
中間報告以降の確認・調整項目について検討

第5回教育環境部会

第3回統合準備委員会

正副委員長の互選

正副部会長の互選

スケジュール等の確認

確認・調整項目について検討

確認・調整項目について検討

確認・調整項目について検討

確認・調整項目について検討

確認・調整項目について検討

第3回教育環境部会

第3回総務部会

教育環境部会・総務部会合同会議

第2回目の交流事業が10月14日（水）に、第3回目の交流事業が

11月20日（金）に、桜小学校で行われました。
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令和2年 6月17日（水）

令和2年 7月 1日（水）

第2回統合準備委員会

東根地区スクールバス試走会

　（参加者：教育環境部会・保護者代表）
令和2年 8月23日（日）

令和2年10月27日（火）

　２．交流事業の実施状況について（第２回・第３回）

令和2年12月 9日（水）

令和3年 1月12日（火）

中間報告以降の確認・調整項目について検討

教育環境部会・総務部会の最終報告

教育環境部会・総務部会からの報告等

教育環境部会・総務部会の中間報告

統合に伴う、東根地区から桜小学校までの

スクールバス試走会の実施

中間報告以降の確認・調整項目について検討第4回教育環境部会

第4回総務部会

令和2年 7月29日（水）

令和2年 6月 3日（水）

第1回統合準備委員会・専門部会合同会議

第2回教育環境部会

第2回総務部会

　１．統合準備委員会及び専門部会（教育環境部会・総務部会）の経過

　  第3回東根・桜小学校統合準備委員会が、1月12日（火）
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令和2年 5月20日（水）

開　催　日 会　議　名 内　　　　容

午後7時から角田市役所会議室で開催されました。

　当日は、これまでの2つの部会（教育環境部会・総務部会）で

確認・調整された項目及び検討経過等について、それぞれの

部会長より最終の報告が行われました。会議の主な内容は次

のとおりです。
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　３．専門部会（教育環境部会・総務部会）確認・調整内容について　（最終報告）

