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小学校再編問題に関するアンケートでは、大変多くのご意見

を頂戴いたしました。広報誌に記載できなかった自由記述の

ご意見をまとめましたので、ぜひご覧ください。 

 

 
三成小校区別協議会 

三成地区自治会長会 

 

小学校再編問題に関するアンケート 
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■理由（自由筆記） 

 

 

・統合小学校は、現在の敷地では狭いので斐伊川の民家３戸と合銀官舎・車庫を取り除いて買収に協力頂く、現

在のプールを利用、旧幼稚園を解体してバスターミナルを作り安全に送迎する。 

・小学校１年生から重いランドセルを持って中学校までの坂道を歩かせるのが大変で可哀そうだから。 

・三成小学校ＯＢとして、母校が商業施設になるのは、非常に悲しい思いです。なんとか教育施設として残して

欲しいです。こんな思いだけではだめでしょうか。 

・淋しい三成の町子供の声がしなくなったら活気も無くなると思います。 

・三成の中心地に小学校は無くてはならない。三成の子供達の通学時における安全が確保できるとは思えない、

特に低学年の冬季の通学は相当な負担になると思う。 

・子供が減っている事を踏まえて、大きな場所でなくても良いのでは無いか？ 

・全体の費用と、完成後の維持費を抑える事が大事。仮設校舎も新しい物を作るのでは無く、現在ある所（例え

ば高田や亀嵩を一緒に使うとかも出来るのでは無いか？ 

・現在の校舎敷地から児童クラブの敷地まで含めると広い場所がとれる。全体の計画がつくりやすいのではな

いか。 

・奥出雲町では更に少子高齢化が進み、人口も 1 万人が危惧される中で，小学校跡地の商業施設に出店する業

者がいるのか危ぶまれる又、若者向け住宅もリハビリ学院生減少に伴い、空き家もあり不足している状況にな

いと思われる、仮に若者住宅を建設した場合、町財政に余力があると言い難い。 

・少子高齢化の為、現在の所で再建での良いと思います。 

・仁多地区の小学校再編問題非常に時間がかかり過ぎだ、原因町長判断、町議会の無謀な進め方、建築協会・

商工会の横やり等それぞれが勝手すぎた。本当に将来の仁多郡奥出雲町の事を考えたら、現小学校に建設し、

若い人が子供を育て又、田舎に帰って親と一緒に生活し、幸せな暮らしをして欲しい、一部の人間の意見より

多くの町民の意見を聞いて欲しい。 

・今後益々人口は減ります。今度の町長、今の町長の「二の舞」はしないで下さい。応援している人は、同じ顔ぶ

れ、全町民の顔を見て決断して下さい。 

・仁多中学校隣接地では小さな子供達（1～３年生）が通学するのは無理がある。又、防犯上夕方以降は特に危

ない、商業施設の建設という案が有るようですが、建設後１０年～２０年後にその案を挙げた方々は多分、存

命では無いと思います。愛宕祭り同様、若い方々（次世代）の意見を取り入れる方が懸命だと思います。 

・三成小学校跡地に賛成の意見が多かったと聞いたので保護者の意見を優先させたい。 

・子供が直ぐに多くなることはないので、現三成小敷地案で良いと思う。 

・町の中心に児童だけでなく、町民も交える場所となって欲しいから。プールは絶対につくって欲しい。（学校プ

ールがなぜ必要だったか原点にかえれ）心配するのはこれから敷地の確保が出来るか？いずれにしても耐震

問題が発生してから一貫したビジョンを示さなかったトップの責任は重い。子供達のために早い解決を願う。 

・現時点では現三成小学校敷地案がベストと思うが・・・将来更なる再編（仁多･横田⇒統合）の可能性考慮した

場合は変わってくるが、将来像の話が伝わって来ない（役所特有の問題の先送りが・・・） 

・仁多中隣接地ではお金が掛かり過ぎる。建設業者等が議会に要望書を提出しているが、子供のことを考えな

い要望なら無意味だと思う。利権がからみ、難しいと思うが子供の安全を考えて欲しい。 

現三成小敷地案に賛成 
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・早くしないと現小学校の耐震が持たないのでは？誰のための小学校か、偉い人たちは分からないのかな？商

業施設たてたいなら他で建てて。たいして観光客も来ないのに。もっと子供達のことを考えて！こんなことす

るから子供をつれて町を離れる人が増えるんだよ。分からないかなー. 

