○師崎地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

設問4（2）
「統合校の場所」

1 師崎地区

豊浜中学校のまわりの画像
を見ると、木にかこまれて
暗い感じがするので、バス
停まで少し歩くのなら、木
を少し減らして、視界の良
い安全な通路にしてほし
い。

2 師崎地区 統合の時期には賛成である

内海中学校までは、師崎か
らだととても距離があり、
なにかあった時にすぐに迎
えに行けない。

設問4（3）
「統合の方法」

設問4（4）
その他意見

ずっと、話し合いをしていても、すべてが教育委員会の職員や役場の職員の意見だけが採用されて
いる印象であり、町民、保護者や子どもたちのことをなにも考えていないように思える。子どもた
ちのため、これからのためというならもっと、こちら側に寄りそった考え方や、決定をしてほし
い。今のままでは、南知多町を出て他市町村に住むことを考えざるをえない。というか出る考えも
ある。

2段階にわけるのではなく、
はじめから豊浜中学校で5中
が統合するのがよい

とにかく子供たちのためになるべく早く決めてほしいです。地域の方の意見より、当事者の子供や
保護者の意見を聞いてほしいです。
そこまで急いで統合する必要はない。先に統合してしまったら、うやむやにされて新校舎建設が先
のばしにされそう。
けっこうアンケートがありますが意味があるのでしょうか?
それぞれの地区の意見があり、大変だと思います。ありがとうございます。子供達のために、どう
ぞよろしくお願い致します。
我が家の子供は令和10年以降に中学に入学することになります。長期的な計画ですが、完逐されま
すようお願いします。
・一船人と同じバスは犯罪などがこわいです。
・豊浜小の仮設校舎で生活していました。とてもあつく、運動場もせまく校舎から校舎までのきょ
りとおく、とても不便で子供にはつらい!!

3 師崎地区
4 師崎地区

新校舎建設が確実に決定し
てから。

豊浜中のみ師崎中へ。

新校舎建設中のみ統合

だいたい真ん中にあればい
いと思います

いいと思います

5 師崎地区
6 師崎地区
7 師崎地区
8 師崎地区

9 師崎地区 いいと思います

古い学校よりは新しい学校
の方がいいです（新校舎建
設賛成です)

11 師崎地区
12 師崎地区
原案とおりで良いと思いま
す

原案とおりで良いと思いま
す

原案とおりで良いと思いま
す

2段階の意味がわからない。
現在の大井小学1年生は一年
間とはいうものの師崎に変
豊丘の山の中。又は総合体
14 師崎地区 わるという記憶は残る。移
育館の隣
動を経験しない配慮なら今
の一年が中学1年になる令和
9年度。

内海はそのまま。豊浜と師
崎の小中合同でよい。

島はそのまま

15 師崎地区
17 師崎地区

友達、ライバル等はたくさいいてくれたほうのがもまれてちょうどいいので統合してほしいです。

できれば一度の統合（移
動）で済ませられたら良い
と思う

10 師崎地区

13 師崎地区

設問6
その他、中学校再編について

原案とおりで良いと思いま
す

できるだけ早く統合してほ
しい。

アンケート調査用紙に裏面真ん中に※小中校在学中に…とありますが、現大井小一年もR9年に内中
へR10→豊浜中に2回移動しますが、どういうことでしょうか?
最終的に豊浜にするなら、最初から豊浜にしてほしい。上の子、下の子でかわるのもめんどうだと
思う。
3人子供がいますが、年々子供の数が減少していく事に数が少なすぎてやれる事が制限されてしま
う環境になってしまう事をとても心配しております。なので島も含め統合もとても良いと思ってお
りますが、学校へのきょりなど(移動)毎日の事なのでなるべく子供のふたんにならないようよい環
境で勉強や運動にとりくめると良いと思います。

内海までバスで通うことの反発は深く大きいと思う。大井を細々に破壊しておいて豊浜に中学を
作っても生徒は増えない。合同での補習授業や部活動、試合参加で三中学の交流は統合しなくても
計れると思う。ゆっくりの消滅が早い消滅になるだけ。地域ごとの小中一貫校にしてください。

部活動について、地域にあるスポーツ少年団、習い事と重ねるように部活があると、子供たちはス
ムーズにスポーツに参加できるのではないでしょうか。
豊浜まで行く登校方法によ
る(自転車による登校ルート
など)

○師崎地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

設問4（2）
「統合校の場所」

18 師崎地区

内海中の校舎は家から遠い
ので嫌です。もし災害が
あった時も不安がありま
す。できるだけ近くがいい
です。豊浜中用地の新校舎
が良いです。

19 師崎地区

内海中ではなく、豊浜中の
方が自宅から近いので良
い。

設問4（3）
「統合の方法」

設問4（4）
その他意見

設問6
その他、中学校再編について

中学校の再編が確定したら師崎中学校はどうなってしまうのでしょうか?
通学方法については十分に
検討し、具体案が掲示され
る事を願います。(安心、安
全)

