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第１回 小牧市立小牧南小学校整備検討会議 会議録 

 

開催日時 平成２８年１１月７日（月）午後７時から午後８時３５分 

開催場所 小牧南小学校 １階 多目的教室 

出席者 会 長 塚原 秀一 副 会 長 瀬畑 富士朗 

 委 員 梅田 順三 委 員 近藤 鎮彦 

 委 員 土屋 公康 委 員 舟橋  巧 

 委 員 佐藤 千穂美 委 員 稲垣 清幸 

 委 員 石田 陽子 委 員 小石 理佐 

 委 員 伊藤 謙太郎 委 員 堀尾 憲生 

 委 員 水野 正寿 委 員 舩橋 利明 

 委 員 野田 功一 委 員 古澤 照美 

欠席者 委 員 田中 良幸 委 員 大蔵 博文 

事務局 教 育 部 長 大野 成尚 教 育 部 次 長 伊藤 一裕 

 教育総務課長 松永 有紀彦 教育総務課長補佐 野田  弘 

 学校教育課指導主事 佐野 吾郎 教育総務課施設係長 佐藤 敦司 

 教育総務課施設係主査 山田 公一 小牧南小学校長 後藤 幸康 

 小牧南小学校教頭 中川 裕子 小牧南小学校校務主任 田口 照章 

 北里小学校長 滝  俊明 北里小学校教頭 武田 加代子 

 北里小学校校務主任 宮崎 浩幸   

傍聴者 なし 

検討事項 

１ 通学区域の見直しについて 

２ 分離新設について 

３ 過大規模校が抱える課題への取り組みについて 

 

【内容】 

○事務局（野田補佐） 

 それでは、皆様、こんばんは。  

 本日はお忙しい中、また夜分にもかかわらずお集まりをいただきまして、

まことにありがとうございます。  

 定刻となりましたので、ただいまから第１回小牧市立小牧南小学校整備検

討会議を開催いたします。  

 委員の皆様の委嘱状の交付につきましては、卓上での配付をもって交付に

かえさせていただきますのでよろしくお願いをいたします。  

 それでは、まず配付資料の確認をさせていただきます。  
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   －配布資料の確認－  

 

 それでは、会議に先立ちまして、小牧市教育委員会事務局教育部長の大野

よりご挨拶を申し上げます。  

 

○事務局（大野部長） 

 皆さん、こんばんは。  

 皆様にはご多用の中をお集まりいただきまして、まことにありがとうござ

います。日ごろより南小学校、そして市の教育面で多大なお力添えをいただ

きまして、厚く御礼申し上げます。  

 この検討会議は、後ほど詳細はご説明させていただきますが、南小学校の

今後につきまして、学校関係者の皆様方からご意見をいただいて進めていき

たいということで設けさせていただきました。  

 少し、南小学校の実情などを話させていただきますが、皆様ご承知のよう

に、現在、児童数が大変多くなってきておりまして、このすぐ前でも仮設校

舎をリースしまして、特別教室などはそこに持ってくるというような形で普

通教室を確保する状況になっております。さらに、校舎の配置が、増築を繰

り返しまして、形状が複雑な状況となっております。そして、大変古い校舎

があるということ。それと、先ほども申しましたように、近い将来、さらに

児童数が増える、こんなような状況が予測されていること。このような状況

から、この際、南小学校は改築を念頭に解決するほうが効果的ではないかと

いうことで検討を進めてまいりました。  

 しかし、南小学校のような大きな規模の学校を改築していくことになれば、

その理由を国に対して説明する必要があります。具体的には、大きな学校に

ついては、そのまま改築だとかをするのではなくて、学校区の変更だとか、

分校だとか、そんなような方法もあるじゃないかということでございます。

過去に、市内では学校区の変更や分校の新設、こういった議論は多くの時間

をかけて協議されてきておりますが、具体化はたやすいことではないという

ことを認識しております。しかしながら、そういった検討もされた結果、学

校区の変更や分校新設などが難しいのであれば、大きな学校のまま改築とい

うことになっても国はいたし方がないと言っております。  

 したがいまして、速やかに南小学校の現状を救う、改めるためには、改築

を考えているところでございますが、皆様のご意見をお聞きし、学校区の変

更や分校についても意見をお聞きし、南小のこれから進むべき方向を決めさ

せていただきたいということでこの会議を設けさせていただきました。よろ

しくお願いいたします。  

 

○事務局（野田補佐） 
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 それでは次に、本日お集まりをいただきました委員の皆様に自己紹介をお

願いしたいと存じます。  

 それでは、梅田委員より時計回りで自己紹介のほうをよろしくお願いいた

します。  

 

－委員自己紹介－  

 

○事務局（野田補佐） 

 委員の皆様、ありがとうございました。  

 なお、本日ですが、南小学校のＰＴＡ母親代表の佐藤委員、通学区域審議

会委員の田中委員、郷中区長の大藏委員におかれましては、欠席、また少し

おくれるという旨の連絡をあらかじめいただいております。佐藤委員につき

ましては少しおくれる、田中委員についてはご欠席でございます。大藏委員

につきましても少しおくれるということで、ご理解のほうをよろしくお願い

いたします。  

 次に、事務局の職員の紹介をいたします。  

 

－事務局職員紹介－  

 

 続きまして、小牧市立小牧南小学校整備検討会議の開催趣旨を事務局より

説明いたします。  

 

○事務局（伊藤次長） 

 それでは、私のほうから、小牧市立小牧南小学校整備検討会議の開催趣旨

についてご説明をさせていただきます。  

 小牧南小学校の校舎は、委員の皆様もご存じかと思いますけれども、昭和

３６年度に西棟、この棟でありますけれども、建設してから数度増築を行っ

ており、西棟は既に５４年が経過しております。また、体育館は昭和４３年

度建築であり、４７年が経過しております。プールにつきましては昭和３９

年度の建築であり、５１年が経過しております。それぞれ建物につきまして

は経過しておることから、過去に大規模な改修工事や必要に応じて毎年修繕

工事などを行っております。しかしながら、主な建物は、今申し上げました

とおり、全体的に老朽化が進んでいる状況でございます。  

 また、先ほど大野部長のほうからもありましたが、近年、小牧南小学校に

つきましては児童数が増加傾向にあり、平成２８年５月１日現在では８６０

名、２９学級であります。教育委員会では、毎年、児童推計というものを行

っておりまして、将来の児童・生徒数の予測をしております。その予測では、

平成３１年度には９３０名程度、３１学級、平成３３年度には９９０名程度、
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３３学級になる見込みと予測をしております。  

