
鉾立小学校木造校舎耐震化代替案 意見交換会（地域対象） 議事録（要旨） 

 

日 時：令和 3 年７月 19 日（月） 19:00～ 

場 所：鉾立小学校 多目的ホール 

出 席 者：山内教育総務課長、的場学校教育課長 

清山教育総務課長補佐、坂本主幹、掛谷係長 

参 加 者：22 名 

 

 

１．開会 

 挨拶（教育総務課長） 

 

 

２．説明 

 説明（教育総務課長） 

  ・木造校舎の耐震診断結果（H27 年度実施） 

  ・Iw 値（構造耐震指標）の見方、過去の地震の震度、巨大地震の想定震度 

  ・耐震化代替案（R3.2.15 公表）、アンケート結果（R3.2.15 実施） 

５点満点の評価では案①が最も高いが 2.3 点、案②③は１点にも満たない。 

また、３案から１つを選ぶ設問では、案①が 55％の支持を集めているが、無回答

も 38％以上あり、このアンケートをもって案①が支持されたとは理解していない。 

  ・今後の方針 

最も支持されている案①に絞って、今後は、どういった課題があるのか、どうい

ったところを改善していけば「これならいいな」と考えていただけるのか、そうい

った点について意見交換していきたい。 

このあとの意見交換では、案①に対する考え方や、問題点、改善点などをお話し

いただきたい。 

 

 

３．意見交換 

参加者１：まず、案①を基本に進めようとの説明だったが、事務局は案①に何が足りな

く、どんな改善策が必要と考えているか。 

２つめ、木造校舎の耐震化が難しい理由は何か。お金の問題以外にできない理

由があるのか。耐震化の方法に研究の余地はないか。数社から見積もりを取って

競争させることはできないか。どうしても耐震化できないのであれば、今後どう

活用していく考えか。 

３つめ、常設の教育施設としてプレハブで問題ないか。安全面、機能面、耐久

性はどうか。建てる場所はどこか。特別教室棟とどう繋がっていくか。 

４つめ、今現在、どのような地震対策をしているか。引っ越し完了まで安全を

どう確保するか。 



最後、この件を最優先にして集中的に議論すれば、今年度中に実施設計、来年

度着工することはできないか。次の会は８月か９月か。 

教総課長：案①に足りない点、改善点についてだが、皆さんからの評価が低くなる理由

は、プレハブではない校舎を建ててほしい、木造校舎を耐震化してほしいという

希望があるからだと感じている。決して満点の回答ではないと思うが、いま玉野

市ができる案としてはベストのものを示しているとご理解いただきたい。 

次に耐震化が難しい理由だが、２月に市長から説明があったとおり、耐震化後

の耐用年数が長くないため、もっと別の方法を探るべきという考えがあるからだ。

耐震化は教育委員会からの提案であり、我々の力不足だと思っている。 

また、耐震化の方法を見直せないか、複数の見積もりを取れないかということ

だが、きちんとした見積のためには、実施設計レベルの検討が必要だ。実施設計

には数百万円の予算が必要なため、複数社による比較は難しいと考えている。 

木造校舎の活用方法については、今後の検討課題ということでご了承いただき

たい。 

次に、プレハブ校舎の強度等に問題はないと考えている。場所は、現時点で想

定できるのは、藤棚の付近と、木造校舎を解体した跡地と考えている。 

現在行っている地震の対策としては、日々の避難訓練を学校でこまめにしてい

ただくといった対応になる。例えば机の下に頭を隠すであるとか、何かあったと

きに、どう動けば良いかというところを学校で教育していると聞いている。 

最後に、今年度中に実施設計をするためには、９月補正で予算を確保しなけれ

ばならないが、現時点で方向性が定まっておらず、日程的に難しい。ただ、新年

度予算盛り込むことは、現時点でスケジュール的には可能と考えている。次回日

程は決まり次第案内したい。 

 

