
「まちづくりと公共施設の将来を考えるワークショップ」
三谷地区（三谷中学校区）、蒲郡南地区（蒲郡中学校区）資料

学校区についてのアンケート回答集計結果

【アンケートの概要】

１ 実施期間 平成３１年１月７日配付 ～ 平成３１年１月１６日までに回収

２ 対 象 者 三谷町西区の内、竹島小学校区・蒲郡中学校区に該当する地域の中学校

第３学年以下の子ども（未就園児を含む）をもつ保護者

３ 対象者数 合計 １０５家庭

（内訳 蒲郡中26家庭 竹島小49家庭 保育園・郵送分30家庭）

４ 回 収 数 合計 ８８家庭

（内訳 蒲郡中22家庭 竹島小44家庭 保育園・郵送分22家庭）

５ 回 収 率 ８３．８％

６ 配付・回収方法

蒲郡中学校、竹島小学校、市内保育園に在籍する子どもの保護者には、

学校又は保育園を通じて配付・回収し、その他は郵送で配付・回収した。

平成３１年 １月１６日

蒲郡市教育委員会 学校教育課
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質問１

あなたのお子様には、どちらの学校に通わせたいと思いますか。

（思いましたか。）

全体集計

回収数（８８）

【１】 竹島小・蒲郡中

８１（９２％）

【２】 三谷小・三谷中

５（ ６％）

【３】 その他

２（ ２％）

蒲郡中・竹島小回収分 保育園・郵送回収分

回収数（６６） 回収数（２２）

【１】 竹島小・蒲郡中 ６４ 【１】 竹島小・蒲郡中 １７

【２】 三谷小・三谷中 ２ 【２】 三谷小・三谷中 ３

【３】 その他 ０ 【３】 その他 ２

・どちらでも良い

・どちらでも良い

【１】竹島小・蒲郡中

【２】三谷小・三谷中

【３】その他

【１】
【１】

【２】

【３】
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質問２ 質問１で回答いただいた内容についての理由をお聞かせください。

【１】 竹島小学校・蒲郡中学校 と回答した方の理由

★【蒲郡中・竹島小回収分】
■上の子も竹島小・蒲郡中でどちらもとってもよい学校ですので、竹島小・蒲郡中に通わ

せます。

■竹島小・蒲郡中学区だったから今の場所に引っ越してきました。三谷小・三谷中ならこ

こに住んでいません。

■竹島小は校風がよく穏やかな環境のため。蒲郡中は学力レベルが高く、先生たちの指導

が行き届いている。

■今さら、小学校区・中学校区を三谷町西区だからと変えられても子どもたちも既に友だ

ちがいるわけだからかわいそうだと思う。そもそも中学生ですが、お祭りには参加して

いません。三谷町西区だからといって学校区を変更されるくらいなら、そもそも三谷町

西区から抜けさせて欲しい。祭り第一で考えられない人もいることをもう少し考えて欲

しい。納得できません。

■自宅から一番近いから。

■通っている途中から校区が変わるのは（本人の意思ならともかく）友だちと離れてしま

うから。子どもにとって築いてきた友だちとの関係は大切だと思うから。三谷地区へ通

うのは、道も危ない所が多い。蒲郡中の方が近いのに、わざわざ自転車で遠くまで行か

せる必要がわからない。

■近いから。

■もともと竹島小学校区が良くて家をさがして見つけたのが、たまたま三谷地区だっただ

けなので、ずっと竹島小学校区に通わせたい。家から学校も近いのでこのままが良い。

■家から近く、通学中の安全面を第１に考えた為。

■この地区に住もうと家を建てることを決める時点で、小中学校は、近くにあるから・・

という思いをもって住み始めている。子供たちには、少しでも近くから通えるようにと

思うと、今の時点では、わざわざ遠くなる三谷地区へとは思えない。子供のいる世帯で

あれば、保育園→小学校→中学校はどこへというのは、当たり前のように住んでいる現

況の地区での考えはあるので、在学中から変更されることは誰もが反対するだろうと思

う。

■友達と楽しく過ごしているので、今の生活を続けさせてあげたいです。

■竹島小の方がグランドが広く施設が良い。三谷小は港に近く津波等を考えると危険であ

る。今後も人数が減少していく学校へは行かせたくない。（１学年２クラス以上はほし

い）

■三谷小学校、三谷中学校に通わせたくなかったので今の土地を買った。

■三谷中は大塚町側にあるので、通学が遠く困難だと思うから。
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■竹島小の方が近いし、家を建てる時から竹島で決めていました。今更変える必要がない。

