
令和３年２月定例会議

１ 期　　日 令和３年２月２６日（金）　　開会　午後　１時００分

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後　２時２０分

２ 場　　所 香取市役所３階　３０１会議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　平　塚　智　子

教育委員　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

教育委員　伊　藤　博　和

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育部長　　　　　　　　　　増　田　正　記

教育総務課長　　　　　　　　篠　塚　和　広

学校教育課長　　　　　　　　岡　野　健一郎

生涯学習課長　　　　　　　　髙　岡　洋　一

生涯学習課副参事　　　　　　椎　名　竜　也

香取市学校給食センター所長　小　倉　律　子

教育総務班長　　　　　　　　木　内　智　子

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　芦田　優子　　委員　平塚　智子

８ 前回会議録の承認 令和３年１月定例会議事録を承認

　

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　１月２８日（木）定例会後から２月２６日（金）定例会までの主な行事に
ついて報告させていただきます。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、引き続き行事等は中止が多く
ありました。
　また、市の新型コロナウイルス感染症対策本部会議は毎週開催されており
ます。２月２４日（水）にも第５３回の新型コロナウイルス感染症対策本部
会議がありましたが、校長の目標申告の最終面接と重なってしまったため、
私は不参加でした。

　そのほかの主な行事ですが、２月１０日（水）に津宮小学校と大倉小学校
の統合代表者会議がありました。すでに報告しましたが、香取小学校、津宮
小学校、大倉小学校の３校で統合を進めていましたが、香取小学校が現在の
形では統合できないとのことから、代表者会議を離脱したため、仕切り直し
ての第１回目の会議となりました。学校の位置は現在の津宮小学校の位置
で、校名や校歌は保護者等にアンケートを採る方向でまとまりました。
　２月１８日（木）には、年度末人事異動に関する２回目の面接がありまし
た。現状で一般教員の７割方の異動の方向性が決まった状況です。
　２月１９日（金）には、今年度最後の市内の校長会議に参加いたしまし
た。
　そして本日が２月定例会議、定例会の後、総合教育会議が行われます。
　報告は以上です。

１０ 議決事項

議案第１号 教育財産の用途廃止について

教育長 議案第１号「教育財産の用途廃止について」、事務局から提案理由説明をお
願いいたします。

教育総務課長 議案第１号「教育財産の用途廃止について」、ご説明させていただきま
す。

本件は、旧八都第二小学校の土地・建物すべてについて、教育委員会所管
財産としての用途を廃止することについて、教育委員会議の議決を求めるも
のです。
　用途廃止する物件明細は、３頁記載のとおりです。
　旧八都第二小学校の場所は４頁の位置図のとおりです。

同頁、下段の施設配置図ですが、色枠で囲んだ箇所が、今回、用途廃止す
る部分になります。



　赤色が建物で、青色が土地です。
　５・６頁ですが、用途廃止する建物の平面図となります。

用途廃止する理由ですが、市有物件を統括管理する市財政課に対し、今
般、事業者側から、当該校の跡地活用について提案・申し出があり、今後、
市において、当該建物・敷地を事業者に貸与する方向となったことから、こ
の際、教育財産としての用途を廃止するものです。

　跡地の活用内容ですが、本日配付の資料をご覧ください。
まず、事業者ですが、株式会社ザファームで、事業コンセプトとして、

「地域のシンボルとして親しまれてきた学校を利活用し、地域雇用を創出す
ることで、地域経済の再生や交流人口の増加等につながる」とするもので、
具体的な事業としまして、

　①アウトドア事業　②ブリーディング事業を、行うとするものです。
校舎については、ブリーディング事業として、体育館は、アウトドア事業

として、校庭・プールは、アウトドア事業・ブリーディング事業として、利
用したいというものです。
　説明は以上でございます。

教育長 それでは、議案第１号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 施設配置図の用途廃止済の部分はどこの事業所が使用しているのですか。

教育総務課長 生活介護事業所である自然（じねん）が使用しております。

委員・質疑 グループ構成事業者の、株式会社フローエンスは他でも事業を行っている
のですか。

教育総務課長 わかりかねます。

教育長 議案第１号「教育財産の用途廃止について」、採決させていただきたいと思
います。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１号は原案のとおり可決しました。

