○豊浜地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

1 豊浜地区 早めの統合を希望

設問4（2）
「統合校の場所」

設問4（3）
「統合の方法」

通学路の整備 もう少し検
討 スクールバス希望（ど
こであれ）

問題なし

設問4（4）
その他意見

通学路の整備、街灯、ガードレールなどの舗装。
統合後の中学校に質の高い教育ができることを一番に望みます。一番大切なのは、良い先生、その
先生たちが質の高い教育を展開できる環境を望みます。

2 豊浜地区
通学面を考えると島はその
ままでも良いのではない
か。遠隔授業を日頃から取
り入れる形で、接点や交流
はもてるようにする。

3 豊浜地区

町内の中央にあり、津波を
心配した時豊中が高台にあ
りBest

6 豊浜地区

費用をおさえて考えていて
くれると感じた

小人数では中学でのスポーツをやるにも人不足でやれないなど制限されることも多いのでは 特に
心配するのがコミュニケーション能力不足にならないか、社会に出ると人の前で自分の想い伝えな
ければならない場面が必要だから統合には賛成です

スクールバスを増やしてく
れれば地元じゃなくても不
安はへると思います。海っ
子バスを使うのであれば通
学専用などにしてほしいで
す。時間でくぎるなど。

子供が少なくなるのは仕方ないですが、子供達が困ったりする事がないよう考えていただきたいで
す。大人の都合で決めるのではなく、あくまでも子供に合わせた流れになっていってくれたら願っ
ています。

岐阜市立草潤中学校などの前例を元に、新しい学校のスタイルを取り入れて、学校作りをして下さ
い。

7 豊浜地区
8 豊浜地区
9 豊浜地区 いつでもいいと思う

現豊浜中用地

確実に新校舎をたてるなら
賛成です。
R10までそのままでいいと思 内中も豊中も古いから建て
う
かえたらいいと思う
段階を2つに分けた事と、最終的に子供にとって安全で通学利便性を考慮し、豊浜に新校舎を建て
る案がとてもいいと思いました。

10 豊浜地区
11 豊浜地区 新校舎建設時
12 豊浜地区 できるだけ早いほうがよい

豊浜

新校舎ができるまではそれ
ぞれの地区の学校にかよえ
ばいいと思います。
原案のとおりで良いと思い
ます。

13 豊浜地区

バスは、たいへんである。なるべく歩かせて、登校させたい
多感な年頃の統合は子どもたちに負担がかかります。環境に適応できるよう、早い決断をして頂
き、統合へ向けての交流会などをして頂きたいです。
子供たちが安全に通えて、勉強できることが大前提であるため、学校だけではなく、道路等も必要
があれば、整備するべきだと思う。

第２段階をもう少しはやく
14 豊浜地区
して欲しいです。
15 豊浜地区
丁度、中学が内海と豊浜に
かかる時期になるので3年の
間に移動させることになっ
16 豊浜地区 てしまう。（早めても遅め
てもそういう学年が出てき
てしまうので仕方ないこと
だと思いますが・・・。）

町の現状からいってこの原案で良いと思います。新校舎を、子どもたちが過ごしやすい設計にした
り、通学をしやすくしたり・・そっちの方が大切かなと思いました。いろいろな意見があるかと思
いますが、全ては”子どもたちのため”よろしくお願いします。

南知多町は島が2つあり、その中で少子化も進んでいるのでとても難しい問題でもありますよね。
でも学校に通うのはあくまで子ども達なので、子ども達の負担にならないように、また中学生は思
春期まっただなかで多感な時期でもあるので、その中で子ども達にとってよりよい経験や思い出が
たくさんできるような環境を整えていけるように考えていくべきだと思います。

4 豊浜地区

内海での仮統合準備期間、
5 豊浜地区 豊浜への新校舎建設期間を
見据えると適切である

設問6
その他、中学校再編について

内海に統合したら、そのま
まということもあるので
しょうか?豊浜に新校舎を建
てるのは確定でしょうか?

