
附属機関の審議結果 

 

八條小学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１０月１４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 ２学期以降の活動について 

  学校から２学期以降の活動について説明、報告があり協議を行った。 

 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和２年１１月３０日（月） 午前１１時００分～午後１時３０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 ２学期までの教育活動報告ならびに今後の教育計画について 

  学校より２学期までの教育活動報告及び今後の教育計画について説明があり協 

議を行った。 

 

 

八幡小学校 学校運営協議会 第２回会議       担当課   学務課    内線  ３７８ 

開催日時 令和２年１２月１８日  午前１１時３０分～午後２時４５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 ２学期の学校の様子について 

  校長より２学期の学校の様子について説明があり、協議を行った。 

 

２ 給食再開に係る取り組みについて 

校長より給食再開に係る取り組みについて説明があり、協議を行った。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

   校長より新型コロナウイルス感染症に係る対応について説明があり、協議を行

った。 

 

 

 

 



中川小学校 学校運営協議会 第２回会議           担当課   学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１０月２３日（金）  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 今年度の学校運営進捗状況について 

校長より今年度の学校運営進捗状況について説明があり、協議を行った。 

 

２ 来年度の学校経営について 

  校長より来年度の学校経営について説明があり、協議を行った。 

 

 

八條北小学校 学校運営協議会 第２回会議        担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１２月１日  午前１０時～午前１１時３０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 新型コロナウイルス感染症対策に対する学校の対応について 

  校長より新型コロナウイルス感染症対策に対する学校の対応について説明があ 

り協議を行った。 

  →委員全員から承認を得た。 

 

２ 学校給食について 

  校長より学校給食における食中毒事故及び給食再開の経緯について説明があ

り協議を行った。 

→委員全員から承認を得た。 

 

 

大瀬小学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１１月２０日  午前１０時～午前１１時３０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 新校舎の増築計画について 

教育委員会より新校舎の増築計画について説明があり協議を行った 

 

２ 学校運営進捗状況について 

  学校より学校運営進捗状況について説明があり、協議を行った。 

 

 



大原小学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１１月１１日  午前１０時３０分～午前１１時３０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 新しい学校生活様式の取組状況について 

校長より新しい学校生活様式の取組状況について説明があり協議を行った。 

 

 

 

柳之宮小学校 学校運営協議会 第２回会議        担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１１月２０日  午前１０時～午前１１時３０分 

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 学校の近況について 

  学校より、学校の近況について説明があり、協議を行った。 

 

２ 給食における食中毒の対応について 

  学校より、給食における食中毒発生から再開までの経緯と再開後の対応につい 

ついて説明があり協議を行った。 

 

３ 新型コロナウイルス等の感染症の対応について 

  学校より新型コロナウイルス等の感染症の対応について説明があり協議を行っ 

た。 

 

 

八潮中学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１２月１０日 午前１０時～午前１１時１０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 学校運営の進捗状況について 

 学校より、「学力の向上について」等、学校運営の進捗状況について説明があ

り、協議を行った。 

 

２ 予算の執行状況について 

 学校より予算の執行状況について説明があり協議を行った。 

 



大原中学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１２月１０日 午後２時～午後３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 食中毒事故について 

  学校より、給食再開後の対応等、食中毒事故後のことについて説明があり、協  

  議を行った。 

   

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止策について 

  学校より、新型コロナウイルス感染拡大防止策について説明があり、協議を行っ 

た。 

 

３ 教育課程の進捗状況について 

  学校より、教育課程の進捗状況について説明があり、協議を行った。 

 

 

八條中学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年１２月４日 午前１０時～午後０時２０分 

開催場所 八條中学校 会議室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 新型コロナウイルス対策について 

 校長より新型コロナウイルス対策について説明があり、協議を行った。 

 

２ 今年度の学校経営の進捗状況について 

  校長より今年度の学校経営の進捗状況について報告があり、協議を行った。 

 

 

八幡中学校 学校運営協議会 第２回会議          担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和２年８月２８日 午前１１時～正午 

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 来年度の学校予算要求書について 

  学校より来年度の学校予算要求書について説明があり、協議を行った。 

   

 

 

 



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 ３７８ 

開催日時 令和２年１１月１８日 午後２時～午後４時 

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 学校経営方針の進捗状況について 

  校長より学校経営方針の進捗状況について説明があり協議を行った。 

 

 


