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Abstract 
This study aimed to investigate the actual conditions of onsite workers by conducting a questionnaire 
survey on 558 subjects working in major cities for Company T. This company specializes in the mainly 
building facilities maintenance. The survey focused on the awareness/knowledge of heatstroke, 
preventive measures, and subjective symptoms before and after work. In this study, the occurrence of 
fatal accidents resulting from heatstroke is reviewed and qualitatively analyzed. Then, after the 
questionnaire survey aimed at Company T is outlined, the survey results of the physical conditions of the 
subjects on working days, their awareness of the heat stress index and preventive measures for 
heatstroke, and subjective symptoms before and after work are reported according to age. 
 
Keywords : Heatstroke Prevention, Subjective Symptoms, Questionnaire Survey 
 
１．はじめに 

近年、コロナ禍相まって、夏期における記録的な

猛暑で、建設業、維持管理業に従事する労働者が、

高齢化しつつある中、熱中症の予防対策が喫緊の課

題といえる。 

熱中症に関する既往研究として、岩下らは、学校

における事故と屋外気象条件の関係に関する一 連

の研究の中で小学校と中学校の学校事故データを用

いた熱中症リスクについて（1）～（4）を一方、自覚症状

しらべについては、正田、垣鍔らはビルメンテナン

ス業に従事する中高年就労者の心理的及び生理的負

担の評価に関する研究（5）、ビル清掃業務に従事する

中高年就労者の業務災害に関する調査など維持管理

現場での適用例（6）、そして建築施工現場の作業者・

管理者を対象とした熱中症に関する調査研究では、

割石・田中が（7）建築施工現場における熱中症予防と

自覚症状の実態に関するアンケート調査を行った。

しかしながら、前述した既往研究においては、高度

な技術的知識が要求され、かつ急速な高齢化が進む

建築設備を専門に行う維持管理業者に対し、その作

業者の熱中症に対する意識とともに、自覚症状につ

いてアンケート調査を同時に、大規模に実施した研

究論文は皆無である。本論文では、職種の特徴とし

て、前述したように、高度な専門的知識が必要にな
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る作業従事者の急速な高齢化が進む建築設備を専門

に行う維持管理会社 T 社（以下、T 社という）の主

要都市における維持管理現場の従事者 558 人に対し

て、熱中症に対する意識・理解と対策及び作業前後

における自覚症状調べのアンケート調査を行い、そ

の実態を把握し、熱中症と自覚症状との関連性を検

討する。 

 

２. 職場における熱中症による死亡災害の発生状

況と維持管理業の位置づけ 

２.１最近１０年間の職場における熱中症による死

亡者数の推移 

厚生労働省ホームページ(労働基準局安全衛生部)

報道発表資料平成27年と令和2年職場における熱中

症における死傷災害の発生状況（確定値）等につい

て（8）によると下記のことが読み取れる。 

最近 10年間では、概ね 20人前後の年が多く、2013

年（平成 25 年）30人、2015 年（平成 27年）は 29

人となり、以降微減していたが、記録的な猛暑とな

った 2018年（平成 30年）は再び 28人となり、2019

年（令和元年）が 25人、2020年（令和 2年）22人

と減少幅は少なくなっている。これは、気候温暖化

や中高齢作業者の増加などがあり、予断は許せない。 

２.２月別発生状況 

2011年（平成 23年）から 2020年（令和 2年）の

10 年間における熱中症による死亡者の月別発生状

況については、死亡者数が 7月は 83人、8月は 101

人であり、割合は 7月で 39.3％、8 月で 47.9％と、

その2カ月合計で87.2％と全体の死亡者数が集中し

て発生していることがわかる。 

２.３時間帯別発生状況 

ここでは、2011年（平成 23年）から 2020年（令 

和 2年）の 10年間における時間帯別死亡者発生状

況では、午後には 16時台 36人と最も高いピークが

あり、午前には 11時台 23人にもピークがある。い

ずれの時間帯も作業終了の概ね１時間前に高い発生

が見られることは興味深い。また、夏期、比較的、 

温度の上昇が多い 14時台 33人、15時台 24人の発

生が次に多い傾向にある。 

２.４業種別の発生状況 

2011年（平成 23年）から 2020年（令和 2年）の

10 年間における業種別の熱中症の死亡災害の発生

状況は、建設業が 40.8％と他の業種に比べて最も多

い。維持管理業が建設業の中に含まれるので、熱中

症予防に注視する必要がある。 

 

