
釧路市フィットネスセンターの存続を求める要望書に書かれた「私のお願い」 

2010年 10月 19日 フィットネスセンターの存続を求める会 
代表 大友勝絋 

 
10月 1日～10日までに 323通の要望書が寄せられ、現在も集まっています。 
今回、中間報告としてまとめさせていただきました。 
 
１、6年前に脳出血になり右上肢の機能全廃になり、後遺症が残り、毎日はり灸に 5年通
いましたが、その内 ひざ腰に痛みが出て整形にも通いつらい日々を過しておりました。

知人からプールをすすめられ、週 3回程通い 3年になります。今ではひざ、腰もすっかり
良く成り、プールに来て居る人達は、皆さん障がいをもっていて、仲間も出来、お互いは

げまし合い楽しいです。障がいのある者にはプールは最高の健康法と思ってます。ぜった

い廃止しないで下さい。 
 
２、私の場合、近くて大変助かっています。今迄仕事をしていた関係上、足がいたく、体

の節ぶしがいたくとも、仕事に頑張ってきました。ようやく仕事もやめることが出来、こ

れから自分の体をいたわって、プールで１日おき位ですが頑張って、これから長い老後を

体をきたえて頑張って行こうと思っています。今の私には、これからのプール通いは体と

心に対してのごほうびです。そのごほうびをとりあげないで下さい。プールに来るのがと

ても楽しいです。 
 
３、日頃、私は「国保」をできるだけ使わないようにするために、フィットネスセンター

を利用させていただいています。これはとても大事なことで冬の長い釧路では特に大きな

役割を果たしていると思います。 
 又、近頃、夏の涼しい釧路に避暑地として 7～8 月に「ウィークリーマンション」を利
用している方がいます。今年で 3 年目と言われている方で東京からご夫妻で約１ヶ月程、
滞在されて、そのほとんどを日中フィットネスセンターに通われています。かなりの高齢

の方ですが、このプールがあるから釧路を選ぶと申していました。今年も、来年再会でき

ることを約束したばかりでした、大きな役割を果たしているフィットネスセンターの存続

を心から願っております。 
 
４、毎年高齢の御夫婦が１ヶ月滞在しMOOのプールに通うのを年中行事として東京より
来釧されている方々もいらっしゃいます。単純に数字のみで決定しないでもらいたい。 
 
５、日常的に健康管理をしなければならない私にとってムーのフィットネスセンターは命

の綱です。釧路市の冬期間の健康管理にとって、路面の凍結と歩道のない道で外での運動

は不可能です。屋内プールは、１年通じて利用出来るので必要不可欠です。病院も 3ヵ月
で出されて、リハビリも充分でない人にとって、このプールでの運動が必要です。街の中

心的な場所にあるこのプールは市民の大切な健康管理の場です。 
 
６、私は膝を痛めて医者から運動のため、負担の少ない水中ウォーキングをすすめられて、

いま実行しています。プールの中ではそうゆう人が多くさん居ます。年を重ねてくると増々

そうゆう人達が多くなって来ます。高齢化社会と言われている現在こそ、このMOOのプ
ールを必要とするのではないですか？ 
又１年の内、半分は外遊びの出来ない寒い釧路での子供達の為にもぜひこの室内プールを

存続させて頂きたいとお願い致します。 
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７、MOO のフィットネスセンターが事業仕分けで廃止と聞き驚きました。フィットネス
センターは小学生等授業に使用したり、私達老人等が少しでも現在の健康を維持して行こ

うと毎日フィットネスセンターに通ってます。5 年前に足、腰を委託して整形にかかりま
したが良くならず、プールが良いと聞きプールに通っています。お蔭様で今では病院（整

形）に行かなくとも良く成り喜んでいます。これからもプールに通い寝込む時間を短縮し

て健康を維持できる様頑張って行きたいと考えています。プール廃止は中止して頂きたい

です。釧路はあまり子供達の遊ぶ施設もないので維持してほしいです。 
 
８、ゆいつのすべりだいがあるプールです！！ つづけてください！！ 
 
９、私は今年 3月に定年退職し、6月末の変形性膝関節症で左足を手術しました。１ヶ月
入院、そして自宅でリハビリ運動を続けています。膝に負担をかけず水中で歩く運動は整

形外科の先生もとても良い事だと言ってくれています。 
 はじめは回数券で通っていたのですが、フィットネスセンターでリハビリ運動をかねて

歩いているうち、親子で水中で楽しんだり、若い人、年のいった方など、いろんな人達が

それぞれ利用しているのを見て、私も頑張ろうと１年間の会員になりました。9月 30日の
ことです。それから何もしていないうちに事業仕分けの対象となっている事を知りました。

経費が掛かりすぎるとの事、税金内で事業をやるのは大変だと思うのですが、市民の健康

的で楽しい生活を送るように考えて下さるのも市として大事だと思うのです。右膝の手術

もしなくてはならないのですが、このプールで足をきたえ、健康な生活を送れたらと思っ

ているので存続の事、よろしくお願いします。 
 
10、今の生活でやっとです。それでも自分の体のために人にめいわくかけない自分でいた
いためのがんばっています。年金生活では、これもやっとの所なので よろしくおねがい

します。 
 
11、僕が祖父、祖母の家に遊びに来たら必ずプールに連れていって来れるのが楽しみのし
ているのです。はいししないで下さい。（札幌市） 
 
12、２年前の腰の手術を行い道路での歩行を長時間すると足、腰に痛みが出る事が有りプ
ールでの歩行をしています。無くなる事が一番こまるのでなんとか存続します様にお願い

します。 
 
13、廃止になるなら、支払ったお金を返してください。 
 
14、私は 5年前頃から（腰が）坐骨神経痛になり病院の薬よりプールに来るのは一番いい
薬だと思っていますので、廃止しないで下さい お願いします。 
 
15、私は身体障害者です。もしプールが無くなると大変こまります。外ではあまり遠くま
で歩く事ができません。プールなら 40 分位い歩けます。鳥取プールになると交通しもか
さみ、こまります。ぜひとも存続をお願いします。 
 
16、仕分けの人たちのなかで、運動に関心があったり、当センターの利用者がいなかった
と聞きます。人は関心のない分野のことなどさっさと「廃止」と結論づけるでしょう

（怒）！！ 
 私たちにとって体力づくり、健康づくりの場です。中心地の空洞化をますます進める気
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ですか！？ ムーも黒字化傾向にあるのに、また  にさせる気ですか。 
 
17、私は 21 年に糖尿病と診断され食事療法と運動療法を続ける様にと指示されたため約
11年前より毎日プールにて水中ウォーキングをして今迄続けて居ります。これからも毎日
続ける予定で居ります。プール廃止と成れば私の様に困る人が大勢居る事と思います。ど

うか存続する様に心からお願い致します。プールでの水中ウォーキングは血糖値を安定さ

せるのに最適な方法です。廃止はしない様に宜しくお願い致します。 
 
18、私事で大変恐縮ですが、持病のある自分にとって 10 年以上続けてきた釧路市フィッ
トネスセンターでの運動は、病気を悪化させない為の健康維持として、既に普段の生活の

一部となっています。民間のプールでは値段が高く利用を続ける事は難しく、「廃止」とな

ると自身の健康維持にも不安が出て来てしまいます。是非、私のお願いをお聞き下さり、

フィットネスセンターの存続にご尽力をつくしていただけると幸いです。 
 
19、私は友達にさそわれて、ここに来て 7年をすぎようとしております。体調もすこぶる
良く、ここに来ているせいだと思っております。ここが無くなるとその努力も無になって

しまいます。釧路市民の健康の場であるフィットネスセンターの存族を願っております。 
 
20、市の財政が苦しく、緊縮予算止むなしとは推察します。しかし、削減すべき所はもっ
と別の所ではないかと今回感じました。是非ともMOOのフィットネスの存族をお願い致
します。 
 
