
鉾立小学校木造校舎 児童の安全確保に係る説明会 議事録（要旨） 

 

日 時：令和４年４月 18 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 

参 加 者：45 名（地域 36 保護者９） 

 

 

１．開会（挨拶） 

市長：鉾立小学校は、市内で耐震化されていない唯一の小学校となっている。 

何とか早く、地元の思いも汲みながら、地域の誇り･シンボルである木造校舎も

活かしながら、いい方向に持って行けないかという思いがある一方で、玉野市の

財政状況を考えて、いくらでもお金をかけられる状況にないことも間違いない。 

１年前、木造校舎の耐震化は撤回され、教育委員会から新たに３つの案が示さ

れたが、地元の理解が十分に得られなかったと私は理解しており、市長に就任し

て、果たしてそのまま進めてよいのだろうかと感じた。 

校舎を実際に見てみると、本当に風格のある、また歴史を感じさせる建物だが、

一方で先生方からは、暴風雨の時は雨風が吹き込んで雑巾を並べないといけない

など、様々なデメリットもあると聞いている。 

我々は、安全安心の中で、子どもたちの学びを保障する責務を負っている。 

今日の話で全てが決まることはおそらくないが、まずはこれまでの経緯と今持

っている案、元々の耐震化案も改めてお示しをして、みなさんのご意見をしっか

りと聞きながら、今後の方針を早めに決めて行きたいと考えている。 

 

 

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 

  ・当初案（ブレース補強）の概要 

  ・代替案①の概要 

  ・これまでにいただいたご意見、アンケート結果 

どちらの案で進めるべきか、また何か疑問があればご質問をいただきたい。 

 



３．意見交換 

参加者１：なぜ耐震工事の案がここで復活したか。また、耐震工事により Iw 値は（倒壊

の危険が低いとされる）１まで上がるか。 

教総課長：耐震工事の案は市長の考えで復活した。また、耐震工事後に Iw値が 1.0 以上

になるように設計をする。 

 

参加者２：工期は約１年か。また、代替案①の場合、工事の間児童は教室に残っている

という解釈でよいか。 

教総課長：現時点で確定的なことは言えないが、概ね１年程度と考えている。次に代替

案①の場合、改修やプレハブ棟が設置できるまでの間は、今までどおりの校舎を

使っていただく。 

参加者２：当初案の場合は、すぐに仮設の校舎に移動できると解釈してよいか。 

教総課長：工事の期間は仮設校舎に入る。 

 

参加者３：先日の山陽新聞で市長の一問一答の記事を見た。明るい兆しが差し込んでき

たと私は感じた。 

今の形のまま残るのが望ましいが、ブレースが入ってもいいから木造校舎を残

してほしいと、今日参加できなかった何人かから聞いている。 

保護者は、早く安全な場所に子どもを移したいという要望が強いと思う。早く

予定を立てて、プレハブではなくて、工事中の仮設校舎に移してあげれば、子ど

もたちは安全と思う。 

危ない校舎と分かっていながら、今まで延び延びにされてきた。子どもたちの

安全はどうだったのか。教育委員会の思いが伝わってこない。ここは早急に行っ

てほしい。 

 

参加者４：先日の新聞に、鉾立の校舎をどうするか早く結論を出して、補強に取りかか

ろうという大変ありがたい話が出ていた。 

これまで３･４回開いた説明会を踏まえ、市の考え方と地元の考え方をすり合わ

せていかなければならない時期がもう来ていると思う。 

こうした中で、財政は厳しくとも鉾立小学校を残す方向で考えようと、市長は

考えているようで、私も非常に感銘を受けた。 

鉾立地区の全員が同じ意見というわけではないが、歩み寄れるところは歩み寄

って、教育委員会、市当局と、地元との意見を早いうちにすり合わせて、補強に

取りかかってほしい。 

 

