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 本マニュアルは、「美瑛町町民プール条例」「美瑛町町民プール条例施行規

則」に基づき、美瑛町町民プールの管理運営について定める。 

 

 美瑛町町民プールの管理運営にあたっては、以下の法令等及び本マニュアル

に従うものとする。 

 ●遊泳用プールの衛生基準について 

（平成 19 年 5 月 28 日/健発第 0528003 号/厚生労働省健康局長通知） 

 ●プールの安全標準指針 

（平成 19 年３月/文部科学省・国土交通省） 

 ●美瑛町町民プール条例、美瑛町町民プール条例施行規則 



1 

 

 

 

目   次 

 １ 施設の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～５ 

 ２ 職員の配置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～７ 

 ３ 管理運営業務の範囲・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 ４ プールの維持管理業務・・・・・・・・・・・・・・７～１３ 

 ５ プールの運営業務・・・・・・・・・・・・・・・・１３～２１ 

 ６ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 

１ 施設の概要 

 ●名  称  美瑛町町民プール 

 

 ●愛  称  丘のまち わいわいプール 

 

 ●所 在 地  美瑛町丸山２丁目１番１号 

 

 ●敷地概要  敷地面積  9,013.63 ㎡ 

 

 ●建物概要  建築面積  1,284.11 ㎡ 延床面積 1.285.22 ㎡ 

 

 ●規  模  □２５ｍプール 水深 1.3ｍ（通常時） 

         ２５ｍ×１３ｍ（６コース）、コース幅 2ｍ 

         ３レーン分可動床（水深 0.0ｍ～1.3ｍ） 

        □幼児プール 水深 0.5ｍ 6.4ｍ×4.7ｍ 

        □乳児プール 水深 0.1ｍ 2.0ｍ×4.7ｍ 

 

 ●構  造  □管 理 棟 鉄骨造 

        □ボイラー棟 鉄筋コンクリート造 

        □25ｍプール ステンレススティール製 

               入水階段+スロープ付き 

        □幼児プール ステンレススティール製 

               入水階段付き 

        □乳児プール ステンレススティール製 

 

 ●保証期間  ３年間 

 

 ●工 事 費  町民プール建設工事     ７８２,４６０千円 

        町民プールボイラー設備工事  ９７,２００千円 

        計             ８７９,６６０千円 
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 ●竣  工  平成３０年１１月２２日 

        〇平成３０年１２月１日オープンセレモニー挙行 

 

        〇工期 

        町民プール建設工事  

平成２９年１１月２９日～平成３０年１０月３０日 

        町民プールボイラー設備工事 

         平成３０年６月２５日～平成３０年１１月２２日 

 

 ●利用期間等 

        〇利用期間 

        ・４月１日～３月３１日 

        ※上記に関わらず、開館日を変更する。 

 

        〇休館日 

        ・火曜日及び１２月３１日から１月５日まで。 

（美瑛町町民プール条例） 

・町長が必要と認めた日（例：完全換水清掃等） 

 

 ●利用時間  午前１０時(入館)～午後９時００分(退館) 

        ※ただし、午後８時３０分には、プール水槽から退出するこ

ととする。 

        ※上記に関わらず、開場時間を変更する場合がある。 

        ※開場前（10 分前程度）に玄関前に入場者がいる場合、天候

等の状況に応じて、入場・更衣までを可能とするが、プール

へ入水しないようプールサイドに出る所は開場時間に開放す

るものとする。 

 

 ●個人使用料  美瑛町町民プール条例第５条によるが令和２年度について

は美瑛町民の個人使用料は免除扱いとする。令和３年度以降

美瑛町民の個人使用料は別途指示する。 

 

        別表（第５条関係） 

         １ 個人使用料 

区分 

普通利用 

（１日に

つき） 

回数券利用

（１１枚

つづり） 

３箇月 

定期券 

６箇月 

定期券 

中学生 

以 下 

円 

１００ 

円 

１,０００ 

円 

２,５００ 

円 

４,５００ 

高校生 ２００ ２,０００ ５,０００ ９,０００ 
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一 般 ３００ ３,０００ ７,５００ １３,５００ 

高齢者 １００ １,０００ ２,５００ ４,５００ 

        備考 

         １ 高校生とは、高校生と同年代の者をいう。 

         ２ 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

         ３ 町民（町内に住所を有する者）以外の者が使用する場

合の使用料は２倍とする。 

         ４ 回数券利用、３箇月定期券及び６箇月定期券の適用は

町内在住者に限る。 

 

        ※当日、再入場可。 

        ※未就学児は、無料とするが水着を着用した保護者（保護能

力のある１８歳以上の同伴者）が必要。水着を着用した同伴

者は有料とし、１人につき子どもは２人までとする。 

         

 ●徴収方法   自動券売機で利用券を購入していただく。回数券、３箇月 

   定期券及び６箇月定期券は町民限定となるため別途指示する。 

 

