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 万沢小学校の利活用に関するアンケート調査の結果    
 

 

【基本情報】 

実施期間 令和3年11月上旬から令和4年1月31日 

回答方法 万沢地区にお住いの中学生以上の方に調査用紙郵送、 

インターネット（ホームページ） 

回答人数 362人（郵送（万沢地区）350／858人（回答率40.79％）、 

インターネット12人） 

 

 

 

Q1 性別を教えてください。 

 

 回答者の男女比に大きな差はなかった。 
 

 

Q2 年齢を教えてください。 

 

回答者の内「７０代」が４０％以上、次に「６０代」と、年齢が高い順に関心を持っていること

が分かった。 
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Q3 お住まいの場所を教えてください。 

 

最も多かった地域は、万沢小学校がある「富士見区」、次に「元宿区」であった。 

 

 

 

 

 

Q4 万沢地区に何年住んでいるのか教えてください。 

 

 回答者の内、８０％が「２０年以上」住んでいる方であった。 
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Q5 現在の職業を教えてください。 

 

 最も多かったのは、隠居を含む「その他」で、家事と合わせると半数以上であった。日中、在宅

している方の関心が多いことが分かった。 
 

 

 

 

Q6 これから活用すべきだと思いますか。 

 

 回答者の内、８０％以上が「別の用途（使い方）で活用すべきだ」で、「このままにすべきだ」

と合わせると８６％以上で、建物の存続を望んでいることが分かった。 
 

  

18

71

34

83
40

112

3 1
学生

家事

自営業

会社員

パート

その他(ー)
その他(公務員、団体職員)
未回答

14 13

299

35

1

このままにすべきだ

取り壊すべきだ

別の用途（使い方）で活用すべき

だ

わからない



4 

 

Q7 どのような活用方向がよいと思いますか。（複数回答可） 

 

 「福祉関係」が各年代からの希望が多かった。特に７０代以上が多く希望している。次が「教

育・文化関係」で、１０代からは最も希望が多い活用方向であった。「スーパー等商業関係」、「農

産物加工等関係」は３０代以上の希望は多いが、１０・２０代の希望は少なかった。２０代の希望

が最も多かった「観光関係」は、７０代以上からの希望は少なかった。「行政関係」については、

１０・２０代からの希望はなく、その他の年代からの希望も少なかった。 
 

Q9 地域で意見交換会を開催する場合は参加しますか。 

 
 意見交換会への参加は、約１／４の方が希望していた。 
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Q8 万沢小学校の利活用計画で具体的な希望があれば記入してください。 

 

