
アンケート調査対象者は、津山市内のプール施設（民間を含む）利用者

○調査期間
・令和４年１１月４日～令和４年１１月３０日

○配布及び回収方法
・各プール施設より利用者へ配布、回収

○配布数： １,８４１人

○回答数：　　４６７人

○回答率：　  ２５.４％

○調査結果の集計は、全て小数点以下２位を四捨五入表示しています。

○各問の上位３つの欄に色を付けています。（問２以外）

１　調査概要

（１）調査項目

質問番号 質問内容

問１ 　年齢を教えてください。

問２ 　性別を教えてください。

問３ 　お住まいを教えてください。

問４ 　プールの利用頻度を教えてください。

問５ 　プールの利用目的を教えてください。

問６ 　現在利用しているプールを選んだ理由を教えてください。

問７ 　久米市民プールを新しく整備した場合、望む設備や機能を教えてください。

問８
　久米市民プールを新しく整備した場合、望むサービスについて教えてくださ
　い。

問９
　その他、久米市民プールを新しく整備することについて、ご意見・ご要望があ
　りましたらご記入ください。

（２）調査対象者

（３）調査方法

（４）回収状況

（５）調査結果

　　　　　 津山市久米総合文化運動公園市民プール

　　　　　 整備に関するアンケート調査結果

資料１
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２　調査結果

問１ 年齢を教えてください。

項目 回答数 構成比

①19歳以下 37人 7.9％ 

②20～29歳 13人 2.8％ 

③30～39歳 57人 12.2％ 

④40～49歳 83人 17.8％ 

⑤50～59歳 50人 10.7％ 

⑥60～69歳 69人 14.8％ 

⑦70歳以上 158人 33.8％ 

合計 467人 100.0％ 

問２ 性別を教えてください。

項目 回答数 構成比

①男性 166人 35.5％ 

②女性 297人 63.6％ 

③回答しない 4人 0.9％ 

合計 467人 100.0％ 

①19歳以下

7.9%
②20～29歳

2.8%

③30～39歳

12.2%

④40～49歳

17.8%

⑤50～59歳

10.7%

⑥60～69歳

14.8%

⑦70歳以上

33.8%

①男性

35.5%

②女性

63.6%

③回答しない

0.9%
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問３ お住まいを教えてください。

項目 回答数 構成比
①旧津山市内 286人 61.2％ 

②久米地域 66人 14.1％ 

③加茂地域 9人 1.9％ 

④勝北地域 10人 2.1％ 

⑤阿波地域 0人 0.0％ 

⑥市外（鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町） 57人 12.2％ 

⑦市外（真庭市） 18人 3.9％ 

⑧市外（美作市） 12人 2.6％ 

⑨市外（その他） 9人 1.9％ 

合計 467人 100.0％ 

問４ プールの利用頻度を教えてください。

項目 回答数 構成比

①ほぼ毎日 95人 20.3％ 

②週2～3回 186人 39.8％ 

③月数回 92人 19.7％ 

④年数回 25人 5.4％ 

⑤夏季のみ 20人 4.3％ 

⑥ほとんど利用していない 49人 10.5％ 

合計 467人 100.0％ 

①旧津山市内

61.2%

②久米地域

14.1%

③加茂地域

1.9%

④勝北地域

2.1%

⑤阿波地域

0.0%

⑥市外（鏡野町、勝央町、奈義

町、久米南町、美咲町）

12.2%

⑦市外（真庭市）

3.9%

⑧市外（美作市）

2.6% ⑨市外（その他）

1.9%

①ほぼ毎日

20.3%

②週2～3回

39.8%

③月数回

19.7%

④年数回

5.4%

⑤夏季のみ

4.3%

⑥ほとんど利用していない

10.5%
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　○子供の水泳教室の付き添い

　○リフレッシュ、気分転換

　○ベビースイミング

　○夏休みに小学生の子どもと利用

　○試合

　○付き添い

　○孫のもり

　○子どもの習い事

　○ダイエット

　○気分転換

　○スクール

問５ プールの利用目的を教えてください。
　【当てはまるものに○印（複数回答可）】

項目 回答数 構成比

①泳力向上（水泳教室参加等） 152件 24.4％ 

②健康維持、増進 290件 46.5％ 

③レジャー 50件 8.0％ 

④リハビリ 76件 12.2％ 

⑤見学や送迎 30件 4.8％ 

⑥その他 25件 4.0％ 

合計 623件 100.0％ 

⑥その他　内容

①泳力向上（水

泳教室参加等）

24.4%

②健康維持、増進

46.5%

③レジャー

8.0%

④リハビリ

12.2%

⑤見学や送迎

4.8%

⑥その他

4.0%
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問６ 現在利用しているプールを選んだ理由を教えてください。
　【当てはまるものに○印（複数回答可）】

