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２月 RI 月間テーマ「戦争と平和/紛争解決月間」
2 月より時程が、通常に戻っております

12：30～例会開会点鐘～食事～例会再開
第 3130 回例会
2019 年 2 月 26 日(火)

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□12：30 開会点鐘

三田会長
□ロータリーソング斉唱
□ゲスト・ビジター紹介
幹 事
□本日のプログラム、メニュー紹介
親睦委員会
□会長の時間
三田会長
□ゲストスピーチ
山口叔子パストガバナー様(盛岡滝ノ沢 RC)
□米山奨学金贈呈 コウ・シヘイさん
□幹事報告および委員会報告
幹 事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
□13：30 閉会点鐘
三田会長

◆幹事報告
◆2019 年オクトンカタログ

幹 事
(株)オクトン様

プログラム委員会
【 3 月 月間テーマ 水と衛生月間 】

◆今後のプログラム
3/5(火)

3131 回 慶祝・クラブ協議会
【次年度各委員会委員選出】担当：鹿討エレクト
3/10(日) 2520 地区 PETS(仙台)
鹿討エレクト
3/12(火)3132 回 花巻 RC 奨学生卒業報告
担当：花巻 RC 奨学生委員会
3/19(火)3133 回 調整中 しばらくお待ちください。
3/21(木/祝) 第 2 分区インターシティミーティング in 前沢
3/26(火)3134 回 コウ・シヘイさん『卒業スピーチ』
担当：米山奨学生委員会/米山カウンセラー
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします
ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。

◆3129 回 例会の概要
■副会長の時間
□概要

本日は三田会長が欠席ですので、
今年度初の「副会長の時間」を
務めます。ゲストが教育長さんで
ラッキーです。
2 月の RI テーマは『平和と紛争予防
/紛争解決月間』であり、2 月 23 日

鹿討康弘 君

2018-2019年度
会 長：三田 望
幹 事：阿部一郎
会長エレクト：鹿討康弘
例会日：毎週火曜日12:30~13:30
会場：ホテル花城 0198-22-2333
事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町10-27
花巻商工会議所内 0198-41-1133
Mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com

は RI 創立記念の特別週間『世界理解と平和週間』です。
私事ですが先週盛岡での、内閣府主催のシンポジウムにお
いてロータリークラブで『子ども食堂』を実施しているとい
う事でパネラーを務めました。
木曜日は、会社が環境大賞を受賞しました。過去に大手企
業が受賞している中での受賞は、恐縮しております。ぬくま
る食堂や SDGｓへの取り組みが評価されたのかなと思って
おります。その機会を与えてくれたのが、ぬくまる食堂やロ
ータリーかなと感謝しております。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『赤魚みぞれ煮、串カツ
いか一口フライ』

◆ゲストスピーチ 花巻市教育長 佐藤 勝
教育委員会教育企画課係長

様

大竹 誠治 様

花巻市立小中学校における
適正規模・適正配置に関する基本方針(案)について
【要 旨】
■阿部幹事
佐藤教育長様は元花巻中学校校長先生で、私も教振等では
お世話になり、昨年はホットスプリングへもご一緒させてい
ただきました。本日は教育委員会大竹係長様にもおいでいた
だいております。宜しくお願いします。

■佐藤教育長様

皆様には教育振興や公私においてもお世話になっており
ます。
今、市内の児童生徒は 7123 人で、
皆様が子供の時分より半分近くに
減っております。少子化が叫ばれ、
社会の変化も進んでおり、市が
合併した後、教育委員会として、
すぐにこういう事に対応する基本
方針『学区再編等に係る基本方針』
を策定し、一定の作業をしてきました。例えば前田小と湯口
小、東和小学校の統合。少子化は、予想をはるかに超えて早
く進んでいます。一方で新しい学習指導要綱の施行。H32 年
からは実質小学校の授業時間は増加します。花巻では 1 年前
倒しして、英語・プログラミング学習を開始します。また、
国では学校適正規模、適正配置のガイドラインを、地域の実
情に即して実施されることが決まっているので、市としても
対応が迫られており、教職員の多忙化等への課題対応もあり
ます。花巻では花巻市版として H27 年から有識者会議や保
護者会、PTA、地域の方々とワークショップを多く開催し、
教育委員会内や市長主催の総合教育会議でもんだ後、地域や
学区へ出向き説明してきました。
この案をもって有識者会議へ諮問し、修正を加え提示し、
承認いただきました。教育振興会議においても承認いただき
ました。今の段階ではすぐに実施するものではなく、方針と
して議会等へも示し、地域の事情も再度確認しながら進めて

