
ＮＯ 質疑 回答
カテゴリ

参考資料

1
アンケートと一緒に資料を送る予定はあ
りますか。

資料については、保護者の皆さんがよりよい判断がで
きるように可能な範囲の資料を添付し、送付します。

アンケート

2
候補地に御宿台が入っていないのが疑
問です。

御宿台にこども園がありますが、隣接する町有地は、
およそ１０，０００㎡で小学校用地としては狭すぎます。
新たに土地を購入して建設する場合、用地費と建設費
を合わせると事業費があまりに過大になるため、候補
地から除外しました。

敷地

3

小学生と中学生が一緒になった時、体育
館の使用などで不足の状況が出たときに
どうしますか。
小学生にとって遊具は非常に大切な項目
だと思うがどのように考えていますか。

時間カリキュラム設定の時に、一緒にならないようにカ
リキュラムを設定しますが、どうしても避けられない場
合は、Ｂ＆Ｇ体育館の活用などを現時点では考えてい
ます。
遊具については、子どもたちにとって非常に大切な要
素なので種類や設置場所の広さなど充分にとりたいと
考えています。

敷地
アンケート
（別添配置
図参照）

4
質疑している内容を、アンケートと一緒に
送った方がいいのではないですか。

より充実したアンケート内容をいただくため、４回の説
明会で出された質疑内容について、主要な点をまとめ
てアンケートと一緒に送付します。

アンケート

5

布施小学校であれば、建築費はかからな
いと思うので、しばらく布施小学校でやっ
てみて中学校に移動というのは考えられ
ないでしょうか。建築費と人数の問題もあ
りますし、中学校も広くないのではないか
と思います。

布施小学校の校舎は、教室が大きさの基準を満たし
ていないため、建て替えが必要になります。中学校に
ついても、当時建てた時よりは、人数が少なくなってい
るため、現在空いている教室を有効活用しながら必要
なものを増設して行く考えであり、御宿中学校の敷地
に建てても十分まかなえると考えています。

敷地

6
アンケートの結果について、後に保護者
全員に伝えて欲しいと思います。

アンケートの結果については、必ずご報告します。アン
ケートの内容で重要性をもっているものについては、
できるだけ反映していきます。

アンケート

7
現在挙がっている２か所の候補地につい
て、学童やスクールバスの対応について
知りたいです。

候補地がいずれのところに選定されても学童建設とス
クールバスについて状況を把握した中で対応します。
登下校の安心安全をしっかりと守り対応します。

学童
スクールバ
ス

8
御宿中学校になった場合、雨の日など送
迎時に混雑し、危険性を感じるがどのよう
に考えていますか。

送迎時の混雑状況については、混乱のおきないように
学校入口付近の改善を考えています。現時点で考え
ている内容については別添資料をご覧ください。

登下校時
の安全安
心
（別添配置
図参照）

9

アンケートの最後が、布施小学校と御宿
中学校の２択ではなくて、検討委員会で２
つに絞られていますが、他にもあったら書
いてくださいという一文があってもいいの
ではないかと思います。４か所候補があっ
た中で、どちらかといえばどちらかというこ
とと、他に意見があれば書いて欲しいとい
うことも付け加えて欲しいです。

２つの候補地の他にご意見がありましたら、候補地を
お書きくださいという内容を入れご意見を伺います。

アンケート

10

アンケートの自由記述に書くことで、役場
に意見は届くが、保護者同士が知ること
で、より良い考えがうまれると思う。今回
は説明会なので、できたら今後意見の交
流会を設定していただけるとコミュニケー
ションがとれていいのではないかと思う。

皆様からご希望があれば、例えば行政区ごとに出向
いて行って意見交換会のような形でいろいろお話をす
る場合も考えられます。大切な事業でありますので、
皆様方のより多くの意見を伺いながら進めていきたい
と考えています。他に交流会の開催について、具体的
なご意見・ご要望があれば、対応を図りたいと思いま
す。