参加者５：代替案①の問題点を述べる。多目的ホールを３つの教室にすると、狭く、隣

の教室の声が聞こえると思う。集中を保てない。子どもは元気いっぱい表現活動

をすると思う。教師も本気で叱るときは大声で叱るし、そのときに隣の声が聞こ

えてくる。 

また、多目的ホールは学級活動や行事など、様々な面で使用頻度が高い。必要

だから作っているのであって、そこを潰すのはどうかと思う。それから、職員と

子どもたちの棟が分かれる。それで管理はどうなのかと感じた。 



様々勘案して、私は当初案をぜひ進めてほしい。今までいくら言っても響かな

い会が４･５回続いていたが、山陽新聞の記事を読むと、急進展というか、住民の

意見を生かしてくれているなと、とてもありがたく思った次第だ。 

教総課長：音については、きちんとした壁を作るので、隣の声は聞こえるかもしれない

が、今の木造の教室とほぼ同等と思っている。 

 

参加者６：木造校舎を維持してほしいという個人的希望はあるが、当初案で耐用年数が

短いのは心配だと思うし、代替案でもトイレの設置は想定していないことに注意

とあるなど、まだまだ双方にデメリットというか、気づかなかったものがポロポ

ロ出てくるのではないかと思う。 

代替案で気になるのは、木造校舎について何も触れられていないことだ。維持

をしてもらえるのか。維持できないから代替案なのであれば、木造校舎は幽霊校

舎になってしまうし、木の建物は使われなくなると朽ちるのが早い。 

それから、プレハブ用地として旧認定こども園の場所も考えているととのこと

だが、園庭に建てるのか、園舎を取り壊して建てるのか、そこにどういうお金が

かかるのか、その辺を教えていただきたい。 

なるべくはシンボルが残る形で、どちらが双方丸く収まるのか、デメリットも

みんなで拾い上げて、いい方法がないか考えてほしい。 

教総課長：まず木造校舎についてだが、現時点で今後の明確な計画はない。今後検討し

ていく課題と考えている。 

次にプレハブ校舎についてだが、園庭だけでは広さが足りないため、園舎を解

体してその跡地に建てる想定だ。費用はまだ算出していないが、古い建物のため

いずれ解体が必要と考えており、それが経費の上乗せになるとは解釈していない。 

市長：木造校舎は今後の検討ということだが、これだけ地域の思いがあり、ある意味貴

重な木造建築なので、何とか残す方向で検討できないかと考えている。 

例えば、地域の歴史の資料館のような展示施設であるとか、あるいは一部を子

どもたちが活動に使うとか、ふれあいルームのような形で公民館的に使うなど、

様々検討していくことも考えられる。 

私の発言だからといって確定ではないので、ご理解をいただきたいが、地域で

使い方を考え、それを行政が後押しすることも考えられる。 

いま、全国的に廃校の利活用の話題を見かける。例えば IT 企業のサテライトオ

フィスにしたり、何かの作業場や地域で利用できる場所にしたりなど、教育機関

である間に両立できるかは検討が必要だが、そういった活用も考えられる。 

 

参加者２：地域が使うにしても、誰が使うにしても、耐震化ができていない建物を貸す

わけにいかないし、売るわけにもいかないと思う。今までの教育委員会の考えか

らすれば、ここでしなければ、何もできないと思う。 

鉾立小学校は、ネットなどを見ても高評価だ。鉾立小学校に通わせたくて、多

くの人が家を建てるなどして来ており、ここ 20 年くらいで他校が 40％くらい児

童数を減らす中、70 人から 80 人の児童数をずっと維持してきた。 

耐震化が騒がれたことが原因かは分からないが、この春に転入を見合わせた人

が３名ほどいると聞いている。学校は電気などのインフラと一緒で、無ければ人

は来ないと思う。今まで鉾立小学校に通わせたいと、来たり、帰って来たりして

きた。それを今後も残していけたらと思う。 



 

