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議 事 の 経 過 

［会議の目的］  

  本会議は、学識経験者、市議会議員、関係団体、地元自治会、公募委

員などから構成される委員で組織されている。本会議では資源化センタ

ーから発生する余熱を利用した温水利用型健康運動施設の維持管理・運

営状況の報告を行うとともに、今後の公園整備について様々な意見を伺

い、公園建設の計画に資するものである。  

 

［結  論］ 

 今回の会議では、 

 ・現在の委員に委嘱してから初の会議であったため、議長、副議長の選

出を行った。  

・なぐわし公園事業（温水利用型健康運動施設の維持管理・運営状況、

なぐわし公園整備事業）について説明を行った。 

・報告事項（新型コロナウイルス感染症への対応、レジオネラ属菌感染

症への対応）について説明を行った。 

 

［議事の経過］  

  なぐわし公園連絡会議要綱第３条第２項に基づき、委員の過半数の出席

により委員会が成立することを確認した。  

 

＜事務局＞  

・開会 

・都市計画部長挨拶  

・委員紹介  

・公園整備課職員紹介  



2 

 

―議題（１）議長、副議長の選出について―  

 

  ・議長に小瀬委員、副議長に吉田委員を推薦する意見があり、全員一致

で選出された。  

   

―議題（２）なぐわし公園事業について―  

 

 ＜事務局＞  

   ・議題２について説明  

 ＜議長＞  

事務局からの説明が終わったところですが、議題１について、  

ご意見はございますか。  

＜委員＞  

 温水プールは年一回の換水になるとのことだが、年 1 回の根拠はある

のか。また、衛生管理上問題はないのか。  

＜事務局＞  

 換水に数日かかるプールについては、必要に応じて換水することにな

ります。衛生管理を実施しており、衛生上の問題は生じていません。  

 ＜委員＞  

  健康交流広場の新しくできた水路は、転落の危険はないか。  

 ＜事務局＞  

  写真を撮影した時点では設置していなかったが、現在は水路の両サイ

ドに柵を設置したので、転落の危険はありません。  

 ＜委員＞  

  アンケート調査結果について、「プログラム・教室の数」の点数が悪い

が、逆に言えば、人気のあるプログラムが多いとも言える。評価の悪い
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ものについては、今後の改善につなげて頂きたいが如何か。  

 ＜事務局＞  

  「プログラム・教室の数」については、新型コロナウイルス感染症の

関係で、数を絞ったり人数制限を設けたことが影響しています。新型コ

ロナウイルスの感染状況にもよりますが、プログラムの質を充実させて

いくことで改善を図ってまいります。 

 ＜委員＞  

  プログラム・教室の開催時間帯の良い、悪いとは何を指しているのか。 

 ＜事務局＞  

  利用者個人の生活パターンによって、利用したい時間帯があるようで

す。市へも同様な要望が寄せられています。 

 ＜委員＞  

  新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が減少したとの報告があっ

たが、施設の人数制限による影響か、それとも利用者自身の利用控えに

よる影響か。  

 ＜事務局＞  

  スポーツクラブでクラスターが発生したなどのニュースがあったの

で、利用控えによる影響が大きいと思うが、プログラム・教室の数や人

数の制限で魅力を感じなくなった利用者もいると思われます。  

＜委員＞  

 利用者数の減少で利用料金収入が減少しているが、一方で、優秀な講

師の確保など、必要な経費は変わらないのではないかと思う。収支報告

ではどのような影響がでているのか。  

＜事務局＞  

 なぐわし公園は PFI 事業者が運営しているが、事業者間の契約上、運

営事業者であるコナミスポーツに運営上のリスクが生じています。例え

ば、利用料金収入はコナミスポーツに入るが、利用者を増やすための広
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告宣伝費等の経費はコナミスポーツの負担になります。  