 南小学校では、先ほど申しましたとおり、建物の老朽化が進んでいること、

児童数が増加傾向にあり、手狭であるということなどから、学校運営面、施

設面など、改築などの対策が必要と考えております。  

 しかしながら、３１学級を超える学校は、文部科学省において過大規模校

と捉えております。規模が大きいことによる学校運営上の課題、例えば異学

年交流の機会が設定しにくくなるというようなことなど、問題が発生しやす

くなるとしております。  

 この解決策といたしましては、先ほど部長も申し上げましたが、文部科学

省は分離新設、すなわち別の敷地に分校を建設して２つの学校に分ける方法

というような形で規模の縮小化というような方法を検討する、また通学区域

を見直して南小学校に通学する児童を減らす方法などを十分検討すること

としております。  

 しかしながら、そのどちらも、通学する児童、またその保護者の皆様、ま

た地域の方々にとって影響が大きいため、関係する皆様のご意見をもとに決

めていく必要があると考えております。また、いろいろな事情で通学区域の

見直しや分校の建設ができないというようなことになった場合には、現状の

ままで改築する方法もまだあるということでございます。  

 いずれにいたしましても、関係者の皆様のご理解をいただき、決めていく

ことが重要でありますので、今回、このような検討会議を開催させていただ

くことといたしました。  

 なお、分校建設や通学区域の見直しについて、事務局において検討いたし

ました内容について後ほど説明をさせていただきますが、北里小学校区との

かかわりが深いことから、北里小学校の関係者の方にも検討会議のほうに加

わっていただいております。  

 以上で開催の趣旨の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。  

 

○事務局（野田補佐） 

 それでは、本日お配りしましたお手元の次第に従いまして進行をさせてい

ただきます。  

 次第の４番目です。会長及び副会長の選任でございます。  

 この後、この検討会議を進めるに当たりまして、委員の皆様の互選により

検討会議の会長及び副会長の選出をお願いいたします。  

 

○委員（野田功一） 

 会長につきましては塚原秀一委員に、そして副会長につきましては瀬畑富

士朗委員にお願いしたらどうかと思います。以上です。  
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○事務局（野田補佐） 

 ありがとうございました。  

 ただいま委員のほうから、会長を塚原委員に、副会長を瀬畑委員にお願い

したいとのご発言がありました。ご賛同いただける方は拍手をお願いいたし

ます。  

 （拍手）  

 拍手多数でありましたので、会長を塚原委員に、副会長を瀬畑委員にお願

いをいたします。  

 ここからの進行につきましては、塚原会長にお願いをしたいと思います。 

 恐れ入りますが、席のほうの移動をお願いできますでしょうか。  

 

○会長（塚原秀一） 

 よろしくお願いいたします。  

 何分ふなれな進行かと思いますけれども、よろしくお願いいたします。  

 それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。  

 最初に、５．整備検討会議の公開の有無につきまして、事務局から説明を

お願いいたします。  

 

○事務局（松永課長） 

 小牧市では、審議会等の会議を公開し、その審議の状況を市民に明らかに

することにより開かれた市政の推進を図るものとして、小牧市審議会等の会

議の公開に関する指針を定めております。  

 この指針では、会議は、法令または条例の規定により非公開とされている

場合、個人情報を取り扱う会議であり、公開することで特定の個人が識別で

きたり、個人の権利・利益を害するおそれがある場合、会議を公開すること

により当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められる場合など

を除いて、原則、公開するものと規定しております。  

 会議を公開とするか非公開とするかについては、先ほど申し上げました基

準に基づき、会長が会議に諮って決定することとなりますので、委員の皆様

にてご協議くださいますようお願いいたします。  

 

○会長（塚原秀一） 

 では、各委員から、公開する、公開しないのご意見をいただきたいと思い

ます。  

 ご意見ございますでしょうか。  

 

○副会長（瀬畑富士朗） 
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 特に非公開とする理由もないと思いますので、公開することにしたらどう

かと思いますが。  

 （「異議なし」の声あり）  

 

○会長（塚原秀一） 

 そのほかにないですか。  

 （発言なし）  

 では、皆さん公開するという意見が多いように思われますので、挙手によ

り決定したいと思います。  

 検討会議を公開するに賛成の方は挙手をお願いいたします。  

 （賛成者挙手）  

 賛成多数で、公開するに決定させていただきます。  

 本日の傍聴人はゼロということになりますので、申し込みはありませんで

した。  

 続きまして、次第６．検討事項に入らせていただきます。  

 事務局より説明をお願いいたします。  

 

○事務局（松永課長） 

 それでは、検討事項について説明をいたします。  

 まず、①と②を一括して説明をさせていただきます。  

 まず、①の通学区域の見直しについてであります。  

 資料をごらんください。  

 小牧南小学校周辺小学校区域図であります。小学校の各それぞれの学区を

示した図面になります。  

 小牧南小学校区は、東側、図面で右側ですが、米野小学校区、北側に小牧

小学校区、西側に北里小学校区と隣接をしております。先ほどの説明で、通

学区域の見直しは小牧南小学校の過大規模を解消することができる方法の

一つとお伝えしましたが、米野小学校と小牧小学校はもともとそれぞれの規

模が大きいこともあり、米野小学校や小牧小学校のような規模が大きい学校

へ小牧南小学校に通学する児童を移しても、規模が大きいところから大きい

ところへの移動となりますので望ましくはありません。北里小学校であれば、

現在、そこまで規模が大きいことはありませんので、南小学校区と北里小学

校区を調整することは案として考えられます。  

 しかしながら、行政区との兼ね合いや、今までの地元のつながりのことが

あると思います。特に、北外山、南外山と市之久田の間は小牧南地区と北里

地区、ひいては旧小牧町と北里村との境でもあると思いますので、むやみに

学校区を変えるのは難しいのではないかと思います。また、児童にとっても、

兄弟・姉妹で卒業する学校が異なる場合も考えられます。このため、教育委
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員会としては、通学区域の見直しは大変難しいものと考えております。よっ

