
学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立勧興小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとに換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、冷暖房や換気等による対策をとり、児童の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 時期によりゴキブリ、蚊、ハエの生息が見られたため、駆除を実施。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・プールを使用する際の遊離残留塩素濃度は、常に、0.4㎎/ℓに保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入をし、基準に適合した後に
入泳させた。
・ＰＨ値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか、入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・プール使用前に、施設・設備の点検をした。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立循誘小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 始業前と休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね基準値内であった。一時的に基準値外になることはあったが、扇風機、冷
房機、暖房機、換気等による対策をとり、児童の健康状況に注視しながら授業を行
った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。
・児童には水筒の持参を呼びかけている。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・担当職員を配置し、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合は、その都度
改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・プール開放時は、毎日4回気温、水温、塩素濃度を測定し、基準に適合しているか確認した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後に入泳さ
せた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立日新小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・おおむね１７℃以上、２８℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、冷暖房機器等による対策をとり、
児童の健康状況に注意しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1㎎/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、水道管の腐食のた
め放水を行った。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施した。
・教職員の校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立赤松小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 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)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。一時的に基準を超えることがあったが、
扇風機、冷房、換気塔による対策をとり、児童の健康状況に注意しながら授業を
行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立神野小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
エアコンが設置されたことにより、基準値を超えることがあった場合には、生徒の健
康状態に注視し、状況に合わせて扇風機やエアコン等で対応した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立西与賀小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、冷暖房機器による対策をとり、児
童の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、水道管の腐食のた
め放水が必要であった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・ネズミ捕りによる駆除
・餌となる食べ物や巣となるものの駆除

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立嘉瀬小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 ・休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気、エアコン等による対策をと
り、生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、水道管の腐食のた
め放水が必要であった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・故障がある場合はその都度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入水前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立巨勢小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 授業終了後の休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 おおむね基準に適合

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日 良好

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日 基準に適合

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 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（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日 良好

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 基準に適合

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間） プール日誌を作成し、記録・管理を行った。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 良好

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立兵庫小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・おおむね1０℃以上、３０℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気等による対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・毎授業日に全校による清掃を実施。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 時期によりスズメのヒナの死骸が渡り廊下等に落ちていたため、処理を行った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立高木瀬小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
概ね基準値内ではあったが、夏場は基準を超えることもあり、扇風機やエアコンの
使用、換気等により児童の健康状態に留意しながら調節した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテンを使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素は0.1ｍｇ/ℓ以上に保たれていた。休み明けには一定時間、放水し
た。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に不具合のある場合はその都度対応改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、気温・水温・ｐｈ・塩素濃度を毎日３回測定し、日誌に記録し
た。
・遊離残留塩素濃度は０.４ｍｇ/ℓ以上に保たれていた。
・PH値は基準値内であった。
・水面に木の葉など浮遊物が見られた場合は除去した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立北川副小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 冬季は休み時間ごとに換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気、冷暖房等による対策をとり、
生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。長期休み明けには、放水が必要で
あった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立本庄小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 計画的にクーラーを使用したため、問題なかった。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候によりカーテンを使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日 遊離残留塩素は0.1ｍｇ/ℓ以上に保たれていた。外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
全校による清掃を実施。校内巡回により、安全・清潔が保たれているか点検・確認を
行った。清潔が保たれていない場合や施設設備に破損や故障がある場合はその都
度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 校内巡回により、安全・清潔が保たれているか点検・確認を行った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度等を記録した。
・遊離残留塩素は常に0.4㎎/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素が不足している場合は塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入水させた。
・ＰＨ値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入水前に点検を行った。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 使用前に施設設備の点検を実施した。破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立鍋島小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・基準を超える場合は、換気をしたり、扇風機やエアコンをつけるなどの対策をとる
ようにした。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
黒板面で明るすぎて見えない部分があったため、カーテンや黒板灯を使用して、調
節を行った。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素は0.1以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日
・手洗い場は、掃除時間の際に掃除を行い、清潔を保つようにしている。
・貯水槽や浄化設備はなく、水道管から直接くみ上げている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡視や毎月の安全点検で、点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損故障がある場合は、その都度改
善をした。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないように、清掃や点検を通して、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。塩素濃度が基準値内では
あるが、高い場合は水を足して中和したりして、基準に適合させるようにした。
・ｐH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 プール使用前に施設・設備を点検し、破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立金立小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 始業前、休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
夏季28度以上、冬季17度以下の際は、エアコンや扇風機を使用し学習環境を整え
た。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度を毎日定時に検査し、足りない場合
には、塩素剤の注入の量を増加、基準に適合させた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後に入泳さ
せた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・毎使用日、プール使用前に施設、設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立久保泉小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 良好