■家から近いから。

■生徒の人数の多さです。

■登下校の距離を考えると選択肢１（竹島小・蒲郡中）が良い。学区を考えて住んでいる。

（家を建てている）

■小学校はどちらでもよい。中学校は自宅から近く平坦な道のりの蒲郡中がよい。

■家から近い。三谷小は子どもが少ない。

■私も小さい頃から三谷西区で竹島小へ通い蒲郡中に通学しました。住んでいる場所と共

に学校にも思い入れが深く、現在子どもたちを竹島小・蒲郡中に通わせています。三谷

小の人数が減ったからといって、学区を変えろというのは絶対に嫌です。上の子と下の

子の卒業学校が変わるのも嫌です。もし変わっても行かせません。

■行政区と学校区にズレがあるということを知ったのは数年前に西区の集会所で行われた

説明会でした。竹島小・蒲郡中学区ということで家を購入していたので寝耳に水の話で

驚いたのを覚えています。

■現在小学校４年生で支援学級で通常学級の子どもたちも一緒に学んできたので、障害を

知っている子どもたちと学んでいきたい。

■学校区をみて、竹島小学校・蒲郡中学校と確認してこちらに引っ越してきました。

■竹島小・蒲郡中の方が通いやすい。小学校卒業で友人と別れてしまうのは子どもがかわ

いそう。もし、竹島小がなくなったとしても東部小に通わせて蒲郡中に行かせたい。

■子どもが自宅から通いやすい、危険な場所もない。

■三谷小、三谷中は遠い。

■近いから。

■通学時間、距離共に選択肢１（竹島小・蒲郡中）の方が明らかに近いため、遠く坂のあ

る通学路を通わせるのは安全が心配。

■竹島小学校の方が近い。低学年のうちは学校が近い方が良いと思う。

■竹島小学校、蒲郡中学校の学校区だったので家を購入しました。今更変更されても、子

どもの環境が変わり、ストレスを与えることが心配です。

■我が家から竹小まで徒歩５分、蒲中まで１０分。三谷中となれば倍ではすまない（自転

車でも）。子どもの負担を考えて、ありえないと考えている。

■今現在通っていてとてもいい学校だと思っているから。いじめについて、しっかり学校

が考えていたり、学校に対してあまり不安がない。

■転校したくない。

■竹島小、蒲中の校区で土地を探して家を建てたため、変更されては困る。ここが西区で

あることを入居後に知った。三谷小、三谷中になるより、西区から外れる方が良い（地

域と学区の統一という意味で）。

■一番には近いから。学校への行き来での事故やトラブルは少ないので。

■子供の希望。

■竹島小に通える学区内で住居を選んだ為。

■今一緒に過ごしている仲間と、そのまま同じ中学校に通わせたい。市の勝手な都合で、

子供達の気持ちを無視する事はしないでほしい。中学から変更とは本当に心が痛む。そ
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れこそ、子供達の気持ちを一番に考えてほしい。もし、中学校から変更になってイジメ