1 ・家庭科室は保健所の製菓の営業許可が受けられると思うので、そこを使ってお菓子等を作り、他

の教室で売るという場所にしてほしい。毎日は売れないと思うので、レンタルキッチンとし日時制

で貸し出して、活用できる場所にしてほしい。お料理教室など多くの人が色々な用途で使えると思

う。このような活用をして軌道に乗ってきたら朝市もやりたい。（勝沼朝市や浅間市のような。） 

2 ・幅広い年齢層、様々な目的を持った人たちが活用できる施設。 

  公民館的な活用（誰かが常にいる） 

  デイサービスセンター的な機能 

  週に１回程度は、移動スーパーになる 

  年に１回程度、地元の人たちによるフリーマーケットの会場となる 

  ホールを利用した講演会、学習会の実施 

  料理教室 

3 ・避難場所用にも残した方がいいと思う。 

4 ・将来的に移住者の誘致策として町内の遊休林、竹林（個人所有含む）の再生作業を町外から募集

し、定期的に実施する。作業は、1 日（土曜日）とし、宿泊を希望する作業参加者の宿泊場所とし

て、校舎一部を活用。将来的には、軌道に乗れば参加者が定期的に町内を訪れ、町民との交流を通

して移住希望者が増える可能性があると思う。空き家バンクも充実させ、希望があれば、即見学で

きる体制も整えておく。都市部に住んでいる人は、田舎暮らし木材や竹の伐採などに興味を持つ人

が多いと思う。たけのこの時期には、たけのこ掘り、簡単な料理なども実施することで、参加者も

増えるのではないか。SNSやネットで拡散すれば、話題になりさらにいい結果をもたらすと思う。 

5 ・IT企業等クリーンな企業誘致 

6 ・町の活性化と雇用促進のために使われて欲しいので、特産品の工場やグランピングできる場所。 

・災害重要拠点として使用して欲しい。 

7 ・若者の就職先を増やしていかないと、子どもが増えないので、南部町に企業を増やしていかなけ

ればならないと思う。 

8 ・救急ヘリポート、合宿所等 

9 ・デイサービス（富河福士から移転）。耐震にも関わると思われる。 

・万沢地区避難所として必要なのでは？運動場は駐車場にしてほしい。 

・調理室があるので、その一ヶ所を利用して、パン作りをしたい。 

・ひいらぎの教室を週２回程度開けて、子育てで遊ばせたい。（ひいらぎの会員が行う） 

 →企業が決定するまで。 

・企業等が入ればと考える。 

・児童館は？ 

  使用したもの（マジック等がそのままです。）が駄目になってしまう。売却は考えているか。 

・木造の建物なので、風を入れないと駄目になる。 

・ひいらぎの会で守りたいが、高齢なので心配している。 

・天神堂遺跡ですが、町はどう考えているか。 

・ひいらぎは明治15年～とのこと。平成元年、町の天然記念物になっているが、昨年、県の指定に

と教育長と話したが、引継ぎがあったか。 

・令和3年8月末、防火水槽の看板が立てられ、驚いている。話し合ってほしい。 

・これから先、どこまでやれるか？天神堂とひいらぎだけは守る。 

10 ・帰省した時には、必ず小学校に遊びに行く。懐かしい。活用できることにお願いしたい。 
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11 ・避難所 

・高所にあり部屋数もあるため、災害時の避難所としての利用がベスト。それ以外での活用法はお

任せする。 

12 ・子どもが自由に遊べるように使う。 

13 ・たけのこや生姜、野菜等の加工商品工場を作る。 

14 ・天神堂遺跡の博物館として使う。 

15 ・校庭の利用 

  万沢中学校跡地のグリーンハイツ、分譲地住宅、県外・町外在住で地元出身者の子どもたちが、

帰省した時に遊べる、また、大人（子どもの親世代20～40代）も利用できる公園。→少子化対策の

ために、グリーンハイツ設置、宅地分譲したのに、遊ぶ場所がないのは残念。また、帰省した際、

子どもを万沢小学校校庭に連れて行く地元出身者も多い。 

・校舎の利用 

  南部の木材を活用した木の温かみを感じさせる室内遊び場の設置。→例えば、「京王遊びの森

HUGHUG」のような室内アスレチック、木のおもちゃ 

  万沢小学校に残っている本を活用し、図書スペースを設置。あるいは、遊び場の周りに本棚を

設置。→南部、富河には図書館があるが、万沢にはないので。 

  年齢関係なく交流できる地域交流スペースの設置。自由には入れる場所、イベントを実施する

場所、カフェ等飲食スペースを設ける。→カフェなど飲食以外は、地域の人は無料で利用できるよ

うにする。カフェは、例えば、勝沼の「つぐら舎」や甲府の「カフェM」のようなお洒落なカフェ。

カフェでは、南部の生姜を活用したジンジャーシロップを用いたジンジャエール、チーズケーキ（ジ

ンジャー入り）などを提供。参考となるのは、甲府の閉店した「W/cafe」（wall paper store）。W/cafe

は高知の生姜を活用したジンジャー入りチーズケーキなどを提供していた。地元特産品を活かした

カフェを。 

16 ・グランドは防災広場（緊急時のヘリポート）、天神堂公園、富士見区の入居した多くの子どもたち

が遊び、親子で散歩する広場・公園として整備したらいいと思う。幼児、子どもたちが休日などに

ネットを潜って遊んでいる。 

・校舎の一部は、万沢地区には、教育・文化等に有能な方がいるので、ボランティアで子どもたち

に指導する教室。また、万沢には図書館がないので「マンガ子ども未来館」という、マンガで子ど

もたちを育てる図書館。例）サッカーなど運動、料理、歴史、鉄道など。 

・子どもは宝。子どもたちが楽しく、夢を持ち集まる所にしてほしい。 

・お洒落なカフェをするところもいいと思う。 

17 ・災害時の避難所 

18 ・いらなくなったものでも、捨てるのは勿体無くて苦慮している。欲しい方がいればもらって頂き

たい。リサイクルの面でも廃棄ではなく再利用を進めてゴミを減らし、SDGs の推進を図って欲し

い。このことで、人が集まる機会を生み出して交流の場にもなると思う。リサイクルが出来る、出

来ないの判断は困難かもしれないが、南部のジモティーの様な拠点を作って頂きたい。 

19 ・宿泊施設 

20 ・向田のデイサービス施設横の倉庫に保管してある、いにしえの生活用具等を展示し万沢関を併せ

た資料館。(万沢関は妙高にある関川料館でも紹介されている) 

・商工会と協議するなかで、スモールショッピングセンターの開店。過日の新聞に掲載された「元

気甲州人」の遠藤氏が記した。今、実践すべき。 

21 ・校庭は地域の公園として残すべき。広く平らな地形は、子どもたちが遊ぶのには必要。 

・地域の歴史館として、史料を展示してほしい。（地学、文化、風俗など） 

22 ・道の駅で売ることが可能なら手作りパン工房 
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23 ・小学校の中を見学させてもらったところ、床が板張りだったので、とてもいい感じだった。上階