○豊浜地区（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

以前の資料よりわかりやすい資料でよかった。また、前回の意見も考慮されていて、検討しやすい
と思えました。
原案通りに現実してほしい!

17 豊浜地区
18 豊浜地区
19 豊浜地区

住民からの意見は大事だが、意見に振り回されすぎては進めないので案が決まっているのなら進め
ていけばいいと思う。少子化がどんどん進んでいくのでコスト面でも早く統合を目指し、南知多町
の財政面を考慮すべき。統合により地域が寂しくならないよう配慮が必要。

第2段階の新校舎建設の具体
的な予算計画や建設スケ
ジュール等を示してほし
20 豊浜地区
い。予算がない、第2段階は
白紙にもどす、とならない
か不安。

登下校時の安全性、災害発生時の安全を確保、全地域からの通学の利便性を特にお願いしたいで
す。

21 豊浜地区

人口が減っていく中で、子供達にとって集団生活に慣れてほしいので、総合して集団生活になれ
ば、クラス替えも出来るし、高校へ行ってもすんなり生活できると思います。

新校舎ができてから(豊浜中
学校の生徒は、内海まで遠
22 豊浜地区
豊浜
い）統合への学校整備をよ
り整えてから

統合による移動を2回経験しないように・・・と原案下の米印にあるが、どこかの学年は、中学校3
年のうち内海→新校舎と中学校入学と1~3年のうち2回経験することになる。環境ががらりとかわる
中学校で2回は子どもの負担が増えることになると思うのでそこも考えてほしい。

内海→豊浜統合校ではな
く、新設校のみの統合

豊浜地区で良いとは思うの
ですが、現豊浜中の位置は
土地の広さに限度があるの
で将来的なことを考える
と、総合体育館付近に建て
たらどうかと思う。グラウ
ンドの広さだけでなく駐車
場も広さがあった方がよい
のではないか?

23 豊浜地区

豊浜で行なわれた、R2年の
意見交換会に、2度行ったが
意見を述べても、内海を肯 現状、日本は、未曾有の災害で多くの人が亡くなっている。土砂災害危険区域の内海中に、なぜ、
定し、豊浜を否定するよう このタイミングで、統合中学校にするのか?大切な命を守る為、直ちにより安全な豊浜中に移動す
な回答が多くて、豊浜の
るべきである。
方々は怒っているだけだっ
た。

第1段階の内海中ではなく、
豊浜中か師崎中にするべ
き。

24 豊浜地区

統合については、賛成です。部活動の種類が増えたり、クラス替えができる。場所は豊浜新校舎を
希望しますが、子供達にはあまり関係なくなる。

25 豊浜地区
26 豊浜地区 令和5年では早すぎる

安全を考えたら豊浜が望ま
しい。

対象校は原案に賛成

27 豊浜地区

内海でも豊浜でも良い

納得できればどちらの統合
でも良い

28 豊浜地区

一度内海にする意味がわか
らない。

今までも色々な意見をして話しあいをしてきていると思います。納得の出来る再編なら良いと思い
ます。今までの中学校がなくなるのはさみしいですが、少子化などを考えるとどこかでやらなけれ
ばいけないのかと思います