 ●専用使用料  美瑛町町民プール条例第５条によるが令和２年度について

は美瑛町民の専用使用料は免除扱いとする。令和３年度以降

美瑛町民の専用使用料は別途指示する。 

  

         別表（第５条関係） 

          ２ 専用使用料 

区分 単位 

金額 

夏期（５月～１

０月）１時間あ

たり 

冬期（１１月～

４月）１時間あ

たり 

２５メートル

プール 

１レーン 

につき 
１,０００円 １,２００円 

         備考 

         １ 専用使用は、１０人以上の場合に限る。 

         ２ 専用使用時間に１時間未満の端数時間がある場合は、 

        １時間に切り上げるものとする。 

         ３ 町民（町内に住所を有する者）以外の者が使用する場

合の使用料は２倍とする。 

         ４ 専用使用料は、個人使用料に加算する。 

 

 ●プール施設利用上の注意事項 

 【プールに入る前に】 

 ・健康状態のチェックをし、体調がすぐれない場合は利用を中止する。 

・水着、水泳帽を着用すること。 
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・全身をシャワーで洗うこと。 

 ・準備体操をすること。 

 ・タオル、ゴーグル(必要な方)の準備。 

 ・化粧、整髪料、ワックス等落とすこと。 

 ・貴金属ははずすこと。(腕時計、指輪、ネックレス、ピアス、ヘアピン等) 

 

 【プールに入ったら】 

 ・プールサイドは走らないこと。 

・プールに眼鏡等のガラス製品、金属製品や携帯電話等を持ち込まないこと。 

 ・飛び込み、悪ふざけ、溺れたまねはしないこと。 

 ・写真、携帯電話での撮影等の行為はしないこと。 

 ・他人の迷惑になる行為をしないこと。 

 ・基本飲食禁止ですが、飲み物置き場（指定する場所）のみ水分補給はでき 

るものとします。 

 ・トイレ使用後、採暖室使用後はシャワーを浴びること。 

  

【プールを出たら】 

 ・シャワーで身体を洗い、うがいをし、目を洗う(必要な方)こと。 

 ・シャワー後は、タオルやマット等で身体についた水分を取り、十分に身体

を乾かしてから更衣室に入ること。 

 ・シャワー室で、シャンプーや石鹸等の使用は禁止します。 

 

 【その他】 

 ・けがをした場合は、原則応急処置までとします。 

 ・プール室内では、水着着用を原則とします。未就学児の見守り、１８時以

降に小学生に付き添う保護者も水着着用とします。 

 ・館内及び駐車場での盗難・紛失等については、責任を負いません。各自で

注意のうえ管理してください。 

 ・禁煙（敷地内は全面禁煙です。）。 

 ・監視員や係員の指示に従うこと。 

 

 【利用の制限】 

 ・就学前の幼児は、保護者が水着を着用し、付き添うこと。 

  ※保護者は保護能力のある１８歳以上の者とする。 

 ・水遊び用のおむつを着用する場合は、上から水着を着用すること。ただし、

利用は乳児用プールに限る。 

 ・２５ｍプールの水深１３０㎝レーンは、身長が１４０㎝以上でなければ利

用できません。 

  ※身長が１４０㎝未満の方が２５ｍプールの水深１３０㎝レーンを利用す

る場合は、１名につき保護者１名以上が水着を着用し、水中で付き添いす

ること。または、町民プール水泳指導員が泳力について認定した場合は使

用できるものとする。 
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 ・障害者の方で介護者を必要とする場合は、介護者も水着を着用すること。 

 ・飛混雑状況などにより利用の制限をすることがあります。 

 ・飛び込みは原則禁止ですが、有資格者(水泳指導員等)２名以上の指導の下

練習する場合は利用可能とします。 

  ※有資格証を提示していただきます。 

  ※利用中に事故で怪我をした場合の責任は、自己責任とします。 

 

【利用できない人】  

 ・感染症、心臓病、高血圧、眼病、皮膚病、耳炎、外傷などの疾病が完治し

ていない方。 

  ※下痢等の症状のある方。 

 ・暴力団並びに暴力団関係者とみなされる方。 

 ・入墨の入った方(ラッシュガード、サポーターで隠れれば可能) 

・酒気を帯びた方。 

 ・他の利用者に危害や迷惑をかけるおそれのある方、その他遊泳に不適当な

方、監視員・係員の指示に従わない方。 

 ・発熱、風邪等体調のすぐれない方。 

  

２ 職員の配置等 

 

（１） 配置が必要な職種 

●町長は、管理運営にあたっては、常時、以下の従事員を配置する。 

  〇主任指導者 

① 次のいずれかに該当する者 

・（公財）日本スポーツ協会公認 水泳指導員、水泳上級指導員 

・（一社）日本スイミングクラブ協会 プール管理責任者又は、プール 

衛生管理者 

   ・公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習会等を

受講した者 

② 施設の総括的管理者としての資質・人格を持ち、プールの管理・運営業 

務に必要な知識・技能を有する者 

 

上記の①及び②の条件を満たす者 

 

