
鉾立小学校木造校舎耐震化代替案説明会 議事録（要旨）

日 時：令和3年２月 15日（月） 19:00～

場 所：鉾立小学校体育館

出 席 者：市長、教育長、教育次長

教育総務課長、学校教育課長、就学前教育課長

参 加 者：93名（地域 52 保護者 41）

１．開会（挨拶）

市長： 最近「鉾立小学校は廃校になるのか」という問い合わせがあるが、私自身も、玉

野市議会も、教育委員会においても、鉾立小学校の廃校の議論はまったくしていな

い。このことははっきりと申し上げたい。

木造校舎はこれまで、教育委員会と地元との間で耐震補強の方向で協議を進め

てきたが、今日は、特別教室棟を改修する形で子どもたちの安全安心を確保する、

3つの案をご説明する。

予算を上程するか否かを最終的に決定するのは私で、議決するのは議会だ。これ

まで上程に至らなかった理由だが、子どもたちの安全のためには外観を変えてで

も補強すべきという意見がある一方、できる限り外観を残す、あるいは校舎を保存

してほしいという意見が、協議の中盤までほぼ五分五分くらいだった。

最終的に鉾立小学校区500世帯にアンケート調査をお願いして、40件の回答を

いただいた。結果は、26件が外観が損なわれても耐震補強やむなし、８件が他の

方法の検討を、６件が判断しかねるというものだった。耐震化に肯定的なのは500

世帯のうち 5％の方で、92％からは回答をいただいていない。もちろん意見は尊

重しないといけないが、この意見をもって学区の総意とは、私自身が判断しかねた。

今日は忌憚のないご意見、それぞれの地区の思いをお聞かせいただいて、その重

みを受け止め、今後の展開に活かしていきたいと思う。

２．説明

教総課長：2年前にお約束した木造校舎の耐震化が、いまだ実現できていないことを深く

お詫び申し上げたい。

実現に至らなかった経緯は市長から話のあったとおりだが、この耐震化の目的

は子どもたちの安全安心を守るためだ。耐震化ができていないいま、この目的達成

のため、木造校舎の耐震化に特化することなく、あらゆる手段の中から手法を検討

する必要があると考える。

考慮すべきポイントは供用開始後の耐用年数だ。また、それにかかる経費も考え

なければならない。厳しい財政状況の中進めなければならず、実現不可能な案を示

しても議論する意味がない。いま玉野市ができることを案としてお示ししたい。

３つの案にはいずれも一長一短ある。説明のあと不明な点についてはご質問い

ただき、また他の人の意見を聞く中で、どの案が子どもたちのためにベターかを一

緒にお考えいただきたい。



案①：特別教室棟を改修し、全学年を収める。特別教室棟に入りきらない職員室等は

プレハブ校舎を新設して収める。プレハブ棟は恒久タイプとするため長期の使

用に耐える。なお、資料にに示したプレハブ棟は、大きさのイメージを伝えるた

めのものであり、設置場所は今後の検討課題である。

メリット：全児童が同一の施設を使用できる

デメリット：教室が狭い、プレハブ棟のコストが必要、プレハブ棟の設置場所に更な

る検討が必要

案②：特別教室棟を改修し、1～4年生を収める。5･6年生は東児中学校を使用する。

家庭科教室が不要となるため、案①では入りきらなかった職員室等も特別教室

棟に収まる。

メリット：プレハブ棟が不要

デメリット：教室がやや狭い、２施設に分かれるため学校運営に工夫が必要

案③：東児中学校を改修し東児中学校内に鉾立小学校を併設する。

メリット：全児童が同一の施設を使用できる、費用対効果に優れる、特別教室棟を

公民館等に転用可能

デメリット：鉾立小学校の所在地が変わる、プール授業や放課後児童クラブの運営に

検討が必要

３．意見交換

参加者１：私の手元に番田地区で作成された鉾立小存続の要望書がある。鉾立地区は 4

つの地区で構成されおり、これが鉾立地区の総意ではないと私は思う。

今日は説明会なので、今日あれこれ議論するのではなく、案を持ち帰って、保護

者や各町内会でアンケートなどして、どの案が一番いいのかを検討していきたい

と思う。そのうえで各自治会の会長や役員が集まり、PTAの役員にも参加いただ

いて、鉾立地区全体で考えるのが筋だと思う。ぜひ鉾立地区全体で考えていくこと

をお願いしたい。

少しそれるが、先日義務教育学校について説明会があり、相当反対意見が出され

たようだが、これにしてもすべての保護者を対象とした説明会を開いて、一人一人

の意見を聞いていくのが筋だと思う。反対の人もいるが、説明をちゃんと聞いて、

