
会 議 録

第 1回和光市総合児童センタープール検討委員会

開催年月日・召集時刻 平成 25年 11月 14日 午後 6時

開 催 場 所 和光市役所 502会議室

開催時刻 午後 6時 閉会時刻 午後 7時 30分

出 席 委 員 事 務 局

深尾 精一 こども福祉課長 新坂 達也

豊島 俊二 同課長補佐 茂呂 あかね

井上 明次 子育て支援担当主事 富澤 崇

鳥飼 廣子 社会保障改革推進 PTリーダー 阿部 剛

山﨑 悟

石田 清

東内 京一

上篠 乙夫

欠 席 委 員

備

考

傍聴 ６名

会議録作成者氏名 富澤 崇



１、市長による委嘱書・任命書交付

２、市長挨拶

本日は、第一回和光市総合児童センタープール検討委員会にお忙しい中お集

まりいただき誠にありがとうございます。総合児童センタープールにつきまし

ては、東日本大震災の関係もあり破損から長期閉館を余儀なくしているところ

です。一方で公共施設全般については、実施計画の中では来年度、公共施設再

編に関する白書を作成して全体的な見直しを計っていきますが、プールについ

ては従来の利用者もいることから先行してこの委員会の中で議論をし、その議

論を踏まえて今後の方向を適切に判断すると考える次第です。そして、プール

のみではなく公共施設全般について、従来通りの運営が可能なのかどうか、市

民全体で議論行い結論を出していく、その第一歩が当検討委員会であると考え

ております。是非とも皆様におかれましては忌憚のないご意見を発揮いただき、

ご意見を頂戴するとともに、役所としてもこの議論を市民の皆様にお伝えする

中で、今後の展開については適切な方向に着地をしていきたいと考える次第で

ございますので、なにとぞよろしくお願いいたします。

－－－－－－－－－－ （和光市長退席） －－－－－－－－－－－

３、配布資料確認

■ 次第

■ 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 漏水に関わる地下空洞等調査結果

■ 資料３ 長期修繕計画

■ 資料４ 「現状に対する対応方針（論点整理）」

４、委員自己紹介

５、東内委員長（以下委員長と記載）よる副委員長の指名

それでは、議長を務めさせていただきます。議案の審議には先立ち、設置要綱

第 4条 3項の規定に基づき副委員長の指名を行います。副委員長につきまして
は、首都大学東京名誉教授の深尾委員にご指名をさせていただきます。深尾委

員、ご了承いただけますでしょうか。

－－－－－－－－－－ （副委員長了承） －－－－－－－－－－－



６、議題１「和光市総合児童センタープールの現状」について、事務局から説

明

－－－－－－－－－－ （資料に基づき説明） －－－－－－－－－－－

質疑応答

（井上委員）

プールの構造について、自身は把握してるが、委員全員が把握できるような

模型や図面が必要ではないか。特に漏水の現状については、具体的な状況につ

いて把握が困難である。そのような状況で議論を進めなければいけないのは残

念だ。

（委員長）

漏水の現状については本日の資料では網羅できていない。次の議題で議論を

していきたいが、図面を含めた詳細な資料については今後提示します。

（井上委員）

平成２５年度は、プールについてどのような予算編成を行ったか。休館中で

あることから歳入はないと思われるが、歳出についてはどのようになっている

か。

（事務局）

通常の運営をするものとして予算は計上している。ただし、早期の運営再開

が困難とのことでプール機能を維持する最低限度の委託契約しか行っていない。

その代り、休館が長引くというところで、夏季休暇中の水泳教室やわくわくド

ームの利用助成事業に予算を使用している。

（委員長）

本検討委員会の方向性について、設置要綱の中では、プールの存廃等につい

て議論を行うこととしている。基本的方向性としてはには児童センターとして

のプールの位置づけについてどうなっているのか、大人の利用者が多いという

現状、漏水の修繕について FRP防水の処置等３０００万ないし６０００万円か
かる、大規模検証や修繕計画の中で調査したなかで、３１年度までに３億円を

超えるような修繕に関わる費用がかかるといったようなことについて、総合的

に判断して今後の方向性を議論していく。



破損個所についてや予算の背景等については事務局が説明したような状況に

あるため、そういった点を踏まえて何か質問はあるか。

（山﨑委員）

確認だが、一般利用者数の推移について、現在の料金は市内、市外の利用者

共に同額であるが、市内の利用者と市外の利用者の内訳のようなデータはある

か。

（事務局）

発券機を用いての利用となり、利用者登録等行っていないことから正確な比

率は出せない。

（委員長）

アンケート調査等の結果から暫定的にでも出せないか。

（事務局）

アンケート調査は実施しているため回答は可能である。結果確認後回答させ

