
学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立勧興小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １０月　１月 基準に適合

(２)温度 １０月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 未実施　１月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ７月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 １０月　１月 基準に適合

(７)まぶしさ １０月　１月 基準に適合

(８)騒音レベル - 環境に変化がないため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（８月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（8月）

(２)施設・設備 ８月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除）
７月　１２月　３月　３

月

良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ６月　９月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ３月　７月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）
・黒板面の色彩調査実施（4月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月　９月
・基準に適合
・基準に適合しない場合は、適合するまで入泳を禁止した。

(２)総トリハロメタン ８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月　９月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立循誘小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ８月　１月
・保健室でファンヒーターを使用している状態で検査を実施したところ、基
準を超えていたので、適時換気を行うようにした。普通教室は基準に適
合。

(２)温度 ８月　１月 基準に適合。

(３)一酸化炭素 １月　～
・保健室でファンヒーターを使用している状態で検査を実施。基準に適
合。

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合。

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 ６月　１２月
・基準に適合するも、天候により照度不足の箇所有。学期末に照明の清
掃を実施。

(７)まぶしさ ６月　１２月 基準に適合

(８)騒音レベル ７月　～
・基準に適合。校舎改築の工事が終了し、周囲環境の著変もないことか
ら一回実施のみ。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月 基準に適合。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 ・各学期末に計画的に大掃除を実施。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
・降雨量により運動場西の排水が不良。中庭の排水も不良だったため、
排水溝等の工事を実施。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ３月 給食室。業者による駆除を実施。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好。年度初めに担任が確認。

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月
６月２回、７月１回、８月２回の計５回実施。８月の検査結果では基準に
適合しなかったため、プール使用を適合するまで禁止し、塩素投入を
行った。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合。

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好。プール開き前に清掃を行った。

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好。

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立日新小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ５月　１２月 基準に適合

(２)温度 ５月　１２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ５月　１２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月
・ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドについては基準を超えていたので、
換気を行っている。

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 ５月　１２月
パソコン室で消灯時に基準以下であった。作業時は点灯するようにして
いる。

(７)まぶしさ ５月　１２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 環境的に騒音がないので未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月　３月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月　３月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月
・基準に適合
・基準に適合しない場合は、適合するまで入泳を禁止した。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立赤松小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ２月　未実施 基準に適合

(２)温度 ２月　未実施 基準に適合

(３)一酸化炭素 ２月　未実施 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ７月
・ホルムアルデヒドについては基準を超えていたので、常時換気扇を作
動させるようにした。

(５)ダニ又はダニアレルゲン １１月 基準に適合

(６)照度 １１月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １１月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施　～ 環境に変化がないため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月
基準に適合
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（8月）

(２)施設・設備 ８月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。
・全教室にワックスがけをした。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月　１１月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立神野小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　２月 基準値に適合

(２)温度 １２月　２月 基準値に適合

(３)一酸化炭素 ２月
基準に適合
（ストーブを使用している図書室、職員室を実施）

(４)揮発性有機化合物 ８月

・ホルムアルデヒドについては基準を超えていたので、換気扇使用と窓
開けで対応
・ホルムアルデヒド以外の揮発性有機化合物については全て基準に適
合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 通常より多かった箇所があったため、掃除機での清掃を増やした。

(６)照度 １２月　２月 基準値に適合

(７)まぶしさ １２月　２月 基準値に適合

(８)騒音レベル １２月 学校周辺での騒音なく12月のみ実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月　７月
基準値に適合
・簡易水道水質定期検査（６月）
・飲用水質検査（7月）

(２)施設・設備 ７月
良好
・高架水槽、受水槽点検及び清掃（7月）
・飲料用滅菌機保守点検（年４回定期）

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月
良好
・排水施設、設備の検査を実施。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月　３月
給食室害虫駆除
その他の箇所においては害虫の生息なし

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　９月
良好
・机、いすの高さについては適宜調整

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　～　９月
基準値に適合
・基準に適合しない場合は再検査を実施し、適合するまで入泳を禁止し
た。

(２)総トリハロメタン ７月 基準値に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立西与賀小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ７月　２月 基準に適合

(２)温度 ７月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ７月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ７月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 ７月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ ７月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 学校の環境として、基準値を下回っていると考えられたため、未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（6月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（8月）