て、皆様方からもご意見をいただきたいと思います。  

 なお、参考として、文部科学省は通学距離は小学校はおおむね４キロメー

トル以内、中学校はおおむね６キロメートル以内としております。小牧南小

学校と北里小学校の間がおおむね２キロメートルであり、どの場所で通学区

域を変更したとしても４キロメートルを超えるようなことはないと思われ

ます。  

 続きまして、②の分離新設についてご説明を申し上げます。  

 学校を１つ建設する場合、校舎、体育館、プールやグラウンドなどの場所

を確保するため、一定以上の広さを持った土地が必要になります。学校規模

にもよりますが、おおむね１万５，０００平米から２万平米程度が必要にな

ります。  

 小牧南小学校付近でそのような広さを確保できる土地として、常普請にあ

る中島スポーツ広場がございます。図面の星印で表示しておる場所でござい

ます。この場所に分校を想定する場合、通学距離を考慮すると、小牧５丁目、

常普請全て、郷中全て、外堀１丁目と２丁目あたり、区で申し上げますと、

常普請区、郷中区、御屋敷区、池新田区の一部あたりに居住する児童が対象

と考えられます。おおむね３００人程度の児童との想定となります。  

 分校もある程度の規模の学校にしなければ、例えば１学年１クラスしかな

いような小規模な学校ではクラス替えすらできないなどの問題が発生をい

たします。しかしながら、小牧市の将来の人口は年々減少していくことが予

測されており、仮に中島スポーツ広場に分校を建設しても、比較的早い時期

に非常に規模が小さい学校になるおそれがあります。また、建物が存在する

だけで、設備の保守管理など、メンテナンスに費用を要してしまうこともあ

りますので、将来のことを考えると新たに建物を建設するには好ましくない

と考えております。  

 以上で、①と②の説明とします。よろしくお願いします。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 では、①について各委員からご意見をいただきたいと思います。  

 ただいまの説明に対する質疑でも構いませんので、ご発言ください。  

 

○委員（稲垣清幸） 

 春日寺からどれぐらいありますか、南小学校まで。  

 

○会長（塚原秀一） 

 春日寺からですと、多分３キロぐらいだと思います。自分が住んでところ
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が春日寺ですので、大体、今、子供が朝、通学に４０分ぐらいかけて行って

いますので３キロぐらい。４キロはないと思いますけど。  

 ほかにご意見、質問等ございませんか。  

 

○委員（梅田順三） 

 先ほどもご説明いただいた中に、通学区域の見直しは非常に難しいという

ようなことも言われたんですが、そういう見直しを検討するに値するような

ことなんでしょうか。余り実現性のないようなことを検討しておっても、こ

れは３月３１日までしか任期がないということですので、実現可能であるこ

とに絞ってちょっと検討したほうがいいんじゃないかなと思うんですが。  

 

○事務局（松永課長） 

 通学区域の変更というのは実現が難しいというご意見かと思いますが、

我々もそういうふうに考えております。そういうご意見をいただければあり

がたいということでございます。  

 

○委員（舟橋巧） 

 先ほど、南小学校の２８年度及び予想見込みということで、３年後、５年

後の生徒数及び学級の話が出ましたが、先日、市民会館かな、あそこで小牧

の人口、５年後、１０年後は減ってきますというお話をいただきましたが、

南小校区については、それとは逆で増えていくということは認識しておりま

すが、このように増えるということで、じゃあ隣接している今の小牧小、米

野、北里小については、今現在と３年後、５年後、学級がどれぐらい減るの

か増えるのか知りませんが、その辺はわかりますか。  

 米野は、今、小牧で一番生徒数が多いし、南で言うなら現在は多いですね。

２年後ぐらいには、来年には南が抜くんではないかということは聞いており

ますが。  

 

○事務局（松永課長） 

 まず５年後、平成３３年ということでよろしいでしょうか。  

 

○委員（舟橋巧） 

 現状はわかりますか。  

 現状がわかって、今後、３年後、５年後はどうなるかが知りたいですけど。  

 

○事務局（松永課長） 

 米野小につきましては、現状が３０で、平成３３年で３２。普通学級と特

別支援学級を合わせた数で申し上げております。小牧小が２８年が２５で、
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３３年度が３０、北里が２８年度が１９で、３３年度が１８ということです。 

 

○委員（堀尾憲生） 

 お話をお聞きしていると、通学路の問題もありますけれども、ここを建て

直すありきというような感じだったもんですから、例えばここを建て直すと

すると、今は３階建てだと思うんですけど、５階建て、もしくは６階建てぐ

らいをしないと多分できないと思うんですけれども、そういう場合は、例え

ばその間、工事期間中は生徒さんを分散させるのか、それともこのグラウン

ドのほうに建ててしまうのか、そういうのは何かもう計画されているんです

かね。  

 

○事務局（松永課長） 

 工事期間は児童をどうされるとか、どのようにという話でございますが、

まだ今のところ具体的なものは全く決めておりません。運動場につくってか

らこっちを壊すとか、その辺も含めまして、まだ階数などもですが、その細

かい内容というのは決めておりません。  

 

○委員（堀尾憲生） 

 でも、ある程度至急やらないと、いっぱいなわけですから。例えば、中島

グラウンドであれば、御屋敷、常普請とか全部あっちに行っちゃうんですけ

れども、あとは小学校区はいいんですけど、今度、中学校区はまたここで変

わるわけですから、そういう問題も一つありますけれども、北里小学校もこ

れは減ると言っていますし、小木小学校も大分減ってきているはずです、実

際は。だから、下手をすると一緒にならなきゃいけないような、何年か先に

はね、そういうのがあるわけですから、どうしても学校の統廃合が１０年先

は多分あると思うんですけどね。近い将来、統廃合はあるでしょうから、新

しいところを新設する意味があるのかというまた問題は出てくると思うん

で、実際はね。だから、どうかなと実際は思っていますよ。  

 

○事務局（松永課長） 

 北里、小木地区、将来かなり減っていくということで、やはり将来的には

統廃合とか、そんなような方向ではないかと、そういうことからも新たな学

校はどうかという意見かと思います。  

 貴重なご意見として受けとめたいと思います。ありがとうございます。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 では、ほかにご意見ございませんか。  
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○委員（土屋公康） 

 確かにこの南小学校はマンモス化しておるんですけれども、何年スパンを

教育委員会としては建てるための計画として、５０年スパンで考えての話な

のか、どうも先ほどの話は二、三年のマンモス化から何か回避しようという

考えなのか、その辺を含めて、教育委員会としての考え方をもうちょっと具

体的にお聞きしたいと思っております。それに基づいて、今の通学区域の変

更だとか新設の関係だとか、いろいろな問題が出てくると思いますね。  

 要は、建てる建物そのものを恐らく鉄筋でやるんだと思うんですけれども、

要するに桃花台や何かですと、３０年ぐらい前からマンモス化するぞと言っ

てやっておきながら、現在、かなり桃花台あたりの小・中学校も過疎化して

おるんですね、子供も減少しておると思いますよ。ここの場合は、今、ちょ

うど区画整理や何かでどんどん人口も増えてきてのマンモス化になってお

るんですけど、ある一定の年数がたつと恐らくすっと減っちゃうんですね。

その辺まで考えた中でのこの検討をどう考えてみえるかをちょっとお聞き

したいと思います。どうですかね。  

 

