
令和３年度第１回学校運営協議会 

令和３年４月２１日 

 

１ 自己紹介 

 

２ 任命書の伝達 

 

３ 学校長あいさつ 

 

４ 学校運営協議会について 

 ①趣旨（ねらい） 

 

 ②確認事項 

 

 ③昨年度までの経過 

 

 ④委員長・副委員長の選出について 

 

５ 学校経営方針について 

 ①学校教育目標、グランドデザイン 

 

 ②学校経営の熟議 

 

 ③学校経営の承認 

 

６ 今年度学校行事予定並びに今年度日課表の確認 

 

７ 会議録の承認について 

 

８ 今後の運営協議会開催日程（変更がある場合、できる限り早めにご連絡いたします。） 

 

９ 問合せ先（事務局） 

  朝霞市北原２－６－１ 

  朝霞第七小学校教頭  

  電話番号 ０４８－４７２－９１７２ 

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ a7shou_k2@asaka-c.ed.jp 

 

 

 

 

 



「生き生き学び高め合う学校 

    一人一人の良さを伸ばす元気な学校」を目指して 

                        校 長 嶋   徹 

 暖かい春の訪れとともに、パンジーの花が色とりどりに咲く中で新年 

度がスタートいたしました。私はこの度、人事異動により校長として着 

任いたしました嶋 徹（しま とおる）です。これまでの伝統を引き継 

ぐとともに、新しい風を入れて一人一人の特性や能力を高めるために全 

力で教育活動を実施してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 令和３年度は、全校児童７６７人、全２５学級（４年のみ３学級、その他の学年は各４学級、

たんぽぽ学級２学級）、教職員６３名でのスタートです。 

目指す学校像は、「生き生き学び高め合う学校  一人一人の良さを伸ばす元気な学校」です。

学校教育の中核は言うまでもなく授業です。教科等の特性を活かして、授業で「人づくり」を行

い、児童の特性や能力を高めます。「４５分１本勝負」、授業に全力を注ぐ教員を育成します。 

日々の授業では、『楽しい授業』をキーワードに授業を構築します。『楽しい授業』とは、①

“わかる・できる”を実感できる授業、②“えっ？、なぜ？、すごい！”など刺激のある授業、

③体験・対話・協調などの主体的な授業と考えます。『楽しい授業』を提供すれば、子どもの目

は輝き、学級全体の学ぶ意欲が向上し、積極的な挙手や発言など、生き生きとした学ぶ姿がた

くさん見られるようになります。 

学習のねらいを明確にして、１時間１時間の積み上げで学力の定着と向上を図ります。その

際、内発的な学習意欲を喚起して、児童が主体的に学んでいくよう授業を構築します。児童の

学習状況を適切に把握し、コミュニケーションを重視して、きめ細かな指導支援を行います。

また、３月中に配置された 1人 1台のタブレットパソコンを、発達段階に応じて効果的に活用して

学習の充実に努めてまいります。 

学校行事や学級・学年での活動、委員会活動などを通して、個々の特性や能力、あいさつや

協調性など社会生活に必要な基礎的資質の伸長にも努めてまいります。 

子供たちの健全な成長には、子供たちを取り巻く家庭・地域・学校の連携が不可欠です。本

校の教育活動に保護者・地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

今年度の学校教育は、昨年度に引き続き新型コロナ感染症の状況を見ながら、「感染リスク低 

減」と「教育効果」のバランスを慎重に判断しての実施となります。ご不便をおかけしますが、 

行事等が直前に中止・変更となる場合も考えられます。ご理解とご協力をお願いします。 

 

学校教育目標 『心豊かにたくましく生きる児童の育成』〇考える子 〇思いやりのある子 〇たくましい子 

目指す学校像 生き生き学び高め合う学校  一人一人の良さを伸ばす元気な学校 

令和３年度 ４月号 

 

朝 霞 市 立 朝 霞 第 七 小 学 校 

〒 351-0036 朝霞市北原２－６－１ 

TEL 048-472-9172  FAX 048-476-1327 

E-mail 7shou@asaka-c.ed.jp 

 

 



市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針 

 

（趣旨） 

第１条 この指針は、朝霞市情報公開条例（平成１３年朝霞市条例第２５号。以下「公開条例」という。）

第２３条の規定に基づき、市と市民の情報の共有化を推進すること及び市民に対し審議会等の会議を

公開することにより、市政への市民参加を促進し、市政の透明性、公正性を確保することを目的とし

て、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この指針で用いる用語は、条例で使用する用語の例による。 

