
施設名称

年間利用者 124,457人 年間利用者 3,712人 年間利用者 56,928人 年間利用者 12,800人

一般利用者 55,693人 一般利用者 29,380人

登録会員 385人 登録会員 282人

収入 215,638 収入 219 収入 56,237 収入 4,352 

指定管理料 109,200 利用料金 219 指定管理料 23,143 利用料金 4,352 

利用料金 75,825 利用料金 8,312 

自主事業 28,633 自主事業 22,100 

その他収入 1,980 その他収入 2,682 

支出 206,397 支出 2,588 支出 57,208 支出 4,705 

人件費 56,353 人件費 698 人件費 16,105 人件費 1,450 
事務費（通信費,事務消耗
品費等）

1,989 光熱水費 1,750 事業費 11,212 光熱水費 1,188 

事業費（自主事業費,宣伝
広告費等）

42,203 管理費 93 光熱水費 14,203 管理費 408 

管理費（光熱水費,修繕費,
委託費等）

103,628 修繕・消耗品費等 987 

その他（保険料,公租公課） 2,224 委託料（施設管理） 3,748 

その他 10,953 
※臨時経費（修繕費,備品
購入費,調査委託料）

6,318 臨時経費（修繕費） 47 ※臨時経費（修繕費） 1,392 臨時経費（修繕費） 1,659 

利用促進の
取組み

※　グラスハウス及び久米総合文化運動公園市民プールの収支については、市の臨時経費を含めないものとする。

グラスハウス 加茂町スポーツセンタープール 久米総合文化運動公園市民プール 勝北総合スポーツ公園プール

・広報誌,HP,SNS,折込チラシ等の広報
・レッスンプログラム展開
・入会キャンペーン
・アーティステックスイミング演技演舞
・ウォーターラリー,リレーマラソン
・ノルディックウォーク
・コアキッズ体操教室
・会員感謝ウィーク
・ナイトタイム半額デー
・200名プール無料招待デー
・つやまっこ春休み割引ウィーク

・広報誌,HP等の広報活動
・児童水泳教室
・アクアサイズ教室
・B＆G塾

・広報誌,HP等の広報活動
・各種水泳教室
・エクササイズ
・学校三期休業中の短期水泳教室
・飛び込み練習会
・ベビーコース体験会
・幼児学童スクール体験
・市内小学校水泳指導・着衣水泳体験
・水泳競技大会
・マスターズ大会
・バス旅行,レインボー祭り

・広報誌,HP等の広報活動

利用者数

管理経費等
の収支
（千円）

市営４プールの運営状況（平成30年度）



市内の⺠間プール・フィットネスクラブの概況
■施設概要

施設名称 所在地 種別 スイミング フィットネス
神伝流津⼭遊泳会
ＳＴＹスイミングクラブ 津⼭市⼭北471 スイミング 室内温水プール 25m×6レーン

ＪＳＳ津山
スイミングスクール 津山市山下5 スイミング 室内温水プール 25m×6コース

レギュラー会員：5,100円／月

フィットネスクラブ
アイマーレ

津山市吹屋町21
アイふきや2階

スイミング
フィットネス

室内温水プール 25m×5コース
レギュラー会員：8,000円／月 トレーニングルーム、スタジオ

フィットネス＆スパ
ＣＡＲＶＡＴＡ 津山市川崎1756-8 スイミング

フィットネス
室内温水プール 1周40ｍ歩⾏専⽤
レギュラー会員：7,000円／月

ランニングコース、 トレーニングルーム
スタジオ

Globe
fitness&studio 津山市京町80 フィットネス トレーニングルーム、スタジオ

レギュラー会員：8,000円／月

ゴールドジム
ユーズボウル津山 津山市河辺844-1 フィットネス トレーニングルーム、スタジオ

レギュラー会員：10,000円／月

ワールドプラスジム
津山店 津山市河辺930-1 フィットネス トレーニングルーム、スタジオ

レギュラー会員：8,000円／月

カーブス 津山小原店
津⼭⻄店

津山市小原1253-1
津山市院庄909-1 フィットネス トレーニングルーム、スタジオ

レギュラー会員：5,700円／月

ジャザサイズ津山
フィットネスセンター 津山市河辺1072-1 フィットネス トレーニングルーム、スタジオ

レギュラー会員：6,050円／月

※上記の内容は、各施設のホームページやチラシ、Facebookに基づき記載



他都市の公営プール運営事例

施設名称 豊中市⽴⼆ノ切温⽔プール
（大阪府豊中市/40.0万人）

マリンフード豊中スイミン
グスタジアム
（大阪府豊中市/40.0万人）

呉市営温水プール
（広島県呉市/22.3万人）

呉市川尻温水プール
（広島県呉市/22.3万人）

⽶⼦市皆⽣市⺠プール
（鳥取県米子市/14.7万人）

設置年 昭和62年 平成12年 昭和55年 平成9年 昭和55年

管理運営 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者 指定管理者

休館日 毎週火曜日,12/27〜1/5 毎週月曜日,12/27〜1/5 毎週月曜日,12/29〜1/3 毎週水曜日,12/29〜1/3 毎週水曜日,年末年始

施設概要
25mプール（成人用7コー
ス,幼児用3コース）,会議
室

25mプール（成人用7コー
ス,幼児用3コース,障害者
スロープ）,トレーニング
ルーム

25m×17m（8コース）,
トレーニング室,会議室,観
覧席等

25m×10m（6コース）,
エアロビクススタジオ,エ
アロバイクスペース,会議
室,観覧席等

25m×6コース,小プール,
研修室,体育館

利⽤者数 167,363人 165,784人 63,630人 28,505人 94,394人

管理経費等の
収支（千円）

収入 120,989 収入 129,334 収入 62,524 収入 38,399 収入 65,479 

指定管理料 47,038 指定管理料 63,586 指定管理料 41,735 指定管理料 30,376 指定管理料 45,083 

利⽤料⾦収⼊ 32,533 利⽤料⾦収⼊ 29,625 利⽤料⾦収⼊ 9,837 利⽤料⾦収⼊ 3,915 利⽤料⾦収⼊ 9,650 

その他収入 41,418 その他収入 36,123 その他収入 10,952 その他収入 4,108 その他収入 10,746 

支出 118,250 支出 118,216 支出 61,042 支出 37,913 支出 63,614 

人件費 75,606 人件費 77,398 人件費 28,939 人件費 21,837 人件費 37,638 

光熱水費 31,327 光熱水費 27,716 光熱水費 11,169 光熱水費 6,089 光熱水費 9,918 

修繕費 834 修繕費 3,850 修繕費 2,144 修繕費 679 修繕費 1,520 

委託料 0 委託料 784 委託料 1,588 委託料 1,333 委託料 3,424 

その他支出 10,483 その他支出 8,468 その他支出 17,202 その他支出 7,975 その他支出 11,114 

※上記の運営事例の内容は、各施設の平成３０年度指定管理事業報告書に基づき記載