進め方

11
アンケートを送付する期日を少し延ばして
いただけないでしょうか。

アンケートを保護者の皆様に配布する期日について
は、少しゆとりをもって対応したいと考えています。

アンケート
進め方

御宿小学校校舎更新に係る経過説明会【１１月２２日（火）、２５日（金）、２６日（土）開催】

　各回の説明会でいただきました同内容の質疑・ご意見については、まとめて掲載しています。また、事務局からの
回答については、当日の回答に加え、今後の対応についても記載していますのでご了承ください。

質疑応答
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12
御宿中学校と布施小学校の２択になっ
て、そこに建設するものは何ですか。

・中学校建設からは、17年程経過しており、生徒の数
が減ってきていますので、教室に余裕が出ています。
それと特別教室等の教室がございますけど、御宿中
学校に小学校を作った場合は、小学校の部分は別棟
に建てます。特別教室など共用で使う教室もありま
す。体育館はもし小学校と兼ね合った場合はＢ＆Ｇ海
洋センターの体育館も利用も考慮に入れます。
・駐車場の確保や校門からの入り口は狭いため広く改
善します。校舎に向かって浅間山の参道が右にありま
すが、そこの入り口などを拡張することも考えていま
す。そして右奥の方の駐車場なども広めにとる予定で
す。
・中学校は階段の高さは小学生が使えます。
・当初、小学生の子供たちの方が数が多いので、今の
中学校を小学生用に改修し、生徒数の少ない中学生
の校舎の建設を考えましたが、国の建設に係る補助
金の対象にならないため、小学校を敷地内に定めて
建て、共有施設特別教室等、あるいは体育館も共用し
て使うというようなことになると考えてます。
・布施小学校の場合は、現在の教室が普通規格より、
小さいため、全部取り壊して建て替えます。そういうこ
とで、かなり事業費もかかります。体育館はまだまだ充
分に使うことができると思います。

建設内容
（別添資料
参照）

13

それぞれの候補地に建設した場合、心配
される事柄について解消されるのかな
ど、もう少し詳しく説明してほしい。例えば
中学生の部活と小学生の放課後が共存
することがどうしたら成り立つのかなど、
そういうものがあると選ぶ側の参考となる
のではないですか。

今保護者の皆様がご心配なさっている点については、
この時点での可能な限りの資料をアンケートの送付時
に一緒に送付させていただく予定です。

敷地
（別添資料
参照）

14

小中一貫校に進むのは大賛成であり、中
学校の敷地に建てるのもいいと考えてい
るが、送迎の問題で混雑や危険が考えら
れます。

かなりの混雑があることは、伺っています。ロータリー
や現在スクールゾーンとなっている、商工会前の信号
から高山田に抜ける道の活用も考えています。

送迎

15

国道から中学校に入る道は、とても危険
で、出入りに注意しないと必ず交通事故
が起きる。候補地の視察をしたということ
だったが、車の出入りの状況を見ている
のですか。
雨の日や実際に混雑する時間帯の状況
を把握した上で会議等で話し合いをして
いただきたいです。

・検討委員会の候補地視察では、場所の確認と全体
の配置などの確認はしたが、送迎時等における状況
の把握はしませんでした。
・私たちも含め、検討委員会の委員の皆様にも雨の日
の送迎時の混雑状況などを確認いただきます。できる
だけ事故のないよう安全にしっかりと対応できるよう考
えていきます。

送迎

16
布施小学校でも御宿中学校でもスクール
バスの検討をしていただきたいです。

スクールバスは設置します。範囲などは、町内全域と
はいかないが、国から出ている標準を参考にし、検討
します。

通学

17

建て替えは何年目途に行うのでしょうか。
令和８年度がリミットとのことでしたが、敷
地が布施小学校になった場合は、スケ
ジュールが厳しいのではないですか。そう
なると御宿中学校になるように考えられま
すが、そうした場合は、アンケートを実施
する意味があるのでしょうか。町としての
方針を出して、皆さんにご了解いただいた
方が話が早いのではないですか。

・敷地が布施小学校になった場合は、現在令和７年４
月の統合で統廃合の話が動いていますので、令和７
年度、令和８年度での工事を予定しています。
・アンケートをとることは、検討委員会で決まったことで
もありますが、多くの住民の皆様の意見をいただきた
いため実施いたします。