20 師崎地区

21 師崎地区

統合してしまえば各地域の、伝統とふれあう機会無くなってしまう。学校は学問だけ良ければいい
とは思わない。自分が産まれた所の場所、人間関係、他色々な事が大切な様な気がします。

22 師崎地区

新校舎を建設するなら、小学校の統合もあわせて考えてほしい。

23 師崎地区

新校舎を建てての統合が一
番安心して通うことができ
ます。

豊中に新校舎を建ててから
統合すれば良いと思う

内海中学校に行って、豊浜
中学校に行ってと、通う場
所が変わるのを2回経験する
子供と親はとても戸惑いま
す。

今の原案のままいくと、私の子供は2回、中学校が変わることになります。それは親としても戸惑
うし、心配になります。そんなに急いで統合しなくても、豊浜中学校に新校舎を開設してからでも
いいのでは、と思います。それと大井から内海に送り迎えをしようと思うととても大変です。災害
時にもすぐに行けないと思うと、不安しかありません。本当は地元の中学校に通えたらと思います
が、それか叶わないならせめて近くの豊浜中学校が良いです。

24 師崎地区

早く統合してほしいです。頑張って下さい。

いつかは統合するのだけ
ど、その年の受験生はかわ
いそうだと思う。(急に環境
25 師崎地区
がかわるのは子どもにとっ
て不安要素がたかいと思
う。）

このような時なので難しいとは思いますが、統合前に他校との交流がもてると、子どもたちの不安
もやわらぐと思います。

26 師崎地区 できれば遅く
27 師崎地区

豊浜中学校

そのままで
山の近くにある学校は、地ばんが大丈夫でしょうか?
この原案の通りに進行していったら、現在小学5年生の師崎小、大井小の子どもたちが小6で小学校
の統合、中1で第一段階での中学校の統合を連続して経験することになると思います。環境や人間
関係の変化等、子どもながらにも負担を感じることもあると思います。そのことへの配慮をきちん
としてもらいたいと思います。

28 師崎地区

29 師崎地区

第2段階の案には賛成だが第
1段階の案には反対
統合は、いつかはしなければいけなくなると思うのでどのタイミングで行っても良いと思いますし
師崎中学校がなくなるのも仕方のないことだと思います。第一に、子どもを安全に通り出せる交通
手段をしっかりと手配していただきたいです。
皆さんが最善をつくし、考えてくれた結果に参同します

30 師崎地区
31 師崎地区
第1段階を抜きにして、令和
10年より前に新校舎を建設 町の中心なら原案がよいで
32 師崎地区
して、移動、引っこしは1回 しょうか
がよいのでは
33 師崎地区 令和5年4月
豊浜
34 師崎地区
35 師崎地区

豊浜中を残したまま、新校
舎建設は難しいのか?
内海→豊浜と地区をかえない方がいいかなと思う。
子供の人数が少なくなって、部活動とか困る事もたくさんあるので、統合する事は自然な流れなの
かなと思います。ただ少ない人数の中での良さもあると思うから、今のままでもいいのかなとも思
います。
早い段階で決定して頂きたい。

○師崎地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

設問4（2）
「統合校の場所」

設問4（3）
「統合の方法」

設問4（4）
その他意見

設問6
その他、中学校再編について

36 師崎地区

再編については理解し、納得できたと思います。授業参観などは、すぐに行って戻ってこれる所で
はなくなってしまうため、仕事の合間をぬって行くことができなくなるのが残念です。(できる限
り参加していくつもりですが)

自分の子が3年の時に統合予
定だが、いざ統合した時に
至らない所がないか心配。3
年生は受験の大切な時期な
37 師崎地区
ので、全く問題が発生しな
いのならよいが、そうでな
いなら万全な状態になって
から合併してほしい。

統合自体は賛成ですが本当に自分の子が3年生の時はやめてほしかった。他の域に移る事によって
先生もガラっとかわってしまうだろうし、校風も学校によってだいぶ違うだろうし。交流会を多め
にしたり、他校で授業を受けてくるとか練習期間も設けてほしい。

38 師崎地区

皆の理解がおおむね得られ
た段階で。

子どもの数が減っているので、統合は仕方ない事ですし、子どもの為に良い事とは思います。ただ
中学3年に統合する子どもは受験などと重なり、少しかわいそうに思うので、その辺の子どもへの
配慮をお願いしたいと思います。

