
平成３１年３月１日 

 

草津市議会 

議長 奥村 次一 様 

草津市議会会派 草政会 

会長 棚橋 幸男 

 

会派行政視察結果について、下記のとおり報告書を提出いたします。 

 

記 

１．期  間  平成３１年２月４日（月） ～ 平成３１年２月６日（水） 

 

２．日  程   

２月４日（月） ■ 熊本県熊本市     午後２時～３時３０分 

○熊本総合屋内プール（アクアドームくまもと）の運営について 

２月５日（火） ■ 熊本県上天草市    午後１時～午後２時３０分 

○６次産業化の取り組みについて 

２月６日（水） ■ 福岡県福岡市      午前１０時～１１時３０分 

             ○福岡県立総合プール（アクシオン福岡）の運営について 

 

３．参 加 者   草津市議会会派 草政会    

木村 辰已  棚橋 幸男  中村 孝蔵  中嶋 昭雄  瀬川 裕海 

西田 剛   小野 元嗣  横江 政則  山元 宏和  中島 美徳   

         遠藤 覚   奥村 次一  永井 信雄 

 

４．添付資料   別紙のとおり 



草政会 行政視察報告書（１日目） 

日時 平成３１年２月４日（月） 午後２時から午後３時３０分 

場所 アクアドームくまもと（熊本市総合屋内プール） 

参加議員 棚橋幸男、木村辰已、中村孝蔵、奥村次一、西田剛、中嶋昭雄、  

瀬川裕海、小野元嗣、永井信雄，山元宏和、横江政則、中島美徳、 

遠藤寛 

 

調査事項：「熊本市総合屋内プールの運営について」 

・視察目的 

熊本市では、平成１１年に開催された熊本国体の際に建設されたプール施設において、

国体後もナショナルチームの合宿やマスターズの大会を誘致し、各種水泳教室を企画する

ことで競技力の維持向上や生涯スポーツの普及振興に努められています。 

本市では、２０２４年の国体に向けて、市立プールの整備を進めているが、整備後の運

営について特に国体以降の事業を考えるに当たって、アクアドームくまもとの運営方針や

各種事業を参考にしたい。 

 

１．施設概要（別紙１を参照） 

開館時間 9：00～22：00   

・プール メインプール〈夏季）10：00～21：00 

・サブプール〈通年）10：00～21：00  

・多目的フロア (秋季) 9：00～22：00  

・スケートリンク (冬季) 10：00～21：00  

・トレーニングルーム 10：00～21：00  

・会議室 9：00～22：00  

 

休館日 毎週水曜日 （但し、水曜日が祝日の場合は翌日） 

 ・年末年始（12/29～1/3）※但しスケートリンクは 12/31～1/1   

URL http://kc-sks.com/aqua/history.html 

 

◎年間利用者数 約３０万人（ただし、熊本地震震災時は減少） 

◎メインプールは、分割使用可能（４分割） 

◎２０年間で死亡事故は、１件 

 

２．アクアドームくまもとの活用について 

・アクアドームの主要大会の誘致については、熊本市や各種競技団体が直接誘致している

か、各イベントの主催者等が熊本市に提案をして大会開催に至っています。 



・アクアドームの利用については、５月～８月がプール、１０月～１１月がフロア、１２

月末～３月がアイスリンクの利用となっています。 

・大会の運営者と自治体のマッチングについては、水泳、スケートが中心であり、アリー

ナについては、２０１９世界女子ハンドボール選手大会会場となっていることから、現在

はハンドボールの試合で多く利用されています。 

 

① 今後の主要大会開催について 

・２０１９年２月  浅田真央サンクスツアー 

      ８月  全国高等学校総合体育大会水泳（競泳）競技 

      １１月 ２０１９女子ハンドボール世界選手権大会 

 ２０２０年７月  東京オリンピックドイツ競泳チーム直前合宿 

 ２０２１年７月  世界水泳選手権福岡大会ドイツ競泳チーム直前合宿 などが予定。 

 

② 競技者と一般利用のすみ分けについて 

・供用時間前の専用貸し（全面、半面）。通常営業は、利用目的に応じたコース分けを行い

利用者に理解を求めておられました。（長く泳ぐコース、フリースペース、歩くコース） 

 

③ 学校教育における利用頻度について 

・プールは、主に近隣高校の部活動利用多い。 

・スケートは、学校授業扱いで減免され市内、市外から営業期間中３９件利用。 

 