に上る場合もエレベーターが付けられるように、場所が確保されており感動した。高齢者が使って

も良いと思う。万沢にもそのような場所を希望する。 

24 ・南部町には観光スポットがないので、他県の人も利用できるような施設があれば良いと思う。（高

齢者から子どもまで） 

・足湯、アスレチック、室内遊び場、カフェなど 

・田舎で星もきれいなので、グランピングなども良いと思う。 

・福祉施設にするなら、広いグラウンドを活かして、リハビリに力を入れられるような設備、散歩

や外気浴をするのが、楽しくなるようなお庭を作ったら良いと思う。 

25 ・新しい集合住宅が欲しい。きれいでエレベーターがあるところがいい。 

26 ・万沢川が台風などで水害が起き、万沢の主要施設である万沢支所と診療所が、使用出来なくなっ

たら大変困ることになるので、高台の小学校へ移動する事が望ましいと思う。 

・グランドゴルフ、ゲートボールなどが出来るように整備してほしい。 

・ちょっとした図書館 

・デイサービスなど 

27 ・孫たちは皆が集まる場所を作って欲しいと言っている。（富河児童館まで行くのが大変だからだ

ろう。これには、人（指導員）の確保が大変だろうか。） 

・課題はあるが、ちょっとした合宿所など 

28 ・保育所を万沢に移転する。 

29 ・他県民が来るようなモニュメントを作る。 

30 ・保育所の移動 

31 ・老人ホーム的な施設（町外に出なくても済むから） 

・小さくてもいいので、スーパーが欲しい 

・高齢者向けの料理教室 

・イノシシ肉加工。ジビエとして出荷する。 

・田舎のレストラン 

32 ・人の流出が多いこの町に、人を呼ぶ施設に考えて欲しい。例えば、今は会社に出社しなくても仕

事ができる時代、また中部横断道の開通により、観光の拠点に使える場所であり、富士山が見える

この温暖の地で、仕事ができ、休日には観光に出かける事のできる、ワーケーションに使えるよう

に改装して、人を呼ぶのはどうだろうか。 

33 ・デイサービス等の施設に改装。 

・廃校にする前に方向を決めるべきではないだろうか。 

34 ・スーパーは毎日でなくてよい。週に何日か食品だけでなく、衣料品や生活雑貨なども扱ってもら

えると良いと思う。 

35 ・現在の向田デイサービスを移転、または関係する事業者へ貸付する。 

・特殊専門学校の誘致（例:林業専門学校） 

36 ・竹を使用して、加工する場所（民芸品） 

・竹の展示 

・たけのこのビン詰め、真空パックの販売 

・民芸品の販売 

・たけのこ掘り体験 

・富沢の竹をPRする場所にしてほしい 

37 ・宿泊施設を作り、林間学校や合宿施設として利用する。 

・体育館とグラウンドは、万沢地区の避難所としてそのままにしてほしい。 
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38 ・横沢から温泉を引いて、温泉施設として利用。 

39 ・万沢中学校のように分譲地 

40 ・今、どのように活用しているのかわからない。 

41 ・介護認定を受けていない高齢者が、家族が出かけてしまう時などに、宿泊できるような施設があ

ると良いと思う。 

42 ・高齢者が多いため、惣菜、野菜、果物など、ちょっとした日常生活に係わる物を売るお店がある

と、便利だと思う。 

43 ・この町には、博物館、資料館がないので、総合的な展示場などに利用するとよいと思う。 

44 ・１種の団体だけでなく、２、３種の異なる団体が入ってもよいと思う。 

45 ・教室は作家のアトリエとして利用し、年に一度地元住民との交流を行ったらどうか。作家は全国

から公募し、町内の空き家に住んでもらう。 

・郷土資料館として町内の文化財を保管し、町民に公開する。 

・天神堂遺跡を整備し、資料の公開をする。 

46 ・介護施設と保育施設の共同施設 

・移動販売車、店（作ったり、そこで販売したり、車がない高齢者地域への移動販売） 

47 ・福祉関係以外に、小中学生の合宿施設。 

  校庭を利用し大型の体を鍛えたり、スリルを体験できるような施設を作ったり、校庭でのキャ

ンプファイヤー。リュックを持って白鳥山に登る等。 

48 ・万沢地区にスーパー等がないため、観光等の施設が入ることで、複合的に商業的な側面も付随で

きるのではないか。 

・温泉など富士山も見えてよい（3階屋上より見える）。 

・美術館や文化芸術施設として利用（ギャラリー、県外の芸術家の工房等）。 

・ワーケーション施設、サテライトオフィス 

・学校ならではメニュー（給食献立提供）等も扱う食事施設（カフェ） 

・万沢中学校のような分譲地 

49 ・撮影スタジオ（フィルム・コミッション等） 

・資料館 

50 ・町の負担がない使い方で活用してほしい。 

51 ・町外に出て働けない子育ての方が、働ける場所がよいと思う。 

52 ・総合的に活用できる施設 

・南部町未来総合研究所の設置 国県と同様、地方地域には長い歴史の中で課題があり、将来どう

するのか、専門家を招聘し研究してもらい、町の計画に反映していく場にしたらと思う。 

・各行政区及び各種団体の重要書類の区分け保存の場 

・地域文化、歴史の展示の場、また、個人で展示会の開催 

・社会教育学習の開催 

  かつて、万沢は山梨県の公民館活動発生の地（青空公民館）として、社会教育をリードしてき

た。人心と健全かつ豊かにする場にしたらいいと思う。 

・災害避難所（長期） 

・大学等、文化学術系の学生の合宿の場所の提供 

・老人の活動の場 
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53 ・お店がなくて買い物が大変になってくる。 

