
許可・届出プールの
衛生管理
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主な内容
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○ プールの維持管理

○ プールの衛生基準

○ 保健所への報告・届出
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プールの維持管理



【プール（貯水槽）】

□ プール水を全換水し清掃する（１年に1回以上）。

□ プール本体に亀裂やひび割れがないか確認する。

□ 排水口や循環水取入口など開口部の安全を確認する。

・吸込み防止金具の設置状況

・金網、鉄格子等の固定状況
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固定を確認

※写真を撮って記録しておくと良いです。

吸込み、吸付き
防止対策を確認！



【プールサイド】

□ プールサイドの汚物(落ち葉等)を除去する。

□ 亀裂やひび割れ等が無いかを確認する。

□ 水深表示が明示されているか確認する。
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プールサイドに雑草
⇒転倒事故につながります

床や壁の破損
⇒足や手を切るケガの原因



【洗浄設備】

□ シャワー、洗面水栓、飲用水栓、洗眼器、

便器等が使用できる状態か確認する。
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※洗眼器の詰りにも注意
してください。



□ 足洗い場・腰洗い槽を使用する場合は、

常に適量の塩素剤を入れておく。

※ 遊離残留塩素濃度：５０～１００㎎/Lに保持。

また、随時水を入れ替えるなど清浄を保つとともに、

必要に応じて温水を使用する。

使用後は、中和する又は塩素濃度の低下を確認

してから排水しましょう。

7

【洗浄設備】



□ ろ過器、塩素剤等連続注入設備等の

使用方法について確認する。
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現場に説明図の掲示や操作マニュアルの設置、
緊急連絡先の掲示等すると良いです。

【浄化設備と消毒設備】



□ 塩素剤及びその他の薬剤は、施錠できる専用の

保管施設に、区分けして保管されていることを

確認する。
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施錠可能な専用の保管施設

【薬剤等の管理】



□ 異種の薬剤の混合による事故防止策を講じて

いるか確認する。

・薬剤の名称を表記、色分けをする等、薬剤の

種類を明確にしているか。

・薬剤の補充を実施する係員が、必要な知識を

習得しているか。
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他の薬品を混ぜると、有毒な塩素ガスの発生、
発火や爆発などがおこるので、現場に説明図
を掲示するなど対策を講じてください。

【薬剤等の管理】



□ 監視員を適当数配置しているか確認する。
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プール全体がくまなく監視できるように配置する。
救護員も緊急時に速やかな対応可能な人数を確保する。

【救命措置等】



□ 救命器具は、緊急時に迅速に使用できる場所に

保管されているか確認する。

□ 救命器具は、常に適正に使用できる状態か確認

する。

＜救命器具＞

救命浮輪及び麻なわのほか、

自動体外式除細動器(AED)

搬送用担架、救急用セット

毛布 等

□ 放送設備及び連絡設備が使用できる状態か

確認する。
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【救命措置等】



□ 連絡体制及び対応方法について、マニュアルを

作成するなど、体制を整備する。

・救命措置、通報と連絡

・水泳者への周知

・事故原因への対応

□ マニュアル等は監視所に常備しているか確認する。
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【救命措置等】



例：緊急時の対応マニュアル
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【救命措置等】



□ 監視人に対する研修及び訓練を行っている。

（事故防止対策・事故発生時の対応、

その他安全及び衛生管理に必要な項目）
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【救命措置等】



【表示・掲示等】

□ 利用者への周知等

〇見やすい場所に表示・掲示する

・利用者の注意事項

・開場時間

・水質検査の結果

・構造設備点検の結果
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【表示・掲示等】

□ 利用者への周知等

〇 水泳者、水泳不適時の管理について

・ 伝染性疾患にかかっている者、泥酔者、付添人のいない

幼児その他他の水泳者の迷惑となるおそれのある者を入

場させない。

・ 水泳が適さない状態、または適さなくなるおそれが

あるときに水泳させない措置を講じる。

(汚染、気象状態の変動など)

・ 水泳者に、他人の妨げまたは迷惑となる

行為をさせない。(飛び込む、走るなど)
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【プール日誌】
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□ プール日誌の必要項目を確認する。

天候、気温、水温、水泳者数、

事故の状況、新規補給水量、

遊離残留塩素濃度等の測定結果、

設備の点検及び整備の状況

□ 毎日記録する。

□ 監視人研修及び訓練の実施状況を記録する。

□ 記録を保存（3年間保存）する。



プールの衛生基準
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【プール水質基準】
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項目 基準値 測定回数

水素イオン濃度 PH値5.8～8.6

毎月1回以上

濁度 2度を超えない

過マンガン酸
カリウム消費量

1Lにつき12㎎を超えない

大腸菌 100mL中に検出されないこと

一般細菌 1mLにつき200CFUを超えない

レジオネラ属菌
(加温する場合のみ)