・児童が安全に通学でき、安心して学習ができれば、どちらでも良いが、どちらか言うと三成小案 

・小さな町の中で複数の商業施設や野菜売り場は、必要なし。 

・もちろん小学校跡地案。町内に空き家が多くあり、若者以外にもいくらでも住宅は段取りできる 

・子供たちが自然や社会とかかわって学習を進めるためや地域住民が子供たちと交流をもつためには、現在の

場所が良く参加しやすいと思う。子供たちの声が聞こえる、姿が見られることは、地域の元気のもとになる。地

域が活性化すると思う。 

・大人の見守りの目が行き届き、児童の安全面から見てもよい。 

・商業施設については、せめて横田ぐらいまで増やせればと思う。現在の施設では、値段が高くて独占企業だ。 

・子供の教育という観点から、教育長も小学校長の多くも、三成小学校の敷地に統合し、建設する方が良いと言

われている。子供こそが奥出雲町の宝です。宝物を健やかに育てることを第 1義に考えると統合小学校は、三

成小学校敷地に建設すべきと考えます。 

・歴史ある三成小を教育以外の利用に変えてはいけない。児童数が減少している中、仁多町内の子供達が集ま

り、住民に子供が見える中、子供の元気な声が聞こえる中、庁舎の近くで安心して支援していくことが住民の

生きがいです。商業施設をと考えられる業者の方の計画性のない意見には反対です。 

・児童の教育環境には、地域とのかかわり合いはとても大切なことの一つだと思う。机の上だけでは学べない

もの、人として培わなければならない宝物があると思う。児童の安全確保が第一、将来的な未来像を見据えれ

ば幼児園、児童館の併設も併せ、子育て、教育、地域の活性化につながる町づくりを希望する。 

・まず、仁多中案は、考えられない。一部の大人の主張で、これ以上長引かせないでほしい。子供たちが中心に

ならなければ、これからの過疎地域に未来はない。役場、町体、カルプラなどとも連携しやすく、文字通り町の

中心にすべきだ。商工会、建設関係は引っ込むべし。 

・中学校隣接地案では、体育館等の共有施設の利用に限界があると感じる。 

・「三成小学校」を残してあたらしい「統合小学校」としてほしいです。（仁多中学校隣接地案は反対です） 

・三成小は、地域の中心地である。児童の安全の観点から。 

・更の状態から始めるより、今ある土地、使える建物等利用する方が費用も少なくて済むし、何より早く統合が

実現すると思います。子供たちのことをまず最優先に考えるべきです。耐震の校舎に早く入れてあげたいと思

います。 

・早く学校の場所を決めてほしい。 

・商業施設や住宅にしても、人が来なさそうなので。 

・町の中心にある方が、社会的つながり、人とのつながり等がより近くに感じられるから防犯上のこともある。 

・街中に在った方がふるさと教育が充実する。”ひと・もの・こと“に直接ふれ合える機会が多くなるので。 

・児童の利便性安全性（通学など）を児童視線で考えて欲しい。 

・今後増々児童数が減少するのは間違いなく、町の発展のため小学校を移設し跡地に有益な施設を建設するこ

とは反対ではありません。しかし、昭和 10 年代に愛宕山から小学校を撮影した写真には、学校や八幡神社が

現在の位置にあり、おそらくかなり以前から現在地にあったと思います。昔から小学校は三成の町の中心であ

り、これからも町の中心であり続けて欲しいと願っています。商業施設や若者向け住宅では町の中心としての

イメージが湧きません。 
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・体育館・公民館・カルチャープラザ等を含めた三成の街の再開発の検討を考えて頂きたい。 

・移転した跡地にと言っても面積的に中途半端で代わり映えしない若者向けの住宅は風紀上感心しない。若者

より児童が良い。子供が少なくなった現在、現在地でそれなりの校舎で良い 

・今の時代、何から考えても現三成小学校敷地しかない。こんなアンケートなど 15 年も前にするもので今して

いるのはおかしい。建設場所など決まったもので、行政や町議員など今まで何をしていたのかと思う。まった

くバカな話だ。 

・地域の中に小学校があった方が良い。 

・差額分の６億で体育館をよくする、子供達のためバス通学費用に充てたり、校内設備を良くしたりなどに充て

てもらいたいため。 

・小学校の再編については、統合小学校のビジョンが必要であり充実した統合小学校となれば、皆が賛成します。

三成小跡地利用という課題もあり、中学校隣近のメリットは無いと思います。 

 