参加者２：資料でアンケートの結果が紹介されている。北方地区で実施したアンケート

の結果は、この中に反映されているか。 

自分は建築業で特に木造を専門にやっている。床の修繕で木造校舎には何回か

入ったことがあるが、耐震化しようにも基礎が無筋のコンクリートだ。コンクリ

ートの耐用年数は概ね 50 年で、今の基礎では 100％持たない。やるとすれば外周

に新しい基礎を作る必要があるが、大変な労力とお金がかかる。また、シロアリ

に食われて、柱の根元が腐っているところが多くある。それらを考えると、耐震

化は非常に難しいと思う。 

鉾立認定こども園が閉鎖されるかもしれず、また鉾立小学校も５年後には複式

になる可能性があり、10 年後には例えば胸上小学校と合併しないと人数が足りな

いこともあり得ると聞いた。今後の児童数がどう変わっていくかによって、校舎

の在り方も考えた方が良いと思う。 

他の地域と同じように税金を払っているのだから、お金がないという回答はあ

まり聞きたくない。いま耐震化はできなくても、こうしよう、ああしようという

意見があるのだから、児童の安全を最優先にお願いしたい。 

教総課長：資料のアンケートは２月 15 日実施分のみの集計だ。北方地区では３月にアン

ケートを実施いただいて、回収数 80のうち、56世帯 70％が案①を支持している。 



将来的な児童数は保護者からも質問があった。 6 年後に１～６年生となる現在

の０～5 歳児は、各学年６人以下で、６学年合わせても 27 人程度だ。これはあく

まで住民基本台帳の人数だが、そうした未来が想像できる。また令和６年度くら

いから複式学級が発生すると考えられる。 

参加者２：最終的には胸上と合併ということもあり得るのか。 

教総課長：統廃合の議論は今後必ず出てくる。可能性として否定はできないと思う。 

 

参加者３：先日保護者向けの説明会があって、かなり意見が出たはずだ。少し紹介して

ほしい。 

教総課長：保護者との意見交換会の議事録は、本日終了後にお配りしたい。いま紹介し

ない理由は、今日は地域の皆さんの意見を聞きたいからだ。保護者の意見に引っ

張られたり、保護者の意見に対する評論になったりしてもいけない。 

 

参加者３：参加者２が言うように、しっかりとこの地域にも予算を落としてほしい。ま

た、参加者１が言うように、見積を何社か取って提示してほしい。皆さんが分か

るようなデータを示してほしい。 

耐震化しなければ何にも使えないと思う。何に使うにせよ、小学生だけではな

く地域で使えるように、官民合同のプロジェクトチームを立ち上げて、ちゃんと

活かしてほしい。 

教総課長：先ほど答えたとおり、相見積は容易でない。いまある見積は、耐震診断をし

た設計会社が、いまの木造校舎の状況をきちんと理解した上で提示してきたもの

であり、的外れなものではないことをご理解いただきたい。 

皆さんにわかるデータとは、どのようなものか。 

参加者３：耐震化できないという検査のデータが知りたい。 

教総課長：予算化に至っていないのは、耐震化をしても、今後の耐用年数が長くなく、

それよりは別の方法を考えるようにという判断があるためで、言われるようなデ

ータを示すことは難しい。 

木造校舎をどうしていくかは今後の検討課題だ。改めて考えていきたい。 

 