(２)施設・設備 ６月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 毎月1回業者による駆除をした。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）
・黒板面の色彩調査実施（6月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月　７月　８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月　７月　８月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立嘉瀬小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １０月　２月 基準に適合

(２)温度 １０月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 １０月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １０月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 基準に適合

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月　８月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（6月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（8月）

(２)施設・設備 ８月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ２月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）
・黒板面の色彩調査実施（6月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月
・基準に適合
・基準に適合しない場合は、適合するまで入泳を禁止した。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立巨勢小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ３月　未実施
授業終わりの時間では、基準値以上の箇所あり。１授業に１回、必ず換
気を行っている。

(２)温度 ７月　２月
真夏日は、扇風機を使用しても３０℃以上あり。２月はエアコン設置のた
め、基準に適合。（仮設校舎）

(３)一酸化炭素 未実施　未実施 燃焼器具不使用

(４)揮発性有機化合物 ８月

・ホルムアルデヒドについては１教室で基準を超えていたため換気をこま
めに行った。
・ホルムアルデヒド以外の揮発性有機化合物については全て基準に適
合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 ７月　３月 基準に適合

(７)まぶしさ ７月　３月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 騒音発生源なしのため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月 職員作業で実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 基準に適合

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立兵庫小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　３月 基準に適合

(２)温度 ７月　１２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １２月　３月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン １月 ・メディアセンターのマットレスに陽性反応が出たため、廃棄した。

(６)照度 ９月　３月 基準に適合

(７)まぶしさ ９月　３月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施
・学校敷地内や敷地近くに音源となる施設等がない静かな環境であるた
め、騒音計による測定は省略した。。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（6月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（8月）

(２)施設・設備 ７月
良好…貯水槽の清掃は定期的に行っている。故障、破損、老朽又は漏
水はなかった。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 良好…各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月 良好…排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 良好…安全点検において、実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好…机・いすの高さ点検実施（４月）
良好…黒板面の色彩調査実施（７月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立高木瀬小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ２月 基準に適合

(２)温度 ７月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 放送室については、基準を超えていたので、こまめに掃除機をかけた。

(６)照度 ２月　未実施
基準に適合
年１回しか検査ができなかった。

(７)まぶしさ ２月　未実施
基準に適合
年１回しか検査ができなかった。

(８)騒音レベル 未実施　未実施 改修工事中ではあるが、気になる程の騒音はでなかった。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月 基準に適合

(２)施設・設備 ７月 基準に適合

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ４月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月　１２月　３月
良好
・大掃除を適切に実施（7、12、3月）

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　２月
良好
・机、いすの点検移動を実施（4月）
・黒板面の色彩(２月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月　９月
・６月～９月18日までの使用期間中３０日に１回実施
・基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 ・基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立北川副小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） 未実施 未実施

(２)温度 ４月　３月 基準に適合

(３)一酸化炭素 未実施 未実施

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン １２月 基準に適合

(６)照度 未実施 実施していない

(７)まぶしさ 未実施 実施していない

(８)騒音レベル 未実施 実施していない

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ７月 基準に適合

(２)施設・設備 ７月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 良好（各学期末に大掃除を実施した。）

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） １２月 良好（排水施設、設備の検査を実施した。）

(２)ネズミ、衛生害虫等 １月 良好

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好（各学期ごとに点検を実施）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ６月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立本庄小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １１月　２月 基準に適合

(２)温度 １１月　２月
基準を超えることがあったが、扇風機や換気を行い、児童の健康状態を
観察しながら授業を行った。

(３)一酸化炭素 １１月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 １１月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １１月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 環境に変化がないため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月　８月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（６月）
・浄化槽清掃と事後の水質検査（８月）

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除）
７月　１２月　２月　３

月
良好
・毎学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ２月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月　７月　８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月　７月　８月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立鍋島小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １１月　３月 基準に適合

(２)温度 １１月　３月 基準に適合

(３)一酸化炭素 0 燃焼器具不使用に限り省略

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 相談室の畳が除去が必要だったので、掃除機と殺虫剤で駆除した。

(６)照度 １１月　３月 基準に適合

(７)まぶしさ １１月　３月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 教師の声が聞こえないような騒音はないため未実施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月　８月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（6月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（8月）