最初から豊浜でいい。

内海は津波の心配があるので絶対にいやです。

29 豊浜地区

生徒の生活環境を保全するうえで、維持することが望ましい基準

30 豊浜地区
31 豊浜地区 早目で

どちらでも

新校舎を建設するのであれ
ば妥当だと思います。
早くした方が子供達のため
になる

○豊浜地区（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」

師崎の方が2度、統合を経験
しないようにするために
32 豊浜地区
は、令和5年度での統合はし
かたないと思います。

どの場所にしても反対意見
がでてしまうので、ある程
度は町がリードして決めた
ほうがよいと思います。

財政面を考えてのこの原案
は良いと思います。ただ内
海の仮校舎から豊浜の新校
舎へ変わる時の子と親はい
ろいろ不安もあると思いま
す。

33 豊浜地区 令和

豊浜がよい。師崎からの通
学は遠すぎるし内海中の校
舎は豊浜中校舎より古いの
でR10までもつのかわからな
い。

設問4（4）
その他意見

通学のバスは、なるべく平等に、見放されてしまう地区がでてしまわないようにお願いしたいで
す。統合は大変な事案ですが、子ども達が健やかな学校生活を送れるようにすることが一番大事だ
と思うので、地域の大人や学校、家庭等で協力して統合がうまくいくよう願っています。

34 豊浜地区

子供達が元気に楽しく学校へ行ければそれでいいです。

35 豊浜地区 賛成です

私の子供はこの計画でいく
と、内海中にかよう事にな
ります。本当は、私も子供
も豊浜での中学生活を送り
たいと願っていました。豊
浜から、さらに師崎大井の
令和5~10年度かよう事にな
る子供、親は大変だと思う
ので、この事については、
もう少し何とかならないか
なと思います。豊浜です
と、内海、師崎大井の中間
にあり、島から将来的にか
よう事を考えると一番よい
場所と思います。

準備ができるなら第1・第2
36 豊浜地区 段階とも早くしてよいと考
える。

豊浜中用地についてのグラ
ンドの用地取扱いについ
て、同時進行で進めて頂
き、まとまった案ができ次
第、住民に提示してほし
い。

38 豊浜地区 早い方が良い

豊浜から内海に通う事になると思いますが、何とかがんばりたいと思っています。しかし、将来的
の事を考え、豊浜に新しい中学校を作る、そして、南知多の子供が新しい学校へ通うという事は、
変えないでください。思っている以上に子供の数は少なくなっていますね、早い段かいでいっしょ
になった方がいいと思いますので、令和5年には統合には賛成です。いろいろと思う事はあります
が、この案で進められたらいいのではないかと思います。どこかで決断してやらなければ、前に進
む事が出来ません。将来をになう南知多の子供たちのために、よろしくお願いします。

移転の間隔はあえて3年以上
あけなくても生徒の毎日の
通学を考慮して準備でき次
第、移転としてもよいと考
える。ただ新校舎建設期間
はかかると思います
が・・・
内海中で統合せず、なるべ
く早く新校舎を建設した方
が、効率も良いし、子供た
ちの負担も少ないと思いま
す。

新校舎を建設するのであれ
37 豊浜地区 ば第1段階はなしで、良いの
ではないか。

新校舎を建設すると言っ
て、やっぱりやらないとな
らないか、心配です。

もし統合する場合、海っ子バスのバス停まで歩くと30分ほどかかるので、バス停近くに自転車置き
場を用意してほしい。

新校舎ができるまでどれく
制服はどうなりますか?
らい(日にち)かかりますか?

豊浜中学校

39 豊浜地区

40 豊浜地区

設問6
その他、中学校再編について

早急に統合してほしいです。
総合するなら、師中の生徒
も、部活など幅が広がっ
て、経験や、進学するまで
に、学友が増えるので早め
がいいのでは!?

新校舎をたてるなら、前倒
しで進めればいいと思う。

41 豊浜地区 すぐにでも

豊浜

南知多町全中学

少しでも早く統合して下さい。

○豊浜地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

42 豊浜地区 令和5年度

新校舎を建てる事が決定し
てからか、統合先が豊浜に
43 豊浜地区 決定してからそこまで早い
時期での統合は望んでいな
い。

44 豊浜地区

設問4（2）
「統合校の場所」

設問4（3）
「統合の方法」

現豊浜中学校を活用する。
新校舎建設は税金がかかる
ため、絶対に反対!!