○事務局（松永課長） 

 学校の施設全体を捉えますと、例えば市でもファシリティマネジメントの

関係で整備計画というのを現在策定をしております。そういう計画の中で、

学校も順次そういう時期が来るかとは思いますが、小牧南小学校については、

特に先ほども説明がありましたように、校舎、体育館、プール、施設全体の

老朽化、また使い勝手の悪さとか児童数の増加、そういうものを考えますと、

まずは優先される学校ではあると、そういうふうに考えております。以上で

ございます。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 ほかにご意見ございませんか。  

 （発言なし）  

 ないようですので、次に進ませていただいてもよろしいですか。  

 続きまして、次第６．検討事項のうち、③過大規模校が抱える課題への取

り組みについて、事務局より説明をお願いいたします。  

 

○事務局（松永課長） 

 それでは、③の過大規模校が抱える課題への取り組みについて、事務局よ

り説明をいたします。  

 いろいろな事情で通学区域の見直しや分校の建設ができない場合、今の敷
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地で改築する方法があることも先ほど申し上げたとおりでございます。この

場合、文部科学省は過大規模校が抱える課題を提示しております。例えば、

集団生活においても同学年の結びつきが中心となり、異学年交流の機会が設

定しにくくなる場合があるや、同学年でもお互いの顔や名前を知らないなど、

児童・生徒間の人間関係が希薄化する場合があるなどでございます。  

 これらの課題につきましては、異学年交流の機会が設定しにくくなる場合

があることに対しましては、月１回の友だちいっぱいデーなどの行事を通し

て異学年交流を伝統的に行っていること、委員会活動で給食委員の６年生が

１年生のワゴンの片づけを手伝うなど、交流する機会を持っている。また、

６年生が１年生の教室の外掃除を手伝っていること。通学団登校を行い、異

学年の交流を図っていること。また、同学年でも人間関係が希薄化する場合

があることに対しましては、合同体育を行い、同学年の結びつきが強まるよ

うに工夫していること。学年行事の充実、校外学習、野外学習、運動会、Ｐ

ＴＡ行事など、交流の機会を多く確保していること。かかわり合いを大切に

した学級経営・学年経営を行い、人間関係づくりを大切にしていることなど

により、影響を抑えるための取り組みを既に行っているところであります。 

 検討事項とさせていただきましたが、さらに今後もこの取り組みを向上さ

せることで、文部科学省が示す過大規模校としての問題は生じないと考えて

おります。  

 説明は以上であります。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 では、③につきまして各委員からご意見をいただきたいと思います。  

 ただいまの説明に対する質疑でも構いませんので、ご発言ください。  

 ご意見はございませんか。  

 

○事務局（大野部長） 

 ちょっと戻るようで申しわけございませんが、先ほど北外山区長の土屋区

長から、今後の学校のあるべき姿というお話がありましたのでちょっと補足

させていただきますが、実は学校というのは、ただ古いというだけで建て替

えること、それを考えているわけではございません。いろんな要因があって

建て替えるということが出てくるかと思います。先ほども申し上げておりま

すが、建物の配置がちょっと複雑化していること、そういうことも非常に大

きな要因ではあります。そして、例えば大きな学校をつくって、後で子供が

減ってしまったらどうなるかということも危惧されることもあろうかと思

います。例えば、最近建築いたしました小牧小学校を例に申し上げますと、

例えば地域の方で使っていただくお部屋というか、場所というか、味岡中学
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校でもそのように一部つくらせていただいております。これからの学校とい

うのは、地域と一体化した学校ということで、そういうことになった場合で

も可変性、変化に対応できるようなつくりも今後は必要になってくるかと思

います。  

 したがいまして、今、小牧市がつくっている学校というのは、そういうこ

とも少し加味した上で、将来のことも考えつつ、学校の中のレイアウト等は

研究してつくっているところで、南小学校も具体的になった場合は、例えば

専門的なコンサルみたいなところとお話し合いをしまして、ここの学校はど

んなような形態がいいだろうかと、そういうことも十分に研究して、ちょっ

と先になるんですが、今はまだそういう土壌というか、こういう状況の現状

を把握して皆様にご説明している段階で、まだ具体的にはなっておりません

が、将来建築ということになってくれば、そのようなコンサル等に入ってい

ただいて中身を具体的にまた考えていくということになろうかと思います。 

 桃花台の学校も、今、減少しているところがありますが、それも地域で使

っていただける、そんなような場に今後なってくるんじゃないかなと、一部

はですね、そのような思いを持っています。以上です。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 今のご説明にご意見ございましたら。  

 

○委員（伊藤謙太郎） 

 今の話を全部まとめると、通学区域の見直しはとりあえず現状難しいとい

うことと、あと分離新設校も難しいと。大規模校からまた人口が減少したと

きには、学校はまた地域の集まる場所になるような建物を建てるということ

であれば、今のことを加味すると、今、この学校の敷地内に建て直すという

ことでほとんど決定なのかとは自分の中では思っているんですけど、皆さん

はどうかなと思いますけど、建物をもしそれでここの中に建てるというふう

であれば、もうそういうのを次回検討していくというふうになるんでしょう

か。あと２回、とりあえずやることにはなっていますけど、そこまでどうい

うふうにするかということまで決めるべきなんですかね。  

 

○事務局（松永課長） 

 この検討会議におきましては、冒頭で説明をしましたように、大きな学校

での建て替えであればいろんな課題があるということで、その課題に対して

解決をすると。それに対する意見をいただくということで、学校の細かいそ

の先の配置計画等を審議する会ではございません。以上です。  
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○事務局（伊藤次長） 

