
令和４年６月２９日

外ヶ浜町役場

旧平舘小学校の各教室の活用方法を、利用者目線でご意見をお聞かせください。

「 旧平舘小 校舎見学会 」を開催いたします。（予約不要・参加自由）

旧平舘小学校の利活用について、昨年度アンケートを実施し、

貴重なご意見、ご提案等をいただき、誠にありがとうございまし

た。

このほど、町では、皆様のお声を参考に、旧平舘小学校の各教

室の活用方法（案）を、裏面のとおり考えました。

今後、町では、各教室の活用方法を決定していくことになりま

すが、施設をご利用になられる皆様の利用者目線での“生の声”

をお聞きするために、右のとおり「校舎見学会」を開催することに

いたしました。

是非、現地で活用方法（案）に対するご意見をお聞かせくださ

い。たくさんのご来場をお待ちしております。

■昨年度実施したアンケート結果は、下記でご覧になれます。

・外ヶ浜町ウェブサイト（http://www.town.sotogahama.lg.jp）

・右の「見学会」時に、紙で配布いたします。

・郵送希望の場合は、下のお問合せ先へ連絡をください。

｜場所 （集合） 旧平舘小学校玄関

｜持参物 マスク、内ばき用ズックやスリッパ

｜内容 当日、活用方法（案）を見ながら、校舎を歩きます。

利用者目線で、ご意見をお聞かせください。

｜注意 校舎内の電気・水道・トイレはご利用いただけません。

校舎内は、閉校時のままとなっております。汚れもご

ざいます。予めご了承ください。

｜【重要】 旧平舘小学校利活用は、利用者の声が大事だと考え

ております。町役場と一緒に、今後の活用方法を、気楽に語り合う

仲間を募集しています。見学会時または左記お問合せ先までお

声がけください。

旧平舘小 校舎見学会

１０時開始～終了 11 時

１４時開始～終了 15 時

１５日（金）

１６日（土）

２４日（日）

｜日時 令和４年 ７月

お問合せ先：外ヶ浜町役場 総務課 坂井・藤村

メール：soumu@town.sotogahama.lg.jp

電話：0174-31-1111 FAX:0174-31-1215

http://www.town.sotogahama.lg.jp%EF%BC%89%E3%82%92
mailto:soumu@town.sotogahama.lg.jp


【活用方法案】

公民館機能

（体育館は避難所機能も保有）
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次の機能を持たせながら、町民をはじめ地域のみなさんが長く使える施設を目指します！

