衛生管理技術者ではなく、特定建築物所有者等に課せられています。
memo
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「特定建築物所有者等」、
「特定建築物維持管理権原者」等の体系
問題集 例題1-15へ

建築物環境衛生管理技術者免状

2

建築物環境衛生管理技術者免状については、
建築物衛生法に、
次のように規定されています。
第7条

建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に

対し、厚生労働大臣が交付する。
一

厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の

定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生労
働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了したもの
二

建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者

2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物環境衛
生管理技術者免状の交付を行なわないことができる。
一

第 3 項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ、
その日

から起算して1年を経過しない者
二

この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、
その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

3 厚生労働大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、こ
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の法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、
その建築物環境衛生管理技術
者免状の返納を命ずることができる。
建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生労働大臣が交付します。建築物衛生法に違反
したときは、厚生労働大臣は免状の返納を命ずることができます。
なお、正当な理由なくして、
免状の返納の命令に違反して免状を返納しなかった者は、罰則の適用を受けます。
また、返
納から１年、罰金刑から2年経過しない者には、厚生労働大臣は、免状を交付しないことが
できます。

免状の申請手続きなどについては、建築物衛生法施行規則に、次のように規定されていま
す。
（免状の申請手続）
第9条

法第 7 条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受

けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、
これを厚生
労働大臣に提出しなければならない。
（免状の書換え交付）
第 11 条
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免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状

第1章

に第 9 条第一項第一号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を
申請することができる。
（免状の再交付）
第 12 条

免状の交付を受けている者は、免状を破り、
よごし、又は失ったときは、厚生労
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働大臣に免状の再交付を申請することができる。
（免状の返還）
第 13 条

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍

法に規定する届出義務者は、1ヵ月以内に、厚生労働大臣に免状を返還するものとす
る。
免状の交付を受けようとする者は、厚生労働大臣に申請書を提出しなければなりません。免
状の記載事項に変更を生じたときは、免状の書換え交付を、免状をよごしたり、破ったり、
失ったりした場合は、免状の再交付を申請することができます。
また、免状を受けている者が
死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1ヵ月以内に免状を返還しなければなり
ません。
問題集 例題1-16へ

memo
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10

建築物における衛生的環境の
確保に関する事業の登録

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録とは、
建築物の衛生的環境を確保
するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくこ
とが重要であるという観点から、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、
一定の物的、
人的基準を満たしている場合、
都道府県知事の登録を受けることができるという
制度です。
なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する
業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。建築物における衛生
的環境の確保に関する事業の登録について、建築物衛生法において、次のように規定され
ています。
（登録）
第 12 条の3

次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区

分に従い、
その営業所ごとに、
その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けること
ができる。
一

建築物における清掃を行う事業

二

建築物における空気環境の測定を行う事業

三

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

四

建築物における飲料水の水質検査を行う事業

五

建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

六

建築物の排水管の清掃を行う事業

七

建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある

動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
八

建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに

飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚
生労働省令で定める程度のものを行う事業
その申請に係る営業
2 都道府県知事は、前項の登録の申請があった場合において、
所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、
その事業に従事する者
の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録を
しなければならない。

3 前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第 1 項各号に掲
げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。

4 登録の有効期間は、6年とする。
5 前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生
労働省令で定める。
（登録の表示）

36

前条第 1 項の登録を受けた者（以下「登録業者」
という。）は、同項の登

第1章

第 12 条の3

録に係る営業所（以下「登録営業所」
という。）
について、
同項第一号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物清掃業と、
同項第二号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物空気環境測定業と、
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同項第三号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、
同項第四号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物飲料水水質検査業と、
同項第五号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、
同項第六号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物排水管清掃業と、
同項第七号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、
同項第八号に掲げる事業に係るものにあっては登録建築物環境衛生総合管理業と
表示することができる。
（登録の取消し）
第 12 条の4

都道府県知事は、登録営業所が、第 12 条の2 第 2 項の基準に適合しな

くなったときは、
その登録を取り消すことができる。
（報告、検査等）
第 12 条の5

都道府県知事は、
この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登

録業者に対し、
その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立
ち入り、
その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ
とができる。

登録対象事業

1
登録対象事業は、次のとおりです。
業種

業務内容

1号

建築物清掃業

建築物内の清掃を行う事業
（建築物の外壁や窓の清掃、
給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。）

2号

建築物空気環境測定業

建築物内の空気環境（温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化
炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流）の測定を行う事業

3号

建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

4号

建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、
「水質基準に関する省
令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業

5号

建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物の飲料水貯水槽（受水槽、高置水槽等）の清掃を行
う事業

6号

建築物排水管清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

7号

建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態
を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
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業種

業務内容
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の
運転、日常的な点検及び補修
（以下「運転等」という。）並
びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転

8号

建築物環境衛生総合管理業

等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検
査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査
であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な
程度のものを併せ行う事業

