
鉾立小学校木造校舎耐震化代替案説明会に係るアンケート結果

１．アンケート概要

対 象：「鉾立小学校木造校舎耐震化代替案説明会（令和3年 2月 15日実施）」

参加者 93名（鉾立小学校保護者及び鉾立小学校区住民）

回収期間：令和 3年２月15日～令和 3年３月１日

回収方法：用紙提出（説明会当日回収、鉾立小学校、東児公民館、教育総務課）

回 収 数：78（保護者36 地域住民 41 無回答１）

回 収 率：83.0％

２．アンケート結果 ※アンケート詳細は別添のとおり

Q.2 各案の評価は５点満点で何点ですか。

(全体）

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点
案① 21 10 11 10 11 15 181 2.32 
案② 56 12 5 2 1 2 42 0.54 
案③ 46 14 8 4 2 4 70 0.90 

人数
合計点 平均点

(保護者）

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点
案① 7 5 4 6 6 8 95 2.64 
案② 24 6 2 2 1 1 25 0.69 
案③ 16 8 4 4 2 2 46 1.28 

人数
合計点 平均点

※立場無回答が１名いるため「保護者」、「地域住民」を足しても「全体」にはならない。

(地域住民）

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点
案① 14 4 7 4 5 7 85 2.07 
案② 31 6 3 0 0 1 17 0.41 
案③ 29 6 4 0 0 2 24 0.59 

人数
合計点 平均点
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Q.3 案①～③のうち、一つを選ぶとしたらどの案ですか。

