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令和3年度監視指導結果

プールの監視指導について

残留塩素の不足、設備不良等についての指摘が多くみら

れます。今一度、衛生管理体制について見直してみま

しょう。
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衛生管理のポイント

プールの監視指導について
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受付

項目ごとに重要なポイントを確認しましょう！

水質管理・照明・換
気→P10～11

施設の清潔保持
→P16

貯水槽管理
→P17～18

浄化設備の
清掃・点検→P12～15

薬品類の適正管理
→P19～21

洗浄設備の管理
→P16

注意事項の掲示
→P22
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再開・廃止届

届出事項の確認 手続①

休止していたプールを再開する場合は、事前に届出をし
てください。再開前に確認検査を実施します。（季節営
業も含む）
また、プールの営業を休止または廃止した場合は、すみ
やかに届出をしてください。

(条例施行規則第8条第2項)

変更届

施設の名称、経営者の住所、法人の名称・所在地・代表
者、施設の増改築・構造設備等の変更があった場合は、
すみやかに届出をしてください。
必要なもの：変更した内容のわかる書類

(条例施行規則第8条第1項)
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承継届の届出

次に該当する場合は、遅延なく届出をしてください。
①経営者（個人）の死亡により相続した場合
②経営者（法人）を合併または分割により承継した場合
必要なもの：①戸籍謄本

相続人全員の同意書
②登記事項証明書

(条例施行規則第8条第2項)

疾病・事故発生の届出

プールに起因する疾病または事故が発生した場合は、規
模に関わらず、すみやかに届出をしてください。

(条例施行規則別表第2-11)

届出事項の確認 手続②
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維持管理状況報告書の提出

届出事項の確認 報告書①

経営者は、プールの維持管理状況を月に1回報告してく
ださい。
なお、営業実績のない月についても提出が必要です。
（季節営業除く）添付資料は不要です。

（条例施行規則別表第2）

【添付書類】
全施設共通 ・水質検査結果書

・上記検査当日前後のプール日誌
該当施設のみ ・レジオネラ属菌検査結果（加温プール

及び採暖槽のみ）
・二酸化炭素測定結果（屋内）
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維持管理状況報告書

届出事項の確認 報告書②

①添付書類リスト
※該当施設のみ

②維持管理点検結果
③清掃及び点検日記録
④備考
点検結果に不備及び水質検査
結果に不適がある場合は、原
因と対応について記載
⑤担当者・連絡先

①

②

③

※

⑤
④報告書は、翌月末までに

提出しましょう。
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プール日誌（例）

届出事項の確認 報告書③

日誌は、3年間保管する
必要があります。

【記載項目】
開場時間、天候、気温、
水温、水泳者数、事故状況
【その他維持管理状況】
監視員の研修及び訓練の
実施状況、新規補給水量、
遊離残留塩素等の測定結果、
設備点検・整備状況等
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プールの衛生基準の確保

衛生基準について 水質基準等①

定期的に水質検査を行い、プールの水質管理・基準を遵
守し、水質等の衛生管理を徹底してください。

水質検査の採水地点は、対角線上の両端を含む2か所以
上（容量50㎥以上）とし、レジオネラ属菌の検査は系統
ごとに1か所以上とします。

基準値超過項目がある場合は、保健所への報告及び
原因究明、対策を行いましょう。



検査項目の基準値と超過対策

衛生基準について 水質等基準②

項 目 基 準 対策 測定頻度

水素イオン濃度
（ｐH）

pH値5.8以上8.6以下 補給水増、ｐH調整剤
添加

月1回以上

濁度 ２ 度以下 循環ろ過装置の使用時
間増、補給水増

月1回以上

過マンガン酸カリウム消
費量

12 mg/L以下 循環ろ過装置の使用時
間増、補給水増

月1回以上

遊離残留塩素濃度 0.4 mg/L以上 塩素消毒の強化 毎時1回以上

大腸菌 検出されないこと 塩素消毒の強化 月1回以上

一般細菌 200 CFU/mL以下 塩素消毒の強化 月1回以上

レジオネラ属菌
（温水プール）

検出されないこと 設備の消毒・洗浄 年1回以上

二酸化炭素濃度（屋内） 0.15 ％以下 換気、空調設備点検 2か月以内に1回

照度（屋内・夜間） 常時 100 ルクス以上 照明器具清掃 ー

11(条例施行規則別表第1、2)
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維持管理について レジオネラ症発生事例