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 毎日の清掃により、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立芙蓉小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとに換気実施。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超えることがあったが、換気や扇風機、エアコンの使用で対策をと
り、児童の健康状況を注視しながら授業を実施。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯したりカーテンを使用したりして対応。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素濃度は、０．１ｍｌ/ｌ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃実施。
・校内巡回により、安全と清潔保持の点検と確認実施。
・清潔が保たれていない場合や、施設設備の破損・故障等はその都度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期により蜂の生息が見られたため、職員による駆除を実施。
・時期により、鳥やコウモリの糞が窓の桟や渡り廊下に落下していることがあったの
で、清掃時間に除去した。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録。
・残留塩素濃度は常に0.4ｍｌ/ｌ以上に保ち、不足の場合は塩素剤の中量を増加して
基準に適合した後に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検実施。
・ろ過システムが故障したため、その後の入泳は中止。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立新栄小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 定期的に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 おおむね17℃以上、28℃以下であった。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・校内巡回や毎月の安全点検により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行
った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立若楠小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・各教室にエアコンが設置されており、扇風機、換気等による対策をとり、児童の健
康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立開成小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
「普通教室等空調設備使用基準」に従い、6月中旬から9月下旬まで、28度を超えた
ら、エアコンを事務室で一括管理して操作した。扇風機、換気等による対策をとり、生
徒の健康状況に注視しながら授業を行った。冬場も基準を下回ることがあった。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。
・遮光カーテンを全部閉めると、教室及び黒板が暗くなるため、遮光カーテンは必要
な分だけを閉めるように、また、児童机を蛍光灯の下に配置するように心がけた。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日
水栓がはずれている水道が多かったので、水栓を取り付けてもらい、使用できるよう
にした。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立諸富北小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 各教室で休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、エアコン等による対策をとり、児童
の健康状態に注意しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・状況により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素は0.1mg/L以上に保たれていた。長期休業明けには放水を実施し
た。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施した。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検した。
・不備があった場合は、その都度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・生息は見られなかった。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度等を記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/L以上に保たれていた。
・遊離残留塩素が足りない場合は、塩素剤の注入を増やし、基準に適合した後に入
泳させた。
・ｐH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・プール使用前に施設、設備の点検を行った。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市諸富南小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・夏は30℃以上となることがあり、扇風機、空調設備、換気により対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。
・冬は10℃以下になることが少なく、衣服での調整を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・長期休暇明けなどは、遊離残留塩素が0.1ｍｇ/ｌ以下になることがあり、放水を数分
間行う必要があった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期により、蚊、ハエの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値が基準値より低い時はソーダ灰を入れて中和させた。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・プールの使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立春日小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとの換気を呼び掛けた。

(２)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、エアコン、換気等による対策をとり、児童の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 改修工事の為、音が気になる時間もあったが、窓を閉めるなどの対応を行なった。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、放水を十分に行っ
た。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施した。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリ、蚊、ハエ、蜂の生息が見られたため、駆除を実施した。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立川上小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
夏季は扇風機を使っても不適なときがある。冬季は暖房がないために不適なときが
ある。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日 天候に良いカーテンを使用する。

(４)騒音 毎授業日 学習に問題なし。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
日々の点検で残留塩素は０．３PPMを保っている。休業明けにには臭気がある時が
あり、放水し対応した。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 毎日の掃除で点検し、清掃を行った。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日 毎日の清掃実施　不備はその都度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミ、害虫が発生しないように清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間） プール管理日誌に記録をし基準を保った。水中の危険物、異物も点検した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 プール使用時に点検をし不備がないことを確認した。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立松梅小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとに換気を行った。

(２)温度 毎授業日 基準を超えるときはエアコン、ストーブで対応した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日 遊離残留塩素は0.1mg/ℓ以上に保たれていた。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミ、害虫が発生しないように清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立春日北小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に窓を開けて換気を行った。

(２)温度 毎授業日 おおむね17℃以上、28℃以下であった。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立富士小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 ２４時間換気を行っている。また、休み時間毎に窓を開けて換気を行った。

(２)温度 毎授業日 気温が高い時や低い時はエアコンで対策を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用して対応した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素は0.1ｍｇ／ℓ以上に保たれていた。
・外見、臭気、味には異常は見られなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損や故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 良好