項目 回答数 構成比

①近い 205件 19.9％ 

②交通の便が良い 90件 8.7％ 

③水泳教室等が充実している 107件 10.4％ 

④指導者が良い 87件 8.4％ 

⑤施設が良い 87件 8.4％ 

⑥駐車場が広い 146件 14.2％ 

⑦近くにプールが無い 112件 10.9％ 

⑧料金が比較的安い 167件 16.2％ 

⑨その他 29件 2.8％ 

合計 1,030件 100.0％ 

⑨その他　内容

　○家族も利用している

　○遊べるものがあったり浮き輪が使える

　○多数の人が通っていたから

　○子供が泳いでいる間に自分も泳げる

　○流れるプールやウォータースライダーがあり子供が楽しめる

　○他のお客さんのマナーが良い

　○筋トレがよい

　○近くの公園で遊んだあと泳ぐのによいから

　○先輩の紹介

　○知人の紹介

　○入会当時、他に室内プールが無かった

　○階段がなく、下車から入水までフラットである

　○昔から利用しているから

　○楽しいから

　○スタッフが良い

　○天井が高いのが良い

①近い

19.9%

②交通の便が良い

8.7%

③水泳教室等が充実している

10.4%

④指導者が良い

8.4%
⑤施設が良い

8.4%

⑥駐車場が

広い

14.2%

⑦近くにプールが無い

10.9%

⑧料金が比

較的安い

16.2%

⑨その他

2.8%
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問７ 久米市民プールを新しく整備した場合、望む設備や機能を教えてください。
　【当てはまるものに○印（複数回答可）】

項目 回答数 構成比

①競泳用プール（大会・練習等ができるプール） 217件 14.6％ 

②水中歩行ができるプール 212件 14.2％ 

③幼児等が利用できる水深の浅いプール 142件 9.5％ 

④ウォータースライダー等子どもが楽しめる設備 173件 11.6％ 

⑤採暖効果のあるジャグジー（泡の出るプール） 181件 12.1％ 

⑥採暖室（サウナ） 166件 11.1％ 

⑦器具の利用による運動ができるトレーニングルーム 135件 9.1％ 

⑧ヨガやエアロビクス等の運動ができるスタジオ 99件 6.6％ 

⑨多目的に使用できる会議室 23件 1.5％ 

⑩休憩・観覧等の待合スペース 124件 8.3％ 

⑪その他 18件 1.2％ 

合計 1,490件 100.0％ 

⑪その他　内容

　○飛び込みができるプール

　○現状に満足

　○シャワー

　○グラスハウスのように温泉施設があれば

　○自分でタイムを計れる設備

　○公認プール、飛び込みができるプール

　○お風呂

　○２５ｍのコースを増やしてほしい

　○ジャグジーを大きく

①競泳用プール（大会・練習等がで

きるプール）

14.6%

②水中歩行ができるプール

14.2%

③幼児等が利用できる水深

の浅いプール

9.5%

④ウォータースライダー等子

どもが楽しめる設備

11.6%

⑤採暖効果のあるジャグジー（泡

の出るプール）

12.1%

⑥採暖室（サウナ）

11.1%

⑦器具の利用による運動がで

きるトレーニングルーム

9.1%

⑧ヨガやエアロビクス等の運

動ができるスタジオ

6.6%

⑨多目的に使用できる会議室

1.5%

⑩休憩・観覧等の待合スペース

8.3%

⑪その他

1.2%
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問８ 久米市民プールを新しく整備した場合、望むサービスについて教えてください。【当ては
まるものに○印（複数回答可）】