現豊浜中学校を活用して、
統合する

豊浜以外に考えられない。
豊浜に新校舎を建てるのは
賛成です。

設問6
その他、中学校再編について

まずは新校舎の決定。それ
が決まれば豊浜で統合、も
しくは新校舎ができるまで
は統合を見送る。

新校舎ができるまでは豊浜に仮校舎を建てるか、プレハブ校舎でもいい。経費が安くすむのであれ
ば新校舎ができるまでは統合しなくてもいい。あれだけ内海中学校での統合に反対意見が出たのに
内海中学校に行く事は理解できない。内海中学校に通って災害に巻き込まれたらどうしてくれます
か?災害時に迎えに行けるのかもとても不安。今までたくさん意見をもらった意味が全くない。経
費削減は理解できるが、内海中学校が統合場所の案に入っているのは理解できない。新校舎が決定
していないのに内海中学校に行ったら、経費がない事等を理由に、そのまま内海に残される可能性
だってある。まずは新校舎を決定して、それと同時に新校舎の建設期間中の豊浜中学校をどうする
かを考えてほしい。豊浜の生徒、保護者にどうしたいかを聞いて決定してほしい。中学校在学中に
する移転経験を1回にするとあるが、大井の子は小学校でも移転し、中学校でも移転する事になる!
内海に行かずに最初から豊浜にしてあげたほうがいいと思う。今の状況を考えたら第1段階で豊浜
に新校舎建設を決定してください。

なるべく早く新校舎で過ご
せるようにしてほしい。

部活動も総合体育館や町のグラウンドを活用するなどしてほしい。スクールバスなど通学に不便が
ないようにお願いしたいです。

統合の時期をもう少し伸ば
45 豊浜地区 してほしい。あと2年しかな いいと思う。
い。
46 豊浜地区

新校舎ができてからの統
合。新校舎ができるまでは
部活だけ統合してほしい。

設問4（4）
その他意見

内海に統合はR6年、豊浜に
統合をR9年にしてほしい

最終豊浜

総合するのであれば、5中同
時に実施すべきだと思う。
原案のままでよい

時間をかけて考えてほしい。
第2段階の統合場所が豊浜な 内海中に通う場合、バスでの通学になると思うが、通学中のバスに一般人が乗って来るのは怖い。
ら問題なし
車での登下校の場合はガソリン代等自己負担ですか!?

47 豊浜地区

統合に伴い制服変更など経済的負担がかからないようお願いしたい。

48 豊浜地区 早くしたほうがよい。
49 豊浜地区

豊浜中用地に新校舎が建設
したら。

豊浜

新校舎は、他の所より移住を考えている方が見てもいいと思える様な校舎にして欲しい。お金がな
いなら新しい発想でお金を集める、勉強も必要。新しいことは、すぐに反対する意識が問題。

原案でよいと思う。

豊浜中

ずっと1クラスなので、統合には賛成です。
小、中統合について親の意見は多々聞いてくれてますが子供達の意見はどうなんだろう?と思いま
した。1クラスでの生活しか体験してないので想像が難しいかもですが・・・。今の高校生以上は1
クラスでの生活から高校に入学後どうだったのか意見をきいてみるのもいいのかなと思いました。
対人関係について・・・。私自身は中学時代1学年400人以上の学校におり、3年間顔も名前も知ら
ない同級生がいるくらいだったので、保育園から中学までメンバーが変わらない環境はつまらない
なぁと思います。新しい対人関係を作る行為を小さい頃に体験できず大人になってから上手にでき
るかな?と心配にもなります。通学方法は美浜も統合校になるので参考にしたらいいと思います。
財政的に違いがあるかもですが・・・。

50 豊浜地区

51 豊浜地区 令和10年まで待つ。
統合時期で難しいとは思い
ますが、中学校2年生、3年
52 豊浜地区
生で学校が移動するのに少
し不安がある。
53 豊浜地区
54 豊浜地区
55 豊浜地区