２ この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 情報提供とは、市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをいう。 

（２） 審議会等とは、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、市の事務又は事業 について

市民の意見、専門的知見等の反映及び公正性の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員

として市長その他の執行機関（以下「実施機関」という。）に設置された審議、審査、調査等を

行う審議会、審査会等の会議とする。 

（情報提供の対象） 

第３条 実施機関は、個人情報など公開条例に規定する非公開情報を除き、次の各号に定める情報を情

報提供の対象とすることができる。 

（１） 市の組織、事務の所掌、行事、事務事業（計画段階のものを含む。）の内容及び制度に関する

情報 

（２） 市議会の本会議及び各常任委員会に提出した資料 

（３） 市の財政に関する情報 

（４） 統計処理された情報 

（５） 報道機関へ提供した情報 

（６） 公開請求を受けた場合に全部公開となることが容易に判断できる情報 

（７） その他各課長等が提供できると判断した情報 

（情報提供の方法） 

第４条 情報提供は、次に掲げる方法のうち、効果的なものを選択し、又は併用して行うものとする。 

（１） 広報紙等への掲載 

（２） 朝霞市公式ホームページへの登載 

（３） 市政情報コーナー又は各課等における閲覧又は写しの交付 

（４） パンフレット、リーフレット等、印刷物による配布 

（５） その他実施機関が適当と認める方法 

２ 情報提供は、分かりやすい表現及び簡便な方法で行うよう努めるとともに、適切かつ丁寧な説明を

行うものとする。 

（情報提供の費用負担） 

第５条 情報提供において公文書等の写しの交付を希望する者の費用負担は、朝霞市長が行う情報の公

開等に関する規則（平成１４年朝霞市規則８号）第１１条の規定を準用する。 

（会議公開の原則） 

第６条 審議会等の会議は、原則公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

 （１） 審査請求、苦情、あっせん及び調停に係る会議。ただし、審議会等は、次に掲げる場合にお



いては、会議に諮り、口頭審理等（審議会等が審査請求人、苦情の申立人又はあっせん若しくは

調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。）を公開することができる。 

ア 審査請求又は苦情に係る口頭審理等について当該審査請求人等から公開の申立てがあると

き。 

イ あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立てがあると

き。 

（２） 公開条例第７条各号のいずれかに該当する非公開情報が含まれる事項について審議、審査、

調査を行う会議を開催するとき。 

（３） 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な議事運営に支障が生ずると認められ

るとき。 

２ 審議会等の会議の公開・非公開の決定は、審議会等の会長が当該会議に諮って行うものとする。 

３ 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。 

（会議公開の方法） 

第７条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。 

２ 審議会等を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、会場に一定の傍聴席

を設けるものとする。 

３ 審議会等の会長は、傍聴席に余裕がないとき又は会議の円滑な運営上その必要があると認められる

ときは、その事由を明示して傍聴者の人数を制限することができる。 

４ 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決するものとする。ただし、

審議会等の会長が必要と認めるときは、抽選によることができる。 

５ 審議会等の会長は、会議を公正・円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。 

６ 審議会等の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

（会議の傍聴） 

第８条 何人も、第６条ただし書の規定により、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会

等の定めるところにより、審議会等の会議を傍聴することができる。 

２ 審議会等の会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。）は、審議会等の許可なく、会議の模様を撮

影し、又は録音してはならない。 

（傍聴者への会議資料の提供） 

第９条 審議会等の会議が公開されるときは、実施機関の定めるところにより、傍聴者に会議資料（公

開条例第７条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。）を提供しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する会議資料の提供は、審議会等の構成員と同様に傍聴者に配布することにより行うも

のとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、当該会議が終了する

までの間、会議場に備え置き、傍聴者の閲覧に供することにより行うことができる。 

 