ていただく。

（副委員長）

歳入推移について、平成２５年度の水泳教室の歳入が激減している理由は？

（事務局）

水泳教室を４期に分けて運営しているなかで、第４期分が実施されていない

ことからの減額となっている。

（副委員長）

別の質問になるが、もう少し施設に関しての詳細な図面がほしい。また、市

民の方に説明するのであれば模型があってもよいと思う。

写真を見る限りでは天井は張っていないと考えてよいか。

（事務局）

張っていない。トップライトの天井である。

（副委員長）

東日本の震災以降プールの天井落下というのが大変大きな問題になっている。



梁天井であるならば大規模改修の対象としないといけない思う。

トップライト天井についても落下の危険性があり、ようやく世の中でその危

険性が認知されてきた。建物の維持管理上もかなり費用が掛かる。

（委員長）

トップライトについては２４年度に落下物があり、危険度がきわめて高いと

認識している。現行の修繕計画では６１７０万円かかるということであり、金

額はともかくとして、かなり危険な状態にあるといえる。

（副委員長）

加えて言うなら、プールは裸で使用する施設であることから、安全確保がよ

り一層重要となる。

（委員長）

プールの漏水箇所の改修、プール全体の今後の修繕計画に関わる費用等も見

ながら検討、質問をいただきたい。

－－－－委員長、図面をこの場に用意するよう事務局に指示－－－－

（委員長）

議題１、「和光市総合児童センタープールの現状」については、いろいろ質問

等をいただき、この場で回答させていただいたものと、今後資料を用意させて

いただくもがありますが、これらの現状を踏まえ次の議題に移ります。

議題２「現状に対する対応方針（論点整理）」について

続いて、議題の２「現状に対する対応方針」について、現状の説明を踏まえ

ながら、今後の総合児童センタープールの方向性、対応方針といった所につい

て議論をお願いしたい。資料４に記載をしたように「プールの運営・整備の手

法の見直しが必要ではないか」を論点として議論をしていきたいが、この論点

では広い概念となってしまうため委員長提案として３つに絞って話を伺いたい

と思っている。

１点目として、現状の施設を改修して活用することをどう考えるか

２点目として、民間活力の活用についてどう考えるか

３点目として、代替え措置事業を拡大していくことについてどう考えるか

この３点以外にも、提案や意見があればそれも含め議論するということで、委



員長提案としてはこの３点を中心に議論を進めていきたいと考えている。

（井上委員）

確認だが、２点目の民間活用とは、管理運営を民間業者に委託するという意

味か。

（委員長）

その点も踏まえ、例えば現在も実施主体は行政とし、民間業者に業務の委託

を行うという手法はあるが、あるいは例えば PPPや PFIといった手法を活用す
るのか、ほかにも公共施設と商業施設が一緒になっているパターン等様々な広

い観点からご提言をいただきたい。

（副委員長）

現在指定管理者は使っているか。

（委員長）

通常の業務委託である。

（副委員長）

指定管理導入の検討はしたか。

（事務局）

検討したかどうか現時点では不明である。

（副委員長）

市内に、指定管理者が運営を行っている施設はあるか。

（委員長）

市では多くの施設に指定管理者を導入している。児童センターも指定管理で

運営している。保育園等一部指定管理を行っていない状況があるが、その中の

一つとして総合児童センタープールに関しては通常の業務委託としている。

（石田委員）

推測ではあるが、児童センター自体は指定管理であることから、指定管理者

の検討はしていると思われる。しかし、プールと併せて指定管理の募集をして

も受け手が少ないと判断したのではないか。



（副委員長）

確かに、指定管理者を募集した際に受け手がいるかいないかというのは一つ

の判断材料だと考える。

（井上委員）

漏水の改修方法について、資料２の方法１、掘削工事後プール全体の FRP防
水となっているが、一部漏水なのになぜ全体防水が必要なのか。プール槽から

の漏水はないと考えてよいか。FRP防水とはどのような仕様なのか説明がほし
い。

（事務局）

防水処理がプール全体に施されているため、一部を掘削すると防水層に継ぎ

目ができてしまう。継ぎ目があると水圧の関係から完全な防水処理ができない

ため、一部漏水であっても、再度全面的な防水処理が必要となる。

－－－－事務局、図面をホワイトボードに描画し説明－－－－

（山﨑委員）

論点から整理すると、漏水は一つの原因として使用できない状況があるが、

それ以外の修繕も含め、今後１０年間使うのか、その後も使い続けるのか等含

め、漏水に限らず全体的な観点から見ていく方がよいのかなと感じる。

（鳥飼委員）

竣工昭和５９年、山﨑委員の話にもあったように施設の耐用年数から見て、

