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１、委員長挨拶

皆様こんばんは。本日は、第２回和光市総合児童センタープール検討委員会

をよろしくお願いいたします。前回、論点に対して多種の意見をいただき、今

回は事務局より何案かプールの方向性の案を出しています。その案に基づき議

論いただき今後の作業を進めていきたいと思います。

本日は豊島委員が、業務上の都合から遅れるとの連絡がはいっていますが、

その間も議論が深まるようよろしくお願いいたします。

２、配布資料確認

■ 次第

■ 席次

■ 委員名簿

■ 資料１ 和光市総合児童センタプール検討委員会会議資料

■ 資料２ 県内同規模自治体稼働状況

■ 資料３ 平成２２年度アンケート結果

３、委員長による議事進行

それでは、議題「和光市総合児童センタープールの運営・整備に関する手法の

見直し」について、事務局から説明をお願いします。

－－－－－－－－－－ （資料に基づき説明） －－－－－－－－－－－

（委員長）

第１回の議論で承認をいただいた３案について議論をいただき、最終的には

１案に絞りたい。今回事務局案として提示したものについては、限定的な記載

をしているものもあるが、忌憚のないご意見、新たな提案等をいただければと

思う。

（鳥飼委員）

１２月１６日に文教厚生委員会にて市民プール建設実現に関する請願があっ

た。

その中で、各委員の意見としては、プールは必要であるが検討委員会の結果



を受けて方向性を出したいとの話であった。

自身は B案(建て替え)の方向性を希望するが、建て替えの手法として民間活力
によるものと限定されているのが気になる。民間活力を使わず市単独での設置

は困難か？

（事務局）

現有施設を解体し、新規施設を建設するとなると多額な経費が掛かるため、

費用を抑える観点から民間の活用とさせていただいた。

（委員長）

補足する。公設公営、公設民営等様々な手法が考えられる。その中で、公金

を投入することから、費用対効果等を考慮した結果として民間活力の活用を事

務局案とした。ただし、公有地を貸借するからには信用性・持続性等考慮して

業者の選定を行う必要があると考えている。

（鳥飼委員）

建設費としては市はどの程度の予算を見込んでいるのか。竣工当時は建設費

は約３億２千万とのことであったと思うが。民間活力を活用しての建て替えと

した場合、市としてどの程度予算を出せるのか伺いたい。

（委員長）

今会議においては方向性といったところを議論するため、具体的な予算額に

ついての言及はできない。ただ、当時の３億といった費用で建てるというわけ

にはいかないと思われるし、民間活用といったところでは市の公費の支出はし

ないといった方向性も一つあると思う。ただし、補助金の活用や PFI,PPP等様々
な効果的な手法を検討する。

（鳥飼委員）

PFIとはどのような制度か。

－－－－－－－－ （山﨑委員による PFI制度説明） －－－－－－－－－

（委員長）

一つの整備手法である。和光市としても新規事業導入の際には検討すること

としている。



（副委員長）

PFI制度について言うと、虎ノ門にある文部科学省の建物は国が行った PFI
による建て替え事業である。賛否両論あるが、行政がすべて管轄して支出する

よりも、より効果的にできるであろうということで行われた。文部科学省の例

はかなり初期の物であるが、その後もかなりの数の実例がある。

別な意見であるが、これは報告書の形にまとめるのか。

（委員長）

１月中、ないし 2月上旬までに第３回会議を行い、報告書案として提示をし、
市長への報告としていきたい

（副委員長）

報告書としてまとめることを前提とした場合に、C案については、現状のプ
ールをなくした際の検討をしているが、無くした後の公有地の活用について記

載がほしい。行政財産の有効活用という記載はあるが、具体案があった方がよ

いのでは。

A案については、世の中全体として既存建物の有効活用をしていかなければ
いけないという方向性にある。直感的に言って築４０年の物は改修利用は難し

い。築２０年の物は建替えるというのはいかにももったいない。築３０年の建

物は、判断は難しいが、健常な建物であるならば建替えというよりも改修の方

が地球環境的にもよいと思われる。ただし、本施設については現状の報告等鑑

みると改修して活用するのは難しい状態にあるのではないか。

B案については、いろいろ意見があるがほかの方の意見を伺った後に改めて
述べたい。

（山﨑委員）

ファシリティマネジメントの観点からいえば、ある程度若い施設であれば保

全を検討していくことになるが、築３０年水回りの施設ということ考えると、

修繕し寿命を延ばして利用したとしてもいずれ問題が出てくるという点で、A
案については疑問を持つ。

（石田委員）

基本的には同じ考えである。県内同規模自治体の運営状況見ても、老朽化に

伴う廃止という選択をした施設が多い。今後６年間の概算費用で見ても、７億

かけて修繕保全をし、その後また４０年を迎え別途費用がかかってくるという

