
平成２８年度全国学校保健調査解説 
 
調査項目：平成 27 年度の飲料水（水源･定期検査･日常点検・水槽・給水器具）、雑用水 
 
表面 

基本データ（続き） 

１－２ 本校の体育・保健体育科、特別活動等における医薬品の授業や講演等の実施状

況について 

・ 本設問は、学校薬剤師が実施したかではなく、担当校における実施状況をお伺

いしています。 

・ 中学校及び高等学校では、保健体育科において実施することになっていますの

で可能な限り保健体育科の教諭にご確認をお願いします。 

・ 特別活動等とは、例えば「薬物乱用防止教育」の講師として依頼を受けた場合

に医薬品の適正使用に関する解説等をすることが含まれています。また、等に

は、特別活動以外にも総合的な学習の時間や他の教科等が含まれています。 

 

１－３ 学校保健計画における環境衛生検査の記載状況について 

・ 学校保健安全法の第５条においては、学校では環境衛生検査の計画を策定し、

実施することになっています。 

・ 学校保健計画は、保健主事が中心となって作成することになっていますが、養

護教諭も深くかかわっていますのでどちらかにお伺いください。 

   

１－４ 環境衛生検査の実施状況について 

・ 学校保健安全法の第５条においては、学校では環境衛生検査の計画を策定し、

実施することになっています。したがって、本設問は、学校薬剤師が実施した

かではなく、担当校における実施状況をお伺いしています。 

・ 今年度の調査では、飲料水等の検査状況の詳細を調査していますが、本設問は

学校における環境衛生検査の実施状況の全体像を把握し、経年的な改善状況を

把握するものです。 

・ 学校環境衛生基準には、学校における施設設備の状況により検査が省略できる

項目があります。省略規定に基づき実施していない項目があったとしても他の

検査がすべて実施されていれば①になります。 
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調査項目：平成27年度の飲料水（水源･定期検査･日常点検・水槽・給水器具）、雑用水



		表面





基本データ（続き）

１－２　本校の体育・保健体育科、特別活動等における医薬品の授業や講演等の実施状況について

· 本設問は、学校薬剤師が実施したかではなく、担当校における実施状況をお伺いしています。

· 中学校及び高等学校では、保健体育科において実施することになっていますので可能な限り保健体育科の教諭にご確認をお願いします。

· 特別活動等とは、例えば「薬物乱用防止教育」の講師として依頼を受けた場合に医薬品の適正使用に関する解説等をすることが含まれています。また、等には、特別活動以外にも総合的な学習の時間や他の教科等が含まれています。



１－３　学校保健計画における環境衛生検査の記載状況について

· 学校保健安全法の第５条においては、学校では環境衛生検査の計画を策定し、実施することになっています。

· 学校保健計画は、保健主事が中心となって作成することになっていますが、養護教諭も深くかかわっていますのでどちらかにお伺いください。

  

１－４　環境衛生検査の実施状況について

· 学校保健安全法の第５条においては、学校では環境衛生検査の計画を策定し、実施することになっています。したがって、本設問は、学校薬剤師が実施したかではなく、担当校における実施状況をお伺いしています。

· 今年度の調査では、飲料水等の検査状況の詳細を調査していますが、本設問は学校における環境衛生検査の実施状況の全体像を把握し、経年的な改善状況を把握するものです。

· 学校環境衛生基準には、学校における施設設備の状況により検査が省略できる項目があります。省略規定に基づき実施していない項目があったとしても他の検査がすべて実施されていれば①になります。





２－１　平成27年度における出校日数について（電話応対を含む）。

· 学校薬剤師は、学校保健安全法施行規則第24条に示される職務に従事した際には、執務記録を残すことになっています。

· 学校における保健管理に関する専門的事項について電話等により学外から指導助言を行った場合も含まれます。

　

２－３　定期検査のために出校した人（２-２において①に印をつけた人）にお伺いします。

学校薬剤師の学校環境衛生基準に基づく定期検査への関与状況について

· 本設問は、検査への関与についておたずねしています。したがって、ここで使われている「指導助言」は、サンプリングの方法などの対する指導や助言を指し、事後指導における指導や助言ではありません。