・こんなに何もない町も珍しい。 

・何の楽しみもなく、生きる気力もなくす。 

・近所付き合いも難しくなってきた。 

・周りの人の行動を気にする人も多い。 

54 ・福祉関係にはしないでいただきたい。 

・万沢地区が存続するための施設 

・万沢支所、郵便局を移転 

・日用品等長期保存できる物の販売 

・空き教室の有効利用 

  高齢者向けの美容室、ネイルサロン等ができる簡易的な施設を提供する。 

  子ども向けの塾等 

・校庭は分譲 

  若者が家を建てたくても、土地がなく仕方なく町外へ出ていく現状がある。外から人を入れる

よりも、内から外にでない方法を考えてほしい。 

55 ・移動販売車、お店 

・保育所と介護施設の共同施設 

・公園 

56 ・移動販売車orお店。 

・保育園と介護施設の共同施設。 

57 ・建物の雰囲気を活かしキャンプ場がいいと思う。 

・伊豆の伊東に行く途中に廃校を利用したキャンプ施設があり、テント泊の場合はグランドにテン

トを張り、室内（バンガロー）タイプの宿泊希望の方には、教室を貸し出せばいいと思います。伊

豆の廃校のキャンプ場も峠道の途中にあるので、周りには何もないですが、いつも混んでいる気が

する。 

58 ・高齢者施設。小学校建設の際に、後に高齢者施設に使用できるようにと聞かされていたので.... 

59 ・リモートで働く形が増えている。リモートオフィスとして、貸し出すようなことはどうか。万沢

小学校の木材を使った校舎は貴重である。 

60 ・文化芸術振興を図ることを目的に、芸術関係に携わる方々に、とりわけ若い方々に工房として安

く貸し出すようにしたらどうか。ギャラリーを設け、作品発表もしてもらうようにして、地域の皆

様に身近に芸術に触れてもらうようにしたらいいと思う。「文化漂う町づくり」を。 

61 ・売却はしないで消防団の集まれる場所 

・史料館 

62 ・ドッグラン（一部） 

・スポーツ公園 

  体育館はジム的な室内で雨でも動けるスペース（トレーニング室）。アルカディアまで行かな

いとジムがないので不便に感じる。 

・健康遊具、筋力強化遊具 

 →子どもだけでなく、中高年も使用できるもの。 

63 ・万沢は、この先、確実に高齢化になっていきます。別の用途に変えるのなら、福祉関係は必要だ

と思う。それでなくても、今、万沢は何もない。富河のネオライフのような施設が万沢にほしい。 

64 ・老人ホーム 

65 ・デイサービスの現在の場所は良くない。日当たりの良い万沢小学校跡地に移動したら良いと思う。 
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66 ・農民市場 

・総菜屋 

・100均 

・駄菓子屋 

・子どもの室内遊び場 

67 ・農民市場 

・駄菓子屋 

68 ・アパート、分譲 

69 ・町のデイサービスを万沢小学校に替えると良いかと思うが。 

・校舎をいつまでもほうっておくのは淋しい。 

70 ・スケートボード場 

71 ・町内の人口が減少傾向にあり、維持管理費の問題が発生することが懸念される。このような事を

思うと、企業誘致がいいのか考えてしまう。 

・図書館等の教育の場があっても良いのか？万沢に１つ残してもいいのではと考えて、福祉関係、

教育・文化関係に〇印をした。 

72 ・デイサービス 

・老人ホーム 

73 ・新しい分譲地 

74 ・グリーンハイツ富士見や分譲地の状況を見ても、小学校のところに同じものを作れば、定住促進

や少子化対策に繋がると思う。 

・プールを取り壊してもらい、公園等の整備をしてもらいたい。（現在活用されていない。） 

75 ・校庭にソーラー。 

76 ・民間に渡すことは反対。 

・万沢の人は、小中学校の施設を利用して、スポーツ、レク、PTA 時には子どもと一緒に防災教育

がされた。中学校のように民間のものになってしまうと、今までの教育がムダになる。 

・中学校の時にお金の話は聞いたが防災の話はない。ハザードマップがあるが、公民館等キャパの

ない所に集まることは無理。 

・消防団詰め所、富沢地区の避難所、グランドの利用など10年先を考えてほしい。 

77 ・スーパー、本屋や店などがあればいいと思う。 

・大型店のような建物の中に色々な店があるといいと思う。 

78 ・老人ホームなど 

79 ・万沢は現在商店がなく、買い物にとても苦労している状況。 

・週に1日でもいいので、万沢小学校跡地で青空市など買い物が出来ればありがたい。 

・地元産の食品の加工場などがいいかと思う。 

80 ・体育館を使えるようにしてほしい。 

81 ・校庭では時折、子どもたちの遊び声が聞こえて嬉しく感じているが、落ち着いて読書等を楽しむ

場所がない。子どもたちが自由に出入りする場所を作って欲しい。 

・高齢者が増えていく現状の中で、学校という広い場所を、高齢者と子どもたちの交流の場として

の施設が、出来たら嬉しい。 

82 ・町内１保育所にして、万沢小学校を利用する。 

83 ・売却はしない事 

・図書館、万沢資料館（歴史） 

・消防団の集まれる場所 
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84 ・人口がすごく減っている以上どうしようもない。 