とか発生した時、責任を取れないのは目に見えてる。全くもって反対！！竹島小学校、

蒲郡中学校！！

■現時点では竹島小に通っているので。三谷小は人数が少ないし・・・。

■竹島小学校で友達がたくさんできたので、このまま同じ仲間と蒲郡中学校で楽しんでも

らいたい。

■友達がいっぱいいるからです。

■単純に蒲郡中学校へ通わせたいために、保育園から蒲郡中学校区内に通っています。

■家が近いから。友達がいるので。

■自宅から近いため。

■現在、竹島小学校に通っていて、そのまま蒲郡中学校に友達といっしょに行かせたいか

ら。

■保育園からのお友達が選択肢１（竹島小・蒲郡中）の学区の子ばかりだから。

■家が近いから。

■今さらですか？三谷の人数が減ったからって、それはおかしいです。三谷小を分ければ

いい。

■竹島小・蒲郡中学区だったから今の自宅を購入したので、今から三谷小・三谷中に行け

と言われたら困ります。

■近いし、安全だから。

■どちらとも自宅から近く通いやすいため。

■家から小学校も近いし中学で友達と離れ離れになってしまうのはかわいそう。

■母校、距離の問題（特に三谷中は遠い）。

■竹島小・蒲中の方が近いから。

■通学のしやすさも含めて住む場所を決めたから。小中学校の人数（クラス数）も自分た

ちが子どもを置きたい環境だったから。

■今の現状に満足しているため

■祖母が竹島学区に居住しており、もともと同居予定だったために転校しなくて済む同じ

学区の賃貸に住んでいる。

■もともと家を建てる時に、竹島小学区を選んで土地を探したたため。

■途中で学校を変わるのは子どもの精神的によくない。生まれも育ちも違うところからき

て、蒲郡の生活をしている。やっと竹島小学校のことがわかってきているので、三谷に

はいけない。

■現在竹島小に通っているため変えたくない。

★【郵送・保育園回収分】
■現在の学校区をふまえて、家を購入した。夫婦共働きで、小学校、自宅、実家に丁度い

いところで考えたもの。三谷小になれば、通学も遠くなり、わざわざ遠方に通学させる

意味はないと考えます。通学は毎日のこと、行事（お祭り）はたまにのこと。毎日のこ

とを考えるべき。
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■近いから。

■自宅から近く、安全なため。そのために今の場所に住むことにしたというのもあります。

■自宅から近いのは竹島小・蒲郡中である。竹島小に進学を見据えて保育園も入れている

し、今さら三谷なんて考えられない。私自身も蒲中出身で他学区に通わせたくないので、

今の住所に家を建てたのに今さら三谷小・三谷中へ進学なんて言われても断固受け入れ

難い。わざわざ危険を冒して遠い学校に通学させるなんてあり得ない。

■竹島小学校、蒲郡中学校に通わせる目的で移住し、家も建てた。家を建てる際には役所

にこのアンケート内にある問題についても問い合わせてから建てた。

■蒲郡地区としての意識が強い。通学距離も短い。

■選択肢２は遠すぎる。大地震等の大規模災害時に帰宅困難となり、保護者が迎えに行く

のも厳しい状況になると予想します。

■学校と家の距離が近く、登下校の時の安全や時間が良くなること。万が一外で災害の時

には学校に逃げると子どもには言うはずなので近い選択肢１を選択します。

■近くに小学校があるのに、わざわざ遠くに通わせたいと思わない。

■家から近いため。

■家から近いから。

■近いため。

■竹島小・蒲郡中が近いため。行事やお迎えで親が学校へ行く時も助かる（下の子がいる

為）。遅くなった時に安心。

■自宅から近い。

■まだ未就園児の子どもがいて、私はここは竹島小学区と思い府相保育園を希望し内定が

もらえたからです。運動会など、車など使えない時を考えると近い方が楽かなと思いま

した。

■通学距離が近いから。

■祭りのことを考えると三谷の学校に通った方が良い。でも距離を考えると、竹島小・蒲

郡中の方がよい。

【２】 三谷小学校・三谷中学校 と回答した方の理由

★【蒲郡中・竹島小回収分】
■三谷中に入りたい部活があるから。三谷祭りや子ども会の行事で知らない子ばかりの中

で活動するので統一してもらいたい。

■住所が三谷で三谷中にいけないのはおかしい。三谷中じゃなく蒲中なら小学校のうちか

ら祭りも子ども会も竹島学区で活動させて欲しい。

★【郵送・保育園回収分】
■三谷祭りという伝統あるお祭りを続けていくためにも三谷に子どもが増えるといいなと

思います。

■子どもの学校区は竹島小学校・蒲郡中学校ですが、将来子どもが減少していくにつれて、
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いずれは見直さないといけないので、竹島小学校区の子どもたちが三谷小学校に行くの

は賛成ですが、通学路だけは事故がないように考えてもらいたいです。

■家からは蒲郡中学校の方が近いから安全面も考えるとその方が良いのですが、中学校は

自転車通学できるので賛成です。

【３】 その他 と回答した方の理由

★【蒲郡中・竹島小回収分】
なし

★【郵送・保育園回収分】
■「どちらでも良い」

蒲郡において人口増が難しいことは明白。目先の地域の繋がりを重要視する意見も見受

けられるが、長期的な目線で見れば小学校を含めた各施設の統廃合を進め、教育への資

源を集約させることが優先であると考える。そもそも、新住人にとって学校区と行政区

のズレを意識する機会は僅少である。結論。今回の議論についてはどちらでも良い。

■「どちらでも良いが竹島小なら蒲郡中。三谷小なら三谷中に通わせたい」

中学進学の時に、小学校内で分かれることになるのはかわいそうだから。中学校でも転

校生のようでよそ者感が出てしまいそう。

■行政区と学校区が異なることが問題だと思います。
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質問３ 質問１で【１】と答えた方のみにお尋ねします。

小学校は竹島小学校に通わせた場合に、中学進学時から三谷中学校に

通わせたいと思いますか。（思いましたか。）

全体集計

回収数（８１）

【１】 そう思う

１（１％）

【２】 そう思わない

７８（９６％）

【３】 その他

２（ ３％）

蒲郡中・竹島小回収分 保育園・郵送回収分

回収数（６４） 回収数（１７）

【１】 そう思う １ 【１】 そう思う ０

【２】 そう思わない ６１ 【２】 そう思わない １７

【３】 その他 ２ 【３】 その他 ０

・絶対嫌だ

・部活による

【２】そう思わない

【３】その他

【１】そう思う

【２】

【１】

【２】

【３】
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質問４ 質問３で回答いただいた内容についての理由をお聞かせください。