21、釧路市に生まれ育ったために幼時から水泳するのに苦労した。河口の岸壁内で歳上の
男らに投げ入れられ泳ぎを覚えた。だが釧路川横断も舟人に怒られ乍ら、ヒョウタン池で

はコエ桶洗いのそばで口を開けて泳いだ。戦時中は援農作業場の小川で遊んだ。なんとか

泳げる場所を求め、プールの設置には小踊りしたヨ！！ 健康にこれ程良いのは書き続け

たヨ！！ その喜びを 80 歳の老人から取り上げるのを亡き私の同期の父上も喜ぶまい。
湖陵高１期の先輩として忠告する。 
 
22、先日、貴センターが廃止されるとの記事に接し、驚きました。私は六年前、ヒザと腰
の痛みを覚え病院で受診し、筋肉をつけるため運動を（水中運動は痛みを感じずよい）と

教えられ、それ以来当センターで時間を作っては運動を楽しく行っています。足腰が弱っ

て歩けなくなることを心配していましたが、今は整形での医療費は抑えられています。今

ではこの施設が私の足腰の健康にとって非常に大切な場所です。 
 多くの人は私と同じく病気の治療、予防のために利用しています。あるときはやっと歩

いている人をご主人がしっかり支えて歩行するのを手伝っている人の姿、又親子が楽しく

泳ぐ練習をするほほえましい姿にいやされます。この立派な釧路の施設は宝物です。是非

存続させて下さい！！ 
 そこで提案を２つ！！ 
 ①この施設をしっかり PR し利用者をふやすこと ②駐車料金の時間を以前のように長
くすること。（いつも駐車台数が少ない） 
 
23、絶対存続をお願いします。地方にいる孫が夏休みの釧路へ来る時は必ずプールを楽し
みにしてきます。又私たち夫婦も一緒にプールへ来て、孫とのコミュニケーションを取る

為にも、とても大切な所です。ここが無くなったら、もう行く所がなくなります。 
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24、冬期間は危険でウォーキングは困難であり、水中ウォーキングは安全であり、シルバ
ー世代には唯一の健康維持施設であります。是非フィットネスセンター存続にご尽力賜り

ますよう御願い申し上げます。 
 
25、私は身体障害者です。リハビリのためにもプールは絶対必要です。3 年以上カゼをひ
いて病院に行った事はありません。市営住宅に住んでいますが、浴槽が高く入浴はできま

せん。フィットネスセンターがなくなるなら、身体障害者用の住宅に引越しさせて下さい。 
 
26、母の健康増進の為、存続をお願いします。 
 
27、フィットネスセンターに通って 20 年ちかくになります。釧路市にはこのような施設
がすごく少なく、この施設がなくなるとまたなにもない市になってしまいます。介護保険

や医療費抑制のためにも積極的に市民に開放すべきではないでしょうか。 
 
28、私は長年、会員になっております。足とひざのリハビリに利用しています。このリハ
ビリがなくなったら大変こまります。廃止を聞きましたが、少々の年会費の値上げはかま

いません。是非存続を願いたい。 
 
29、駐車場の時間、料金等見直しをして会員を増やす事を考えて下さい。市の広報に出し
て募集する等 
 
30、アクアトピアも利用していましたが、時間、交通費、その他利用する時間が取れませ
んでしたが、MOO のフィットネスセンターは身近に手軽に利用出来ました。市の事業仕
分けは国と違ってやる気になればすぐ実行出来るはずです。経費がかかると云う理由で処

理される事は間違っていると思います。仕分け人は氏名を公表して、正論を市民に発表す

べきです。又、主張するからには利用して実態をはあくして下さい。 
 
31、フィットネスセンターの永続をお願いします。理由、水深及設備は幼児から高齢者ま
で健康及病後のリハビリに有効であること。他にはない設備である。老齢者のヒザの病気

が多い最大の浮力を利用出来るリハビリ及メタボ対策の有効利用健康保持、保険費用病院

代の減少になっていると考えられること、小学生及障害者のため有効な利用設備であるこ

と、釧路市内の健康度アップのため良い知恵を出して頂くことを節に願います。平成 6年
より利用させて頂いています。 
 
32、私は現在 75歳です。考えてみますと苫小牧で単身生活の 55～60才まで、職務終了後
当センターと同種のアブロスに通っておりました。その後釧路に戻って 70 歳まで庭園管
理の仕事をしておりましたが体力に限界を感じ止めました。しかし、高齢者になっても何

かしら運動を続けたいと思い、当センターに入会しました。 
 少子高齢化の進むこれからも高齢者の運動機会を失うことは残念です。高齢者の交通事

故の増加傾向にあります。冬場の散歩も危険です。外部に対する PR、会員の業務応援等、
今一度内部の検討も必要と思います。年間収支が不明ですのでこの辺で・・・ 
 
33、長い間の勤めの終え、これからは今まで時間が思うようにとれず健康増進にと思って
いたプールにも来れるようになり、血圧も高かったのがお医者さんにもかからず徐々に下

げる事が出来ました。少々年会費が高くなってもセンターがなくなる事は今の私に考えら

れません。プールにくるために外に出る機会も出来、毎日健康に過すことが出来ておりま
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す。私達中高年の楽しみうばわないで下さい。お願いします。 
 
34、自分は年間 300日以上利用し、健康管理しています。私に限らず多数の人が多数の人
が同じだと思います。更に老人達は、ここでの人とのふれあいがかなりの割合を占めると

思い、なくなれば自宅にこもり、健康を害し病院に行く事になれば、国 etc の税金が使わ
れ、財政にもマイナスです。又、MOOをおとずれる人もヘリ、MOOはおろか北大通りの
活性化にもマイナスになると思います。この他にもマイナス面が想像以上にあるかと思い

ます。せっか大金をかけた施設をむだにしない為にも存続を求めます。 
 
35、11年前、病気、手術などをしてから利用しています。ひたすら健康維持の為と通って
います。廃止は非常に残念です。ぜひ存続をお願い致します。 
 
36、10月 7日にファミリー会員の切り替えが有ります。6回目です。腰の手術以後「リハ
ビリ」で「○○先生」にすすめられて通っています。今は股関節の軟骨も減り初めて来て

るので。地面を歩くより楽に歩ける所です。私にとって唯一大切な運動の場所ですから止

める前に日中の「電気」や「人等」を少なくしたり、会費を上げたりの努力は必要だと思

っています。 
 
37、私は MOOのプールに 10年以上通っています。週 4回を使用しています。お蔭様に
て、血圧、体重も安定し、医者からプールは身体に大変良いので、ずーと続けるよう指導

されております。年金生活ですので（3 人組）ファミリープールが無くなると困ります。
どうぞ廃止にしないで下さい、お願いします。 
 
38、10年以上、フィットネスセンターに通っています。腰が悪いため、プールでの運動は
欠かせませんので、フィットネスセンターの存続をお願いします。 
 
39、永年このフィットネスセンターを利用させて頂いておりまして、年令のせいもあり腰
や膝を仕事上で悪くし、ここでの水中運動は私にとってかかせないものになっております。

本当に有難いといつも感謝しながら健康を願っている一人として、このフィットネスセン

ターは、なくてはならないものの大切な施設と強く思っております。何卒、皆様の御配慮

で存続できますよおうに心よりお願い申し上げます。 
 先日の「私のお願い」の続きですが、 
 車を使用する私ですが、途中の駐車場に置き、久寿里橋や幣舞橋を友人と歩きながらフ

ィットネスに向かいますが、その後川面を見ながらコーヒーをのみ、食事をしたり、又「エ

ッグ」の中で四季折々の花や花の香りを楽しむこともずっとしてまいりました。街の中に

この様な市民の憩える場所にフィットネスセンターがあることは本当に大切な施設だと思

います。市民の健康と精神的に休養できる場所が連結していることは誇れる施設だと云え

ます。どうぞ楽しみを奪わないで頂きたいと心からお願いします。 
 
40、子供達のプール教室や高齢者のリハビリなど、沢山の方がこのプールがなくなるとと
てもこまり、いままで長く続けてきた運動が出来なくなります。廃止は何としてもやめて