凡例：■ 案① ■ 案② ■ 案③ ■ 無回答

55.1%

2.6%

3.8%

38.5%
（全体）

人数 割合
　案① 43 55.1%
　案② 2 2.6%
　案③ 3 3.8%
　無回答 30 38.5%

計 78 100.0%

（保護者）
人数 割合

　案① 23 63.9%
　案② 0 0.0%
　案③ 2 5.6%
　無回答 11 30.6%

36 100.0%

63.9%
5.6%

30.6%

（地域）
人数 割合

　案① 19 46.3%
　案② 2 4.9%
　案③ 1 2.4%
　無回答 19 46.3%

41 100.0%

46.3%

4.9%2.4%

46.3%
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＜保護者による記述（概要）＞

・３案の中から選べと言っているように思った。

・木造校舎補強工事が１０年の耐久性しかなく、予算的な事が原因と言われたが、納得出来ない。

見直しを希望する。

・校舎を建て直すという案がなかった。他の学校の改修工事にかけた費用を鉾立小にもかけて欲

しい。新校舎を作って児童や先生たちが安心して過ごせる環境を送って欲しい。H２７で改修工

事が全ての学校で終了したなら、鉾立小耐震化の予算を計上出来たはず。その鉾立小に充てる

はずだった予算はどこに行ったのか。予算を計上しなかったのか。

・耐震化するという話だったが、コストの問題でなくなったのか。市は耐震をしてくれるのか。

出来ないのか。出来ないのであれば、案だけ出して早く決めて欲しい。地域と保護者とアンケ

ートを分けて結果を出して欲しい。保護者の意見が知りたい。地域の人は子供の事より建物の

事ばかり。

・耐震化をしないなら丁寧な説明が必要。義務教育学校の件と同時期に話をする必要性は何か。

本館は放置されたままか。

・案③について、中学校はトイレ等が少ないと思う。運動場等、体育館使用はどれぐらい安全面

があるのか。案２について、どうやって小学生が中学校へ通っていくのか。残された小学生は

どうするのか。３案だけで考えていかないといけないのか。

・旧校舎は保存して、保育園側に小さな校舎を建てて欲しい。説明会では、後部の方は良く聞き

取れなかった。

・２年間放置し、耐震化する約束を反故にする決定をした理由がわからない。木造のまま耐震化

という住民の意志を「３案以外は考慮できない」と宣言するのは何故か。その他の案は様々あ

るが、より良いアイディアを取り入れる事を拒否するのは何故か。早急に特別教室棟に子供を

移し、安全を図って欲しいと要望していたのが、２年間子供の生命を放置したのは何故か。

・どの案もすばらしく、よく考えてくれている。校舎がなくなるのは悲しいが、形あるものはい

つかなくなるので、その時が来たと思う。

・案③になった場合、現在の校舎は公民館になるとのことだが、廃校と同じなのではないか。

・①と③は②よりも作業工程が少ないが、本当にこの年数必要なのか。

・代替案でもっと細かい説明が必要だと思う。

・質問の答えが、予算がないとか、財政が、という理由でまとめすぎている。そこを上手くやり

くりするのが市長や議員の役割だと思う。

・③案は義務教育学校と合わせ、胸上小との統廃合を含め、長期的な検討をすべき。時間割が別々

だと中学生が集中して勉学に臨めない。中学校生活に悪影響。中学生の親は反対しないのか。

②案は学年の分断というデメリットが大きすぎる。中学生の中に飛び込む危険も大きい。

②③は通学、移動の手段が不明で現実的に感じない。安価だが、スクールバス等安全な学校生

活を送るために必要な経費がもっとかかるのではないか。

Q.1 説明で疑問に思った点、分からなかった点をお聞かせください。
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説明会が地域の方が意見を発信することが主となってしまっていたことが最大の疑問。説明

会を学校行事と合わせたりして開けないか。保護者が意見しづらい空気だった。卒業生の校舎

に対するノスタルジーは子供の早期安全確保の二の次、三の次ではないか。

・コスト計算が高くないか。プレハブや児童クラブの位置はどうなるか。

・案①のプレハブ棟はどこに建てるのか。

案② ５・６年がいなくなったら通学班の変更又学童はどうなるのか。音楽室の音が教室に響

いて、勉強に影響がでるのではないか。

案③ 中学の方にも説明がいっているのか。胸小から東中に来る子供達はどう思うか。

・メリットデメリットが考えられていない。

・案①の場合 プレハブ棟をどこに建てるのか。グラウンドがこれ以上せまくなると運動会の行

事は出来るのか。

案②の場合 登校が５，６年生と１～４年生とわかれる。登校班の最上級生が４年になっても

大丈夫か。５，６年生の登校距離が長くなる。小学校の運営的に先生の負担が大きいのでは。

案③の場合 スクールバス等でるのか。トイレの設備等、下級生は中学生のものばっかりでは

大きすぎるのではないか。授業時間等、休み時間の校庭の使い方はどうなるか。

・何故こんなにコスト削減されたのか。

・「耐震化しても１０年しか持たない」との説明に疑問を持った。

・コストの試算方法がおおざっぱ過ぎる。過剰な設計でなく必要な予算の試算をして欲しい。

・高級プレハブとはいったいどういうものか。

＜地域住民による記述（概要）＞

・住民と合意した事が、トップダウンで変わるのか。代替案が出ることがおかしい。工法など検

討されたとは思えない。案③が出るのがおかしい。義務教育学校の施行とは切離したのであれ

ば、②案、③案は代替案にはならない。

・将来ある子供の教室を値切らないで欲しい。地区民の歴史ある小学校への思い入れは大きい。

理解して欲しい。

・なぜ急にこんな話が出てきたのか。今後のスケジュールも日にちがない。今後の生徒数等も加

味し、検討して欲しい。

・鉾小を胸上小と統合し、鉾立地区の小学生をスクールバスで送迎の案が出ていたが、この方法

もいずれ児童数が少なくなった場合のことを考えるとよい方法だと思った。

・市の財政の関係で耐震化が出来ないために急に第３案になったたように思われる。

・市長、教育長の話は、全く理解できなかった。耐震化の問題を代替案ですり替えないで欲しい。

・鉾立小の廃校の説明会のようだった。前向きに考えられないのか。

・義務教育学校と耐震化を双方の理由にしながら提案しているが、２つを切り離して考えること

に疑問。知恵をしぼって子どもたちのために、地域のために何とかしてやろうとする思いが感

じられない。案②・③は論外であるが、案①で子どもたちが生活することを想像すると窮屈で

あり、教育効果が低いと思える。新校舎のプレハブは長持ちしないがどうか。遊具等を西へ移
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動し、そこへ新校舎を建設するのはどうか。何の基準で教室の広さを決めているのか。何社か

