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令和３年度第２回豊山町生涯学習推進審議会 議事録 

 

１ 開催日時 

令和４年１月１９日（水） 午前１０時００分～正午 

２ 開催場所 

豊山町社会教育センター３階 視聴覚室 

３ 出席者 

（１）豊山町生涯学習推進審議会委員  ８名 

学識経験者 前田 治 （会長） 

教育関係者 篠田 弘男  

教育関係者 奥田 和代  

教育関係者 柴田 昌治 （副会長） 

関係町民団体代表者 浅井 惠子  

関係町民団体代表者 渡邉 みゆき  

生涯学習ボランティア代表者 安藤 幸子  

一般公募選出者 坪井 敏行  

（２）事務局 ５名 

教育長 北川 昌宏  

教育委員会事務局長 安藤 憲司  

生涯学習課長 栗山 直樹  

生涯学習課社会教育センター主査 小塚 弘  

生涯学習課生涯学習係主事 丹羽 拓実  

４ 議題等 

 議題 

（１）【諮問事項】豊山スカイプールの在り方について 

５ 会議資料 

  令和３年度第２回豊山町生涯学習推進審議会（全１６ページ） 

６ 議事内容 

事務局長 本日は、お忙しい中、ご参集いただきましてありがとうご

ざいます。 

定刻となりましたので、「令和３年度第２回豊山町生涯学

習推進審議会」を始めさせていただきます。 

それでは、「次第」に沿いまして進めさせていただきます。 

「次第」につきましては、お配りした「会議資料」を１枚

めくっていただきますと記載してありますのでご覧くださ

い。 

事務局長 はじめに、鈴木町長よりご挨拶申し上げます。 

町長 本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうござい

ます。 
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前回の生涯学習推進審議会では社会教育審議会と生涯学

習推進審議会の統合等について様々なご意見をいただきま

して誠にありがとうございます。 

コロナウイルスについて、オミクロン株の出現により、急

激に感染拡大が進んでおります。豊山町でも昨日は一日あた

りの新規感染者数は今までで最大の１０名となり、そのよう

な中で、積極的に第３回目のワクチン接種を進めているとこ

ろでございます。皆様の手元に接種券が届き次第、ぜひワク

チン接種をしていただければと思っております。 

そういった状況の中での会議ではありますけれど、今回の

議題として「スカイプールの在り方について」ご議論いただ

きたいと思います。スカイプールを含め、全国的に高度経済

成長期の昭和４０年代から５０年代にかけて多くの公共建

築物が建築されております。どこの自治体も更新時期が迫っ

ておりまして、当時の高度経済成長期とは違い、財政的にも

各自治体が苦慮しているところでございます。本町におきま

しても、そういう状況をふまえ、一斉点検ということで平成

２９年に町の全体の公共施設について調査を行いました。そ

の結果、現状の施設を維持していこうと思うと、年間の経費

として１億を超える財源が不足する見通しが立っています。

これはどこの市町村でも同じ状況で多くの自治体で公共維

持費の１割カットを行っているところであります。町として

もそのような点をふまえてこれからの公共施設について考

えております。このような経緯があり、豊山町の公共施設の

一つである、スカイプールのこれからの在り方についてご議

論いただきたく思います。 

事務局からの説明をお聞きいただき、今後の在り方につい

てご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

事務局長 ありがとうございました。 

ここで町長から会長に諮問書をお渡しします。 

町長 （諮問書を会長に手渡しする） 

事務局長 ありがとうございました。町長は他の公務がございますの

で、これにて退席させていただきます。 

次に、本町では「議事録等の作成に関する指針」により、

審議会等の議事録はホームページに掲載させていただきま

す。議事録は､発言者名をふせ要点筆記で作成したものに署

名をいただき、掲載をすることになります。 

後ほど、会長から議事録署名委員が指名されますので、会
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長と委員の２名で、議事録の内容を確認していただきます。 

それでは議題に入らせていただきます。 

本日の会議は委員９名中８名の出席をいただいており、過

半数に達しておりますので、豊山町生涯学習推進審議会条例

の規定により会議は成立しております。 

議題につきましては、同条例の規定により、会長の取り回

しでお願いします。 

会長よろしくお願いします。 

会長 議題に入ります前に、議事録署名委員の指名ですが、浅井

委員を指名しますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、次第２「議題（１）【諮問事項】豊山スカイプ