下さい。存続をお願いします。 
 
41、私は 12 年前に膝半月板の手術をしました。術後、担当医師から両足に筋力をつける
事、体重をへらす事を言われました。その為、外ウォーキングよりプールにてウォーキン

グをする事を言われました。それから 12年MOOプールを週２・３回通い続けています。
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今の所、整形外科から遠のいております。風もひく事なく医療費もあまりかかる事もあり

ません。回りの方をみても足の悪そうな方、その他の方も、プールでのウォーキングを軽々

とやっております。将来的には医療費の減にもつながって行くと思います。長い目で見守

ってほしいと思います、多少の値上げも仕方がない事と思います、検討よろしくお願い致

します。 
 
42、私は 10 年以上プールを利用させていただいています。肥満気味だった身体もスッキ
リとし、ヒザ、腰の痛みもよくなり、病院の整形外科を卒業する事が出来ました。医師の

話では水中ウォーキングは負担なく適度な運動になるので、特に高齢者にも進めるとの事

です。私ももうすぐ 70 才、なるべく病院のお世話にならぬようプールで体力トレーニン
グを続けたいので是非存続して下さるようここにお願い致します。 
 
43、事業仕分け時代とはいえ廃止案には到底承服出来ない。健康上の面からして効果は絶
大。病院通いとか、医療費よりはるかに経済的と思われるが如何？ 
 
44、私はファミリーメイトを利用しています。確かに 3 名集まると一人 14,000 円で一年
間利用できるというのは格安すぎると思います。二倍にしても民間プールよりは利用しや

すい価格になると思います。料金アップでも存続を希望します。病気になる前の予防医療

としても存続の価値はあると考えます。又廃止とするのであれば何故 5000 万以上もかけ
てMOO内にエレベーターを新設しなければならなかったのでしょうか？ 必要性はどこ
にあったのでしょうか？ あまり利用している人は見かけません。こんな無駄な所に予算

がつくなんて信じられません。もっと大切な税の（お金の）使い方を検討すべきだと思い

ます。 
 
45、週３回、自分の体調を考えながら歩いています。60才過ぎてからもまだまだ続けて行
きたいと思っています。ぜひとも存続して欲しいです。 
 
46、料金を少し値上げしてでも継続してください。 
 
47、腰痛のため、流水プールが必要です。 
 
48、今の私達の楽しみを取り上げないで下さい。沢山の人々が楽しみをなくしてしまいま
す。年老いてからも出来るスポーツです。これからの高齢者を元気にさせて下さい。 
 
49、是非つづけてほしいと思います。高齢者のサロン的な場でもあります。 
 
50、釧路市の中心的な建物で、夜など照明がすばらしく、学校の子供達が水泳か遊ぶ所の
ない中、大事な場所だと思います。 
 
51、ここが利用出来ないとなるとリハビリが出来なくなり医療費がかかるので、是非援助
してほしい。 
 
52、継続のために利用者が出来ることを個人としてもやってゆきたいと思います。 
 
53、私達のたのしみ、健康をこわさないで下さい。 
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54、年令と共に運動不足とひざを長く患っている為に、今では水の中での運動が一番いい
と思っています、今まで同様存続してほしいです。 
 
55、北大通りの活性化のためにも残してほしいものです。MOOのためにも 
 
56、橋南地域大町に住んでいますが、時間的にも経費においてもフィットネスセンターは
今後も私達において、続けて欲しいと思っています。 
 
57、健康維持の為、10年以上MOOプールに来てました。健康の為に存続をお願いいたし
ます。 
 
58、もう少し安いともっと来やすいです。 
 
59、中高年のささやかな憩いの場です。無くしたら困りますので残して下さい。 
 
60、市民プール設立の市のその時の市民に対する理念はどこにあったのか？ 市民全体か
ら見て鳥取プールとのかねあい。 高齢者にやさしい市政とはなんなのか。体力、リハビ

リに対する施設として大切にしたいです。 
 
61、私の実家は釧路です。子供２人はいつも帰省するとおじいちゃんと一緒にプールに行
くのを何よりの楽しみにしています。MOO のプールがなくなるのをとても残念がってい
ました、是非とも存続をお願い致します。（神奈川県） 
 
62、プールが無いと未来ある子供達やお年寄りの方の健康を損ねることから廃止には反対
です。存続を願います。 
 
63、ヒザがいたいのですが、外での、アスファルトの上のウォーキングは良くないといわ
れています。プールでは良いと医者に進められています、どうぞ存続をお願い致します。 
 
64、市民の利用しやすい環境にあるプールは、廃止されるとますますMOOへの足も遠の
いてしまいます。また、健康を考えると、気候に左右されることなく利用できる所の存在

の意味は大きいと思われます。よって廃止されることがないよう希望します。 
 
65、健康維持のため通っています。コミュニケーションが出来て仲間同志、情報交換も出
来ます。足腰のためにも続けたいと思っています。 
 
66、健康増進のため是非存続させて下さい。 
 
67、近くに体を動かせる施設があるのはとてもありがたいことです。子供も大人も利用で
きる便利な施設を無くしてほしくないです。 
 
68、とても楽しい場所なので続けてほしい。 
 
69、みんなのコミュニケーションの場をなくしてほしくないです。 
 
70、私の健康法の１つになってます 
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71、是非存続お願い致します。運動のかえり、魚、野菜、パン等、かって帰ります。 
 
72、１週間に１度ですが楽しく通っています。存続を望みます。高齢者には是非必要な所
だと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 
 
73、最近歳のせいか体を動かすことが面倒です。近くにあるプールでは、スムーズに動か
すことができます。ぜひ存続をお願いします。 
 
74、営業時間を見直す（土曜は 20時迄など）  ジムの TV→有線放送  新聞を止める、 
など、もう少しムダを省いていけばフットネスセンターを存続できるのでは？ 中心地か

ますます人がいなくなってしまい、行政自ら空洞化させるのはオカシイですね。私は今年

4月より入会しました。ジムをもうなくされるなんて・・・ 
 
75、第 3セクターの頃から格安な利用料で利用させて頂き、まずはお礼申し上げます。 
事業の「廃止」が施設を閉鎖するという事であれば残念です。活用の方向に考えて頂きた

いと思います。例えば、フィットネス事業を全国的に展開している事業者等に貸し、賃貸

料を市の収入にした場合、利用者も多少の値上げは受け入れ、今迄通りに利用出ると思い

ます。 
 
76、私は病院の医師にコレステロールが高いので、運動した方が良いですよと云われてプ
ールに通って運動するようになり、18年間たちます。プールがなくなるようですけど、な
くなると大変こまります。使用料を少々上げても存続することを希望していますので、こ

れからもプールを使用したいと思いますので、尊属するよう希望しますので、よろしくお

願いいたします。 
 
77、10年以上も健康の為に通っているので、利用できなくなることは残念なので続けて下
さい。よろしくお願いします。 
 
78、年会費がとっても安くて助かりますが、経費がかかり廃止とのことでした。会費をあ
げてもらって運営を希望します。 
 
79、メタボをふやさないために 
 
80、釧路にひとつしか無い回れるプールなくすなんてとんでもないです。存続願います。 
 
81、私は小学校の頃から 15 年以上この施設を活用させていただいてます。今も同級生と
仕事帰りに通っており、水泳にウォーキングに・・・日々汗を流しております。ぜひ、フ

ィットネスセンターを今後とも存続させて下さい、よろしくお願い致します。 
 
82、高齢者の生きがいのためにも是非ともこのまま残してください 
 
83、私はフィットネスセンターを利用して 15 年になります。この度の事業仕分けで廃止
の話を聞き、これは大変なことになり、私の健康を保つにはどうすれば良いのだと思い、