将来を考えたときに、修繕のみではなく建て替えも検討していただきたいと考

える。

（委員長）

鳥飼委員の言うように、建て替えの方向性も十分に論点となる。

山﨑委員からも意見いただいたが、総合的・全体的に見てどう考えていくの

か、自身も現場を見た際には漏水の修繕のみの話では済まないと感じている。

一つの修繕で向こう１０年使えるというような状況であればまた別の議論と

なるが、多くの部分の修繕が要される状態であるため、そういった点も踏まえ、

児童センタープールといったところ、市民利用といったところ、鳥飼委員から

いただいた建て替えという意見、代替え案としてはどうなるかといった広範囲



の視点でご議論いただきたい。

（豊島委員）

児童福祉施設である児童センターとしての施設活用と、一般利用者が過半を

占めているというプールの利用傾向があり、併せて、運営の中で維持管理費で

みると、水泳教室がないとより多くの貴重な税金を使わなければいけない施設

という状況の中で、公共施設マネジメントの観点から施設の統廃合やあり方を

考え、民間でできるものについては民間にお願いしていくという機構行政改革

の中で、長期修繕計画はプール棟のものであることから、同程度老朽化してい

ると思われる本館棟の物も用意し、今後の議論を行っていく必要があるのでは

ないか。

論点について見た時に、プールのみで考えればよいのか、児童センター併設

としての位置づけと、一般利用者がこれだけ多い中で、建て替えとした際も児

童福祉法にある児童センターのプールとして位置付けるのかについて議論をし

た方がよいと考える。

限られた時間のなかで前提条件を整理しなければいけないと考えた。

（委員長）

豊島委員から出た意見、本質といったところで、児童センターを本館とし、

そこから渡り廊下でプールにつながっているという状況で、今回の議論に限っ

ては、プールを主としてお願いしたいが、付帯的には本館棟のあり方等もご提

案いただけるならば報告書には意見を入れていきたい。

（鳥飼委員）

豊島委員の意見にもあったが、児童センタープール棟ではなく、これからは

市民プールとしての位置づけをし、大人も子供も年間を通して利用できる施設

を希望する。

（石田委員）

前提がプール維持となっているように感じるが、選択肢として、廃止という

市としては行わないという選択肢も置いたうえで今後の協議が必要かと。

（上篠委員）

３０年間児童センタープールとして利用されてきたが、形態としては市民プ

ールとして利用されていた。児童センタープールとして今後も継続していくの

かという話もあるかと思うが、長期的な視点で判断した方がよいと思われる。



（副委員長）

このような議論をするのであれば、同規模程度の自治体ではどの程度プールを

持っており、どのように運営しているかといった資料がほしい。

（委員長）

調査して次回提示する。

（豊島委員）

民間がどのようなプール施設を持っているのかを確認することで、市として

運営すべきものであるのかどうかについても話し合いができると思う。

（委員長）

石田委員からあったように、市がプールを廃止するという検討、副委員長か

ら同規模自治体での稼働率等に関わるご意見、豊島委員から出た民間の活用に

ついても今後より調査して行きたいと考えている。

一案としてあるのが、市がプールの運営をしないとした場合、近隣の施設を

活用することができるのかという方向性、もう一方で、建て替えていくという

方針の中でどのように建て替えていくのかという議論、判断材料として類似自

治体の運営状況も含めて出していきたい。

その中で一義的に見えてきているのは、児童センターに付随する児童のため

のプールでありながら一般利用も行っているという形で運営されているが、そ

うではなく市民プール的な要素を持つ方向の方がよいのではないかということ

が議論の中で出ているのかなと。ただ、全体としては、プールのあり方として

和光市が持つのか、あるいは設置運営主体を他に求めていくのかを、議論の中

で考えていかなければならないと思う。

（山﨑委員）

代替措置については、和光市のプール一時停止に伴っての措置であることか

ら、今後市としてプール運営を行わないのであれば、他市の施設の利用を勧め

ていく事業の継続は難しいのではないか。ただし、改修を行うのであれば、改

修までの間事業を継続することは意義があると考える。あくまで代替措置であ

ることから、市としてプールを運営しないとしたのであれば、この制度はその

時点で終わりにした方がよいと考える。



（副委員長）

まず、論点としては要点をこの３点に絞るということでよいか。

水泳教室がこの施設においても重きをなしていると思うが、民間で自前でプ

ールを持っているところで水泳教室やっている場所、採算が取れずやっていな

い場所がある。考え方としては二つあり、民間でやっていないものについて市