④ 収益を確保するための自主事業について（利用料金など） 

・プールでは、水泳、アクアビクス。トレーニング室では、エクセサイズ、ヨガ。スケー

トでは、子供向けスケート教室。屋外では、ランニングなど教室事業をほぼ毎日実施され、

利用率は７０％以上となっています。 

・指定管理業務は、利用料金制度を導入していないため、貸館収益は管理者収入にならな

いが、大型コンベンション施設として誘致受け入れができる体制に努められています。 

 

⑤ 運営における課題と今後の展望について 

・条例で定められた供用期間に則らない誘致があった場合は、３転換がスムーズに機能し

ないことがあり、指定管理者の営業計画の変更を余儀なくされる場合があります。 

・市内中心部に、大型コンベンションホールの「熊本城ホール」が本年８月にオープンす

るため、利用者のすみ分けを検証していく必要と考えられています。 

・水泳インターハイ、国際女子ハンドボール、オリンピックに向けてスポーツ振興につな

がる誘致や「観る」スポーツへの入口となる事業開発を進めることが必要です。 

・市内、県内唯一の設備を活かしてさらなる利用者獲得と競技力の向上につなげて行く必

要があると考えられています。 



・屋根が開放式で、雨漏りが発生して毎回の修繕に多大な経費が必要になることから開放

式には検討が必要。 

・プールは、ガラス張りで直射日光が室内の温度を上昇させ夏期では「サウナ状態」にな

るので、注意が必要。 

・他のスケートリンクが次々に閉鎖となり、来年度からは県内唯一のスケートリンクとな

ることから、競技団体と一般利用が集中することになり、どのように共存を図っていくか

検証していく必要がある。 

 

３．所感 

 アクアドームくまもとの利用については、５月～８月がプール、１０月～１１月がフロ

ア、１２月末～３月がアイスリンクの利用となっており、年間を通して様々な競技で使用

できるよう整備されており、世界選手権などの大会も誘致されていました。しかしながら、

集客に関しては競技団体と一般利用の棲み分けを、施設の維持管理については多額の費用

がかかるなど課題も多くあると感じました。 

 （仮称）草津市立プールにおいても集客は重要な要素であり、大会を誘致し競技志向を

高めることは必要ですが、市民の健康増進に寄与する施設であることも大事と考えます。

特に集客が減少すると考えられる冬季については、集客方法を検討する必要がありますが、

維持管理費の観点から冬季にアイススケート場としての利用は本市では難しいと考えます。

むしろ温水プールの有効活用として、市内の小中高の学校の授業等で利用することで、老

朽化した各学校のプールの代用にもなり、年間通して利用できることで未来のアスリート

の育成も可能になると考えます。各学校からプールまでのアクセス方法や授業時間の確保

など課題も多くありますが、メリットも十分にあると思います。 

 また、アクアドームくまもとは熊本地震の際には、一時避難所として利用され、その後

は救援物資の受け取り施設とされるなど防災拠点としても活用されていました。本市もプ

ールと体育館と連携して災害時には防災拠点として有効に活用できるよう、計画段階から

検討する必要があると考えます。 

 

報告者 小野元嗣 

   



   



草政会 行政視察報告書（２日目） 

日時 平成３１年２月５日（火） 午後１時から２時３０分 

場所 熊本県上天草市 

参加議員 棚橋幸男、木村辰已、中村孝蔵、奥村次一、西田剛、中嶋昭雄、  

瀬川裕海、小野元嗣、永井信雄，山元宏和、横江政則、中島美徳、 

遠藤寛 

（上天草市の概要） 

  市政施行 ：平成１６年３月３１日に４町合併 

  面  積 ：１２６．９１㎢（参考 草津市６７、８２㎢） 

  人  口 ：２７，００６人（人口減少率１６，９％，高齢化率３７％） 

  主要産業 ：農業、漁業、海運業、観光サービス業 

  産業別人口：１次産業１，６９７人、２次産業２，７２７人、３次産業８，３０５人 

     