· 本設問では、学校薬剤師が検査（サンプリング又は測定、両方とも）にどれだけ関わっているかを確認しています。学校における環境衛生検査は、その検査項目等により、学校薬剤師が自らサンプリングや測定を行う場合がありますが、検査機関等が行う場合もあります。したがって、本設問では、例えば水質検査の大腸菌で水のサンプリングは学校薬剤師が行い、測定は業者が行った場合の回答は、①としてください。学校薬剤師が自らサンプリングや測定を行わない場合でも、サンプリングの場所の指定や採取方法について指導や助言を行う場合があり、これが②または③に該当します。

· 本設問では、担当している学校において実施されている環境衛生検査を対象にお考えください。（完全実施しているか否かは問いません）



２－４　学校保健委員会に参加した人（２-２において③に印をつけた人）にお伺いします。

議事における環境衛生に関する指導助言等の有無について

· 学校保健員会において講演等を行った場合も含めてください。

　

２－５　保健に関する講話・講演及び支援を行った人（２-２において④に印をつけた人）にお伺いします。

· 本設問では、学校薬剤師での活動についてお伺いしています。したがって、授業時間の種類については問いません。





		裏面





Ａ　平成27年度における飲料水の検査についてお聞きします。

回答により次に進む設問が異なることがあります。別添の「設問Ａのフローチャート」もご参照ください。

また、設問により学校による実施をお伺いしている場合と学校薬剤師による実施をお伺いしている場合があります。ご注意ください。



Ａ－１　主に飲料水として利用している水（給食施設を除く）について

· 一部（プール等）に井戸水を使用している場合であっても、主な水源が上水道等であれば①としてください。



Ａ－２　Ａ－１で①に印をつけた人にお伺いします。（Ａ－１で②に印をつけた人はＡ－１０へ）

貯水槽（受水槽、高置水槽等）の有無について

· 一部（給食施設等）では直結給水であっても、貯水槽（受水槽、高置水槽等）の有無でご回答ください。

· 直結給水のみの場合、学校環境衛生基準に基づく定期検査を省略することができます。したがって、自主的な取組として検査を行っている場合は、設問Ａの他の質問の調査対象外とさせていただきました。



Ａ－３　Ａ－２で①に印をつけた人にお伺いします。（Ａ－２で②に印をつけた人はＢ－１へ）

学校環境衛生基準に基づいた水質検査の実施状況について

· 本設問は、学校薬剤師がサンプリングや測定をしたかをお尋ねしているのではなく、担当校における水質検査の実施状況をお伺いしています。



Ａ－４　Ａ－３で②に印をつけた人にお伺いします。

実施された水質検査の項目について（複数回答可）

· 本設問では、Ａ－３で①に印をつけた人は回答が０になり、③に印をつけた人はすべてになるので回答は不要です。

· Ａ－４を回答した人はすべてＡ－５も回答してください。



Ａ－５　Ａ－３で①又は②に印をつけた人にお伺いします。

水質基準に不適合な項目について（複数回答可）

· 本設問の対象となる学校における水質検査は、毎学年１回定期に行うとされていますが、地域の実情等により毎学期行っている場合もあります。そのような場合であっても、いずれの項目であっても平成27年度に一度でも不適合であったら○を付けてください。



Ａ－８　Ａ－３で①又は②に印をつけた人にお伺いします。

水質検査の採水及び測定の実施者について

· 検査項目によって異なることもありますが、主な採水と測定での状況でご回答ください。



Ａ－９　Ａ－８で②に印をつけた人にお伺いします。

学校薬剤師が実施した水質検査の項目について（複数回答可）

· 本設問は、学校薬剤師が実際にどの項目において測定を実施しているかを調査する内容になっています

· Ａ－８で①に印をつけた人はＡ－９の10項目すべてに印をつけることになります。一方、Ａ－８で③または④に印をつけた人は回答が０になります。したがって、これらの人は、Ａ－９の回答があらかじめ分かっているので回答は不要です。