＜委員＞  

 コロナ禍では、利用人数を制限しなければならない中での運営になる

と思うので、指定管理者と協議をしていただき、必要があれば経費の見

直しを行い、市民サービスの向上に繋げて欲しい。  

 ＜議長＞  

  公募時の事業者目標は、２２万５千人なので、現在が適正規模とも言

えるのではないか。むしろ５０万人を超えると様々な問題が生じるので、

今のうちに対策を立てておくとよい。また、外観から施設も大分古くな

ってきているので、これからは老朽化の課題も出てくるのはないか。  

 ＜委員＞  

  アンケートの回答には、良い評価もあれば悪い評価もあるが、評定点

だけでみると評価が中和されてしまう。また、２２万５千人の目標に対

して、アンケートの回答数は３３１件となっている。市としては、アン

ケート結果をどのように評価しているのか。  

 ＜事務局＞  

  アンケート項目ごとに様々の評価がされているので、評価点だけで安

心するのではなく、様々な評価があることを謙虚に受け止め利用者サー

ビスに繋げたいと思います。また、回答数については、ご協力いただけ

たのが３３１件ということであり、利用者全てを代表する評価とは思わ

ないが、頂いたご意見については、改善を図るよう努力します。  

 ＜委員＞  

  障害者の方や妊婦の方など、アンケートに出てこない声をどのように

反映するのか。 

 ＜事務局＞  

  ピコアでは、利用者が「お客様の声」を投函できるようになっており、

施設としての回答を館内に掲示しています。そういう中で少数の意見に
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ついても耳を傾けるようにしています。  

 ＜委員＞  

  利用者が減っているが、指定管理者収支報告書では、ピコアの運営に

は支障が出ていないと考えてよいのか。  

 ＜事務局＞  

  ピコアでは、利用者が減るなどの運営のリスクは、事業者が負うこと

になっており、その前提で市は指定管理料を支払っています。なお、緊

急事態宣言の発出などの特別な場合には、協議の余地があるので、市と

しても真摯に事業者と協議を行います。  

 ＜委員＞  

  ピコアは年間を通じてプール利用ができる市内唯一の施設であり、災

害時には拠点となり得る施設である。その点は市としても丁寧に事業を

進めていただき、市民が利用しやすい施設として欲しい。  

＜委員＞  

  新たな取り組みとして、送迎バスの停留所を新設しているが、アンケ

ート等の結果を受けての取組みか。  

 ＜事務局＞  

  アンケートの意見を受けてということではありません。運営事業者は、

日頃、様々な利用者の要望に接しており、そのような中で、運営事業者

が発案して計画しました。  

 ＜委員＞  

  アンケートをみると６０歳代以上の方が８割、また、来館手段も車が

７５％となっている。今後の来館手段について分析をし、どういったと

ころにリソースを割いていくべきか検討すべき。車以外の手段でも通い

やすい施設となれば新しい利用者を取り込むこと繋がるので、その点で

も事業者とよく連携して欲しい。  
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 ＜議長＞  

  西文化会館の位置が間違っているので直してください。西文化会館は、

経路の中間点くらいにあり、室内でバスを待つことも可能なので、停留

所としては適当な位置だと思う。  

＜委員＞  

 新しい取り組みの情報が地元に届いていない。もう少し広報をして欲

しい。 

＜事務局＞  

 ご指摘を踏まえ、努力いたします。  

＜委員＞  

 アンケート結果によると、ピコア利用者の８０％がシニア層であり、

コロナ禍においても高齢者に人気の高い施設となっている。高齢者の健

康寿命が延びると町が良くなると思うので、そういう視点で、高齢者が

健康寿命を延ばすためのシニアプログラムなどをやっていけば、まちづ

くりに有益だと思う。この１０年で健康寿命に変化があったのか。  

 ＜事務局＞  

 健康寿命のデータについては、担当課に確認します。ご指摘の点を踏

まえ、事業と相談しながら運営に取り組んでいきます。  

  ＜委員＞  

 「指定管理者収支報告書」によると、２千４百万円の黒字ということ

だが、運営は健全な状態ということでよいか。  

 ＜事務局＞  

 PFI 事業者としては、「指定管理者収支報告書」の記載のとおり、黒字

経営となっています。  

 

