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発表の概要

１ 由利本荘市のこれまでの取組

２ 岩城地域運営協議会の実際の様子

岩城小学校学校運営協議会、岩城中学校

学校運営協議会代表で構成される委員に

よる地域運営協議会
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秋田県由利本荘市面積
1,209ｋｍ２

人口約81,400人
小学校14校 3,649人
中学校10校 1,914人
幼稚園等５園 357人
保育所24園 2,116人

(H28.5.1現在)

子吉川
（１級河川）日本海

鳥海山2,236m

◎地域の課題：人口減少が進み、地域の継承が課題となっている

年 度 人 口 世帯数

平成17年度 89,555 28,564

平成22年度 85,229 28,648

平成27年度 79,993 28,347

H27-H17 △9,562 217

年 度 児童数 生徒数 合 計

平成17年度 4,802 2,625 7,427

平成22年度 4,184 2,316 6,500

平成27年度 3,467 2,000 5,647

H27-H17 △1,155 △625 △1,780

由利本荘市の現状

新
創
造
ビ
ジ
ョ
ン

最大テーマ：少子化に歯止めをかける

①産業集積の強靭化と雇用創出
②子どもを産み育てやすい環境の創造
③生きがいあふれる健康長寿社会の形成
④ふるさと愛の醸成と地域コミュニティの再生

重
点
戦
略

＊「国勢調査〈平成２７年度は速報値）」より ＊「由利本荘市の教育」より



由利本荘市の事業計画の概要
◎研究課題

〇ふるさと教育を基盤に、豊かな心とふるさと愛にあふれる子どもを育成する
～コミュニティ・スクールの活性化による市の未来を託せる人材の育成～

【地域と学校が一体となって子どもの育成を図る】

由利本荘市：小学校１４校、中学校１０校

全ての子どもが夢と志をもち、実現に向けて笑顔で生き生き輝く姿をめざして

１ 地域の行事に参加する子どもを増やす
２ 地域で起こっている問題や出来事に関心をもつ子どもを増やす（地域の課題に目を向ける）
３ 地域や社会をよくするために何をすべきか考える子どもを増やす（地域の未来を考える）

目

標

コミュニティ・スクールの活性化
＜首長部局・関係機関・地域・教育委員会が連携して＞
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教育委員会 首長部局 総合教育会議 

市 CS 連絡協議会 

市 CS 総合会議 

町内会等 

JA,商工会

社会福祉団体 

まちづくり

協議会 

医療機関 公民館等 ボランティア 

青少年団体 

学校支援地域本部 

事業 

社会教育団体 

学校運営 

協議会（小） 

学校運営 

協議会（中） 

地域運営協議会① 

② 
③ ④ ⑥ 

⑤ 
⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ 
地 域 

協働コーディネーター 

事業推進に係る実施体制図



【講演会】文部科学省初等中等教育局参事官付
学校運営支援企画官藤原 一成 氏

第１回市ＣＳ連絡協議会 平成２７年７月２２日

【熟議】テーマ「ふるさとの未来を託せる人材を育成する」
＜地域の教育力向上に向けて＞

第２回市ＣＳ連絡協議会 平成２７年１２月２２日



成果と課題

＜成果＞

・「市コミュニティ・スクール連絡協議会」を立ち上げたこ

とにより、全体で目指す姿の共有化を図った上で、地域ご

との具体的施策について企画・立案・実践につなげること

ができた。

＜今後の課題＞

・地域住民と情報を共有する手立てや広報活動等

・評価機能の充実

すべての子どもたちに

10



岩城地域運営協議会
岩城小学校学校運営協議会

岩城教育学習課（教育委員会）

岩城中学校学校運営協議会
会長：石川 修 副会長：佐々木 勝二 副会長：鈴木 勉
校長：佐藤 義広 教頭：齋藤 敦子 （総計２２名）

会長：今野 秀雄 副会長：川上 幸一 副会長：佐々木 勝二
校長：金 利紀 教頭：進藤 亨 （総計２２名）

班長：佐藤 佳紀

鈴木 勉（すずき つとむ）
岩城地域在住
岩城中学校Ｃ・Ｓ副会長
岩城中学校ＰＴＡ副会長
市Ｐ連会長 自営

川上幸一（かわかみ こういち）
亀田地域在住
岩城小学校Ｃ・Ｓ副会長
元町議会議員
自営

佐藤義広（さとう よしひろ）
秋田市在住
岩城中学校校長３年目

岩
城
地
域
運
営
協
議
会
委
員

齋藤敦子（さいとう あつこ）
本荘地域在住
岩城中学校教頭１年目

佐藤佳紀（さとう よしのり）
道川地域在住
由利本荘市教育委員会
岩城教育学習課班長

副会長
今野 秀雄（こんの ひでお）
道川地域在住

岩城小学校Ｃ・Ｓ会長
青少年育成市民会議岩城支部長
岩城中学校Ｃ・Ｓ委員

金 利紀（こん としのり）
本荘地域在住
岩城小学校校長３年目

佐々木勝二（ささきしょうじ）
松ヶ崎地域在住
岩城中学校Ｃ・Ｓ副会長

岩城小学校Ｃ・Ｓ副会長
前市議会議員

会 長
石川 修（いしかわ おさむ）
亀田地域在住
岩城中学校Ｃ・Ｓ会長
元岩城中学校ＰＴＡ会長
小中合同ＰＴＡ顧問 会社員

進藤 亨（しんどう とおる）
亀田地域在住
岩城小学校教頭２年目



由利本荘市立岩城小学校
平成２６年４月、道川小学校（旧岩城
町）、亀田小学校（旧岩城町）、松ヶ崎小
学校（旧本荘市）の統合により創立
教育目標：「夢と希望を持ち、目標に向
かってチャレンジする子ども」
～「いきいき、わくわく、きらきら」の岩
城っ子～
＊いきいき笑顔大作戦
＊わくわく学ぶ大作戦
＊きらきら働く大作戦