Ａ－１０　Ａ－１で②に印をつけた人にお伺いします。

専用水道が実施すべき水質検査項目及び遊離残留塩素の実施状況について

· 本設問は、学校薬剤師が実施したかではなく、担当校における実施状況をお伺いしています。



Ａ－１２　Ａ－３で①又は②及びＡ－１１で①又は②に印をつけた人にお伺いします。

水質検査結果の記録の保存について

· 本設問では、Ａ－３及びＡ－１１で②に印をつけた人は、実施された検査の結果を対象としてご回答ください。
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inoue2
クリップ



２－１ 平成 27 年度における出校日数について（電話応対を含む）。 

・ 学校薬剤師は、学校保健安全法施行規則第 24 条に示される職務に従事した際

には、執務記録を残すことになっています。 

・ 学校における保健管理に関する専門的事項について電話等により学外から指

導助言を行った場合も含まれます。 

  

２－３ 定期検査のために出校した人（２-２において①に印をつけた人）にお伺いしま

す。 

学校薬剤師の学校環境衛生基準に基づく定期検査への関与状況について 

・ 本設問は、検査への関与についておたずねしています。したがって、ここで使

われている「指導助言」は、サンプリングの方法などの対する指導や助言を指

し、事後指導における指導や助言ではありません。 

・ 本設問では、学校薬剤師が検査（サンプリング又は測定、両方とも）にどれだ

け関わっているかを確認しています。学校における環境衛生検査は、その検査

項目等により、学校薬剤師が自らサンプリングや測定を行う場合がありますが、

検査機関等が行う場合もあります。したがって、本設問では、例えば水質検査

の大腸菌で水のサンプリングは学校薬剤師が行い、測定は業者が行った場合の

回答は、①としてください。学校薬剤師が自らサンプリングや測定を行わない

場合でも、サンプリングの場所の指定や採取方法について指導や助言を行う場

合があり、これが②または③に該当します。 

・ 本設問では、担当している学校において実施されている環境衛生検査を対象に

お考えください。（完全実施しているか否かは問いません） 

 

２－４ 学校保健委員会に参加した人（２-２において③に印をつけた人）にお伺いしま

す。 

議事における環境衛生に関する指導助言等の有無について 

・ 学校保健員会において講演等を行った場合も含めてください。 

  

２－５ 保健に関する講話・講演及び支援を行った人（２-２において④に印をつけた人）

にお伺いします。 

・ 本設問では、学校薬剤師での活動についてお伺いしています。したがって、授

業時間の種類については問いません。 

 

 

 

 



裏面 

Ａ 平成 27 年度における飲料水の検査についてお聞きします。 

回答により次に進む設問が異なることがあります。別添の「設問Ａのフローチャート」

もご参照ください。 

また、設問により学校による実施をお伺いしている場合と学校薬剤師による実施をお伺

いしている場合があります。ご注意ください。 

 

Ａ－１ 主に飲料水として利用している水（給食施設を除く）について 

・ 一部（プール等）に井戸水を使用している場合であっても、主な水源が上水道

等であれば①としてください。 

 

Ａ－２ Ａ－１で①に印をつけた人にお伺いします。（Ａ－１で②に印をつけた人はＡ－１

０へ） 

貯水槽（受水槽、高置水槽等）の有無について 

・ 一部（給食施設等）では直結給水であっても、貯水槽（受水槽、高置水槽等）

の有無でご回答ください。 

・ 直結給水のみの場合、学校環境衛生基準に基づく定期検査を省略することがで

きます。したがって、自主的な取組として検査を行っている場合は、設問Ａの

他の質問の調査対象外とさせていただきました。 

 

Ａ－３ Ａ－２で①に印をつけた人にお伺いします。（Ａ－２で②に印をつけた人はＢ－１

へ） 

学校環境衛生基準に基づいた水質検査の実施状況について 

・ 本設問は、学校薬剤師がサンプリングや測定をしたかをお尋ねしているのでは

なく、担当校における水質検査の実施状況をお伺いしています。 

 

Ａ－４ Ａ－３で②に印をつけた人にお伺いします。 

実施された水質検査の項目について（複数回答可） 

・ 本設問では、Ａ－３で①に印をつけた人は回答が０になり、③に印をつけた人

はすべてになるので回答は不要です。 

・ Ａ－４を回答した人はすべてＡ－５も回答してください。 

 