 

 

 

・２０年先を見越した行動をお願いします。5～１０年の短期での計画は止めて頂きたい 

・小学校を統合した場合、三成地区以外の小学生はバス通学になり現在の仁多中学校に通う生徒と同様の通学

形態になるため。 

・三成小建設は、現在地建設、統合小学校は外の場所。三成町の全体構想が必要人口減少を考えると小中一貫

校しかない。 

・人口減少を考えると小中一貫校しかない。 

・町における人口増、子供増の抜本的対策が無い限り、将来過疎へと更に進むのは時間の問題、将来を見据え

た考えで検討した方が良いと思う。仁多中に隣接したら、体力向上の取り組みに充分な施設の活用が出来る。 

・通学に対する安全確保は議論の必要あり。奥出雲町の未来のためには子育て世代の増加が必要。その為には

子育て、教育環境は大変重要で、将来的な教育ビジョンの基、建設地の確定を望む 

・目的は、将来統合小学校ということでの考えを含めて、設備を広くとれる場所を求めたがよい。 

・みなりの町にも人が集まる場所がほしい。食堂や買い物ができる場所。横田のような。 

・自然に囲まれているので、野外活動や自然と触れ合う時間が多くなる。奥出雲という自然豊かな環境を生か

した学校生活が送れると思う。現三成小学校は狭い。広い環境でのびのび育ってほしい。 

・学校行事を行う時、保護者や関係者の駐車スペースが取りやすい。 

・学校が同じところにあれば、保護者が楽でいい。 

・本体建築費以外に土地造成費が多くかかり、10～20 年後の町の現状を考えると、費用はできるだけ抑える

べきである。建設業者の申し入れ等はもってのほか。町民全体を考えるべき。新町長は、建設業者に躍らせて

は困る。 

・三成小敷地の建設を選べば、仮校舎が必要となる。中学校の空いた教室を小学校として活用できる。 

・９年制の統合。小中学校にすれば、良いのでは？ 

・分かりやすく漫画様式で流れを説明してあり、感謝します。噂ばかりで真意がわかりませんでした。子供の数

が減ることは、確実にわかりきったことなので、早く決めて欲しい。 

・バス利用が小学生でもできるともっと助かると思うが、送迎の方が車を出し入れするには、仁多中のところが

仁多中隣接地案に賛成 
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いいと思う。児童クラブ、スマイルはすでに満員なほどの人数預かっておられるので、これを機会に仁多中の

そばに造るとか、新小学校の一画に造るとか、新たに考えられた方が良いと思う。 

・ランチルームの形態が不明確です。検討内容を示してください。 

・給食センターが近ければ、トラックで運ぶ必要がないから。 

・三成小跡地を老人ホームなどの施設へと建替えてもよいと思う。商業施設や若者向け住宅にしたところであ

まり需要はなく、若者世代は望んでいないと思う。 

・三成町内では、交通量も増え事故の危険性が高まり不安である。又、駐車場もなく混乱しそう。 

・小学校の体育館はせまい。奉仕作業も合同にして欲しい。 

・現三成小だと駐車場が確保出来ないのではないのでしょうか？教職員も今より増えるし、参観日・運動会の際

に保護者はどこに駐車するのでしょうか？体育館も今のままではせますぎると思う。又、立ち退きで住民が少

なくなるのもどうかと思う。 

・小学校教員と中学校教員の交流が容易となり、教員不足の手助けが出来るのではないか。 

・小学生と中学生の通学路動線（通学バス含め）が同じになり、安全対策強化になるのでは。 

 

 

【建設地の選択は仁多中隣接地案だが意見内容は現三成小敷地案に賛成と思われるもの】 

・昔の人に聞けば明治時代から現在地に学校があったものだそうです。その頃から立地条件は良かったのでし

ょう。令和の世になっても変えてほしくはない 

・地域で子育てをするという視点で、子供たちを常に地域住民が見守ることができる環境として、民家や人通

りが多いところに小学校を置くべきと考えます。 

・高齢者と子供たちとの交流会等が、街中にあると参加しやすい。他地区の方でも買い物等と兼ねて、参加しや

すいと思う。 

・小学校が街中にあることで、Ｉターン・Ｕターンの若い人たちが街中に家を求める。地域の見守りの中で、子供

が成長した方が良い。 

・もちろん商業が発展しなければいけないが、学校を移転してまで商業施設を作る必要はない。 

 