項目 回答数 構成比

①水中運動教室 193件 20.4％ 

②大人向け水泳教室 196件 20.7％ 

③子ども向け水泳教室 175件 18.5％ 

④トレーニングルームを使った運動教室 150件 15.8％ 

⑤スタジオを使った運動教室 98件 10.3％ 

⑥健康や運動等の講座 112件 11.8％ 

⑦その他 24件 2.5％ 

合計 948件 100.0％ 

⑦その他　内容

　○現状に満足

　○自由遊泳

　○体操教室など

　○温泉施設

　○小さい子とその親がくつろげるキッズスペース。もしくはスイミング教室が終わるのを待つ
　　 間のカフェスペース

　○気軽に自由に泳げるコース

　○綺麗で清潔感のあるレジャー向けのプール

　○高齢者のできる軽い運動のような教室

　○運動後の軽食販売

　○遊泳

　○ヨガ

　○今のサービスがあったらよい

①水中運動教

室

20.4%

②大人向け水

泳教室

20.7%

③子ども向

け水泳教室

18.5%

④トレーニングルーム

を使った運動教室

15.8%

⑤スタジオを使っ

た運動教室

10.3%

⑥健康や運動等の講座

11.8%

⑦その他

2.5%
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●整備場所について
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●運営の継続について
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

問９ その他、久米市民プールを新しく整備することについて、ご意見・ご要望がありましたらご
記入ください。

津山の中心地に市民プールをつくってほしい。

津山市内から遠く津山の人が使える所ではなく造る必要がない。目的も無く造るのは
経費の無駄である。目的を明確にし(年代毎の体力増進等)場所を検討する必要があ
る。グラスハウスの位置がいいのでは。

本当なら交通の便が良い市の中心地に作ってほしいです。学校等が近くにあり、夜
でも利用しやすいので。

旧津山から遠い。公共交通機関の便が良いところが良い。

新設する場合は、今の駐車場に作り、現在あるものは残してずっと利用できるようにし
てもらいたい。

新しいプールは、西側の駐車場にしてほしい。

休館日をできるだけ少なくするため、駐車場にプールを新設してほしい。

プールを駐車場に新設して休日をなくしてほしい。

駐車場にプール等を新設して、休館日を少なくしてほしい。

新しいプールは駐車場に作ってください。

空き地に新築してください。

駐車場に新しいプールを作って、休みを少なくしてほしい。

駐車場にプールを新設して。

前の駐車場をプールにしてください。

現状のまま使用しながら、空き地に建設してください。

現状のまま使用して、別の場所に新築してください。

現状のまま利用しながら、空き地を利用してください。

旧津山市内に、プールを整備してください。

現状のまま使用しながら、空き地にしてください。

現状のまま使用してください。空き地に新築してください。

通い始めて10年以上になります。設備は老朽化していますが、しっかり清掃されて、
スタッフの方も良い人ばかりで大変気持ち良く使用させていただいております。なんと
か継続していただきたいと切望いたします。

建替え等のさいは休館等の隙間のないように配慮して欲しいです。

営業を続けながら新しいプールを建ててほしいです。

プールの営業を止めないでください。毎日来ているので困ります。

営業しながら、新しいレインボーを整備していただきたい。

整備中も現状利用ができること。

継続して運営して下さい。

老朽化のため新しくする事はいいと思いますが、その間利用できなくなるのは困りま
す。

新しくなるのは利用者としては気持ちはよいのですが、建て直すまでの期間が子ども
達がスイミングから離れてしまうようになるので、困ります。せっかく今まで頑張って
やってきて慣れたコーチや環境でできなくなるのはどうしたらよいでしょうか。まだ利用
できそうな気はしますが…耐久性や対応年数が過ぎているのでしょうか。

建設中も泳げるようにしてください。

整備中はプールが利用出来なくなるので、他の施設の案内等情報が欲しい。施設が
よくなるのはありがたいが、健康維持、子供泳力upに利用しているので、利用出来な
い期間はできるだけ短くして欲しい。修繕、改装等。

リニューアルする事は素敵な事で、期待してますが、新しく作ってから、古い建物を壊
してもらわないと、何年もプールやスタジオレッスンがないのは辛いです。子供の泳力
にも影響します。