廃止反対の理由を述べます。①釧路は冬期間、ツルツル道路になり、ウォーキングはスベ

ッテ転んで骨折の原因になります。その点、センターの流水プールはプールに入ると体重

が 1／10になり、ヒザ、腰にもよく、私も中性脂肪の数値が下がり高血圧も良くなり、プ
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ールでの水中ウォーキングは効果が大変良くでます。 ②センターの場所は、町の中心に

あり、釧路の人、ほとんどの人が利用でき、病院から退院した人等のリハビリ等、私達中

高年には絶対なくしてはならない施設です。 是非存続をお願いします。 
 
84、10年余、プールに通うのが日課のようで極く当然のように 9時 30分頃には外出の身
支度をして通います。行けば顔なじみの常連さんと挨拶を交わし、多くの友人知人を得ま

した。水中ウォーキングの楽しさを知ってからは、体が動けるうちは、ずっと続けて通う

つもりでした。年金暮しの老人の楽しみをうばわないで下さい。可動域の少ない老年者が

安心して運動出来るプールをどうぞ存続して下さい。 
 
85、フィットネスの清掃に入って、早 4年半になります。二時間の仕事ですが、ムースタ
ッフ、来客の方々の笑顔にささえられながら気持ちよい仕事が出来ています。ここに来館

している方々は健康はもちろん、人々の交流の場にもなっているはずです。人と人の笑顔

の場、そして自身の健康維持の為にもどうか 18万弱の人々の願いをきいて下さい。 
 
86、市の財政の厳しい状況を利用者も理解しているので、使用料金の値上げをしても存続
して欲しいです。MOO のフィットネス利用者は年代層の広い、地域性も広い、多数の市
民です。個々人が釧路市の広報マンになれると思います。空きスペース等を活用して、MOO
全体が釧路市民の集いの場になれるような工夫はできないでしょうか。健康推進課とフィ

ットネスが協力して、特定検診、特定保険の受診率 UP等できないでしょうか。 
 
87、医療制度の改悪でリハビリ期間が短縮されました。リハビリによって多くの患者が人
権をとりもどしています。その補完としてMOOのフィットネスセンターの役割は重大で
す。病院から放り出された患者は、このプールでの、流水プールだから水中歩行が体調回

復につながり、介護保険の予算もゆくゆくは減らすことにつながります。現に杖をプール

の入り口に置いて、水中歩行の人が多いのです。現状をつかみ行政の役割を是非充分に果

たして下さい。 
 
88、私は水中ウォーキングを始めて膝関節痛が直りました。カゼをひかなくなったのもプ
ールのおかげと思っております。水泳もできるようになり、今の私にとってフィットネス

センターは「生きがい」の一つとなっております。経費がかかり大変とは思いますが、利

用者の健康維持に役立ち、医療費の削減にもつながっていると考えられるフィットネスセ

ンターをぜひ存続させてくださいますよう、お願い致します。 
 
89、MOO のプール利用者は老若男女問わず、幼児・小・中・高校生、若者、高齢者にい
たるまで利用されている。土・日曜日・祝日などは幼児を連れた家族ずれが多く、親子の

笑顔、泳ぐ姿、水着１枚で触れ合い運動する姿が親子の絆を深めている。プールでも高齢

者が多く、陸上では杖をついて歩いているが水中では杖無しで歩き足・腰のリハビリで病

院へ通わない人が多く見られます。このような事からプールの存続を望みます。市も財政

難から少しでも負担を少なくするため料金を値上げしてもプールの存続を強く強くの望み

ます。 
 
90、年金者ですので、体のためにプールにかよっていますので、よろしくお願い致します。 
 
91、健康第一にしている私のためにも是非続けて下さい。 
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92、健康の為にプールを利用しています。どうか存続して下さい。 
 
93、健康増進の為に利用しております。歩いたり自転車で行けるので、大変便利です。こ
れからも利用出来ます様によろしくお願い致します。 
 
94、毎日の体の事を考えるとせっかく体が良くなって毎日が楽しい生活になっていますの
で、どうか存続をお願いします。 
 
95、63才にもなると水泳に行って毎日を過そうかと思ってた所です。どうか存続して下さ
る様お願いします。 
 
96、プールに来てから健康になりましたので、このまま続けてほしいです。お願い致しま
す。 
 
97、健康の為に来ています（82才） 
 
98、年のため、プールのほかはあるけません。 
 
99、市民の健康増進のため、センターの存在価値は大きいろ思われる。よって存続される
ことを望みます。 
 
100、健康増進のため存続させて下さい。 
 
101、孫といつまでも行けるのが楽しみにしています。是非存続させて下さい。 
 
102、プールは市民にとって必要です。 
 
103、市民の健康の為にもプールは必要です。 
 
104、経費がかかるからプールは中止など、単純な考えなら市会議員一人やめさせれば経
費はすぐうく。 
 
105、存続を希望致します。本当に体をきたえる所が無くなれば残念です。よろしくお願
いを致します。 
 
106、ファミリープール会員の少々の値上げはかまいません。健康増進のため利用してい
るので是非存続願いたい。 
 
 
107、私のような失業者にとって、数少ない衛生と訓練の場であり、就職へ向けた己への
促し、再起の場であるので、損俗は大変大切であります。是非よろしくお願いします。 
 
108、利用暦 15年。現在おかげ様で服用なし。毎日 6kmウォーキング（往復 12km）、現
在 71 才です。泳いだり歩いたり、そして長年の友との会話でボケ防止。なんとか健康の
増進ができますようにお願いします。少々の値上げでもよろしいです。 
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109、他に楽しみも少なく、現行通り存続をお願い致します。 
 
110、大幅に値上げしても存続して下さい。城山フィットネスと同額でも良いです。プー
ルの構造がウォーキングしか出来ない私達にとっては、ここしかありません。高齢者の唯

一の生き甲斐です。 
 
111、小学校の夏期体育授業でプール学習がありますが、市内の小学校を鳥取プールだけ
で賄えるのでしょうか。釧路の子供達の楽しみを奪わないでほしい。また、中高年の健康

維持の為にも、存続してほしいと思います。 
 
112、仕事をもっている家庭の主婦です。土・日曜日プールに行くのが生活のリズムにな
っています。泳ぐことが趣味で、夏冬休みには孫が東京からきて、一緒に泳ぐことがこの

うえない楽しみでした。ぜひ存続をお願いいたします。（値上がり覚悟してます） 
 
113、私は仕事の疲れをとるために、休日には MOO のフィットネスセンターに通ってい
ます。市内で１つしかない「流れるプール」なので、通えなくなるのは寂しいです。ぜひ

大切な場所として、残してください。 
 
114、78 才にして一人暮らし、１ヶ月１度の通院、運動するのは現在プールに行き 15 年
になります。通ふにも交通費、プールの会費とかかり少ない年金で食費をつめて通ってま

す。腰と足が悪いからプールは続けています。プールは高齢者で１人で運動する大切な、

又会話の場所なんです、考えてほしいと思います。 
 
115、値上げしても是非是非続けて下さい。高齢者の生き甲斐を奪わないで下さい。 
 
116、健康増進のため週３回以上は利用しております。年会費の増額はしかたありません。
どうぞ存続させて下さい。 
 
117、低料金で健康維持できる、他には無し。高額の施設は有るが、負担が重いので利用
できなくなると。経済的に他の施設では年に数回しか行けなくなる為、せっかく病院にか

かりたく無い為に利用している施設を無くさないでほしい。 
 
118、父母から聞いたのですが（廃止）  
釧路に帰郷したら必ず子供を連れてプールで遊ばせています。少々の入場料値上げして

もかまいませんので存続していただきたい。（札幌市） 
 

119、釧路事業仕分けでフィットネスセンターがはいしを伝えられているが、健康増進と
利用されている人との交流の場が消えてしまう、存続願いたい。入場料・年会費の増額は