参加者１：これまで玉野市は、耐震できれば耐震工事、できなければ改築工事で来たは

ずだ。最後の鉾立小も同じ玉野市立の学校なのだから、せめて他校並にはお金を

出してほしい。更には、趣のあるいい校舎なので、できるだけ外観を損なわず、

残してもらえればありがたい。 

これまで多くの意見があったにもかかわらず、また代替案①があることにがっ

かりしている者の一人だ。耐震工事と代替案①を比べるならば、迷わず私は当初

案を選ぶ。 

代替案について、あえて言わせてもらう。多目的ホールをなくして本当にいい

のか。図工室と理科室の兼用はいかがなものか。閲覧室は本好きな子どもを育て

る。それを潰すのか。教室は狭いし密になる、日当たりが悪い、暗い、見晴らし

が良くない。そういった狭くて窮屈な環境に子どもたちを押し込めたくない。 

職員室は遠く、運動場が見えないのも大変問題だと思う。玄関やトイレ、配膳

室等々に費用がかかるのではないか。学校として機能するだろうか。放課後児童

クラブはどうなるのか。万が一木造校舎が空き家になるのであれば、撤去費もか

かると思う。かように代替案は、不便で、教育的にも良くないうえに、安くない

と思う。 

今の校舎は、鉾立のシンボルで、誇りだ。子どもたちも愛着がある。私はぜひ、

趣、風格を最大限残して、しっかりと耐震をして、末永く活用してほしいと思う。

あとは、一日も早い方針決定と、着工だ。仮設校舎を一日も早く建てて、まずは

そこへ子どもたちを避難させて安全を確保してほしい。 

 

参加者６：若い人が玉野に未来を考えられるかが大きいと思う。あちこちで若い人が出

て行って帰ってこないと聞く。こちらに帰って来る話が３つなくなったという話

もあったが、私もポロポロ聞く。 

玉野市が鉾立をどうするかは結構注目されているようで、夢が持てるかという

ところもあると思う。 

 

参加者３：市長の考えはよく分かったが、教育委員会の考えを聞かせてほしい。 

教総課長：子どもたちの安全を守りたい。これが最優先だと考えている。 

 

参加者７：急いでいると言われるが、前回の説明会から半年くらい空いている。今日示

された案も３年くらい前のものと一緒だ。全然進んでいない。また半年延ばした

ら来年度の予算も取れなくなって、結局また１年延びる。もう少しテキパキとや

ってほしい。 

教総課長：これまで、今の玉野市にできることとして代替案を示してきた。我々として

は、まず子どもたちの安全を守りたいが、折り合いがつかず、時間がかかってし

まっているのが現状だ。やる気が無いというお叱りの声もあったが、その点ご理

解いただきたい。 

参加者７：とはいえ、少しかかりすぎではないか。 

教総課長：申し訳ない。 

参加者７：もう５回目の集まりだ。当初から全然変わっていない。 

前回も質問したが、結局いろいろ決めても議会で通らないことにはできない。

その辺りを聞きたい。実際に予算を取れるのか。 



教総課長：まずは設計の予算の議案を出す。それが通れば予算が付いて執行が認められ

る。実施設計をすると、工事にどれくらいかかるかが分かるので、次は工事の予

算のお願いをする。それが通れば着工という流れになる。 

参加者７：それに１年はかかるだろう。なぜ早くできないか。やる方法があるはずだ。

やる気が無いから、適当にしているからそうなる。やるならやるで、早くしない

といけない。 

同じ税金を払っていても、市内と僻地とで待遇が全然違う。市長、平等に市の

待遇をやってください。それなら意見も聞いてもらわないと。 

市長：この地域への投資のようなものが、少し遅れているのではないかという話は色々

聞いている。その点も踏まえて、今後考えていきたい。 

早くしてほしい気持ちもよく分かるが、段階を踏んでまずは設計をして、施工

してと進めると、どうしても１年ないし、もう少しかかるかもしれないが.. 

参加者７：当初から言えば５年も６年以上もかかってる。それが遅いから今も言われて

いる。案が出ているのだから、それを早くまとめて、工事にかかってほしい。 

市長：できるだけ早く施工できるようにスピードアップしたい。 

参加者７：何回もこうやって、みなさん夜の遅い時間に時間を取られている。いつ地震

が来るのか分からないのだから、よろしくお願いします。 

市長：代替案が地元の納得を得られていないと感じたので、再度耐震化案も含めて意見

を聞いている。今日の意見も踏まえ、更に検討を深めていきたい。 

 

参加者８：アンケートは、ここに来ている人は当初案に丸がつくと思う。 

山陽新聞を見ると、少し明るい兆しのような、嬉しくなるような記事だった。 

当初案と前の代替案が１だったが、今度当初案が１となったのは、教育長に聞

いたときに、これは市長の意見ですという、何かちょっとそこら辺に違和感があ

って、もう少しいろいろなことで考えてほしいと思う。 

教育長：前回は、教育委員会として実施できる案として代替案をお示しした。当初案も

実施できる案として、市長が代わられたことで今日お示ししている。 

そういった案について、みなさんのご意見を聞かせていただければありがたい。 

 