前向きに考えていきたいという人もいる。こういう人の意見を無視するのではな

くて、ちゃんと話し合いの場を作ってほしい。10年 15 年も経てば、児童数の減

少によっては統廃合も視野に入ってくると思う。その先を見据えてちゃんと協議

できるように、皆で話あう時間を作ってあげてほしい。

聞きたいのは、③案で東児中学校に小学校の機能をすべて移行した場合、即座に

義務教育学校の試行となるかということだ。もっと話し合いをしたいとういう人

は多いと思う。

教総課長：③案を採用しても、即座に義務教育学校の試行とはならない。③案は一つの建

物の中に中学校と小学校を併設する案であり、これをもって義務教育学校の試行

ということでは決してない。

また今日配布しているアンケートは、質問に対する回答と、議事録も一緒にして

HPで公開したい。その結果を踏まえて、次の機会で教育委員会の考え方などもお

示ししたい。更にそこから、保護者や地域でのアンケートといった展開もあろうか

と思う。



また義務教育学校については、前回の説明会で終わりではない。今後何回も何回

もお話をして、議論を重ねていきたいと思っている。

参加者２：市長の挨拶の中でアンケートの話があった。500戸のうち40戸しか回答がな

いのは、鉾立地区民が非常に謙虚というか、大人しいというか。市側の苦労が形に

ならなかったことについては地元の一人としてお詫びしたいと思う。

代替案は平成 29～30 年度に行った議論を踏まえてのものと聞いている。我々

は代替案①②③のみについて考えれば良いか。それとも先人が築いたこの地区の

良いところを取り上げる余地はあるか。

市長：私の言葉足らずで皆さんに不快な思いをさせたのであれば、お詫びしたい。

アンケートの回答が 500 件中 40件だったのは、市や教育委員会、議会の議論

に委ねていただいたものと理解している。その中でこの校舎に対する思いや歴史

に対する思いを重く受け止めると、簡単に外観を壊したり、倒したりはできないと

いうことだ。

協力的でなかったとか、消極的参加であったとかいう意味ではないことをご理

解いただきたい。改めて発言の訂正とお詫びを申し上げる。

教総課長：２年前の議論は、木造校舎をどう耐震化していくかというところに主眼を置い

て話を進めた経緯がある。耐震化後の耐用年数に問題があって耐震化には至って

いないこともあり、基本的には３案の中で考えてほしい。別の案があれば、アンケ

ートに記入してほしい。

参加者３：私の希望は①案だ。全学年を収容できていいと思うのだが、令和５年供用開始

はちょっと遅すぎると思う。

一昨日の福島の地震を見て怖いと思った。経費削減はできないかもしれないが、

早急に避難させてほしい。新館のように奇麗でなくてもいいから、早急に子どもた

ちの安全を守ってほしい。

教総課長：特別教室棟で授業をするためには、６つ部屋を確保しなくてはならない。我々

としても一刻も早く安全を確保したいという気持ちがあり、お示しした最速スケ

ジュールからの前倒しは正直難しいところもあるが、できるだけ早急に実施した

い。

参加者４：私は、東部地区の学校を統合して、スクールバスを使って１か所に集めるのが

良いのではないかと思う。

また、小学校の先生はいま全部一人でやっているが、再来年度から中学高校のよ

うな教科担任制が始まるというニュースを見た。その方が教育効果が上がるよう

だ。小手先のことばかり考えず、いい機会だから一気に、10年先 20年先の子ど

もたちのことを考えてシステムを変えてはどうかと思う。

私も鉾立小の卒業生で思い出もあるが、そういうことに囚われるとキリがない。

ぜひ発想を変えて、しっかり先を見据えてやってほしい。

教総課長：10年先 20年先の将来計画を練る上では、ご提案いただいた内容も考えて行

かなければならないと思う。

ただ、今は、耐震化の話に絞ってご意見ご質問いただければと思う。貴重なご意

見ありがとうございました。



参加者５：入れ物をどうするかという前に、初等教育では何を目指して教育するのかが先

決ではないかと思う。初等教育は、学力とは関係なくていいと思う。心豊かな、優

しい、思いやりのある人間の基礎的な素養を身につけさせることが先決で、これが

やがて学力につながってくると思う。教育の道を歩んできた者としてそう思う。

参加者６：①案でプレハブを建てることになっているが、図面の場所ではないとの説明だ

った。どこに建てるか。