 

 

 

・いずれも一長一短が有りこれと言った判断材料がない。人口減少の将来に向かっての町のビジョンが必要。

その上で建設場所はどこが良いか論ずるべき。 

・通学する子供達及びその保護者の意見を重要視してほしい。その意見が多数の方の再編案で決まるならその

ようにして欲しい。（三成小に通学する予定の子供たち及び保護者も含めて 

・三成地区の人は三成小敷地が良いと思うし他地区の人は広い仁多中の所がいいと思われると思うから町に

お任せします。色々皆さんの意見を聞いてもまとまりにくいし、あんまり時間も無いので町の判断に任せる（う

ちには子供もいないのでそう言うことしか言えません。） 

・何処をとっても一長一短。決まればそれなりの対応を考えて行けば良い。 

・どちらを選んでも一長一短があり、明確な判断を個人ではできない。町が責任をもって判断するほかない 

・奥出雲町のすべての子供達が統合し、今までの情報の中で何もわからず、何の進捗もなし。教育委員会、議会

どちらともいえない 
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で討議のみかな？ 

・住み始めて 5か月なので 

・現保護者（小学校、幼児園）の意見を優先 

・三成小学校は近くにサンクスがあり、車が多い為中学校は高い所にある為、歩く子供は大変になる為。 

 

 

 

 

・２０年先を見越した行動をお願いします。5～１０年の短期での計画は止めて頂きたい 

・町内での少子化が進む現在において奥出雲町として１校の学校でよいのではないかと思います。その場合、

児童の送迎を家庭ではなく町として安全に対応するべきと思います。 

・仁多中学校案がダメで、現小学校に建てる案が流れて、一般からはちょっと判断がつかない。 

・小学校という形態ではなく、何らかの形で各地域に子供達の学ぶ場所を設ける方が町全体の活性化を考えた

場合に有用であると考えるから。現在の教育制度を前期 3年(小 1～3年)、中期 3年(小 4～6年)、後期 3

年(中 1～3 年)の義務教育を見直し、中期と後期課程の 6 年間を仁多中学校校舎で実施すれば空き教室の

有効利用にもなる。前期課程は、各地域で小さな建物で地域住民に見守られながら、学校、家庭、地域が密接

に連携した低学年教育を実施することも、新しい特色ある教育として全国にアピールできると考える。（特色

ある教育は、教育移住を考える場合のもっとも重要な要素だと考えられる) 

・仁多中を使用する。足りない分だけ増築する。児童の数は減少の為、経費は最小減で転居する。中学校をいか

す。 

・亀嵩小学校等の活用 

 

 

 

 

 

・とにかく早く決めてほしいです。 

・子供が少なく、小学校の再編に賛成します。 

・子供は地域が育てる観点からやっぱり町内にあった方が良いと思う。商工会・建設協から要望が提出されて

いるようだが、商工会、建設協会会員に聞いてもいつ要望事項を決めたか知っている人がいない。互いに利

権がらみでは無いかとの憶測が住民の中でうごめいている。 

・小学校の建設が児童のことより他の理由で論争されている。 

・現三成小学校は再編後では狭いという意見があるが、過去には現三成小学校で５００人以上の児童が学校生

活をしており校庭等が狭いとは感じなかった。 

・現小学校跡地に建設すれば地域住民との交流ができる。三成地区民運動会など多くの住民との交流ができる。

中学校隣接地に建設すれば高齢者、障害者等の弱者は運動会などに参加できなくなる。 

・三成小学校跡地に商業施設をとの意見が商工会から出ているが、三成地区の商業活動、奥出雲町内の商業活

動との競合等で現在の商工業者の事を考えているのか疑問である。具体策があるのであれば住民に周知して

意見を集約すべきである。 

その他 

小学校再編問題について 
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・三成小学校跡地に住宅を建設したらとの意見もあるようだが、住宅建設して移住者が増えたらいいが、町内