内海、豊浜、師崎、(2島は
豊浜(南知多町の地理的中心
保護者の理解を得たうえ
地のため)
で）

誰しも自分が生活している
地区に統合してほしいと思
うのは当然のこと。

どうしても統合したいのであれば地理的中心地である豊浜。令和5年にわざわざ内海に統合しなく
ても10年まで待てばいい。少人数で学力に不安があるようなら塾に通えばいいし、スポーツ選手を
志すのならば民間のクラブへ通えばいい。

すぐにでも統合してほしい
それぞれの立場から意見されると思いますので、集約されるのもご苦労が多いことと思います。あ
りがとうございます。とにかく安全で、安心できる教育の場を与えてくださることを望みます。今
後ともよろしくお願い致します。
新しいことへの取り組みは何かと大変とは思いますが、よろしくお願いします。

○豊浜地区（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」

56 豊浜地区 異論はない

異論はない

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

異論はない

豊浜中用地に新校舎を建設
するとありますが予算は大
丈夫なのでしょうか?それが
ベストであれば異論はあり
ません。

来年中学生になる子どもの親ですが、中学のジャージやカバンなど、統合にむけて早目の方針を出
してほしいです。統合されたあと、各校のバラバラジャージのまますごすのか、統合前から「南知
多（仮）」など、町内統合ジャージを用意するのか。それとも、中学2年生時（令和5年）で買い替
えなのか。
どの場所でもいいので、早急に統合して欲しい。勉強もスポーツも競うことは必要だと思うので。
高校に行ってから、友達作りが下手で苦悩することも多いので。

57 豊浜地区
新校舎建設の案があるのな
ら、内海に統合せず、まず
新校舎を建て始めれば良い
と思う

58 豊浜地区

59 豊浜地区 令和10年までに

豊浜

新しい校舎を建設する

近い将来必ず地震(津波)が
来るので高台にこしたこと
はない

豊浜に新しい校舎を建てる際、まわりの山を少しきり開き、グランドを広くする事はできないの
か?

新校舎を建設するならしっ
もう少し後が良い！(個人的
かりと安全安心な場所に建
な意見です)
てて欲しい。
61 豊浜地区
内海
60 豊浜地区

62 豊浜地区

統合には大賛成です。令和5年とは言わずに今すぐにでもしてほしいです。子供達の勉強にして
も、部活にしても、もっと競い合ったりしてほしい。部活でも、やりたい部活がなくて、しぶしぶ
…となる子もいます。親としては、それが辛いです。中学校生活を今よりも、もっと楽しんでほし
い。反対する人がよく分かりません。まずは子供の事を考えて欲しいです。

63 豊浜地区

バス通学をすることになると思うので、バス停の場所は安全で乗り降りしやすいところがよい。
新校舎を建設しなくても、
内海中学校をずっと使えば
いいと思う。

64 豊浜地区

子供達の学上向上や、部活の選択が増える為に統合は賛成です。中学生の受験は増々厳しくなって
くると思いますが、高校の推薦枠が統合した後、減らない様お願いします。ジャージや制服、でき
れば今のものが使えるように猶予期間を作って欲しい。

65 豊浜地区
66 豊浜地区

新校舎完成までに時間がか
かりすぎである。
難しいことだとは思いますが、どの地区の方も納得できる結果になってからの統合をお願いしたい
です。子供達が楽しく通える事を一番にお願いします。
子供の数が減っているので、早期統合してほしい。

67 豊浜地区
68 豊浜地区
統合の時期は後2年しかない 内海の裏の山が土砂災害区
69 豊浜地区 ので反対です。まだなにも 域がすごく気になるからで
決まってないのに…..
す。
70 豊浜地区 未定
71 豊浜地区 2年後

R.5

72 豊浜地区
73 豊浜地区 いつでも

74 豊浜地区

75 豊浜地区

第1段階 令和5年度賛成
2段階 令和7年度

豊浜中学校
豊浜
交通の便などを考えると内
海中学が良いと思う。
豊浜
内海中学校は災害時の不安
が大きいので、同一生徒が
第
移転経験を2回してでも、で
きるかぎり早く新校舎を準
備してほしい。
統合校の内海中は海が近い
為、反対である。