がやるべきかどうかについてという考えと、民間がやっていないから市がやる

べきだという考えが両方成り立つ。最終的には行政的判断、市長判断というこ

とになっていくと思うが、資料としてはそういったものが欲しい。

また、別の意見になり話が広がりすぎてしまうと思うが、和光市には多くの

学校がある。管轄的にありえないとは思うが、学校のプールは活用率が大変低

く、特に夜間は全く活用されていない。もし学校が室内プールを有しているの

であれば、地域で夜間活用していくというようなことも将来的にはあってもよ

いと思う。市内学校に室内プールはあるか。

（上篠委員）

ない。

（副委員長）

場所によっては学校にも室内プールがある。室内プールがあるのであれば、

そういう場所を市民に開放しないと市有財産としてもったいない。

（上篠委員）

現在小学校建設の話が出てきている。これから設計という話の中で室内プー

ルは困難であるが、屋根つきのプールにすることで利用可能期間を長くし、一

般に開放することも検討できるのではないかと考えている。以前は地域の中で

学校のプールを夏季期間一般開放していたこともあった。

（副委員長）

生活レベルが上がってきているの中で、大人には夏のみではなく通年で使い

たいという希望が出てきている。学校教育と一体となったプールの在り方のよ

うなものを考えてみては。それには一つの学校だけでは難しいが、複数の学校

も使う、市民も使うというようなプールを考えてみてもよいと思う。

（委員長）

細かい論点として改修しての施設活用、民間活力、代替事業の拡大について

ご意見いただいた。



今日出た意見について、事務局にて精査した後、次回会議にて提案をしてい

きたい。その中で議論の整理をしていくと。改修して施設を活用していく方法

をどう考えていくのかについては、修繕計画の観点や今後修繕にかかる経費か

ら、改修して活用する方法としては線が薄いのかなと感じているが、その点に

ついては了承いただけるか。

（副委員長）

次回資料として、長期修繕計画のみでなく、実際の運営経費をファシリティ

マネジメントの観点から併せた資料として提示いただきたい。

（委員長）

鳥飼委員よりあった話で、建て替えとした場合、行政事業で行っていくのか

どうか、あるいは豊島委員より話のあった民間活力活用により施設の整備をし

ていく等今後の方向性を含め提案をしていきたい。一方で市がプール事業を廃

止するとした場合、生活レベルの話や近隣施設の問題、代替事業の継続につい

ての是非等、廃止をする中でどのような方向性に持っていけばよいか、副委員

長から話のあった学校プールの活用等、和光市の現状を踏まえ、改修方法や既

存事業をどのように考えるのか、事務局で意見をまとめて提案をしていきたい。

市にあっては、健康増進、介護予防について水泳リハビリの要素が市民には

大きくある、あるいは一般市民についてのクラブ機能もあるのではと感じた。

そういった中で、公金、税金を使ってやる事業としてどう見ていくのか、民

間の力をどう見ていくのか。次回素案レベルで提示をしていきたい。

（山﨑委員）

この委員会の最終的な結論は市長に報告することになるが、市長に報告する

際は答えが一つなのか、あるいは複数案を持つのかどうか。一つに絞るとそれ

に縛られてしまうのかなという思いもある。

（委員長）

この点について委員方々はどう考えるか。

（鳥飼委員）

市長報告は複数案としていただきたい。

休館に伴う臨時事業の実施として、わくわくドームを利用をしているが、市

内にもザバスがある。ザバスを時間限定で市が借りることはできないか。わく

わくドームはよい施設であるが遠い。



（山﨑委員）

コナミスポーツクラブでは、こどもの水泳教室を実施している。民間施設で

も、日中を高齢者に、夕方以降を児童にと時間を調整して事業を実施している。

ただし会員制の施設であることから、話としてはありかとも思うが企業側とし

て受け入れ可能かどうかは難しいと考える。

（豊島委員）

志木市は市民プールを平成 15年に廃止した。代替案として小学校プールの夏
季解放をしている。市内で近ければ便利ではあるが、地域資源の活用の方法と

して他市施設利用助成は意味があるのではないかと考える。

（鳥飼委員）

利用希望としては年間通して利用したいという市民が多いのが実情である。

（委員長）

今でた意見について、市長に報告書を出すにあたって、今後の方向性をいち

早く決めていかなければならない。今回の議論を踏まえ、次回３案から４案程

度を取りまとめて事務局から提示したい。その中で、最終的には１案に絞りた

いが、異論反論あった際には両論併記で報告していきたいと思うがよろしいか。

－－－－各委員了承－－－－

（鳥飼委員）

３案から４案を取りまとめるという中で、廃止という案だけは避けていただ

きたい。

（委員長）

ご意見としては承ります。

－－－－閉会－－－－