建設時期
アンケート
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18
御宿中学校の敷地に小学校を建設する
場合の事務局が考えるおよその建設場
所を教えて下さい。

事務局案としては、国道から入った、左側の現在教職
員駐車場となっているところか、現在の駐輪場のあた
りに小学校校舎を建設することを検討しています。い
ずれも、本校舎と渡り廊下などでつなぐような形を取り
たいと思っています。
駐輪場の方になりますと、グランドのトラックの位置を
ずらすことになると考えています。

建設場所
（別添配置
図参照）

19

小学校の規模はわかりませんが、事務局
の案を示した場所には、浄化槽施設等が
あり、教職員の駐車場も移動する必要が
あり、送迎時の車は、あふれてしまうと思
います。車の乗り降りは難しくなると思う
ので、それを踏まえた整備をお願いしま
す。

・スクールバスの導入を考えており、渋滞の解消を
狙っています。
・信号から中学校に入る道路については、都市計画道
路で、スクールゾーンになっているため、スクールゾー
ンを外すことのできる協議などもしていく考えです。

建設場所
送迎

20
学校行事のときなどの保護者の駐車場は
どこを考えていますか。

・御宿中学校になった場合は、中学校の敷地内では賄
いきれないため、町有地であるＢ＆Ｇの旧テニスコート
のあたりを駐車場として利用することも考えています。
・布施小学校になった場合も、現在と同じ規模のグラン
ドを整備してしまうと、駐車場が足りなくなるため、その
点を考慮した建設が必要になってきます。

建設場所・
駐車場

21

敷地が中学校になった場合、Ｂ＆Ｇの施
設を（球場やテニスコート、体育館）を使
用することは考えていますか。Ｂ＆Ｇの体
育館の雨漏り、テニスコートの改修などの
考えはありますか。昔は部活動で使って
いました。

・Ｂ＆Ｇの体育館については、少しずつ補修をしており
ますが、状況により、しっかりとした補修が必要になっ
てくると思われます。
・テニスコートやグラウンドは、御宿中学校敷地内に配
置できると考えていますので、小学校建設する場合は
しっかりと建坪の面積などを算出します。

敷地
（別添配置
図参照）

22

今後の全体のスケジュールを教えて下さ
い。布施小学校であれば、建て替えに２
年かかりますし、中学校であれば、建設
する建物の規模は小さいものとなると考
えられますので、工期が短くなると考えら
れますが。

令和４年度中に敷地の選定、令和５年度に設計事務、
中学校の場合は、令和６年度、７年度、布施小学校の
場合は、令和７年度、８年度で建設を行うことで進めて
行きたいと考えております。設計が早めに済んだとし
てもそこになります。

進め方

23
建て替えや更新について、他の市町村の
意見を聞いたり、視察などにも行ったこと
があるのか教えてほしい。

長南町の長南小中学校、茂原市の本納小中学校に視
察に行っています。

進め方

24

既存の小学校の跡地の利用を並行して
進めているのですか。
今回跡地を公園など町の交流の場として
のシンボルになるような施設を作るチャン
スだと思う。公衆トイレや水道、ベンチ、東
屋などを配置し、だれからともなく集まる
ようなスペースを検討いただけると嬉し
い。

跡地利用については、現在のところまだ検討には入っ
ておりません。できるだけ早い段階で同時に検討して
いきたいと考えています。

跡地利用

25

今回の小学校の建て替えは、ハード面だ
けでなくソフト面を合わせて、特色ある新
たな小学校、中学校を考えたとき、この町
に引っ越してきたいと思えるような、新た
に町の魅力を発信していく、その一つとな
るような学校づくりをしていただきたいと
思います。

人口減少が進んで、町の活力や元気がなくなっている
中で、人口増加策、魅力ある町づくり、魅力ある教育
方針の創造を目指していきたいと思います。今回の学
校更新を大きなチャンスととらえ進んでいきたいと考え
ています。