質問３：質問１で「竹島小・蒲郡中」と答えた方への質問「中学校は三谷中に通わせたいか」

【１】 そう思う（三谷中に通わせたい） と回答した方の理由

★【蒲郡中・竹島小回収分】
■祭りを通じ、上下のつながりが強くなるのはいいが、テスト期間でも練習に参加するな

ど勉強がおろそかになるような気がします。三谷学区に行くと抜けられないような気が

する。

★【郵送・保育園回収分】
なし

【２】 そう思わない と回答した方の理由

★【蒲郡中・竹島小回収分】
■子どもの友だちはみんな蒲郡中に通うのに「なぜ三谷中に通わせたいと思いますか？」

と問われるのか意味がわかりません。三谷地区に行けば、子どもも保護者も「よそ者」

扱いされると思います。今までもずっとそうだったので絶対にありえません。

■三谷中学校へは距離が遠い。また、通学路となる道路環境が良いとは言えない。

■ほとんどの子どもは、竹島小→蒲郡中に進学するのに、三谷町西区だからという理由で

三谷中へ通いなさいというのは、子どもの気持ちを全く考えていないと思う。距離的に

も遠くなり、いくら自転車で行けるとはいえ、心配。少年野球も一応は、竹島小・蒲郡

東部小・蒲郡南部小でチームをつくっており、その仲間たちと中学でも野球ができるこ

とを喜んでいる。それを三谷町西区だからといって三谷中へは納得できない。

■自宅から一番近いから。

■中学の大切な時期に学校が変わるのは思春期の子どもにとっては大きなことすぎる。

■自分なら不安だから嫌だと思いました。

■小学校６年間を一緒に過ごしてきた友だちとそのまま同じ中学校通わせたい。遠くなる

ので全く思わない。

■６年間、共に過ごしてきた友達と別れるのがかわいそうですし、通学の距離を考えると、

部活で帰りが遅くなると真っ暗になってしまい危険。

■中学進学時であれば、体力的な問題、自転車通学ができる・・・ということではなく、

小学校６年間一緒に過ごしてきた仲間と別れて、三谷西地区に住んでいる１学年１０名

前後の子供たちだけ三谷中に行くなんてかわいそうで、とんでもない話だと思う。中学

生という一番多感な時期にうまく馴染めなかったり、少人数で孤立してしまったら・・

・と思うと中学生から・・・というのは不安も大きく難しい話だと思う。

■小学校を過ごした友達と同じ中学校に通わせてあげたいと思います。
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■小学校→中学校への進学時に竹島小の三谷地区の子だけ別の学校に行くなんて、子供の