議案第２号 令和３年度教科用図書香取採択地区協議会規約（案）の承認について

教育長 議案第２号「令和３年度教科用図書香取採択地区協議会規約（案）の承認に
ついて」、事務局から提案理由説明をお願いいたします。

　



学校教育課長 議案第２号「令和３年度教科用図書香取採択地区協議会規約（案）の承認
について」、ご説明させていただきます。

教科用図書香取採択地区協議会事務局から「令和３年度教科用図書香取採
択地区協議会規約（案）の承認について」審議承認依頼がありました。

市町村立の小中学校で使用される教科書の採択の権限は、市町村教育委員
会にありますが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律によ
り「市町村の区域またはこれらの区域をあわせた地域」を採択地区と設定す
るようになっております。このようなことから、香取市、神崎町、東庄町、
多古町の１市３町で、地区協議会を設置し、年度ごとに規約を定めておりま
す。

今回ご審議いただく規約ですが、議案１１頁～１３頁の「新旧対照表」を
ご覧ください。変更箇所を下線で示してございます。

変更点といたしましては、年度の数字や文語等の整理を行ったことと、１
３頁の一番上にありますように第１５条第５項を加え、議長の役割を明確に
いたしました。
　説明は以上でございます。

教育長 それでは、議案第２号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 ありません。

教育長 議案第２号「令和３年度教科用図書香取採択地区協議会規約（案）の承認に
ついて」、採決させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手
をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第２号は原案のとおり可決しました。

議案第３号 学校医の解職及び委嘱について

教育長 議案第３号「学校医の解釈及び委嘱について」、事務局から提案理由説明
をお願いいたします。

学校教育課長 議案第３号「学校医の解職及び委嘱について」、ご説明させていただきま
す。

学校医の辞職の申し出により解職し、香取郡市医師会の推薦を受け、後任
を委嘱するものです。

解職する医師は、坂本文夫医師、山野敬彦医師、佐藤大祐医師、大塚裕医
師、安住眞理子医師で、担当していた学校は表に記載の通りです。

委嘱する医師は、坂本壮医師、香取理絵医師、馬場祥行医師、鈴木純医
師、中村匡志医師、越川文医師、溝上晴恵医師で、担当していただく学校は
表のとおりです。
　説明は以上でございます。



教育長 それでは、議案第３号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 解職の理由はなんですか。

学校教育課長 本人からの申出というだけで、それ以上はわかりません。

教育長 本件は学校医５名の解職と７名の方の委嘱でございます。こちらは一括で採
決させていただいてよろしいでしょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 それでは、議案第３号「学校医の委嘱について」、一括で採決させていただ
きたいと思います。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第３号は原案のとおり可決しました。

議案第４号 香取市青少年相談員の委嘱について

教育長 議案第４号「香取市青少年相談員の委嘱について」、事務局から提案理由説
明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第４号「香取市青少年相談員の委嘱について」、ご説明させていただ
きます。

青少年相談員は、県の設置要綱に基づき、地域全体での青少年の健全育成
を図るため、主に小学生を対象に、スポーツや野外活動等を行っておりま
す。

香取市では、合計１５６人の青少年相談員を平成３１年４月１日付で委嘱
しておりますが、都合により退任いたしました相談員の後任として委嘱する
ものです。
　任期は、残任期間の令和４年３月３１日までとなります。

青少年相談員は、市町村長の推薦に基づき知事が委嘱いたしますが、合わ
せて市町村と連携した活動を行なうために市町村長も委嘱するものです。
　説明は以上でございます。

教育長 それでは、議案第４号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 相談員１５６人の内、女性は何人ですか？

生涯学習課長 ８人です。



教育長 議案第４号「香取市青少年相談員の委嘱について」、採決させていただきた
いと思います。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第４号は原案のとおり可決しました。