・町の行政サービスの提供 ・体育館機能

・文化を伝える民俗資料館 ・避難所機能

・幅広い世代の生涯学習の場 ・子どもたちが遊べる空間

・町の人々が自由に交流できる空間

本案は、今後、変更されることもございます。ご了承ください。



町民アンケート・ヒアリング結果

平舘小中学校利活用プロジェクト　町民アンケート
アンケート期間：R4.2/24 ~ 3/11
アンケート有効回答数：130

Q.（公民館機能について）どのような取り組みや
     企画があると嬉しいですか？

A.　住民同士の交流ができるもの　  　　45%
　 　
　　異なる世代と触れ合える仕組み　 　16%
　 
　　自身の学びや趣味、健康など
　　 　　　　知識や技術に関する企画　　32%

Q.　健康増進プログラム（運動・座学）があれば　
　　 参加したいと思いますか？

A.　参加したい　　   78%
　　 
　　　参加したくない 　22%

Q.　町の災害時における健康・住・食といった
    「安全安心」を確保す るために、学校跡を
     活用し設備を整えることに関して 

A.　必要である　　   93%
　　 
　　　必要でない　　 　　7%

資料１
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 アンケート結果（回答者属性）

（１） 自営業, 13, 10%

（２） 会社役員・経営者, 4, 3%

（３） 会社員・公務員, 21, 
17%

（４） パート・アルバイト, 17, 14%

（５） 専業主婦（夫）, 13, 11%
（６） 学生, 3, 2%

（７） 無職, 54, 43%

職業

（１） 男性, 61, 47%
（２） 女性, 68, 53%

性別

（２） 平舘地区, 56, 43%

（１） 蟹田地区, 59, 45%

青森市, 1, 1%

（３） 三厩地区, 14, 11%

お住まいの地区

（１） 10歳代以下, 3, 2% （２） 20歳代, 5, 4%

（３） 30歳代, 6, 5%

（４） 40歳代, 9, 7%

（５） 50歳代, 21, 16%

（６） 60歳代, 36, 28%

（７） 70歳代以上, 50, 38%

年齢
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 アンケート結果（公民館）

（１） 頻繁に使っていた。, 3, 2%

（２） 時々使っていた。, 16, 13%

（３） 全く使っていなかった。, 108, 85%

平舘公民館の利用

（１） 地域の人との交流, 7, 30%

（２） 趣味や学びの場として, 11, 48%

その他, 5, 22%

公民館の利用目的（複数回答可）

その他の内訳
・現在18歳で平舘出身
で平舘小中学校出身だ
から。
・小学生の時に何かの
行事で行きました。
・三厩地区在住
・健診
・自治会の集まり

（１） 使いたい設備がないから, 15, 15%

（２） 忙しくて利用する時間がないから, 8, 8%

（３） 公民館が利用できる時間に空
いていないから, 1, 1%

（４） 公民館は同じ人ばか
りが利用していて、入りに
くい雰囲気があるから, 2, 

2%

（５） 地域で活動しているクラブ・サーク
ル活動の情報がわからないから, 31, 30%

（６）地区外に居住している、
または居住している場所から遠

いため, 31, 31%

（７）公民館があること、
場所や利用可否がわから

なかったため, 6, 6%

（８）利用する必要がなかったため, 6, 6%

（９）使用料金が高いと感じたから, 1, 1%

公民館を利用しない理由

（１） 住民同
士のふれあい, 

58, 38%

（２） カルチャー施設としての
学びの場, 78, 52%

（３）その他, 15, 10%
これからの活用方針

その他の内訳
・目的次第
・体育館は卓球場にしてほしい
・買い物に行けないお年寄りのために週
に1回くらいの間隔で食品などを売れば
いいと思う。移動式スーパーなどはきて
いるが、公民館で行うことで広いスペー
スがあると地域の人同士で話すことも増
えるだろうし、賑やかな雰囲気を産むこ
とができると考える。
・集客力のある施設
・病院にしたい
・趣味、クラブ、サークル活動
・卒業生や地域の人が気軽に遊びに行け
る場にしてほしい。
・歴史資料館
・図書室、展示室（平舘小・中の歩み）
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どんなものがあればより魅力的な施設になると思い
ますか？（自由記述）※抜粋

幼児を遊ばせられるスペース

図書館

書道塾や茶道塾などの学びの場

美術作品の展示、図書室、旧平舘小や旧平舘中やそ
の前の校舎などの歴史の品、旧平舘中学校にもある
美術品などを持ってくるのもよさそう。使用料をわ
かりやすく提示する。使っていない物品を借りられ
る。

気軽に集まってお茶を飲んだり、軽食を食べおしゃ
べりできる場所など

特に高齢者に使えるように行事、イベント教室など
あればいいと思う

陶芸教室、ボーリング場、映画館

Wi-Fiがあればいいと思う。自動販売機（飲み物がほ
しい）

（１） 施設の利用者, 95, 86%

（２） 講座などの企画運
営・指導者, 8, 7%

（３）その他, 8, 7%

公民館をどのような立場で利用するか。

その他の内訳
・登山の入山届受付、平日
は役場の方にお願いし、休
日対応
・お料理教室・絵画教室
・何か利益を得るもの
・各家庭で使えないもの持
ち込めるバーゲン
・エアソフトガンによる競
技会
・生活するうえでの、マ
ナーやルールについて
・障害者のスポーツの場と
して