・なぜ、各家庭で「後を継いでくれる人」が減っているのか。 

  なぜ、こんないい所でも、その「いい所」が感じられないのか、伝わらないのか。 

  なぜ、昔からの積み重ねられた伝統が返って、これからの未来を塞いでしまうのか。 

  何を考えても答えは、各個人個人の心の奥にあり、簡単に無理強いすることは不可能。 

・話し合って、すぐに効果のある問題ではないと思う。 

85 ・公園 

86 ・セレモニーホール 

・オートキャンプ場 

・コインランドリー 

87 ・取り壊して分譲 

88 ・現在南部町には、貴重な文化財が多数残されているが、それらを保存し管理する場所がないので、

この学校を活用して頂きたい。また、小学校の上段には、約4千年前の縄文時代における貴重な天

神堂遺跡もあり、学校の教育施設としても大変重要です。さらには、もし大災害が起こった時のた

めに、避難所としての駐車場や臨時の宿泊施設としても、大切に保存してもらいたいと思います。 

89 ・防災関係 

90 ・防災関係 

・富士山の見える絶景の場所（万沢の一等地）、校舎建築の良さ、歴史のあるひいらぎの木など、万

沢地区（町）の大きな財産です。既存の建物を活かし、防災拠点としての機能を維持しながら、今

後の利活用の方法を、焦らずじっくり検討していきたい。 

91 ・食品を買い物する所が欲しい。 

・内船の総合会館を取り壊し駐車場にして、万沢小学校を改装して総合会館にと思う。（駐車場が広

い） 

・老人ホーム 

92 ・総合会館にすればよいと思う。今の開館は古いし、駐車場もない。会館は大人の来る所なので、

中央から遠くでも車で来るから問題ないと思う。 

93 ・町営バスを利用して町民が集まれる寄り合いスペース。（町営バスにいつも人が乗車していない

ので哀しい。町営バスを万沢小学校までの足として活用すればいいと思う。） 

・料理等はなく、宿泊だけの格安宿泊施設。（南部町に寄ってもらい、町を知ってもらう機会を増や

す。） 

・せっかくの立派な施設なので、１つだけでなく色々な可能性を追ってほしい。 

94 ・カジノや風俗はダメだが、行政が有効利用を考えてくれれば、それで良いと思う。 

95 ・町でどうにかして活気が出る企画をしてほしい。 

96 ・保育所を持ってきてほしい。小学生・中学生の送迎バスの時間を少しずらして利用すれば良いと

思う。 

・高齢者、障がい者等が遊べる所がほしい。保育所と併設しても良いと思う。 

97 ・現状として、南部町は人口の減少が進んでおり、このままいけば、この町は衰退していくと思う。

そこで、若者が魅力を感じるようなものに、思い切って活用すべきだと思う。（ネットカフェ、サバ

ゲーフィールドなど）若者に魅力を感じてもらうことができれば、町の活性化につながる。 
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98 ・文部科学省の「みんなの廃校」プロジェクトにてマッチング先を探す。 