ールの在り方について」、事務局より説明を願います。 

事務局（課長） 会議資料（Ｐ１～１２）に基づき説明 

会長 ただいま事務局から説明がありましたが、この議題（１）

に関して、ご意見、ご質問はありませんか。 

委員  指定管理は現在も継続中かと思いますが、いつまで続くの

ですか。また、指定管理を廃止する場合は違約金などは生じ

るのですか。 

 プールの老朽化により、安全に利用していくには費用がか

かるかと思います。資料のアンケート結果から利用者の満足

度が高いことがわかります。もし廃止する場合はこれに代わ

る代替案はお持ちですか。 

会長  今のご意見に関連するご意見がございましたらお願いし

ます。 

委員  令和元年度の利用客が前年度に比べ、８，０００人ほど減

少していますが何か理由があるのですか。 

 町外の利用者が多いと思っていたのですが、町内の利用者

が３０．９％と多いように思いました。 

委員  ４ページに指定管理者の経費が書かれておりますが、人件

費等の支出と利用料収入などの収入を合わせて、２，０００

万円～３，０００万円ほどの赤字ということですか。 

 指定管理者側の収入というのは何かあるのですか。 

 ２ページに利用料金が書かれておりますが、プールが出来

上がってからこの料金の改定はありましたか。 

会長  一度質問の整理をさせていただきます。 

 まず指定管理者制度と違約金に関するご質問がありまし

た。 

 次に、プールの老朽化の問題と安全面、プールを廃止した

場合の代替案、また令和元年度に利用客が８，０００人ほど
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減少した理由についてご質問をいただきました。 

 最後に、プールの利用料金について過去に改定が行われて

いたのか。 

 以上の点について事務局からご説明いただきたいと思い

ます。 

事務局（課長）  まず、指定管理者制度は平成１９年度から導入し、初めは

２年でその後は５年ごとに更新しております。直近ですと、

令和２年度から５年間の契約で指定管理をお願いしており

ます。 

 違約金に関しては、協定書を指定管理者と結んでおりまし

て、その中で町の指示による事業の中止・延期は町の負担と

されております。昨年度と今年度はコロナの影響で休場とさ

せていただきましたが、このような場合は指定管理者との協

議にて決定することになっております。具体的な違約金につ

いてはこの場ではお伝えすることはできません。 

事務局（主査）  次に令和元年度に利用客が８，０００人ほど減少した理由

についてご説明します。プールが屋外プールということで天

候に大きく左右されます。令和元年度は雨天や気温の低い日

が多く、指定管理者が想定していた人数より大きく落ち込む

結果となりました。 

事務局（課長）  町としては指定管理料として２，０００万円ほどお支払い

しております。その中で人件費であったり光熱費をお支払い

しております。収入として別途利用客の入場料やプールで企

画した事業で料金が発生した場合の収入などは企業努力と

して指定管理者が得られることになっております。 

 プール料金の改定についてですが、開場以来変更はござい

ません。 

 スカイプールに代わる代替案についてですが、豊山町内の

小中学校それぞれに４つのプールが存在します。これらのプ

ールを他の市町村でも例があるように町民の皆様に開放す

るということも一つの案として考えております。 

 また、北名古屋市に温水プールを建設しております。豊山

町も財政的に負担をしておりまして、こちらの施設も積極的

に活用できるのではないかと考えております。 

委員  新しく作っている北名古屋市のプールはファミリー向け

で満足度の高いものですか。スカイプールがなくなった場合

の代替として利用できるのかお聞きしたいです。 

事務局（課長）  ２５メートルプールやリハビリゾーン、水中ウォーキン

グ、幼児・学童用プールを備えるとＨＰに掲載されておりま
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す。スライダーは確認できませんでした。 