どこでも良いです。

時間がないのでそれまでに
意見がまとまるのかなと思 できれば真中の豊浜がい
39 師崎地区 う。個人的には、中3の時期 い。内海は遠い。駅が近い
に統合となるので環境の変 という点はいいんですが。
化に不安。

統合するなら両島も同じタ
イミングが望ましい。

通学方法を詳しく知りたいです。制服や体そう服などどうなりますか。

息子が中3で統合できれば良いと考えています。保育所に入園してから中学卒業まで12年間、ほぼ
同じメンバーで過ごしてきて少人数での良さもありましたが、上の子や他の卒業生の多くは卒業後
の友人づくりなど、規模の違いにとまどい社会に出てからの苦労が多い様に感じてきました。町内
の違う地域の子たちと関わって生活する中で色々と学べることを楽しみにしています。よろしくお
願いします。

40 師崎地区

早くから話が出ていたのだ
41 師崎地区 からもう少し早くしてほし
かった
42 師崎地区

意見が出る度コロコロ変わって分かりづらい。さっさと決めてほしい。
中学校を統合するのではなく、地域毎に、小中学校を統合する。小中一貫校にする。
中学校の統合は環境が変わるだけでなく、勉強、人間関係で進路に影響がとてもあると思います。
もう少し、先にしてほしいです。
今和5年の統合に賛成。今の中1が中3になった時なので。クラブを通じての友だちがある学年なの
で、横のつながりが少しでもあるうちに統合してほしい。それに先がけ、部活の合同も早くすすめ
てほしい。中学生活で部活は大きいので、みんなの選択肢を増やすことを少しでも早くしてほしい
と思う。

43 師崎地区 令和5年は早いです。

44 師崎地区
令和5年だと子供が中3にな
るので微妙
令和4年度からの小学生達と
46 師崎地区 2年～６年生がバス通学に慣
れた時期
45 師崎地区

47 師崎地区

大井からだと豊中希望(バス
は出してほしい)
安全な場所ならどこでもい
い。なるべく新校舎を建設
してからがよい。

第1段階だと自分の子供が3
年になる年なので反対です

48 師崎地区
どうせ新しく建てるなら第1
段階いらない、ムダ。第２
段階のタイミングで一気に
49 師崎地区 全校統合した方がいいと思
う。それまでに制服や
ジャージなどを町で統一し
たりすればよい。

子供の数が減ってきてるのは事実なので統合はやむをえないと思います。しかし、ある程度みなさ
んが納得できるような形でやってもらいたいです。
ムダが多いから

○師崎地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

早い方が望ましいが、制服
や教育方針など急に変更さ
れることで安心した学校生
活が送れるのか不安なの
50 師崎地区
で、現中学生が在学中はよ
くないと思う。今の１年生
が卒業後の令和６年がよ
い。

設問4（2）
「統合校の場所」

設問4（3）
「統合の方法」

設問4（4）
その他意見

南知多町の中央に位置する
豊浜地区が良い。なぜ、端
の内海にしたいと思うのか
理解しがたい。平等性が大
切だと思う。

リモート学習などを使い、3
できるだけ多くの生徒が安
校が合同でできる機会を早
全に自転車通学ができるよ
めに増やしてほしい。場所
うに、通学路の整備をした
だけではなく、人の交流を
上で3校を統合してほしい。
考えてほしい。

51 師崎地区

中学校については、人数が少ないことによるデメリットも多いので、できるだけ早く、3校の統合
は進めてほしい。でも、早ければよいわけではなく、長期的な見通しも必要なため、安易に進めて
ほしくはない。あくまで町全体の平等性、地理的なこと、安全性のこと、多くの住民が納得の行く
計画をお願いしたい。どうしても内海中にもっていきたいという強行さがとても気にかかる。豊中
はもともと大人数に対応していた学校なので、できるだけ、現在のものを利用することはできない
のか?
早く統合して欲しいです

新校舎を建設してからの統
合でいいのでは？

52 師崎地区

内海に行くことになるなら
53 師崎地区 あと2年では現実的ではない
うちは統合反対

なぜ内海なのか。内海か豊
浜個人で選ばせてほしい。 島も入ってないのに。
ムリに1つにする必要はない

島の子供たちも一緒に統合する時に1つの中学校にすればいい。うちは豊浜に行かせたいので、一
人一人個人でどちらか選べるようにしてください。それまでは内海抜きの豊浜・師崎だけにしてく
ださい。ムりに１つにする理由とどうしても内海にしたい意味が分からない。土砂崩れで何か起き
たときどうするのか、具体的にあげて見せてくださいよ。

南知多町の真ん中は豊浜な
ので１段階の内海はいらな
いと思います。

54 師崎地区
まだ確定していないのに、
令和5年は無理だと思いま
55 師崎地区 す。決定してから早くても2
～3年のうちにできればして
ほしいです。
56 師崎地区 令和5年