・昨今の流行に乗り、キャンプサイトを作り、温泉が湧けば、入浴施設のあるキャンプ場としてに

ぎわうでしょう。 

・地域で採れた野菜も、「道の駅」以外で売れるところがあるといいと思う。 

・南部町は温泉が多いので、下部に負けない温泉郷として新しい特徴があると活気つくと思う。 

・少しでも雇用が生まれると高齢者も活躍できる。 

99 ・広場 

  小さい子どもからお年寄りまで、幅広い年代で利用できる広場があったらいいと思う。自転車

の練習やお年寄りの散歩などが出来き、筋力が維持できるようなものや、子どもが少し遊べるよう

な遊具があったらとても良いと思う。 

100 ・万沢地区の複合施設 

・町の総合的（多目的）な福祉センターとして、デイサービス、ふれあいサロン、公民館、図書館、

万沢支所等を集約した施設として活用する。（現在の万沢支所は、防災上、立地条件が良くない） 

・向田のデイサービスを移転する。耐震や耐久年数、日照条件、景観等、また万沢小建設時等の計

画も考慮して移転。また体育館も住民の健康・体力の維持増進に活用する。 

101 ・一部避難所として備蓄品、大型発電機等を置く。 

102 ・ケアハウス的なものが出来たらいいと思う。 

103 ・新型コロナの影響で、テレワークやオフィスの分散などが行われ課題はあるが、都市部のオフィ

スにこだわらず、新しいスタイルが注目されている。万沢小のレイアウトは、他校と違い特徴的な

ので、オフィスなどへの活用は、適していると思う。企業誘致ができれば、賃貸収入が見込め、町

に定住する人もいると思う。 

104 ・図工室や家庭科室等を利用した体験活動の場としての利用等。 

105 ・自分事が少しぐらいできる人のデイサービスが、あるといいと思う。 

106 ・現在、万沢は、お店は閉まり学校も廃校になり、何もなくなってしまい、とても寂しいと思って

いる。そのため、体験宿泊ができ、たけのこ掘りなど、他県から人が来るようなイベント会場にし

たらいいと思う。 

107 ・コインランドリー、喫茶コーナー（若い人たちのためにも） 

・ちょっとした野菜やパン、お菓子、調味料、ペットボトル等、生鮮以外のものが買えるだけでも

ありがたい。 

・地域の方の生産物直売所 

108 ・デイサービス 

・防災対策所 

109 ・ベンチャー企業や本社業務の分散化などを考えている企業に使用してもらうのはどうか。 

110 ・ジビエ加工工場 

111 ・子どもの室内の遊び場やキャンプ施設 

112 ・休耕地を利用して農業体験をしながら、学校は宿泊施設で自炊の出来る施設。地元の人が農産物

を調理して雇用を確保する。 

113 ・年代別の卒業生の写真や思い出の品の展示 

114 ・地域の交流施設等 

115 ・建設当時、とてもモダンな小学校だったと思う。改修をしてゲストハウスにしてはどうか。 

116 ・宿泊施設に改修してはどうか。 

117 ・天神堂遺跡があるので、化石発掘体験施設 
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118 ・高齢者世帯が多いため、福祉関係に使用することがいいと思う。 