３. 方法 

３.１調査の背景 

本論文では、建築物が竣工後、運用を開始した建

築物において、維持管理業務の従事者のうち、主と

して建築設備を専門とする維持管理従事者を対象に、

熱中症が発生しうる労働環境で従事している場合も

当然あることから、同様のアンケート調査を実施す

ることとなった。なお、著者らが行った参考文献（７）

の調査結果から、アンケート用紙に示された質問項

目から本研究課題を検証する妥当性や有用性は担保

されていることは実証されている。 

３.２アンケート調査の概要 

アンケート調査の概要は、以下のとおりである。 

（１）アンケート調査の実施期間 

各現場が全国にあり、調査日は都合にあわせて

2018年（平成 30年）8月中を実施期間とした。その

期間中の任意の 1日の状況で回答してもらった。 

なお、アンケートを実施した各地域の 2018年（平

成 30年）8月の日最高の平均気温は、気象庁の各種

データ資料（9）によると、仙台 29.0℃、東京 32.5℃、

新潟30.8℃、名古屋35.3℃、大阪34.6℃、福岡34.5℃

である。 

（２）アンケート調査地域 

熱中症の発症事例が少ないと考えられる北海道地

区を除き、北は東北地方から南は九州地方・沖縄ま

での地域を対象とし、建築設備維持管理会社 T 社が

維持管理業務を受託している物件にアンケートへの

回答を依頼した。 

（３）アンケート調査の対象者 

T 社の上記保全現場の就業者から、できるだけ無

作為に幅広い年齢層、職種からの回収となるように

心掛け、あくまでも安全管理の一環として、熱中症

予防と自覚症状の実態把握のみの研究に使用し、回

答者を断定できないように氏名等無記名で実施した。

熱中症の発症例の少ない北海道地域を除いて、T 社

が本支店を持つ東北支店、東京本店、関信越支店、

名古屋支店、大阪支店、九州支店が、それぞれ管轄

している 74現場である。 

（４）アンケート調査の依頼 

T 社の地域毎の安全を統括している部署の当該担

当者に主旨を説明し、各保全物件の責任者を通じた

アンケートの実施と回収を委託した。著者らから地

域ごとの物件数、回収人数を最少必要数として提示

し、それ以上の回収人数であった。アンケート回答

数は 560 人に回答をいただき、558 人が有効回答者

であった。なお、本研究のアンケート調査では、前

述したように、T 社の地域毎の安全を統括している

部署の当該担当者に主旨を説明し、責任者を通じた

アンケートの実施と回収を行い、回収したアンケー

トの有効回答を、そのまま、統計的に集計したもの

であり、統計的にも、アンケート回答数の母集団の

数から、いわゆる不適切な標本抽出によって、母集

団を代表しない特定の性質のデータがまぎれこんで

いるサンプリングバイアスや、対象、条件を選択す

るときに生じる偏りセレクションバイアスはなかっ

たものと確信している。 
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３.３アンケート用紙（表面） 

アンケート用紙の表面(図－１参照)では、アンケ

ート実施日における当該日の体調、自身の熱中症に

対する対策への意識、取組み姿勢、当該現場の熱中

症対策実施状況を質問項目とした。 

 

図－1 アンケート用紙（表面） 

（出所）注（7）を参考に筆者らが作成 

 

３.４アンケート調査（裏面） 

図―２は、自覚症状の同一のアンケート用紙裏面を

示したものである。この質問表は、日本産業衛生学

会の産業疲労研究会が 1970年から公表している「自

覚症状しらべ」（以下、自覚症状しらべという）とい

われているもので、これまで人間の肉体的精神的疲

労度合いの調査をするアンケート用紙として広く活

用されてきた書式である（９）（１０）。 

その書式によると、疲労の症状を 3つの因子に分類

して各項目を 10項目ずつ合計 30項目で構成されて

いる。 

 

 

 

 

図－２ アンケート用紙（裏面） 

（出所）注（10）を参考に筆者らが作成 

 