教育方針
政策

26
御宿中学校を建て替えたときに、小学校
建設も検討していたのでしょうか。

小中一貫、小中連携の話はありましたが、実現には至
らなかったということです。

敷地
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27

児童生徒数の減少について、町はどう考
えていますか。減っていく一方で、候補地
を決めて小学校にするのか、子どもを増
やす政策をしていくのか。建設とリンクし
て考えないとおかしいと思います。若い人
たちが御宿町を出て行かないような政策
も必要だと思いますが、町長としてどうお
考えですか。

人口が減り、子どもたちが減るということは、活力が減
じますので、なんとかくいとめることが出来ないかと考
えております。移住定住の問題にしても、少しでも若い
人たちに御宿に来ていただけるような政策を考えてお
り、実施に移したいと考えております。教育の政策は、
若い皆様が一番関心をお持ちですから、教育、子ども
たちの育成については、重点を置いていきたいと思い
ます。

政策（少子
化対策・移
住定住）

28

スクールバスを全域に出すことが、デメ
リットということでしたが、それをメリットに
変えることはできないでしょうか。スクール
バスが全域に出ることで、交通の便がよく
なったり、子どもたちの移動が安全であ
る。安全な交通手段としてスクールバス
が使えると思いますが、それをデメリット
だというのではなく、メリットになるような
使い方にすればいいのではないですか。

スクールバスは、国の基準では４キロ以上という基準
があります。布施小学校になったときは、ほぼ全域を
対象にスクールバスが必要になります。御宿中学校に
なった場合は、全域ではなく、地域を限定した形になり
ます。学校運営の費用の採算性ということもあり、事業
費がかかります。しかし、すべてを総合的に考えて、布
施小学校に決まった場合は、しっかりと対応していか
なければならないと考えております。

スクールバ
ス

29

高齢者が使えるような町のバスの本数を
もっと増やすなどということは見込めない
のでしょうか。コストではなく投資という形
で、これからの御宿のために経費をかけ
るようにはならないのですか。

交通の便は、町全体の課題であると考えています。他
の自治体では、バスを通しているところもありますが、
御宿町では、現在、お客様の要望に応じて動く地域公
共交通エビアミー号が通っております。地域公共交通
会議の中でも様々な課題が出ておりますので、財政面
も考慮して協議の中で進めていきます。

政策

30

財政面の話がありましたが、住民はそう
いうのを全くわからないため、それを知る
権利があるのでそういったものを公開して
いただきたいと思います。

町広報を通して公表しております。詳細な部分につい
ては行き届かない部分もあると思いますので、ご期待
に添うように努力をさせていただきます。

情報公開

31

移住定住に対しての政策がしっかりして
いないと校舎の設計や、定員などの規模
が決まらないと思いますが、どう考えてい
ますか。また、将来御宿町の人口がどう
推移していくのか、それにどう対応してい
くのかを知りたいと思います。目先の１年
２年ではなく、10年後、20年後と考えてい
るのか教えてもらいたいなと思います。

生まれる赤ちゃんと亡くなる高齢者の差を自然動向、
転入転出を社会動向と言い、近隣市町が両方ともマイ
ナスなのに比べ、御宿町では、社会動向（転入転出）
で見ると転入が横ばいか、多くなっています。できるだ
け若い世代が移住していただけないかということでの
政策を進めていきたいと考えています。長期的には、
大きな人口減少の流れがありますので、マイナスの度
合いを小さくするという努力が必要だと感じています。

政策

32

現在、勝浦市から給食を運んでいると思
いますが、今回の校舎更新にあたっての
給食施設はどのようにお考えですか。現
在のまま、勝浦なのか、施設更新にあ
たって給食施設も新しくするのですか。

具体的に実施すると言うことは現在のところ言えませ
んが、小中一貫となった場合は、一カ所になりますし、
当然検討していかなければならない重要な課題だと思
います。

給食施設

33

このような説明会だと意見を言いづらい
人もいると思うので、もっと小さい範囲で、
意見を聞くことをしていただけないでしょう
か。「かぐや」などを利用して、少人数で話
し合う機会を何回も経て意見を吸い上げ
ていく方が効率的ではないでしょうか。

住民の皆様の多くの意見を聞いて進めていきたいと考
えています。行政区や、団体などの単位で、意見交換
を行いコミュニケーションをとることは、まちづくりで一
番大切だと思いますので、ご要望等ございましたら
言っていただきたいと思います。