会長  温水プールというのは公的な施設になるのですか。 

教育長  温水プール建設の構成員に豊山町も入っておりますので

堂々と豊山町民として利用できます。北名古屋市にあります

が、豊山町民も経費を負担しております。 

 施設の内容については円形プールなど幅広い年齢層に向

けた屋内施設と伺っております。 

会長  事務局の代替案の説明のところで小中学校のプールの話

が出ました。折角ですので中学校の先生からご意見伺いたい

と思います。 

委員  ３つの小学校のプールの利用期間は６月中旬から７月の

終業式の前までとなっております。 

 中学校については前年度と今年度はコロナの影響で中止

となりましたので元年度の状況についてお話します。６月の

第２週に清掃をして、第３週に水を張り、その後、ろ過機を

動かします。授業については文科省の指導要綱に基づいて、

指導時間は１０時間となっております。利用期間は６月の下

旬から７月の終業式の前までとその他に９月の第２週目ま

で使っております。 

会長  もし代替となりましたら、どのようにお考えですか。 

委員  維持管理費や水道費がかかるので、授業で使う以外に利用

するということであれば将来的な有効利用につながるので

は思います。 

会長  管理運用面での問題は残りますが、費用面ではそういう運

用もあるというご意見だと思います。 

委員  今のスカイプールができた目的から考えると到底代わり

になるとは思いにくいです。学校のプールはコースに分かれ

ているだけで遊ぶような遊具もありません。運用管理面では

プールで誰かが監視しないといけないですし、監視せずにお

好きにお使いくださいともいけないと思います。管理運用と

できた目的からして代替にはなりにくいと思います。 

 豊山町のプールの利用料金についてはずっと３００円で

利用者が増えたときや近隣に温水プールができたときにこ

の料金が適切かどうか検討すべきであったと思います。ま

た、町民は安くするなど町外の方との違いについての検討も

すべきではないかと思います。 

 指定管理者の人件費や事務費、事業費が適切に使われてい

るのかということも精査する必要があるかと思います。有効

に使われているか調べることで指定管理者に支払っている
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費用も減ってくるのではと思います。 

 今の説明では利用者の安全確保や多大な費用がかかる、北

名古屋市に温水プールができるという点からスカイプール

はなくなる方向に進むように捉えられます。プールをなくす

ことに強い反対があるわけではありませんが、開場する方向

での検討も必要かと思います。 

 豊山町にプールがないということは、町民目線での資産の

点からいうととてもマイナスになるかと思います。プールが

なくなると小中学生以外の子どもたちが親子でふれあう場

面がなくなってしまうので町として大きな問題ではないか

と思います。 

 町民や様々な団体から意見を聴取し、検討していかなけれ

ばいけないのではと思います。意見を聞かずに中止の方向で

進めていくと町民からの声が反映されないともなりかねな

いと思います。 

会長  ありがとうございます。 

 どこの市町村でも財政とのせめぎ合いがあるかと思いま

す。大切な税金をお預かりし運営しているので、財政との難

しいバランスが必要になると感じます。事務局から今のご意

見に対して何かありますか。 

教育長  コストという視点からお話したいと思います。豊山町内の

小中学校の４校それぞれにプールがあります。スカイプール

と北名古屋市にできる温水プールを含めると６つのプール

があります。まず、１万６，０００人ほどの人口の中でその

数が多いか少ないかという議論があります。もう一つは今、

近隣市町村の小中学校で起こっていることとして小中学校

のプールを廃止したいという動きが活発になっています。１

年間に１０時間授業をするのに数百万円の費用がかかるた

めです。廃止した場合に子供たちの授業をどうするかという

と委託や共同で利用する動きが出てきております。プールの

老朽化や運用費なども含めてこのような代替案を検討する

時期に来ていると考えております。 

 また、指定管理者制度は経費を削減するための制度ではあ

りません。同じ費用で官が行うよりも民が行った方が行政サ

ービスが効率的・弾力的に行われるだろうということで出て

きたアイデアです。町と指定管理者が対等な立場で指定管理

者契約を結び、指定管理料の中で行政サービスをしていただ

き、そこで生じた利益は指定管理者のものになりますが質は

落とさないでくださいということでやっています。 
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 利用料金を上げることは指定管理者と町の間で協議の上