119 ・現在はパートで働いているが、近い将来は仕事もしなくなるため、一人で家にいる時間が長くな

り、淋しい日もあるかと思う。そんな時に集まり、趣味やカラオケ、また食事などで利用できたら、

楽しく交わることができていいと思う。 

120 ・建物を活かしながら、地域交流が出来るように、多目的に活用できる施設にしてほしい。 

・サークルの場所、図書館の活用、町の歴史に関する物の展示、災害時の避難場所、役場の支所業

務など。 

121 ・万沢支所の移転→複合施設の行政的な面として（支所もかなり老朽化していると思うので） 

・体験型観光施設（竹細工や木工、そば打ちなど）→町の特産などを活かしたもの、家庭科室を再

利用できそう、調理系。近隣の学校行事の受け入れ先。 

・森林ウォーク、石遊びなどの拠点 

・宿泊施設（学校をそのまま道の駅にしたりするようなものもあったと思う） 

・今の校舎に入ったことがないので、どんな構造かわからないので、思いつくままでに書いた。過

疎、人口減少など様々な問題があるが、万沢地区から何もなくなってしまうのは、この地で生まれ

育った者としては大変寂しく思う。保守的な考えでなく、言うのは簡単だが、是非、斬新な発想で、

全国的にも話題になるような活用をして欲しい。 

122 ・維持費にもよるが、施設、楽器などの備品を貸し出す。 

  演奏の練習場所にしてみたら、利用したいと思う。（曜日を限ってもいいと思う。） 

・取壊す場合の費用も知りたいと思う。 

・居住期間が短いので、長く住まわれている方の意見を尊重したい。 

・天神堂遺跡の展示にも活用して欲しい。 

123 ・横沢の湯元から、温泉水（以前、別草温泉が引いていた）があるので、その源泉から水を引いて、

万沢温泉を作り、そこに農産物や手芸品を売る店等を作る。 

・レンタルルームを作りカラオケ。レストランを作って、みんなで集まれる憩いの場所にしたらい

いと思う。 

124 ・災害時などの避難場所 

125 ・地元の人が年金内で安心して、入所できる介護老人福祉施設 

126 ・企業誘致関係は、まわりが住宅地にて、大型車の通行は不可、無理かと考える。 

・教育、文化関係は、保育所を一ヵ所に統合（富河保育所・栄保育所）し、旧万沢小学校を南部保

育所として利用。移動はバス。→運動会や発表会は各施設に移動することなく、旧万沢小学校には

グラウンドもあるし、体育館もある。活用するのには最適ではないかと思う。 

127 ・「万沢小学校」YouTubeチャンネル 

  →YouTube 大学 中田敦彦（オリエンタルラジオ）→YouTube 小学校→色々な物事の基礎を知

ることができる。スポーツができる人、元教師の方、農業人、大工人など、色々な「技術」を持つ

方に、万沢小学校チャンネルの授業として、「継承」をテーマに「技」を伝えて欲しい。（「万沢サス

ティナブル」）素晴らしい大工人やお菓子職人は多い。いくらでも、コンテンツになりうる知識を持

つ方がいる。その方が、出演を嫌がるなら「出役」に、その技術を伝えるスポークスマンをしても

らう。人は寿命があるが、「技術継承」は本当に大切だと思う。このままだと、修繕など家を修理し

たい時に、何ヵ月待ちという災害が起こることもあり得る。「自力」を高める「万沢小学校チャンネ

ル」。イベントも校庭ででき、最強パフォーマンスができると思う。 

偉そうなことは言えないが、人口減は、どこの地域も同じで、むやみなインバウンドも企業誘致も、

このコロナ禍では、得策とは思えない。今いる人たちに関わることに使用希望。今、住んでいる人

たちの「満足」なくして、「南部町」の在り方をどうこう言っても、人口流出に、歯止めはかからな

い。好きな言葉で、斎藤ひとりさんに相談した商人の方が、「4 人しか客が来ない。」と言うと、ひ

とりさんは、「その 4 人を大切にしないなら、もうやめた方がいい。その 4 人をいかに満足させる

かで、その4人が、また何人も連れて来てくれるんだよ。」。今住んでいる人たちは、何だかんだ自

ら南部町を選んで住んでいる。その人たちに愛される町であって欲しい。小学校は町の人のために。 
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128 ・前富山市長が、ネット番組で「福祉に特化した・・・」を掲げた市町村は廃れる・・・と言って

いた。確かに、高齢化社会は、やがて終わりフェーズは変わる。前記の市長の言葉に納得したのは、

持論として「教育がなくなった地域は終わり・・・」と思っていたからである。時代は、デジタル

化へと舵を切り、価値観もガラリと変わっていくだろう。ぜひ、新しい教育施設及び地域コミュニ

ティ施設を。 

129 ・万沢地区が発展する未来志向の計画を作って欲しい。 

130 ・学校がなくなり、とても淋しく思っている。地域の人々が気軽に立ち寄れる場所であって欲しい。 

・教育と地域コミュニティを融合した場所にしてほしい。 

131 ・多目的交流施設 

・保育所と老人介護施設 

・図書館とカフェ 

・地域農産物の加工施設 

・民間企業への貸し出し 

132 ・憩いの場所（公園など） 

133 ・折角ある土地と建物を何とか利用する方法として、森林組合と連携して、ログハウスの製作をし

て展示販売を行ったらどうだろうか。 

・企業誘致、福祉関係等もあるが、立地条件が、人口等（利用者数）も考えなければならない。 

・東海地震（大規模地震）等にも準備を。 

134 ・支所機能、商業機能のある教育文化施設 

・校長室に支所を置く 

・職員室は、食品、雑貨の販売所（味都市場に依頼？） 

・１階は、食事、読書、囲碁将棋等を楽しめるフリースペース的な、Free-Wifiも設置する。また、

ひいらぎホールから２階の手すりにかけてボルダリング、クライミングができるようにセットして

おく。 

・図書室は図書館に、家庭科室は、料理教室等各種実習を行える厨房に。 

・２階は、文化・教養のスペース。芸術作品の展示を３・４年教室に。図工室・理科室は、クラフ

トスペース。和室は残し、パッチワーク教室、俳句会等を開催する。 

・３階は、ミュージアム。天神堂遺跡の出土品、歴史年表、南部氏・万沢氏の展示、万沢小の歴史、

昔の道具（旧富河中に展示してあった）の展示をする。これらを、小学校の社会科の学習で活用し

たい。（社会科副読本と展示品との関連性を高める）、屋上には、竪穴式住居等のオブジェを置く。 

・音楽室は、コーラス練習、バンド練習等が行えるように機能を維持。 

・校庭は、維持。子どもたちの遊び場として、絶対に必要。 

・児童玄関前の足洗い場を改良し、猟友会が鹿・猪等を解体できるようにする。→ジビエ商品の開

発へと繋げる。 

135 ・万沢診療所、万沢支所、万沢ふれあいセンター等の移転 

136 ・デイサービス、老人ホーム 

・合宿施設（セミナー、スポーツ等） 

・リモートワーク施設 

・養殖施設→育てた魚などをブランド化 

・グラウンドはそのまま、町民が利用できるようにしてほしい。（万沢には、広い場所が他にない。） 

※小学校へ行く道路が狭いためすれ違い不可。活用時には道路を広げるとか、何らかの対応をして

ほしい。 

137 ・万沢ふれあいセンター、万沢診療所、万沢支所の移転 
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138 ・今まで大切にしてきた学校なので地域のために活用して欲しい。 