進め方

34

いすみ市はオーガニック給食で子育て世
代がどんどん移住しています。御宿の食
べ物、お米・野菜・魚を使った地産地消の
ご飯を提供する給食施設を作ることで、移
住者も増えると思います。以前、人を調理
場で人を雇うのに来てくれないという話が
ありましたが、時給の問題、募集するエリ
アもハローワークなどを利用すれば集ま
るのではないですか。

給食の問題は、充分に検討させていただきます。 給食施設

35
平日と土日で１２月の半ばくらいまでに６
日間くらい10人規模の説明会とかあった
らいいのではないですか。

交流会の会議を持って欲しいというご希望はご理解さ
せていただき、検討します。

進め方
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アンケートを実施するにあたり、ただ２択
ではなくて、布施小学校だったらこう建て
る御宿中だとこう建てるというビジョンや
図を提示してほしい。具体的なビジョンを
出すということは、アンケートを実施する
なら必要と思う。小学校の更新は魅力的
なものを作るチャンスであるので、みんな
が意見を言えて共有できることはいいなと
思う。最先端の教育を行う小学校だと胸
を張って言えるような場所を作り、人口も
増えるとしたら、具体的に考える材料が必
要です。前回の説明会で、学童も部活も
みんなあの校庭に入るってことを専門家
に相談もしないで、イメージで考えている
のだとしたら乱暴だなと思う。布施小のエ
リアだったらこうかなというたたき台を絵
にしてきたのでお渡しします。里山里海小
学校のイメージで御宿ならではの学校を
イメージして、御宿中バージョンなども考
えてみんなで作れたらと思っております。

アンケートを実施する段階では、設計も含んでいない
ため、100％はできませんが、できるだけ関係者や検
討委員会の皆様を含めて、協議して参考資料を作成し
てお渡ししたいと考えています。

アンケート
敷地
（別添配置
図参照）

方針
（小中連
携・小中一
貫教育）

・小中連携、小中一貫の先進地にての話ですが、中学校
の敷地内で、小学校が統合した場合、中学生になっても
知っている先生が身近にいるという安心感があり、また、
下手なことはできないと多感な中学生に自覚と意識がで
てくるというお話がありました。小中連携の場合、特に乗
り入れ事業（中学校の先生が小学校に言って授業を教え
ること）がないので、先生方には負担感がない。同じ敷地
にある場合、小学生からすると身近にお手本となる中学
生がいるので、混声合唱、ポスター書初め作品展、掃除
あいさつ運動、これも一緒に行っているとのことでした。
常に小中学校が情報共有しているため、小学校では
何々だったのに、中学校では何々してくれないという苦情
がなくなったそうです。家庭にお願いする場合に、小学校
と中学校の先生方が情報共有しているから、その誤差が
なく、小学生全学年がお手本となる中学生と接すること
ができるということで、今まで荒れることはなかったという
ことのようです。
・小中一貫教育のメリットでは、外国語活動では、６年生
の担任がＴ１、中学校英語教師がＴ２、ＡＬＴの３人態勢で
指導している。発音と専門的な面も指導が行き届いてい
る。中学校の音楽の先生の指導に、より小学生の声が出
るようになった。中学生の先生が優しく授業をしてくれる
ため、６年生も楽しく授業に参加している。小中一貫教育
というのは、中１ギャップをなくすためのものである。小学
校の学級担任制から、中学校の教科担任制になり、勉強
も難しくなってくるということで、不適応を起こす子どもた
ちが出てきますが、中学校って楽しいとこなんだよと中学
校の先生が教えて下さったということで、６年生も楽しく授
業に参加しているとのこと。教員においても、小中合同の
会議を開いて教科の指導法のあり方を共通理解できた
などの話をいただいた。避難訓練やあいさつ運動などが
できあというような話もいただいた。茂原市や長南町では
実際にこれを行っているわけなんですけれども、御宿町
に持ってきていきなり小中一貫を始めるのは難しいと感じ
ております。できるかなというところを現在検討中です。こ
れは、御宿中になっても布施小になっても検討していく大
切なことで、今慎重に検討している段階です。