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプールの使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立小中一貫校北山校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日
休み時間に換気を行った。
・インフルエンザ流行時は放送を行い、全校一斉に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超える、または下回ることがあったが、扇風機、換気、暖房器具等
による対策をとり、生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。（休み明けには塩素濃度が上がる
まで、しばらく放水が必要であった。）
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立北山東部小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日
休み時間に換気を行った。特に、冬はストーブを使用するため、換気を呼び掛けてい
る。

(２)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・冬は常に10℃以下のため各教室でストーブを使用し温度の調節を行っている。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候によりカーテンを使用した。

(４)騒音 毎授業日
良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
良好
・外観、臭気、味に異常はみられない。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動中に実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・12月頃、カメムシが大量発生したため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立三瀬小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
夏季は、基準値の30℃を超えることがあり、扇風機・エアコンを使用した。冬季は基
準を大幅に下回り、5℃以下になることもあったが、ストーブを使用し、換気を行いな
がら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日
良好
・静かな環境で授業を行った。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを毎日記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立中川副小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気、エアコン等による対策をと
り、生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、水道管の腐食のた
め放水が必要であった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリ、蚊、ハエ、ネズミの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立大詫間小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 おおむね17℃以上、28℃以下であった。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素は基準を満たしていた。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点がないか確認を行った。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施
・校内巡回により、安全と生活が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリ、蚊、ハエの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4㎎/ｌ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・ＰＨ値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立南川副小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね良好
・夏季に基準値を超えることがあり、扇風機や冷房を使用した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには放水を行い衛生に留
意した。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 ・清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
時期によりゴキブリ等の生息が見られたため、駆除を実施し、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・プール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立西川副小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気等による対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都
度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりコウモリの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後に入泳
させた。遊離残留塩素濃度が高い場合は、塩素剤の注入を一時停止し、基準値内に保つよ
うにした。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立東与賀小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気等による対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日
良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日

・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・（校舎改修のため）プレハブ校舎の水道（保健室）の遊離残留塩素濃度が若干高
く、塩素臭が気になるため学校薬剤師に相談した。（飲用して問題ないとの回答）
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・トラップを設置した。
・薬剤による駆除を行った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立思斉小学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超えるときがあったが、換気、扇風機、エアコンの使用等の対策をと
り、児童の健康状態に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・流離残留塩素が0.1ｍｇ/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、0.1ｍｇ/ℓ以下の為
放水が必要であった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日
・清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。
・夏休みに職員作業で清掃作業を実施した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清掃が保たれているか点検と確認を行った。
・清掃が保たれていない場合はや、施設・設備に破損、故障等がある場合はその都
度改善した。
・夏休みに職員作業による清掃作業を行った。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリ、蚊、ハエの生息がみられたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4ｍｇ/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・ＰＨ値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損、故障が見られた時はその都度改善した。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立成章中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日
下水の臭いがする時、かぜ・インフルエンザの流行期、豪雨による水害後は特に、換
気をまめに行った。

(２)温度 毎授業日
基準を大幅に超えたり、下回る時はエアコン等で調整。特に熱中症やインフルエンザ
の流行期は、生徒の健康状態に注意した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候が悪く、暗いときは蛍光灯を点灯し、まぶしくて、黒板等が見えにくいときは、
カーテンで調整した。

(４)騒音 毎授業日 騒音を感じることもなく、良好。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・毎朝、簡易水質検査を行い異常はみられなかった。豪雨による水害の後は、水道
水から少し塩素臭を感じることがあったが、使用できないほどではなかった。
・冷水器の水も定期的に検査し、異常はみられなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日
毎日清掃を行い、清潔は保たれていた。インフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症
流行期には、消毒も行った。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・毎授業日に全校による清掃を実施。枚学期末には大掃除を行った。
・毎月、安全点検を行い、破損、故障、危険な箇所はすぐに修理・改善した。
・トイレ等は巡回し、清潔を保つようにした。
・水害後は、消毒を行い、カビが発生したため、換気に気をつけた。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・夏場はゴキブリやハエが発生しやすいため、ごみの処理等をまめにし、清潔を保っ
た。
・ごみステーションの衛生も保つように気をつけた。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・毎授業、プール使用前に塩素濃度、ｐｈ、気温、水温を測定し、日誌に記録。基準に
足りない場合は塩素剤の注入など、調整をした。
・水質検査の結果、遊離残留塩素が高かった後は注意をはらった。
・プール施設に危険物や危険箇所がないか点検も行った。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 毎日、点検を実施。特に故障・破損等はみられなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立城南中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日
・特別教室では、換気扇を使用している。
・普通教室では、休み時間ごとに換気を行った。また、冬場は授業中にも換気を行っ
た。