報告第１号 令和３年度香取市一般会計予算（教育費関係予算）の提出の申出について

教育長 報告第１号「令和３年度香取市一般会計予算（教育費関係予算）の提出の申
出について」、事務局から提案理由説明をお願いいたします。

教育総務課長 報告第１号「令和３年度香取市一般会計予算（教育費関係予算）の提出の
申出について」、ご説明させていただきます。

本件は、令和３年度香取市一般会計予算の教育費関係の予算でありまし
て、香取市教育委員会行政組織規則第６条第１項の規定により、教育長にお
いて代理しましたので、この際、教育委員会議に報告するものであります。
　順次、各課の主要な事業の概要をご説明します。

　初めに、教育総務課所管分をご説明いたします。
「教育委員会運営費」は、教育委員報酬や教育委員会交際費等の教育委員

会の運営に係る経費です。
　同じ頁の中ほど、「旧学校施設等管理費」は、閉校した１２の小中学校と
旧伊地山幼稚園の維持管理に係る経費です。

「小学校施設整備事業」は、学校体育館で使用している水銀灯照明をＬＥ
Ｄ照明に改修するもので、令和３年度は小学校６校において予定していま
す。

その下の「小見川中央小学校屋内運動場長寿命化改修事業」は、当該体育
館について、施設の再生を図るため、長寿命化改修工事が可能か否か、判定
するため、躯体の健全性調査を実施するものです。

学校教育課長 　続きまして、学校教育課にかかる予算についてご説明します。
「事務局一般事務費」は会計年度任用職員、教育支援委員会委員・いじめ

問題対策連絡協議会委員・いじめ問題調査委員会委員の報酬等、また、選手
派遣助成金や校長会等各種団体の負担金が計上されております。
　「庁用車管理費」は小見川及び栗源教育バスの運行及び維持管理費です。

「奨学資金事業」は経済的理由により、大学等に就学困難な学生に対し、
月額３万円の貸し付けを行う制度で、その基金への積み立てとなります。

「教育支援センター運営費」は不登校児童生徒を対象に月、水、金に佐
原、火、木に小見川に教育支援センター「ふれあいステーション」を開設し
ており、その運営費となります。



「語学指導推進事業」は小中学校の外国語・英語の授業に、外国語指導補
助員を配置しています。また、英語検定３級以上の受検料を１回１,２００円
補助しています。それらにかかる経費が計上されております。

「帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業」は日本語がうまく話せない児
童生徒に対して、外国語補助員を派遣する制度です。現在、佐原中学校と北
佐原小学校に外国語の補助員を派遣しています。それにかかる経費が計上さ
れています。

「学校教育情報ネットワーク整備事業」は小中学校のインターネット環境
に関する経費です。来年度、教員の働き方改革による子どもと向き合える時
間の確保のため、校務支援システムを市内全校で本格的に運用いたします。

　「人権教育推進事業」は人権教育の研修会に使用する経費です。

「オリンピックパラリンピック活用教育推進事業」は小見川北小学校、新
島小学校、佐原第五中学校で実施されます。

これはオリンピックパラリンピック精神に則り、おもてなしの心や福祉教
育・外国語教育の推進にあてられる経費になります。

「小学校総務管理費」は会計年度任用職員、学校医、学校薬剤師等の報酬
等、また、施設の維持管理と、円滑な学校運営や教室環境及び安全確保のた
めの経費、日本スポーツ振興センター等への負担金・補助金が計上されてい
ます。

「小学校学校運営費」は小学校運営に関する消耗品や備品等の経費で、各
学校に配当されます。

「庁用車管理費」は、わらびが丘小学校のスクールバス４台を加えた小学
校スクールバス２６台に関する維持管理費になります。

「小学校教育振興費」は学校の教育振興・教育課程に関する、図書や教材
備品購入にかかる経費で、各学校に配当されます。

令和２年度に小学校の教科書改訂に伴い、教師用指導書やデジタル教材及
び教材備品を購入するため増額を行った分が減額となっています。

「小学校コンピュータ利用教育費」は小学校の教育用コンピュータの整備
に関する経費です。業務支援委託料として、ＧＩＧＡスクールサポーター配
置予算を計上しています。

「小学校就学援助費」は特別教育支援就学奨励費で、特別支援学級在籍し
ている児童の保護者に給付されます。要保護及び準要保護児童就学援助費は
経済的に就学が困難な児童の保護者に対して援助しています。