・令和4年3月、兵庫県神戸市内で、70代男性2名のレジオネ
ラ症発生の事例がありました。そのうち1名はレジオネラ
肺炎で死亡が確認されました。

・患者2名は市内の同じ入浴施設を使用していました。神戸
市が詳細を調査したところ、その入浴施設から発生したレ
ジオネラ属菌が原因となったと判断しました。

・市は施設に対し、公衆浴場法に基づき、管理方法の改善及
びレジオネラ属菌の不検出を確認するまでの間の営業停止
命令を行いました。

概要
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維持管理について レジオネラ症発生事例

・レジオネラ属菌に感染することにより発症します。

・「レジオネラ肺炎」と「ポンティアック熱」の2つに分け
られます。

レジオネラ症について

レジオネラ肺炎

・高熱等を伴う重度の肺炎
・潜伏期間2～10日
・重症になり死に至る場合
もある

ポンティアック熱

・発熱を主とした非肺炎型
疾患

・潜伏期間1～2日
・一般に数日で軽快する



14

維持管理について レジオネラ症発生事例

・土壌や河川、湖沼など自然界に広く生息します。

・レジオネラ属菌を含んだエアロゾル（ごく小さい液体飛
沫）や、土壌の粉じんの吸入が主な感染経路です。

・循環式浴槽又はプール、ジャグジー、冷却塔などの設備で
衛生管理が不十分だと、設備内のいわゆる「ぬめり」の部
分で増殖する場合があります。

・過去に八王子市内のプール施設で発生した事例があります。

・36℃前後が最も増殖しやすく、20～50℃で増殖できます。

レジオネラ属菌について
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レジオネラ症発生を防ぐには

【必要な管理】（八王子市プールの衛生管理等に関する条例施行規則で規定）

・遊離残留塩素濃度：常時0.4mg/L以上の保持、毎時測定

・全換水：年1回以上

【望ましい管理】（八王子市公衆浴場法施行条例で規定）

・配管消毒：週1回以上
※遊離残留塩素濃度2mg/L以上に調整した浴槽水を、配管内に数時間循環させる方法等

・ろ過器逆洗浄及び消毒：週1回以上

・集毛器（ヘアキャッチャー）清掃：毎日

「ぬめり取り」と「残留塩素の保持」がポイント
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洗浄・浄化設備等の日常管理

維持管理について 設備

◆ 施設全体の清掃
毎日1回以上清掃しましょう。

◆ 洗浄設備等
利用者の快適かつ効果的な洗浄に供するため、洗浄水の
温度を適温とする措置を講じてください。
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貯水槽管理と排水設備等の安全対策

維持管理について プール本体

◆ 貯水槽
貯水槽ごとに1年に1回以上全換水しましょう（入替方
式：5日に1回以上）換水時には、汚染物を換水後にプー
ルに移行させないように必ず清掃しましょう。

◆ プール内の取入口・排水口
循環水取入口や排水口、吐出口などの蓋を固定している
ネジやボルトの固定状況（いわゆる二重構造が保たれて
いるか）を確認しましょう。

→吸い込み事故防止に
つながります。

循環水

排水口等の二重構造例
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ベトナムで起きた事故概要(一部抜粋)

・令和4年4月、ベトナムにあるリゾートホテルのプール
で10歳の男児が溺死する事故が発生。

・男児は子供用プールで遊んでいたが、プールの壁面に設
置してあった金属メッシュに吸い込まれているのを一緒
に遊んでいた友人らによって発見された。

・背中と腕が金属メッシュに吸い込まれ、吸引力があま
りにも強いため、頭部が水中に沈んでいた。

・近くで泳いでいた複数の成人男性が助けに入るも、引
き揚げられた時点で心肺停止状態だった。

維持管理について 排水口吸い込み事故事例

過去に日本でも吸い込み事故の事例があります。
排水口等の二重構造の確認を必ずお願いします。
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薬剤の特徴

