
講習会『アセトアルデ噂ド駐トル墨ン霊総揮発槌

有機化合物の汚染防止に関する規準 m同解説』

く主 催> 日本建築学会環境工学委員会
く箏芻擬予定> 日本建築士事務所協会連合会、建築業協会、日本建築家協会、 日本建築士会連合会、日本建築センター、

建築設備技術諸r協会、空気調和 ･衛生工学会、 室内環境学会、日本空気清浄協会

いわゆる ｢シックハウス｣ と呼ばれる建材等から放出される化学物質による室内空気汚染問題が, 大きな社会問題と

して注目されるようになり, 厚生労働省が, 1997年にホルムアルデヒドもこ関する住宅室内の指針値を示したのを初め

として, 以後 13物質の化学物質に関する指針値と総揮発性有機化合物 (TVOC) などに関する暫定目標値を示し, 更に

建築基準法では材料の使用制限, 建築物衛生法ではホルムアルデヒドの測定を義務付けるなどしている。
しかしながら, 建設の現場や建築物の居住者においては, まだ国の基準等だけでは, 建物を設計 ･施工するにあたっ

て情報が十分とはいえない部分もある。 そこで, 2005 年には, シックハウス問題を起こした物質の 1つであるホルム

アルデヒドに関し,本学会においてホルムアルデヒドに関する国の基準では十分カバーしきれない部分を補いつつ,｢ホ

ルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計 ･施工等規準 ･同解説｣ を作成した。 しかしながら, シックハウス問

題を生じさせる化学物質は, ホルムアルデヒドだけではないため, 本会の室内空気質小委員会ではホルムアルデヒドに

続く化学物質の規準の作成を検討する WG をいくつか立ち上げた。 慎重な審議の結果, アセトアルデヒド, トルエン,

総揮発性有機化合物 (TVOC) を対象として, 学会規準を作成するための検討に入ることを決定し, 数年にわたる作業を

経て学会規準の発刊に至った。
本講習会では, このシンポジウムでは, 化学物質に関する規準のあり方に加え, それぞれの規準の概要, リスク評価

と室内濃度規準値, 濃度測定手法, 施工方法, 発生量定量化及び濃度低減対策の説明を行う。

く参加費> ‘テキスト代込み〉
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くテキスト>

アセトアルデヒドによる室内空気汚染防止に関する濃度等規準 ･同解説 A4判 約 50頁

トルエンによる室内空気汚染防止に関する設計 ･施工等規準 ･同解説 A4判 約 60頁

総揮発性初翻ヒ合物の汚染防止に関する設計 ･施工等規準 ･同解説 A4判 約50頁

く申込方法>

□銀行振込 :参加費を下記指定ロ座に入金のうえ ｢参加申込書｣ と参加券送付用封筒 (80 円切手貼付、宛名記刃 を同封し、
お申し込みください。折り返し参加券と領収証をお送りします。

口現金書留 :｢参加申込書｣ と参加券送付用封筒 (80円切手貼付、宛名記入の を同封し、参加費を添えてお申し込みください。
折り返し参加券と領収証をお送りします。
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く融 ･離日.△錫および捌 痰>
鰍 離日 頗 会 場 申込先 参加費難い端 ･腿先
棘 2010年

3月 26日 ◎
150 建蝋築会館ホール

疎京都港区5‐26‐20)
日本建轢学会事務局 ｢アセトァルデヒド･
トルエン ･総揮発性有羨萎財と合物の汚染防止
に関する規準｣講習会係
〒108‐8414 港区芝 5‐26 2 0

ゾ

回国亞D 3‐3456‐2057

銀行振込または現金書留
*-愛東宗1田町銀行 京橋支店
普通預金口座2318455
社団法人日本建築学陰会

く講習プログラム (予定) >※講師は都合により変更となる場合がございます。

時

間
13 :30一13 340 13 :欲十14 :勾 14:御一14:50 14 :5◇15:約 15 :30一16 :I5 I6 :第一17 :閃

内

容

綱 皺と目的 化学物質に関する規準
の重要性

各鰹の櫻 リスク評陥面と濃拐毒規
準

換気規準,施工方法 濃
度測定法 発生量定量
化 濃度低減轢

質疑応答

講

師

池田耕一
(日本大学)

柳沢幸雄
疎京大学)

池田耕一
(前掲)
鍵直樹

(国立保弛圏医療…科藝弗

鰄く檄国姥 )

東峰
(近畿大学)

三田村輝章
(足弄肛 群 )
天野健太郎
(竹中工務店)
鍵直樹
(前掲) /
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講習会名 ･会場 ｢アセトアルデヒド･トルエン ･総揮発性有瓣と合物の汚染防止に関する規準｣ 講習会 須b京会場)

氏名 (フリガナ)
日本建築学会

会員番号

会員区分
目建築学会会員 (個人 法人*1) 口登録メンバー 口後援団体会員 (団体名 : )

口会員外

勤務先名 所属部署

所在地

〒 -

電話 霞区

団･m au

参加費*2 円

支払方法 ･

申込方法

口銀行振込 :参加費を下記指定口座に入金のうえ、 ｢参加申込書｣ と参加券送付用封筒 (80円切手貼付、宛名

記79 を同封し、お申し込みください。折り返し参加券と領収証をお送りします。

口現金書留 :｢参加申込書｣ と参加券送付用封筒 (80円切手貼付、宛名記ノ勺 を同封し、参加費を添えてお申

し込みください。折り返し参加券と領収証をお送りします。

振込依頼銀行
◎辰3さ明細書
コピー貼付も可)

銀行名 ･支店名 銀行 t 支店

ご依頼人 (峯め 名

膿日 年 月 日

扼圦金額 円 (他と合算送金の場合は通信欄へ内訳をご記入ください)

今後開催
催し物のご案内

口今後、関連する講習会等催し物の案内を希望しない。
(今後、関連する講習会等催し物のご案内をお送りします。 ご希望されない方は、上の口にしを入れてくだ

さい。)
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J
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* 1 建築学会の法人会員 ･賛助会員は 1口につき 1名を会員扱いとします。

* 2 参加費の払い戻しはいたしません。欠席された方には関係資料を後日お送りします。なお、振込手数料等る額御社にてご負担鰯風、ます。