の他地区の人が入居するようなことが多いと思われる、人口増加につながらないし他地区のことを考えない

意見と思う。 

・商業施設・住宅建設の意見は、児童生徒のための教育環境はどちらが適しているかとはかけ離れた意見であ

る。 

・三成小学校の跡地に商業施設や若者向け住宅にしたい商工会や建設業協会は、なにも奥出雲町の現状を見

ていない。商業施設はどこが運営しますか。隣にサンクスがあるのに、それほど消費がありますか。住宅に関し

ても県営住宅や町営住宅の利用状況を見ると考えられないです。身勝手な要望です。 

・だらだらと先延ばしにするような話しじゃないので早急に進めて頂きたいです。 

・仮校舎の必要は無いと思う！スクールバスで他地区へ移動（仮設費用を本校舎充実へ）偏らない情報が必要。

（議会特別委員会の内容も必要） 

・町の中に学校のない地域は急に衰退していくと思う。・数年では無く数十年それ以上を考えて、減っていく人

口を考えた街づくりをしなければならない。目先の利益のために高コストの選択は出来ない。 

・次期町長に早期英断をお願い致します 

・現三成小学校敷地を希望しますが、仁多中のイエロー･レットゾーンも解決して頂けると安心です。勝手な事を

言って申し訳ありません。 

・大人の都合では無く子供達の安信安全健全をお願いしたい。 

・結論を先に延ばして無駄に時間をかけないで欲しい。 

・統合小学校になってから、放課後児童クラブはどのようになるのですか？ 

・仮設小学校は建てずに近隣の小学校へスクールバスを運行し、無駄な出費を抑える。 

・仁多地区の小学校統合後、何年先に奥出雲町全体の統合をお考えなのでしょうか？（小学校・中学校）今更だ

が、町全体統合しても良かったのではないでしょうか？ 

・２０年後・３０年後など将来の児童数をどう見込んでの再編構想なのか？・小中含めて更なる再編の可能性

は？（仁多･横田⇒統合） 

・このアンケートの結果をどのように使う予定ですか？早急にとりまとめをして、建設業者さんの様に要望書な

り嘆願書にして、議会と町へ提出されてはどうですか？新町長に委ねるとの事ですが、応援している町議さん

や建設関係者に押し切られるのは納得いきません！三成小の案を応援します。 

・少子化・過疎化が進んでいる。将来的な展望も交えつつまずは小学校の安全を優先すべき。 

・教育環境から地域活性の問題は引き離して考えるべき。全町的な考えで子供たちに取って最良な結論を出し

て欲しい。 

・奥出雲町収支予算 5年・10年後のシミュレーションの中予算編成要領を（教育）考える。 

・先のことを考えて少しでも（町外・県外）から子供が来てくれる様にしたらどうですか？※来たいと思えるよう

に 

・早く進めて欲しい。三成の町中が淋しくなるのは悲しい。 

・子供達の教育整備を目的とすると一日も早く決定されることを願います。 

・早く安全で勉学出来る校舎を作る事。 

・小中一貫校は、ありえない。それなら、中学校の統合が先。そもそも１０年前にやってないといけなかった問題。 

・もう少し時間を掛けたらどうでしょうか？ 

・仮校舎に多額の金を使うことはない。仮校舎は、旧高田小学校を利用するのがベスト。小学校近辺の空き家を
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有効活用することが大事。 