検出されないこと
1年に1回以上

遊離残留塩素濃度
又は

0.4㎎/L以上となるようにすること

毎時1回以上
二酸化塩素濃度 0.1㎎/L以上、0.4㎎/L以下かつ、亜

塩素酸が1.2㎎/L以下



□ 塩素消毒の目的

プールの水を通してうつる感染症を防ぐ

細菌やウイルスに対する消毒効果が高い

【プールの塩素消毒について】

□ プールでの遊離残留塩素濃度

0.4mg/L以上（1.0mg/L以下が望ましい）
東京都プール等取締条例

厚生労働省通知：遊泳用プールの衛生基準について

文部科学省告示： 学校環境衛生基準



【病原微生物に対する塩素の消毒効果】

細菌と塩素濃度との関係（Tonnyによる）

（15～30秒間で病原菌を殺すのに必要な塩素濃度）

（学校における水泳プールの保健衛生管理、日本学校保健会）

塩素濃度 病原菌の種類

０．１０mg/Lで死滅 チフス菌、赤痢菌、淋菌、コレラ菌、ブドウ菌

０．１５mg/Lで死滅 ジフテリア菌、脳せき髄膜炎菌

０．２０mg/Lで死滅 肺炎双球菌

０．２５mg/Lで死滅 大腸菌、溶血性連鎖球菌



【病原微生物に対する塩素の消毒効果】

（学校における水泳プールの保健衛生管理、日本学校保健会）



【遊離残留塩素濃度の測定】

遊離残留塩素測定器（DPD法）を使用します。

■測定方法についてはこちらの動画をご覧ください。

東京動画：東京都多摩府中保健所制作
https://tokyodouga.jp/0hznn63i_3o.html

https://tokyodouga.jp/0hznn63i_3o.html


【水質検査の採水地点】
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□ 対角線上に2箇所以上。

□ レジオネラ属菌の検査(加温しているプール)は、

系統ごとに1か所以上。

□ 水質検査は、プールに設置されている

全ての貯水槽（プール本体、子供プール、採暖槽、

マッサージプール等）で実施する。



□ 清掃及び消毒を定期的に実施する。

□ レジオネラ属菌検査を1年に1回以上実施し、
プール水から検出されないことを確認する。

※ 採暖槽は、公衆浴場法に準じたレジオネラ症
防止対策の措置を講じてください。

※ 循環給湯設備(シャワー水等に使用)を
使用する場合、レジオネラ症防止対策の
措置を講じてください。
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【レジオネラ属菌対策】



東京都福祉保健局
「公衆浴場・旅館業・プールにおけるレジオネラ症防止対策」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/yomimono/y
okujyou_ryokan.html

厚生労働省 令和2年5月13日
「施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000630227.pdf

厚生労働省 令和４年5月13日
「入浴施設の衛生管理の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000939445.pdf
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【参考】レジオネラ属菌対策

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/yomimono/yokujyou_ryokan.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000630227.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000939445.pdf


□ 空気中の二酸化炭素濃度を測定する。

(2月以内ごとに1回)

□ 空気中の二酸化炭素の含有率が基準に適合

している。(0.15％以下)

□ 換気を十分に行う。
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【換気設備(屋内プール)】



【照明設備】

□ 夜間使用する屋外プールや屋内プールは、

照明を十分にする。

※ 水面及びプールサイドの床面で照度100Ｌｕｘ以上
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保健所への届出・報告
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【報告】維持管理状況報告書
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□ プール開場期間 毎月１回提出する。
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〇 全施設共通

□ 水質検査結果(毎月)の写し

□ 水質検査実施日の残留塩素濃度測定結果

（例：プール日誌の写し）

〇 該当施設のみ

□ レジオネラ属菌検査結果(1回/年)の写し

(加温プール及び採暖槽のみ)

□ 二酸化炭素測定結果(1回/2か月)の写し

(屋内プールのみ)

【報告】維持管理状況報告書の添付書類



【届出】

□ 変更等の届出をしている。

代表者、管理者、構造設備など

□ 疾病及び事故発生時には遅延なく届け出る。
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【届出】

環境衛生第１担当

•奥多摩町

•青梅市

•羽村市

•瑞穂町

環境衛生第2担当

•檜原村

•あきる野市

•日の出町

•福生市
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宛先について



【参考】

■資料、様式類のダウンロード

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/nisitama/soudan
/pool.html
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https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/nisitama/soudan/pool.html


【受講報告について】

御視聴いただき、ありがとうございました。

チャンネルの「概要」にあるURLから、受講報告をお願いします。
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