新しく整備できるのはよいが、その期間プール使用ができないのは大変困ります。
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●施設内容について

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ぜひ、水深がある公認プールをつくってほしい。

市民にとって、誰もが使いやすいプールにしてほしい。

県北に公式大会が出来るプールが無いのでどうしても整備して欲しいです。米子や
児島のプール以上の施設が良いです。

健康増進を主にしながら、県北の子どもたちの競技力が上がる(公認プール)、それぞ
れが共存した施設をお願いします。

市営のプールがどんどん減ってきているので是非とも健康促進、技術向上出来る施
設を改装、存続してほしい。

県北に子供たちが安心して、楽しく遊べるプールがないので、整備してもらってそん
な場所にしてもらえたら嬉しいです。

競技用公認プールがよいと思う。

水泳大会ができるようにしてください。

トレーニングルームの拡張と設備の充実。

駐車場から入水まで障害者が利用しやすいフラットであること。障害者用の更衣室。

バリアフリーで、車イスの人も通える運動施設にしてほしいです。

小さい子供が楽しめる施設が地域に少ないのでそういった施設を望みます。さらに幅
広い年齢の人が楽しめることを望みます。

プールの濾過装置更新。

近隣のプールと比較して、採暖効果のあるジャグジー（泡の出るプール）、採暖室（サ
ウナ）があるのは、プール使用後に体が寒くならないため、とても良いと思います。ま
た今後もプール、待合室に音楽を流してほしいです。

雨漏りがしたら、電気がつかなかったり、ジャグジーなどが使えなかったりと、頻繁に
不便を感じることや修繕で教室が休みになったりしているので、立て直しでなくても補
修でも構わないが、安全に快適に使える様に早急に整備してほしい。

現在雨漏りが激しくいつ天井が落ちるか心配しています。また、照明灯の付け根も錆
びていて落ちそう。

今の設備に、水風呂を設置願います。

ジムの部屋をちょっと広くして、マシンも新しいものを入れて欲しいです。宜しくお願い
します。

夏、2階で観覧する時、冷房設備を設置して頂きたい。

水泳教室と、ジャグジー、サウナと、子供が楽しめるウォータースライダー等の施設
は、絶対あった方が良いと思います。よろしくお願いします。

更衣室にトイレを希望します。またいつでも観覧できるスペースがあればいいと思いま
す。

観覧スペースを増やしてほしい。

冬でも利用出来るように室内の温水プールや子供でも利用しやすい設備にしてもら
いたいです。

トイレを綺麗にしていただきたいです。

勝北町の屋外プールも整備してほしい。近隣のプールがありません。久米は更衣室
が狭くて臭いので、以前のグラスハウスのように床にして、広くしてほしい。子供たちが
着替えやすいので。

駐車場にソーラパネルの屋根を設置し、プール施設の使用電力を全て自給化する。
余剰電力は売電し、収益は設備補修等に充てる。利用者は夏場は車を日陰に駐車
でき、雨の日も何かと快適。

家から距離があるので、どちらかと言うとレジャー施設になってくれるとうれしいです。

子供を連れて行くので待ち合いスペースを広くしてプールを見れるようにしてほしい。
ビート板やヘルパーも今まで通り設置してほしい。プール内で歩行専用のレーンとま
だ足がつかない子供用の足台を置くレーンをわけてほしい。
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●サービス内容について
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

グラスハウスのウォータースライダーが利用できる背丈にやっとやっとなれたというの
に潰れてしまい、子供が かなり残念がっていた。津山には子供が楽しめる施設がな
いと言っても過言ではない。新しく整備するのなら絶対、勝北よりも楽しめるウォー
タースライダーや流れるプールなど設置して下さい!! ただのプールだけなら潰れても
いいと思っています。

正直、久米にプールがある事は知りませんでした。恐らく知らない人が多いのではな
いでしょうか。親子連れでも遊びやすい、綺麗な施設ができたなら、是非利用したい
です。