４. 結果 

４.１回答結果 

全国の維持管理現場から有効母集団 558 名分のア

ンケートの回答をいただき、集計を行った。回答者

の年齢は図－３に示すように 40 代をピークとする

分布となった。20 歳未満と 70 代以上の回答者が少

ないため、以降に示す統計の解釈では留意されたい。

また 558人中、女性は 13人であった。  

また、回答者の担当業務内容の属性について、念

のため、改修工事、整備作業、維持管理、清掃、警

備に分けて質問したところ、維持管理業務との回答

が全体の 83.7％を占め、軽微な改修工事、整備作業

が 16.3％、清掃、警備は 0％であったので、業務内

容は、本論文のタイトルのように、主として建築設

備を専門に行う維持管理であった。 

また、アンケートの設問[3]作業場所についての回

答を図－４に示す。「屋内、日陰等」が 223人と回答

の約４割を占め、次いで「空調のきいた室内」が 187

人であった。「屋外等」は全体の 15％程度にあたる

85 人に留まった。無回答 18 人であった。なお、そ

の他の回答の内訳は、機械室、管理事務所での内勤

であった。 

熱中症に関するアンケート　　〔対象者：設備の維持管理作業に従事する方〕
［１］［２］は性別、出身地、年齢層、勤続年齢、業務内容および業務地域をたずねているので省略

［３］本日の作業場所は次のうち、どれに近いですか。
１．屋外等、日の当たる場所 ２．屋内、日陰等、直射日光の当たらない場所
３．空調の効いている室内 ４．ピット内等湿度の高い場所
５．その他（具体的に教えてください）（　　　　　　　　　　　）

［４］この日の状況で、当てはまるものがあれば○をつけてください。（複数回答可）
１．睡眠時間はあまり取れていないほうだった
２．前日は、いつもより多めにお酒類を飲んだ 　　３．就業前に食事を取っていない
４．私は、普段から体調管理の薬を飲んでいる

［５］熱中症に関する次の質問にお答えください。
①　あなたは、WBGT値（暑さ指数）を知っていますか。

１．知っている ２．知らない

②　あなたは、当日の自分の作業場所のWBGT値（暑さ指数）を意識していますか。
１．している ２．あまりしていない

③　あなたの作業場所には、WBGT（暑さ指数）計が設置されていますか。
１．設置されている ２．設置されていない

④　あなたは、携帯用WBGT（暑さ指数）計を持っていますか。
１．持っている ２．持っていない

⑤　自分では、作業時に熱中症にならないようにどのように気をつけていますか。当てはまるものに
　　をつけてください。（複数回答可）

１．定期的に水分・塩分をとるようにしている ２．定期的に休憩をとるようにしている
３．熱中症対策品(空調服、ネッククーラー等)を身に付けている
４．特になにもしていない ５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑥　あなたのはたらく現場の熱中症対策を教えてください。当てはまるものに○をつけてください。
　　（複数回答可）

１．熱中症対策室の設置 ２．飲料、塩飴等の用意 ３．(ミスト)ファン等の設置　　
４．作業場所に温湿度計、WBGT計の設置 ５．その他（　　　　　　　　　　　）

  
 
 
 
 

 自覚症状に関する質問

項　　目
作業
前

作業
後 項　　目

作業
前

作業
後

<１>群 <２>群

(1) 頭が重い (11) 考えがまとまらない

(2) 全身がだるい (12) 話をするのがいやになる

(3) 足がだるい (13) いらいらする

(4) あくびが出る (14) 気が散る

(5) 頭がぼんやりする (15) 物事に熱心になれない

(6) ねむい (16)
ちょっとしたことが
思い出せない

(7) 目がつかれる (17)
することに間違いが
多くなる

(8)
動作がぎごちなく
なる (18) 物事が気にかかる

(9) 足元がたよりない (19) きちんとしていられない

(10) 横になりたい (20) 根気がなくなる

［記入例］

<３>群
・

(21) 頭がいたい (1) 頭が重い ○

(22) 肩がこる
・

(23) 腰がいたい (1) 頭が重い ○

(24) いき苦しい
・

(25) 口がかわく (1) 頭が重い

(26) 声がかすれる
・

(27) めまいがする (1) 頭が重い ○ ○

(28)
まぶたや筋がピク
ピクする

(29) 手足がふるえる

(30) 気分がわるい

項　　目
作業
前

作業
後

作業前は頭が重かったが、作業後に重
さを感じなくなっていた場合

作業前はなんともなかったが、作業後
に頭が重く感じた場合

作業前後とも、頭の重さが気にならな
かった場合

作業前から頭が重く、作業後も同じ状
況だった場合

☆アンケート期間中の任意の1日の作業日で記入してもらった
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図－３ 回答者の年齢分布 