  〇指導者 

① 普通救命講習等【AED】の講習等を受講した者 

② 施設の総括的管理者としての資質・人格を持ち、プールの管理・運営業 

 務に必要な知識・技能を有する者 

 

上記の①及び②の条件を満たす者 

 

  〇防火管理者 
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     甲種防火管理講習過程修了者 

 

  〇監視員 

① １５歳以上（中学生除く）の心身ともに健康な者 

② 普通救命講習等【AED】の講習等を受講した者 

 

   上記の①及び②の条件を満たす者 

 

  〇事務員 

① １８歳以上（高校生除く）の心身ともに健康な者 

② 普通救命講習【AED】の講習等を受講した者 

 

   上記の①及び②の条件を満たす者 

  

●従事員の勤務形態については、労働基準法に反しない内容とする。 

 

（２）職員配置基準 

 ●町長は、以下のとおり、基準に従い従事員を配置する。 

  〇総員３～４人 

  ・主任指導者１人、指導者１人、監視員２人、事務員０～１人 

 

 ●町長は、主任指導者、指導者を配置する。 

 ●町長は、以下のとおり監視員を配置する。 

  〇総員２人 

  ・２５ｍプール１人、乳児・幼児プール１人 

  ※プール施設の利用状況に応じて、監視員を追加配置・縮小配置できるも

のとする。 

 ●町長は、以下のとおり事務員を配置する。 

  〇総員０～１人 

  ・受付１人 

 

（３）従事員の交替 

 ●町長は、従事員が以下の事項に該当する場合、当該従事員を交替すること

ができる。 

  〇施設利用者に対して、繰り返し不快な念を抱くような言動または行為が

あったと認められる場合 

  〇その他社会的信用を失墜するような行為があったと認められる場合 

 

（４）欠員従事員の補充 

 ●町長は、従事員が病気・事故等によって欠勤となる場合、業務に支障をき

たさないよう、速やかに従事員を補充配置する。 
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（５）従事員の研修等の実施 

 ●町長は、すべての従事員に対して、施設の管理運営に必要な研修等を行う

ものとする。 

 

３ 管理運営業務の範囲 

 

 プールの維持管理業務 

  ア 水質管理業務 

  イ 清掃業務 

  ウ 環境衛生管理業務 

  エ 建築物・建設設備保守管理業務 

  オ 警備業務 

 

 プールの運営業務 

  カ 開館、閉館業務 

  キ 主任指導員業務 

  ク 指導員業務 

  ケ 監視業務 

  コ 受付業務 

  サ 施設の利用許可等に関する業務 

  シ 利用者アンケート等の実施 

  ス 事業計画書等の作成 

 

４ プールの維持管理業務 

 

水質管理業務 

●美瑛町町民プールにおけるプール水の水質基準 

 

区分 検査頻度 基準値 検査法 

水温 １時間に１回 ３０．０℃ 町 長 

水温+気温  ６０. ０℃ 町 長 

水素イオン濃度（Ph 値） １日に１回 ５.８～８.６ 町 長 

遊離残留塩素濃度（機械制御） １時間に１回 0.4～1.0ｍｇ/L 町 長 

遊離残留塩素濃度（手動確認） １日に３回以上 0.4～1.0ｍｇ/L  町 長 

濁度 月１回 ２度以下 委 託 

過マンガン酸カリウム消費量 月１回 12ｍｇ/L 以下 委 託 

大腸菌 月１回 検出されないこと 委 託 

一般細菌 月１回 200CFU/ｍＬ以下 委 託 

総トリハロメタン  年１回 0.2ｍｇ/ L 以下 委 託 

 

●水温 

 〇すべてのプール水で基準値を維持する。 
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 〇プール水の温度が均一になるように配慮する。 

 

●水素イオン濃度（Ph 値） 

 【プール水の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標】 

   塩素剤等の投入により変化し、水素イオン濃度が偏ると塩素剤の効果に

影響を与える。 

 〇循環ろ過装置の自動運転の設定により、自動的にろ過助剤が供給される。 

 〇ろ過助剤として、Ph 値の低下防止機能がある「珪藻土ろ過助剤」のラジオ

ライトエース２号（昭和化学工業株式会社）を利用する。 

 

●遊離残留塩素濃度 

 【プール水に含まれる塩素の量を示す指標】 

   ＤＰＤ試薬を利用する。プール水の汚染がひどくなると塩素が消費され

濃度が低くなる。 

 〇滅菌剤注入ポンプにより、自動的に滅菌剤が供給される。 

 〇殺菌のため、電解次亜生成装置により食塩から、塩素を生成する。 

 〇他の薬剤や塩素系消毒剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム 

の直接混合は、絶対に避けること。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こす危

険がある。 

 

●濁度 

 【プール水の濁り具合を示す指標】 

 ○濁度が高くなると透視度（水中の視界）が低下し、衝突事故の危険が高 

なる。 

 

●過マンガン酸カリウム消費量 

  【プール水に含まれる有機物の量（汚れの度合い）を示す指標】 

 〇プール水の汚染がひどくなると、過マンガン酸カリウム消費量が高くなる。 

 