参加者９：意見やアンケートを山ほど積んでも話が進まないと思う。それよりはできる

方法を決める。私は卒業生ではないが、校舎を絶対に残すべきだと思う。 

最初の話から何年経つと思っているのか。これからやるという話が出てないの

だから、まだ５年 10 年かかると思う。 

児童が少ないというが、それは玉野市全体が少なくなってきたのだから、それ

は目を瞑っておいて、とりあえず校舎を残してほしい。 

古い木造校舎を耐震化する新しい素材が出ている。これを使えれば、校舎を半

分ずつ耐震化しても、教室を使いながらやっていけるのではと思う。 

もう少し積極的に、前向きに考えてほしい。 

 

参加者 10：東児町が玉野市に合併して 48 年になる。何一つ変わらない。 

税金は全部玉野市に持って行かれている。鉾立だけ何でも取り残されている。

だから今度市長が代わったら、鉾立をどんなにかしてしてもらえると思って、本

当に一生懸命応援してきた。 

 



参加者５：いじめなど聞いたことがないし、あの広い教室に入ると、心が晴れ晴れとす

る。廊下は広く、その後建てた木造と違って質がいいので、とても気持ちが安ら

ぐ。私が東児中に勤めていたときは、湿気の多い時期には、廊下や壁や階段滑っ

て怪我をしそうなくらいだったが、鉾立小学校はそういうことが一切無い。 

最近の新しい校舎は危険がある。希少価値を大切にしてほしい。 

 

参加者 11：私も、子どもたちもここを卒業している。子どもが入学して最初に教わった

のが、消しゴムを下に落とさないことだ。廊下の床の溝にゴミがたまるから落と

さないように教えてもらったと。 

木造の建物だと、こういった一番基礎の習慣を、１年生から教えてくれるのだ

なと思った。木のぬくもりは、本当に子どもを落ちつかせる。木造校舎は戦前の

建物で、本当に木の質がいいらしい。ここまで残っているということは、本当に

価値のあるものだと思う。それをいつまでも残してほしい。それがどうしてでき

ないのかと思う。 

いいものだから、何回も意見を聞いているのだと思う。その意見を踏まえて、

当初案を進めてほしい。子どもの安全も大切なので、メインの所とか、色々な形

で残す検討をしてほしい。 

 

参加者 12：私は数年後に子どもが入学する保護者だ。これまで数年にわたってこの説明

会に参加してきたが、在籍している子どもたちやその保護者が、数年間ずっと不

安なままなのかなと思う。数年前から震度６弱が想定されている中で、耐震化さ

れないままの校舎に子どもを通わせるのは、大変怖く、不安に思う。 

この会のタイトルや、教育委員会も言っていたように、児童の安全、命が一番

だと思うので、一番早い予算を上げてほしいと思う。 

地域の方も熱い思いがあって、木造校舎を残してほしいと言われていると思う

が、何人か言われていたように、地域の人も子どもの命に代わる物はないと思っ

ていると思う。間に合うのであれば、今年度の予算に上げるべく進めてほしい。 

 

参加者 13：次はどうなるか。先の話をしないと、今日これで終わりなら今までと一緒だ。

したくないならしたくないと言えばよい。 

教総課長：今日いただいたご意見を元に、市長とも話をしたいと思う。また改めて、報

告に来たい。 

参加者 13：報告よりも、するかしないかを決めるのが大事だ。 

教総課長：もちろん、子どもたちの安全を守る方向で進むのは間違いない。それをどう

進めていくかは、市長と相談しながら、できるだけ早く.. 

参加者 13：それはいつまでにするか。 

教総課長：申し訳ないが、この場でお約束できない。 

参加者 13：半年もかかるなら、する気が無いのと一緒だ。 

市長：できるだけ早くまた.. 

参加者 13：できるだけ早くとは、どのくらいか。 

あなた方は遅い。5 年も 10 年もかかる。だから言っている。こちらもけしかけ

ないといけない。 

教総課長：おっしゃるとおりと思う。できるだけ早く進めたいと思う。 



参加者 13：その話をしたらどうするか。また会を開くのか。 

教総課長：これから内部で調整する。市長とも話をして、何らかの形でまた.. 