ら取った見積もりか。木造校舎は今後どうするのか。

・聞き取りにくかったので、わからない。

・各案別にどの位の震度（レベル）に対応できるか。

・小、中学は別の方が良いと思う。２年も待っての案③は残念。もう少し本気で考えて欲しい。

・④案として現校舎の耐震化をし、その間、東児中学校を利用する方法はどうか。

・他校は耐震が出来ているのに鉾立小だけが放置されていた。今になって予算がないと言ってい

る市の考えが分からない。

・早急に結論は出せない。種々の面から充分な考慮・配慮が必要である。

・小・中一緒になると小学校と中学校の交流が生まれお互いに刺激を受けて良いと思う。時代も

変わっていくので、新しい学校様式もいいと思う。スクールバスは絶対に必要。

・３案のうち、２つは東児中学校へという物だが番田地区の中には現在でも学校が遠い子供達が

いる。中学校へとなるとさらに遠くなる。通学手段を考えてもらわないといけない。（例えばス

クールバス）それについて市はどう考えているか。

・小学校低学年の子供達の通学時間のことがあり、東中までの通学が考えにくい。現在の場所で

学習出来ることを節に希望する。

・いずれにしてもお金がかかるものと思うが、市の前向きな姿が見えない案ばかりだと感じた。

・案③についてですが、東児中には、胸上小と鉾立小の卒業生が通うことになっていると思うが、

案③だと鉾立小だけ通うというのはどうなのか。

・代替案は考えられない。市の財政の都合により人生で一番大事な小学校の校舎を代替で考える

ことはできない。

・何故耐震化代替案のみなのか。それまでに話し合う事は出来なかったのか。これから話し合い

をしていきたい。

・３つの代替案に共通して、使わなくなった木造校舎はどうなるのか。何もされないまま放置す

るのは危ないし、解体するなら、費用はどれくらいでその跡地は何に使われるのか。

・以前の説明会に参加していなかったので、今回までの流れはわからないが、市側、地区住民側

のどちらに賛成というわけではない。理想は木造校舎を耐震工事しても学年全員が今まで通り

一緒に生活できる環境がベストではあるが、市の財政難も考えると難しい事もわかる。

・①②③案以外も検討して欲しい。（要望を聞く機会を持つように）

・１～６年を特別教室棟に入れるのは無理がある。せめて多目的ホールの２教室とパソコン教室

の１教室にして残りの３教室と教員室等は現在の木造校舎の１部を解体して、木造校舎を建て

るべきである。
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＜保護者による記述（概要）＞

・何度も話し合いをし、住民が納得いくようにしてもらいたい。予算が無いとは言い訳。

・これからの子供達を何だと思っているのか。税金の使い方が大間違い。

・伝統ある校舎は残すべき。子供の数は少なくなっても、空いた場所をサロンに使用することも

将来的に可能。

・岡山県内最古の現役小学校。市が維持してくれていることには感謝している。時間をかけてで

も耐震して欲しい。地震がいつ起こるか分からない。一刻も早く新館への移動を希望する。

・鉾立小の児童は玉野市から教育格差を受けていると思う。ネット環境がない、耐震工事を受け

ていない教室で、いつ来るかわからない地震に怯えながら授業を受けている。避難訓練だけで

は児童の命を守れない。義務教育学校とは切り離して考えられない。地域と学校と行政が何度

も話しをする機会を作る必要がある。アンケート結果はどの様な形で回答するのか。次回の耐

震工事の話や義務教育学校の説明はいつ頃になるか、予定を教えて欲しい。

・１～６年生まで一緒に学べるようにして欲しい。出来るだけ早く、耐震化して安全を確保して

ほしい。耐震化し、今後の避難場所として有効に使う事が出来ないか。試行と言いながら、耐

震化もしない、義務教育学校になってしまうのではないか。モデル校と言えば聞こえは良いが、

上手く行かず、子供達が変わってしまったらどうするのか。行事がある度、５・６年生は歩い

て小学校に行かなければいけないのか。疲れて勉強どころではないし、落ち着いて勉強が出来

ない。一時的に中学校に行くだけであれば、遠足みたいになるだけである。

・鉾立には、まだ良き古き人と人との繋がりがどの世代にもある。それは保育園や学校を通じて

作られるものが大きい。小学校は会社とは違う。未来を造る人を育てる場所である。投資をし

て欲しい。他の地域と同じようにして欲しい。子供のためを一番に考えて欲しい。

・どうして東児中学校に行く案しかないのか。そうであれば、胸上小も一緒にしていかないとお

かしい。鉾立小の子が胸上小へ行くというのはダメか。小学生同士が一緒がいいと思う。思春