●大腸菌 

 〇大腸菌のうち病原大腸菌は消化器官の感染症等を引き起こすため、検出さ

れてはならない。消毒とプール水の浄化を徹底することで対応可能。 

 

●一般細菌 

 【プール水に含まれる雑菌の数（汚れの度合い）を示す指標】 

 〇通常、一般細菌は塩素への抵抗力が弱く、急激に増えた場合は汚染のおそ

れがある。 

 

●総トリハロメタン 

 【水中の有機物が塩素と反応して生成される副産物(トリハロメタン)の濃度

を示す指標】 

○遊離残留塩素濃度・過マンガン酸カリウム消費量や気温が高いと高くなる。 
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●プール内の汚物・危険物の除去 

○藻の発生 

・シーズン中は、週 1回(特に降雨の時はその都度)遊泳の終了後、「除藻剤 

を投入すること。藻の発生を予防でき、水質も良くなる。 

・25ｍプールで藻が発生しやすいため巡回の際に確認する。 

○ゴミ 

・髪の毛、糸くず、絆創膏、昆虫の死骸等のゴミが浮いている場合、速やかに

除去する。 

○汚物混入 

・利用者がプール内で排泄・嘔吐した場合、必要に応じて利用者の遊泳を中止 

し、速やかに除去作業を行う。 

・必要な場合は専門業者に水質鑑定を依頼する。 

・汚染の度合いが著しく除去の見込みが立たない場合、プールを閉場する。 

○ガラス等の飛散 

・ガラス破片等が飛散した場合、ただちに利用者の遊泳を中止し、プールを閉 

館する。 

・完全換水等により遊泳上の安全が確認できるまで開場してはならない。 

○原因不明の汚濁・異臭など 

・危険物の混入が疑われるため、ただちに利用者の遊泳を中止し、プールを閉 

館する。 

・汚濁や異臭等の原因を究明し、必要な場合は専門業者に水質鑑定を依頼する。 

・人体に有害な危険物が特定された場合、完全換水等により遊泳上の安全が確

認できるまで開場してはならない。 

 

●プール水の入れ替え 

○汚物・危険物の混入時、改修工事実施時等は以下の手順でプール水の完全 

換水を行う。 

・場内放送で利用者に状況を説明し、プールを臨時休館とする。 

・休館について、町民に周知する。(町広報・町ホームページ等) 

・専用利用予約者に事情を説明し、利用料の返還手続き等を行う。 

・加害者が特定される場合、求償権を行使することがある。 

 

清掃業務 

●清掃業務全般 

 ○全般 

・日常清掃【開館前】、【営業時間中】、【閉館後】、定期清掃、特別清掃を

適切に組み合わせて業務を行い、施設の衛生上の安全と快適な環境を保つ。 

・施設、設備に損害を与えないよう注意する。 

・危険を伴う作業を行う際は、必要な安全措置を行う。 

○物品等 

・清掃業務に利用する電気・水道の節約に努める。 
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・清掃業務に利用する物品の整理整頓に努める。 

・品質保証がある物品(JIS マーク商品等)の利用に努める。 

・人体に有害な薬品等を利用する場合、関係法令に基づいて厳重に管理する。 

 

●日常清掃【開館前】 

○プールサイド 

・水道水でゴミや汚れを排水溝に流す。汚れがひどい場合、タワシ等を利用す

る。 

※主な汚れは、髪の毛、糸くず、絆創膏、昆虫の死骸等のゴミ 

・排水溝のゴミや汚れを除去する。 

○更衣室 

・清掃状況を点検する。 

○トイレ 

・清掃状況を点検する。 

○エントランス 

・清掃状況を点検する。 

○玄関ポーチ 

・床全体を掃き掃除する。 

 

●日常清掃【営業時間中】 

○プールサイド 

・プール内の髪の毛、糸くず、絆創膏、昆虫の死骸等のゴミを網を使って取り

除く。 

 

○トイレ・シャワー室 

・６０分に 1回以上巡回し、利用者の安全と施設の衛生状態を確認する。 

・汚物等の除去等が必要な場合、事務員に応援を求める。 

 

●日常清掃【閉館後】 

 ○更衣室 

・洗面台及び鏡を清拭する。 

・床全体を掃除機掛けする。 

・消耗品補充、整頓する。 

 

○忘れ物 

・利用者の退場後、全ロッカー内を確認する。忘れ物があった場合は、日付と

場所を貼付し、忘れ物コーナーに保管する。 

・濡れ物や下着等は、乾燥して保管するため、連絡帳に記入し、申し送る。 

 

○トイレ 

・床全体を掃き掃除する。 

・便器を清掃する。 
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・汚物入れのゴミを回収する。 

・消耗品の確認、整頓を行う。 

 トイレ用サンダルを並べ直す。 

 トイレットペーパーを補充する。 

 消臭剤の確認を行う。 

 