（１） 住民同士の交流ができる
もの, 126, 45%

（２） 異なる世代と触れ合
える仕組み, 46, 16%

（３） 自身の学びや趣
味、健康などの知識や技

術に関する企画, 89, 

その他, 21, 7%

どのような取り組みや企画があるとうれしいか？（複数回答可）

 アンケート結果（公民館）
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 アンケート結果（体育館）

（１） 参加したい, 91, 78%

（２） 参加したくない, 25, 22%

健康増進プログラム（運動・座学）があれば参加した
いと思いますか？

（１） 必要である, 78, 80%

（２） 必要ない, 19, 20%

マタニティ（妊娠されている方、妊娠を望んでいる方）向けの
健康につながる活用方法について

（１） 必要である, 107, 91%

（２） 必要ない, 11, 9%

子どもの運動促進につながる活用方法について

（１） 必要である, 95, 83%

（２） 必要ない, 20, 17%

町内外の交流機会を増やすため、町外の部活動等の合宿で利用
することについては

5



 アンケート結果（体育館）
ほかにもやりたいこと、参加したいことがあればお書きください（自由記述）。

高齢者の趣味

スポレクの定期開催（年2回以上） 

野球、サッカー教室など

今やりたい事が思い浮かびませんが、住民が「これをやりたい！」という事にNO！と言
わないで出来るだけやらせてあげれるように導いて欲しいと思います

気軽に利用できるように一般開放してもらいたい。
それに伴い料金が発生してもいいと思う。

グラウンドなどを整備することで、草野球や大学野球などの球場、練習場として貸し出
すこと。
夏でも青森市内や弘前市内に比べて風が心地よく気温が涼しいことを生かして、体育館
なども市内のバレー・バスケットボールのクラブチームに安く貸し出したりすること。

・親子でできる運動
・合宿利用について、利用者がいれば必要だと思う

ウォーキングコースの設定

子どもとのふれあいの場に参加したい

町民の健康増進やスポーツ交流につながるお考えがありましたら、あなたのアイディア
をお聞かせください（自由記述）。

介護予防の取り組み、新しいスポーツの企画

高齢者に適したグランドゴルフ

筋トレの機械、クライミングの設備を置く

何でもやりたい事をやって下さい！ニュースポーツでもヨガ、ピラティス、ダンス、ボ
クササイズ、、、、色々！

野球の練習場

一人でいつでも行けて使用できるジ厶やマシーン

子供も大人も老人も一緒にできるのがいいと思います。

全町民が集うスポーツイベント。

村民体育祭楽しかった記憶あります。平舘音頭の復活、外ヶ浜のYouTube撮影で残して
も面白そう。近くに温泉もあるので、体育館で体を動かし（走ったり）→温泉

区画をきめて、体育館の設備を使えるようにしてもらいたい。

時間が空いたときに自由に利用ができる。
（予約や申し込みが不必要な場所）

調理室を利用して、健康増進（食の在り方）

参加者にポイントを付与して商品券へ

冬季の居場所としてストーブ
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 アンケート結果（避難所）

（１） 必要である, 
116, 93%

（２） 必要ない, 9, 
7%

町の災害時における健康・住・食といった「安全安心」を確保
するために、学校跡を活用し設備を整えることに関して

（１） 必要である, 
120, 98%

（２） 必要ない, 3, 
2%

避難生活でも不自由なく快適な生活レベルが持てるよう「物資
や資材」を調達し、備蓄する設備を整えることに関して

（１） 必要である, 
119, 96%

（２） 必要ない, 5, 
4%

災害時にも「必要な医療体制」がとれるように、地域医療機関
と連携し対応できる設備を整えることに関して

（１） 必要である, 
118, 98%

（２） 必要ない, 3, 
2%

災害時に必要な情報収集や連絡ができる緊急時にも「機能する
放送通信」の設備を整えることに関して
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 アンケート結果（避難所）

