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プール施設における安全点検の実施結果について 
 
 
昨年 7 月に発生した埼玉県ふじみ野市におけるプールでの死亡事故を受け，京都市では，

市内の一般プール施設を対象に緊急の安全点検を実施し，その安全性に問題がないことを

確認しました。 
今年度も本格的なプールシーズンに入る前に，同様の安全点検を実施しましたので，そ

の結果を下記のとおり，お知らせします。 
 
 
                  記 
 
 
１ 実施期間 
  平成１９年５月１日（火）から５月３１日（木）まで 
２ 安全点検実施者 
  各区保健所衛生課環境衛生監視員 
３ 調査施設数 
  市内にある公営及び民営の全遊泳用プール  ５４施設（別添一覧のとおり） 

＊ 調査対象施設５８施設のうち４施設は休業中 
＊ 小中高等学校のプール施設を除く 

４ 安全点検内容 
(1)  排水口・環水口の状況について 
(2)  管理体制について 
(3)  緊急自主点検結果等の掲示について 

５ 安全確認調査の結果 
  流水式プール２施設を含む５４施設全てにおいて，安全対策が実施されていることを

確認しました。  
 
 
 
 
 



　　　　　　　　　　　　　　　　遊泳用プール施設一覧

施設
区分

施設名称 施設所在地

1 民間 しょうざん 京都市北区衣笠鏡石町47

2 民間 然林房バレープール 京都市北区鷹峯北鷹峯町40

3 民間 ナカジマスイミングスクール 京都市北区上賀茂桜井町13

4 民間 エグザス北大路 京都市北区小山北上総町49-1，2，3

5 市 踏水会水泳学園上京教場    　　　　　　  (休業中） 京都市上京区智恵光院通笹屋町上ル橘児童公園内

6 民間 京都ブライトンホテル 京都市上京区新町通中立売下る仕丁町330

7 民間 コナミスポーツクラブ京都丸太町 京都市上京区丸太町河原町東入ル駒之町561

8 民間 星の子スイミングスクール 京都市上京区中立売通裏門東入多門町434

9 民間 スポーツクラブルネサンス京都堀川 京都市上京区堀川通今出川上ル南舟橋町381-1

10 民間 レジーナ京都 京都市上京区新町通今出川下る徳大寺殿町345

11 民間 財団法人 京都踏水会 京都市左京区聖護院蓮華蔵町33-5

12 民間 ビバスポーツアカデミー出町 京都市左京区田中関田町22-76

13 市 京都市障害者スポーツセンター 京都市左京区高野玉岡町5

14 民間 エル・スポーツ京都 京都市左京区一乗寺高槻町16

15 民間 ARS LOCUS（アーズローカス） 京都市左京区下鴨東本町7

16 民間 ウェルネスクラブオーク21 京都市中京区蛸薬師通烏丸東入一蓮社町293番地

17 民間 YMCAプール 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町2

18 民間 京都全日空ホテルサンテロワ 京都市中京区堀川通二条下る土橋町10

19 民間 学校法人 両洋学園 京都市中京区壬生上大竹町13

20 民間 京都ホテルオークラフィットネスクラブ 京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537-4

21 民間 ディーバスポーツクラブ京都 京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254west18ビル10F

22 民間 フィットネスクラブ コスパ二条 京都市中京区西ノ京小倉町17-1

23 民間 ウェスティン都ホテルフィットネスクラブ「トロピクス」 京都市東山区粟田口華頂町1

24 民間 ウェスティン都ホテル屋内プール 京都市東山区粟田口華頂町1

25 民間 ウェスティン都ホテル屋外プール 京都市東山区粟田口華頂町1

26 民間 京都市健康保険組合保養所きよみず 京都市東山区清水4丁目200番地

27 民間 アクアヴィナーシャ 京都市東山区妙法院前側町421-1

28 民間 学校法人 洛東学園 清水台幼稚園 京都市山科区川田山田6-2

29 民間 スポーツクラブルネサンス京都山科 京都市山科区大宅神納町1

30 民間 アクアパーク東山　　　　　　　　　　　　（休業中） 京都市山科区厨子奥花鳥町１

31 市 京都市ラクト健康文化館 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91

32 民間 リーガロイヤルホテル京都 京都市下京区東堀川通塩小路下ル松明町１番地

33 民間 フィットネスクラブコ・ス・パ京都リサーチパーク 京都市下京区中堂寺粟田町94,93の一部　UX丹波口ビル６．７階

34 民間 ホテルグランヴィア京都3階（営業階） 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901

35 民間 京都東急ホテル　　　　　　　　　　　　　（休業中） 京都市下京区猪熊通五条下ル柿本町６００番２

36 民間 京都倶楽部イリアス 京都市南区東九条西岩本町10-2

37 民間 スポーツプラザACE 京都市南区吉祥院西ノ庄向田町23-2

38 市 京都市健康増進センター 京都市南区西九条南田町1-2

39 府 京都テルサフィットネスクラブ 京都市南区東九条下殿田町70

40 民間 メディカルフィットネスクラブSHIN-SHIN 京都市南区唐橋羅城門町30番地

41 市 京都市北部クリーンセンター関連施設 京都市右京区梅ケ畑向ノ池町27-1他

42 民間 ㈱京都アスレチッククラブ 京都市右京区太秦森ケ東町18

43 民間 京都ファミリースイミングスクール 京都市右京区山ノ内池尻町1-1

44 民間 セントラルフィットネスクラブ太秦 京都市右京区太秦御所ノ内町7

45 民間 RHINOスポーツクラブNAS西院 京都市右京区西院三蔵町17リノホテル京都3階

46 市 京都アクアリーナ 京都市右京区西京極徳大寺団子田町44-3番地他

47 市 京都市ふれあいプール 京都市右京区京北中地町

48 市 京都市グリーンプール 京都市右京区京北細野町

49 民間 京都イトマンスイミングスクール桂 京都市西京区桂朝日町168

50 民間 スポーツクラブルネサンス京都桂 京都市西京区桂木ノ下町1-101

51 市 南清掃工場プール　　　　　　　　　　　　（休業中） 京都市伏見区横大路八反田

52 民間 コナミスポーツクラブ伏見 京都市伏見区両替町二丁目357

53 府 京都府立伏見港公園総合体育館　　　　　 京都市伏見区葭島金井戸町

54 市 京都市東温水プール　　　　　　　　　　　 京都市伏見区石田西ノ坪1番地の2

55 民間 スポーツクラブNAS向島 京都市伏見区向島藤ノ木町82-4

56 民間 京都シティスポーツスイミングスクール 京都市伏見区下鳥羽西芹川町23

57 民間 スポーツクラブNASダイゴロー 京都市伏見区醍醐高畑町30-1ダイゴロー西館5Ｆ

58 民間 スポーツクラブ　ヘミング伏見 京都市伏見区深草綿森町９

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