○エントランス 

・床全体をモップがけする。 

・備品を清拭する。 

 ロビーチェア、掲示用ホワイトボード 

・備品を整頓する。 

 ロビーチェア、傘立て、忘れ物コーナーの位置確認 

・拭き取ったゴミを回収する。 

 

●定期清掃 

○カビ対策、すのこ、コースロープ等  3 ヶ月に 1回 

 

○窓枠・窓ガラスの清掃        年 2 回以上 

 

○照明器具の清掃           年 1 回以上 

 

●特別清掃 

○プール施設内に飲食物がこぼれている場合、随時、速やかに清掃を行う。 

 

○噴霧法、散布法など有効な方法で害虫を駆除する。 

 

○水泳大会、イベント等の開催中と終了後に、必要に応じて清掃を行う。 

 

環境衛生管理業務 

●衛生的環境の確保 

○本施設は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める特定

建築物ではないが、多数の利用者が利用するため、特定建築物と同様に、施設

内の衛生的環境の確保に努める。 

 

建築物・建設設備保守管理業務 

●平常時対応 

 ○建築物の保守管理 

・部材の劣化・破損・腐食等の点検により迅速に修繕等を行い、施設の性能・

能力が適正に発揮される状態を保つ。 

・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つ。 

 

 ○建設設備の運転・監視 
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・各設備を適切に操作し、初期の性能を維持する。 

・施設の用途・気候変化・利用者の快適性等を考慮し、各設備を効率よく運転

する。 

・各設備の運転中に異音・発熱・振動・劣化等がないか点検し、発見した場合、

適切な方法(補修、交換、調整等)により迅速に対応する。 

・薬品類・燃料類を補充し、消耗品を交換する。 

 

○法定点検・日常点検 

・関連法令等で定める点検等を行う。 

・町長は、設備が常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期点検

を行う。 

・設備の破損・不具合が生じた場合、速やかに補修・交換・調整等を行う。 

 

 ○保守点検委託料又は手数料等が必要な設備等 

・水質検査              年１２回 

・自家用電気工作物受電設備保安試験  年 １回 

・プール消防設備点検業務       年 ２回 

・プール設備点検業務         設備毎 

・木質チップボイラー点検業務     年 ３回 

・ばい煙測定業務           年 ２回 

・濾過設備点検業務          年 ３回 

・受水槽清掃点検業務         年 １回 

・ポンプ点検業務           年 １回 

・空調機点検業務           年 １回 

・フィルター清掃業務         年 １回 

・空調機フィルター交換業務      ３年毎 

・火災保険料             年 １回 

・施設警備業務            毎 日 

・蓄熱槽清掃業務           ４～５年毎（2021 年頃） 

・熱交換機点検業務          ４～５年毎（2021 年頃） 

 

警備業務 

●警備業務全般 

 ○警備業務 

・警備業務は、２４時間・３６５日行う。 

・機械による警備を可能とする。(セコム㈱を導入済) 

・関係法令(警備業法、消防法、労働安全衛生法等)を遵守し関係官庁の指示に

従う。 

 

○緊急体制の整備 

・町長は、犯罪(盗難・破壊等)・災害(火災等)の防止に努める。 

・町長は、緊急時に利用者の安全を確保するため「美瑛町町民プール緊急時対 
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応マニュアル」により、従事員に対して必要な研修等を行う。 

・緊急時の連絡体制を決定し、あらかじめ従事員へ周知する。 

 

○緊急時の対応 

・不法侵入者・不審物等を発見した場合、警察への通報など適切な措置を行う。 

・火災が発生した場合など災害発生時は、「美瑛町町民プール緊急時対応マニ

ュアル」に基づいて、消防署への通報など適切な処置を行う。 

・緊急時は、文化スポーツ推進室長に連絡する。 

 

5 プールの運営業務 

 

開館・閉館業務 

●開館業務 

○開館業務は、主任指導者又は指導者及びその補助者等が運営開始までに遅滞

なく行い、「日常点検用チェックリスト」で実施内容をチェックする。 

 

開錠確認 

・入場時、セキュリティシステム(セコム)を解除する。 

・正面玄関を開場し、入場する。 

 

装置等起動処理 

・事務室等の照明及び総合盤などのスイッチ類を起動する。 

  

安全確認 

・プール施設内を巡回し、「日常点検用チェックリスト」を利用して、危険の

有無を目視、触診及び打診によって確認する。 

 設備全般、プール内排(環)水口、ゴミの除去など 

 

清掃業務 (日常清掃【開館前 P10】参照) 

 

機械室等装置起動・確認業務 

・「起流・水位操作盤」のスイッチ類を作動する。 

 □補給水弁スイッチが「自動」になっていることを確認する。 

 □２５mプールの水位設定スイッチが「低水位」及び「自動」になっているこ

とを確認する。 

  

・各装置の清掃等を行う。 

 □ヘアキャッチャーの清掃(1 回／日) 

  ヘアキャッチャー内バスケットのゴミを取り除くこと。 

 □塩素剤生成塩残量の確認(1 回／日) 