参ります。今後まず 20 年を見通した今回の方針となります。
内容は大竹係長から説明させていただきます

■大竹係長様

基本方針案とｐｐｔ資料をもとに
説明します。市では H20 年 3 月に
花巻市立小中学校の学区再編等に
係る基本方針案を策定し、実施して
おりましたが、昨今の課題に対応が
難しくなってきたため、全面改訂を
しようとするものです。子供たちの
教育環境がどうあるべきかを考え、望ましい学校や学級の規
模、学区の範囲の教育委員会の見解を示したものです。また
基本方針は、何年度に、何年までにどこの小学校を統合の実
施計画ではないことをご了解ください。
新たな課題として、児童生徒数の減少・・H19 年に 8722 人
が H30 には 7123 人で 1599 人の減少。これは花小・南城
小・矢沢小・宮野目小・笹一小の H30 年度の児童合計と同
じ数。H50 年度までに更に 1574 人減少見込み。花中・花巻
北中・南城中・宮野目中・矢沢中の合計と同じ。
児童生徒数の減少の影響で１学級の人数減となり学校規模
の縮小が予想を超えて加速している。
現在市内で 1 学級 20 人未満の学校は 7 校 H42 年度には
10 校へと増える。中学校へも影響がでてくる。
先生の数が減る（法律で規定）
。小学校では学級数が減らな
くても児童数が 90 人を割り込むと 1 減となる。
先生方の多忙化や免許外指導や複数科目指導による質の低
下も想定され、特に小規模校には厳しい状況。
部活の選択肢の限定。個人競技の部活が増え、団体競技がで
きない。一定の人数がないと、立場を変えた議論や多様な考
えに触れる機会の損失。先生方の多忙化。
小中一貫教育については現在全国で 250 校程、県内でも数校
実施。花巻でも導入を検討中。理想とする学校規模、ある程
度の規模で学ばせることが理想であり、国基準は小中 1 校
12 学級~18 学級。適合校は花巻では 19 校中 8 校、中学校
11 校中 1 校のみ。今後は花巻市独自の適正規模を考えてい
く必要性がある。現有課題の解決に向けた適正規模の考え方
としては、
１、発達段階に応じた学習内容の提供
２、対話的主体的深い学び
３、先生方の余力確保
４、部活動の選択肢の確保
５、少ない人数のままだと人間関係が固定化。
クラス替えができる規模の確保。
市教委が考える理想規模 小学校学年 2 学級、中学校学年 3
学級以上 1 学級 25 人～35 人が望ましい。
通学範囲はおおむね小学校 4 ㎞以内、中学校 6 ㎞以内 徒
歩・自転車、通学バスは新たな路線の場合 乗車時間 45 分
以内。市内の学校適正配置については、重要思案事項は子供
たちの学習環境を整えるためには、理想とする学校規模の考
え方だけではなく、地域が学校運営を社会教育という面から
下支えをしているという特徴に留意。人口減少が著しい地域
では統合しても適正規模にならないので、4 地域それぞれの
実情を勘案しています。花巻地域においても、学校規模が小
さくなる学校も将来的にでてくるので、学校統合、学区見直
し、小中一貫校の導入について検討を進めることとし、複式
学級は統合により早期解消を目指したく考えております。
資料をもって各地域に赴き説明すると驚かれます。
その他は資料をご覧ください。皆様のご理解ご協力をお願い
致します。
※ご講演の後、出席会員と意見交換もなされました。
公開されている、市 Web ページへの
リンクは QR コードよりご覧ください。
参考：花巻市 HP より
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/kyoikugyos
ei/149/p009640.html

◆出席報告

出席委員会

34 人中 13 人出席

出席率 48.1％
前回修正 62.9％

メーキャップ
2 月 12 日(火)子どもの貧困対策マッチングフォーラム
鹿討康弘君
2 月 12 日(火)ぬくまる食堂
橋川秀治君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

＜滝田吉郎君＞佐藤教育長本日はありがとうございました。
ぬくまる食堂を支援します。
＜吉田和洋君＞佐藤教育長様、大竹係長様ありがとうござい
ました。市街地程少子化で地区 PTA 単独運営も厳しい状況
になりつつあります。花巻まつりも大変です。
藤田さん会報編集ありがとう。
＜阿部一郎君＞佐藤教育長様、大竹係長様にはお忙しいとこ
ろ講話ありがとうございました。市内小中学校の現状を詳
しく知ることができました。教振に関係する立場として参
考になりました。
＜鹿討康弘君＞とても勉強になりました。ありがとうござい
ました。先週内閣府主催「子どもの貧困対策」のパネリス
ト、2018 年環境大賞表彰式があり、どちらも「ぬくまる
食堂」の活動がなければ頂けない機会でした。感謝します。
＜佐々木史昭君＞貴重なスピーチありがとうございました。
大変参考になりました。先週日曜は仙台で 2019-20 年度の
地区セミナーがあり青少年交換(短期)委員長として参加。
伊藤智仁さんがいよいよ G エレクト年度となります。

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
①≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫
②花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会
開催中止のお知らせ
今年度、3 月 9 日(土)10 日(日)での開催を予定してお
りましたが、同日会場の花巻市総合体育館において、女子
バレーボールのプレミアリーグ開催が決定となり、会場を
使用することができなくなりました。また、その日以外小
学生は卒業式等の関係で日程が取れないため、残念ですが
今年度は中止となります。ご了承ください。

風邪・インフルエンザが流行し始めております。
お気をつけてお過ごしください。

編集制作

【クラブ会報委員会】
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏
AD 橋川秀治・鹿討康弘