・現三成小学校での再編しか考えられない。 

・商業施設や若者住宅が必要なら、別に新築しなくても改築、増築で対応すればよい。このような案があるとは

驚いた。子供は、地域の宝である。子供たちの学習、安全を第１に考え決定して頂きたい。 

・現小学校跡地は、緊急時や催し物にも使用できる多目的広場にする。再編問題、時間がかかりすぎ、 

・三成小の建替えと統合小学校、最初からあいまい。二転三転。地元の意見を重視して、行政でしっかりやるこ

と。 

・早急に決めて、校舎を建設してほしい。 

・少数人数にも限界がある。早期統合を希望。 

・R８年度開校、これ以上遅くならないことを希望する。早期耐震対策を望む。 

・仁多地区は進捗が見られず、住民の関心も薄れている。これ以上遅れることになれば、再編に向けての協議会

をはじめとする住民参加や協力が得られなくなる。町が考えを示していかなければ進まない。 

・小規模校は、保護者の人数が少ないので、早く一緒にした方が良い。 

・行政が本気で考えていない。子供の為、親の為とは考えていない。議会も他人事と思っている。今までの責任

は、誰が取っているか？誰もとっていない。町民の関心がない。 

・小中一貫の話があるが、将来幼保小一貫校（同じ敷地隣接地）もあるかな？ 

・仮校舎は、既存の学校を使用するべきだと思います。亀嵩小とか？ 

・三成小学校敷地になろうが、仁多中学校隣接地になろうが、町民が納得いく決め方をして欲しい。予算執行権

限のある議会は、町民が納得できるよう、しっかりとした根拠をもって、決定して欲しい。子供教育の観点から

建設地を決めたい教育委員会とＰＴＡ、街づくりの観点から決めたい商工会や建設組合、どちらもビジョンを

しっかりと提案し、町民にわかるようにガラス張りの検討をしてほしい。 

・無駄なお金を使わず、迅速に！ 

・中学校隣接案は、そもそも可能でしょうか？ハザードマップで一端不可能になったので別の用地？ＰＴＡの方

にお聞きしても、建つ頃には子供は卒業している訳で、将来的な見地からすれば中学校しかないはず。個人的、

地区的な思考は取り除き、大所高所から見るよう町民に進めるべきと考える。 

・ある程度町の方針で進めてほしい。 

・現在の小学校保護者や、将来保護者になる若い人たちの意見を十分に取り入れて進めてほしい。 

・これだけ混乱の種をまいて、最終決定できず逃げた（新町長に押し付けた）勝田町長の責任を厳に問うべきだ。 

・今現在、耐震化されていない三成小、布勢小で学ぶ子供たちを思い、安全を第 1に考えスピーディーに進めて

欲しい。 

・早期に取りまとめ、情報開示して頂きたい。 

・設問のほとんどが教育問題として捉えられていないのではないかと思えてならない。 

・布勢、三成小の耐震対策（応急措置）について、検討内容を示して下さい。 

・小学校がどちらに建つとしても、三成公園のプールは古すぎて危ないので、新しくした方が良い。まだ、現三

成小学校のプールの方が新しいので、そちらを活用した方が良いと思う。 

・平成 30 年 7 月に教育委員会の発表があり。令和 4 年の今日まで、町民に強い不安をもたらした。今回のア

ンケートは、もっと早い時期にすべきだった 

・三成地域以外の子供は、バスをそれぞれの地域から運行させる。改修中、三成小の子供は、三沢か高田にバス

利用で通学させる。 
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・何のために小学校再編をするのかという根本的なところの住民理解と、自由闊達な住民議論ができていない