友人関係を考えたら全く考えられない。そんな提案をした人は、本当に子供のことを考

えているのか？甚だ受け入れられない提案である。

■小学校での友達がいなくなり、新しい中学校でなじめなくて、いじめの対象、不登校に

なったりすると困るので。

■同じ小学校の子たちと中学に進学した方がいじめなどにつながりにくいと思うから。

■家から遠くなるし、蒲郡中の方が登下校中の道が安全。

■通学が遠い。蒲郡中が近い。

■３校が集まるので、人数の多い蒲郡中の方がいいです。

■登下校の距離、安全面を考えると蒲郡中。竹島小学校の他の子と同じ中学校へ行かせた

い。

■仲の良い友達と離されるのはかわいそう。

■三谷中に行くまでの坂道がかわいそう。車通りが多く危ない。

■三谷西区から三谷中は遠くて不便で心配です。何より小学校の友達と別れて三谷中へ進

学させられるなんて賛成する人がいるとは思えません。

■徒歩通学できる蒲中ではなく、自転車で三谷中に通わせたいとは思いません。

■蒲郡中学校の方が近いため、長距離の歩行が困難。車いすを使用することもあるので蒲

中で学びたいと思っています。

■三谷小・三谷中学区であったなら、こちらに引っ越してきません。

■自宅から自転車で通うとしても遠い。

■蒲郡中学校に通わせたい、今の地域に住む際、三谷小・三谷中に子どもを通わせなくて

よいと思ったから。

■通学の面でも友人関係の面でも反対です。いじめなども心配なので､よく知った顔の子

ども、親との情報交換が必要だと思います。

■子どもが小学校で作った人間関係（友達）が中学進学で無くなってしまうのは、良くな

いと思うから。

■中学校は自転車通学ができるから大丈夫という意見があるみたいですが、近いにこした

ことはないと思います。中心部に近い中学なら安心と思い、この地区に住む事にしまし

た。中学からの変更も、子どもにとってはストレスになると思います。

■小学校の友だちと中学に通わせたい。中学校が遠くなる。

■三谷中は山の上にあり、自転車で通ったとしても遠い。外の人が入っていきにくい雰囲

気がある。

■質問２と同じ。自転車を使えばよいとは思えない。小学校でたてわり活動など楽しんで

いるのに、中学校で分裂し、新しい学校で、ほぼ新しい友達を作らなければならないの

は、子供にとって大変だと思う。

■子供の希望。

■遠いため。

■遠すぎる。

■全くもって反対！！子供の気持ちを考えてない！絶対に蒲郡中学校に行かせます。子供

もそのつもり！市の勝手な都合で子供を犠牲にしないで！！



-学校区意向調査 10 -

■竹島小での友達が沢山いる。沢山できたのに、三谷中に行くのは考えられないし、子供

に聞いたら、本人も蒲中が良いと言った。ならば、小学校へあがる時点で三谷小に通う

方が・・・。

■蒲郡中学校が近いから安心します。

■本人共に先輩たちと同じ学校へ通う気持ちがあり、今の学年、クラスメート共に同じ中

学校へ通いたいと思っています。

■友達と離れるのがいやだと思う。

■わざわざ遠くの学校へ行く必要がない。

■中学に入り、友達と別れてしまうのは、いやです。

■家から蒲中の方が近いし、うちの子は三谷祭りに参加していないので、友達と同じ蒲中

に行かせたい。

■家が遠い。

■遠すぎる。ありえない。絶対反対！！！

■竹島小・蒲郡中学区だったから今の自宅を購入したので、今から三谷小・三谷中に行け

と言われたら困ります。

■竹島小の子どもを全員三谷中に行くというのは無理がある。だからと言って小学校の同

級生がばらばらになるのはかわいそう。

■自宅から遠くなり、事故なども心配

■中学で友達と離れ離れになるのはかわいそう。環境も変わるし、友達づくりも大変そう。

■友達等の問題

■三谷中は遠すぎる

■不登校の子が増えている中、思春期の時期に学校が変わることは子どももすごく嫌がっ

ている。

■三谷に住むことは全く考えていないので、そうなれば今のところを引っ越します。

■小学校、中学校と友達がいた方がなじみやすいから

■今の時代何があるかわからない。学校になじめなくて自殺したら責任をとれますか？女

の子は小学校からグループがある時代。自転車通学にしろ、部活などで帰りが遅くなっ

て途中で事件でも起きたら困る。

★【郵送・保育園回収分】
■三谷地区の生徒減の対策ということで、遠方に通わせ、事故等にあうリスクを増やすこ

とが問題だし、慣れた友人と離れるのは成長期の子どもに負担となる。

■遠すぎる。

■自宅から遠いのと、小学校の友だちのほとんどと離れてしまうのはかわいそう。

■絶対に嫌である。小学校－中学校というのは友人関係を考えるととても大切な時期だと

思う。そんな中、小学校の仲間と共に進学できず、三谷中に進むなんて言語道断！子ど

もがかわいそう。そんな選択肢すら疑問である。大人の勝手な言い分で子どもを悲しま

せないでほしい。

■通学距離が遠いから。
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■三谷中までは非常に遠い。「自分たちは蒲郡地区だ」の意識が強い。

■折角子どもが６年かけて育んだ交友関係が断たれてしまいます。

■中学になったら部活動も本格的に始まり、帰る時間が遅くなるので、時間がかかると親

として心配になってしまうので。

■学校が遠くなるので。

■小学校でできた友だちと別れてしまうため。

■家から近いから。わざわざ三谷中に通う必然性を感じない。

■遠くなる。

■友だち関係・蒲郡中が近い。

■竹島小から蒲郡中に行くことを前提に、この学区に家を購入しているのに、中学校から

三谷中に行くとか絶対に無理。

■竹島小学校全員が三谷中へ通う事になるなら賛成ですけど、西区の子どもさんだけ三谷

中に通うことは反対です。

■友情が大事。

■小学校で一緒だった友だちと中学で別れるのは、子どもも嫌だと思う。中学が三谷中に

なるなら最初から三谷小に通った方がよい。

【３】 その他 と回答した方の理由

★【蒲郡中・竹島小回収分】
■「絶対に嫌だ」

住所が三谷だからといって、三谷学区の子どもが減ってきたからと勝手な理由でせっか

くできた友だちと別れさせて違う学校に行かせるなんて絶対に無理。

■本人がやりたい部活動がある方に行かせたいと思う。

★【郵送・保育園回収分】
■一番大切なのは子どもがどこの学校がいいかだと思う。きっと小学校の時の友だちと同

じ中学に行きたいと思います。

質問５ 学校区について、他にご意見があればお聞かせ下さい。

★【蒲郡中・竹島小回収分】
■三谷地区の勝手な意見がなぜこの地域に住む私たちを振り回すのでしょうか？子どもが

減っていくのはどの学校区も同じはずです。なぜ、三谷地区だけ・・・。理解できませ

ん。行政区と学校区といってもたかが９年だけです。

■今のままでよい。大人の事情で家族、子どもを巻き込まないでください。一度話し合っ

たのに、同じことを何度も言わせないでください。
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■三谷町西区の竹島小・蒲郡中学区の児童生徒を三谷小・三谷中学区に変更したとして