教総課長：現時点では決められていない。地下の配管の様子など検討することがあり、案

①で行く方針がある程度定まってくれば 、改めて考えていきたい。

参加者６：耐震化の議論の際は、中途半端なことはすべきでない、無駄金は使うべきでな

いという考えで反対していたが、すべきことはしてほしい。すること自体に反対で

はなく、中途半端なことに反対している。

教室に鉄骨のシェルターを作る提案をしていたが、その件はどうなったか。

教総課長：シェルターの案は木造校舎の改修であり、躯体そのものの今後の耐用年数が長

くない。申し訳ないがそれ以上の検討はしていない。

参加者６：耐震化の目的は部屋の中の子どもたちの安全確保だと思うが、一番大切なのは、

２、3年後の安全ではなくて明日からの安全だ。シェルターは全くだめか。

教総課長：現時点では検討していない。

参加者６：明日からの安全は 11月の地域懇談会でも話をさせてもらった。あれから 3か

月経つが、子どもたちに対して安全について何か教育してもらえたか。

教総課長：施設担当のため、そこまで把握できていない。申し訳ありません。

参加者６：耐震化は明日明後日にできることではないので、時間をかけてでもできる限り

きちんとしたものをしたうえで、それとは別に、明日からの子どもの安全を守って

もらいたい。

参加者７：冒頭話があった、義務教育学校の説明会について経緯を話しておきたい。

義務教育学校については、まずは役員に、次に地元や保護者の方々に説明すると

のことだった。新聞に出たような意見になったのは、なったなりの理由がある。

今後、説明の場が設定されると思うが、私たちの意見で皆さんを誘導しようとい

う気持ちはない。説明会では様々な質問が出た。質問に答えをもらえていればよか

ったが、不安だな、大丈夫かなということが重なった。

子どもを預けるにあたり、先生方や状況は大丈夫なのか、万全なのかと質問した

が、まだこれからですとのことだった。

もし効果が上がらない、デメリットが多いとなったとき、引き返すことはできる

のかと聞いたが、答えがもらえなかった。次の場を設けるようお願いすべきだった

と思っていたので、一人一人の意見を聞くべきという意見はそのとおりだと思う。

個人的には、３つの案以外にもいろいろな検討ができるのではないかと思う。例

えば窓から逃げられる滑り台を付けるなどの案も出るのかなと思う。

細やかな避難訓練など、保護者の安心と子どもたちの安全につながることをお

願いしたい。

市長：今日は８日に説明のあった義務教育学校とは切り離す形で進めている。義務教育学

校については、時間を別にいただいて、義務教育学校とは何ぞやといったところか

ら説明すべきと思っている。

耐震化と義務教育学校の話を切り離したのは、義務教育学校があるから今回の

３つの案だと捉えられないようにするためだ。



冒頭の質問にお答えしたとおり、仮に③案で鉾立小全体が東児中学校に入った

としても、鉾立小の校長も、東児中の校長もどちらもいる形になる。

義務教育学校は玉野ではまだ一例もない。今後教育委員会が取り組む中で、保護

者の方々の理解が一番だと思っており、ご依頼のとおり、すべての保護者を対象に

説明したい。

参加者８：今回初めて聞いて、ここまで話し合いが進んでいるとは知らなかった。

他の学校は鉄筋コンクリートでいいなと思っていたが、木のぬくもりの良さも

ある。鉾立小の子どもは、高学年の子が小さい子どもたちの世話をするなど、家族

的な部分がすごく残っていて、だからこそ優しいところがある。この状態を続けて

ほしいと切に願っている。

なぜ耐震化できないかをもっと説明して、私たちが納得した形で進めていただ

きたい。

教総課長：耐震化によって耐震性能を満たすことはできると考えているが、その先が長く

使えない。

２年前の意見交換会では 10年程度とご説明したが、それよりは別の案で、もっ

と長期に渡って子どもたちを守れる環境をという判断があり、耐震化を断念した。

参加者５：他の小中学校には何億というお金を費やしていると聞いている。鉾立のような

小さな学校は、その何分の１かで済むと思う。差別されているようで大変寂しく思

う。他に何億もかけているのであれば、鉾立にもかけてほしい。

国会中継を聞いていたが、40人学級が35人学級（注：小学校１学級の最大人数）

になることが決まった。鉾立はいま15人くらいだが、きめ細やかな丁寧な教育が

してもらえるいい人数だ。国会の議論とここで行われている議論は正反対だ。