 冒頭の私のほうの説明の繰り返しになるかもしれませんけれども、文部科

学省は３１学級を超えるといろいろな学校運営上の課題があるということ

で、先ほど一つの例として異学年交流というお話をさせていただいたんです

けれども、ほかにもいろいろ大きな学校の課題というのを文部科学省は課題

と捉えておりまして、３１学級を超えるともう少し規模を縮小して、適正と

いうわけじゃないですけど、もうちょっと規模を縮小しなさいよということ

を言っておるわけですね。  

 先ほど言ったように、その規模を縮小するにはどういう方法があるかとい

うと、分離新設ということで分校をつくるようなこと、通学区域を見直すと

いうことを文部科学省は言っておりまして、それを十分地元の関係者の方、

学校関係者の方とお話をして、とてもそういうのは無理だろうといった場合

には、大きな学校でもやむを得んだろうということで、事務局といたしまし

ては、基本的には大きな学校で建て替えをさせていただきたいというふうに

は考えておるんですけれども、事務局の一方的な考えではいけませんので、

皆様のご意見を頂戴しながら、皆様の了解というか、ご同意をというか、理

解をしていただいた中で文部科学省のほうにそれなりの説明をさせていた

だいて、地元にも理解を得た、大きな学校をつくらせてほしい、というよう

なことを今後文部科学省と話を詰めていきたいと、こういうことで今日の会

議をさせていただいております。  

 結論ありきではございませんけれども、そういう大きな学校をつくるに当

たって皆様のご意見も賜りながら進めていくということで、それぞれ難しい

ところについては、我々の想像がつかないところも皆様のほうからご意見を

頂戴しながら大きな学校で改築を進めていきたいというふうで考えており

ますので、それぞれまたほかにも難しいことが、こういうことも難しいこと

が考えられるんじゃないか、また逆にそんな難しくないよというようなご意

見もございましたらご発言いただければというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 

○事務局（大野部長） 

 誤解のないように申し上げますが、皆様の、例えばどなたが言っただとか、

お名前が出るというわけではございませんので、文科省に説明するというこ

とで、お地元のお考えはこんなような状況でございましたということを説明

させていただくということで、この後、まだ後で説明がありますが、１２月

にお地元で、保護者を中心とした方々になろうかもしれませんが、一般の方

を対象に説明会というか、そういうこともさせていただく計画は持っており

ます。  

 そうした中で、お地元から広くご意見はいただいた、こんなような方向性
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でほぼ同意をいただいたと、そんなようなご説明を国にしていくという形に

なりますので、皆さん個々のお名前が出てくるだとか、そんなようなことで

はございませんので、追加して説明させていただきます。  

 

○委員（水野正寿） 

 大規模校を１校建てると、予算はどのぐらいかかるんですか。建築費とか、

あともろもろの付随、小牧小学校の屋内だとどのぐらいなんですか。  

 

○事務局（松永課長） 

 直近ですと味岡中学校、中学校ですから若干違うかとは思いますが、事業

費で約２９億円。  

 

○委員（水野正寿） 

 それは建物だけ、それに付随するいろんな、例えば体育館なりプールなり

とかをいろいろ全部込みですか。  

 

○事務局（松永課長） 

 そういうものも入っております。施設として。  

 

○委員（水野正寿） 

 中へ入る什器類とか、例えば理科の実験とかに使うような。  

 

○事務局（松永課長） 

 そういう備品は入っておりません。工事費と考えていただければ。  

 

○委員（水野正寿） 

 こういった箱物だけでそれ。そんだけすると、もう大規模の場合、文科省

から助成金とかそういうのはある程度出るんですか。それは全部市が負担か

ね、小牧の。  

 

○事務局（松永課長） 

 いえ、当然国庫補助金は出ております。  

 

○委員（水野正寿） 

 例えば、それは何割ぐらいが国から出るのか。  

 

○事務局（松永課長） 

 先ほどから過大規模校の話をしております。そういう中で、過大規模校で
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のこういう地元の理解を得て、建て替えということで文部科学省のほうに説

明して了解が得られれば、当然そういうことも可能になりますので、こうい

う場を設けさせていただいております。  

 国庫補助が２割でございます。  

 

○委員（水野正寿） 

 ２割ですか。あとの残りは小牧が負担ということになるんですね。  

 

○事務局（松永課長） 

 そういうことです。  

 

○委員（水野正寿） 

 それで、これはすぐ、例えばそれが通って、市からの予算はおりるわけで

すか。  

 

○事務局（松永課長） 

 金額の大きい話でございますので。  

 

○委員（水野正寿） 

 図書館でも頓挫しているぐらいだからね。  

 

○事務局（松永課長） 

 これから当然内部で説明して、そういうことを認めていただく必要がござ

います。その前段として、こういう方向性を出すための会議ということでご

理解をいただきたいと思います。  

 

○事務局（伊藤次長） 

 少し補足で説明をさせていただきます。  

 今、松永のほうから国費２割というところで、全体で１０割になるんです

けど、簡単に言いますと、借金が５割、それから基金、貯金ですね、基金が

積み立ててありますので、それが大体２ .５割、あとはその財源ということ

で、当該年度の財源として０ .５割というようなことが過去の事例になるん

ですけれども、味岡中学校、小牧小学校の例を分析するとそんなような割合

になります。  

 ですから、小牧南小学校をもしこの状況で建て直すということになります

と、これが必ずしもこの数字がぴたっと来るわけではないんですけど、参考

数値として、今、国費２割、それから借金が、市債というんですけど、借金

が５割、それから基金、貯金の取り崩しということで２ .５割、その当該年
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度の財源として０ .５割というふうな形で、ほぼ将来にちょっとお願いして

いくというような市債というものが半分ぐらいの計算でこういう大きな事

業については進めさせていただくということになってこようかと思います。 

 

○委員（舟橋巧） 

 常普請ですけれども、今日の委員会に先立ちまして、ちょっと区のほうで

区長のＯＢとちょっと話し、意見等をもらってきましたですけれども、常普

請区としましては、よその区と違いますけれども、ご存じのように、上に米

印をしてありますが、中島グラウンドを所有している区でございますので、

これは市之久田の区画整理をした後、人口が増えてくるということで、将来、

小学校が必要となるという仮定のもとに各３０％を捻出しまして、各家が。

そういうことで、あそこの大きな面積を確保しましたので、せっかく学校用

地としてつくりまして、今のところ学校はまだできないということで、ソフ

トとか多目的であそこのグラウンドを使わせていただいておるんですけれ

ども、地元としてはせっかく学校用地として提供したものですから、今も、

国のほうですか、３１クラス以上であれば、分校として、ということであれ

ば、ぜひそのグラウンドを使っていただければ、常普請区としては、地区の

区民は助かりますがということで意見が区長のＯＢの方々からもらってい

ます。でも、常普請だけの問題ではありませんので、重点的に検討していた

だければこちらも従うつもりでございます。  

 それともう１点ですけれども、今でいくと建て替えが一番ありかな、話を

聞きますとなんですけど、もし建て替えに決定した場合、今からして何年後

にそれが完成するのか、その辺と、それまで５年後なのか８年後なのか、そ

うするとそれまで今の現状でこの過大規模校に掲げてもらっておりますけ

れども、今、現状の南小学校の問題があろうと思いますけれど、プレハブと

かがこれからまた建ちますので、職員室も２つに分離しているような状況で

すので、その辺がまだ長引くというか、今の問題よりもっと深刻になるんで

はないかと。その辺は、学校の校長先生、教頭先生が見えますので、ちょっ

とその辺、現状の問題も聞きたいと思いますが、その辺、それもありますの

で、いつごろになるかというのがもしわかればお願いしたいと思いますけど

ね。建て替えをした場合、何年後ぐらい。  

 

