
〈様式２〉 

附属機関の審議結果 

 

八條小学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月１９日（水） 午前８時４５分～午前１０時１５分 

開催場所 八條小学校会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 委嘱状交付 

  教育委員会より新任委員に委嘱状の交付をした。 

 

２ 令和元年度学校経営に関する基本的な方針の承認について 

  学校より令和元年度学校経営方針について学校長より説明を行った。 

  →令和元年度学校経営方針について、委員より承認された。 

 

３ 八條小学校学校運営協議会傍聴要綱について 

  →委員全員の承認を得た。 

 

４ 夏季休業中の水泳指導等について 

  夏季休業中の水泳指導等の開催について学校から説明があり協議を行っ

た。 

  →夏季休業中に児童を登校させる活動を中止することを決定した。 

 

 

 

 

 

潮止小学校 学校運営協議会 第１回会議         担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 平成３１年４月２４日（水） 午前１０時００分～午前１１時２０分 

開催場所 潮止小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 平成３１年度学校経営方針の承認について 

  学校より平成３１年度学校経営方針について学校長より説明を行った。 

  →平成３１年度学校経営方針について、委員より承認された。 

 

 

 

 



 

潮止小学校 学校運営協議会 第２回会議         担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月１９日（水） 午後１時１５分～午後２時２０分 

開催場所 潮止小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 １人 

審議結果 １ 夏季休業中の教育活動（水泳指導及び補習）について 

  夏季休業中の教育活動（水泳指導及び補習）について校長から説明があり、 

協議を行った。 

→夏季休業中の教育活動について中止とすることとした。 

 

 

 

 

八幡小学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月２５日  午後０時２０分～午後３時３０分 

開催場所 八幡小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 令和元年度学校経営方針について 

学校より令和元年度学校経営方針について説明を行った。 

→令和元年度学校経営方針について委員から承認された。 

 

２ 夏季休業中の水泳指導及びサマースクールについて 

  夏季休業中の水泳指導及びサマースクールについて学校から説明があり協議

を行った。 

   →夏季休業中の水泳指導及びサマースクールについて中止することを決定し

た。 

 

 

 

大曽根小学校 学校運営協議会 第１回会議        担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年５月１５日（水） 午前１０時～午前１１時３０分 

開催場所 大曽根小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 平成３１年度（令和元年度）学校経営に関する基本的な方針の承認について 

  学校より平成３１年度（令和元年度）学校経営方針について学校長より説明を行

った。 

  →平成３１年度（令和元年度）学校経営方針について、委員より承認された。 

 



 

大曽根小学校 学校運営協議会 第２回会議        担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月１９日（水） 午後３時３０分～午後４時３０分 

開催場所 大曽根小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 １人 

審議結果 １ 夏季休業中の水泳学習・サマースクールについて 

  夏季休業中の水泳学習・サマースクールの開催について校長から説明があり、 

協議を行った。 

→水泳教室・サマースクールとも、予想される猛暑のため、止むを得ず中止とす

ることとした。 

 

 

 

 

 

松之木小学校 学校運営協議会 第１回会議    担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月２４日  午前９時３０分～午前１１時４０分 

開催場所 松之木小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 委嘱状交付 

  教育委員会より新任委員に委嘱状の交付をした。 

 

２ 学校基本方針について 

学校より令和元年度学校経営基本方針について説明を行った。 

→令和元年度学校経営基本方針について委員から承認された。 

 

３ 夏休みの水泳・サマースクールについて 

  夏休みの水泳・サマースクールについて学校から説明があり協議を行った。 

   →夏休みの水泳・サマースクールについて中止することを決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中川小学校 学校運営協議会 第１回会議    担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月２０日  午後３時～午後４時 

開催場所 中川小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 令和元年度学校経営に関する基本的な方針について 

学校より令和元年度学校経営に関する基本的な方針について説明を行った。 

→令和元年度学校経営に関する基本的な方針について委員から承認された。 

 

２ 夏季休業中の水泳指導等の開催について 

  夏季休業中の水泳指導等の開催について学校から説明があり協議を行った。 

   →夏季休業中の水泳指導等開催について、水泳指導は中止することを決定し

た。学習会については、今年度は中止とするが、来年度以降のことは今後も検

討を続けていく。 

 