(２)温度 毎授業日
おおむね、１７℃以上、２８℃以下であった。
・一時的に夏場の高温の日や、冬場の低温の日には教室内に設置されたエアコン
（夏場は扇風機を併用）で対策を取り、健康状態を注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・外観、臭気、味は、毎日の点検で異常はなかった。
・残留塩素については、常に０．１ｐｐｍ以上に保たれていた。休み明けの月曜日にも
問題はなかった。長期の休み明けでは放水後の測定を心掛けた。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日
・清掃活動により、ほぼ毎日実施した。
・手洗い場の排水不良については、不備の報告があった都度に改善を行った。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校生徒による一斉掃除を実施し、清潔を保った。
・清掃と安全については、全職員による校内巡回を行い点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、不良個所（施設・設備）は、その都度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 時期により１階の湿気が多いところに黒虫が発生したため、除去した。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール使用期間の毎日、塩素剤の注入と浄化槽の点検を行った。残留塩素濃度は
常に０．４㎎/ℓ以上に保たれていた。
・プール使用期間は、毎授業前に気温、水温、遊離残留塩素濃度、ＰＨの測定を行
いプール日誌に記入した。
・屋上プールのため、危険物や飛来物などの混入はなかった。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 毎日、毎授業前に施設・設備の点検を実施。破損や故障はなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立昭栄中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとに換気を行った。

(２)温度 毎授業日 基準値を超えることがあったが、扇風機や冷暖房を使用した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、カーテン等を使用。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・残留塩素が0.1ｍｇ/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 施設、設備の点検を実施し、破損や損傷は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立城東中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 冬季は特に気をつけ、換気を行った。

(２)温度 毎授業日 快適に学習できるよう、エアコン等で調節を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日 照明やカーテンで調整を行った。

(４)騒音 毎授業日 騒音なく、良好。

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
遊離残留塩素は、基準値内に保たれていた。夏季休業中の貯水槽の清掃後は、錆
が混ざるので、しばらく放水が必要。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 手洗い場、冷水器は定期的に消毒を行った。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
毎日、授業終了後に清掃を実施。また、毎月、安全点検を行い、破損・危険箇所等
は、すぐに改善するようにした。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミ、害虫が発生しないよう清潔を保つようにした。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）
プール使用時は、必ず簡易水質検査を行い、プール日誌に記録。水質が不適合の
時は、水泳を中止した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 使用する際は、施設・設備の点検をし、清掃も行った。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立城西中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超える又は下回ることがあったが、扇風機、エアコン、換気等による
対策をとり、生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動時に不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・プール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立城北中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日
良好
・休み時間毎の換気を指導。

(２)温度 毎授業日

基準値
・基準値を超えたないよう、各教室、扇風機、冷房による対策をとり、生徒の健康状
態に注視しながら授業を行う。
・毎日、熱中症指数を放送し、注意喚起した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候によりカーテン、点灯での調節を指導。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日

・毎日の遊離残留塩素は、夏季0.1以上冬季0.5mg/ℓ以下に保たれる。
・毎日水質検査を実施し記録に残す。
・給水器台数を1台増加し、給水器は定期的に浄水洗浄するように調節。
・外観、臭気、味に異常なし。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 良好

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立金泉中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとに換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、冷房、換気等による対策をと
り、生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・時期、天候により、点灯、カーテンを使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
残留塩素は、ほぼ0.1㎎/ℓに保たれていたが、夏場の週明けは基準に届かない時が
あり、水道管の水を垂れ流しにすることで対応した。（外観、臭気、味には異常な
し。）

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備があれば、その都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
毎日全校による清掃を実施。全職員が清掃中に校内を見守り、安全と清潔が保たれ
ているか、確認を行った。施設や設備に破損や故障がある場合は、その都度改善し
た。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 時期により、ゴキブリ、ハエ、蚊が見られたが、その都度対応した。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度、ｐH値などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4㎎/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・水中に危険物がないか、点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 その日のプール使用前に、施設・設備の点検をした。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立芙蓉中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間ごとに換気実施。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超えることがあったが、換気や扇風機、エアコンの使用で対策をと
り、生徒の健康状況を注視しながら授業を実施。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯したりカーテンを使用したりして対応

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素濃度は、０．１ｍｌ/ｌ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常はなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃実施。
・校内巡回により、安全と清潔保持の点検と確認実施。
・清潔が保たれていない場合や、施設設備の破損・故障等はその都度改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期により蜂の生息が見られたため、職員による駆除を実施。
・時期により、鳥やコウモリの糞が窓の桟や渡り廊下に落下していることがあったの
で、清掃時間に除去した。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間） 小学部で管理