○事務局（松永課長） 

 今、委員も言われましたように、大きな学校での課題というのかがござい

ます。その関係を文部科学省に理解をいただいて、順調に進んだ場合でござ

いますが、直近の味岡中学校の改築の実績で申し上げますと、１年目に基本

構想・基本計画の策定、２年目に基本設計、３年目に実施設計、４年目、５

年目で改築工事ということで、５年で建つものだということでございます。
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これは、あくまでも順調に行った場合でございます。  

 

○会長（塚原秀一） 

 今の質問で、この３年後、５年後、それまでに南小学校の部分で起きる問

題はないかということですよね。これは校長先生に聞いてもよろしいですか。 

 もし、今、現状の状態がずっと続いた場合、３年、５年、６年後、南小学

校のクラスが、今は２９で、３３年のときに３３学級ということであるんで

すけれども、それは教室が増えて対応はできるのかとかということ。  

 

○事務局（後藤校長） 

 あくまでも推計というか、隣に理科室とそれから家庭科室、それぞれ準備

室も含めて１月に全て工事が終わって、新年度には使えるようにしていただ

いています、プレハブで。その分、教室を確保していこうというふうに市の

方がそのようにやっておっていただいていますので、先ほどの３３学級につ

いては、ぎりぎりですけれども、子供たちの学習についてはいけるだろうと。 

 ただ、先ほど舟橋さんが言ってくださいましたけれども、職員室が２つに

分かれている、これを解消することはなかなか難しいと。不自由はありなが

らも、それでもいろんな、本当に日々必要な電話の件だとかコピーだとか、

そういったことについては市のほうからきちっと考えておっていただけま

す。第２職員室にいる者からするとトイレが遠いとかいろんな不都合はあり

ますが、校舎を建てていただけるという方向にありますので、職員にも伝え、

何とか４年ないし５年、この状態の中では私たちもちょっと苦労する部分も

ありますけれども、かすかな希望から大きな希望に向かって進んでいきたい

と、いけたらというふうに思っています。子供たちについては、３３学級に

なってもいけるだろうと思っています。  

 

○委員（伊藤謙太郎） 

 先ほどちょっとだけ出てきた分校をつくるという件になった場合、常普請

区は全部そっちに行くというふうになるかと。その場合ですと、ほかの小牧

小とかも含めたりとかして２００人とか１５０人程度の学校になるのかな

とは思ったんですけれども、それで新しく学校ができたとして、南小はどう

なるかなと思ったときに、南小はどっちにしても建て直すことには変わらな

いんだろうなと。というふうに考えると、今の現状のままで建て直したほう

が一番安上がりなのかなと思っているんですけれども。  

 でも、常普請に住んでいる身からすると、近くに学校が欲しいというのは

あるにはあるので。もしそういう、市のほうで新しく建てたりとかした場合、

２倍に予算が膨れ上がるということになってもいいのかなというふうなの

がちょっと心配にはなっていたりもするんですけれども、どうでしょうかね。 
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○事務局（伊藤次長） 

 今、伊藤委員ご指摘のとおり、中島スポーツグラウンドに仮に新設分校を

つくったとしても、やはりそれぞれプールもつくらないかん、体育館もつく

らないかん、校舎もつくらないかんということで、先ほど松永のほうが言い

ましたように３００人程度の、これは図面上で事務局のほうが、図面上でこ

の学校へ、この地域の方をこちらへというような、図面上でそういう地元の

ご意向も関係なく、図面上でやった場合は今現在３００人程度の児童を確保

できるんですけれども、やはり将来的にわたってそれが小規模化していくと

いうことで、一応３００ですとぎりぎり２クラスずつぐらいの学校にはでき

るんですけど、それが生徒数が少なくなる、児童数が少なくなってくると１

クラス、１クラスですと、やはり今後は大きな学校は大きな学校の課題が、

小さな学校は小さな学校で課題があるということで文科省は言っておるん

ですね。  

 そうすると、１クラスしかないというとクラス替えができないということ

で、ずっと１クラスのままで６年間過ごすというのもやはり児童のほうに負

担がかかるということで、やはり当然そういう課題もあり、それから今、伊

藤委員のほうからご指摘があったように、当然１つの学校を建て直すよりも、

試算はしておりませんけれども、やはり２つの学校を新しく１つ、こちらを

建て直すということであれば、経費のほうも相当にかさんでくるということ

も考えて、それとあと将来的に、建てれば経費が乗せてくるということで、

そういうことも考えますと、やはり新しい学校というものも非常に難しいん

ではないかと。  

 あと南小学校ができて、ずっと地縁というものが育ってきておることから、

その地縁を新たに違うところで新しい地縁をつくるのも一つの考えではあ

るかと思うんですけど、今、この南小学校を中心に育ってきた地域の方々の

つながりを、今、崩すというのも非常に難しいのかなというようなことも考

えまして、分離新設についてはそういう費用面、それから地域の皆様の気持

ちというものも考えまして、非常に難しいんではないかなという事務局では

分析をさせていただいたところです。  

 

○委員（土屋公康） 

 せっかくですので、特にＰＴＡの方たちのご意見も結構聞いていかないと、

余り年寄りの意見ばかり聞いていても。ちょっと聞いてください。  

 

○会長（塚原秀一） 

 先に北里小学校のＰＴＡ会長からお願いします。  
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○委員（野田功一） 

 ＰＴＡですけれども、どうなんですかね。通学地域の見直しと言われても。

うちは今、市之久田に住んでいるんですけれども、それでも朝、うちの子で

すね、７時５分ぐらいには家を出ていきますので、もしこれ以上遠いところ

になれば、もっと早い時間に集合していくということになると子供たちもか

わいそうですし、ちょっと通学路に対しての安全ですね、今、事故も起きて

いますので、結構そういうのでももめるんじゃないのかなとは思うんですけ

れども。  

 あと、分離のほうですけれども、分離して建ててしまうと、今度、こちら

を建て替える理由がなくなっちゃいますよね。ただ古いから建て直すという

のは多分あまり好ましくないと思いますので、今現在、こういう大規模にな

りますよという理由づけであるのであれば、そちらのほうのお話のほうがい

いんじゃないかと、ちょっと隣の学校のことなのであれなんですけれども、

そういうふうに思います。  

 