安全確保について 薬剤管理①

薬剤 特徴 保管方法

次亜塩素酸
ナトリウム

有効塩素含有量5～10％、強アルカリ性の液体
金属・皮膚に対して腐食性有、酸類と混合で有毒な塩素
ガスの発生

使用期限1年
冷暗所保管

次亜塩素酸
カルシウム
（さらし粉）

有効塩素含有量70％以上、白色の固体、可溶性
塩素化イソシアヌル酸と混合で有毒な塩素ガスの発生、
発火

火気厳禁
湿気を避ける
冷暗所保管

塩素化イソシ
アヌル酸

有効塩素含有量85％以上のトリクロロイソシアヌル酸、
60％のジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・ジクロロイ
ソシアヌル酸カリウム、白色の固体
有効塩素の安定作用有、水質を酸性にすることがある

湿気を避ける
冷暗所保管

一般的に使用されている塩素剤は、以下の3つです。現在
使用中の塩素剤の成分や使用上の注意を確認し、適切に
使用しましょう。
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保管施設（対策）

安全確保について 薬剤管理②

薬剤の効力の減少や誤混入を防止するために、以下の方
法で管理しましょう。

・施錠可能な専用の保管施設を設け、薬剤ごとに専用の
保管設備を設けること

・遮光など薬剤の特性を踏まえた適正な保管構造
・薬剤ごとに名称や色分けを行い、明確に識別できる
こと

薬剤の補充等を実施する係員には、薬剤の性質及び
事故発生時の対応等に必要な知識を習得させる必要
があります。
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消毒剤等による誤混入

安全確保について 薬剤管理③

次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリの塩素剤と、酸性の
凝集剤（ポリ塩化アルミニウム溶液（PAC））等を誤っ
て混合すると塩素ガスが発生します。このような事故は
多く発生しており、一旦塩素ガスが発生すると止めるこ
とは困難のため、薬剤管理を徹底しましょう。

◆ 塩素ガス発生のしくみ
次亜塩素酸ナトリウムは、pH値により存在形態が変化す
るため、酸性物質が混ざると塩素ガスが発生
酸性：塩素ガス（Cl2）
中性：次亜塩素酸ナトリウム
アルカリ性：次亜塩素酸イオン（ClO）

次亜塩素酸ナトリウム
（アルカリ性）

ポリ塩化アルミニウム
（酸性）

塩素ガス
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利用者への周知等

安全管理について 安全確保①

注意事項（利用上の注意事項、開場時間、休憩時間、清
掃・点検時刻等、水質検査結果、構造設備点検結果）を
遊泳者の見やすい場所に掲示してください。

伝染性皮膚疾患にかかっている者、泥酔者、付添人のい
ない幼児その他他人に迷惑となるおそれが認められる者
を入場させないようにしてください。

水着その他直接肌に接するもので遊泳者に貸与するもの
は、清潔なものを貸与してください。
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救命措置等

安全管理について 安全確保②

◆ 監視所
死角を作らないよう高い位置からの監視や複数体制によ
る監視を行いましょう。
また、溺れている人や体調がすぐれていない人、プール
内やプールサイドの危険物などに注意して監視しましょ
う。
◆ 救護体制
救命器具は、直ちに使用できる状態にしておきましょ
う。
すみやかに対応できるよう連絡体制及び対応方法につい
て、施設ごとにマニュアルを作成し、整備しておきま
しょう。
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事故防止対策と救護対策

安全管理について 安全確保③

すみやかに対応できるよう連絡体制及び対応方法につい
て、施設ごとにマニュアルを作成し、整備しておきま
しょう。マニュアルは、監視所に常備し、緊急時に活用
できるようにしておく必要があります。

事故が発生した場合は、事故者への対応とともに、二次
災害を防止するため、救命措置、遊泳者への周知、事故
原因への対応を同時に行いましょう。



事故発生時の対応

安全管理について 安全確保④

【救命措置】
救命措置を行うとともに、119番通報
（救命措置に必要な器材）救命浮輪、麻なわ、毛布自動体外式除細動器
（AED）、搬送用担架、救急用セット（三角巾、絆創膏、包帯、ガーゼ、止血
帯、ピンセット及び消毒薬等）

【遊泳者への周知】
マイクやスピーカーなどの放送設備を使用し、遊泳者、監視員、関係者に周知
事故発生時や気象条件の急激な変動により遊泳者に危険がある場合は、直ちに
プールから出るよう指示し、安全な場所に誘導
双方向連絡ができる通信機器を管理者、監視院が各自携帯