参加者４：この多目的ホールが３つの教室になる。壁ができるにせよ、今のような小さ

な声でも気になる。下手をすればとてもじゃないが学力が上がらない。この平面

図を見ただけで、特に２階は３つの教室部分を合わせたものと、隣の音楽室、理

科室とが同じくらいに見える。入れ替えてはどうか。 

１階のミーティングホールについても、隣の話が手に取るように分かるような

ところで、私は絶対に授業をしたくない。家庭科室や図書室は割と広いので、チ

ェンジする方法もあると思う。 

CR1、CR2 のところは廊下に斜線が引かれているが、これは教室が広くなると

いう意味か。そうであれば、３年生は廊下が使えないので、出入りはこちらから

するということか。 

とにかく教室がくっつくことに対して、私が教師だったら授業が難しいと思う。

ただ線を引くだけで、教室が３つになるよでは、いくら子どもが小さくても大変



不安に思う。音楽室、図工室、理科室、家庭科室は大きいので、少し考える必要

があるのではないか。案①とはまた別の方法があるのではないか。 

運動場のど真ん中にプレハブが来るが、子どもに急に何かが起きたときは、そ

こから先生が飛んでくる。木造校舎がある場所の方がいいのではないか。 

私が言いたいのは、多目的ホールが３つに区切られること。特に２階の CR4～6

の狭いこと。考える余地は大いにあると思う。 

教総課長：多目的ホールの廊下にまで斜線があるのは、多目的ホールのエリアを示すた

めに元の図面に斜線が入っていたためだ。廊下と教室を隔てる壁を作って、ホー

ルの側を３つに区切る。残りの部分は廊下になり、すべての教室に廊下から出入

りできる構造になる。 

また、２階の図工室、音楽室、理科室はすべて同じ大きさだ。図工室に準備室

を含めると多目的ホールと同じ広さになる。これを２階も同じように３つに分割

する。各部屋は約 45 ㎡の広さとなり、一般的な教室（64 ㎡）より小さいことは

否めないが、現在の児童数であれば無理はないと思う。 

また、もちろん今後増えるかもしれないが、各学年６人以下という学級規模に

なることを考えれば、狭すぎることはないと考えている。 

参加者４：くっついている教室よりは、離れている教室の方が、心の安定感が出てくる

と思う。教師もさほど声を気にせずに授業ができる。これくらいの声では、やっ

ていけないと思う。１日６時間あれば５時間くらいはここを使う。人数が少ない

という説明だったが、私は違うと思う。 

教総課長：教室が続きでない方が良いというのは、３つ横並びではなくて、間が開いて

教室が配置された方が良いということか。 

参加者４：壁を相当厚くしないと声が漏れる。３つも部屋を取ると余計狭くなる。子ど

もは机をくっつけてひそひそ授業をしなければならない。そのような授業ではダ

メだと思う。 

教総課長：その点については、これまでにお答えしているとおり、集中を欠くほどの騒

音にはならないと考えている。 

参加者２：防音シートや防音マットがある。防音すれば隣の声が聞こえることはまずあ

り得ない。 

教総課長：間仕切り程度のものではなく、きちんとした壁で仕切る。 

参加者５：先日、２階の図工室で PTA の会議をした。その時ちょうど隣の音楽室で子ど

もが笛を吹いていて、かなりの音が聞こえてきた。防音がどの程度効果があるか

分からないが、音楽室のそばに教室が来ると、笛はやめようということになりか

ねず、あの配置はどうなのかなと感じる。会話が聞こえないくらいの音だったの

で、少し考えてほしい。 

教総課長：アンケートにも音楽室の音が気になるという意見はあった。この点について

は何らかの対応が必要と考えている。 

参加者４：子どもを育てるということは、集中力を身につけさせること。私はここの生

徒にはなりたくない。シーンとした中でいい授業をして、いい子を育てなければ

ならないと思う。 

教総課長：ご意見として頂戴したい。 



 

参加者６：参加者４が前回言っていたように、半分くらいを倒して木造校舎を建てれば、

この予算くらいで作れるのではないか。 

現に山田中や八浜中の技術教室は木造だ。山田中は１学年１クラスだから、週

に２･３時間しか使っていないのではないか。ましてや毎日使う教室にはお金を出

してほしい。せめて半分でもちゃんとしたものを建てれば、大分納得ができると

思う。３つの案と言っても線を引いているだけ。もう少し本気で考えてほしい。 

もう５～６年話をしている。いつまでも話していても何にもならない。 

教総課長：お金については申し訳ないしか言いようがない。この３つの案は市長も同席

のうえで実現可能な案として示している。ここまでであれば何とか、というのが

玉野市の現状だ。木造校舎をというご要望だが、（半分でも）プレハブの倍以上か

かると思う。 

参加者６：県内産の材木を使えば、県から補助がもらえると思う。 

教総課長：県の制度で、３千万を上限として木の材料費と運搬費の 1/2 を補助するとい

うものだ。ただ補助が出る以上のコストがかかる。 

 