５０ｍプール新設。

出来れば、５０ｍプールを。

駐車場を広く、待合スペースに机や椅子を配置し、今ぐらいの広さにしてほしい。

シンプルに格安で。

誰でも簡単に使えるプールにしてほしい。

平屋ですべての設備を整備してほしい。

泳力等に応じたコースの増設。ロッカールームをもう少し広く。市民にとって大切かつ
必要な施設なので、さらなる充実を。

津山市民プールが、西部地区には必要なので、皆が気軽に利用できるプールやト
レーニングジムを新しく整備してほしい。

シャワールームを広く。トイレを増やして、イベントもしてほしい。

露天風呂を作ってほしい。

みんなが、より使いやすいプールにしてください。

冬場も遊べるプールにしてほしいです。子供と気軽に行けたら嬉しいです。

整備後入館代が高くなると気軽に行けなくなる。ロッカールーム、シャワールームの整
備。グラスハウスのシャワールームは丸見えでいやだった。

新しくなるのは嬉しいが、料金は現状維持が嬉しい。車に乗れなくなっても通える足
の確保があると良い。

お値段据え置きでお願いします。

誰もが気軽に泳ぐことができ、利用料金も倉敷や岡山市なみに安いプールを望みま
す。

津山に年中自由に利用できるプールがないので是非新しくしてほしい。

夏休み、気軽に行けるプールがこちらしかないのでぜひ続けてほしいです。

津山市は子供の運動教室が少ない。市で開催する子供の体力向上の為の運動教室
を望みます。

子どもと安心して利用できる整備を希望。清潔な環境を大事にして欲しい。

衛生管理を徹底し、清潔を保って欲しい。(プール以外も)

毎年友達親子と行く、夏の楽しみです。これからも小学生が行きやすいプールであっ
て欲しいです。(小学校は夏休みのプール開放がなくなってしまったので…)

シャトルバスなど、車が運転できなくても気軽に通えると有りがたいです。

楽しくトレーニングができるプールにしてください。

料金をなるべくおさえてほしい。更衣室、トイレ、乾燥室等も充実してほしい。

遠くても行きたいと思えるような楽しめるものになってくれるとありがたいです。

値段据え置き。年パス、夏パス、50メートルプールもあればいいな…

現在、子どもが水泳教室に週4回通わせていただいております。施設の老朽化を心
配しておりましたので、新しい施設で練習できることを親子共々楽しみにしておりま
す。ただ、教室がお休みになる場合の子どもの練習環境も整えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

仕事帰りに寄るには閉館が早いので、若い仕事をしている層に向けて遅い時間に教
室などを催しては。今、ジムなども流行っているし、津山にはプールを併設しているジ
ムがアイマーレしかない（カルヴァータは歩行専用プール）ので、選択肢が非常に少
ない。
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月曜日もやってほしい。

今年の夏は他のプールがコロナ感染拡大により営業を取り止めたことで特に利用者
が増加し、混雑しました。その中でプールの利用ルールを守らない利用者も多く、ぶ
つかってケガをしたりトラブルになる場面も多く見られました。それはプールの利用目
的(泳力向上・健康増進・レジャー等)の違いによることからと思われます。安心して利
用できるよう検討を強く希望します!

今までは民間のスイミングプールより格段に安い津山の税金を投入しているのだか
ら、民間と同じぐらいにしてほしい。

休館日をなるべく少ない方法を。

自販機の設置をしてほしい。

料金をなるべく安く、特に高齢者。

楽しく気軽に利用できる施設でありますように。

近くの学校の体育の方面に使用する時を作ったらどうかと思います。

あまり水温が高いと、泳ぎにくい｡

プールサイドに休めるイスがほしい。

常に水質管理し、水がきれいであるようにしてほしい。

現在のスタッフの方の対応が、とても親切で丁寧なのでこのまま持続させていただき
たいです。

泳法等映像が見れる設備がほしい。今後できる限り長く利用できるようにしてほしい。

自由に泳げるようにしてほしい。

広く地域住民が使えるよう料金を含め、住民・使用者と話し合ってほしい。

新プール、期待しています。料金を少しくらい上げてもよいと思います。

水中歩行するとき、もう５～１０㎝ほど水を少なくしてほしい。

良心的な金額で利用できるので助かっています。

現在のプールが老朽化のため、市民のために新しい施設建設をよろしくお願いしま
す。

早く作って欲しい。

整備するには莫大な資金がいると思うので、クラウドファンディングなども考えてみて
はとうでしょうか。

新しく整備されることを望みます。健康維持のために利用します。

何時も気持良く利用しています。是非建て替えを希望します。健康維持、友人づくり
など他所にない素晴らしい施設です。

長年近隣に安価で運動のできる施設がないため家族も開設当初から利用しておりま
す。仮に年会費を値上げしても利用希望者はいると思います。今後もどういう型であ
れ存続を希望いたします。

