
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４年１月２５日から令和４年２月４日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 

 

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４年１月２８日から令和４年２月１８日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 



八幡小学校 学校運営協議会 第３回会議           担当課   学務課  内線３７８ 

開催日時 令和４年３月９日  午後２時～午後４時 

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 ３学期の学校の様子について 

学校より３学期の学校の様子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 

  学校より学校関係者評価について説明があり協議及び記入を行った。 

 

３ 今年度の成果と課題について 

  学校より今年度の成果と課題について説明があり協議を行った。 

 

４ 令和４年度学校経営方針について 

  学校より令和４年度学校経営方針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３回会議          担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年３月  

開催場所  

公開状況 非公開 傍聴者数 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 



松之木小学校 学校運営協議会 第３回会議          担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月４日から令和４年２月１０日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 

 

中川小学校 学校運営協議会 第３回会議            担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月１０日から令和４年２月１７日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 来年度の学校経営について 

  来年度の学校経営について資料の確認を行った。 

  →委員全員から承認を得た。 

 

２ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 



八條北小学校 学校運営協議会 第３回会議          担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月３日（木）  午前１１時～正午 

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 学校評価について 

  教頭より学校評価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。また、会議後、学校関係者評価シートの記入を行っ 

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。 

 

 

大瀬小学校 学校運営協議会 第３回会議            担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年１月２８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 学校関係者評価について 

学校より学校評価について説明があり協議を行った。その後、学校関係者評価  

への記入を行った。 

 

 

大原小学校 学校運営協議会 第３回会議            担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月７日から令和４年２月１８日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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３回会議          担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年１月２４日から令和４年２月１０日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 

 

八潮中学校 学校運営協議会 第３回会議            担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月７日から令和４年２月２１日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 

 

大原中学校 学校運営協議会 第３回会議           担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月１日 午後０時３０分～午後２時 

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 学校評価結果について 

  教頭より学校評価結果について説明があり、協議を行った。 

   

２ 今年度の学校経営および来年度の学校経営について 

校長より今年度の学校経営および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４年１月１９日から令和４年２月１０日まで 

開催場所  

公開状況 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 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

  学校関係者評価を行った。 

 

※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。 

 

八幡中学校 学校運営協議会 第３回会議           担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月２２日  

開催場所  

公開状況 非公開 傍聴者数 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

審議結果 １ 学校関係者評価について 

学校関係者評価について協議を行った。 

 

２ 新・学校教育目標について 

  新・学校教育目標について協議を行った。 

 

３ 今年度の学力検査結果と学習指導について 

  今年度の学力検査結果と学習指導について協議を行った。 

 

４ 令和４年度学校経営方針について 

  学校より令和４年度学校経営方針について協議を行った。 

 

※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。 



潮止中学校 学校運営協議会 第３回会議           担当課  学務課 内線 ３７８ 

開催日時 令和４年２月１６日 午後２時～午後３時 

開催場所 潮止中学校 校長室 

公開状況 公開 傍聴者数 １人 

審議結果 １ 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。その後、学校関係者 

評価記入を行った。 

 

２ 来年度の学校経営方針について 

  学校より来年度の学校経営方針について説明があり協議を行った。 

 

３ 来年度の年間行事計画について 

  学校より来年度の年間行事計画について説明があり協議を行った。 

 

 

 

 