島は保護者の理解が得られ
た投階で統合ってなってま
すが、豊浜、内海、師崎の
保護者の理解は得られてい
るのか
中学校統合ではなく、小中一貫校にしては、どうか。

新校舎グラウンドは少子化
今から計画すれば、もっと
なので現在の規模で整備
早く移行できる。(早く移行
し、余分なコストをかける
すれば、長寿命化工事に掛
必要はない。⇒早く移行で
かるコストを抑えられる)
きる。

子どもが不安にならないように第2段階の時期も確定してほしい。第1段階で終わってしまうのでは
と心配。教育委員会が信用出来ない。

○豊浜地区（アンケート：設問４、６）
番
設問１
号

設問4（１）
「統合の時期」

時期を先に決めて準備が間
に合うか心配。まずは準備
76 豊浜地区 万端にして、いつからなら
統合出来るか目処がついた
ら時期を決める方がいい。

設問4（2）
「統合校の場所」

設問4（3）
「統合の方法」

災害で不安がある内海に行
きたくない。まだ豊浜の校
舎が使えるので、まず豊浜
へ統合。時期をみて、新築
の準備を始めるのがいい。

設問4（4）
その他意見

設問6
その他、中学校再編について

統合には賛成ですが、原案
には賛成出きない。

3年生は受験もあるので、環境の変化に振り回されたくない。内海中まで海っ子バスで通わせるの
はありえない。なぜスクールバスがいいという意見が沢山でてるのに反映されないのか?絶対に嫌
だ。総合体育館の駐車場に仮校舎を建てれば、体育も総合体育館でできる。その場合、統合時期は
新校舎完成後でもいいと思います。いつかは統合するのだから、部活動は来年にでも合同にしてほ
しい。合同チームでの大会出場も合わせて可能にしてほしい。子供に部活動の選択が出来る環境を
早く与えてほしい。
現在、小学生の子が特別支援クラスですが、統合されると特別支援のクラスは、どんな感じになる
のか、気になるので教えて頂きたいです。

77 豊浜地区
統合は早い時期(令和5年)が
望ましいと思っているが、
自分の子供が中3~の年にあ
たり大切な時期であるた
め、個人的な不安がある。
78 豊浜地区
各中学の学力の差、環境が
変わり、メンタルの部分で
不安定にならないか心配→
フォローは、対策はある
か？

内海でもよいが、地震津波
のことを思うと豊中が安
心。南知多の真ん中にあた
り、役場、総体に近い

興味のある部活がなく、えらべない不便さを感じている。保育所から同じメンバーで高校生活が不
安。内海で良いと思うが、生まれも豊浜の住民の理解をえるのは難しい？各地区の意見会を開くの
は逆効果に感じる。子供の人数をみると統合はさけられないと思うが、町議の方の意志を先に統一
しておかないと前回と同じような失敗を繰り返しそうで不安。

両島の理解がえられるなら
一斉に行いたい

すべての方が100%満足する原案は不可能と思います。大人の私利私欲を優先するのではなく、本当
の意味で(1日も早く統合し)子供たちの未来に繋がるよう進めることが大切と思います。各方面
と、調整されている職員の方々の御苦労は計り知れないものがあると思いますが、これからもどう
ぞよろしくお願い致します。