期の中学生と一緒では悪影響でしかない。中学生とは一緒にして欲しくない。

・他の案として・・・

第④案…木造校舎西半分を鉄筋で新築する。第⑤案…木造校舎西半分を木造で新築する。

第⑥案…全体を鉄筋で新築する。第⑦案…全体を木造で新築する。第⑧案…ブレース補強「×」

型以外。第⑨案…キューブ型鉄骨をはめ込む耐震化。第⑩案…シェルター型耐震化。

第⑪案…胸上小と合併。第⑫案…東児中に後閑以東の小中学校を統合。第⑬案…文部科学省の

メガスクール（通信教育）

市政を経営と考えた場合、将来性ある資源＝子供に投資する金がない、は親世代の「失政」

である。自らの失政を子供に押しつけていることに強い違和感があった。話し合いはお互いに

譲り合いながら妥協点を探るなら、互いに１％削減する案を提案する。ゴミ処理・給食センタ

ー・病院合わせて 180億。１％で1.8 億円。鉾立は耐震化１億６千円の１％削減すれば、耐震

化する金額が出来る。個人的には借金でも年度をまたいでも、第⑩案シェルター型の予算化を

すぐにやって欲しい。

Q.4 鉾立小学校の今後について、自身の考えをお聞かせください。
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・もっと時間をかけて話をしたいと言われても、地震はいつ来るかわからない。明日来るかもし

れない。どの案でもいい。早く対処して欲しい。工事までの時間がかかりすぎ。

・出来れば場所を変えず通わせたい。改修に時間がかかり危険なため、その間は胸上小か東児中

に通わせたい。

・１日でも早く安全な場所へ移動させて欲しい。案①にするとしても、まず早期にプレハブ建設、

その間は特別教室で授業等、とにかく危険を避けて欲しい。子供の命が一番。

・最速で２年後ということであるが、その間に先日の福島沖のような地震が来たら、校舎がどう

なるかは分からないが、窓ガラスは確実に割れる。子ども達の安心安全の為に出来るだけ早く

改修をして欲しい。同時にその間の安全も考えて欲しい。

・今すぐに出来ることで、今すぐ命が守れることをするのが先決と思う。どの案を実現させるに

しても、応急処置として、胸上小にスクールバス（シータクなど）で移動することは出来ない

か。

・耐震に対しての不安は常にある。

・案③になった場合、小中では授業時間が違うのはどうするのか。中学校には遊具がないが、小

学生は遊べるのか。案②になった場合、委員会、クラブは４・５・６年生でしているが、どうす

るのか。今後、１学年１０人にもならないクラスが出てくる。集団生活を学ぶべきだができな

い。耐震も大事だが子どもの内面の環境を整えてあげることが最も必要だと思う。鉾立小の人

数は少なくなるのでスクールバスで胸上小に行くのはどうか。コストもそんなにかからないし、

今すぐにでも出来る。１クラスの人数も２０人以上になり、集団の学びが大きい。

・一日も早く子供が安全に学べる環境にして欲しい。学校に行っている時に大地震がきて、子供

たちが建物の下敷きになってしまう事を想像するとぞっとする。来てからでは遅い。もっと危

機感を持って欲しい。今すぐに出来る対策案はいくらでもあるはずだ。特別教室棟で使ってい

ない時間、各部屋で授業するとか、避難訓練をもっと子供達に周知させるとか、今すぐコスト

をかけずに予防や対策する事はいくらでもあると思う。平行して、１日も早い対策を行って欲

しい。

・小学校の今後、という点を重視するのであれば、説明会、意見交換会は保護者、地域の乳幼児

の親が先ではないか。地域の方を含めると前向きな建設的議論がしにくいと感じた。当事者は

親です。話し合いは第一に、親ではないか。義務教育学校はやるならとことんやってもらいた

い。もっと時間をかけて、具体的なビジョンをもって地域一体となって統廃合を上回るメリッ

ト高い教育水準、良質な学習環境を実現すべき。プレハブ、耐用年数などから具体的なイメー

ジが出来ない人も多いようだった。もう少し具体的な数字、イメージ図、参考画像なども提示

して説明した方がよりわかりやすいと思う。

・子どものことを優先して考え、スピード感を持って、方向を決めて欲しい。

・子供達にも意見を聞いてもらいたい。先生方の意見も聞いてみたい。３案の中から多数決にな

るのか。小学校の上には池があって災害があると今の場所に建てても危険だと聞いた。子供達

の命を守れる対策をして欲しい。

・校舎の建て替え。

・現校舎を倒して新校舎を建設。耐震化されている胸上小へ移動。
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・子どもの安全、安心を一番に考えて欲しい。案①でプレハブではなくきちんとした校舎を、例