幼い頃にレインボーが出来た当時から良くプールを利用させてもらいました。現在は
離れて暮らしておりますが、地元の友人から知りアンケートに参加しております。意見
としては、クラウドファンディングなどはいかがでしょうか？帰省した際は是非また利用
したいと考えております。頑張ってください。

かつてあった市営プールは市役所東の駐車場です。現存し、競技にも使用可能な市
営の施設は久米しかなく、せめて1箇所は存続させて市民らが利用でき、記録会の会
場としても使用できるよう対応を検討いただきたいです。

いつも身近に使用でき、親しみのあるプールですので、なくなることなく存続してほし
い。

これ以上言うことはありません。十分です。

新しく整備することを楽しみにしています。

絶対なくさないように。

レインボープールが無くなると、他に泳げるプールが無くなるので困ります。
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多くの設備を備えたプールは、維持管理も大変になる。利用者が、減少した場合、税
金の投入が、どんどん膨らむ。最低限の施設で良いのではないか。

久米地区プールでなく中心部にプールがある方が利用しやすい。無駄な税金の利
用だと思う。整備は反対。

旧津山市内からは遠いので、子どもの水泳教室としては使いずらい。ジム目的はカー
ブスなど格安のサービスが出てきているので、わざわざ久米まで行かない。スーパー
銭湯なら家族で行くかも。岡山市内のプール付きのスーパー銭湯はよく利用する。

グラスハウスが、失敗したばかりなのに、おなじような、プールを作る様な質問がありま
したが、どうなんでしょう。

旧津山市内から遠く、学生や高齢者においては、学校帰りで歩きや自転車で行ける
距離ではない為、改築整備されたとしても、汽車やバスに乗ってまでプールに通わな
いとおもいます。乗り物代金、汽車の本数、バスの本数も極めて少ないですし。特に
子どもや高齢者が行くには送迎が発生いたします。移動手段も移動乗り物代金も発
生し、唯一の市民プールのアクセスはかなり不便で、交通手段が薄く駐車場も狭いた
め津山市のメインプールにしては、市民に優しくありません。小中高の学校や帰りや
夏休み等、市民には学生も会社帰りに寄るにしても高齢者にも利用しにくいです。遠
いことにより、移動時間、ガソリン代、バス、汽車代もかかり、津山駅からも随分離れて
おりますので、いったん津山駅にでて、それから乗り物へ乗り換えていくには一苦労
になります。時間、距離に問題ありです。久米プール利用にしてはプール代と交通費
を込みで考える必要もでてきますので、ワンコインにはおさまらず、せっかく改装して
も　利用し難い場所だとおもいます。行くことがかないません。免許証返納の時期も気
にしないといけないころですし。スイミングクラブに通えない家庭や送迎がないと行くこ
とができない学生や高齢者、会社帰りに、手軽に立ち寄ることができる等が市民プー
ルの役割であり、そうあってほしいと願います。スイミングクラブに通っていない方々の
意見も聞いてみて、その方たちも泳げたり、運動したり、歩けるように手軽に利用でき
る施設に生まれ変わって欲しいと願います。市民プール改築が津山の良い進化とな
り、近くで手軽に利用できて、利用人口も増して、健康増進と医療費削減にもつなが
りますように。

経費がいるのでなくしたらよいと思う。

税金のムダ使い。

市内中心部から少し離れているので、何をすれば人が集まるのかが大切ではないか。

今のままで十分です。

世代を超えてコミュニケーションができればいい。

雨漏りがいたるところでしている。プール内の照明灯の取り付け部分がさびている。社
員が不在の時、アルバイトだけ勤務しているが大丈夫か。

人集めの方策を考えてほしい。

雨漏り、さびが多く天井が落ちる危険あり。前の会社に比べて、監視員が少ない。
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