79 豊浜地区

予算の問題で新校舎建設が
頓控する（内海中のままで
終わる）ことのないように
遂行させて下さい。

80 豊浜地区

81 豊浜地区
82 豊浜地区
83 豊浜地区

豊浜中もしくは新たな地
現内海中の校舎を活用では
なく、豊浜中の活用を希
望。
内海中の校舎をずっと活用
すればよいと思う

内海中は津波が怖いのでやめてほしい

84 豊浜地区
85 豊浜地区 早くしてほしい

どこでもいい

86 豊浜地区

現豊浜中はグラウンドがせ
まいため人数がふえた事に
よる部活動等の多様化のさ
またげになる。防災対策は
内海中でも十分確保される
と思うのでそのまま内海中
でよいと思う。その点が改
善できるのであれば町の中
心部に位置するので新築し
てもよいかもしれない。た
だ坂道問題はあると思いま
す。現在でも木がそのうち
たおれるのではと心配で
す。

どのようでもよい

昨年の統合のアンケート(?)より資料も案も納得できるものでした。人間関係や視野を広めるため
にも、統合が実現するといいなと思っています。
どんな型であれ、話が出ている限り早く統合をすすめてほしい。両島や師崎地区の状況を考慮する
のはいいが、豊浜と内海だけでも早く統合すればよい。

住民感情等様々意見あるかと思いますが優先すべきは子供の利益です。通学方法もけんとうすべき
です。スクールバスで通える子と海っ子バスを利用しなくてはいけない子がいるのは不平等かと思
います。

○豊浜地区（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（4）
その他意見

設問6
その他、中学校再編について

まず内海中と豊浜中や、豊
浜中と師崎中みたいに、2校
から統合してみてはどうで
しょうか?

87 豊浜地区

88 豊浜地区

設問4（3）
「統合の方法」

豊浜中学校が良いと思う。
災害等を考えると。

豊浜からだと師崎中学校の
方の近いです。移動時間の
時期はまだきめてほしくな
問題はどうなってるのです
いです。時期反対。令和5年
89 豊浜地区
か。スクールバスですか。
4月は、なぜ内海中学校です
豊浜中に新校舎は、決定な
か?
のですか。通学の問題は、
かいけつしてるのですか。

90 豊浜地区 令和5年
いまの豊中の位置はだめ
91 豊浜地区 新校舎が出来た時点
豊浜
「令和5年4月に」となる
92 豊浜地区 と、中学3年生。受験生での 近くに越したことはない
環境の変化は避けたい

なぜ内海中学校にしたいのか?本当の理由は何ですか?

初めて聞くお話しでくわし
くお話し聞きたいです。

・内海の方は、そのままでよいとのお話が多かったので、4中学校の案もありますか?(内海、篠
島、日間賀、新校舎の豊浜）※小学校にもアンケートをお願いします。
・子どもたちの通学のふたんをかんがえると!!、師崎と豊浜の統合には、(スクールバスでかよえ
新校舎建設は、とてもうれ
ば)賛成です。
しいです。建てるのをもっ
・仮校舎をつくるに賛成。
と早く2年では、建てれない
・新校舎賛成です。どの学校もふるくなってきているので。うれしいです。山の上は、うれしいで
のですか?移転の間隔を３年
す。
以上は２年でも４月にすれ
・新校舎と統合を平行して進めてほしいです。学校を建てるのに５年もかかるのは、ゆっくりつく
ば１回するだけですみませ
るのかな？
んか。半年で建てれるのな
・委員会の人が津波は来ないと言っていたので、来ないと言っていると来ると思うので心配です。
ら、仮校舎でもよいとも思
・まず新校舎を建て直す話から進めて、建て直すため仮校舎に移動するに賛成です。
います。みんなの意見きき
・新校舎を建てるあいだ、交流もかねて、師崎、内海どちらに通ってもよいにはならないのか？早
たいです。
く統合しても、すぐ新校舎を作り出さなきゃ賛成はできない。意味が分からない？です。心配で
す。
・豊中の２つの山道を広げてほしいです。バスでもかんたんにとおれる。車でも！！

もう少し話し合いをした方がいいのでは
色々書いてしまいましたが、いつかは統合せざるを得ないとわかっています。どのタイミングであ
れ、どの方法であれ、町や教育委員会、学校の先生方が考えに考えた答えが正しいのだと思いま
す。