（１） 必要である, 
116, 97%

（２） 必要ない, 4, 
3%

被災後、早く普段の生活に戻れるように「行政的な手続き」も
丁寧に対応する相談窓口を整えることに関して

みなさんの緊急時の生活は上記の5項目で間に合いますか？ほかに必要と思われるものが
あればお書きください

防災無線放送が自宅にいると、ほとんど聞こえない。緊急時には役に立たないので、各
家庭にスピーカー等を設置して避難できる体制を整えてほしい。

非常電源と避難訓練

緊急時の避難場所等の確認、避難訓練の実施

年齢に関係なく女性への配慮
些細な事でも相談できる環境

旧平舘小学校の避難所は問題ないが距離的に離れた地区への避難所の整備。

体験して非常食などを食べること

緊急時はみんな、不安でいっぱいだと思います。
ひとまず安心できる場所を、高齢者も多いのでそれなりに物品の用意をしてほしい。

最低限必要なものリストを作り、町で配給できるものは、定期的に配給し、全町民が自
宅に準備できている状態になっているのは安心だと思う。

ペットなどの対応

平日でも、土・日・祝日・祭日に関係なく、役所の業務が機能していること。
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 アンケート結果（全般的な事項）
公民館・体育館・避難所といった機能に関わらず、平舘小学校の利活用について、ご意
見があればお聞かせください。
アンケートの結果を見ていい案を組み合わせていいところにしてほしい

どの施設を作るにしても、平舘小学校の歴史は、必ず残すべきであり、大切にすること
だと思います。歴史年表、写真など目に見える形で残すことが必要不可欠。卒業生の思
い出を大事にすることにつながると思います。
卒業生が誇れるような施設にしてください。

取り組みが遅い。早急に！

早く実施して欲しい

早く使用したいという方もいるようなので、設備等を整えたうえで、使える部分から早
めに開放していくのがいいのではないか。
人口が減り、高齢化が進むことで町の収入が減り、支出が増える。
今後において今のままの建物の大きさでは機能の維持が困難になると思います。
施設料の軽減や、企業や民間への建物の貸し出し等も考えたほうが良いと思う。
小学校の活用方法等の町の判断が遅い。
図書室

まずは図書室の開設を。いっぱい本が読みたいです。

平舘小学校に、魚、野菜、肉、お菓子、その他、いろんなものを安く売ってほしい

グラウンドで朝市開催を！

スーパーマーケットがあればとても便利だといつも思う。
マエダ蟹田店までだと、バスもなく遠い。
できれば、配達（買い物したもの）のサービスもあればとてもよい。
また、町営バスも立ち寄ってくれればと思います。
ATMの設置も考えてほしい。（年金日などにも便利だと思う）（商品はすべて割安で）

小さい美術館みたいな機能があったらいい
コスプレイヤーの撮影会や、結婚式、文化祭、地域のスポーツ大会、コンサート、何で
も出来ると思います
例として散歩中、ふと休憩したいなと思ったとき（美術品、音楽、図書など充実させた
もの）カフェ的教室もあれば、お茶をいただきながら鑑賞etc堪能できれば町民に安らぎ
の時間が生まれ、個人的には素敵な一日になると思う。
広場（畑にキウイ、イチゴなど）
先般、蓬田村でトマトの培養でテレビで全国放送されたような思い切った、農林水産に
かかる培養施設の整備（マイタケ、サーモン、ナマコ、山菜ではうわばみ草など）によ
り人口の増加、活性化を図ってもらいたい。
避難所といっても、行ったところがないところでは、いざというときに場所をわからな
いのでは困るので、普段何かと利用し、いざというときに速やかに行ける、安心できる
場所にしてほしい。
いろいろなカルチャー教室に通うためのバスを利用したい人に便利なように町のバスを
有料でもいいのでバスが行くようにしたらいいと思います。（年間または半年分のパス
等を出してもいいのでは）
年寄りは、利用バスがないと、ほかの地区は利用できません。
施設利用者の送迎するために、ワゴン車、マイクロバスを準備し、利用者にあった時間
設定
町の教育委員会を置く、テレワーク用に貸し出す
町の特定健診や、がん検診で使ってもいいと思う。
・福祉施設としての活用はどうか
・全国から募集したらどうか
１２月から２月までの冬季のイベントや、雪下ろしなどのボランティア

高齢者が多いので、老人ホームとかデイサービス等活用できる場所だといいと思います。

町が運営する高齢者や障害者が住めるように整備し、医療、福祉が行き届く施設があっ
てもいいと思う。
フリースクールのような学校になじめない子供たちの居場所
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4. 町民アンケート・ヒアリング結果