調査事項：「６次産業化の取り組みについて」 

・視察目的 

上天草市では、「国際的６次産業化マスタープラン」を策定し、３年間で５億円の経済効

果を目標にするなど、農林水産業の活性化や経営の安定化に取り組んでおられ、「上天草市

農林水産物加工品開発研究センター」を「道の駅さんぱーる」に併設し、市のオリジナル

ブランドの開発、加工、流通体制、販売体制の確立を戦略的に行っています。 

本市では、平成２６年に「草津ブランド協議会」を設立し、草津の名産をブランド認証

し、ブランド産品を地域で育てることで、地域産業の活性化および草津市のイメージアッ

プに取り組んでおり、本市の草津ブランドにおける取り組みの更なる活性化を目指して、

上天草市の取り組みを参考にしたい。 

 

１．国際的６次産業化マスタープランの概要とアクションプランについて 

 ６次産業化を進める背景としては、平成１６年に４町が合併し、３５，０００人からス

タートしたが、徐々に高齢化と人口の流出により人口が減少し、現在では、２７，００６

人 

となり、経済面としても、市民一人当たりの所得が熊本県の平均を下回り、市民がゆとり

ある生活を実感できる状況ではなくなった。そこで、農林水産業者が生産・加工・販売を

一体的に行う「６次産業化」の取り組みや農林水産業者と商工業者等が協力して商品の開

発などを行う「農商工連携」の取り組みが注目され、農林水産物の付加価値を高め、所得

の増大を図るため、平成２４年８月に「上天草市国際的６次産業化マスタープラン」を策

定され取り組んでおられます。 

 

２．上天草市農林水産加工開発研究センターの事業について 



 （目的） 

   上天草市で産出される様々な一次産品を活用し、地元商工業界と連携し、新しい加

工品等の商品開発を行い、優良な商品等については、独自ブランド認証を付与するな

ど、 

  オリジナルブランド商品として積極的に販売を促進していく拠点を整備することによ

り、農林水産業者の所得の向上及び就業機会の確保を目指すこと。 

 （建設費用） 

本体工事・設計 ５１，８４４千円 

 （利用率）  

平均利用率（平成２３年度から平成２９年度）約５６％センターの運営・管理は、

ブランド推進協議会に委託。開発支援員１名、事務員１名常駐。 

  （予算） 

人件費 ５１５万円、施設管理費 １５０万円  

  （センター活用状況） 

    例えば、酪農業としては、加工品の試作・相談、商工会の地場産品を使った商品

開発の研究施策、果樹生産者の既存商品のブラッシュアップ、新商品開発施策・相

談等９件 

 

３．ブランド推進協議会の会員 

農業協同組合、漁業協同組合、酪農業協同組合、地域森林組合、商工会、観光協会、

上天草市、上天草市議会等 

 

４．目標数値に対する成果について 

当初のマスタープランでは、１０年間で５０億円ということだったが、算出が不可能と

いうことで、「加工品目開発研究センターの利用者数」、「新たに開発されたブランド産品

数」、流通商談機会を通じた取引件数」の３点とされた。 

この中で、流通商談機会を通じた取引件数については、平成２７、２８は１７件と横ば



いだが、２９年については、１１件と下がっている。その他、２点については、少しずつ

だが増加している。 

 

５．今後の課題 

開発した商品をどのように販売していくかである。また、最初の目標として、タイトル

にあるように、国際的６次産業化マスタープランであることから、国際的にどのように広

めていくかである。 

 

６．所感 

上天草市の６次産業化は、高齢化と人口の流出により、平成１６年に合併された当時の、

３５，０００人から２７，０００人と人口が減少している中で、危機的な課題だと思いま

した。一方、草津市においては、高齢化は着々と進むものの、草津市の立地条件もよく、

特段、積極的に６次産業化を進めるという状況ではないと思いますが、このことについて

は、今後の産業の更なる発展を見据えた中において、確りと検討していかなければならな

いと思いました。 

  報告者 横江政則 

 

  



草政会 行政視察報告書（３日目） 

日時 平成３１年２月６日（水） 午前１０時から１１時３０分 

場所 アクシオン福岡（公益財団法人福岡県スポーツ振興センター） 

参加議員 棚橋幸男、木村辰已、中村孝蔵、奥村次一、西田剛、中嶋昭雄、  

瀬川裕海、小野元嗣、永井信雄，山元宏和、横江政則、中島美徳、 

遠藤寛 

 