新しい場所

地元意識が強いため、今あ
る学校での統合ですと意見
がまとまらなくなる。

時期や場所についてはちゃ
57 師崎地区 んと準備など話し合いがで
きていればよい。

ちゃんと準備など話し合い
などができていれば、良
い。

私は、通う事になる本人、
子供達が、納得して通える
ようにしてほしいです。

58 師崎地区

豊浜は、道も狭いし山の上
なので通学が大変そう。

スクールバスが出ると思い
ますが、その説明がほしい
です。登下校で何時頃何本
出すのかとか知りたいで
す。

・統合前に制服を購入した場合は、買いなおすのか、どうするのか?
・スクールバスについての説明(時間、集合場所、何本出るのか(朝と帰り))
・朝部がある場合のスクールバスは出してもらえるのか?車がない方、朝早く仕いく方、困難にな
るのでぜひ開きたいです。

話し合いの場ですが、年代
により、熱くなる人が居
て、私たち、子どもの親が
意見を言いづらい。

どんどん住みにくくなっている南知多町。魅力もなくなりつつあります。子供たちの未来のために
も、学校だけでも、楽しく過ごせるようにして欲しいです。子供たちにも、南知多の良さが伝わる
ように。それがまた、この先の南知多町につながって行くと思います。
保護者だけでなく、通う事になる本人、子供達の意見を取り入れるべきだと思う。子供達が、理解
して通えるような説明をする必要が、あると思う。

子供の人数の少なさにびっくりしました。スクールバス利用など考えないといけない事だらけです
が内海中での統合に賛成です。長期の放課後児童クラブについてですが、自営の親が多い地域なの
に入れないのはどうかと思います。南知多地域に合わせた、児童クラブにしてほしいです。自営の
方は本当に大変です。子供の世話ができません。これから児童が少なくなると、児童クラブの大切
さが重要になってきます。
いちいち反対の人ばかり意見を気にする必要ない。子供達の目線で考えてほしい。
小学校・中学校どちらもエアコン設置する前に動いてほしかった

59 師崎地区

60 師崎地区
61 師崎地区
現在の在校生が卒業してか
らがいいのでは、令和４年
62 師崎地区 入学の子達は最初から統合
校のジャージと制服購入
で。

令和10年～豊浜は不更だと
思う。駅に近い内海を利用
した後なら余計にそう感じ
ると思います。

駅に近い内海を利用した後
なら余計にそう感じると思
います

令和5年の統合には反対です。令和6年からがいいと思います。統合に向けて令和4年に中学入学す
る子には最初から統合校のジャージ、制服・カバンなど使って統合を意識してもらって、令和5年
だと現中1の子はジャージも3校バラバラで寄せ集められた印象で統合校に愛着がわかないと思う。
学校に通う子供達の事を一番に最善の統合になる事を願っています。自分中心の考えになる保護者
がいなくなる事を祈ります。

63 師崎地区
64 師崎地区

設問6
その他、中学校再編について

令和5年に統合できるのか?
急きすぎではないか。

不便そう

○師崎地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

設問4（2）
「統合校の場所」

65 師崎地区

新しい場所への建設(旧新運
動公園)にすれば両島の生徒
もまだ通いやすいのではな
いか

66 師崎地区 早ければ早いほど良い

どこでも良いが子供達の通
学をスムーズにしてほし
い。それが一番。

ある程度の議論も意見を聞
くのも大切ですが、町長や
役場の方の子供たちのため
にこうしたいんだという強
い思いリーダーシップも大
67 師崎地区 切だと思います。説明会に
参加しましたが、質問に答
えている様子も説明にも、
子供たちのためにというよ
り、予算や都合を考えてい
るのだなと感じました。

設問4（3）
「統合の方法」

設問4（4）
その他意見

設問6
その他、中学校再編について

バスの台数、公共交通へのアクセスは増やしてもらえばいいと思います。子供も減っている。新し
くこちらに移住してくる人も少ないので他町、他県に住んでいる人にアピールできるような中学校
ができればいいと思う。学校はもちろんだが、災害時に役立つ所でもあってほしい。(炊き出しで
きる場所など)生徒も災害のための知識をもって、いざというときには役に立てる存在になってく
れると頼もしいです。
経費がなるべく少なく、ス
ムーズにできる方法を一番
に考えて最善の方法で取り
組んでもらいたい。

ブレずに基本の方針をつら
ぬいてほしい。

このアンケートは何回目ですか?毎回毎回同じようなアンケートを取ったところで何も進んでない
ように感じます。もっと前向きに実行力をもって学校を統合したいなら動いてほしいと思います。
皆の意見も大切ですが、意見ばかり聞いていては、何もすすみません。