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月　３月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）
・黒板面の色彩調査実施（4月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　６月　７月　８月
基準に適合
６月は月初めと、月末に実施した。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立金立小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　２月
・教室を閉め切った状態では、基準値を超える所もあったので、休み時間
に換気を行っている。

(２)温度 ７月　２月 夏季は３０度以上、冬季は１０度以下も有

(３)一酸化炭素 １２月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 １１月　２月
晴天と雨天の日に検査を実施、晴天の日は良好。
雨天時は、黒板面の照度で基準値より低いところがあった。

(７)まぶしさ １１月　２月 基準値に適合

(８)騒音レベル 未実施　未実施
過去の調査で著しく基準を下回っており、環境に変化がないため未実
施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月　７月
基準に適合
・簡易専用水道検査（６月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（７月）

(２)施設・設備 ７月
一部改善
・受水槽通気笠端部の防虫網の破損の修理をした。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末にピカピカ週間を実施した。
・毎月安全点検を実施している。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ２月
良好
・家庭科室の排水の点検を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月　３月 ・給食室を薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　９月　２月
・机、いすの点検を実施（４月・９月）
・黒板面の色彩調査実施（２月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

５月　～　７月
・学校薬剤師の先生による検査を行った。大腸菌が検出されたため，入
泳を禁止し，オーバーフロー後，薬剤投与を行った。

(２)総トリハロメタン ７月 ・学校薬剤師の先生による検査を行い，異常なし。

(３)プール本体の衛生状況等 ５月 ・プール掃除時に確認。異常なし。

(４)浄化設備等の管理状況 ５月　８月 ・プール指導開始前と終了後に業者に委託し，確認を行った。

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立久保泉小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） 未実施　１月 基準に適合

(２)温度 ７月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 未実施 毎年検出しないので、省略した。

(４)揮発性有機化合物 ８月
ホルムアルデヒド、また、それ以外の揮発性有機化合物についても全て
基準値に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 ９月　１月 基準に適合

(７)まぶしさ ９月　１月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 基準値を著しく下回る環境のため省略した

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月 基準に適合（簡易水道水質定期検査）

(２)施設・設備 ８月 基準に適合（浄化槽清掃と水質検査）

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ４月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 本年は駆除するような害虫はみあたらなかった。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、椅子の点検実施（４月、９月）
・黒板面照度測定時確認（１月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立芙蓉小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １月 基準に適合

(２)温度 未実施 未入力

(３)一酸化炭素 １月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン １月 基準に適合

(６)照度 １０月 基準に適合

(７)まぶしさ １０月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 環境に変化がないため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月 基準に適合

(２)施設・設備 ７月 基準に適合、浄化槽点検および水質検査

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 良好、各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） 未実施 未入力

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立新栄小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １０月　２月 基準に適合

(２)温度 １０月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １０月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン １月 基準に適合

(６)照度 １０月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １０月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 環境に変化がないため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月 基準に適合

(２)施設・設備 ６月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ４月　～　３月
良好
毎月点検を行っており、不良の場合は修理を行っている

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 薬際による駆除を実施した

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

５月　６月　７月 ・基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立若楠小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １月　３月 基準に適合

(２)温度 １月　３月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １月　３月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 １月　３月 基準に適合

(７)まぶしさ １月　３月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施　未実施
過去の調査で著しく基準値を下回っており、環境に変化がないため未実
施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ７月 基準に適合

(２)施設・設備 ７月 浄化槽清掃終了後に水質検査を実施し、基準に適合

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） １２月 排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ５月 木につく毒虫を薬剤で駆除した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月 基準に適合。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合。

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好。

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好。

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立開成小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ２月　３月 基準値を上回る教室があったので換気促した。

(２)温度 ２月　３月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ２月　３月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月
相談室のたたみが通常より多かったため、薬剤による消毒及び清掃の
日数を増やして対応した。

(６)照度 ８月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ ８月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施
過去の調査で著しく基準値を下回っており、環境に変化がないため未実
施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ７月
基準値に適合
・簡易水道水質定期検査（8月）

(２)施設・設備 ７月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） １月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ４月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　８月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）
・黒板面の色彩調査実施（８月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月
・基準に適合
・基準に適合しない場合は、適合するまで入泳を禁止した。