(２)附属施設・設備等 毎使用日 小学部で管理

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立鍋島中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気、冷暖房等による対策をとり、
生徒の健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・施設・設備に破損、故障がある場合はその都度事務室に報告し改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立諸富中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気等による対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、水道管の腐食のた
め放水が必要であった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリ、蚊、ハエの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立大和中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間、昼休み、移動教室の際に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 各教室にエアコンが設置されているため、基準内の温度を保つことができた。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日 天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素濃度が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けに水道水の放水を
行った。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設、設備に破損、故障がある場合は、その都度
改善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・ｐH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設、設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立松梅中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気等による対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動を実施した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立富士中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日 おおむね17℃以上、28℃以下であった。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日 遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動で、清潔を保っている。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日
・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と生活が保たれているか点検と確認を行った。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・水温が低い時は入泳はしなかった。
・PH値は基準値内であった。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立三瀬中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 朝、休み時間毎に換気を実施。

(２)温度 毎授業日
時期によって、基準を上回ったり、下回ったりしたことがあったが、扇風機やエアコ
ン、ストーブを適切にしようし、調整を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、北側は廊下の照明器具を点灯したり、南側はカーテンで遮光したりし
た。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
おおむね遊離残留塩素濃度は、0.1mg/ℓ以上に保たれ、外観、臭気、味に異常はな
かった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改善
した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 薬剤を設置。清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間） 市管理のプールを使用

(２)附属施設・設備等 毎使用日 市管理のプールを使用

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立川副中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、エアコン、扇風機、換気等による対策をと
り、生徒の健康状況に配慮した。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・安全点検により、安全と清潔が保たれているか等、点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 良好

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間） 市の管理施設のため、学校では点検を行っていない。

(２)附属施設・設備等 毎使用日 市の管理施設のため、学校では点検を行っていない。

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立東与賀中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に５分以上の換気を行った。

(２)温度 毎授業日
・おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・基準を下回る場合、または上回る場合はエアコンや扇風機による温度調節を行っ
た。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、カーテンを使用。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・DPD遊離塩素試薬検査にて、常時遊離残留塩素が0.1ｍｇ/ℓ以上保たれていた。
・外観、色、臭気、味に異常なし。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校生徒、教職員による清掃を毎日実施。
・安全（安全、防災、衛生）点検により、安全性と清潔が保たれているか点検と確認を
行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日 衛生害虫等の生息は見られなかった。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間） 中学校管理の水泳プール施設なし

(２)附属施設・設備等 毎使用日 中学校管理の水泳プール施設なし

検査内容 実施状況



学校環境衛生基準（日常点検）

佐賀市立思斉中学校

結果等

①教室等の環境

(１)換気 毎授業日 休み時間毎に換気を行った。

(２)温度 毎授業日
おおむね17℃以上、28℃以下であった。
・一時的に基準を超えることがあったが、扇風機、換気等による対策をとり、生徒の
健康状況に注視しながら授業を行った。

(３)明るさとまぶしさ 毎授業日
良好
・天候により、点灯、カーテン等を使用した。

(４)騒音 毎授業日 良好

②飲用水等の水質及び施設・設備

(１)飲用水の水質 毎授業日
・遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上に保たれていた。休み明けには、水道管の腐食のた
め放水が必要であった。
・外観、臭気、味に異常がなかった。

(２)施設・設備（水のみ・
洗口、手洗い場、足洗い
場）

毎授業日 清掃活動により実施し、不備な点はその都度改善した。

③学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等

(１)学校の清潔（掃除、
排水の施設・設備）

毎授業日

・全校による清掃を実施。
・校内巡回により、安全と清潔が保たれているか点検と確認を行った。
・清潔が保たれていない場合や、施設・設備に破損、故障がある場合はその都度改
善した。

(２)ネズミ、衛生害虫等 毎授業日
・時期によりゴキブリ、蚊、ハエの生息が見られたため、駆除を実施。
・ネズミや衛生害虫が発生しないよう、清潔を保った。

④水泳プールの管理

(１)プール水等  毎使用日(毎時間）

・プール日誌を作成し、塩素濃度などを記録した。
・遊離残留塩素濃度は常に0.4mg/ℓ以上に保たれていた。
・遊離残留塩素濃度が足りない場合は、塩素剤の注入を増加し、基準に適合した後
に入泳させた。
・PH値は基準値内であった。
・水中に危険物がないか入泳前に点検を実施した。

(２)附属施設・設備等 毎使用日
・その日のプール使用前に施設・設備の点検を実施した。
・破損や故障は見られなかった。

検査内容 実施状況