しかたが無いと思います。 
 
120、年寄りの軒昂のために絶対存続して下さい。足の治療は病院に行かず週３回プール
に行って治してます。 
 
121、私は血圧が高く、病院で体を動かす様言われ、ここのプールを選びました。近くに
あって週 3回来ています。近所には、私設がなく、ここがとてもよく 8年近くかよってい
ます。どうぞ、このプールをなくさないで下さい。私達、行くところがなくなります。ど
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うぞ、よろしくお願いします。 
 
122、健康維持のため利用しています。この様な施設は是非残して下さい。冬に外を歩く
事ができない老人のためにこの場所は必要です。 
 
123、私は市主催の健康教室でプール等の運動を知り健康になりました。その時の保健師
さんの言葉が印象に残っています。「みなさんが健康になって病院にかからなかったら市の

負担も少なくなって良い事です」と云われました。こういう場がなくなる事は、他の所に

も色々こまる事になると思います。 
 
124、プールは私にとって健康の原点。これを取られたら病院通いも出てくると思う。私
の健康の源を奪わないで下さい。 
 
125、センター始まって以来の会員です、齢も 80才近くになり、元気で居るのも週 2回利
用したお陰とおもっております。このような施設を老人の運動のため残して戴きたいと節

にお願いします。 
 
126、私は膝が悪いのでリハビリ目的でプールに通ってます。今二本足で歩けるのもセン
ターのおかげです。老化予防、健康維持、医療費軽減のためにも廃止せず、熟年層高齢者

にやさしい釧路市を望みます。 
 
127、プールで健康管理で 16年、病院代、酒代の節約につとめて居ます。 
 
128、プールがなくなれば早い時間からお酒に走ると思います。 
 
129、釧路市の体育施設の希少の中、プールを中止するなど大きな怒りを覚えます。私も
80才、この施設だけが健康のたよりです。病を治すより、病にかからない体づくりに市は
力を入れて下さい。 
 
130、このプールはぼくにとってなくてはならないのです。視力しょうがい、目が見えま
せん。運動するにはなくてはならないプールです。どうかプールをなくさないで下さい。 
 
131、１度来所してみるとわかると思いますが、年令の高い方が多く、レジャーというよ
り、健康維持のために、病後のリハビリなどで利用している人が多いです。年よりが元気

でいられる釧路に医療費にお金をかけるより、健康にお金をかけてほしいです。市民が皆

「元気！！」のために、ぜひ存続を！！ 
 
132、健康診断の結果、高脂血症と認定され、すいちゅうプールが良いと進められ、かれ
これ 10 年位経ちました。プールに入ると楽しく心も軽くなってとても良いです。交通の
便の事を考えると、とても他へは行かれません。何卒、廃止にはしないで下さい。お願い

します。 
 
133、私はMOOのプールに通いだして 16年、週に 5～6回は利用しております。特に精
神的に、肉体的に疲れた時にプールで泳ぐと頭も体もスッキリします。友人に勧められて

サウナに入るようになってから冷え症が直りました。私の健康にとってなくてはならない

ものになっております。フィットネスセンターを止めないで下さい。 
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134、現役を退いて 10年。プールに通いだして 2年になります。腰痛、膝痛をかかえてプ
ールで水中歩行することで減量出来、血圧や血糖値を正常値に下げることができました。

現在の私にとって健康体を維持するのにプールは無くてはならないものになっております。

年金生活者に民間施設はとても高くて行かれません。特に今後老齢人口の割合が増える中

で健康確保のために有用施設であると存じます。是非共、フィットネスセンターの存続を

お願い致します。自らも友人・知人に積極的に声掛けをして利用者が増える様、頑張りま

す。 
 
135、両膝を手術しているのでリハビリをかねてプールに通っています。ぜひ存続をお願
いします。 
 
136．私達老人又は子供達の唯一の楽しみえを奪わないで下さい。お願いします。 
 
137、釧路はどこへも行く場所があまりありません。プール迄なくなったら困ります、ど
うかプールは残して下さい。 
 
138、これからも続くよう強く求めます。市が身体づくりのいっかんを自ら廃止の方向と
は考えられない。 
 
139、会費の値上げ、経費の節減、利用者の拡大等、色々考りょして、市民のフィットネ
ス、家族、憩いの場プール、存続を切に望んでおります。よろしくお願いいたします。 
 
140、年会費を値上げして、駐車料金の無料時間を増やすといかがですか。年会費を今よ
りも短期間（例：3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月）を考えてみやらいかがですか。 
 
141、毎週、まごときて居ます。なくなるとこまります。 
 
142、体によい事が出来る設備を無くしない事を願います。 
 
143、健康維持が目的です。是非存続を期待します。 
 
144、色々な人達が利用してると思います。私だけでなく、ここのプールは若い人、年よ
りのためにも、全体必要です！！ 
 
145、健康のためにプールに通っています。子どもたちも、プールに行くことを楽しみに
しています。ぜひ存続してほしいです。 
 
146、老人にやさしい施設をなくさないで下さい。１老人より 
 
147、市内中心部におけるこうした場所は絶対に必要と考えます。市はMOOの存続の為、
市役所の部署をMOOに移設しています。その事とフィットネスセンターの廃止は全く逆
行した２つの事を行うものです。 
 
148、腰、膝などの痛みのリハビリなどに使用、なくなればたいへんこまる。もう少し、
お金を上げてものこしてほしい。 
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149、存続お願い致します。家族連れ、高齢者の為に。 
 
150、高齢者及び小学生の利用が多いことから健康増進に不可欠の施設と思います。尚赤
字は極力減らすこと。子供のいない時のスライダは水を止める。日中のライトは不必要か

と思います。ファミリー会員等は多少の値上げは止むを得ないが、３人組は人数が集まり

にくいので１人で気軽に入れるよう空地を利用して駐車場を確保する等々、会員数を増や

す等、知恵を絞ってほしい。結論、会員を増やして利用し易くする。経費を抑える。そし

て存続して下さい。 
 
151、釧路のシンボルをなくしないでほしい。 
 
152、ジム、スタジオ、プール、開設当時から利用していて、友人も多くできました。な
くなれば大変さみしいです。人のつながりもなくなります。 
 
153、札幌から夏休みにまごが遊びに来た時、ムーのプールに行くのが楽しみにしている
のでなくさないで下さい。 
 
154、何年もプールで歩き病気もせず足腰も元気で生活出来る事はプールのおかげです。
病院代もかからないし、仕分けにしないで下さい。年会費上がっても良いです。2 万～3
万位でも私は良いです。病院にかかったつもりで値上げしても続けて下さい。お願いしま

す。 
 
155、足が悪く陸上での運動はできません。よろしくお願いします。 
 
156、私にとってプールは健康上なくてはならないプールです。 
 
157、ここをよりどころとしている人がたくさんいます。何もわからない人が「廃止」と
いうなんてとんでもない。 
 
158、絶対残してほしい。合理化がすべてではない。必要なものとそうでないものをしっ
かり見分けていってほしい。 
 
159、フィットネスセンター（プール）廃止ゼッタイ反対。お客を集めるくふうをするべ
し。 
160、フィットネスセンターはとてもいい所なのでなくさないで下さい。 
 
161、主人は 8 年ほど前に病にかかり、それから毎日の様にプールでリハビリをやり、今
では生きがいの様になってます。どうぞこの後もずっとつづけられます様、お願いします。 
 
162、腰の痛いのが治りましたので・・・ 
 
163、足の手術のあとのリハビリに来てます。存続をお願いします。 
 
164、町の中心から なくさないで下さい。 
 
165、ここに通い、ひざつうが良くなり喜んでいます。よろしくお願いします。 
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166、この施設はお年よりのコミュニケーションの場でもあり、休みの日には子どもがお
父さんとふれ合いができる家族のコミュニケーションの場ともなっています。市民の健全

