
   那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

 

 那覇市旅館業法施行条例(平成24年那覇市条例第62号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係) 

衛生措置の基準 衛生措置の基準 

1～5 [略] 1～5 [略] 

6 浴室及び脱衣室 6 [略] 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3

条第9項に規定する給水装置により供

給される水(以下「水道水」という。)

以外の水を使用した原湯(浴槽内の湯

水(以下「浴槽水」という。)を再利用

せずに浴槽に直接注入される温水をい

う。以下同じ。)、原水(原湯の原料に

用いる水及び浴槽水の温度を調整する

目的で浴槽水を再利用せずに浴槽に直

接注入される水をいう。以下同じ。)、

上がり用湯(洗い場又はシャワーに備

え付けられた湯栓から供給される温水

をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗

い場又はシャワーに備え付けられた水

栓から供給される水をいう。以下同

じ。)並びに浴槽水は、規則で定める基

準に適合するよう水質を管理するこ

と。 

(3) 原湯(浴槽内の湯水(以下「浴槽水」

という。)を再利用せずに浴槽に直接注

入される温水をいう。以下同じ。)、原

水(原湯の原料に用いる水及び浴槽水

の温度を調整する目的で浴槽水を再利

用せずに浴槽に直接注入される水をい

う。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場

又はシャワーに備え付けられた湯栓か

ら供給される温水をいう。以下同じ。)

及び上がり用水(洗い場又はシャワー

に備え付けられた水栓から供給される

水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水は、

規則で定める基準に適合するよう水質

を管理すること。 

(4)～(5) [略] 

 

 

(6)～(7) [略] 

(4)～(5) [略] 

(6) 定期的に貯湯槽の設備の点検及び

温度計の性能の確認を行うこと。 

(7)～(8) [略] 

(8) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系

薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩

素濃度を頻繁に測定して、通常1リット

ル中0.2ミリグラム以上を保ち、かつ、

1リットル中1.0ミリグラムを超えない

よう努めるとともに、当該測定結果を

検査の日から3年間保管すること。ただ

し、原水若しくは原湯の性質その他の

(9) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系

薬剤を使用し、浴槽水中の残留塩素濃

度を頻繁に測定して、次に掲げる基準

を満たすようにするとともに、当該測

定結果を検査の日から3年間保管する

こと。ただし、原水若しくは原湯の性

質その他の条件により塩素系薬剤が使

用できない場合又は原水若しくは原湯



条件により塩素系薬剤が使用できない

場合又は原水若しくは原湯の水素イオ

ン濃度が高くこの基準を適用すること

が適当でない場合であって、他の適切

な衛生措置を行うことを条件として市

長が認めたものについては、この限り 

の水素イオン濃度が高く当該基準を適

用することが適当でない場合であっ

て、他の適切な衛生措置を行うことを

条件として市長が認めたものについて

は、この限りでない。 

でない。  

 ア 塩素系薬剤(結合塩素のモノクロ

ラミンを除く。)を使用する場合の遊

離残留塩素濃度は、次のとおりとす

る。 

 (ア) 1リットル中0.4ミリグラム以

上とすること。 

 (イ) 1リットル中1.0ミリグラムを

超えないよう努めること。 

 イ 結合塩素のモノクロラミンを使用

する場合の結合残留塩素濃度は、1リ

ットル中3.0ミリグラム程度とする

こと。 

(9) ろ過器等を使用して循環させてい

る浴槽水を消毒する場合には、次に掲

げる措置を講ずること。 

(10) ろ過器(浴槽水を再利用するため、

浴槽水中の微細な粒子及び繊維等を除

去する装置をいう。以下同じ。)等を使

用して循環させている浴槽水を消毒す

る場合には、次に掲げる措置を講ずる

こと。 

ア～ウ [略] ア～ウ [略] 

 エ 図面等により、配管の状況を正確

に把握し、不要な配管を除去するこ

と。 

(10) 集毛器は、毎日清掃すること。 (11) 集毛器(浴槽水に混入した毛髪及

び比較的大きな異物を捕集する網状の

装置であって、浴槽水を再利用するた

めのものをいう。以下同じ。)は、毎日

1回以上、清掃及び消毒を行うこと。 

(11) 調整箱(洗い場の湯栓やシャワー

に送る湯水の温度を調整するために設

ける設備をいう。)は、定期的に清掃を

行うこと。 

(12) 調節箱(洗い場の湯栓及びシャワ

ーに送る湯水の温度を調整するために

設ける設備をいう。以下同じ。)は、生

物膜の状況を監視し、必要に応じて清

掃及び消毒を行うこと。 

(12)～(13) [略] (13)～(14) [略] 



