附属機関の審議結果
八幡小学校 学校運営協議会 第２回会議
開催日時

令和３年１２月３日（金）

開催場所

八幡小学校 校長室

公開状況
審議結果

公開

担当課

学務課

内線

３７８

午前１１時～午後１時

傍聴者数

０人

１ タブレットの活用状況について
校長よりタブレットの活用状況について説明があり協議を行った。
その後、実際にタブレットを使った授業の見学を行った。

２ 留守番電話の設定について
学校より留守番電話の設定について説明があり協議を行った。

３ 旗振り当番について
学校より旗振り当番について説明があり協議を行った。

４ 学校関係者評価について
学校より学校関係者評価について説明があり協議を行った。

大曽根小学校 学校運営協議会 第２回会議

担当課

開催日時

令和３年１２月７日（火） 午前９時２５分～午前１０時１０分

開催場所

大曽根小学校 校長室

公開状況
審議結果

公開

傍聴者数

学務課 内線 ３７８

０人

１ ２学期の学校経営について
校長より２学期の学校経営について説明があり協議を行った。

２ 令和３年度学校評価について
教頭より令和３年度学校評価について説明があり協議を行った。

３ 大原中ブロック小中一貫教育研究発表について
主幹教諭より大原中ブロック小中一貫教育研究発表について説明があり協議を
行った。

松之木小学校 学校運営協議会 第２回会議
開催日時

令和３年１１月２５日（木）

開催場所

松之木小学校 校長室

公開状況
審議結果

公開

担当課

学務課 内線 ３７８

午前９時３０分～午前１１時３０分

傍聴者数

１人

１ 学力学習状況調査について
校長より学力学習状況調査について説明があり協議を行った。

２ 学校関係者評価について
教頭より学校関係者評価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
開催日時

令和３年１０月２６日（火）

開催場所

中川小学校 校長室

公開状況
審議結果

公開

担当課

学務課 内線 ３７８

午後３時～午後４時

傍聴者数

０人

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。
→今年度の学校運営進捗状況について、委員より承認された。

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。
→来年度の学校経営について、委員より承認された。

八條北小学校 学校運営協議会 第２回会議
開催日時

令和３年１１月９日（火）

開催場所

八條北小学校 会議室

公開状況
審議結果

公開

担当課

学務課 内線 ３７８

午前１０時～午前１１時３０分

傍聴者数

０人

１ 学校経営について
校長より学校経営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 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
教頭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。

３ 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。

４ ５・６年修学旅行について
校長より５・６年修学旅行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
開催日時

令和３年１１月１６日（火）

開催場所

大瀬小学校 校長室

公開状況
審議結果

公開

担当課

学務課 内線 ３７８

午前１０時～午前１１時３０分

傍聴者数

０人

１ 学校運営進捗状況について
校長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
開催日時

担当課

学務課 内線 ３７８

令和３年１１月１５日（月）から１２月１０日（金）まで

開催場所
公開状況
審議結果

非公開

傍聴者数

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

１ 感染症対策について
２ ＩＣＴ教育（ギガスクール構想）について
３ これまでの教育活動について
４ 今後の教育活動について

上記のことについて資料の確認を行った。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、委員が会場へ参集する形式での開催は
行わず、書面会議としました。

柳之宮小学校 学校運営協議会 第２回会議
開催日時

令和３年１１月６日（土）

開催場所

柳之宮小学校 ランチルーム

公開状況
審議結果

公開

担当課

学務課 内線 ３７８

午前９時４５分～午前１１時

傍聴者数

０人

１ 学校の近況について
学校より資料を基に学校の近況について説明があり協議を行った。

２ ＩＣＴ教育の取り組みについて
学校より資料を基にＩＣＴ教育の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等感染症の対応について
学校より資料を基に新型コロナウイルス等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

開催日時

令和３年１２月１０日（金） 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
審議結果

公開

傍聴者数

学務課 内線 ３７８

０人

１ 学校運営の進捗状況について
学校より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 学校評価について
学校より学校評価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

開催日時

令和３年１２月１０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
審議結果

公開

傍聴者数

学務課 内線 ３７８

０人

１ 学校経営の報告について
校長より学校経営の報告があり、協議を行った。

２ 今年度の教育活動について
教頭より今年度の教育活動について説明があり、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

開催日時

令和３年１１月１８日（木） 午前１１時～正午

開催場所

八幡中学校 会議室

公開状況
審議結果

公開

傍聴者数

学務課 内線 ３７８

１人

１ 来年度の学校予算要求書について
来年度の学校予算要求書について、学校から説明があり協議を行った。

２ 学校教育目標の改定について
学校教育目標の改定について、学校から説明があり協議を行った。

潮止中学校 学校運営協議会 第２回会議

担当課

開催日時

令和３年１２月１６日（木） 午後２時～午後４時

開催場所

潮止中学校 校長室

公開状況
審議結果

公開

傍聴者数

学務課 内線 ３７８

０人

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。