えば、鉾立認定子ども園の場所に建てるのはどうか。現校舎にある部屋全てが入る校舎を建て

て、鉾立小を存続して欲しい。子どもの人数が少なくて難しいのであれば、小手先の案ではな

く、長期的な考え方できちんと考えられた根拠等を提示して欲しい。

・地元で育つのが良いと思うが、少なすぎる人数では体験できにくいこともあると思う。胸上小

と一緒になり、スクールバスで通うと良いと思う。学童は鉾立小の特別教室棟を使うと良いと

思う。

・１～６年生まで、鉾立小に通わせたい。危険なら中途半端に残すのではく、改築して欲しいい。

地域の避難所としても皆に喜ばれると思う。

・小学生が地域にいる間は今まで通りがよい。今後、児童数が少なくなる事を新聞で見たが、案

①のデメリットの「教室が狭い」という点は大きなポイントではないか。

・これから暖かくなってきたら、イノシシが増える。その状況の中、子供の足で、東児中学校ま

で通わせるのは危ない。子供の安全を考えるなら、今まで通り、なるべく明るい時間に、出来

るだけ近い学校に行かせてあげるのが良い。どの案に限らず、スクールバスの対応等取り入れ

て欲しい。危ない思いをしてまで、遠くの学校に通うことはない。

・鉾立小を全学年を収める校舎として残して欲しい。

・新しい校舎を建てて欲しい。プレハブはない。

・市だけではなく、県、国に参加してもらう。校舎木造も全国で少ないはず。

・１～６年生までは一緒に過ごした方が良い。共有スペースを中学生と一緒に利用するのは難し

い。小学生が伸び伸びと過ごせる環境作りをして欲しい。

＜地域住民による記述（概要）＞

・すぐ出来る事として、児童の安全確保のためヘルメットの配布。早急に各教室、廊下から入れ

るシェルターを設置する。案①に賛成だが、プレハブの代わりに校長室から西を耐震化する。

プレハブ、特別教室の改装費（職員室等）でブレース設置でなくても出来ると思う。木造校舎

を廃墟化させるのではなく、息をさせて欲しい。

・工夫してお金を作って子供達のためにお金を使って欲しい。鉾立小木造校舎を新築又は改築し

て欲しい。方法はまだまだ色々とあると思う。

・特別教室棟に４クラスｏｒ６クラスの教室に間仕切りすると、隣の教室の声がきこえ、集中し

て学習できないと思う。＜別案＞今の校舎の西半分を改修する。地域の学校拠点とし絶対に残

して欲しい。地域の学校が地域で育てることが出来なくなる。発達段階の大きく異なる児童・

生徒が、同じ屋根の下で学ぶのはデメリットが大きい。非行、不登校など、落ちついて安心し

て学べない。運営上の困難さ大、児童期は特に優しく、人間としての基礎段階を心豊かな学び

が大切。他校並みの予算を捻出して欲しい。

・今日の説明会は、地域の意見が多かった。もっと子供の事を考えて欲しい。本来は子供及び保

護者の意見を聞いた後で、地域との協議を行って欲しかった。通学の安全性及び安全な場所で

充分な教育を行って欲しい。今後、生徒数も減少し、複式学級との声も聞こえてくる中、子供

達への教育及び学力の低下も心配である。保育園もサンマリンに統合されると言われる中、小
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学校になって、分散され、複式になるのはどうかと思う。小学校生活の中で、運動会や遠足等