「中学校総務管理費」及び「中学校学校運営費」は「小学校総務管理費」
及び「小学校学校運営費」と同じ内容です。

「庁用車管理費」は佐原中学校のスクールバス３台に関する維持管理費に
なります。

「中学校教育振興費」は学校の教育振興・教育課程に関する図書や教材備
品購入にかかる経費であり、各学校に配当されます。これは「小学校教育振
興費」と同じです。

中学校の教科書改訂に伴い、教師用指導書やデジタル教材及び教材備品を
購入するため増額となっています。

「中学校コンピュータ利用教育費」及び「中学校就学援助費」は「小学校
コンピュータ利用教育費」、「小学校就学援助費」と同様の内容です。

「中学生社会体験学習」は中学校２年生を対象とした社会体験学習に関す
る経費です。



「中学校国際交流事業」は令和３年度６月にハワイ島のハワイ・プレパラ
トリ・アカデミーに中学校２年生の派遣の準備を進めておりましたが、コロ
ナ禍の中で生徒の安心安全を最優先に考え、実施しないことを決定し、予算
計上しませんでした。

「幼稚園総務管理費」は幼稚園施設の維持管理経費及び幼児教育無償化に
伴う負担金等になります。
　「幼稚園運営費」は幼稚園運営に関する事務用消耗品費等の経費です。

生涯学習課長 続きまして、生涯学習課にかかる予算で主なものについて、ご説明しま
す。
　まず、「社会教育事業」です。

こちらは、家庭教育学級事業の指導等を行う社会教育指導員３名及び会計
年度任用職員の報酬、各種教室等の講師謝礼、成人式開催に係る経費、文化
協会、栗源の夏祭り実行委員会への補助金や市民文化祭事業負担金などとな
ります。

令和２年度との変更点は、昨年は市民文化祭時に千葉交響楽団のコンサー
トを予定しておりましたが、コロナ禍で中止となりました。令和３年度も同
様事業の実施が不透明なため計上してございません。

　次に「埋蔵文化財調査事業」です。
埋蔵文化財の発掘調査、記録保存等に係る経費で、文化財調査作業員の報

酬や、重機等の機器借り上げ料が主なものです。

　「文化財保護事業」です。
指定文化財の保護、管理に係る経費で、大きなものは、委託料の立木伐採

委託料で、下総佐倉油田牧跡の立ち木のうち、強風などで倒れた場合、近隣
住居、道路や電線に影響があるものを伐採する経費です。その他、令和２年
度から行っています、文化財保存活用地域計画の作成に係る経費や、指定無
形文化財保存育成事業補助金の、佐原山車行事保存等に係る事業費や山車保
存修理等の費用に係る補助金となります。

　「民間開発発掘調査事業」です。
民間開発事業に係る埋蔵文化財の調査を民間事業者からの負担金により市

が実施する場合の経費となります。
　該当する事業がない場合は支出しません。
　「公共事業開発発掘調査事業」です。
　香取市が行う公共事業に係る埋蔵文化財の調査等に係る経費となります。

令和３年度の予定は、山田地区の市道Ⅰ-51号線改良工事に係る本調査の経
費及び令和２年度に本調査を行った仁良給水場の出土遺物の整理業務にかか
る経費となります。

　「三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業」です。
令和３年度に完了予定の三菱銀行佐原支店旧本館保存修理工事に係る工事

監理料及び工事請負費等です。
　「公民館施設管理費」です。
　佐原中央公民館、山田公民館の維持管理に係る経費です。

主なものは、光熱水費の電気料、空調機等の保守点検委託料、シルバー人
材センターに委託予定の夜間貸出時の管理業務委託料になります。
　「公民館運営費」です。

各公民館の会計年度任用職員の報酬、各公民館で行う各種講座・教室に係
る講師謝礼等の経費になります。

　「図書館運営費」です。
佐原中央図書館、小見川図書館、山田・栗源図書室の運営に係る経費で、

会計年度任用職員の報酬、刊行物・図書等の購入費、図書館システムに係る
経費となります。



　「伊能忠敬記念館運営事業」及び「伊能忠敬旧宅管理費」です。
　伊能忠敬記念館及び伊能忠敬旧宅の管理運営に係る経費です。
　会計年度任用職員の報酬や光熱水費、機器の保守点検委託料等です。