な生活の為に、この施設は必要であると思います、存続して欲しい。 
 
167、ぜひ廃止にしないで下さい。他との予算もあることと思います。しかし、寒い釧路
で体を動かせる当センターがないと、私は困ってしまいます。多少は値上がりや駐車場代

などはがんばって払います。だからもう少しのがんばりを市にもお願いします。 
 
168、定期的な運動ができません。 
 
169、プールは私達の生活の１部です。持続をお願い致します。 
 
170、孫が遊びに来ても行くところがなくなります。 
 
171、リフレッシュの時間、健康な体を維持していくには、日頃の適度な運動はかかせま
せん。 
 
172、健康のため毎日行っているのに。年金生活のためたは高くて行けない。 
 
172、市民が健康になるため続けてほしい 
 
173、現在の年会費 14,000円安く非常に助かって居りました。今回の仕分けで市の持ち出
しが多いことがわかりました。それで今後は会費を７万円位に直したら市の持ち出しは少

なくなると思います。 
 
174、MOOのプールは小学校の授業や家族で行った楽しい思い出の場所です。市内にこの
ような子供があそべる施設は少ないので残してほしいです。 
 
175、釧路市の中心にあるプールを存続して下さい。夏休み冬休みの子供達の為にも、幼
児を連れた親子で楽しめる唯一の施設を簡単に閉鎖しないで下さい。元にはもどる事は出

来ないのです。 
 
176、健康のためお願いします。 
 
177、唯一の楽しみです。ぜひ残して下さい。お願いします。 
 
178、10年以上来てます。運動出来ない身ですので、ぜひ残してほしい１人です。絶対お
願いします。 
 
179、私は足腰が悪く病院の先生にもプールのウォーキングをすすめられて 6 年になりま
す。身体の丈夫になり喜んでいます。値上がりも止むをえませんが、どうか続けてほしい

と願っています。 
 
180、１グループ 3人にこだわらず、1人でも良いのではないでしょうか。 
 
181、子供達が水遊びする場所がなくなる事はこまります。 
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182、私が体力トレーニング出来るのはフィットネスセンターがあるおかげです。プール
で泳ぐ、歩く、を行っていると身体に元気が出ます。ほぼ毎日行っています。ここご廃止

になったら、私はどうしたらよいのかとても不安になります。遠くにいる孫達が遊びに来

たとき、一緒にプールですごす時間が幸せです。孫たちもよろこびます。又、市内の子供

達が安心して遊べるプールをなくさないで下さい。 
 
183、健康維持を思い毎日の様に来ております。時間にしばられず、友達の出来、私、中
高年にとっては精神的にも健康、体力的にもおっても重宝しております。ぜひ存続を希望

致します。 
 
184、健康づくり、友人作りはプールから、こんな大切な社交場をつぶさないで下さい。 
 
185 健康増進、利用されている人々との交流を消さないで下さい。存続をお願いします。
年会費等の値上げはやむをえないと思います。 
 
186、今年の春から週 3～4回利用しています。まだ 40代ですが、高齢者の方がとても多
く、水中での運動が体に負担が少ないということで、特に健康維持の施設としての、生き

甲斐の時間を過していると感じていました。事業仕分けで、いきなり「廃止」と聞き、私

以上に長年利用している方々の戸惑いはかくせないと思います。主婦の目からみても「ム

ダ使いをなくす」観点から、経費削減や経営方針の見なおしなど色々なアイデアから見直

す方法がたくさんあります。いきなり「廃止」ではなく、まず見直しして頂いて、私達利

用者も利用方法、マナーなどをあらためて見直すことが必要だと思います。 
 
187、年間利用料ファミリー会員で14,000円の支出で健康増進のためプールに一生懸命で、
おかげさまで健やかに暮らしております。経費の削減策を検討してはどうでしょうか。①

更衣室、プール内の電気料、蛍光灯の数を減らしてもよいのでは？ ②サウナの利用時間

は 10時からですが、10時に 80度にする必要はないと思います。11時からサウナ利用す
ることにしてボイラー代を減らしてはどうですか。 
 
188～233、 

 46人の方が「残して、健康のため」と、ひとこと要望が書かれていました。 
 
 
以上です。 
個人名など特定されるものは○○と伏せ字にしました。 
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釧路フィットネスセンターの存続を求める要望書（第２次分） 
2010年 11月 24日 

 
１、腰痛で整骨院に半年かかりましたが直らず、このプールに来て毎日通っているうち、

今はうそのようにすっかり良くなりました。いつまた痛くなるか心配なので、プールはや

められません。ぜひ長く通えるプールを残してください。お願いします。 
 
２、是非残して下さい。通い始めて 17・8年たちますが、健康にも良く、仕事をしながら
でもかよい、これからも続けて行きたいと思います。長い年の間には事故でケガをしまし

たが、このプールでリハビリを続けて今、元気になりました。感謝でいっぱいです。是非

残して下さい。これからも続けてがんばりたいと思っています。 
 
３、釧路フィットネスセンター存続を願います。ムーのプールは赤ちゃんからお年寄りま

で楽しめる施設です。経費がかかるということで「廃止」をあっさり決定されたようです

が、逆に、反対に、釧路活性化の為、工夫をして「幣舞橋、花時計、素晴らしい夕日」の

有名な釧路にプラス「釧路フィッシャーマンズワーフ」を売りにできる様、考えてみては

いかがでしょうか。旭川の動物園みたいに復活を期待します。お客様がどんどんはいるよ

う工夫を。ムーのプールでたくさん遊び運動し、その帰りにムーの中で食事するのも良い。

又は、今や何もない寂しくなった北大通りにも入りやすい食堂、レストラン、カフェ、ウ

ィンドウショッピングなど市民の人が楽しめる街づくりを考えてほしいと思います。今は、

高校を卒業しても就職する場がなく釧路の人口もどんどん減る。北大通で若者が働ける場

を作り、盛り上げてほしいです。今現在「釧路フィットネスセンター廃止」を知らない人

が多いと思います。この要望書を書いているのは一部の人だと思います。是非、釧路市、

釧路市民の事を考えて下さい。お願いします！！ 
 
４、廃止になれば民間のプールのみとになり、値段も上がり利用しる事できません。存続

していただくことをお願い致します。 
 
５、僕は中学生で陸上をやっています。今、冬のトレーニングでジムをつかわせていただ

いているんですが、このしせつは、とても家にも近く、ベンリなので、そんぞくさせてく

ださい。 
 
６、存続はもちろんですが、運営方法も考えてみる必要があると思います。◎ロッカーの

鍵が不良で使えない箇所があまりにも多く、改善されない。◎プールの汚れ（水質）がひ

どい。前の委託者は休みを使用して洗浄していた等、今の管理者の運営に対する姿勢もま

た問われる所です。 
 
７、北大通の活性化は新しいものをつくることではなく、現存の建物を有効利用すべき。

いくらでも活用の方法がある。収益のみではなく、公共とは何かを考えて下さい。 
 
８、健康の為、特にお年寄りにとっては、足腰の弱い人達にとってはなくてはならぬ事と

存じます。現在 3 人１組になっておりますが、年間１人 20,000 弱になって良いとの声も
あります。なんとか存続になってほしいと思います。経費節約になると思うのはスタッフ

もへらして、プール内水銀灯も個数をヘラス。新聞も廃止、時間短縮（10：00～8：00） 
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９、私は股関節炎のため、あまり地面歩行が出来ないので、水中運動でがんばっておりま

す。存続をお願いします。 
 
10、健康維持のため、冬も使用できる事で年間通して、時間のある時、行ける事が健康増
進のため必要な施設です。 
 
11、市の助成金を半分の 3500万円にする。１番使用の多い 3人１組のファミリ券を２万
円に値上げする。駐車時間はすいているので１時間を前の２時間にする。こんな私案はい