策定した利活用方針について、地元平舘地区の住民の意見を聞くために自治会単位でのヒアリング調査を実施
結果、今回の方針に対する大きな反対の意見はなく、地元自治会の意向にも沿ったものであることが確認できた

平舘小中学校利活用プロジェクト　平舘地区自治会ヒアリング
ヒアリング期間：R4.3/10 ~ 3/22

〇ご協力いただいた自治会の皆様
自治会名 参加人数
石崎沢自治会 最上会長ほか全4名
元宇田自治会 最上会長ほか全5名
磯山自治会 木浪会長ほか全9名
根岸自治会 山本会長ほか全4名
野田自治会 木村会長ほか全７名
平舘自治会 齊藤会長ほか全5名
今津自治会 木村会長ほか全8名
舟岡自治会 金澤会長ほか全4名
弥蔵釜自治会 高畑会長代行ほか全4名

全９自治会
合計５０名の皆様にご協力いただきました。
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4. 町民アンケート・ヒアリング結果
〇ヒアリングで挙げられた主な意見

利活用全般に対する意見
閉校してから3年が経った。早く活用してほしい。人が入っていないと建物が悪くなる。

学校を空き家にしておくよりは、何かの形で利用していた方がよい。

アンケート結果に賛同するが、あれもこれもやったら大変だと思う。

いろいろ利活用してお金がかかるのも問題だ。

旧町村ごとに各施設を配置するような時代ではない。人口が減っているのだから利用者
も比例して減る。蟹田からの人も呼び込んで使えるようにしないといけない。
検討委員会で一定の方向性を出したので、全部を一遍に整備しなくても、まずは支所と
体育館から移すとか、できるものからやっていけばいい。

不特定多数が集まる施設になるので、広い駐車場が必要。

高齢者が多いので、新しい施設に行くための交通手段があればよい。

漁師の人が第1日曜日と第3日曜日が休みなので、行事を組み立てる際はそうしたことも
考慮に入れてはどうか

公民館機能に関する意見
図書室があればいいと思った。学校にはたくさん本があると思うので活用できればと思
う。寝転んで読書をしたい。

魚や肉などを売る朝市なんかもやれればよい。人が集まるような仕組みが必要。

支所には輪転機をよく使わせてもらっている（自治会関係、老人クラブ関係等で年4～5
回）。
山村広場も利用してはどうか。例えば青森市の「わくわく広場」みたいな所があれば家
族で楽しめる。

支所機能に関する意見
役場に行く用事は、本庁に行かないで支所に行く。

本庁のほうが距離的に近いが、旧町村の名残か心情的に支所に行く。特に古い世代の人
はそうだと思う。
支所が移転するとなるとバス停も動くことになると思うが、用事を足した後に次の便が
来るまで時間が長いので、その間、いかに時間を潰せられるかが課題。いまはちゃぽ
らっとで時間を過ごしている人が多い。

体育館機能に関する意見
アンケートでは運動用具の要望が多いようだが、昔、保健センターにもあった。正しい
使い方を指導する人がいないとすぐ壊してしまう。
ジムみたいな高価な器具が無くても、なにか体力作りができるようなものがあればいい。
普段使わない部位を鍛えられるようなものがよい（漁師さんいつも体を痛がっているの
で）。
ゲートボール場もどうか。お年寄りの引きこもり対策にもなるかもしれない。ゲート
ボールは以前、根岸地区で盛んだった。

避難所機能に関する意見
防災無線が聞こえないという意見が多いが、各家庭に個別受信機を付ける考えはないか。
（⇒回答：従来のものも聞こえずらいということで数年かけて新しい防災無線にしたと
ころ。ただ、それでも聞こえないという意見があるが、すべての人がそういうことでは
ないので、「聞こえない地域」をどうするかが課題だと認識している。eg.蓬田村で個別
受信機を各世帯に整備した。整備費用130,000千円）
小学校は場所も最適だ。津波の浸水区域にもなっていない。

3.11のときも学校まで行けない人も多かった（高齢者が多く足腰が弱いため）。

物資のストックは当然必要である。いますぐにでもやらないといけないと思う。
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