も、短期的な解決しかならないと考えます。まず、三谷小・三谷東小の統合議論が先だ

と思います。行政区と学校区が異なっても何ら支障はありません。学校区問題で三谷祭

に参加しにくいとのご意見ですが、学校区の問題よりも練習時間の条件緩和等が先だと

思います。

■三谷町西区の子どもを三谷地区に取り入れたところで、そもそも一時しのぎでしかない

ような気がする。そのために、子どもたちがふりまわされるのはとてもかわいそうだと

思う。ぜひ、受け入れる側だけではなく実際に通うこととなる竹島小の子どもや親の意

見を尊重してほしいと思う。実際、通うとなると体操服などの買い換えも負担が有り、

子だくさんな家庭ではとても大変です。

■今現在、三谷地区で、竹島小・蒲郡中に通っているが困っていることはない。このまま

にして欲しい。

■三谷町西区に住むと、三谷小・三谷中になるならそれはそれで良いと思います。

■このままで良いと思う。

■お祭りのために学校区見直しのように感じられます。三谷祭りは昔からの大きなお祭り

で、昔から住んでいる方が中心になって行っているものだと感じていました。新しく三

谷住民になったとしてもよそ者扱いのような雰囲気を感じます。それは、子供が幼い頃、

児童館へ遊びに行った際も感じられました。

■どうしても三谷小、三谷中へと強制的に変更されるのであれば、もっと小さい子がいる

世帯にも意見を聞いて、知らせていくべきであると思う。変わるのであれば、中学生か

らではなく、小学生から変えるべきだし、そうなると先の事を考えて府相保育園→三谷

西保育園へ行こうと考える世帯も増えると思う。だからこそ、もっと小さい子がいる世

帯に目を向けていくことが大事だと思う。確かに、今の現状、三谷西地区の竹島小、蒲

郡中の子供たちは、竹島（府相）区の行事には参加できず、だからといって三谷地区の

三谷の行事にも参加しにくい状況はあり、どこにも属せない感じはある。

■兄姉間で中学校が変わるのは、親にとっても大変です。現状のままがいいです。

■竹島小に通っている三谷町西区は小学校の子供会活動も三谷地区となっていて非常にや

りにくかった。（同じ校区でないので、親子で知らないので）子供会活動、おまつり等、

三谷ではなく府相へ入れてもらいたい。竹島小は、新井形、平田などいろいろな地区が

入り混ざっているので、いろいろな父兄から子供会など府相区へ入れてもらいたいとの

意見を聞く。三谷町の人の意見より、竹島小の西区の当事者の人数の方が少ないが、当

事者の意見なので、しっかり聞いてもらいたい。孫の世代に三谷中学区になるのは嫌で

す。

■現在でも竹島小学校区から三谷中学校へ通学している子もいるので、変える必要はない

と思います。三谷祭の事ばかり考えるのではなく、子どものことを優先に考える事が重

要だと思います。

■学校区は今のままでお願いしたいです。今後変更があると兄弟でバラバラの中学へ行く

ことが考えられます。それは家庭的に困ります。

■変える必要はないです。わざわざ遠くに通わせることはない。

■三谷小学校の人数が減ってきている今、竹島学区の西区が三谷小へというのもありです。
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三谷祭りも一体感は出ると思う。しかし、三谷地区に人口が増えなければ、一時的な事