で行えば制度的には成り立つかと思います。 

 スカイプールは豊山町のランドマークとしての位置づけ

もありますが、コストの面から代替施設も含めて考えていた

だけませんかということが今回の会議の趣旨となります。皆

様のご意見をお聞きし、十分に検討したいと思います。 

会長  ありがとうございます。 

 小中学校の水泳指導はどこの市町村でも苦労されていて、

委託したり、近隣プールに生徒を送迎するための予算だけを

とって使用するなどの動きが出てきているかと思います。 

 他にご意見ありましたらお願いします。 

委員  スカイプールの存続ができたら良いなと思いますが、多額

の予算を確保できるのですか。 

事務局（課長）  町長からの挨拶にもありましたが、高度経済成長期に建設

された施設がたくさんある中でそれらの施設を改修してい

くとかなりの金額になるかと思われます。近隣に代替となる

プールがあるので代替案を検討して行く必要があるのでは

と思います。 

委員  学校のプールを使用することは教育条件を悪くすること

にもつながりかねないので豊山町が財政的につぶれかける

までは学校の子どもたちのためにも最終手段として考えて

いただきたいと思います。 

 中学校のプールを使うことは管理や目的の面から代替と

はなりえないと思うので学校のプールを使うことは難しい

と思います。スカイプールを廃止する場合、町民の方から理

解が得られないのではないかと思います。そのままなくすと

いうのはどうかなと思います。 

会長  皆様、貴重なご意見ありがとうございました。 

 それでは次第３「現地視察」に移りたいと思います。 

  

（豊山スカイプール視察） 

 

会長  それでは、次第４「意見交換」に移りたいと思います。 

現地視察で見ていただいたことも含め、ご意見をお願いしま

す。 

委員  現在のポンプはいつごろまで利用できますか。修復等が必

要になるかと思いますので。 

事務局（課長）  ポンプは４期で改修する予定となっております。 
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委員  ろ過機の方はどうですか。 

事務局（課長）  ろ過機も同じく４期となっております。 

委員  現在のものが利用できるということですか。 

事務局（課長）  はい。 

会長  令和５年には新しいものになっているということですか。 

事務局（課長）  優先順位があり、初めにプールサイド、その後付属施設や

プール槽を改修する計画になっております。ポンプの改修な

どはこれらの工程の後に予定しております。 

会長  事務局より現在の改修計画について説明がありました。 

 他にご意見はありますか。 

委員  初めてプールを拝見したのですが、タイルがはがれていた

りと劣化が進んでいるように思いました。これからの若者が

利用することを思うといかがなものかと思いました。 

会長  他にご意見はございますか。 

委員  思ったより老朽化が進んでいて、改修費もかかるかと思い

ますが、建物としては立派なので他に利用価値がありそうだ

と思いました。様々な角度で考えて出来れば残していきたい

なと思いました。取り壊したり、埋め立てることは費用がか

かることだと思いますがプール以外の形でもいいのではと

思います。早急に答えを出す必要があるのですか。 

教育長  今回の会議で皆様から頂いた意見を検討し、代替案につい

て整理し、大至急対応する必要があると思っております。 

委員  何年か後には経済状況も変わるかもしれませんので、現在

のポンプやろ過機が動くのであればできるだけスカイプー

ルを使っていくのが良いと思います。 

 一つの案として、スカイプール付近の雑草やプール槽の掃

除にお金がかかるのであれば、高齢者などにやっていただく

ようにお願いすればよいと思います。このように経費の節約

をしながらでもプールを存続させることはできると思いま

す。 

教育長  プールの清掃については指定管理者の仕事です。 

 周辺の雑草についても施設の環境を良好な状態に保つと

いう指定管理者の仕事ですので、今の指定管理料の中でやっ

ていただくべきことだと思います。 

委員  工夫をすれば、今お支払いしている指定管理料を少しでも

減らす方法があるのではないかと思います。 

会長  人材活用の視点での提案を指定管理者にできるのではな

いかという意見かと思います。 
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 他にご意見はございますか。 

委員  プールを利用する短期間ではなく、通年で使うことはでき

ないのかと思いました。 

会長  多くのご意見ありがとうございました。 

 事務局からスカイプールに関するデータが示されました。

資料を見ると多額の修繕費や利用価値の問題などスカイプ

ールだけの問題だけでは済まないように思いました。施設と

しての老朽化に対する課題が見えてきている中で代替案を

検討するなどどのような形にまとめるのか迷いますが、年間

７０日の開催のために、多額な赤字が生じることを町民がど

のように判断されるのかなと思います。 

 学校のプールの活用については難しいのではというご意

見もありました。 

 レジャー型のプールを公的な機関が管理していくのは非

常に難しく思いますが、スカイプールのようなランドマーク

としての施設を新たに中・長期的に構築していくことも一つ

の案かと思います。 

 事務局には本日ご意見をいただいたものを整理し、次回の

審議会にて示していただきたいと思います。 

 本日の次第につきましては、これをもちまして終了いたし

ます。ありがとうございました。 

事務局長 会長、議事の進行ありがとうございました。 

本日は長時間にわたり、ご審議いただきまして、誠にあり

がとうございました。 

これをもちまして、第２回豊山町生涯学習推進審議会を終

了させていただきます。 

 

 