（会議開催の事前公表） 

第１０条 実施機関は、審議会等の会議を開催するに当たり、当該会議の開催日程等について当該会議

開催の７日前までに公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この

限りではない。 

２ 実施機関は、第４条の規定により、次の各号に掲げる事項を情報提供するものとする。 

（１） 会議の名称 

（２） 開催日時 



（３） 開催場所 

（４） 議題 

（５） 会議の公開・非公開の別（非公開の時はその理由） 

（６） 傍聴者の定員 

（７） 傍聴手続 

（８） 問合せ先（担当課） 

３ 審議会等の庶務を処理する課等（以下「事務局」という。）は、当該会議を開催する日の１４日前ま

でに、会議開催通知を市政情報課に提出しなければならない。 

（会議結果通知及び会議録の作成） 

第１１条 実施機関は、審議会等の会議及び市職員で構成されている組織の会議（定例的な行事の確認

及び報告等のための会議、事務打合せ等を除く。）の会議結果通知又は会議録を作成しなければなら

ない。また、あらかじめ会議録等の作成方針を定めておくものとする。 

２ 事務局は、審議会等の会議終了後、会議結果通知及び会議資料を１０日以内に市政情報課に提出し

なければならない。 

（１） 会議録は、審議会等の会議終了後、速やかに作成し、６０日以内に公表するものとする。た

だし、会議結果通知を作成した場合は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）の保管をもって当

該会議録の作成に代えることができるものとする。 

（２） 会議録の内容については、審議会等が指定した者の確認を得るものとする。 

（会議録の記載事項） 

第１２条 会議録は、会議録（様式第３号）を用いて作成するものとする。ただし、実施機関は、必要

があると認めるときは、会議の種類に応じて体裁を適時変更することができる。 

２ 会議録には、原則として次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 会議の名称 

（２） 開催日時 

（３） 開催場所 

（４） 出席者及び欠席者の職・氏名 

（５） 議題 

（６） 会議資料 

（７） 会議録の作成方針 

（８） 傍聴者の数（会議を公開した場合に限る。） 

（９） 発言の内容 

（１０） その他審議会等が必要と認める事項 

３ 会議録には、発言者名を記載するものとする。 

 

（会議等の結果の公表） 

第１３条 実施機関は、会議資料、会議結果通知及び会議録を市政情報コーナーで閲覧できるようにす

るとともに、市のホームページに登載し、公表しなければならない。 

２ 実施機関は、公開された会議の内容を録音した場合には、会議の会議録が確定するまでの間、提供

により当該録音データを視聴に供することができる。 

（会議録の調製） 

第１４条 市政情報課は、別表の審議会等の会議について、会議録の調製を行うものとする。 



２ 別表の事務局は、会議の開催日が決定した後速やかに、会議予定通知書を市政情報課に提出する

ものとする。 

３ 事務局は、会議の開催後、速やかに会議の内容がわかる録音データに会議録調製依頼書、会議次

第、会議資料等を添えて市政情報課に提出するものとする。 

４ 市政情報課は、会議録調製依頼書の提出があったときは、会議録調製受付簿に受付年月日、担当

課その他の必要な事項を記入するものとする。 

５ 市政情報課は、会議録の調製後、速やかに会議録の調製を依頼した事務局に対し、当該会議録の

データを送信するとともに、会議録調製報告書に紙媒体の当該会議録を添えて引き渡すものとす

る。 

（審議会等の公開） 

第１５条 市長は、審議会等の名称、設置根拠等に関する資料を作成し、市民が閲覧できるようにしな

ければならない。 

２ 市長は、毎年１回、各審議会等の公開状況を取りまとめ、次に掲げる事項を公表しなければならな

い。 

（１） 会議の開催数 

（２） 公開した会議の開催数 

（３） 非公開とした会議の開催数 

（４） 傍聴者の数 

３ この指針による審議会等の会議の公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、朝霞市情報公

開・個人情報保護審議会に前項の公開状況を報告しなければならない。 

４ 朝霞市情報公開・個人情報保護審議会は、審議会等の会議の公開制度の運営に関する重要な事項に

ついて、実施機関の諮問に応じ、調査審議することができる。 

（他の制度との調整） 

第１６条 この指針のほかに別の規定がある場合は、その定めによることとする。また、情報提供に当

たっては、個人情報など公開条例に規定する非公開情報に配慮しなければならない。 

（情報提供施策の推進） 

第１７条 資料や印刷物の作成に当たり、今後の行政情報の電子化及び電子的情報での提供化等の進展

状況を勘案し、電磁的記録での保有に努めるようにしなければならない。 

（その他） 

第１８条 この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。 

附 則（平成 31 年 4 月 1 日） 

この指針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 