参加者 13：することにしたら、また議会にかけないといけないのだろう。予算を取らな

いといけない。 

教総課長：予算の手続きはあるが、できるだけ早くしたいと思うのでご理解いただきた

い。 

参加者 13：できるだけ早くしてくれないと、もう待てない。子どもが怪我をしたら市は

責任を取るのか。地震で怪我をしたら責任を取るのか。 

市長：状況によるが、責任を取る場合もあると思う。 

 

参加者３：アンケートはどう使われるか。 

教総課長：集計したものを基に、今日のご意見も合わせて内部の協議で使う。また、こ

れまでのアンケートと同様に、ホームページで公開もしたい。 

参加者３：これで決まるのか。 

教総課長：状況にもよるが、単純に多数決で決まるというものではない。それも勘案し

て市長と話を進めていきたいと考えている。 

参加者３：せめて次回の話し合いの日くらいは約束してもらいたい。 

教総課長：なかなかこの場では約束できない。できるだけ早めに示したい。 

参加者13：できるだけといいながら何年も経っている。例えば３か月以内にはするとか、

それくらいの返答はできるのではないか。 

参加者６：小学校の話をしていたら、あっという間に保育園が消えた。こういう話をし

ている間に、いつの間にかうやむやに、どこかとどこかの小学校がくっついたと、

いきなり新聞で知らされることが悲しい。 

２年前の会長会議の時に、玉野市は未来人口が減りますと一生懸命言っていた

が、帰って来る人の見込み人口が想定されていない。育児をする頃、小学校に入

る頃に帰ってくる傾向が、保育園の園長先生もびっくりするくらいあったが、２

年くらい前からここは、帰って来たいという話ではない方向に、まさしく玉野市

のネガティブキャンペーンで、これからどうすれば玉野市の人口が増えるのか、

夢が持てるのか。 

玉野市はお金が無いというが、国からお金を持ってくる政策を取っていたら、

回っていくお金が、豊かになるお金が、どれだけ今まで入ってなかったのかなと。

もう一人子どもを産んでもいいと思えるような玉野に、なってほしいと思う。 

教総課長：なかなか次回の約束をこの場ではできない。繰り返しになるが、できるだけ

早めにお示ししたい。 

参加者 13：じゃあ次回はどうするのか。 

参加者３：この後どうするといったタイムテーブルのようなものは持っていないのか。 

教総課長：流動的であり、いついつまでにと達成できないものを示してもいけない。繰

り返しになって大変申し訳ないが、できるだけ早めにやりたいと思う。 

参加者 13：できるだけ早くというのがさっぱり分からない。逃げているのと一緒だ。 

参加者 1：６月の議会で、補正予算を取るのは可能ではないのか。 

参加者 13：やればできる、やるかやらないかだ。 

教総課長：補正予算を上げるにしても、中で調整が必要で.. 



参加者 13：しようと思えばできるはずだ。やる気が無いからできないだけだ。 

教総課長：市長とも話をして進めていく。 

参加者 13：議会までに間に合わせるか間に合わせないかを言っている。 

参加者３：今まで財政困難で延び延びになって、コロナで話し合いが延期になって、そ

していま統廃合の話がある。始めから義務教育学校と耐震は別の話ということで

進めてきた。それを通してほしい。 

私たちはどこを見ていればよいか。ホームページしか知る術がないか。誰にど

う伝えてくれるのか。 

教総課長：今日の話についてはホームページに議事録を掲載する。今後どう進めていく

かは、広報紙への折込など適切な手段で伝えたい。 

参加者３：毎日ホームページを見て確認するしかないのか。意見したくても、もじもじ

している人も多いと思う。その人たちにどう伝えるのか。特に保護者だ。 

教総課長：何か動きがあるときに、ホームページのみということはない。何らかの形で

きちんと伝わるようにしたい。 

市長：マスコミを通じて発表するといった形もある。大きな方針を決めて出すときには、

きちんとした形でお伝えしたい。 

議会に間に合うのではないかという話もあった。私もできればそうしたいが、

手順を踏まなければならない部分もある。 

こう言うとまたお叱りを受けるが、できるだけ早くやりたい。 

 

 

４．閉会 

 挨拶（教育長） 