参加者７：教室が狭くなるのはまずダメだと思う。認定こども園が廃止されれば、その

空き地にプレハブなり、もっと立派な校舎なりを建てて、渡り廊下で行き来でき

るようにすればよい。教室を増やして、今ある木造校舎をできるだけ長い間保存

できるようにしてほしい。 

教総課長：現時点で、認定こども園の跡地のことは言えない。話が進めば視野に入って

くるとは思うが、今日の段階では、まだ選択肢に入れることはできない。 

 

参加者１：木造校舎を耐震化できないのは、参加者２が言うように構造上無理というこ

とか。そうであれば倒すしかない。そうでないのであれば倒すべきでない。 

参加者２：直したとしても耐用年数がものすごく短い。 

参加者１：例えば、管理棟の部分だけ耐震化できないか。現状の 1/3 の４千万円ででき

ると思う。プレハブ校舎を鉄棒のところに建てて、６年生、5 年生、なかよしを入

れる。多目的ホールを１･２年、２階を３･４年にすれば、音楽室の音は聞こえる

が、狭いという問題は解決するのではないか。 

そうすれば玄関は残る。きっとあれが鉾立のシンボルになると思う。せめてそ

の部分だけは残して、子どもたちは新しいところで過ごすという案はどうか。 

教総課長：これまでに考えたことのない案だ。管理棟を耐震化できるかという部分はあ

るが、可能かかどうか考えていきたい。 

 

参加者８：いい意見が出ているので、もっと積極的に動いてほしい。この地域のことも

考えて、どうここを盛り立てていくか。人数は少なくても、この環境で子どもた

ちが育つことはすごくいいことだ。人を呼び寄せてもっと盛り立てていかないと、

ここの地区は本当に過疎化してしまう。鉾立小学校を、地区全体で、もっと盛り

立てていけるような形に、積極的な考え方をしてほしい。 

 



参加者９：５年も前から不安があるところに、今も小学生が通っていることが、地域の

住民としても、これから子が通う親としても、心配に思う。現時点でも最速のペ

ースから遅れているということだが、人命優先ではないのかと、市の進め方にも

疑問がある。 

今後のスケジュールも決まっていないとのことだが、案①のバージョン２やバ

ージョン３をどんどん出してもらって、市長とかけ合って迅速に対応してほしい。 

夏休みでも先生方は通うであろうし、心配は尽きないと思う。 

教総課長：話し合いを一歩前に進めるためには、アンケートの結果にもよるが、この辺

までに決めていきましょうというものを、次回くらいに示していかなければなら

ないと思う。 

今が最速から遅れているのは、コロナの関係でこうした会が２か月遅れたのが

原因だ。我々としては、安全の議論はできる限り早く進めていきたい。 

 

参加者 10：ガバメントクラウドファンディングは利用可能か。また、利用可能なのであ

れば、利用していく考えはあるか。 

教総課長：クラウドファンディング自体は利用可能だと思う。現時点で計画はない。ク

ラウドファンディングで集めたお金ありきで進めるのは難しいと思うが、平行し

て募集していくことは、アイデアとしては可能だと思う。 

 

参加者 11：結局のところ、耐用年数が短いので耐震化は難しいということだと思う。予

算化できないとのことだが、金額を比べていけばスピード感が出ると思う。 

例えば、木造校舎を半分倒してそこに新しい木造校舎を建てればプレハブの倍

以上とのことだったが、これならいくら、耐震化ならいくらと、耐用年数以外の

部分で比較できる何かがあって、みんなで選べる形にしてくれればスピード感が

出る。どうしようどうしようとずっと続けている感じがする。 

予算がないなら借金すればいい。何年かかけて返していけばいい。あるいは、

文科省では木造校舎を建てたら援助が出る。それもかなりの額だ。設定にもよる

が、かなりの額が出る。これをやるにはいくら、といったものを示してもらった

方が、我々も考えやすいと思う。 

校舎を建てるのは気持ちの問題だと思う。我々の子どもたちに対する気持ち、

将来の鉾立に対する気持ち、そういうものを建物として作っていくということだ

と思う。できるだけ早くできるようにお願いしたい。 

教総課長：できるだけ早く進めたい。数字について、2/15 の資料で、耐震補強した場合

の試算が 1 億 6,700 万ほど、案①は１億 1,700 万ほど、案②案③はそれより安価

であることを示している。 

これは示したことがないが、木造校舎は改築の部分だけで３億６～７千万くら

いかかる試算だ。それに対して補助金が概ね８千万弱。先ほど話に出た部分的な

改築は検討していない。 

 