  所定量以上であることを確認すること。 

  少ない場合は、塩を補充すること。 
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・各種消耗品の在庫を確認し、残量が少ない場合は、補充する手配をする。 

【ラジオライトエース２号】 

 □珪藻土(ラジオライトエース２号)残量の確認(1 回／日) 

  助剤フィーダー槽の上限・下限シールの間にあることを確認すること。 

  下限に近い場合は、珪藻土を補充すること。 

 

水質点検業務 

・各種の値を測定し、業務日誌に記録する。 

 □Ph 値を測定する。 

 □DPD 試薬で遊離残留塩素濃度を測定する。(1 時間毎) 

 □各種プールの水温を測定する。 

 □プールサイド及び管理棟内の気温を測定する。 

 

●閉館業務 

○閉館業務は、主任指導者又は指導者及びその補助者等が運営終了後に行い、

「日常点検用チェックリスト」で実施内容をチェックする。 

 

安全確認 

・プール施設内を巡回し、「日常点検用チェックリスト」を利用して、危険の

有無を目視、触診及び打診によって確認する。 

  設備全般、プール内排(環)水口、ゴミの除去など 

 

機械室等装置・確認業務 

 □補給水弁スイッチが「自動」になっていることを確認する。 

 □２５mプールの水位設定スイッチが「自動」になっていることを確認する。 

  

・各装置の清掃等を行う。 

 □ヘアキャッチャーの清掃(1 回／日) 

  ヘアキャッチャー内バスケットのゴミを取り除くこと。 

 □塩素剤生成塩残量の確認(1 回／日) 

  所定量以上であることを確認すること。 

  少ない場合は、塩を補充すること。 

・各種消耗品の在庫を確認し、残量が少ない場合は、補充する手配をする。 

【ラジオライトエース２号】 

 □珪藻土(ラジオライトエース２号)残量の確認(1 回／日) 

  助剤フィーダー槽の上限・下限シールの間にあることを確認すること。 

 

清掃業務 (日常清掃【閉館後 P10～11】参照) 

 

装置等終了処理 

・事務室等の照明及び総合盤などのスイッチ類を切る。 
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翌日閉館業務 

・台風、豪雨、大雪等で翌日、休館することが確定している場合は、正面玄関

に「休館日」の掲示をする。 

 

閉錠確認 

・正面玄関を施錠し、退場する。 

・退場時、セキュリティシステム(セコム)を設定する。 

 

主任指導者業務 

●施設の総括管理 

○総括業務 

・プール施設の設置目的・協定の内容を理解し、施設の管理業務が円滑に履行

されるよう業務全体を総括する。 

・プール施設の総体的な状況を把握し、施設における事故防止に努める。 

 緊急時には、従事員を指揮し、利用者の安全を確保する。 

  ※全てのプールが見通せる監視スペースで監視をする。 

  ２５分に 1回は、各プールの巡回監視を行うものとする。 

 

●従事員の監督・教育 

○監視業務 

・従事員を指揮し、業務に必要な事項を周知・徹底するとともに、従事員の安

全意識の高揚を図る。 

・従事員の安全と心身の健康を確保する。 

・町長は、従業員に対して業務に必要な研修・講習を計画的に実施する。 

  プールの構造・設備、プールの維持管理 

  プール施設内での事故防止対策 

  緊急時(事件・事故・火災・災害等発生時)の措置に関する実地訓練 

  傷病者対応に関する実地訓練(普通救命講習等) 

  接遇 

  個人情報保護 

 

指導者業務 

●施設の総括管理補佐 

○総括補佐業務 

・プール施設の設置目的・協定の内容を理解し、施設の管理業務が円滑に履行

されるよう業務全体を総括補佐する。 

・プール施設の総体的な状況を把握し、施設における事故防止に努める。 

 緊急時には、従事員を指揮し、利用者の安全を確保する。 

 ※全てのプールが見通せる監視スペースで監視をする。 

 ２５分に 1回は、各プールの巡回監視を行うものとする。 

 

監視業務 



16 

 

●監視業務全般 

○監視員の配置 

・町長は、計画に基づいて監視員を配置する。(職員の配置等 P5～7 参照) 

・監視員は、主任指導者又は指導者等と連携して事故等の防止に努める。 

・監視員は、相互に連絡を取り合い、プールサイドの監視員だけでは対応が困

難な場合、待機中の監視員等の応援を求める。 

・次の監視員が到着したところで交代し、引継ぎ事項の申し送りを確実に行う。 

 

○監視員の服装・態度 

・名札、溺水者を救出できる服装（指定の服装）を着用する。 

・電子笛を携帯する。 

・利用者に不安感や不信感を与えないよう、毅然とした態度で業務を行う。 

 

●プール内の衛生管理 

○水質管理 

・一定時間ごとに水質検査を行い、プールの適正な水質管理を行う。 

○利用者への指示 

・利用者に水着の着用を指示する。 

 例外:水泳団体、部活の指導者・マネージャー等は、運動着での入場を許可す

る。 

・利用者にシャワーの利用を指示する。 

・利用者に以下の禁止を指示する。 

  