○委員（古澤照美） 

 大規模なのを解消するというふうでしたら、南小の建て替えのほうがいい

のかな。でも、ちょっと児童とか父兄の方には、その数年間の負担はやっぱ

りあるのかなというのを思います。  

 

○委員（佐藤千穂美） 

 まずはすみません、今日はおくれて申しわけございませんでした。  

 私の意見としまして、大胆な考えを述べますと、まず、ここのエリアの変

更が可能であれば一番それが早いと思うんです。あと、例えば中島グラウン

ドに建てるとしたら、小牧南小と結構近いので、春日寺の方たちは変わりが

ないと。結構遠いですもんね、どのぐらいの時間に出られるのかわかりませ

んけれども。  

 

○会長（塚原秀一） 

 朝は、今現在は集合場所に７時５分集合になっていますね。  

 

○委員（佐藤千穂美） 

 市之久田の方と同じぐらいですね。  

 

○会長（塚原秀一） 

 そうですね。  

 

○委員（佐藤千穂美） 
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 なので、予算とかも考えないんだとすれば、中島グラウンドに建てるとす

れば、この南小をなくして、もうちょっと春日寺寄りに建てたらいいのかな。

そこら辺の予算とか、場所とか、いろんなことを考えて多分無理だと思うの

で、ただ５０年たったらやっぱり建て替えなきゃいけないというのが、何か

しらの規定があるのかちょっとよくわからないんですけれども、どっちにし

ても絶対建て替えないといけない時期に来ているんではないかと思うので、

だから結局、元に戻って、ここを建て替えるだけにしか、もうどうしてもな

らないんじゃないかと思います。それは、だからしようがないかな。そんな

感じです。  

 

○委員（稲垣清幸） 

 同じような意見なんですけど、やっぱり伊藤さんが言ったように、１個新

しくつくってといっても、ここが古いままだよ、体育館は雨漏りもするよ、

校舎もぼろいよ、使い勝手が悪いよとなってくると、やっぱりいつかはここ

を建て替えないけないよという話になってくると思います。だったら、もう

２つ建てて予算をたくさん使うよりも１個を、ちょっとその期間は我慢して

もらって、１個をここにもう少し大きい使いやすい小学校をつくり直したほ

うがベストかという考えはあります。  

 

○委員（石田陽子） 

 私も、通学区域の見直しも難しい、分離も難しいということなので、ここ

を一気に建て替えたほうがいいと思います。  

 

○委員（小石理佐） 

 もう皆さんが言われたので。そのとおりです。  

 

○会長（塚原秀一） 

 うちは春日寺で、今現在の通っているこの中で２番目に多分ここから遠い

ところに、もうすぐ１番目も５０メートルもないところなので、向かい側の

家の方が一番遠いぐらいで、やっぱり今、朝７時５分に出て、やっぱり冬に

なってくるとまだ真っ暗な中、朝、出ていくという形で、７時に出発をして

という形になっているんですけれども、遠いというのはありますけれども、

一番ここが、自分もここが母校ですので、やっぱりそのままここで子供も育

ってほしいというのはありますので、一番いいのはここを建て替えてという

部分がいいのかなとは思っております。ＰＴＡ会長としての一応意見という

形でお願いしたいと思います。  

 区長さんのほうからもお願いします。  
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○委員（近藤鎮彦） 

 １点、ちょっと確認したいんですけど、ここは耐震補強をやってあります

よね、ピタコラムで。このときに改築の話はなかったんですか、もともと。

耐震補強すればある程度、１０年、２０年使うという想定をして耐震補強を

されたと思うんですが。小牧小なんかは改築されましたよね、ＲＣの建物で

は同じぐらいの時期じゃなかったですかね、防衛施設庁の補助で鉄筋改築し

ているもんで。こちらはなぜ改築の話が出んかったかなというのがちょっと

不思議だったんですけど。  

 今回、改めて改築という話が出てきているわけなんですけど、文科省のほ

うは、大規模校の解消が優先しているということを言うんですか、あっちは、

国のほうは、改築よりも。そういうことを言われれば、もうそれぞれ通学区

域を見直して変えるとかそういう方法、分離新設しかなくなってくるので、

実際、要はこういう大規模校でも将来的に考えて改築もやりたいという、そ

ういう理由・根拠をやっぱりつけなきゃいけないじゃないですか、文科省に

対しては。それを地域が、もう通学区域の変更は、ちょっと地元、もうそれ

ぞれが古い学校だもんで、必ずそれぞれもう親子代々というか、祖父母ぐら

いまで同じ学校に通っているもんで、そこから通学区の変更なんかはとても

認められないとか、地元からそういう声を上げないと、文科省はまずは、特

に北里小学校のほうが余裕があるということですので、そっちに流せという

ことを絶対できんかということを言ってくると思うんですよね。やっぱり地

元としては、もうそれぞれの学校も、もう３代ぐらいはずっとここへ通って

いる子が多いもんだから、そういう卒業生も多いもんで、まずなかなか今さ

ら変えられないというふうに地元としては言っているというふうに言わな

いと、なかなか納得してくれないんじゃないですかね。  

 

○委員（舟橋巧） 

 この文部科学省については、３１クラス以上になると分校をつくりなさい

というあれですけれども、これは基本的にあって、特別というのはオーケー

ということでなっておるんですね。基本的にはそうなんですけど、あと先ほ

どもありましたように、将来的とかいろんな面から考えて、どうしても分校

をつくらないかんというわけではないと思います。  

 

○事務局（大野部長） 

 まず耐震の話を申し上げますと、当時、耐震はとにかく早くやらないと、

命にかかわることですので、そのころはまだこんなに児童が増えるとは見込

んでおりません当時でしたから、とにかく耐震は早目に行ったということで、

南小学校は耐震工事をさせていただきました。  

 それで、あと改築という話になりますと、先ほどから申し上げております
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が、ただ古さだけではいけないということでやっておりまして、そうしてい

くといろんな要因があるから、こういう要因をクリアしたら南小学校の改築

は可能ですよということがその後わかってきましたものですから、そういう

ことであれば改築というのも選択肢の一つだということで、国などと調整し

てきて、今、舟橋区長さんも言われていましたように、国のほうもそんな考

えで進めるならいいだろうというような感触を受けております。以上です。 

 