点を考えると A案はないかなと。



プールを活かすとすれば一番 B案がよいかと思う。ただし費用の問題は出て
きてしまう。費用については後に別途検討事項とすればよいかなと。

C案についても、プール自体は市では持たない、ただし、市民の方には何ら
かの事業を利用してもらうといったところについては、そういう考えもあると

思う。

（上篠委員）

A案については平成３１年までの長期修繕計画で見たときに、６年一巡で考
えたとしても、それで終わりではなくその後も修繕費用が改めてかかってくる。

それを考えると難しいかと思う。

B案については、民間がプールのみで採算が取れるのかという話もあると思
う。複合施設という選択肢もあるかと。

（井上委員）

資料３ページ、６年間で７億いくらという数字を見ると、誰しもが修繕して

利用するというのは頭をひねると思う。竣工費用の倍かかったとしても A案の
経費と同額程度で収まる。それを考えるとやはり B案がよいと思われるが、B
案でやった時に利用費用がどうなるのか。現在のような低額な料金でできるの

かというのが心配である。また、建て替えるにしても相応の期間がかかると予

想されるため、それまでの間は C案も継続していただきたいと考える。

－－－－－－－－－－ （豊島委員到着） －－－－－－－－－－－

（委員長）

今回の会議においては A案から C案まで示した中で、最終的には１案に方向
性を絞るという中で意見をいただいている。ご意見一巡したが、副委員長は何

かご意見はあるか。

（副委員長）

B案とした際に、井上委員が言ったように、施設が完成するまで何らかの代
替策を継続するのは前提だと思われる。すでに実施している市民サービスであ

るわけで。そのうえでどのように進めるかだが、PFIをやった時の条件設定を
どうするのか、どこまで事業者の裁量に任せるのかが重要だと考える。また、

資料には無償貸借を条件としてとあるが、条件ではなく前提ではないか。そし

て、無償の場合には経営努力や責任というものを果たす意欲が減少してしまう

のではないかと思うため、無償貸借ではなく低額貸借の方がよいのではないか



と考える。併せて、自己資金により運営ができるものとはどういう意味か。グ

ループでの共同資金や借入等も不可なのか。おそらくリスクの高い事業者を避

けるという意味合いであると思われるが、理解が難しい。

費用の問題とは別途、貸借期間の問題もある。貸借地として貸し出す際、年

限を何年で設定するのか。一般的に住宅だと５０年～、商業施設であれば１０

年～１５年、プール施設としては何年なのかというのを慎重に検討する必要が

あると思う。年限経過後は、一般的には更地での返還が原則であると思うが、

地球環境的に考えるとどうなのかという問題もある。

一つ爆弾発言をすると、建物を有効活用するとした場合、解体後更地にして

の貸借ではなく、建物を残して事業者に貸し出すという方法も考えられるので

はないかと。一部残す、全部解体するは事業者の裁量で、必要に応じて既存の

建物を活用する。民間の知恵を使うというところでは、そういった方法も検討

できるのではないかなと思う。手間としては大変なものになるので和光市で是

非と勧めるわけではないが。

（委員長）

各委員から貴重なご意見いただいた。その中でまとめると、A案については
方向性としては消極的なのかと思われる。B案については、手法、貸借の問題
等あると思う。定義づけの問題もあると思うが使える制度は活用する形で報告

書に記載をしていく。建て替えについては既存施設の一部を残す等斬新な対応

についても今後議論をしていきたい。代替措置、特に工事期間中の代替措置に

ついて B案、C案抱き合わせといった話もいただいた。

（豊島委員）

A案については、将来的な部分について考えると現実的ではないのかなと思
う。目先の問題の解決というところに留まってしまうかなと。

B案については、志木市においてもファシリティマネジメントの観点から、
最低限必要な市民サービスに必要な施設についても民間に持つのか、市が持つ

のかと検討をしてきた。その中で、志木市においてはプールの廃止をし、夏季

期間学校のプールを開放している。廃止後１０年経つ中で住民ニーズとしては

プールの要望があるが市の現状から民間でできるものは民間でとしている。

和光市においても、B案の民間活力活用というのは現実的だと思う。その際
に収支採算が取れるものを提案していかなければいけない。採算については、

水泳教室等収入の見込める事業の実施等により計っていく必要があると思う。

公有地の無償賃借について、志木市も市民病院に対して行っている。来年民

間譲渡が決定しているが、その際に土地の有償貸出、売却という方針がある。



様々な補助制度も、民間活力の利用による設置では活用しやすい側面がある。

重要なのは設置の際には市民ニーズに応えられる施設をという事だと考える。

（委員長）

今回B案を主にご議論いただいているといったところで、報告書をまとめてい
く際にはA案の方向性は低いという点が言えると思う。B案で行く際には、民間
の手法で行く時の解体関係の調整や利用料の設定等について、利用料補助等も