かがでしょう。12年間続けて通わせていただいているものです。 
 
12、私は 77歳の女性です。フィットネスセンターを利用させて頂いてから 20年ほどにな
ります。一週間２度程の利用ですが現在も現役で働けるのはこれがあるからだと思って居

ります。疲れている時などプールでゆっくり運動すると体がすっきりとし体調を取り戻し

ます。本当に有難く思って居ります。これからも利用致したく存続をお願いします。 
 
13、大変お世話になっております。経費の掛かりすぎは良くわかりますが、私達にとって
は廃止になると健康の面やそのた色々、ただ一つの楽しみもなくなり、家にとじこもりに

なってしまいます。皆なで意見を出し合い、私達利用者も値段の件、その他もろもろ、経

営者、管理者、利用者で話し合いをもった方が良いと思います。 
 
14、上記の要望書の通り継続をお願いします。１、医療費の抑制、高齢者のリハビリ ２、
料金の見直（アップ） ３、利用者の拡大ＰＲ 
 
15、民間のプールには会費が高すぎて通うことができませんでした。今はまだ有職者です
が、定年後は通う予定でいました。老年者の健康維持の為にも存続をお願いします。 
 
16、私は腰が悪く医師にプールをすすめられて、バスでフィットネスセンターに通い、大
分良くなった様に思って居ります。ＭＯＯのフィットネスセンターがなくなれば、バスを

乗り換えに行かなければなく、これから冬になりすべる様になったら、とても遠くのプー

ルに通う事が出来ません。是非とも健康のためにもフィットネスセンターの存続をお願い

します。私の様な中高年令の方々には他にもたくさんいると思いますのでよろしくお願い

します。 
 
17、私の母は、毎日のようにバスでフィットネスセンターに通っておりプールの後は、お
茶や買い物をして帰ってきます。ＭＯＯのフィットネスセンターを存続していただかなけ

れば、バスを一度乗り換えなければなく、これから冬になり雪が積ったら、どこも今まで

のように通うことができません。是非とも健康のためにもフィットネスセンターの存続を

おねがいします。 
 
18、わたしは休みの日におばあちゃんときていて、あるいは 2人できていました。♥ 遠い
所でもなく、わたしにとってはいい場所でした。ここがなくなると、おばあちゃんとプー

ルに行けなくなってしまいます。わたしの泳ぎを見てもらったりしてました。どうか、こ

のプールをのこしておいてください。おねがい ♥ します。それと鳥取は遠くていけないの
でこまります。 
 

 2



19、毎日杖をついてリハビリにみえている方が多数おられます。通いやすい立地でＭＯＯ
に買い物もしていかれます。話をして精神もおちつく、まさに市民の数少ない憩いの場を

レンホウ議員きどりで廃止にするのは「鬼」と思います。 
 
20、今、市の財政は大へんなことになっていますね。市民のひとりとして重く受けとめる
とともに行政の責任を負って日夜身心をいためておられることでしょう。改善のためには

あらゆる事務事業で歳出削減を図るとともに、いささかなりとも歳入増の可能性をほりお

こすことも必要でしょう。その場合は関係市民とも協議を尽すべきで、廃止ありきの単純

対応にならないようにお願いします。また「聖域なき・・・」という枕ことばが選考する

のが常ですが、市政には聖域が現存し、それは市民の生命・健康維持を担う事業ではない

でしょうか。報道によれば小さな自治体ながら積極的な施策で住民の健康増進に成功し、

医療費の大幅減額、従って財政再建実現という自治体があるといいます。どうか単純廃止

でなく、積極的検討を。 
 
21、税金のむだを少なくするのはいいことです。でも、市民の気持ちを考えてください。
廃止反対！！！ 
 
22、私はこかんせつが両方、じんこうですので、リハビリをしなければならない。どうお
か、このままつづけたいと思いますのでよろしくお願いします。 
 
23、ヒザ痛で整形病院や治療院にかよいましたが良くならず、プールを歩いてみようと思
い、一年程まえからかよっていますが、いつのまにか痛みが薄れ、快適な日々を送れる様

になり、私のライフワークにしようと思っていました。なんとか皆んなで知恵をしぼり、

続ける方法はないものでしょうか？ 
 
24、私はヒザのリハビリの為に利用している 60 代の女性です。地方にはこのような施設
はありません。プールはあっても遠くて不便です。ムープールは駅からも近く汽車のあい

間でも利用できます。買い物ついでにも利用できます。来年明けにはまた手術します。術

前、術後のリハビリにもなくてはこまります。終生利用していきたいです。これが他者の

ところだと月額とても高く年間利用できません。14：00～15：00は最高です。 
 
25、年会費をすこし位上げても皆さん廃止になるよりもいいと話して居ります。又、プー
ル（ＭＯＯ）がなくなったら、町はさびれるのに、又どうにもならなく、町は今以上にさ

びれると思います。 
 
26、釧路の中心街とも言えるこの場所にあるフィットネスセンターは、私たちにとっても、
また子供達や健康を考えたご老人の方々にも、とても重要な施設だと思います。今この不

況時、釧路から次々と色んなお店が姿を消して行き、本当にさみしいです。せっかくこれ

だけ大きなフィットネスがあるのですから、ぜひ存続を願います。中心街にゆったりと楽

しめるこの場所は、利用している多くの人たちや観光客たちのオアシスと思っています。 
 
27、高齢者、身障者の人達がプールを利用したことによって機能が回復して例を数多くき
いています。全人口の割合から見ると小数かもしれないが、少数の幸わせあっての福祉で

す。小学校のプール指導等にも使われているのではないですか。事業仕分けの名で廃止の

結論を出すのはもってのほかです。 
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28、フィットネスセンターは高齢者だけでなく、障害をもったかたのリハビリの施設とし
ても大きな役割をもっており、市民のみなさんに喜ばれるところです。弱者にあたたかい

のが市政の品質ではないか。いらない予算の使い途を見直せば、こんなことはできないは

ずです。絶対に廃止しないように強く要請します。 
 
29、フィットネスセンターの存在意義は市民の健康増進のため重要と思います。経費がか
かりすぎるとの理由であれば、受益者負担の考えから年間の会費を値上げするなどの対策

を立てて頂いて、ぜひとも存続させて下さい。 
 
30、廃止は高齢者にとっても市民にとっても全体マイナスです。ぜひ存続をお願いします。 
 
31、来年の夏休みに行く約束があるので廃止しないでください。小学６年 
 
32、小学校の子どもたちもＭＯＯのプールで泳ぐことも、体だけでなく心も育てる効果が
あります。子どもたちの夢を、安心してつどえる場をなくさないでください。 
 
33、今年で 15年目です。年間 100回以上利用しています。私の健康管理から国保の赤字
削減に協力をしていると思います。昼頃にムーのプールを利用している。養護学校のみな

さんの元気な声、又楽しんでいる姿を釧路市の関係者はぜひ御覧になって下さい。若干の

値上げは考えております。廃止ではこまります。 
 
34、私はＭＯＯのプールが大好きです！！ なので、その楽しみをうばわないで。ＭＯＯ
のプールはだれでも楽しめる所がなくなったら、みんなが悲しみます！ なくすな！ Ｍ

ＯＯのプール 
 
35、体調のためにプールに通っています。釧路にはこのような場所が少ないのでなくなる
とこまります。少々、会費上げてもよいのでつづけて下さい。ぜったいつづけるべきと思

います。 
 
36、オープン以来、永年御利用させて頂きとても感謝しております。健康にもストレス解
消にも良く、とても楽しみに致しております。是非の存続をお願いしたいと思います。 
 
37、私の母はプールに通い続け 20 年以上になります。体調が悪い時も水の中を歩くだけ
でスッキリするようです。釧路市内にはＭＯＯの他に数ヶ所身体を鍛える施設はあります