（出所）筆者らが作成 

図－４ 回答者の作業場所 

（出所）筆者らが作成 

 

４．２作業日の年齢別体調調査結果 

図－５に、設問[4]の質問項目で、当日の体調に影

響する各要素の年代別回答傾向を示す。 図-３の各

年代人数に対する各項目の選択人数の割合で評価し

た。20～60代で共通して回答１「睡眠時間があまり

とれていない」の回答が最も割合が高い。 

また、回答 3「朝食をとっていない」が 20代で特に

多かったほか、回答 4「体調管理の薬を飲んでいる」

の回答数は 40代以降で目立って増えている。年代別 

の傾向に合わせた意識向上の取組みが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 1：前日の睡眠時間はあまり取れていない 

回答 2：前日はいつもより多めに酒を飲んだ 

回答 3：今朝は朝食をとっていない 

回答 4：普段から体調管理の薬を飲んでいる 

 

図－５ 体調に影響する要素の年代別回答数 

（出所）筆者らが作成 

４.３暑さ指数(WBGT値)に関する意識調査結果 

アンケートの設問[5]①～④は、暑さ指数(WBGT 

値)について日常的にどの程度意識して対策をとっ 

ているかの意識調査にあたる。 

年代別の WBGT値を意識している回答者数を図－ 

６に示す。40代までは各年代母数の 25％前後にとど 

まっているが、50代以上は約 40％にまで回答が増え 

ている。体調を崩すリスクが高まる世代の意識が高 

まっているものと推察される。 

図－７に携帯 WBGT計の地域別所持率を示す。地域 

別の取組みの違いを知る目的だったが所持率は総じ 

て低く、地域ごとの気候との相関もみられない。 

 

図－６ 年代別の WBGT値を意識している回答者数 

（出所）筆者らが作成 

 

図－７ 携帯 WBGT計の所持率調査 

（出所）筆者らが作成 

 

４.４熱中症に対する予防意識調査結果 

アンケートの設問[5]⑤～⑥は、就業者自身や職場

単位で行っている熱中症予防の取組みに関する調査

となる。 図－８に熱中症予防策の年代別傾向を示

す。水分・塩分補給や適切な休憩は、どの年代でも

ほとんどの回答者が挙げている。回答 3の熱中症対

策品は、施工の現場では普及が進んできているが、

維持管理現場ではあまり浸透していないという結果

になった。図－９に、図－８を勤務シフト別に分け

たものを記載する。シフトが日勤のみの場合、夜勤

のみの場合で分けている。サンプル数が少ないケー

スもあるが、年代や勤務形態による回答傾向の差異

は、特にみられなかった。また、図－１０に、作業
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場所別の熱中症予防策実施状況を勤務シフト別に分

けたものを示す。日勤の場合、回答 1、2を取る人の

割合が日なた、日陰・屋内に比べて空調室内やピッ

ト内でやや下がっている。さらに、回答 3 の熱中症

対策用品を使用する人の割合はほとんどのケースで

10％未満だが、日勤シフトにおいて日なたで作業す

る場合は 21.2％とやや高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 1：定期的な水分・塩分補給をとる。 

回答 2：定期的な休憩時間をとる。 

回答 3：熱中症対策品(空調服等)を身につける 

回答 4：その他 

 

図－８ 年代別の熱中症予防策 

（出所）筆者らが作成 

 

図－９ 図－８の勤務シフト別分析 

（出所）筆者らが作成 

 

 

 

図－１０ 勤務シフト・作業場所別の熱中症予防策 

（出所）筆者らが作成 

 