　「資料管理事業」です。
国宝伊能忠敬関係資料の補修等の委託に係る経費等となり、国・県の補助

金が充当されております。令和３年度は、琵琶湖図と伊豆国附大島沿海図の
補修を予定しています。

　「文化会館施設管理運営費」です。
佐原文化会館の管理費で主なものは、施設管理運営委託料で舞台の音響・

照明の操作や維持管理の委託料となります。

　「コミュニティセンター管理費」です。
佐原中央公民館、佐原文化会館、佐原中央図書館及び香取市民体育館の電

気料等の光熱水費、施設の清掃や設備機器の保守点検に係る委託料となりま
す。

生涯学習課
副参事

　続きまして、スポーツ関連予算についてご説明します。。
保健体育総務費には、「職員人件費」、「庁用車管理費」、「社会体育振

興費」の事業を計上し、保健体育総務費全体で、129,386千円、前年度に比べ
13,061千円の減となります。
　その主な要因は人件費の減によるものです。

続いて、「社会体育振興費」です。この事業費は、41,433千円を計上して
おります。
　前年度に比べ、521千円減となります。

スポーツレクリエーション大会・市民レガッタ大会など社会体育事業と市
民体育館の施設管理運営委託料やスポーツ協会・小江戸マラソン・スポーツ
少年団などの補助金を計上しております。

新たな事業といたしましては、東京オリンピック・パラリンピック関連補
助金の3,800千円になります。

この補助金は、聖火リレー事業・スロバキアのカヌー事前キャンプ・パラ
リンピック採火の火おこし・オリンピック関連の展示事業の事業費分を補助
金として計上しております。

体育施設費は、「体育施設管理運営費」と「体育館管理運営費」を計上し
たものです。

「体育施設管理運営費」は、点在するスポーツ施設の維持管理費を計上し
ております。前年度に比べ5,910千円の減になります。

主な要因は、前年度の修繕料予算が5,953千円に対し、今年度は1,300千円
の予算であるため、約4,650千円の減になったことなどによるものでございま
す。

「体育館管理運営費」は1,867千円の計上で、前年度相当であります。市民
体育館の維持管理費の計上になります。

　次に、海洋センター費です。
海洋センター費は、「職員人件費」、「庁用車管理費」、「海洋センター管
理費」と「海洋センター運営費」を計上しております。

全体で69,120千円の計上額であり、7,099千円増になります。増額の理由と
しては、主に人件費によるものです。

「海洋センター管理費」は43,211千円であり、海洋センター３施設の「維
持管理費」と「プール監視員委託料」の計上になります。

「海洋センター運営費」の2,871千円は、水上スポーツ関連事業や千葉県Ｂ
Ｇ杯バレーボール大会、ＢＧ杯郡市中学校バレーボール大会等に係る経費を
計上しております。

その内容は負担金、補助及び交付金であり、選手派遣費助成金800,000円
は、海洋クラブへ、選手派遣費として助成しております。



スポーツセンター費は、「スポーツセンター管理費」で、22,161千円を計
上いたしております。前年度に比べ3,241千円の減となります。この事業費
は、スポーツコミュニティセンターの維持・管理・運営費を計上したもので
ございます。

予算減の主な要因は、前年度は自家用発電機購入のための備品購入費3,568
千円を計上しておりましたので、その分が減額となっております。
　以上が令和３年度のスポーツ関連の予算となります。

学校給食セン
ター所長

　学校給食センター所管分について、ご説明いたします。
「学校給食一般事務費」でございますが、これは学校給食センター運営委

員会委員の報酬、食物アレルギー対策検討委員会委員の報酬をはじめ、県等
への各負担金が主なものでございます。

続いて「学校給食センター施設管理費」でございます。こちらは、学校給
食センターの施設を維持するための委託料が主なものとなっています。

次に、「学校給食センター運営事業」でございますが、こちらは調理業務
委託料が主なものとなっております。現在、東洋食品と長期契約を結んでお
ります。

つづいて、「学校給食事業費」でございます。こちらは給食を作るための
賄材料費が主なものとなっております。
　説明は以上でございます。

教育長 それでは、報告第１号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 海洋センター費の増額は人件費が増えたことによるものという説明でした
が、どのような理由ですか。