(14) 浴槽の縁からあふれ出た湯水を貯

留する槽(以下「回収槽」という。)の

湯水を浴用に供しないこと。ただし、

これにより難い場合には、頻繁に回収

槽の壁面の清掃及び消毒を行うととも

に、レジオネラ属菌が繁殖しないよう

に、回収槽の湯水を塩素系薬剤で消毒

すること。 

(15) 浴槽の縁からあふれた水及びその

水を回収する槽(以下「回収槽」とい

う。)の水を浴用に供しないこと。ただ

し、これにより難い場合には、頻繁に

還水管(浴槽の縁からあふれた水を浴

用に再利用するための配管をいう。以

下同じ。)及び回収槽の内部の清掃及び

消毒を行うとともに、レジオネラ属菌

が繁殖しないように、回収槽の水を塩

素系薬剤等で消毒すること。 

(15) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴

射装置等微小な水粒を発生させる設備

(以下「気泡発生装置等」という。)を

設置する場合には、連日使用型循環浴

槽水を使用しないこと。 

(16) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴

射装置等微小な水粒を発生させる設備

(以下「気泡発生装置等」という。)を

設置する場合には、次に掲げる措置を

講ずること。 

 ア 連日使用型循環浴槽水を使用しな

いこと。 

イ 定期的に清掃及び消毒を行い、内

部に生物膜が形成されないように適

切に管理すること。 

 (17) 浴槽に湯水がある時は、ろ過器及

び消毒装置を常に作動させること。 

(16) [略] (18) [略] 

 (19) 水位計配管は、1週間に1回以上、

生物膜の除去を行うための消毒を行う

こと。 

(20) シャワーは、1週間に1回以上、内

部の水が置き換わるように通水するこ

と。 

(21) シャワーヘッド及びシャワーのホ

ースは、6月に1回以上の点検並びに1年

に1回以上の清掃及び消毒を行うこと。 

(17)～(18) [略] (22)～(23) [略] 

7～10 [略] 7～10 [略] 

別表第2(第5条関係) 

1 旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基

準 

別表第2(第5条関係) 

1 [略] 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

(3) 浴室は、次の要件を満たすものであ (3) [略] 



ること。 

ア～イ [略] 

ウ 水道水以外の水を原水、原湯、上

がり用水又は上がり用湯として使用

する場合には、当該水の水質を規則

で定める基準に適合させるために必

要な設備が設けられていること。 

エ～カ [略] 

キ 気泡発生装置等の空気取入口から

土ぼこりが入らないような構造であ

ること。 

ア～イ [略] 

ウ 原水、原湯、上がり用水又は上が

り用湯として使用する水の水質を規

則で定める基準に適合させるために

必要な設備が設けられていること。 

 

エ～カ [略] 

キ 気泡発生装置等を設置する場合

は、点検、清掃及び排水を容易に行

うことができ、空気取入口から土ぼ

こり又は浴槽水等が入らない構造で

あること。 

ク～ケ [略] ク～ケ [略] 

(4) 共同で使用する浴室を設ける場合

は、前号に掲げるもののほか、次の要

件を満たすものであること。 

(4) [略] 

ア～イ [略] ア～イ [略] 

 ウ 貯湯槽は、完全に排水できる構造

であること。 

ウ [略] エ [略] 

エ 回収槽の湯水を浴用に使用しない

構造であること。ただし、これによ

り難い場合には、回収槽は、地下埋

設を避け、清掃が容易に行える位置

又は構造になっているとともに、レ

ジオネラ属菌が繁殖しないように、

回収槽の水を消毒できる設備が備え

られていること。 

オ 浴槽の縁からあふれた水及び回収

槽の水を浴用に使用しない構造であ

ること。ただし、これにより難い場

合には、還水管を直接循環配管に接

続せず、回収槽は、地下埋設を避け、

清掃が容易に行える位置又は構造に

なっているとともに、レジオネラ属

菌が繁殖しないように、回収槽の水

を消毒できる設備が備えられている

こと。 

 カ 水位計を設置する場合は、当該水

位計の配管内の洗浄及び消毒ができ

る構造又は配管等を要しないもので

あること。 

 キ 配管内の浴槽水が完全に排水でき

る構造であること。 

 ク 調節箱を設置する場合は、清掃が

容易で、かつ、消毒できる構造であ

ること。 



(5)～(8) [略] (5)～(8) [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がない場合には、当該改正部分

を削る。 

2 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

3 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

4 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等を順次示したものとする。 

 

   付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可

(以下「許可」という。)を受けて旅館業を営む者(この条例の施行の日前に許可の申請を

し、同日以後に許可を受けた者を含む。)が引き続き営業の用に供する施設の構造設備で

あって、改正後の別表第2第1項に規定する基準に適合しないものについての構造設備の

基準については、当該構造設備を増築し、又は改築する時までは、改正後の那覇市旅館

業法施行条例の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。 

 