(２)総トリハロメタン ８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ５月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ５月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立諸富北小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １月　２月
一教室について、二酸化炭素濃度が基準値をやや上回っていたため、
学校薬剤師の助言を受け、換気の励行に努めた。
他教室は基準に適合。

(２)温度 １月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 未実施　未実施 燃焼器具不使用につき省略

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月
音楽室が通常より多い状態だったため、学校薬剤師の助言を受け、掃除
機を使用する回数を増やした。

(６)照度 １月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施　未実施 日常的に騒音環境が良好のため未実施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ７月 基準に適合

(２)施設・設備 ７月
良好
・故障、破損、漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月
良好
排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 生息はみられなかった。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
各教室で担任が実施し、調節した。

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

７月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立諸富南小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　１月 基準に適合。

(２)温度 ８月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １２月　未実施 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月
保健室で基準を超えていたためこまめに布団の天日干しを行った。放送
室は掃除機等による清掃を行った。

(６)照度 ７月　１１月 基準に適合

(７)まぶしさ ７月　１１月 基準に適合

(８)騒音レベル １２月　未実施 基準に適合

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ４月　１０月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（6月）

(２)施設・設備 ４月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ６月
良好
・梅雨時期に雨水等の排水点検を大雨ごとに実施

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 良好

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

５月　６月　７月 ・基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月　７月　８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月　７月　８月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立春日小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １月　２月
窓を閉め切った状態の時は、基準値より少し高い教室もあったが、休み
時間に窓を開けた時には正常値になっていた。

(２)温度 １月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月
通常より多く検出されたところは、換気、掃除をこまめにするように心が
けた。

(６)照度 １２月　１月 基準に適合

(７)まぶしさ １２月　１月 基準に適合

(８)騒音レベル ９月　１２月
基準に適合しているが、机・いすなどのひく音が下の階に響いているた
め、準備ができるところはテニスボールの設置をした。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ４月　～　３月
基準に適合
・毎月実施

(２)施設・設備 ８月
良好
・貯水槽の清掃は定期的に実施している。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ９月 薬剤駆除実施。日常的に清掃、駆除をおこなう。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 学級編成にあわせて点検整備

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月
8月に大腸菌が検出されたため、プールの清掃と水の入れ替えを行っ
た。その後の検査では検出されなかった。その他は基準に適合。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ５月　８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ５月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立川上小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ３月 基準に適合

(２)温度 ７月　２月 夏季、冬季に不適の時がある。

(３)一酸化炭素 ３月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 良好

(６)照度 ８月　３月 基準に適合

(７)まぶしさ ８月　３月 カーテン等で対応

(８)騒音レベル 未実施 学習環境に問題なし

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ５月　８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 学期末に大掃除を実施

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月　３月 業者による防除作業終了

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 基準に適合

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月
７月の検査で大腸菌が検出されたために入泳禁止し薬剤師の指導の下
改善した。

(２)総トリハロメタン ８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ８月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立松梅校小学部

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ８月　１月 基準に適合

(２)温度 １月　８月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １月　未実施 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 基準に適合

(６)照度 ９月　１月 基準に適合

(７)まぶしさ ９月　１月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 ・過去の検査で基準に適合したため今回は実施していない

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ６月 基準に適合

(２)施設・設備 ６月 基準に適合

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　２月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月 ランチルームの大掃除をした

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 基準に適合

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

１月 基準に適合

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ８月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立春日北小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　３月 基準に適合

(２)温度 ７月　３月 基準に適合。夏場は特に３階は３０度を超えて不適。

(３)一酸化炭素 未実施 教室は燃焼器具不使用のため、未検査。

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 ７月　３月 基準に適合

(７)まぶしさ ７月　３月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 ＊地理的に静かな学習環境のため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好。
大掃除を実施

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
良好。
設備の検査を実施

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 薬剤による駆除を実施

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好。
点検を実施

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　９月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 基準に適合

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立富士小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ６月　１月 基準に適合

(２)温度 ６月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 未実施 燃焼器具不使用のため未実施

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 ６月　１０月 基準に適合

(７)まぶしさ ６月　１０月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 問題となる騒音がないため未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ～ 毎月実施　基準に適合

(２)施設・設備 ８月
飲料用滅菌器点検（毎月）異常なし
貯水槽点検（8月）異常なし

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
各学期に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ～
良好
排水施設設備の検査を毎月安全点検日に実施