生涯学習課長 人件費の予算は総務課で計上しているので明確にはわかりませんが、再任
用職員が配置されていたところに正規職員の配置を想定した予算を計上した
ことが一因と思われます。

報告第２号 令和２年度香取市一般会計補正予算（第１０号）（教育費関係予算）の提出
の申出について

教育長 報告第２号「令和２年度香取市一般会計補正予算（第１０号）（教育費関係
予算）の提出の申出について」、事務局から提案理由説明をお願いいたしま
す。

学校教育課長 　学校教育関係についてご説明します。
「小学校総務管理費」は佐原区の小学校８校にかかるＡ４版対応の児童用

机・椅子購入費、及び体温測定用サーモグラフィーカメラ購入費となりま
す。

「小学校学校運営費」は国の「感染症対策等の学校教育活動継続支援事
業」により感染症対策に必要な経費を各学校の規模に応じて配当いたしま
す。
　



「小学校コンピュータ利用教育費」は１１節の役務費で竟成小学校及び瑞
穂小学校のサーバ等移設・設定作業にかかる経費、及び１７節の備品購入費
で東大戸小学校及び栗源小学校のサーバ等の購入費となります。

「中学校総務管理費」は体温測定用サーモグラフィーカメラにかかる経費
となります。

「中学校学校運営費」は国の「感染症対策等の学校教育活動継続支援事
業」により感染症対策に必要な経費を各学校の規模に応じて配当します。
　

「中学生社会体験学習」はコロナ禍で今年度実施しませんでした。事業所
への連絡のための切手代等のみ支出し、その他は減額となります。

「中学校国際交流事業」は６月にハワイ島のハワイ・プレパラトリ・アカ
デミーに中学校２年生の派遣を予定していましたが、コロナ禍のため中止と
なり減額となります。

「幼稚園総務管理費」は体温測定用サーモグラフィーカメラ１台にかかる
経費となります。
　

生涯学習課長 　生涯学習関係についてご説明します。
今回の補正は、主に新型コロナウイルス感性防止対策により、施設の休館や
事業の中止等による、歳入の使用料の減額や支出しないこととなった予算を
減額するものです。

歳出では、「社会教育事業」は、秋の文化祭に実施予定だった「千葉交響
楽団コンサート」の出演委託料の減額、同じく、埋蔵文化財調査事業及び民
間開発発掘調査事業は、該当する発掘調査を行う見込みがなくなったため、
減額となります。

「展示・教育普及事業」は、伊能忠敬記念館特別展中止などによる減額、
同じく、「文化会館施設管理運営費」は、休館等により使用が減ったため、
舞台の照明や音響の操作委託の回数が少なくなったための減額となります。
　説明は以上でございます。

生涯学習課
副参事

　スポーツ関連についてご説明します。
社会体育振興費では、コロナ禍でスポーツレクリエーション大会、市民レ

ガッタ等各種大会を中止としたため執行できなかった事業分7,947千円減額い
たしました。

体育施設管理運営費の1,000千円、スポーツセンター管理費の1,000千円の
減額はスポーツ施設の夜間利用休止分の委託料を見込み、減額したものでご
ざいます。
　説明は以上でございます。

教育長 それでは、報告第２号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 減額して使われなかった予算はどうなるのですか。

生涯学習課長 残った予算については、来年度の財源になると思われます。

教育長 これで本日の議事は終了しました。続いて、その他に移ります。

１１ その他 　　



教育長 委員の皆様からなにかありますか。

委員・報告 「市町村教育委員会オンライン協議会」コミュニティ・スクールについて

教育長 事務局から何かありますか。

学校教育課長 令和３年度香取市立幼稚園・小中学校入園・入学式出席者について

令和２年度卒業式について

生涯学習課長 令和２年度香取市成人式の延期期日について

教育総務課長 ３月臨時会及び定例会について

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会２月定例会を閉会いたします。