【事故原因への対応】
吸付き・吸込み事故の場合：直ちに循環及び起流ポンプを停止
外傷事故の場合：事故原因となるものの除去及びプールサイド、プール内の点検
プール水が汚染された場合：直ちにプールから出るよう指示・誘導し、換水など
の必要な措置を実施

事

故

発

生
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中国で起きた溺水事故（一部抜粋）

情報提供 事故事例
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◆ 事故概要（令和3年8月 中国広東省）

・室内プールで浮き輪をつけて遊んでいた4歳女児が、溺
死する事故が発生。

・そばには大人2人がいたものの、女児の異変に気付くこ
とはありませんでした。

・女児は浮き輪の中で逆さまになり、脚が上がって頭が水
中に沈んだ状態であったといいます。



プール監視の強化

情報提供 事故を未然に防ぐために

◆ 安全意識の向上
水の特性（浮力、水圧、抵抗、温度等）を理解し、事故
の未然防止（利用者の体調管理、監視・救護体制の確認
等）に努めましょう。

◆ 監視体制の見直し
水面の反射は、外光、照明、天候、監視位置等で異なる
ため、監視台の利用や監視員の移動によって、死角をコ
ントロールしましょう。

◆ 迅速な救助
素早くプールから引き揚げ、心肺蘇生を行うとともに
119番通報して救急隊に引き継いでください。

27



新型コロナウイルス感染症に注意

情報提供 感染症対策①

プールにおいて、水を介した感染リスクは極めて低
いと考えられていますが、プール内も他の場所と同
じく３密（密閉・密集・密接）な状態では会話や接
触による感染リスクが高まります。感染リスクの高
まる場面に注意して、 感染リスクを下げる工夫を実
践しましょう。

28
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感染リスクがある場所

情報提供 感染症対策②

プール内にいるとき以上に、「プールの外」での行動を注意しましょう。特に
空間が狭く密室になりやすい送迎バスや更衣室、トイレ、観覧席などは、感染
リスクが高くなります。
利用者・従業員の安全・安心を確保するために、『スイミングクラブにおける
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（一般社団法人日本スイミング協会）』

を参考に取り組みましょう。
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来館時

情報提供 ガイドライン（具体的な対応）

・来館前の検温の実施・館内でのマスク着用・入館時の手指の消毒

スイミングクラブにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン 一部抜粋

更衣室
・換気の徹底
・ドアノブ等の定期的な消毒
・更衣室面積に応じた入室者数の制限、ロッカーは間隔を空けて間引く
・マスク取り外し時の会話・大声の制限
・更衣室使用時間の短縮
・パウダールームは、飛沫防止用シートの設置によって個人スペースを確保
することが望ましい。設置が困難な場合は最低でも 1ｍの間隔を確保

・換気の徹底
・ドアノブ等の定期的な消毒
・トイレは、ハンドドライヤーや共用タオルの使用を避ける
・手洗い場に、液体石鹸とペーパータオルを設置
・使用後は蓋を閉じて汚物を流す

トイレ
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プール施設

情報提供 ガイドライン（具体的な対応）

・湿度を下げすぎないよう注意しつつ、換気を行う

・体操時の発声、会話の制限（特に大声の禁止）

・準備体操時、レーン等での順番待ちの際に間隔を保つ

・コース内の利用者の前後の距離を最低でも２ｍ確保する

・指導は実情に応じ、プール用マスクの着用を検討する

・タオル等の共有の禁止

・貸出物は消毒して貸出し、返却時も消毒を行う

・目洗い・シャワーの励行、ゴーグルは次亜塩素酸ナトリウム希釈液で洗う

・プール側溝の定期的な洗い流し（プールでは水が鼻に入り鼻水やツバが出る

ことが多く、プー ル側溝に流したものが付着したまま残留し、ウイルスが

死滅する前に気化する恐れがある）

スイミングクラブにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン 一部抜粋



◆ プールの各種届出様式

◆ 水泳等の事故防止について（スポーツ庁通知）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_000
09.html

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/018/002/p
002809.html

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
ガイドライン（一般社団法人日本スイミングクラブ協会）

◆ 遊泳用プールの衛生基準（厚生労働省）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00021.html

https://www.sc-net.or.jp/info/virus/703/

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00009.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/018/002/p002809.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00021.html
https://www.sc-net.or.jp/info/virus/703/