でしかないので、大きなマンションなどが建てばいいと思います。

■学校区も考えて家を建てている人も多い。竹島小の雰囲気、地区、地域が良くて住んで

いる。地区が違っても三谷祭に参加したり、子ども会行事にもしっかり参加している。

西区の子が三谷小、三谷中に行っても少子化問題解決にはならない。

■私は蒲郡出身ではないので、正直、学校区は決められた通りのものに従います。ただ、

三谷地区は閉鎖的で入りにくく、途中から変わることは不安です。

■三谷西区に住んでいて、三谷小や祭りにも参加しています。三谷は好きです。でも、竹

島小・蒲郡中が好きです。学校区の変更は勝手すぎると思います。竹島小から見ても三

谷地区の子どもの割合は多いので、竹島小の人数が減ってしまい、寂しくなってしまい

ます。三谷小と三谷東小が統合した方が良いと思います。

■今回、まだ学校区の変更の話が継続していたことを知りました。三谷地区ワークショッ

プの意見だけでなく、該当地域の保護者や子どもたちの意見をきちんと取り上げ、意見

交換の場を作ってもらいたいです。当事者がいないワークショップに違和感が残ります。

■なぜ、三谷学区になりたくないのか、それは三谷学区に入りたくないからです。三谷学

区がもっと三谷に住みたいと思うような町づくりをして努力してから、学校区の検討を

すべきではないでしょうか。なぜ、三谷の人口だけが減少しているのでしょうか？

■三谷小、三谷中に通う人数が減っているから学区を変えること自体ばかげている。この

ようなアンケートをとること自体、大変不快に思う。

■住所に「三谷」が入っていたり、祭りなども竹島と異なるのでわかりづらい。なので参

加していない。

■三谷地区住民の方々の気持ちもお察ししますが､竹島小、蒲郡中の学区で土地探しをし

ていたので、子をもつ親の意見をくんでいただけると助かります。祭に関しては、参加

したい子どもの意見で、参加、不参加を決めています。春のお祭りが増えたことで、よ

り三谷祭りが近づいたように思います。

■行政区と学校区が異なるのは三谷地区だけではないので、全体を見て再編をして欲しい。

地区の行事への参加に支障をきたしているのは､学校区だけの問題ではなく、地区にも

問題があるのではないか。

■小学校、中学校は途中での変更なく通わせてあげたいです。一部だけを三谷小学校に戻

す方法は反対です。地区のつながりの強化なら他にも方法はあると思います。

■学校区が問題であるならば、むしろ住所の名称を三谷から変えて欲しい。

■アンケートの前提が「三谷中ありき」になっていることに違和感を感じる。蒲中へ通う

地域を増やすことも含めて検討しても良いと思う。学校区の問題と三谷祭り参加率を単

純に結びつけるのは難しいのではないか。

■三谷小学区は祭りの関係で、結びつきが強いのは分かるが、竹島小は成り立っているの

で、三谷小に子供が少ないからといって崩すのは、やめてもらいたい。町内の結びつき

は、必要だと思いません。情報さえあれば、自分たちに必要なら参加します。

■三谷学区内にも竹島学区のように、新しい人が住めるアパートや建て売りができたらい

いと思う。

■中学校から変更などあり得ない！！この用紙を手にとって、すごく不愉快です。二度と
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こんな質問しないで下さい。三谷の勝手な都合で決めないで！！こんな用紙が来るなら

