「さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会」調査専門員による調査会開催記録
回
第 １回調査会 令和元年

日

時

議

題

７月 ４日（木）１０：００～ 委嘱状交付・委員長の選出
・委員の自己紹介

第 ２回調査会 令和元年

７月２５日（木） ９：３０～ 調査に関する事項

第 ３回調査会 令和元年

８月１２日（月） ９：３０～ 調査に関する事項

第 ４回調査会 令和元年

９月１０日（火） ９：３０～ 基本調査結果について

第 ５回調査会 令和元年

９月２９日（木）１３：００～ 調査に関する事項

第 ６回調査会 令和元年１１月 ６日（水）１５：００～ 調査結果について
第 ７回調査会 令和元年１２月１４日（土）１５：００～ 聞き取り調査について
第 ８回調査会 令和元年１２月１７日（火）１９：００～ 聞き取り調査について
第 ９回調査会 令和元年１２月２１日（土）１１：００～ 聞き取り調査実施
第１０回調査会 令和元年１２月２２日（日）１０：００～ 聞き取り調査実施
第１１回調査会 令和元年１２月２３日（月）１７：００～ 聞き取り調査実施
第１２回調査会 令和２年

１月１２日（日）１２：００～ 聞き取り調査結果について

第１３回調査会 令和２年

２月１１日（火）１０：００～ 調査に関する事項

第１４回調査会 令和２年 ２月２３日（日）１２：００～ 調査に関する事項
第１５回調査会 令和２年 ２月２９日（土） ９：００～ 調査に関する事項
第１６回調査会 令和２年

３月 ８日（日）１９：００～ 聞き取り調査について

第１７回調査会 令和２年

３月２２日（日）１０：００～ 聞き取り調査について

第１８回調査会 令和２年

６月２８日（日）１３：００～ 調査に関する事項

第１９回調査会 令和２年 ７月 ５日（日）１３：３０～ 調査に関する事項
第２０回調査会 令和２年

７月１２日（日） ９：００～ 調査に関する事項

第２１回調査会 令和２年

７月１９日（日）１３：００～ 調査に関する事項

第２２回調査会 令和２年

７月２６日（日） ９：００～ 調査に関する事項

第２３回調査会 令和２年

８月 １日（土）１２：３０～ 調査に関する事項

第２４回調査会 令和２年

８月 ２日（日） ９：３０～ 調査に関する事項

第２５回調査会 令和２年

８月 ３日（月）１３：００～ 調査に関する事項

第２６回調査会 令和２年

８月 ９日（日）１６：００～ 聞き取り調査について

第２７回調査会 令和２年

８月２８日（金）１８：００～ 聞き取り調査について

第２８回調査会 令和２年

９月１２日（土）１４：００～ 聞き取り調査について

第２９回調査会 令和２年

９月１９日（土） ９：００～ 聞き取り調査実施

第３０回調査会 令和２年

９月２０日（日） ９：００～ 聞き取り調査実施

第３１回調査会 令和２年１０月 ４日（日）１３：３０～ 聞き取り調査結果について
第３２回調査会 令和２年１０月１１日（日）１３：３０～ 聞き取り調査について
第３３回調査会 令和２年１０月２０日（火）１０：００～ 聞き取り調査実施
第３４回調査会 令和２年１１月 １日（日）１３：３０～ 聞き取り調査結果について
第３５回調査会 令和２年１１月１５日（日）１３：３０～ 聞き取り調査結果について
第３６回調査会 令和２年１１月２９日（日）１３：３０～ 聞き取り調査結果について
第３７回調査会 令和２年１２月 ６日（日）１３：３０～ 聴き取り調査結果について
第３８回調査会 令和３年

１月 ５日（火）１７：００～ 報告書作成に関する事項

第３９回調査会 令和３年

１月１０日（日）１３：３０～ 報告書作成に関する事項

第４０回調査会 令和３年

１月２４日（日）１３：００～ 報告書作成に関する事項

第４１回調査会 令和３年

１月２７日（水）１８：００～ 調査に関する事項

第４２回調査会 令和３年

１月３０日（土）１３：３０～ 報告書作成に関する事項

第４３回調査会 令和３年

２月 ７日（日）１３：３０～ 報告書作成に関する事項

第４４回調査会 令和３年

４月１７日（土）１７：３０～ 報告書作成に関する事項

第４５回調査会 令和３年

５月１５日（土）１７：３０～ 報告書作成に関する事項

第４６回調査会 令和３年

５月２９日（土）１７：３０～ 報告書作成に関する事項

第４７回調査会 令和３年

６月２６日（土） ９：３０～ 報告書作成に関する事項

第４８回調査会 令和３年

７月１９日（月）１３：００～ 報告書作成に関する事項

第４９回調査会 令和３年

７月２９日（木）１９：３０～ 調査に関する事項

第５０回調査会 令和３年

８月 ９日（月）１３：００～ 報告書作成に関する事項

第５１回調査会 令和３年

８月１４日（土）１３：００～ 報告書作成に関する事項

第５２回調査会 令和３年

９月１１日（土）１３：００～ 報告書作成に関する事項

第５３回調査会 令和３年

９月２０日（月）１３：００～ 報告書作成に関する事項

第５４回調査会 令和３年

９月２３日（木） ９：００～ 報告書作成に関する事項

第５５回調査会 令和３年

９月２９日（水）１９：００～ 調査報告書（案）に関する事項

第５６回調査会 令和３年１０月１３日（水）１０：００～ 調査報告書（案）に関する事項
第５７回調査会 令和３年１２月１２日（日）１３：００～ 調査報告書（案）に関する事項
第５８回調査会 令和３年１２月１９日（日）１５：００～ 調査報告書（案）に関する事項
第５９回調査会 令和３年１２月２７日（月）１８：００～ 調査報告書（案）に関する事項
第６０回調査会 令和４年

１月 ９日（日）１７：５０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６１回調査会 令和４年

１月１２日（水）１７：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６２回調査会 令和４年

１月２３日（日）１３：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６３回調査会 令和４年

１月３０日（日）１３：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６４回調査会 令和４年

２月１１日（金）１７：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６５回調査会 令和４年

２月２７日（日）１３：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６６回調査会 令和４年

３月１９日（土）１６：００～ 調査報告書（案）に関する事項

第６７回調査会 令和４年

３月２０日（日） ９：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６８回調査会 令和４年

４月１７日（日）１３：３０～ 調査報告書（案）に関する事項

第６９回調査会 令和４年

５月 ２日（月）１８：００～ 調査報告書（案）に関する事項

第７０回調査会

５月１１日（水） ９：３０～ 要望書への回答及び質問頂いた

令和４年

項目への回答並びに質疑応答
第７１回調査会 令和４年

５月２５日（水）１９：００～ 追加の質問項目への回答の検討

第７２回調査会

６月

令和４年

７日（火）１９：００～ 追加の質問項目への回答並びに
質疑応答