４.５日勤における自覚症状しらべの結果 

日勤における自覚症状しらべの結果を表－１に示

す。 

（１）身体的自覚症状：作業後の割合が大きいのは、

項目（6）「ねむい」、[7][3][2]であり、作業前後で

割合が増加したのは、項目[3]「足がだるい」2.8倍、

伸び率 8.0％、 [7]2.3 倍、8.0％[2]1.5 倍、3.3％

と作業労働負荷による自覚症状の顕在化が見える。 

（２）精神的自覚症状：作業後の割合が大きいのは、

項目[20]「根気がなくなる」[16]であり、作業前後

で割合が増加したのは、項目[20]の 2.0 倍、伸び率

3.0％[13] [17]1.8倍、1.6％であり、身体的自覚症

状ほど割合が多くない。 

（３）神経的自覚症状：作業後の割合が多いのは、

項目[25]｢口がかわく｣、[23]であり、作業前後で割

合が増加したのは、項目[25]｢口がかわく｣ 2.9 倍、

伸び率 8.0％[23]1.4倍、2.4％である。 
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表－１ 作業者の作業前後の自覚症状(日勤) 

（出所）筆者らが作成 （単位：人) 

 

４．６夜勤における自覚症状しらべの結果 

夜勤における自覚症状しらべの結果を表－２に示

す。 

（１）身体的自覚症状：作業後の割合が大きいのは、

項目[6]「ねむい」、[7][10]であり、作業前後で割合

が増加したのは、項目[7]「目がつかれる」3.5 倍、

伸び率 19.1％、[6]3.0倍 34.5％、[10]2.8倍、15.2％ 

である。 

（２）精神的自覚症状：作業後の割合が大きいのは、 

項目[16]「ちょっとしたことが思い出せない」 

、[15][11]であり、作業前後で割合が増加したのは、 

倍、伸び率 6.6％、[12] [13]2.8倍、6.7％で、身体 

的自覚症状ほど多くない。 

（３）神経的自覚症状：作業後の割合が多いのは、 

項目[25]｢口がかわく｣、[22]であり、作業前後で割 

合が増加したのは、項目[25]29.6倍、伸び率 54.3％ 

[22]1.6倍、7.6％と特に項目[25]は、日勤の同項目 

及び他の項目に比べ突出している。 

 

表－２ 作業者の作業前後の自覚症状（夜勤） 

（出所）筆者らが作成（単位：人） 

 

５. 考察 

本論文では、建築設備を専門に行う維持管理会社

T 社の主要都市における維持管理現場の従事者 558

人に対して、熱中症に対する意識・理解と対策及び

作業前後における自覚症状調べのアンケート調査を

行い、その実態を把握し、熱中症と自覚症状との関

連性を検討し、報告した。 

本論文で得られて結果と知見を以下にまとめる。 

(1)身体的自覚症状 作業前 割合 作業後 割合 

[1]頭が重い 12 2.8% 20 4.7% 

[2]全身がだるい 31 7.3% 45 10.6%

 

[3]足がだるい 19 4.5% 53 12.5% 

[4]あくびが出る 41 9.6% 35 8.2% 

[5]頭がぼんやりする 24 5.6% 26 6.1% 

[6]ねむい 60 14.1

 

61 14.4% 

[7]目がつかれる 26 6.1% 60 14.1% 

[8]動作がぎこちなくなる 4 0.9% 10 2.4% 

[9]足元がたよりない 5 1.2% 13 3.1% 

[10]横になりたい 14 3.3% 31 7.3% 

（２）精神的自覚症状 
 

[11]考えがまとまらない 16 3.8% 20 4.7% 

[12]話をするのがいやになる 9 2.1% 14 3.3% 

[13]いらいらする 8 1.9% 15 3.5% 

[14]気が散る 9 2.1% 14 3.3% 

[15]物事に熱心になれない 14 3.3% 21 4.9% 

[16]ちょっとしたことが思い出せない 21 4.9% 25 5.9% 

[17]することに間違いが多くなる 8 1.9% 15 3.5% 

[18]物事がきにかかる 19 4.5% 18 4.2% 

[19]きちんとしていられない 5 1.2% 6 1.4% 

[20]根気がなくなる 13 3.1% 26 6.1% 

（３）神経的自覚症状 
 

[21]頭がいたい 14 3.3% 23 5.4% 

[22]肩がこる 35 8.2% 38 8.9% 

[23]腰がいたい 29 6.8% 39 9.2% 

[24]いき苦しい 4 0.9% 5 1.2% 

[25]口がかわく 18 4.2% 52 12.2% 

[26]声がかすれる 8 1.9% 15 3.5% 

[27]めまいがする 4 0.9% 10 2.4% 

[28]まぶたや筋がピクピクする  7 1.6% 13 3.1% 

[29]手足がふるえる 2 0.5% 3 0.7% 

[30]気分が悪い 11 2.6% 15 3.5% 

 