が、自動車免許を持っていないお年寄りは移動が大変なのです。釧路市民の健康を守る為

にもフィットネスセンターを廃止しないで下さい。 
 
38、老後を少しでも元気に過すために近いうち入会し通おうと思っていました。安い年会
費で利用できるのは魅力です。ぜひ存続させて下さい。 
 
39、上記の件の他、利用する事が出来なければ足腰の弱い者は医者にかかるようになりま
す。そうなると行政の負担もそれなりにかかってくると思いますので是非存続して下さい

ますよう。 
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40、冬期間の散歩中に転倒し、数ヶ月間膝の痛みが持続し、リハビリのためプールに通い
始めました。筋力保持の為、今後も継続したい。 
 
41、私は足腰が悪く、少しでもフィットネスセンターに通い良い方向にむかえばと思い始
めたところに、このような事業仕分けで廃止との事。ご高齢の方達も、足腰が悪く健康の

為にと通っている姿も見うけられます。私達、健康の為にと通っている者達の為に是非と

も存続にご尽力をお願いいたします。 
 
42、それじゃなくても駅前からＭＯＯにかけて観光客や市民のいこいの場がないのに、こ
のままフィットネスセンターが廃止になってしまうと、さらにさびれてしまう。市民の健

康の増進や豊かな生活を送る為にも、また以前の北大りのにぎわいをとりもどす為にもＭ

ＯＯのフィットネスセンターは、ＭＯＯと共に必要な存在であります。子供達や仕事をリ

タイヤした方達にとっても特になくてはならない場所になっています。なくさないで下さ

い。 
 
43、ＭＯＯのフィットネスセンターの存続を強く求めます。これまでも釧路からいろいろ
なものが無くなってきました。百貨店がなくなった時もかなりショックでしたが、まだＪ

Ｒや車で帯広・札幌に行くことができるのでなんとかなりました。でも日々の健康増進と

なれば、ほぼ無理です。鳥取までは無理です。ＭＯＯのプールには若い人よりも年配の方

がたくさんいらっしゃいます。みなさんプールでお話したりサウナに入ったりと楽しそう

にしていらっしゃいます。ＭＯＯのプールがなくなったら行くところが、お友達と会う所

が無くなると心配しています。これ以上、私たちの日々の楽しみを奪わないで下さい。お

願いします。 
 
44、市の誇りとして、街中の温水プールひとつ位守って下さい。たくさんの市税をつぎこ
んでるところを明確にし、再検討して下さい。健康のためにどうしても必要な人たちのや

さしさを失わないで下さい。 
 
45、仕事帰りに寄れる所です。設備の整っている事と清潔な所です。低料金で利用出来る
のもＭＯＯのフィットネスセンターだけなので存続をお願いします。 
 
46、健康維持のために通っています。料金も安いため、ずっと続けたいと思っています。
民間は高いので、廃止となると困る人も多いのではないでしょうか。 
 
47、唯一の水中歩行のできる（安心）ので、廃止にしないでほしい。交通の便も良いので。 
 
48、健康管理の為にＭＯＯのプールを利用しています。そこには適度な運動や人々のゆっ
たりした憩いの会話があって、どれ程市民の健康管理に役立っていることか、はかりしれ

ない。市民の心身の健康づくりが、やがては市の支出する医療保険料の削減にもつながる

ものと思う。市長はじめ当事者は、こんな施設にこそ「市民の血税」を使うべきである。

市の職員が、安い料金で温泉に入れるのも納得がいかない。ＭＯＯのフィットネスセンタ

ーの管理運営の「廃止」については、市の無駄な支出をなくして、あくまでも市民サービ

スの精神で行政に当たってもらいたい。 
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49、腰が痛いのでプールで歩くのが良いので。 78才になりますと道路歩くのに不安です
ので、プールの存続をお願いします。 
 
50、子供達はプールが大好きです。親の私達も健康促進・ストレス解消等、プールを多く
活用します。名寄から実家に帰った時にも、プールは子供達との交流を深くし、楽しい思

い出に一生残るような時間を過せます。そんな身近な大切な憩いの場を失う事は考えられ

ません。どうかプールをなくさないで下さい。家族一丸となって、廃止を阻止したいと思

います。プール廃止・反対！！                    （名寄市） 
 
51、年寄りの楽しみを奪うのですか。 
 
52、ここの流水プールは、他の施設には無いものです。流水プールでのウォーキング等は
足腰の負担が少なく、無理なく体力づくりができることから、多くの高齢者が利用してい

ます。また、お子様連れの家族の利用もよく見かけます。今、予防医療の重要性が謳われ、

拡大、発展をし続けています。廃止（閉鎖）するよりも、もっと市民の健康推進、予防医

療の場として活用し継続して頂きたいと切に願います。また、ここの施設は「こころのフ

ィットネス」の場にもなっている上で、検討願います。 
 
53、私は、ＭＯＯのフィットネスセンターを使用した事がありませんので、全くもってピ
ントはずれの回答になるかもしれませんが（プールだけは一度使ったことがあります） 
私の年代は 50 代ですが、仕事もしていますが、筋肉低下を防いだり、何か体を動かした
いという思いで、女性専用カーブスという所に通っております。そこには 80 代から下は
10代まで、多いのは 50代ですが、実に多くの女性が入れ替わり来ているということです。
費用も 6,900 円～5,900 円（１ヶ月）という高額の金がかかるのに一度、体験してみて下
さい。なぜそこが良いかというと、一人で行っても担当の女性が必ず声をかけ、気分を高

揚させてくれ女性専用にマシンをセットしてあるこの良さです。主人も行きたいと言いま

すが、女性のみなのでと笑っています。もし、このような使う側の配慮や心配りのある市

の施設なら、みんな行くと思うのですが。 そんな事でなくすのは簡単ですが、残すなら

方法をもっと考えた方がよいと思いますよ。魅力がないから、知られていないから、市民

が利用しないので赤字になるのでしょうから。見当はずれでしたらゴメンナサイ。 
 
54、市民の健康の増進を図り、医療費の抑制につながり大切な施設です。又、ＭＯＯの１、
２Ｆもフィットネスセンターの人達が立ちよっています。このままだろＭＯＯ全体がさび

れてしまいます。どうか存続の道を探って下さい。 
 
55、ひざを手術して歩くのに不安でしたが、プールで水中歩行なら大丈夫で、主治医から
週３回でも良いので是非続けるようにと言われ実行しています。必要なんです。そして交

通の便も最高に良いです。「廃止」なんて絶対反対です。 
 
56、釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯとフィットネスセンターを切り離して考えるべ
きではないと思います。仮にＭＯＯのフィットネスセンターを採算面のみで廃止にした場

合、釧路市の福祉行政の後退につながると思いますし、フィッシャーマンズワーフＭＯＯ

全体の存在意義も薄れてしまうのではないかと思います。 
 
57、存続をお願いします。このセンター以外に人々が集う所はありますか？ 家に閉じこ
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もりがちなシルバーの方達の会話の場で有り、運動の場です。病気で病院に行く回数も減

り、足のリハビリをしたりで国保の支出も減っていると思います。企業努力も必要ですし、

我々会員も多少の値上げは仕方が無いと思っています。市役所の定員を減らすとか、市議

の定員を減らす等努力して下さい。 
 
58、腰の手術をしたのでリハビリのため、道路を歩くより水中の水の中が良いとの病院の
先生にいわれたので、いつも居ます。ですから水泳を続けて下さい。 
 
59、私は前月、股関節の手術を終えて、自宅療養中です。そろそろＭＯＯのプール通いを
又始めようと思っていました。新聞等で存続が危ういと知っていましたが、友人達から大

変深刻な状態と聞き、一層心配になりました。札幌から来ていられる奥様はいろんな条件

から、こんな良いプールは札幌にはないと云われました。釧路の自慢出来る事と思います。

私も老後長く足腰を鍛える為、どうぞ今迄どうり続けて下さい。 
 

以上 
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