ゆくゆくはもっと少なくなるそうだが、複式で結構だ。木造校舎の西半分を解体

して、プレハブなどではなく、改築してほしい。３案以外にも聞いてくれるという

ことなのでお願いしたい。

教総課長：例えば特別教室棟は平成８年２月の竣工だが、古い校舎を更新していくという

意味では、決して他校に遅れているわけではない。また予算ベースで約 4.5 億円

計上しており、鉾立にお金を使っていないというものではない。なお、木造校舎は

改築せず残してほしいというのが地元の総意だったとする記録が残っている。

今回も当時と同じように経費をかけることができれば、それがベストとは思う

が、その時々で出来ることは変わってくる。今日示した 3案は、いま玉野市ができ

る、実現可能な案としてお示ししている。

その他の案はアンケートに記入してほしいが、実現できるかどうかで考えたい

と思っているので、その点についてはご理解をいただきたい。

参加者９：教育もだが子どもの命がすごく大事だと思っている。

鉾立小学校の耐震性能について、震度いくつでどうなるのかなど、具体的に周知

することは、もっと前からできたのではないか。危険と言われても、それがどれだ

け危険なのかを感じることができないから、当たり前のように通わせているのが

現状だ。なぜ耐震化が必要なのか、数字だけでなく具体的に、こういう状況で、だ

から早急にこうしなければならないと、分かりやすく説明してほしい。そうすれば、

「こんなところで」と思っていた場所でさえ、「できればいい」に考えが変わるか

もしれない。



例えば中学校のトイレ一つとっても、すぐに対応ができるとは思っていない。そ

こに通わせるといってもスクールバスがすぐできるのか、どのような形になるの

かも分からない。そういうこともイメージできるようなプリントなども必要だと

思う。時間をかけるのも大事だが、現在置かれている状況を周知できるように、専

門家の意見なども入れてほしい。

また、今後の児童数の推計や、それを踏まえた上で教育効果を考えた計画である

ことが示されれば、同級生が２、3人くらいしかいない環境が、子どもたちにとっ

て本当にそれがいいのかという、また別の話になってくると思う。

私はこの地区が大好きだし、そのままでいてほしいし、もっと増えてほしいとい

う気持ちはあるが、現状どうなのかも分からない。早めに子どもたちの環境は今こ

うですというのが知りたい。

教総課長：イメージしやすい形でというのはおっしゃるとおりだと思う。

ただ、「震度いくつでどうなるか」という部分は非常に難しい。地震には縦ゆれ

もあれば横ゆれもある。木造校舎であれば Iw値という値で評価をするが、これが

いくらあれば震度 5まで、いくら以上なら震度 6に耐えるというものではない。

「耐震性能が低い」建物は、「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊す

る危険性が高い」という表現になる。この「地震の振動及び衝撃」は、概ね震度６

強以上とされていて、そのゆれに対して倒壊する危険が高い、低いという考え方に

なる。

したがって、木造校舎は「倒壊する危険性が高い」、特別教室棟は「危険性が低

い」建物となる。ただ、特別教室棟が絶対に倒壊しないわけではないし、木造校舎

が絶対に倒壊するものでもない。非常にあいまいで申し訳ないが、地震の指標とは

そういうものと理解してほしい。

参加者10：旧基準で耐震性能が満たないものは耐震化、耐震化をしても新基準にならな

いものは改築という方針で平成 20年頃から耐震化を進めてきた。鉾立小学校は一

番最後になっているが、なぜ耐震性なしのものが最後になったのか。

お金がないとのことだが、他の学校にはかなりかけていたと思う。財政基金は、

公共施設整備資金が平成20年に 11億 3,800 万だったものが、現在43億 5,000

万円ある。これで、財政が逼迫していると言えるのか。

木造を耐震化しても 10 年ほどしか持たないと言うが、倉敷の西中学校は昭和

12年頃の木造の二階建てで、でも外観もやる、屋根もやる、耐震化もやっている。

木造校舎の耐震化をしても 10年しか持たないということは考えられないと思う。

それなりのことをすれば、耐用年数は延びると思う。

アンケートの数が少ないとかは理由にならないと思う。どれくらいの賛成があ

って、どれだけの人がそういう考えであったらしていただけるのか。

教総課長：耐震化できる建物は耐震化をして、できないものは改築する方針で耐震化を進