(２)ネズミ、衛生害虫等 ～
良好
毎月安全点検日に実施

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　９月
良好
机いす点検　身体計測終了後実施（4・9月）
黒板面の色彩　照度検査時実施（6・10月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

７月 基準に適合　（.7月実施）

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ６月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

小中一貫校　北山校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ６月　１月 基準に適合

(２)温度 ６月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ６月　１月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ７月
ホルムアルデヒドについては基準を超えている個所があったので、換気
を推奨した。それ以外の揮発性有機化合物については基準に適合。

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 ６月　１０月 基準に適合

(７)まぶしさ ６月　１０月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施　未実施
過去の調査で著しく基準値を下回っており、環境に変化がないため未実
施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ４月　～　３月 基準に適合

(２)施設・設備 ４月　～　３月 基準に適合

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
良好
通常の清掃では難しい個所を業者に依頼し、清掃済み。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 生息が見受けられた際、適宜駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

７月　～　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月　～　８月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月　～　８月 基準に適合

(４)浄化設備等の管理状況 ７月　～　８月 基準に適合

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立北山東部小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ６月　１月 基準に適合

(２)温度 ６月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ６月　１月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ７月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 相談室の畳で、ダニが検出されたため駆除しました。

(６)照度 ６月　１０月 基準に適合

(７)まぶしさ ６月　１０月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施 周辺が静かな環境のため、未実施

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ７月
基準に適合
・井戸水のため、毎月検査

(２)施設・設備 ７月
良好
・貯水池の保守点検は、毎月定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除）
７月　１２月　３月　３

月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 基準に適合

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　６月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）
・黒板面の色彩調査実施（6月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月
７月に大腸菌の検出があったため、直ちに水泳を中止し水の入れ替えを
行った。その後の検査で大腸菌は出なかった。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立三瀬小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　２月 基準に適合しない場合は換気の指導を行った。

(２)温度 １２月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １２月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ７月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月
通常より多く、除去が必要だったため定期的に洗濯や天日干しを行っ
た。また、掃除機掃除も行った。

(６)照度 １２月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １２月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施　未実施
過去の調査で著しく基準値を下回っており、環境に変化がないため未実
施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ～ 基準に適合（毎月）

(２)施設・設備 ～ 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ３月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 良好

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　９月
良好
・机、いすの点検を実施（４月、９月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 基準に適合

(４)浄化設備等の管理状況 ６月　７月　９月 三瀬支所教育課で管理

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立中川副小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ９月　１月 基準に適合

(２)温度 ９月　１月 基準に適合

(３)一酸化炭素 未実施　１月
基準に適合
暖房器具は１月から教室に入るため９月の空気検査では省略している。

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ６月
今年度は２箇所で実施し、通常より多く除去が必要な個所があったた
め、掃除機等で清掃を行った。

(６)照度 ９月　１月　２月
季節や天候により基準に満たない箇所があったため、２月に再検査を行
う。
来年度、蛍光灯の数を増やせないか検討している。

(７)まぶしさ ９月　１月 基準に適合

(８)騒音レベル ９月　未実施
基準に適合
空港周辺のため、これからの環境の変化をみるため今年度から実施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
各学期末に掃除週間と大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） 未実施 ９月から下水道に代わったため浄化槽の検査等は実施していない。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ９月 蚊の発生が著しかったため、薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　～　９月
・基準に適合
・塩素濃度が高く、指導を受けたため改善した。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ８月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ９月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立大詫間小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ９月　１月 基準に適合

(２)温度 ９月　１月
夏季は扇風機を使用しても３０度以上になった。
冬季はストーブを設置した。

(３)一酸化炭素 １月　未実施 ストーブ設置の冬季に検査し、基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ６月 基準に適合

(６)照度 ６月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ ９月　１月 基準に適合

(８)騒音レベル ９月　未実施 騒音計による検査結果、基準に適合

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月
基準に適合
・貯水槽清掃時に水質検査実施

(２)施設・設備 ８月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 薬剤による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検・黒板面の色彩調査を実施（4月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月　９月 ・基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 ・基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ６月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 0

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立南川副小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） ７月　２月 基準に適合

(２)温度 ８月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ７月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ８月 １ヵ所だけ基準に適合していなかったので、清掃をした。（やり直した）