ここに住まなければよかった！！

■今、三谷小は学年の人数も少なく、１クラスの学年も多い。親としては、２クラスある

学校に通わせたい。まず、三谷小と三谷東の統合を考えては？小・中は同じ友達と一緒

の学校の方がよいと思いますが、私も夫も三谷の人間ではないので、正直抵抗がある。

■確かに学区がわかりにくいと思う。段階的に進めていくといいと思いますが、竹島小、

蒲中に近くて家を購入している方もたくさんいると思うので、保護者の意見は取り入れ

た方がいいと思います。

■自宅から三谷中学校までは遠すぎる。また、いちから仲間を作るのは大変だと思う。

■貴玉さんの日本語を教えてください。お願いします！

■竹島小学校在学中の生徒達は、そのまま蒲郡中学校にいくことを希望します。子供達の

気持ちになればあたりまえだと思います。

■各学校で部活の種類が違うので、中学は学区を個々に選べる選択肢があってもいいのか

な？と思ったりもする。

■学校の合併は、あまり希望しません。

■三谷の特殊な地域に人口が増えないことを考えるべき。住みにくい。（他の地域から引

っ越すのに三谷が選ばれないことを考えて）私は、もともと三谷の人間ですが、子供を

三谷小、三谷中に通わせたいとは思いません。

■竹島小・蒲郡中学区だったから今の自宅を購入したので、今から三谷小・三谷中に行け

と言われたら困ります。

■三谷の児童が減っているということであれば、三谷の子が竹島小や蒲中にスクールバス

でも使ってこちらにこればよいと思う。

■三谷小ぐらいの距離なら通いやすいので三谷小を中学校にしては。

■現在、竹島小学校や蒲郡中学校へ通っている子供は、途中で学校区が違うといって変え

るのは難しいと思う。

■よっぽどのこと（いじめで悩んでいるとか）がない限り、学区の変更に賛成する保護者

はいないと思う。

■資料の意見にもあったが、新たに小学校に入学する子から段階的に移っていけば影響も

少ないと思う。ただ、学区に合わせて保育園幼稚園選び、家選びもしていると思う。変

更するなら何年も前に教えてほしい。でも、学校区を変更することが、本当の問題の解

決につながるのか疑問。無理やり学校区変更されては、地域愛は生まれないと思う。三

谷の人口を増やしたいからという気持ちも三谷を愛する気持ちからだとわかるが、竹島

側も同じように育ってきた環境を大事に思っているとわかってほしい。

■この地区は竹島小だけど三谷扱いでどちらにしてもアウェー感を感じます。地区は学校

別にしてほしいなとは思う。

■竹島小学校区ということで三谷北に家を建てました。子どもが少なくなったから三谷へ

変更しろと言われても正直困ります。今後、三谷の子どもが増えるとも限りません。今

の対策だけしても将来どうなんですか？

■まずは、通ってもよい（学区を変更してもよい）という人から進めていくのも一つの案

ではないでしょうか。子ども目線で考えて、メリットはあるのか？
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★【郵送・保育園回収分】
■三谷という地名にこだわるのであれば、三谷北通の一部を三谷北通から違う地名にすれ

ばいいし、廃校等が心配なら根本（三谷地区における子どもの減少）を解決するべき。

地名にこだわるよりも距離などの利便性を考えるべきです。三谷北６は、竹島小と目と

鼻の先なのに、三谷小に通わせるのは不都合極まりないです。小さな子どもは自力での

リスク回避は困難です。通学時間・距離が長くなればそれだけ通学時における事件、事

故遭遇率が高くなります。

■もし立場が逆で、竹島小地区の生徒が減少していると仮定したら三谷地区の子たちを竹

島小（蒲郡中）に通わせるのにはほとんど反対されると思います。今の三谷地区の住民

を増やすところから考えていただければと思います。

■地域住民の意見も大切だろうが、学校区については一番に考えるべきは子どもではない

のか。子どもの意見を蔑ろにしないで欲しい。いきなり思っていたのと違う学校区を指

定するのは残酷すぎる。もし学校区を変更するのであればもっと長いスパンで言うべき。

そもそも竹島小を設立した時点で、この学校区にしたのであれば、いまさら三谷の一体

感うんぬん言うのはおかしいと思う。学校区と祭り等の一体感は全く別の話のように思

える。そんなことで無理矢理学校区を変えても地域行事の参加率が上がるとは思えず、

逆に反発の心が芽生えると思う。

■上の子と下の子が別々の校区になってしまうのはやめて欲しい。

■地区の都合で学校区を勝手に変更することは容認できない。

■人口減少に対しては、竹島・三谷といった地区に拘わらず、蒲郡としてコンパクトシテ

ィー化を推進すべき。当地区には食品スーパー、大型書店等の民間社会インフラが充実

していますが、三谷ではこういった民間の地域開発はなされていません。三谷では子ど

もが増えておらず、将来、地域内のコミュニケーションが希薄化し、地域は縮小・淘汰

されていくのもやむをえないと考えます。

■小学校・中学校の変更はいいと思います。通学路がやはり心配なので、事故や不審者等

ちゃんとやってもらえれば（学校区変更は）良いと思います。

■住んでいる地区の行事には参加する（している）ので、わざわざ校区まで変える必要は

ないと思う。

■少年少女を狙った犯罪を防止するためにも学校の統廃合を行い、防犯に対する人的資源

を集約させることで、犯罪の撲滅を目指したい。

■竹島小学区の子は竹島の祭り。三谷小学校区の子は三谷祭りという様に学区ごとにお祭

りに参加させてあげて欲しい。竹島小なのに三谷祭り参加というのは友だちも少ないし、

かわいそう。せっかくなら友だちとお祭りに参加させてあげたい。）

■三谷ばかりの方ではなく、竹島側にも立って決める。話し合うべきだと思う。

■このままでは三谷小学校が廃校になってしまう。

■三谷地区の子どもは全て三谷中に通うという意見もあるようだが絶対に嫌。遠すぎ。そ

れぞれの家庭ごとに、どこの学校に通うかの選択制にすればいいと思う。

■隣接している東部小や三谷東小も含めて考えたらどうでしょうか。

■今２歳の息子がいます。三谷北通に住んでいる親は将来竹島小へ進学することを考えて
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府相保育園に通わせています。もし、三谷小・三谷中への進学が実現するなら、乳幼児

の親たちが困らないよう早めに教えてもらいたいです。

■町名を変更して。竹島に通う子の町名を変えて、お祭り等を竹島に参加させる方がい

い！！竹島に通う三谷地区の人間は、三谷にも竹島にも馬鹿にされてきて、孤立してき

た歴史である。