 

 

 

八條北小学校 学校運営協議会 第１回会議        担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月２６日  午前１０時３０分～午前１１時３５分 

開催場所 八條北小学校 会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 令和元年度学校経営基本方針について 

  校長が資料を基に令和元年度学校経営基本方針について説明を行った。 

→委員全員から承認を得た。 

 

２ 夏季休業中の水泳教室と補修教室について 

  夏季休業中の水泳教室と補修教室について校長から説明があり協議を行った。 

  →夏季休業中の水泳教室と補修教室については中止することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大瀬小学校 学校運営協議会 第１回会議    担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月７日  午前１０時～午後０時１５分 

開催場所 大瀬小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 令和元年度学校経営に関する基本的な方針について 

学校より令和元年度学校経営に関する基本的な方針について説明を行った。 

→令和元年度学校経営に関する基本的な方針について委員から承認された。 

 

２ 夏季休業中の水泳指導等開催について 

  夏季休業中の水泳指導等開催について学校から説明があり協議を行った。 

   →夏季休業中の水泳指導等開催について中止することを決定した。 

 

 

大原小学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月７日  午前１１時４５分～午後１時１５分 

開催場所 大原小学校 会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 学校基本方針について 

学校より令和元年度学校経営基本方針について説明を行った。 

→令和元年度学校経営基本方針について委員から承認された。 

 

２ 夏季休業中のプール指導、及びサマースクールについて 

  夏季休業中のプール指導、及びサマースクールの開催について学校から説明

があり協議を行った。 

   →夏季休業中に児童を登校させる活動を中止することを決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

柳之宮小学校 学校運営協議会 第１回会議        担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月１１日  午前１０時～午前１１時 

開催場所 柳之宮小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 令和元年度学校経営に関する基本的な方針について 

  校長が資料を基に令和元年度学校経営に関する基本的な方針について説明を 

行った。 

→委員全員から承認を得た。 

 

２ 夏季休業中の児童の諸活動の開催について 

  夏季休業中の児童の諸活動の開催について校長から説明があり協議を行った。 

  →夏季休業中の児童の諸活動については中止することとなった。 

 

 

八潮中学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年７月１０日 午前１０時～午前１１時４５分 

開催場所 八潮中学校 会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 学校経営方針の承認及び進捗状況について 

 学校より今年度の学校経営方針の説明及び進捗状況の報告があった。 

→今年度の学校経営委方針について委員から承認を得た。 

 

２ 自転車通学の現状について 

  学校より今年度開始した自転車通学の現状について報告があり協議を行った。 

 

 

大原中学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課  学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月４日 １４時～１５時３０分 

開催場所 大原中学校 会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 令和元年度学校経営方針について 

  令和元年度学校経営方針について、学校から説明をして協議を行った。 

  →全委員から承認を得た。 

 

 



 

八條中学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課    学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月７日 午前１０時～午前１１時３０分 

開催場所 八條中学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 １人 

審議結果 １ 今年度の学校経営方針について 

 今年度の学校運営の基本方針について校長から説明があり、委員から承認を得

た。 

 

２ 安全対策について 

  生徒の安全について地域の特徴を踏まえ協議をし、特に、交通安全について地 

区の危険箇所の情報を共有した。 

 

 

八幡中学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課  学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年７月１６日 午前１１時５０分～午後０時５０分 

開催場所 八幡中学校 会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 学校経営方針の承認及び進捗状況について 

  今年度の学校経営方針及び進捗状況について、学校から説明をして協議を行っ 

た。 

  →全委員から承認を得た。 

 

 

潮止中学校 学校運営協議会 第１回会議          担当課  学務課 内線 ４１５ 

開催日時 令和元年６月２１日 午後２時～午後３時５０分 

開催場所 潮止中学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 学校経営方針の承認及び進捗状況について 

  今年度の学校経営方針及び進捗状況について、学校から説明をして協議を行っ 

た。 

  →全委員から承認を得た。 

 