 

 

    

(1)身体的自覚症状 作業前 割合 作 業

 

割合 

[1]頭が重い 3 2.9% 10 9.5% 

[2]全身がだるい 10 9.5% 14 13.3% 

[3]足がだるい 4 3.8% 13 12.4% 

[4]あくびが出る 9 8.6% 20 19.0% 

[5]頭がぼんやりする 6 5.7% 11 10.5% 

[6]ねむい 13 12.4%

 

39 37.1% 

[7]目がつかれる 8 7.6% 28 26.7% 

[8]動作がぎこちなくなる 1 1.0% 9 8.6% 

[9]足元がたよりない 2 1.9% 8 7.6% 

[10]横になりたい 9 8.6% 25 23.8% 

（２）精神的自覚症状  

[11]考えがまとまらない 7 6.7% 13 12.4% 

[12]話をするのがいやになる 4 3.8% 11 10.5% 

[13]いらいらする 4 3.8% 11 10.5% 

[14]気が散る 4 3.8% 10 9.5% 

[15]物事に熱心になれない 8 7.6% 13 12.4% 

[16]ちょっとしたことが思い出せない  9 8.6% 16 15.2% 

[17]することに間違いが多くなる  3 2.9% 10 9.5% 

[18]物事がきにかかる 4 3.8% 8 7.6% 

[19]きちんとしていられない 1 1.0% 5 4.8% 

[20]根気がなくなる 7 6.7% 12 11.4% 

（３）神経的自覚症状  

[21]頭がいたい 4 3.8% 10 9.5% 

[22]肩がこる 13 12.4% 21 20.0% 

[23]腰がいたい 6 5.7% 10 9.5% 

[24]いき苦しい 2 1.9% 5 4.8% 

[25]口がかわく 2 1.9% 59 56.2% 

[26]声がかすれる 2 1.9% 4 3.8% 

[27]めまいがする 2 1.9% 7 6.7% 

[28]まぶたや筋がピクピクする 3 2.9% 10 9.5% 

[29]手足がふるえる 1 1.0% 5 4.8% 

[30]気分が悪い 4 3.8% 7 6.7% 
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（１）作業者については、熱中症アンケートから作