Ａ－５ Ａ－３で①又は②に印をつけた人にお伺いします。 

水質基準に不適合な項目について（複数回答可） 

・ 本設問の対象となる学校における水質検査は、毎学年１回定期に行うとされて

いますが、地域の実情等により毎学期行っている場合もあります。そのような



場合であっても、いずれの項目であっても平成 27 年度に一度でも不適合であ

ったら○を付けてください。 

 

Ａ－８ Ａ－３で①又は②に印をつけた人にお伺いします。 

水質検査の採水及び測定の実施者について 

・ 検査項目によって異なることもありますが、主な採水と測定での状況でご回答

ください。 

 

Ａ－９ Ａ－８で②に印をつけた人にお伺いします。 

学校薬剤師が実施した水質検査の項目について（複数回答可） 

・ 本設問は、学校薬剤師が実際にどの項目において測定を実施しているかを調査

する内容になっています 

・ Ａ－８で①に印をつけた人はＡ－９の 10 項目すべてに印をつけることになり

ます。一方、Ａ－８で③または④に印をつけた人は回答が０になります。した

がって、これらの人は、Ａ－９の回答があらかじめ分かっているので回答は不

要です。 

 

Ａ－１０ Ａ－１で②に印をつけた人にお伺いします。 

専用水道が実施すべき水質検査項目及び遊離残留塩素の実施状況について 

・ 本設問は、学校薬剤師が実施したかではなく、担当校における実施状況をお伺

いしています。 

 

Ａ－１２ Ａ－３で①又は②及びＡ－１１で①又は②に印をつけた人にお伺いします。 

水質検査結果の記録の保存について 

・ 本設問では、Ａ－３及びＡ－１１で②に印をつけた人は、実施された検査の結

果を対象としてご回答ください。 

 

※本調査解説及び次ページの設問Ａのフローチャートは、 

日本薬剤師会ホームページの学校薬剤師部会「全国保健調査」

にも掲載を予定しておりますので、ご活用下さい。 



設問Ａのフローチャート

Ａ－１ 飲料水の種類

① 上水道等

Ａ－２ 貯水槽の有無

① あり

Ａ－３ 水質検査の実施状況

② 一部実施

Ａ－４ 水質検査の実施項目

① すべて実施

Ａ－５ 不適合項目

⑪以外（不適合項目あり）

Ａ－６ 指導助言

Ａ－７ 改善状況

① 行った

Ａ－８ 水質検査の従事者及び

②学校薬剤師が一部従事

Ａ－９ 従事項目

② 井戸水等

Ａ－１０ 水質検査の実施項目

①以外
（実施していない項目あり）

Ａ－１１ 改善の申し入れ

① すべて実施
② 一部実施

② なし ⇒ （設問Ｄ－１へ）

Ｂ－１ 飲料水の貯水槽

③ まったく実施していない
④ 分からない

Ａ－１２ 記録の有無及び

③ まったく実施していない
④ 分からない

学校薬剤師による実
施に関する設問

学校による実施に関
する設問（学校薬剤師
が実施に関して学校
に確認する設問）


設問Ａのフローチャート

Ａ－１　飲料水の種類



①　上水道等

Ａ－２　貯水槽の有無



①　あり

Ａ－３　水質検査の実施状況



②　一部実施

Ａ－４　水質検査の実施項目



①　すべて実施



Ａ－５　不適合項目



⑪以外（不適合項目あり）

Ａ－６　指導助言



Ａ－７　改善状況

①　行った

Ａ－８　水質検査の従事者

及び



②学校薬剤師が一部従事

Ａ－９　従事項目





②　井戸水等

Ａ－１０　水質検査の実施項目



①以外

（実施していない項目あり）

Ａ－１１　改善の申し入れ



①　すべて実施

②　一部実施

②　なし　⇒　（設問Ｄ－１へ）

Ｂ－１　飲料水の貯水槽



③　まったく実施していない

④　分からない

Ａ－１２　記録の有無

及び



③　まったく実施していない

④　分からない

学校薬剤師による実施に関する設問



学校による実施に関する設問（学校薬剤師が実施に関して学校に確認する設問）
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