危険物・迷惑物の持ち込み、ガラス製水中メガネ、オイル類・シャンプー・石 

鹸・油脂類等、ペット、水面下の透視を阻害する恐れがある物、その他、他人 

の迷惑になる物 

 

化粧やアクセサリーをしたままの遊泳 

 

アルコール飲料の持ち込み 

 

カメラ・ビデオ・携帯電話などによる撮影行為 

 

●利用者の安全管理 

○利用者の安全管理 

・各プールの水深を認識の上でプール内の水中監視を行い、利用者の安全確保・

事故防止に努める。 

・町長は、混雑状況等によっては、入場制限を行う。 

・６０分毎に１０分間の休憩時間を設け、場内放送等でプールサイドに上がっ

て、休憩するよう利用者に指示する。 

・利用者に準備体操を行うように指示する。 

・利用者による危険行為や他の利用者の迷惑となる行為を防止する。 
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(プールサイドでの走行、溺れたふり、混雑時の飛び込み、足ヒレの利用等) 

・挙動不審者が入場した場合、問題が起こらないよう監視の目を絶やさない。 

 

○児童・生徒の安全管理 

・プールにおいて、小学生以下の子どもが 1人で遊泳していないか確認する。 

・小学生以下の子どもが 1人で遊泳している場合、子ども及び同伴者等に一緒

に遊泳するように指示する。 

・1 人で遊泳している子ども・生徒がいる場合、特に注意して監視を行う。 

 

●「プールの安全標準指針」(厚生労働省・国土交通省)に基づく安全対策 

○排(環)水口 

・排水(環)口の吸い込み事故を防止するため、蓋が外れていることを発見した

場合は利用者全員をプールサイドに上げ、修理完了まで遊泳禁止とする。 

 

○開館前・閉館後点検 

・プール内を巡回し、危険の有無を目視、触診及び打診によって確認する。(「日

常点検用チェックリスト」利用) 

 設備全般、プール内排(環)水口、ゴミの除去など 

 

○職員配置、監視員の教育 

 

○監視体制は、能力を持つ者を職員配置基準に基づいて配置する。 

 

●開館時間中のチェック 

○監視業務 

・監視員は、所定の位置より水中監視を実施する。 

・利用者の安全確認・健康管理のために、６０分ごとに１０分間の休憩時間を

設定する。休憩時間中に監視員が水中探査を実施する。 

・未就学児童は、保護者と一緒に遊泳するよう指示する。 

 

○施設の利用許可等に関する業務 

□未就学児童、小・中学生の利用制限を実施する。 

・未就学児童:同伴者の確認 

・小学生が１８時以降にプールを利用する場合は、必ず保護者同伴が必要とな

る。この場合、保護者一人につき２名の小学生まで同伴することができる。 

 

●監視ポイント数・監視位置 

○監視ポイント数                  ２ポイント 

 監視室【主任指導者等】               １人 

 

 プールサイド                    １人～２人 

・２５m プール    一辺の中央部に 1人を配置   
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・幼児プール      監視室から   

 ※プール施設の利用状況に応じて、監視員を追加配置・縮小配置できるもの

とする。 

 

○監視業務詳細 

①管理事務室(監視業務補助) 

・プール施設内の監視員と連絡を取り合い、必要な情報を提供する。 

・混雑等により監視員が不足する場合、待機の監視員をプール内へ追加配置 

する。 

・６０分につき１０分間の休憩時間の案内放送を行う。 

・利用者がプール内で軽傷(切り傷、鼻血、打撲等)を負った場合、応急手当を

行う。 

・利用者が重症の場合、美瑛消防署へ救急車の出動を要請する。 

 

②２５mプール 

・水泳大会時は、コースロープに乗ったり引っ張ったりすると、コースロープ 

が緩み、場合によっては断裂する恐れがあるため、発見した場合は注意する。 

 

③子どもプール 

  

④プール水の水質管理 

水温          1 時間に 1回   ２５mプール、子どもプール 

 水素イオン濃度     1 日に 3回    ２５mプール、子どもプール 

 遊離残留塩素濃度    1 時間に 1回以上 ２５mプール、子どもプール 

 

窓口受付業務 

●各種窓口対応 

○全般 

・利用者の利便性に配慮し、受付・案内を親切に行う。 

・不審者の確認を行い、利用者の安全確保に努める。 

・繁忙期に受付窓口が混み合う場合、待機中の事務員か別の職員の応援を求め

る。 

 

○忘れ物等の管理 

・忘れ物等の受付、返還を行う。 

 原則:受付から 1 週間以内に美瑛警察署へ届ける。 

 例外:タオル等は、日付を牌譜して忘れ物コーナーで保管し、受付から 1ヶ月

経過したものは廃棄する。 

 

○利用者への挨拶 

・入場時:「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」 

・退館時:「ありがとうございました」 
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●施設の利用案内 

○施設の利用案内 

・施設、設備の利用時間、利用方法、料金体系等の情報を分かりやすく説明す

る。 

 