御宿中学校が荒れていた世代がありま
す、そういった世代が今後も出てくると考
えた場合、小学生の心のケアをどう考え
ていますか。中学生と小学生では、体格
差もあるし、そこで、小中一貫になった場
合はそういったケアはどうしていくのかな
と思いました。

37
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38

こども園の子どもこそが小学校に通うの
に、こども園が検討委員会のメンバーに
入っていなくていいのかと思っています。
資料には検討内容や問題点をどう相談し
たかが書かれていないのでよくわからな
い。御宿中や布施小を見たこともない人
がいるので、知っている人が知らない人
に伝えることがないとみんな困ってしまう
と思うので、意見交換会を持った方が良
いと思っています。アンケートに添付して
も判断しかねるのではないですか。
御宿中学校の方が具体的な話をしている
ので、アンケートが御宿中学校にしたいと
いう意図を持って作ればそういう数字が
出ると思う。数字をもって民意として決め
ることができるので、数字の説得力と怖さ
はあると思います。
児童館の老朽化で、御宿中にいれるとい
う話もあったが、聞いていないという保護
者もいるだろうし、危うさをもったアンケー
トをいきなりやるのではなく、交流会をもっ
てその後アンケートを行って欲しいです。

・様々な情報の伝達については、より一層の努力をさ
せていただきます。
交流会の設置については、皆さんからご提案があれ
ば出向いていってご説明と併せてコミュニケーションを
とる予定です。
・今後の検討委員会の内容については、町ホームペー
ジにより情報を発信します。
・１２月中旬以降で、布施小学校、御宿中学校それぞ
れの施設見学会を実施します。日程については、後ほ
どお知らせします。

進め方

39

候補地が２か所に絞られたということなん
ですが、御宿中学校と布施小学校にした
のは、安全性などというところだと思いま
すが、決め手というのは何ですか。

検討委員会には、①東日本大震災を教訓に津波被害に
対し、より安全であること。②教育環境にふさわしい自然
環境であること③少子化が進む中で、小中連携教育を見
据えた方向性について④財政需要についてを参考に選
定してくださいとお願いしました。
御宿中学校については、高台であること、小中連携教育
を実現しやすいということです。
布施小学校についても、小中連携教育を実現していきま
すが、場所が離れていますので、浸透しにくい状況があ
ります。
B&G海洋センター付近ですと、小学校も全部を建設しな
ければいけないこと、グラウンドや敷地整理があるため、
費用がかかります。
御宿小学校は、津波被害が想定されるため、大きな津波
が来た場合は困難であり、孤立する可能性もあるという
ことで、子供たちの安全を第一に考えると難しいです。ま
た、御宿小学校を４階建てにして、３、４階に教室等を
作って、１、２階に倉庫、駐車場を建設することも考えられ
ましたが、かなりの建設費の増額と、体育館の老朽化も
合わせ建設することになるので、選定されなかったという
ことです。

候補地

40

東日本大震災の教訓を受け、命の大切さ
を十分に考えた上で設定してもらいたいと
思います。子供たちを代弁してより安全な
場所に教育施設を作ってもらいたい。私
自身は、御宿台のお蕎麦屋さんの前の土
地や旧御宿高校の跡地などをなぜ選定し
なかったのかという思いがあり、お金がか
かるからとは言ってられないのではない
でしょうか。震災の被災地の学校施設を
見学してから決めてもいいのではないか
と思います。安全な学校に通学させたい
という思いや真剣な思いを参考にしてくれ
たらと思います。

・この説明会は、議員や区長様方にも声をかけさせて
いただいています。いろいろなお立場からの皆さんの
ご意見もお伺いしたいと考えています。
・現在２つの候補地を選定させていただいています
が、最終決定ではありません。安全性の問題、静かな
環境、小中教育方針などの重要な観点の教育方針、
財政需要など総合的な観点で検討し事業を進めてま
いります。

意見
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小中一貫にした場合、施設が子供に適し
たサイズになるかが知りたいのと、御宿
中学校の施設をちゃんと見たことがない
ので、具体的にイメージができていないの
で、どこまで行くのかが心配です。これか
らの子育て世代の増加政策や、最近の子
供の流動数も教えてもらいたい。それが、
今後の学校のビジョンであったり、学校の
規模を決めていくことにもかかわる答えで
もあると思います。