参加者３：市長選を控えているが、案②、案③はもうないと言ってもらえるか。 



教総課長：地域の意見や教育委員会の考え方はもちろん説明するが、絶対にないとは私

の立場では言えない。 

参加者３：もし市長の考えが違うものであれば、案②案③の復活もあるということか。 

教総課長：絶対にないとは言えない。否定はできない。 

参加者１：分からなくはないが、いわゆる鶴の一声で決まるのか。今までの歴史があっ

て、積み上げてきたものがあって、断言はもちろんできないと思うが。 

教総課長：もちろん経緯は次の市長にも説明するし、地域と話を進めてきた結果案①で

行きたいという説明は当然する。 

参加者３：全然考えの違う方が市長になったら、それを伝えてももらえないし、そもそ

も①②③のどれかを選ぶというアンケートもショックだった。私たちにとっては。

無回答もあったが、皆さん思いを一生懸命書いていた。単なる無関心の無回答で

はない。 

教総課長：説明したとおり、無回答は①②③どの案もダメだという意見と理解している。 

参加者３：ここの地域をもう少し活かす方向に持っていってもらえないものか。トップ

ダウンでしてほしくない。今まで何をしていたのか。失礼な言い方だが、人数が

減るのを待っていたように感じる。ケーブルテレビも付いてないようなところだ

が、税金は払っている。他の地域と同じように考えてほしい。 

 

参加者８：耐震化代替案というこの案の名前自体を変えてほしい。鉾立小学校を良くす

る、校舎をどうするかという形にしてほしい。改修前提でしか思考回路が働かな

い。名前を変えることはできるか。 

教総課長：元々耐震化を提案して、耐震化が難しいということで示した３つの案なので

代替案という言い方をしている。名前だけの話であり、変えることに問題はない。 

 

参加者４：無回答が賛成に匹敵するくらい多く、無回答の人の意見にものすごくいい意

見やいろいろいい案があると言われればそうだろうと思う。 

もう案①で、案②案③は捨てたらいいと思う。案①の中で無回答のいろいろな

思いを分析し、いい案に煮詰めていくことだと私は思う。 

教総課長：案①で進めていきたいと思っている。 

次の市長が案②案③を復活させるということでは全くない。そうなることが絶

対にないとは言えないということであって、基本的にはここで合意された内容で

行けると私は思っている。思ってはいるが、自分の立場で約束はできないという

ことを言っている。 

 

参加者１：来年度の当初予算にぜひ実施設計ができるようにお願いしたい。もし来年度

の当初予算に実施設計を盛り込めたら、その年の９月補正や 12 月補正があって、

次の年に工事ができるようになるのか。 

教総課長：仮に来年度の当初予算で実施設計が認められたとして、セオリーどおりであ

れば、更に翌年の当初予算で建設費用を計上していくようになる。それが通常の

進め方だ。努力する。 

参加者６：認めるということは、議会で通らないといけないということか。 



教総課長：そうだ。まず市役所の中の予算査定、次に議決という流れになる。 

参加者 12：来年度予算が取れて、着工は最短でいつになるか。 

教総課長：まず来年度の予算が認められたとして、来年度で設計をする。その設計に基

づいて再来年度、令和５年度の当初予算で工事の予算案を出す。それが認められ

れば令和５年度に着工できる。 

参加者 12：それが最短か。 

教総課長：通常考えられる最短だ。前倒しできる方法がないか努力したい。 

 

 

４．閉会 

 挨拶（教育総務課長） 

 

 