※ 登録の対象ではない事業として、
よく出題されるものは、次のとおりです。
× 建築物の空気調和設備の管理を行う事業（建築物空気調和設備管理業）
× 建築物の空気調和機の清掃を行う事業（建築物空気調和機清掃業）
× 建築物の空気調和用冷却塔の清掃を行う事業（建築物空気調和用冷却塔清掃業）
× 建築物の飲料水の給水管の清掃を行う事業（建築物飲料水給水管清掃業）
× 建築物の排水槽の清掃を行う事業（建築物排水槽清掃業）
× 建築物の浄化槽の清掃を行う事業（建築物浄化槽清掃業）
× 建築物の廃棄物処理を行う事業（建築物廃棄物処理業）
空気調和設備関係では、
ダクト清掃業は登録対象ですが、空気調和機や冷却塔の清掃
業は登録対象ではありません。給排水衛生設備関係は、給水設備では、貯水槽清掃は登
録対象ですが、給水管清掃は登録対象ではなく、排水設備では、排水管清掃は登録対象
ですが、排水槽清掃は登録対象ではありません。廃棄物処理や浄化槽清掃は、別法で規
制されているので、建築物衛生法の登録対象事業ではありません。
問題集 例題1-17へ

2

登録方法

事業登録の申請などの登録方法は、次のとおりです。

① 登録を受ける営業所
登録は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が
行います。
なお、営業所とは、客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業
活動の根拠地をいい、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはで
きません。

② 登録の申請
登録を受けようとする者は、登録申請書を営業所の所在地を管轄する都道府県知事に
提出しなければなりません。

38

③ 登録の有効期間
第1章

登録の有効期間は6年です。6 年を超えて登録業者の表示をしようとする場合は、新たに
登録を受けなければなりません。
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④ 登録の表示
登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができ、登録を
受けていない事業者は、登録業者である旨の表示並びに類似する表示を行うことはでき
ません。
また、登録業者の営業所であっても、登録を受けた営業所以外の営業所につ
いては、表示を行うことはできません。

⑤ 報告、検査等
都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録業者に対して必要な報告を求めたり、
登録営業所に立ち入って、
その設備・帳簿書類等について検査し関係者に質問したり
することができます。都道府県知事は、登録営業所が登録基準に適合しなくなった場合に
は、登録を取り消すことができます。

⑥ 登録の基準
登録を受けるためには、機械器具等の物的基準、監督者等の人的基準その他の基準に
ついて、一定の要件を満たしていることが必要です。
なお、事故発生時の補償対応は、基
準の要件には該当しません。

⑦ 人的基準
人的基準である監督者等は、複数の営業所の監督者等を兼務することができませ
ん。監督者等は、登録しようとする営業所につき、
それぞれの職種ごとに1 人以上置かれて
いなければならず、1 人の者を2 以上の営業所又は2 以上の業務の監督者等として登録
を受けることはできません。各事業の人的基準のうちの監督者等は、次のとおりです。
事業

監督者等

建築物清掃業

清掃作業監督者

建築物空気環境測定業

空気環境測定実施者

建築物空気調和用ダクト清掃業

空気調和用ダクト清掃作業監督者

建築物飲料水水質検査業

水質検査実施者

建築物飲料水貯水槽清掃業

貯水槽清掃作業監督者

建築物排水管清掃業

排水管清掃作業監督者

建築物ねずみ昆虫等防除業

防除作業監督者

建築物環境衛生総合管理業

統括管理者
空調給排水管理監督者
空気環境測定実施者
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⑧ 物的基準
各事業の物的基準は、次のとおりです。
物的基準

事業
建築物清掃業

機械器具
（1）真空掃除機

設備
−

（2）床みがき機

建築物空気環境測定 （1）浮遊粉じん測定器
業
（2）一酸化炭素検定器
（3）炭酸ガス検定器

−

（4）温度計

（5）湿度計
（6）風速計
（7）空気環境の測定に必要な器具
建築物空気調和用ダク （1）電気ドリル及びシャー又はニブラ
ト清掃業
（2）内視鏡（写真を撮影することができるもの
に限る。）
（3）電子天びん又は化学天びん

−

（4）コンプレッサー
（5）集じん機
（6）真空掃除機

建築物飲料水水質検 （1）高圧蒸気滅菌器及び恒温器
査業
（2）フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合
プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プ
ラズマ―質量分析装置
（3）イオンクロマトグラフ

水質検査を適確に行う
ことのできる検査室

（4）乾燥器
（5）全有機炭素定量装置
（6）pH計

（7）分光光度計又は光電光度計

（8）ガスクロマトグラフ―質量分析計
（9）電子天びん又は化学天びん

建築物飲料水貯水槽 （1）揚水ポンプ
清掃業
（2）高圧洗浄機
（3）残水処理機

機 械 器 具を適 切に保
管することができる専
用の保管庫

（4）換気ファン

（5）防水型照明器具
（6）色度計、濁度計及び残留塩素測定器
建築物排水管清掃業

（1）内視鏡（写真を撮影することができるもの
に限る。）

（2）高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
（3）ワイヤ式管清掃機
（4）空圧式管清掃機

（5）排水ポンプ
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機 械 器 具を適 切に保
管することができる専
用の保管庫