―議題（３）報告事項について― 
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 ＜事務局＞  

 ・議題３について説明  

 ＜委員＞  

  スタジオやトレーニングルームはマスク着用か。  

 ＜事務局＞  

  原則、マスク着用をお願いしているが、呼吸が苦しくなった場合などに

は、会話禁止を前提にマスクを外すことも許容しています。  

 ＜委員＞  

  サウナの換気については、利用中も換気するのか。  

 ＜事務局＞  

  一定時間ごとの換気となるが、利用を制限しての換気は行っていないと

聞いていいます。  

 ＜委員＞  

  施設利用により、新型コロナウイルスに感染したとか、従業員の方が感

染したとかはあったのか。  

 ＜事務局＞  

  施設利用による感染はありません。従業員の方の感染事例はありました

が、勤務日からの日数があり、従業員間の濃厚接触などの事例はありませ

んでした。今後、感染があった場合には、指針に則り対応しますので、安

心して利用いただきたいと思います。  

 ＜議長＞  

  まずは、換気をしっかりすることがリスクを低減させることになる。ま

た、利用者一人ひとりが感染対策をしっかり行うことも重要。  

 ＜委員＞  

  レジオネラ属菌の令和３年度の５月の ATP 値が高い値となっている理由

は何か。利用者が集中したなどの理由があれば教えて欲しい。  
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 ＜事務局＞  

  ５月に利用者が集中したということもないので、明確な理由は解らない

が、ATP 値が上がった時には、塩素量を増やすなど ATP 値を低く抑える対

応を行っています。  

 ＜委員＞  

  収支状況の公表は行っているのか確認したい。  

 ＜事務局＞  

  モニタリング結果の公表時に、貸借対照表などの財務諸表を市のホーム

ページに公表しています。  

 ＜委員＞  

  アンケートの実施主体はどこか。  

 ＜事務局＞  

  事業者がセルフモニタリングの一環として、自らの運営状況を確認する

ために行っています。なお、次期事業者の選定に併せ、市も別途アンケー

ト調査を実施したいと考えています。  

 ＜委員＞  

  レジオネラ属菌の関係だが、ピコアの温浴施設では、入浴前にかけ湯な

ど、体を清潔にするような指導はしているのか。  

 ＜事務局＞  

  温浴施設には、かけ湯をお願いするような掲示はあるが、現在の掲示内

容が有効なものとなっているかを確認し、必要があれば事業者に改善を要

請します。  

 ＜議長＞  

  レジオネラ属菌の検査は行っているか。またレジオネラ属菌が検出され

たことはあったか。  

 ＜事務局＞  

  レジオネラ属菌については、年３回の検査を実施しており、平成２９年
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度以降、菌が検出されたことはありません。  

 ＜議長＞  

  レジオネラ属菌は、どこにでもいる菌なので対応が難しい。例えば、病

院などの給水管の中や流れの悪いところで、汚れにくっついて生息してい

る。また、４０℃くらいだと菌が増殖しやすいので、温浴施設は注意が必

要である。  

 ＜委員＞  

  地元は、余熱利用施設としてのピコアの価値を認識していないと思うの

で、アンケートを実施するのであれば、地元がどのくらいピコアの価値を

認識しているか、アンケートを実施して欲しい。  

 ＜議長＞  

  なぐわし公園は、ピコアだけではなく屋外施設もあるので、その辺も含

めて行ってもらえばよいと思う。  

 ＜議長＞  

  なぐわし公園を見に行ったところ、スケートボードの看板があった。ス

ケートボードの取り扱いはどうなっているのか。  

 ＜事務局＞  

  スケートボードについては禁止していません。ただし、大音量で音楽を

流したり、裸で滑ったりなど他の利用者が不快に思う行為や、市の備品を

壊すなどの行為は禁止しています。  

 

 ＜議長＞  

 ・進行を事務局に返す  

 ＜事務局＞  

 ・閉会のあいさつ  

 

                           以  上  

 