○玄関及びホールの環境保持 

・利用者が裸や濡れた水着のままで玄関やホールに出ないよう指示する。 

 

○障害者への対応 

・介助を必要とする利用者(高齢者・障害者・車いす利用者等)が施設を円滑に

利用できるよう案内等を適切に行う。 

 

●利用者の指導・苦情処理 

○施設の利用について利用者からの相談を受け付け、必要な助言・指導を行う。 

・利用者から苦情・要望を受けた場合やトラブルが起きた場合、適切な対応を 

行う。 

 

施設の使用許可等に関する業務 

●「美瑛町町民プール条例」「美瑛町町民プール条例施行規則」等に基づいて

施設の使用申請を受け付け、使用の許可、使用の禁止及び制限を行う。 

●使用の禁止、制限 

○以下に該当する場合、使用禁止又は制限を行う。 

・健康状態が思わしくない人     

使用制限 

 事故等の危険や、健康状態が悪化する可能性がある。 

 伝染性疾患(かぜ、眼病、下痢等)が他の利用者に伝染する可能性がある。 

・飲酒している人・酒気帯び等の人  

入場禁止   

事故等の危険がある。 

・水着を持っていない人 

 使用禁止 

 水質汚濁につながる。 

・水質汚濁や事故等の危険性のある人 

 使用禁止 

 

○想定以上の入場者があり、ロッカー室等が混雑(収容人数６０人を超える状

況)してきたら、主任指導者又は指導者の判断により、入場の制限を行う。 

 

●未就学児童、小・中学生の利用制限 

 ○未就学児童 

・保護者(18 歳以上)の同伴者が水着着用し、一緒に遊泳すること。 
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  ※同伴者 1人につき子ども 2人まで 

 

 ○小学生 

・午後 6 時までは保護者(18 歳以上)の同伴は不要とするが、入場する際に時間

になったら帰宅するよう指示する。 

・午後 6 時以降に利用する場合、保護者(18 歳以上)の同伴者が水着着用し、同

伴する場合のみ入場を許可する。(時間前に入場した場合も同様) 

  ※同伴者 1人につき子ども 2人まで 

 

●開館準備 

 ①自動券売機の準備 

・自動券売機の電源を入れ、販売可能状態とする。 

 発券用ロール紙の残量を確認し、残量が少ない場合は補充する手配をする。 

 ②予約確認 

・予約台帳を確認し、サイネージに表示する。(日付、休憩時間の変更時の案内 

トピックス等) 

●閉館準備 

 ①券売上額確定 

・自動券売機から現金を回収する。 

・レポートの日計売上枚数と、町外者入館票の数を照合し、券販売額を確定す

る。 

・日報に利用者数、収入額を記入する。 

  

大会等準備業務 

●町や町教育委員会が大会・教室・イベント等を主催、共催、後援する際は、 

必要な人員を配置し、全面的に運営に協力する。 

○大会前 

・設営準備への協力 

  ①計時装置の準備・テスト 

 

  ②放送機器の準備・テスト 

 

  ③コースロープの設置 

 

  ④飛び込み台の設置(着脱式) 

 

  ⑤選手用椅子の設置(スタート台の前) 

 

○大会後 

 ・後片付けへの協力 

 

○その他 
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 ・原則的に大会中は、循環ろ過装置を運転するが、主催者側が希望する場合、

循環ろ過装置の運転を中止することがある。 

 

 

駐車場の運営業務 

●全般 

 ○利用者の安全性・利便性に配慮する。 

 

 ○場内の事故・車両の盗難・車上荒らし等の防止に努める。 

 

 ○障害者・高齢者・車いす利用者等の車両が優先的に駐車できるように配慮

する。 

 

●大会等開催時 

 ○プール・スポーツセンター駐車場を共用しているため、各施設の担当職員

と調整し、駐車場を効率的に利用する。 

 

事業計画書等の作成 

●事業計画書 

 ○町長は、各業務の実施体制・内容・日程等について「事業計画書」を作成

する。 

●事業報告書 

 ○以下の報告書を作成し、文化スポーツ推進室に提出すること。 

  ①日報:業務終了後、随時提出 

  ②月報:当該月終了後、5日以内に提出 

  ③事業報告書:当該年度終了後、30 日以内に提出 

  ④その他:文化スポーツ推進室が定める書類 

●各種業務報告書 

 ○以下の場合、文化スポーツ室に随時報告書を提出する。 

 ・各種検査等により、要改善・要変更事項を指摘された場合 

 ・施設、設備の破損・故障等により修繕を行った場合 

 ・関連法令等で定める点検等(法定点検)を行った場合 

 ・施設内での事件・事故等が起こった場合 

 ・その他、文化スポーツ推進室が必要とする場合 

 

6 その他 

⬤管理の代行等による読み替え 
 〇美瑛町町民プール条例第15条に基づき指定管理者がプールの管理を行う場

合は本管理運営マニュアル中、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替

えるものとする。 

 

 