・地域の人が集まれる場所の教育文化、福祉関係 

・大地震の時の避難場所にもなる。 

・校庭は、子どもの遊び場、公園、災害時のヘリポートに。 

・桜の木を一本切ってしまって残念。他の桜は、じゃまなら枝のみにして、残さなければいけない。 

・身延町の旧大河内小学校を参考にする。 

139 ・企業のサテライトオフィス 

・ＩＴ企業の誘致 

140 ・万沢は、保育園、小学校、店などこれから若い人が住み、子どもを育てていく施設が全 てなくな

ってしまった。明るい情報は、中学校跡地に住宅が建ち、子どもが増えていることだ。しかし、こ

のような状況は一時的なものであると思われる。万次全体としては南部 町で限界集落に一番近づ

いてきているのではないだろうか。その象徴が陵草地区である。保育園、小学校などがなくなると

若い人は住まなくなり空き屋が多くなってきている。日本一人口が少ない早川町の辻町長が以前、

これだけ人口が少なくなって大事にすることは、「今住んでいる人たちを大切にすることだ」と話

していた。万沢小学校は、今までもこれ からも地域のシンボル、心の支えであり続けると思われ

る。そこで、外部の人に売り渡すことのないように、地域の人たちのために活用してほしい。  

・地域のためになるように 

・教育、文化活動の拠点となるように、ヒイラギホールで講演会を開きたい。今、万沢には歴史に

詳しい人たちが何人かいる。旧石器時代から縄文、戦国近代まで専門 家が多くの資料を作って持

っている。地域の人たちに披露するのは今しかないと思われる。その他、楽器の演奏に長けた人が

何人もいる。音楽会なども開きたい。以前クリスマスコンサートを行っていた。  

・万沢には山梨県でも有名な旧石器時代の遺跡、縄文時代の矢じり、土器などがある。一部屋に展

示室がほしい。戦国時代から近世までの書物も展示。 

・調理室で料理、農産物出荷の講習会開催。地域のいろいろな野菜や果樹、ジャムな どの農産品を

道の駅に出荷している人もいる。2024年から漬物など保健所の許可が必要になるのでそのような講

習会も必要になる。 

・身延町の旧大河内小活用の一つに地域の人たちが、囲碁や将棋、話をするような部屋の活用があ

った。交流の場として必要である。そのためには、常駐する人が必要となる。万沢支所を移転させ

てはどうだろうか。また、万沢保育園で行っているデイサービスを万沢小で行うことはできないか。 

・小さいながらも図書館の活用をしてほしい。 

・いつ来るかわからない東南海地震の避難所としても活用。 

・校庭は東南海地震時のテント・ヘリポート、普段は子どもたちの遊び場、大人の公園に活用。今

でも土・日曜日になると親子連れが校庭に遊びに来る。小学生また、中・高校生などバスケやサッ

カーの練習に来ている。 

・環境整備について、校庭の草取りを中心として環境整備に協力している関係で、校庭の南側の桜

を 5 本、根こそぎ切ってしまうという情報を得た。旧万沢小周辺の人たち 10 人程の人の話を聞い

たが、夏に子どもたちが遊びに来て日陰になるところがなくなって可哀そうだ。思い出に残ってい

る桜を切ってしまうととても寂しい。小学校がなくなって、寂しい思いをしているところに、桜を

切ってしまうと、万沢の多くの人がとても悲しむ。というように全てが切ることに反対であった。

また、一番葉が落ちる畑を作っている人は、落ち葉は畑に入れので迷惑ではない。一番葉が落ちる

家の人は、根こそぎ切るのではなく、枝のみ切ってほしいと言っていた。地域の人たちの意見を大

切にして、桜の南側に延びた枝の剪定だけにしてほしい。  

・桜の花の時期に校庭でフリーマーケットを行ったらどうだろうか。 

141 ・近くに住む者として、環境が悪くなる事は困る。 

142 ・天神堂遺跡について、詳細がわかる展示を常設して欲しい。 

・春と秋、フリーマーケットのようなイベントを行う。 
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143 ・壊すにしても金がかかる。このままでも維持費がかかる。人口が減る今、企業誘致も難しい。 

・ＩＴ関係の過疎地でも活動できるような施設にして、格安で貸し出すことができれば、人口増加

にもつながる。 

・ドローン教室や操縦場としてオープンする。（それらの団体・組織に貸し出す） 

・中部横断道が完成したことで、静岡・甲府方面からも便利になっているので、それらの地域への

働きかけを強化して使ってもらう。 

・企業研修会場などに使ってもらう。 

・イベント企業に紹介し、有効に利用してもらう。 

※思いつくまま、無責任な考えですみません。 

144 ・思い出のある学校がなくなるのは寂しいと思うが、高齢化が進み活用することがなければ、早め

に取り壊すのがいいと思う。 

145 ・万沢ふれあいセンターに行っている方が、今の所は少し狭いという話を聞いた。 

・南部の竹などを使った物の商品を作る教室、販売。 

・藁を使って、しめ縄作り等。 

146 ・学校などの再利用は、この南部町でいうと近い所では、早川町が、とても上手い利用方法をして

いると思う。テレビの情報番組などで、何度か取り上げられ、町に税金などの収入が入ってくるよ

うになっているのが、素晴らしいと思った。例えば、東京のＩＴ企業を誘致し、研修センターとし

て利用。今後、デジタル社会になってくると利用でき、広い運動場などもあるので、むしろ宝の山

ではないだろうか。 

 