◆◆教育環境部会（主なもの）◆◆

（１）　特色ある教育活動

◇桜小学校の活動を中心としながら、稲作体験等を取り入れることで検討することを確認しました。地域との

連携については、できる限り東根地区の思いを組んでもらい、計画していくことを確認しました。また、桜小

学校のリストに入れることを確認しました。

統合後の「特色ある教育活動」の取り組みについて

①野菜作り活動

⇒・1・2年生の生活科の授業の中で行う。

・サツマイモの栽培を継続し、一緒に栽培活動や、地域の皆様にゲスト・ティ-チャーとしてお出

でいただき、活動をしていく。（畑ボランティア・地域の農業関係者・地域婦人会）

②稲作体験

⇒・5年生の総合的な学習の中で行う。※現在学習田を探していただいている。

③長芋づくり体験 ④小坂の渡し舟

⇒・東根小学校の3・4年生の総合的な学習活動の選択肢のひとつであった。今後は、社会科や

総合的な学習の中で、「地域の教材」として活用を検討していく。

・桜小学校から現地に実習に行くことは、現段階では難しい。

④プロフェッショナル（志教育・キャリア教育）

⇒・総合的な学習の中で、東根地区・桜地区の地域の方々にゲスト・ティーチャーとしてお出でい

ただき話を伺う。（この仕事を選んだきっかけ、仕事に対する思いなど。）

⑤持久走大会の際の芋煮のふるまい

⇒・児童数や規模を考えると、実施は難しい。「持久走記録会」については、体育の授業の中で実

施し、全体的な行事としては行わない。（学年ＰＴＡなどで行うことは可能。）

⑥東根ふるさと祭への出演

⇒・東根・桜地区それぞれで行事を実施している。

・参加については、東根・桜の地区ごととなる。休日に行われるものは地域の行事なので、基本

的には任意の参加となる。 （自治センターと連携）

⑦東根あぶくま太鼓

⇒・クラブ活動で実施することは可能である。（太鼓クラブが存続している期間）

（東根地区の太鼓ボランティアの方は、午後であれば教えていただくことは可能。）

・東根小学校が1年を通して、5・6年生が行ってきた活動であり、統合後に授業時数の中に、活

動を入れることは難しい。（継承【伝統芸能ではない】という形での実施は難しい。）

⑧地区民合同運動会

⇒・運動会は、「学校単位」で行うことを決定。（毎年5月に実施予定）

・地区の運動会は、それぞれの地区ごとに実施をしていくことで確認している。

⑨いこいの広場（地区老人会との交流）

⇒・東根地区にある「いこいの広場」に確認し、交流活動を継続することは難しいとの回答を

いただいている。

⑩感謝の会

⇒・桜小学校でも実施しており、継続して「児童会活動」として行う。内容等については、児童会

での話し合いによって決定していく。

⑪図書ボランティア

⇒・朝の「読み聞かせ」の時間に引き続きボランティアをお願いしたい。難しい場合は、「図書の時

間」にお願いをする。（要相談）

※東根のボランティアからは、朝の時間帯に桜小学校まで行くことは難しいと伺っている。



●朝の運行コース・時刻等

① ①

② ②

③ ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

●帰りの運行コース・時刻等 ③

① ※帰りの運行コース
（学校行事・自然災害等により

②   下校時間が早まる場合）
③

④ 坂津田・鳩原・西小坂コース（スクールバス）

⑤

⑥ ① ⑦

⑦ ⑧

⑧ ② ⑨

⑨ ③

④ ⑩

⑤ ⑪

⑥

第1便

時刻

計：48分

時刻

7:45

7:47

8:02

西小坂下

計：12分 計：12分

停留所名

ＪＡ東根支所

（2）西小坂コース（デマンドタクシー）

土手内

14:52

鳩原公民館前

池田

（東根橋）

（東根橋）

第2便

時刻

桜小学校発

西小坂下

14:40 15:45

停留所名

15:57

桜小学校着 8:02

計：42分

坂津田上公民館 7:42

（東根橋） 7:52

池田 7:35

坂津田交差点 7:38

15:07 16:12

定迎寺前 15:10 16:15

桜小学校発 14:45 15:50

16:23

ＪＡ東根支所 15:11 16:16

東小坂 15:15 16:20

停留所名
時刻

（1）坂津田・鳩原コース（スクールバス）

第1便 第2便

計：33分

坂津田交差点

計：33分
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定迎寺前

土手内

東小坂

時刻

坂津田上公民館 14:57 16:02

池田 15:04 16:09

（東根橋） 14:50 15:55

坂津田交差点 14:52 15:57

坂津田上公民館

農村公園

鳩原公民館前 15:18

農村公園

西小坂下

定迎寺前 7:27

農村公園 7:30

ＪＡ東根支所 7:26

14:50 15:55

桜小学校発

保護者アンケートを実施し、意見等も反映させ、統合となる令和3年度からの運行コースを決定しました。　

（1）鳩原・坂津田コース（スクールバス） （2）西小坂コース（デマンドタクシー）

停留所名 時刻 停留所名

（２）　スクールバスの運行

◇事務局からのスクールバス運行表（たたき台）により、8月23日（日）に試走会を実施しました。その後に

桜小学校着

計：17分

東小坂 7:23 土手内

鳩原公民館前 7:20

⑫畑ボランティア

⇒・東根小学校の近くに借りている畑については、統合後は使用しない。

（東根小学校で連絡済。）

⑬地域の歴史ボランティア

⇒・授業等で今後も協力をいただく。（小坂の渡し舟の講師については要相談）

⑭学校支援ボランティア

⇒・東根小学校でお世話になっていたこともあったが、ここ数年はお願いをしていない。（中止）



をお知らせするために、東根地区・桜地区の地域の皆様に、全戸配布を行って参りました。

◆◆総務部会（主なもの）◆◆

（１）　校歌

‐　４　‐

「統合準備委員会だより」発行終了のお知らせ

　 統合準備委員会だよりは、東根・桜小学校統合準備委員会や各専門部会の話し合い等の様子

　 このほど、統合準備委員会における確認・調整項目の最終の内容がまとまりましたので、今号を

持ちまして最終号とさせていただきます。（全体の内容は、近日中に市のホームページに掲載。）

　 これまで、統合準備委員会を中心に、多くの保護者の皆さま、地域の皆さまにご理解とご協力を

賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げます。

令和3年2月10日（水） 　東根自治センター 午後７時～ 　　東根地区

令和3年2月12日（金） 　桜自治センター 午後７時～ 　　桜地区

東根・桜小学校統合に関する地区説明会開催のお知らせ

協議・確認しました。

⇒要望に対し、教育委員会では令和2年12月に補正予算対応をしました。

　 ※令和3年4月1日時点で、2年生から6年生までの児童運動着1着の購入費用を全額助成し、現物で

　　  支給を行います。

（２）　運動着等

◇統合の際に、現在の桜小学校の運動着に統一することが望ましいことを協議しました。

　 東根小学校の保護者が新たに運動着を購入する費用については、市の助成を部会の要望とすることを

◇桜小学校の校歌を引き続き使用することを確認しました。東根小学校の校歌と児童会の歌は、桜小学校

に掲示し、誰でもが見られるようにすることを確認しました。（掲示方法は学校で検討する。）

　 新しい校歌、新しい児童会の歌については、令和10年度以降に学校再編の予定があることから、その時

に検討することを確認しました。

開　催　日 場  所 時間 対象地域

（３）　記念式典等

◇閉校式については、市と教育委員会で実施することを確認しました。閉校式の後に実施する、「感謝の

会」は、地域による実行委員会を設置し、内容等を検討していくことを確認しました。

　・東根小学校「閉校式」・「感謝の会」　　令和3年3月21日（日）開催

　・閉校記念事業となる「感謝の会」の運営経費等については、負担金として実行委員会に交付。

　統合準備委員会・各専門部会でのこれまでの調整・確認の最終内容についての地区説明会を、下記

により開催いたします。関係の保護者の方々、地域の皆さまにもご出席頂きますようご案内申し上げます。