報告書に織り込んでいく。公有地の利用の考え方についても、通常２０年で終

了後は更地で返還が原則であるが、貸借の期間についても慎重に議論が必要だ

と考える。その中で民間活用として考えると、併設事業という点も盛り込むべ

きではないかという意見もいただいた。C案については解体後の公有地利用につ
いての記載が必要となる。報告書については、市民目線で効率性や効果性を考

慮したうえで作成をしたい。

（山﨑委員）

民間という言葉が多く出ているが、公共サービスといった要素を新規の施設

に入れるのか入れないのか。民間が建てて民間が運営するのであれば既存のス

ポーツクラブと変わらないという事もある。

また、今後の方向性といったところで、B案は手順案等具体的な記載になり
すぎていると思う。方法の手順については具体記載が今の段階で必要なのかど

うか。この委員会では総論的な話をまとめるのか各論まで行ってしまうのか。

（委員長）

基本的には方向性についてであり、各論には入らないところで報告する。そ

の後パブリックコメント等で意見をもらいながら執行部が進めていくという形

になる。

（副委員長）

質問だが、市が補助金等を投入せずに民間事業者が運営した際には、市が料

金設定等について注文できるか。

（山﨑委員）

公の施設でないため料金設定等に注文を出すことは難しいのではないか。

（副委員長）

市民としては、優先的に安い料金で利用できるというのが大事なのではない



か。

（石田委員）

土地の無料貸借の条件として、料金設定に注文をつけることは可能ではない

かと。

（上篠委員）

民間でもやっているような、会員割引的な考え方で行けると思う。

（副委員長）

土地代をとって、それを利用助成に充てればいいのではないかと考える。そ

うすればプール周りだけで収支が完結するため、そうすれば公費からの拠出に

はならないのでは。その方法ならば利用者への補助金等と比較してプールを使

わない人にとっても不公平感がない。地方自治的にそのような仕組みが取れる

のかは不明だが。

（石田委員）

金銭の出し入れをした時点で市の歳入・歳出（公費）となってしまう。

（委員長）

高齢者の施設でも同様の取り組みをしている。

（鳥飼委員）

近隣４市の中では和光の財政力は悪くないように思える。プールは年寄りか

ら子供まで使える施設であることから、その財政力でプール設置を進めてほし

いと思う。

（井上委員）

生涯できるスポーツとして代表的なものに、スイミング、ランニング、ジョ

ギングの三つがある。その中で障害がある方も最も入りやすいのはスイミング

であると思う。そのあたりを打ち出し、健康づくり基本条例と併せて今後の方

針を見ていただきたいと思う。民間では、１年以上の休館なんていうのは考え

られない。そのあたりも考慮して、新しい施設を建てます、代替案も継続しま

すと言えば市民も納得してもらえるのではないか。



（委員長）

和光市も全国に先駆けて健康づくり基本条例を作り、その中でプール、水泳

は重要な位置を占めるというのは各員の共通認識であると思う。

（山﨑委員）

共通認識としてプールは必要であると。ただ、今の時代に公共が建てて公共

が運営するというのは財政的にも難しい部分もある。そういった中で、方法を

検討しながら報告書を作っていけばよいかと。

（委員長）

意見を整理する。

プールは、現在は総合児童センタープールであるが、市民ニーズから言えば

市民プールが必要とされている。和光市が健康づくりを進めていくという一貫

性の中で、最終的に案を絞る中では、B案に焦点をあてている。B案としては、
民間活用といったところ、公共サービスの要素、土地活用についての検討が必

要である。A案、C案についても報告書に記載をしていくということにでよい
か。

（石田委員）

委員会としては B案を中心として報告を挙げていくということでよいか。
各論・手法的部分については行政に一任していただいてもよいのかなと。

（委員長）

各論的な部分については執行部にて原案をまとめていく。

（副委員長）

鳥飼委員、井上委員に確認したい。現行施設について愛着はあるか。例えば

学校のよう、その施設だからという記憶の場という考え方もある。それがよい

建築であるかどうかに関わると考えている。

（井上委員）

自身、このプールで水泳を覚えた。大げさではあるが人生を変えたプールで

ある。それがなくなるともなればさみしい思いはあると思うが、よりよいもの

になるという事であれば、それは嬉しいという思いがある。



（副委員長）

何が言いたいかというと、建設する際、解体されるときには市民から惜しま

れるような建物を作ってほしい。解体されるときにセレモニーが行われるよう

な施設を。それが建築・設計に携わる者としての希望である。

（鳥飼委員）

自分にとっては子育てが終わってから利用を始めた施設である。体に不安が

出てきてから始めたが、市で実施している水泳教室で泳げるようになった。わ

くわくドームも利用しているが、新しい施設はやはり設備がよい。和光も建替

えたとしてらもっと良い施設になるのではないかと思っている。そうなれば市

民以外も利用できるようになり、利用の幅が広がると思う。

（委員長）

副委員長が言うところの愛される施設というのが重要である。

本日は A案 B案 C案として提示させていただいたが、総論としては B案とし
て事務局が取りまとめていくという形でよいか。

－－－－－－－－－－ （委員一同承認） －－－－－－－－－－－

（委員長）

それでは B案として決定する。報告書には児童センタープールではなく市民
プールが必要であること、A案,C案も記載していく。

（上篠委員）

建替えとするのであれば、渡り廊下の部分についての調整や工事範囲等につ

いても決めなければいけない。

（委員長）

事務局として、報告書に記載をしていく。

－－－－閉会－－－－