の行事も、生徒数が少なくては出来るかどうかわからない。子供達の集団生活で学ぶ事も減少

し、競争心も少なくなる。一度廃校になると、もう一度、復活させる事が難しいので慎重にな

るのはわかるが、子供達の事を考えると有と思う。今案①で鉾立小に１億以上の金をかけた所

で数年でこの統合の問題になるのではないか。税金の無駄遣いと思う。今一度、生徒の保護者

及び保育園に通う保護者の意見をよく聞いて検討して欲しい。

・１５０年も経過する古い建物を耐震工事を加えることには必要性を感じない。地区の人達がど

のような考えを持っているのか知りたくて参加したが、古い人程古い建物に愛着を持っている

こと感じた。みんな現状を受け入れ考えて欲しい。

・最初に戻って検討し直して欲しい。

・中学校との統合の話も出ているが「今」ではないと思う。Ｈ27年度を期限として耐震工事を行

うように国からの通達もありながら、今更予算がないというのは、理解が出来ない。玉野市内

の学校は全て終わっている。他校同様に一刻も早く耐震工事を行って欲しい。地震は待ったな

しでやってくる。子供の命が一番。教育等の内容についてはそれからだと思う。行政のやり方

次第、やる気次第で予算も少子化問題もいい方向に向かうのではないか。

・東児中学は使用不可。小学生１～６学年全員鉾立小で卒業。

・中学校に日常的に通わせるのは絶対反対。登下校、運営が難しい。５・６年生の活躍の場がな

くなる。小さい子がおどおど生活せざるを得ない。施設が整わない。東児中の校門付近も危な

い。「鉾立小」は鉾立の真ん中にある趣ある施設であり、機能である。今でも子どもや地域の人

たちが集い、落ち着いた学習・生活をして教育効果を上げている。優しい子が育っている。こ

の地に「鉾立小」を残して欲しい。この地に残らなければ、子どもたちが物理的・心理的危険

に曝される。この地に残れば、人が集まり、子どもが元気に登校し、地域も活性化する「住み

続けたいまち」になると思う。この地に残し、案①を一つのたたき台にして、配置、校舎の設

置場所等を検討し、早急に話を進めて欲しい。木造校舎の活用方法は文化財保護が良いと思う。

教育に投資して欲しい。後世の子どもたちや保護者にも喜んでもらえる鉾立小にしたい。「魅力

的な学校づくり・教室づくり」のためハードを整えて欲しい。ソフトは地域も支える、今誇れ

る「鉾立小」を今後、永劫誇れるように整えて欲しい。夢のある、わくわくする未来を語りあ

えるそんな「教育」をデザインして欲しい。クラウドファンディング、ビフォーアフターはど

うか。番号があると個人が特定されるようで書きにくい。前回と同じアンケートが誘導的。い

いように利用しようとする意図が見える。アンケートは自由記述もオープンにして欲しい。全

ての人のものをオープンにして欲しい。「説明会議事録」はいつ、どこでオープンにするのかを

広く教えて欲しい。このアンケートの結果、自由記述もいつどこでオープンにするのかを広く

教えて欲しい。このアンケートの結果だけでは、決めないのか。

・思い出のいっぱい詰まった鉾小はこのままの形で残して欲しい。

・２年前決まった当初案を実行すべきだと思う。

・文科省の審議会で決定した答申に基づき計画すべき。過去のノスタルジーや感情で判断すべき

でない。20～30年先を見透した姿を考えて政策を進めて欲しい。

・特別教室棟に１～３年生が入り、現在の１～３年生の校舎の所に木造で新築校舎を建てる。玉

野市内で１校くらい木造校舎があっても良いと思う。木造なら県内産の材木を使えば補助金が

出ると思う。
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・１～６年生まで全児童が鉾立小に通学、卒業したら東児中学校。特別教室棟改修、木造校舎西