旧岩城町立 道川小学校 旧岩城町立 亀田小学校 旧本荘市立 松ヶ崎小学校

由利本荘市立岩城中学校
昭和５７年４月、岩城町立道川中学校（旧
道川村）と岩城町立亀田中学校（旧亀田町）
の統合により創立
教育目標：「人間性を磨きたくましく生きる
生徒の育成」
校訓：「自主・創造」
＊三本柱（全校武道・黙想・自問清掃）
＊ノーチャイム制

旧岩城町立 亀田中学校旧岩城町立 道川中学校



なぜ岩城・松ヶ崎合同ＰＴＡ設立？
平成２２年度：道川小学校・亀田小学校と行政区の異なる松ヶ崎小学校との統合が決まり、統合を円滑に
進めることが出来るようにと岩城・松ヶ崎合同ＰＴＡ（道川小学校・亀田小学校・松ヶ崎小学校・岩城中
学校）を設立（平成２３年２月）。

平成２３年度：岩城・松ヶ崎合同ＰＴＡ主催で道川海岸親子クリーンアップ（７月）、研修会（１１月）
「松ヶ崎・亀田・道川３地区の保護者で語り合おう（学習＆生活＆スポ少・部活について）」を実施。

研修会は８０数名、懇親会も４０名弱の参加
「学習面」「生活面」「スポ少・部活面」の３視点から、
５グループに分かれて話し合った。家庭学習は…、宿題は
…、携帯は…、ゲームは…、スポ少で生活が…、部活は…、
等々、こんなことを学校ではどう考えていますか…、みな
さんの家ではどうしていますか…等々、話のキャッチボー
ルが飛び交っていた。

平成２４年度：２３年度同様に岩城・松ヶ崎合同ＰＴＡ主催の行事（亀田地域のクリーンアップと研修
会）を実施。

平成２５年度：道川小学校が閉校事業を円滑に行うためにもＣ・Ｓ指定（７月）。岩城・松ヶ崎合同ＰＴ
Ａ主催で親子ラジオ体操（７月）、研修会（１０月）「熟議：岩城小・岩城中に期待すること」を実施。



合同ＰＴＡと地域運営協議会
平成２６年度：３小学校が閉校となり、岩城小学校が開校し、岩城・松ヶ崎合同ＰＴＡを岩城小学校・
岩城中学校合同ＰＴＡに改称。岩城中学校Ｃ・Ｓ指定（７月）。岩城小学校Ｃ・Ｓ指定（１０月）小中
合同ＰＴＡ主催親子ラジオ体操＆いわき体操実施（７月）、研修会（８月）「熟議：岩城小・岩城中に
期待すること」を実施。

平成２７年度：岩城地域運営協議会を組織
し、岩城小学校・岩城中学校合同ＰＴＡと
共催による小中合同ＰＴＡ主催親子ラジオ
体操＆いわき体操実施（７月）、研修会
（８月）「熟議：意和氣（いきいき・わく
わく・きらきら）チャレンジプランについ
て」を実施

• 小学校の子どもたちは、地域に関係なく打ち解けて生活出来るようになっ
てきている。

• 中学校の生徒も、学校生活の中では地域に関係なく生活出来ている。来年
度になると１～３年生が岩城小学校からの生徒になる。

子どもたちは・・・

だから、岩城地域運営協議会では・・・
平成２８年度：地域と学校の交流、情報交換等を行い、少しずつでも学校理解を得たいと考え、岩城地
域学校運営協議会主催の「第１回岩城小・中学校見学会」を提案・企画した。

• 岩城地域を学区とする学校から、旧本荘市松ヶ崎地区まで学区を広げた学
区へと変貌したが、学区は同じでも行政区が異なっており、学区内の地域
とのつながりや理解を大切にし、地域間のつながりや理解に配慮していく
必要がある。

• 新たな学区となった、松ヶ崎地域の保護者や地域の方達は、主に旧松ヶ崎
中学校・本荘北中学校が母校であり、岩城中学校に通っていない。松ヶ崎
地域住民は、岩城中学校に入ったことがない人が多い。

• 岩城・松ヶ崎地域という学区の岩城小・中学校であり、一小学校一中学校
になったので、小・中連携と小～中学校９年間を見通した教育課程編成の
推進が重要となる。

• 学校から出て行く一方向ではなく、地域からも入ってくる双方向（ツー
ウェイ）型の学校運営を進めていきたい。

これからの岩城中学校区は？



第１回小・中学校見学会（６．３）
①日 時：平成２８年６月３日（金）

②参加費：３００円（給食代）当日持参

③日 程
【岩城小学校】

～９：５０集合
１０：００～はじめの会・学校紹介
１０：２５～見学（校内一巡）
１１：１０～終わりの会
１１：２０～中学校へ移動（バスで移動）

【岩城中学校】
１１：４０～はじめの会・学校紹介
１２：００～見学Ⅰ（学校一巡）
１２：３０～昼食（給食）
１３：００～休憩
１３：２５～見学Ⅱ（参観：「全校武道Ⅱ」）
１４：００～終わりの会
１４：３０～小学校へ移動（バスで移動）、

解散

第１回小・中学校見学会（６．３）

そして、これから・・・？