と考える。まず 9 年間をどのように教育を行うかを考えることが非常に重要。次にその教育を実践するため

にどのような教育システム(組織・体制)が必要であるか考え。そして最後にどのような施設が必要になるのか

という順序で考えるべきだと思う。どのような教育が望ましいのかの住民議論が深まっていない段階は、どこ

に建設しても今までと大差ない。 

・アンケートの中で「商業施設にした方が良い…云々」というようなフレーズがいくつかありますが、小学校建設

においてこれは全く関係のないことですので、それを連想させるような言葉は不要だと思う。あくまで、児童

の教育環境がどれだけ向上するのかのみ考えることが大事。現実的に多くの小学生、特に 1 年生の児童が滝

坂を登った後に授業を受けるということが、現状よりも教育環境が優れているかどうかを考えて欲しい。 

・仮校舎は建設せず、現亀嵩小又は旧高田小を使用し、バスを利用する。仮校舎の建設費も節約した方が良い。

1億、2億を町人口で割って考えた方が良い。 

・教育的にどこが一番いいかを現場の先生たちの意見を聞かれて考えられるのはいかがでしょうか。地域の方

の意見も大事ですが、子供たちの学びが一番中心ですので、三成小も考える必要はないかなと思う。大変だ

と思いますが、子供たちの将来の為によろしくお願いします。 

・他の地域は、学校が無くなります。町中から子供の声は聞こえなくなります。三成だけ悠長なことを言ってい

る状況ではありません。変化を忘れず時代に合った対応が求められているのかと思う。 

・他の地区の意見を優先的に決めること。 

・合併して奥出雲町になって以降、三成は以前とは一変して、とても寂しい町になりました。何かの機会があれ

ば、もう一度賑やかな町にしたいと思っていた。そのチャンスが小学校再編ではないかと思う。学校を町のど

真ん中に設置したら、何も広げられなくなるし、学校自体も狭い場所で良い環境とは思わない。ぜひとも商業

施設か大型店とか、賑やかで明るい町にしてほしい。若者向け住宅は不向きだと思う。 

・他地区の地区別協議会は、保護者へのアンケート、地域住民へのアンケート等、代表として選出されている方

以外の意見を出す場が多くあると聞く。再編にあたり、三成地区は、統合小学校の建設地にもなるので、もっ

といろんな人の意見が聞ける場、機会を作られては？このようなアンケートは、もっと早い時期に取るべきだ

と思う。協議会の中身、どんな話し合いがなされているのかも発信が少なく見えてこない。少子化の流れは、

止めることができないので、子供たちのことを最優先に考え、将来的にどうすべきか？もっと先のことを見通

して進めて欲しい。 

・早期に改築し、生徒の安全を優先する。 

・現小学校の耐震問題もあるため、今通っている児童の安全を考えると一刻も早く安全の確保された教育環境

を整えることが最優先だと思う。その上で、今後小学生になる子供たちが安心して教育を受けられるよう、新

校舎建設を早く進めて欲しい。 

・子供たち優先で考えれば、現三成小で良い。あまりに遅すぎる。耐震問題であるのに危機感がない。 

・他校の理解が必要。 

・子ども達のために早い決断を！ 

・いつまでこの話をするのか？長々としていて、こんなことで災害があったら子供たちの命が危ない！地域か

ら子供の声がなくて寂しいとかよりも子供のことを思えば、ただでさえ子供の人数が減っているので、小中一

貫校が望ましいと思う！ 

・再編と耐震ごっちゃまぜになっていませんか？まず子供たちのために何を早くするのがよいかよく考えてほ

しい！新しい町長さんの判断に期待します！！ 
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・いつになったら小学校ができますか？早急に検討をお願いします。 

・課題点は多々あると思うが、最良の方向に進み、子供たちの小学校生活が充実したものになって欲しい。 

・子供のためを一番に考えて再編してほしいと思います。 

・仮設小学校を早急に建てて、安全の確保をしてほしいです。 

・再編は将来必要にはなるが、子供たちの不安や負担が少しでも少なく安心して通学できるよう準備をお願い

したい。 

・小学生・保護者が、希望される場所が良いと思います。教育を最優先、地域は次に。支援したいと思います。 

・三成小跡地を商業施設や若者住宅等用地として、再開発しなければ、奥出雲町の人口減少問題は解決出来な

い。人がいなければ町は終わり、人は宝である。真剣に考える好機である。今、動くしかない! 

・話し合いの期間が長すぎて、対象となる子供や保護者も変化していくし子供はどんどん減っていく。*町のた

めなのか子供達の再編なのか？ 

・いつまでにこの問題を解決するかを明確にして欲しい。ただそれだけです。 

・２転３転し計画が遅れるばかり、早急に決定してほしい。町教育委員会・議会共に協力し進めてほしい。 

・仮校舎がいつ建つかわからないから知りたい。建設予定がのびると今の生徒の安全が保証されないのでとて

も心配である。何かあってから早くきめていればいいと言われるようではダメです。 

・未耐震の校舎で、もしも地震が発生したことを考えるととても恐ろしいことです。我が子は新しい校舎、統合

小学校に間に合わず卒業することになりますが、多数の保護者の方が不安を感じておられるとおもいますの

で、早期決定をお願いしたいです。中学校の隣接地案で小中一貫校も良い案と思いますが、通学防犯等を考

えると町中に小学校がある方が安心できます 

・三成にあるのが当然だと思っていること自体他地域の住民に失礼であると思う。なぜ、子供の数が増えるの

にプールはこわす。グランドはせまい。冬の除雪の事、先生の駐車場の問題何一つ説明がない。 

・とにかく早く着工まで勧めて欲しい。児童のことを一番に考えているなら何をするのか分かるはずでは？早

く無駄な話合いを止めて動いて欲しい。 

・そう遠からず、小中学校の児童･生徒数も減り、プール陸上競技場、給食センターに隣接する仁多中辺りへ建

てた方が良い気はするが現状の通学路等の問題を思えば、三成小敷地であると思う。 

・建設予定地が度々変わることで、町政･議員に対しての信頼度が下がったこと。子供達や保護者の方々に早く

安心してもらいたい。 

・仮校舎の建設は必ずしもしなくてはいけないのでしょうか？新校舎が出来るまで他校の校舎合同とはならな

いのか？いずれ一緒になるのであれば他校問一緒でも良いのではと思う。 

・亀嵩小学校・高田小学校あるのにもったいないです。 

・仁多地区の小学校を統合させて、どんな小学校の教育をしていくのか、それを実現させるには、どこが適地と

して賛同が得られるか目的を明確にすべき! 