側半分、耐震補強 プレハブ校舎なし。

・市の今後、小中学校をどのように統合しようとしているのかがはっきりしない。下手な統合を

すると、小学生、中学生も今以上に私学進学が増える。

・鉾立地域の広範囲の面、学業、人間性など、地域との絆など考えると安易な答えは出せないの

で、回答が書けない。

・義務教育学校を考えるなら案③。鉾立認定こども園の跡地も活用する案。

・小さな子供がいるため、今後のためにも今の場所に残しておいて欲しい。通いやすいため。

・市の経費削減を最優先とする考えには同調出来ない。財政難も承知の上でお願いしたい。現在

の地に６学年の子供達が育んでいける学校だと思う。既存の特別校舎を十分活用し、足りない

スペースについては新しく木造で造って、子供達が安全に楽しく過ごせるように望む。これか

らも現地での鉾立小の存続を強く要望する。

・現在のままで改修して欲しい。１～６年まで同じ校舎で過して欲しい。

・市の説明不足に加え、地区の人の感情的な面が目立った会だった。教育を重視していないよう

に感じた。少子化の中で、むしろ頑張っている鉾立地区ではないかと思っている。アンケート

にNo.をつけるあたりも、市の思惑が見えて良くない。

・今後鉾立小に通う小さい子どもを持つ保護者。案②の小学生が２施設に分かれるのは大反対。

子どもの数は少なくなっているので、教室が小さくなることは問題ないと思う。案①に賛成。

まずは小学校を合同にする。胸上小にスクールバスで通うなどはどうか。そうすればプールな

どの問題はなくなる。鉾立認定こども園が１年後になくなるのであれば、その施設を再利用す

るのはどうか。鉾立認定こども園は昨年フェンスをを直したばかり。小学校はプールを直した

ばかりなので、お金をかけたのに利用しないのはもったいない。子どもの安全のためにはあま

り木造校舎にはこだわりがない。

・今ある校舎を玄関から西側に新しく校舎を建てて欲しい。この先１０年、２０年先を考え縮小

した考えでなく、鉾立地区の子供たちのことを考えて、もっと前向きに希望が持てる学校を作

って欲しい。

・出来れば残したい。５・６年が中学校に行くのは反対。

・今の校舎はこのままの状態で管理し、早急に特別教室棟で生活出来るようにしたら良いと思う。

・校舎西側を立替えるのが望ましい。災害などの避難所等になるうえ、地域の集いの場所等にな

りえる。

・案②と案③は反対。鉾立小木造校舎は材質が良く、歴史もあり、ゆくゆくは玉野の文化資産に

なるかもしれない。保存して今まで通り子供達の成長に役立て欲しい。

・木造校舎の形を残したまま耐震化することを希望している。市が鉾立小のために考えてくれて

いることには感謝するが、木造校舎は鉾立地区が守っていく宝だと思っている。子どもたちの

安全・地域の人たちの安全を考えるなら、耐震化された避難場所の建物は一つでも多い方が良

い。木造校舎を解体するのに使う費用は耐震化のために使って欲しい。

・小さくていい、新しい校舎を建ててやって欲しい。鉾立小は鉾立小の場所にあるべき。苦しく

ても工面こそ教育のため、地域のため。
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・当初案に賛成。

・もし旧校舎を耐震工事したら費用がいくらかかるとか、使わなくなった場合、旧校舎をどのよ

うに保存するかなど説明が全くなかったから反対意見ばっかりになってしまったのではないか。

地域住民の中には、耐震工事できない＝廃校＝取り壊しと思っている人も多い。取り壊さず保

存するのであれば説明が必要だと思う。３つの案の中では案①がベスト。その場合でも旧校舎

に近づかないように指導も必要。子供達にも理解してもらわないといけないと思う。財政に関

しても、消防署や給食センター関連でも費用がかかる説明を前もってしていれば少しは理解し

てもらえたのではないか。無理にお金をかけて旧校舎を耐震工事してもその負担はこれからの

若い世代（これから生まれてくる子供達）にかかるという事も地域の年輩者の皆様にもわかっ

てもらう必要がある。地域全体が市側の主張を理解していないわけではない。話し合いの機会

を作り、中立的立場の人をおき、お互い歩みよる姿勢が持てればと思う。

・木造校舎に愛着あり。保存を。

・後世の児童や保護者が喜んでもらえるような鉾立小にして欲しい。子供たちのことを本気で考

えて欲しい。財政の問題より、子供たちの小学校生活の方が大切。優先順位を間違えて欲しく

ない。使い道のない木造校舎を残すことで新たなステップにならず、小学校の環境に悪影響に

なり、管理費がもったいない。
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鉾立小学校木造校舎 耐震化代替案説明会 アンケート

令和3年２月15日（月）実施

※該当するものに○をつけてください

お 立 場 （ 保護者 ・ 地域住民 ）

年 齢 （ 20代以下 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 ・ 70代 ・ 80代以上 ）

性 別 （ 男性 ・ 女性 ）

１．今日の説明で疑問に思った点、分からなかった点をお聞かせください。（記述）

２．各案の評価は 5点満点で何点ですか？（○をつけてください）

０ １ ２ ３ ４ ５

３．案①～③のうち、一つを選ぶとしたらどの案ですか？（○をつけてください）

（ 案① ・ 案② ・ 案③ ）

４．鉾立小学校の今後について、自身のお考えをお聞かせください。（記述）

※耐震化代替案についてのみ記入してください。

案①

案②

案③

※自由にご記入ください。

ご協力ありがとうございました。
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