○委員（近藤鎮彦） 

 そこまで調整が進んでおれば結構です。  

 それによって補助金が認められないなんていう話になると、起債も起こせ

ませんもんね。ですから、それで今回そういうテーマとして、通学区の見直

しとかそういうものを一例に挙げてみえるものですから、そういうことで何

か地元からの意見として、国へ上げるための補強をしてほしいという意味合

いがあったのかなというふうに私はとったものですから。  

 

○事務局（大野部長） 

 そういう意味合いもあるんですが、国はやっぱり広い手法があるだろうと

いうことを言っているもんですから、そういう手法も小牧市さんは考えても

らえたわねということを、国の担当課はそういうことを言うもんですから、

そのようなことで、お地元にも説明してそういうお話はさせていただき、ご

理解を得ておるというような返事をすれば納得していただけるというふう

には思っております。  

 

○副会長（瀬畑富士朗） 

 古いものは建て替えましょうよ。  

 

○委員（舩橋利明） 

 私も今までの話を聞いていまして、私も池新田区でこの分離新設の話はも

う昔から、自分たちの子供は多分その学校へ行けるんだろうと思っていたん

ですけれども、今現在に至って、北里も生徒数が減っているということで難

しい話。  

 それと、今、この南小学校の区域図を見ていただいても、この南小学校の

西側に入っているんですね、ちょっとね。これもはるかにまだ西側のほうへ

入っていると思うんですけど、現実、この一番グレーゾーンのところ、ここ

ら辺の人の、ＰＴＡの方のご意見が一番問題になってくると思うんですよ。

この方たちを北里小学校へ動かすという問題は、一番難しい問題だと思いま

すね。だから、そういうのも踏まえて、今の現実、南小学校の現実を僕は初

めて知ったんですけれども、それを考えたらやっぱりここの建て替えが一番
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早い、それを前向きに検討したほうがいいんじゃないかと思います。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 ほかにございませんか。  

 （発言なし）  

 お時間もありますので、委員からの意見、質疑等はここまでとさせていた

だきたいと思います。  

 

○委員（伊藤謙太郎） 

 すみません、最後に一言だけ言わせていただいて。  

 実際にここで反対意見がないというふうで、この建物自体を建て直すとい

うふうであるのであれば、小牧市としては我々にどういうものを求めるのか

なというふうですね。とりあえず、今日はこういう会議にしましたというふ

うで意見を聞かれたというふうにはなりますけれども、そのほかに何かこう

いうふうなことをやっていただけたら、さらに国を落としやすいとかという

ふうなことがあれば、ちょっとバックアップしたいなと思っていますので、

何かないですかね。  

 

○事務局（伊藤次長） 

 非常に事務局としてありがたいご意見をいただきまして、とにかく教育委

員会事務局の中で、いろいろ先ほど松永が説明させていただいたように、

我々だけで検討していても、本当にお地元のほうが我々と同じ考えでご理解

いただけるのかなというのが悶々としておりまして、今日の会議で説明をさ

せていただいてほとんどご理解をいただいたと、こういうふうに感じており

ますので、このご理解をいただいたことを一度文部科学省のほうにも伝えな

がら事務を進めていきたいと、こういうふうに考えておりますので、また、

もしさらにということがありましたら、この会にお願いをする機会があるか

もしれませんけれども、そのときはまたよろしくお願いしたいと思います。

以上です。  

 

○会長（塚原秀一） 

 では、事務局のほうで本日のまとめを整理していただけますでしょうか。 

 

○事務局（松永課長） 

 本日は大きく３つの検討事項を提示させていただきましたところ、委員の

皆様方からは、小牧南小学校の現状での改築に前向きなご意見をいただきま

した。ありがとうございました。事務局としましては、この小牧南小学校の
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規模を小さくするための通学区域の見直し、分離新設校の建設につきまして

は、大変難しいと先ほども申し上げたところでございます。  

 また、３つ目の過大規模校の抱える教育上の課題への取り組みにつきまし

ては、学校において既に実践をしていただいておるところでございます。今

後もその取り組みを向上させていくことで、委員の皆様のご理解をいただけ

たと思っております。  

 検討事項に上げました課題に取り組みながら、事務局としましては、現在

の敷地においてできる限り早く改築を行いたいと考えております。以上でご

ざいます。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 事務局より、本日のまとめの報告がございました。  

 ただいまの報告の内容で、本日の整備検討会議としては了承したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。  

 （「異議なし」の声あり）  

 異議なしのお言葉をいただきましたので、ありがとうございました。  

 では、７．その他で、何かあれば事務局からお願いします。  

 

○事務局（松永課長） 

 それでは、その他としまして、まずは今後の検討会議の予定についてご説

明をいたします。  

 本日が第１回目でございますが、第２回目を１月ごろに予定をしておりま

す。  

 その間に、１２月になるかと思いますが、１２月ごろに小牧南小学校の５

地区の合同に加えまして、北里小学校４地区の合同の地元の説明会を行わせ

ていただきます。本日ご参加の委員の皆様方以外の方、特に保護者の方が中

心になろうかと思いますが、現状・現況を知っていただくための説明会でご

ざいます。９区の区長様方におかれましては、開催案内のご回覧をお願いし

たいと思いますが、詳しくはこの会議終了後に説明をさせていただきます。 

 第２回目で各委員の皆様方から意見をいただき、第２回目につきましては、

その地元説明会のご報告ということで考えております。そこで、おおむねの

方向性まで決めていきたいと考えております。  

 ２月ごろに第３回目を行い、検討会議でのまとめをしたいというふうに考

えております。また、協議がさらに続くようなことがあれば、また会議を４

回とか考えたいと思います。  

 また、年末年始、お忙しい時期であると思いますが、よろしくご参加くだ

さいますようお願いいたします。  
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 それから、検討会議を公開することにつきまして、本日の議事録もあわせ

て公開をさせていただきますが、事務局にて作成次第、各委員へ郵送させて

いただきます。もしお気づきの点があれば、到着後、おおむね１週間以内に

事務局までご連絡をいただくようお願いいたします。その後、小牧市のホー

ムページにて公開をさせていただきますのでよろしくお願いします。  

 事務局からは以上です。  

 

○会長（塚原秀一） 

 ありがとうございます。  

 では、以上をもちまして第１回小牧市立小牧南小学校整備検討会議を終了

させていただきます。ありがとうございました。  

 

以上 