調査事項：「県立総合プール（アクシオン福岡）について」 

・視察目的 

公益財団法人福岡県スポーツ振興センターは、平成２年に開催された福岡国体に向けて

建設された県立総合プールをはじめとするスポーツ科学情報センターを運営し、アーティ

スティックスイミングなどの水泳教室や水泳世界選手権の大会を誘致することで、生涯ス

ポーツの普及振興と競技力の維持向上に努められています。 

本市では、２０２４年の国体に向けて、市立プールの整備を進めていますが、整備後の

運営について特に国体以降の事業を考えるに当たって、運営方針や事業などの取り組みを

参考にしたい。 

 

１．施設概要 

・プール 

敷地面積 21,866.40㎡  延床面積 12,746.35㎡ 事業費 47億 

観覧席数 50mプール 2,440席    25m プール 350席 

50mプール(50m×8コース)  25mプール(25m×8コース) 

飛込プール 20m×22m  

・スケート 

スケートリンク 60m×30m 

・国体があり、平成元年に建設した。スポーツの中核施設。 

 

２．国体以降の大会誘致について 

様々な大会の誘致を行っており、国際大会なども誘致されていました。全国、九州、県

内全域の各種スポーツ大会やイベント等を実施するとともに県民のスポーツ活動や学校教

育の充実のために施設の提供を積極的に行われています。 

冬季には、スケートリンクを設置するなど、冬季のスポーツに接する機会を提供し、冬

季スポーツの競技力向上に努められています。 

 

３．競技者と一般車利用者の施設利用のすみわけについて 

スポーツ団体との使用における調整や大会等の利用を優先に進め、その後、一般利用に



提供をされています。 

一般県民のレジャースポーツとしての利用は縁遠いと思っており、一般県民の利用が少

ないことは課題であると感じられています。 

 

 

４．学校体育における利用頻度について 

一部部活のみの利用をしてもらっている。県内高校の３高校で、体育コースのある高

校が利用しているが、学校の利用はというと少ない。幼稚園、小学校では、スケートリ

ンクを利用されている。 

 

５．収益を確保するための自主事業について 

自主事業における収益は、スポーツ教室などの展開によって収益そのものは上がって

いる。幼児、児童クラスは、かなりのキャンセル待ちである。課題としては、講師を探

すのに苦慮されています。 

 

６．運営における課題と今後の展望について 

維持費の確保などに自主事業を展開する中で、赤字を出さないように新たな事業も模

索しながら事業展開ができるよう検討されています。 

 

７．意見・質疑 

Ｑ：維持費はどれだけ？ 

Ａ：元年建設であり、いまは修繕をかなりやっている。空調は夏は暑く、 

  冬は寒い。評判が悪い。スゥェーデンは常に２４度に保ってくれとか 

  意見が多い。 

Ｑ：１℃温度を上げるのに、費用はいくらかかる？ 

Ａ：空調で水温を管理している。飛び込みの床は上下には動かない。水の 

  入れ替えでやっている。施設が元年のものであり、けっこう古い施設 

  である。 

Ｑ：年間の維持コストは増えているのか？ 

Ａ：増えている。建築後、３０年経っており、金はかかる。平成元年建設、 

  ４７億かかっている。 

Ｑ：儲けるためのリンクか、競技を主眼にしているのか？ 

Ａ：県は、競技者育成も考えている。本間姉妹のスケートもある。やめろ 

  とは言えない。 

Ｑ：アスリートの部分と一般の部分とどう考えるか？ 

Ａ：アシックスとして健康寿命を伸ばそうとしている。そこで指定管理に 

  参入している。福岡の子どもたちがアスリートに出会い、関心を持っ 



  ている。 

Ｑ：申し込み、受付は？ 

Ａ：ここでしている。 

  特別予約を先に入れ、次に競技団体を入れる。いろんな大会の申し込 

  みがある。その後、一般受付。 

 

 ８．所感 

まちの人口規模や施設的には、当然規模が違うため比較するのはなかなか難しいが、事

業内容の展開としては、参考になるところも多々あったように思います。特に気になった

点は、指定管理者が独自の展開としていろんなスポーツ教室を取り入れ、利用者増へとつ

なげていること、また、啓発にも力を入れていることなどがあげられます。 

草津市において、国体後のプールの利用がどこまでできるか、国際大会や国内の大会な

どの誘致がどこまでできるか、教育の中でプールの利用がどこまで徹底してできるか、子

ども達の「泳ぐ」といった意識をどれだけ高ぶらせプールを利用する人口を増加させるこ

とができるか、いろんな課題があり、今後の議論をしっかりとさせなければならないと考

えます。 

 

報告者 山元 宏和 

 

   