(６)照度 ７月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ ７月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル ８月　２月 基準に適合

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月 基準に適合

(２)施設・設備 ８月 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月 良好

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 良好

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机、いすの点検を実施（4月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月　８月
・基準に適合（６月）
・基準に適合しない場合は、適合するまで入泳を禁止した。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立西川副小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　２月 基準に適合

(２)温度 ７月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １２月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合

(６)照度 １２月　２月
雨天時のパソコン室がやや暗かったので、まぶしくない時はカーテンを開
けるように明示した。

(７)まぶしさ １２月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施　未実施 学校周辺が静かな環境のため、実施していない。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月
基準に適合
・簡易水道水質定期検査（８月）
・浄化槽清掃と終了後の水質検査（６，１０月）

(２)施設・設備 ８月
良好
・故障、破損、老朽又は漏水はなかった。
・貯水槽の清掃は、定期的に行っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ７月
良好
・排水施設、設備の検査を実施した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 良好

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月
良好
・机・いすの点検を実施(４月)
・黒板面の色彩調査実施(４月)

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

５月　６月　７月
・基準に適合
・基準に適合しない場合は、適合するまで入泳を禁止した。

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ５月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ５月 良好

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立東与賀小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １２月　２月 基準に適合

(２)温度 １２月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 ２月
３カ所検査実施。そのうち、１カ所が基準値を上回っていたため、換気回
数を増やした。

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合(１年２組、家庭科室）

(５)ダニ又はダニアレルゲン ７月 基準に適合(学習室、事務室）

(６)照度 １２月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １２月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル 未実施
測定器具不調のため、検査したものの結果が出ず、来年度再検査実施
予定。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月
基準に適合
　・簡易水道水水質検査(6月）
　・浄化槽清掃と終了後の水質検査(８月）

(２)施設・設備 ８月
良好
　・故障、破損、漏水なし。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
　・大掃除週間を決め、実施。
　　期間中は、その日の重点箇所を定めて実施。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月
良好
　・トイレ、手洗い場などの排水施設、設備を点検し、清掃をした。

(２)ネズミ、衛生害虫等 ８月 薬剤による駆除を実施(給食室）

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月　１２月　２月

良好
　・机、いすの点検を実施(４月）
　・黒板面の色彩調査実施(１２月、２月）

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

６月　７月 基準に適合（６月１回、７月２回）

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ５月
良好
　・業者及び職員、児童による一斉清掃を実施した。

(４)浄化設備等の管理状況 ５月
良好
　・業者による点検を実施した。

検査内容



学校環境衛生基準（定期検査）

佐賀市立思斉小学校

検査実施月 結果等

①教室等の環境

(１)換気（二酸化炭素） １０月　２月 基準に適合

(２)温度 １０月　２月 基準に適合

(３)一酸化炭素 １０月　２月 基準に適合

(４)揮発性有機化合物 ８月 基準に適合

(５)ダニ又はダニアレルゲン ９月
会議室は基準に適合していたが、保健室は通常より多くのダニが見つ
かったため、布団を洗濯し、天日干し、掃除機をかけた。

(６)照度 １０月　２月 基準に適合

(７)まぶしさ １０月　２月 基準に適合

(８)騒音レベル １０月　未実施
10月の調査では、基準に適合しており、環境に変化がないため2回目は
未実施。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 ８月
基準に適合
・貯水槽清掃と水質検査

(２)施設・設備 ８月
受水槽、高架水槽共に床部分に亀裂があるが、補修には多額の費用が
かかるため、現在検討中。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔　（大掃除） ７月　１２月　３月
良好
・各学期末に大掃除を実施した。

　　　　　　　　　　（排水の施設・設備） ８月 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 ７月 衛生害虫捕獲器による駆除を実施した。

(３)教室等の備品の管理（机・いすの
高さ、黒板面の色彩）

４月 良好

④水泳プールの管理

(１)遊離残留塩素、PH値、大腸菌、一
般細菌、有機物等、濁度

５月　６月　７月　８月 基準に適合

(２)総トリハロメタン ７月 基準に適合

(３)プール本体の衛生状況等 ７月 良好

(４)浄化設備等の管理状況 ７月 良好

検査内容