めてきたのは事実だ。ただ、本市の厳しい財政状況や、我々の力不足もあって、こ

こ２年間は木造校舎について予算化が実現していない。

耐震化しないのであれば改築すべきではないかということだが、耐震化の目的

は子どもたちの安全確保なので、この目的を達成するための現実的な手段として3

つの案を提案した。この点についてご理解をいただければと思う。

また、倉敷西中の耐震改修はかなり大掛かりなことをしていると思う。2年前に

我々が説明したのはブレースを付ける手法になる。元々のコンクリートなどにブ

レースを付けることになり、どうしてもその先の耐用年数が短くなってしまう。建



て替えに近いレベルで改修すれば10年以上持つと思うが、いま玉野市ができるこ

とは何かを考え、今日の３つの案を提案した。

市長：基金がいま43億円ある。多くの皆さんに行財政改革等々にご協力いただいた。当

たり前の話だが、基金は目的をもって積み上げ、また万が一に備えるものだ。

一つは消防署や消防出張所の建設。そして来年度は新給食センターの建設がス

タートする。また、議決を経る必要があるが、新しい病院の建設に向かおうとして

いる。更には、岡山市、久米南町、玉野市で新しいゴミの焼却施設を作る方向で話

が進んでいる。今後これらの支払いもあり、いま基金残高があるといっても、ずっ

とこのままでは行かない。今回の３案は、一定のめどが立てられるのではないかと

いうことで説明をしている。貯金の出し惜しみをしているのではないことはご理

解いただきたい。

また、予算化の責任のことを言われていたと思うが、冒頭述べたとおり、予算と

して議会に上程するかどうかの最終決断をしているのは私だ。木造校舎に対する

地区の思いなどを総合的に勘案し、特別教室棟を改修して子どもたちの安心安全

を担保する方がよいのではないかということで、こうして説明会に臨んでいる。

参加者11：安心安全、そして教育効果を考慮しない案にはあまり賛成できない。今後何

十年も使い続ける施設であり、部屋さえあればというものではないと思う。

小学生を中学校に通わせることについては、様々な危険や心配が山積みだ。例え

ば学校が遠い。毎日の登下校には危険が多い。また、5･6年生の活躍の場がきっと

なくなり、卒業･入学の感動がなくなる。学校運営が難しくなり、先生方がさらに

多忙になるのではないか。

多感な中学生の中に日常的に入れるのも心配だ。いじめられたり、おどおど生活

をしたり、言葉遣いや行動の違いに戸惑うのではないか。9年も同じ場所に通うと

中だるみをするのではないか。もしかすると鉾立小が廃校になりはしないか。そう

いったことも心配だ。

これほど多くの危険や不安や心配があるのに、大切な子どもたちを試行に参加

させたり、日常的に中学校に通わせることは無謀だと思う。

だから案②③には反対だ。案①を基本に、教室の配置、プレハブの是非、新しい

棟の位置など、優れた教育効果を上げるため、他校並みにお金をかけてほしい。

参加者12：2年前のアンケートは、500 件のうち提出は 40件という話もあったが、ア

ンケートが届かなかったと言う人も多いので大目に見てほしい。

説明会に臨むにあたって教育委員会の議事録を調べた。1月 26日の議事録を読

んだが、義務教育学校と代替案の項目が非公開になっている。これはどういうこと

なのかと思う。

市のホームページを見ていて疑問に思ったのは、国から耐震工事を 27年度まで

に完了するよう通達があったことだ。国の方に、耐震化できていない鉾立小学校は、

いつまでにということがあるかと聞いたら、ないと言われた。

先ほどの話にあったように、子どもたちは、暑い日も寒い日も、小一時間くらい

かけて通っている。学校にたどり着いたときには、もう頭がクラクラする。そうい

う児童がいるのに、試行対象に選ばれるのか合点がいかない。

私は3案すべてに反対する。今すぐに予算を立てて耐震工事をしてほしい。



参加者13：中学校、高校では大安寺のような中高一貫校ができてきた。そういう学校で

は、本当は体育館もグラウンドも２つ必要だ。

③案になると、例えば雨でも降ったら体育の授業をする場所がなくなる。そうい

うことが実際に起きて生徒のストレスとなっている。小学校と中学校が別々にあ

れば、そういうことは起きない。

また、いま高校受験では私学専願が増えており、小学校、中学校でも、私学に行

く事例が増えている。このあたりもしっかり考えていかないと大変なことになる

と思う。

４．閉会

挨拶（教育長）