業日の年齢別体調調査では 20～60 歳代と年齢が上

がるほど前日の睡眠時間が十分に取れておらず、20

歳代は朝食を取らないという健康上の問題があるが、

40 歳代から体調管理を常備服用している薬に頼る

傾向がみられる。 

（２）WBGT値（暑さ指数）の意識は、作業者の年代

が上がると、意識率が高くなり、年齢構成が多い 40

～50 歳代の人数が多い。また、携帯 WBGT 計の所持

率は、東北地方は一番高いが全体的に総じて低く、

気候との相関よりも普及が遅れているの考えられる。 

（３）熱中症予防対策としては、すべての年代にお

いてもまず、水分・塩分の補給及び休み時間の設定

は定期的に行われ、現場で浸透しているものと考え

られる。一方、熱中症対策品は、あまり浸透してい

ないのは、屋内での業務が多いため、そこまでの必

要性を感じていないと考えられる。 

（４）熱中症予防対策としては、勤務形態（日勤、

夜勤、日勤・夜勤とも）別に見ると、水分・塩分の

補給及び休み時間の設定は、どの勤務形態において

も、相違はほぼなく、現場によく浸透している。 

（５）熱中症予防対策としては、勤務形態（日勤、

夜勤、日勤・夜勤とも）を作業場所別にみると、 日

勤の場合、水分・塩分の補給及び休み時間の設定は、

日なた、日陰・屋内に比べて空調室内やピット内で

やや少なく、意識の違いが見られる。また、熱中症

対策用品を使用する人の割合は、ほとんどのケース

でかなり低いが、日勤シフトにおいて日なたで作業

する場合は、やや高く、これも意識に違いが見られ

る。これは、作業環境によるものと考えられる。 

（６）作業者の日勤における作業前後の自覚症状の 

変化で特徴的なことは、身体的自覚症状としては、 

作業後の割合が大きく、作業前後で割合が増加した

のは、項目[3]「足がだるい」、項目[7] [目がつかれ

る]で、これは作業労働負荷による自覚症状の顕在化

が見える。精神的自覚症状で、作業前後で割合が増

加したのは、項目[20]「根気がなくなる」である。

神経的自覚症状で、作業前後で割合が増加したのは、

｢口がかわく｣である。 

（７） 高齢者が多い傾向にある維持管理現場での対

策として、高齢者ほど、作業場所を含めて、様々な、

よりきめ細かく個々人に対応できる対策を講じる必

要がある。そして、高齢者に対する対策として、水

分・塩分の補給及び休み時間の設定は、どの年代で

も普及している一方、熱中症対策用品を使用する人

の割合は、比較してかなり低いながらも、60歳代は

一番多く、高齢者ほど、作業場所を含めて、様々な、

よりきめ細かく個々人に対応できる対策を講じる必

要がある。 

 

 

６. おわりに 

（１）建築設備の維持管理作業者は、熱中症アンケ

ートから、年齢別体調調査では年齢が上がるほど睡

眠不足であるとともに、体調管理の薬に頼る傾向が

あり、そして WBGT値（暑さ指数）の意識率が高くな

っている。これは、年齢とともに現場経験を多く積

むようになると、熱中症のリスクに対する体調管理

の必要性が高まると考えられる。一方、熱中症予防

対策として、定期的な水分・塩分の補給及び休み時

間の設定は、年代、勤務形態及び作業場所にかかわ

らずほとんどの作業者が実施しており、必要不可欠

のものと考えられている。一方、自覚症状しらべの 

アンケートから、特に作業前後で割合が増加したの

は、日勤の場合の身体的自覚症状「足がだるい」「目

がつかれる」夜勤の場合、身体的自覚症状「ねむい」

「目がつかれる」「横になりたい」であり、日勤、夜

勤共に作業労働の負荷によるものであり、夜勤は時

間帯による影響が多いと考えられる。また、日勤、

夜勤共に神経的自覚症状「口がかわく」であり、特

に夜勤の場合は「口がかわく」は突出して増加して

おり、身体的・精神的疲労が蓄積していると考えら

れる。 

（２）建築設備の維持管理作業者は、本研究からも

わかるように、高齢化している。当然、企業では、

産業医を配属し、定期検診等、労働安全法の法令に

基づき、実施されている一方で、毎日の個々の体調

などバイタルチェック、疲労の度合い等は、自己責

任で行われているのが現状である。とくに、コロナ

禍となり、勤務体系が多様化している中、熱中症予

防をはじめとした健康管理は、自己責任へのウエイ

トが高くなっている。これからのウィズ・ポストコ

ロナ時代に向けて、企業は、個々の年齢、体調など

の属性、日勤、夜勤の状況など、ひとりひとりの状

況を把握するような、きめ細かいホスピタリティの

要素を取り入れた体制、仕組み造りが、とくに高齢

者が多い労働環境を持つ企業では、熱中症予防をは

じめ健康管理への取り組みが不可欠といえる。 

（３）本研究では、あくまでも安全管理の一環とし

て、熱中症予防と自覚症状の実態把握のみの研究に

使用し、回答者を断定できないように氏名等無記名

で実施し、労働者の作業効率の向上を目指すための

調査とその効果、いわゆるホーソン効果を目的とし

たものではないが、より正確なアンケート調査結果

を得るために、アンケート調査の主旨を回答者に、

よりわかりやすく説明することと、いわゆる不適切

な標本抽出によって、母集団を代表しない特定の性

質のデータがまぎれこんでいるサンプリングバイア

スや、対象、条件を選択するときに生じる偏りセレ

クションバイアスはなかったものと確信しているが、

統計的な棄却域５％等を設定し、極端な回答を除く

方法も、場合によっては検討する必要もありうる。 
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（４）本研究では、アンケート調査結果のうち、定

性的な結果を中心に示したが、より詳細な定量的な

分析、他業種との結果の比較と建築設備を専門に行

う維持管理会社としての傾向と特徴を明らかにする

とともに、高齢者への対策をより具体的に示すこと

が今後の研究の関する課題といえる。 
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