
 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年６月１６日（水） 午前９時～午前１０時３０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 令和３年度学校経営方針の承認について 

  学校より令和３年度学校経営方針について説明があり協議を行った。 

  →令和３年度学校経営方針について、委員より承認された。 

 

２ 年間行事計画について 

  学校より年間行事計画について説明があり協議を行った。 

  →年間行事計画について、委員より承認された。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症予防対策に係る学校生活指針について 

  学校より新型コロナウイルス感染拡大予防対策に係る学校生活指針の今年

度追加した部分について説明があり協議を行った。 

  →新型コロナウイルス感染症予防対策に係る学校生活指針について、委員 

  より承認された。 

 

４ 学校教職員の業務負担軽減について 

  学校より、留守番電話設定日の追加等、学校教職員の業務負担軽減策の実施 

について説明があり協議を行った。 

   →学校教職員の業務負担軽減について、委員より承認された。 

 

 

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

開催日時 令和２年５月１８日（火） 午前１０時００分～午前１１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 令和３年度学校経営の基本方針の承認について 

  学校より令和３年度学校経営の基本方針について説明があり協議を行った。 

  →令和３年度学校経営の基本方針について、委員より承認された。 

 

 

 



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  ３７８ 

開催日時 令和３年７月６日（火） 午後１時３０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 １人 

審議結果 １ 令和３年度学校経営方針について 

校長より令和３年度学校経営方針について説明を行った。 

→令和３年度学校経営方針について委員から承認された。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年６月１０日（木） 午前１０時～午前１１時２０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 令和３年度学校経営方針について 

  学校より令和３年度学校経営方針について説明があり協議を行った。 

  →令和３年度学校経営方針について、委員より承認された。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年５月１８日（火）  午前９時３０分～午前１１時３０分 

開催場所 松之木小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 １人 

審議結果 １ 令和３年度学校経営方針について 

学校より令和３年度学校経営方針について説明があり協議を行った。 

→令和３年度学校経営方針について委員から承認された。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年５月２７日（木）  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 １人 

審議結果 １ 令和３年度学校経営方針について 

校長より令和３年度学校経営方針について説明があり協議を行った。 

→令和３年度学校経営方針について委員から承認された。 

 

２ 令和３年度年間行事計画について 

  校長より令和３年度年間行事計画について説明があり、協議を行った。 

  →令和３年度年間行事計画について委員から承認された。 

 



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 ３７８ 

開催日時 令和３年５月３１日（月）  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 令和３年度学校経営方針について 

  校長より令和３年度学校経営方針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 小規模特認校制度について 

  教頭より小規模特認校制度についての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１回会議          担当課    学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和３年６月４日（金）  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 令和３年度学校経営方針について 

校長より令和３年度学校経営方針について説明があり協議を行った。 

→令和３年度学校経営方針について委員から承認された。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年６月４日（金） 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 本年度の学校経営方針について 

学校より令和３年度学校経営方針について説明があり協議を行った。 

→令和３年度学校経営方針について委員から承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ３７８ 

開催日時 令和３年７月２日（金）  午前１０時～午前１１時１０分 

開催場所 柳之宮小学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 １人 

審議結果 １ 令和３年度学校経営方針について 

  校長が資料を基に令和３年度学校経営方針について説明を行った。 

→委員全員から承認を得た。 

 

２ 夏季休業日・２学期以降の児童の諸活動の開催について 

  夏季休業日・２学期以降の児童の諸活動の開催について協議を行った。 

→委員全員から承認を得た。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年５月２６日（水） 午前１１時～午後０時１５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 令和３年度学校経営方針について 

 学校より令和３年度の学校経営方針の説明があり協議を行った。 

→令和３年度の学校経営委方針について委員から承認を得た。 

 

２ 令和３年度学校予算について 

 学校より令和３年度の学校予算の説明があり協議を行った。 

→令和３年度の学校予算について委員から承認を得た。 

 

３ 令和３年度年間指導計画について 

  学校より令和３年度の今後の年間指導計画の説明があり協議を行った。 

→令和３年度に年間指導計画について委員から承認を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ３７８ 

開催日時 令和３年５月１４日（金） 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 １人 

審議結果 １ 令和３年度学校経営方針について 

  令和３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。 

  →令和３年度学校経営方針について全委員から承認を得た。 

 

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止策等について 

  新型コロナウイルス感染拡大防止策等について協議を行った。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年６月４日（金） 午前１０時～午前１１時４０分 

開催場所 八條中学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 ０人 

審議結果 １ 今年度の学校経営方針について 

今年度の学校経営方針について校長から説明があり、協議を行った。 

→今年度の学校経営方針について委員から承認を得た。 

 

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 ３７８ 

開催日時 令和３年７月７日（水） 午前１０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 １人 

審議結果 １ 学校経営方針について 

  令和３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。 

 

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３年７月１３日（火） 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 

  学校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。 

 