町でも、人口増加策や移住政策は一生懸命やらせて
いただいています。転入転出の動向は、表になってい
ますが、若いご夫婦やご家庭の動向は精査していな
いため、しっかりと把握しながら、今後の子供たちの影
響にも関係してくるため、機会を見つけて情報発信し
ていきます。
【参考】年長児から中学生までの児童生徒数の転入転
出状況（教育委員会調べ）
各年度4月～翌3月まで（R4は4月～11月まで）
R1：転入7人(世帯数4）転出17人（世帯数13）
R2：転入7人(世帯数4) 転出5人（世帯数3）
R3：転入19人(世帯数9) 転出7人（世帯数5）
R4：転入10人（世帯数7) 転出10人（世帯数8）

施設規模、
政策

42

布施小は組合立で全国的にとっても貴重
な小学校で、地元の方が関わって運営さ
れているというところで、将来的に布施小
にいけたらいいなと思っています。移住者
にとっては、布施小みたいな環境は憧れ
だと思う。御宿中学校であれば、小中一
貫という先進的な教育が行われると期待
していますが、布施小学校では、昔ながら
の地域と深く連携した小学校になると思
います。アンケートには、どちらでどういっ
た方針を望むのかを明確にわかるように
してほしいです。

布施小学校と御宿中学校敷地の比較は、別添資料
「良いところ」、「心配なところ」をご覧ください。

意見
（別添比較
検討資料
参照）

43
布施小学校になった場合、組合立の運営
はどのようにかわっていくのですか。

現在、布施小学校の統合問題が動いているが、御宿
小学校の建て替えの問題とは別として考えている。布
施小学校は、現在のところ保護者の皆様の意見によ
り、令和７年３月を希望していることから、布施小学校
が組合立でなくなる場合は、いすみ市と御宿町で協議
を進めていくことになります。

敷地

44 学校建設にかかる費用が知りたいです。

まったくの概算ですが、布施小学校の場合は、全部取
り壊して建て替えて16億５千万円、御宿中学校の場合
は、11億くらいです。
仮に、御宿台に土地を購入して建設するとなると土地
代としてプラス４億程度かかると見込めます。全施設を
建設して、土地を購入した時に財政が厳しさの限界を
超える可能性があります。

建設費用

45

御宿小学校は取り壊されるのでしょうか。
旧保育所や岩和田小学校なども含め、取
り壊しや活用に取り組んでほしいと思いま
す。

現在、公共施設総合管理計画を立案中で、12月議会
に提案する予定です。予算との関係も含め、公共施設
管理については具体的に少しずつ進んでいます。

跡地利用

46 アンケートの中身を教えてください。

はじめに、年代と性別、お住まいの地区の方をお聞き
します。そして御宿小学校を更新する上で最も重要と
思うことについて、５つ選択していただいて記入してい
たく考えでした。重要と思う項目の中にはスクールバス
の運行、小中連携一貫教育の推進、学校施設の一般
開放ですとか、グラウンドの広さとか、財政規模に合わ
せた建設等々の項目があります。また、候補地につい
て当初の予定ですと、布施小学校と御宿中学校の敷
地の２か所ということで、良いところを提示させていた
だいて、選択していただくアンケートを実施しようと思っ
ていましたけれども、説明会の中でも、その他の欄を
設けてほしいとのご意見がありましたので、その点も
含めて再考します。

アンケート
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当初検討委員会では、御宿中学校の校
舎を小学校として使用して、中学校を別
に建てるといった考えもありましたが、難
しいということになりました。説明会でのご
意見を伺って、他にも適当な土地がある
のかなということを感じていますので、配
置図は、つけていただきたいと思います。
また、小学校の場合、遊具の配置や安全
面ですとか、教師の目が行き届くことは非
常に大事なことになってくると思いますの
で、そこも併せた検討をお願いします。

概略になりますが、配置図と、皆様の判断にプラスに
なるような参考資料を添付させていただきます。

アンケート
（別添資料
参照）
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