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○ 教育長招集あいさつ
○ 委員会諸般報告 別紙資料を確認いただくことで承認
（１）付 議 事 項
議案第 ５号
議案第 ６号
議案第
議案第

７号
８号

議案第 ９号
議案第１０号
議案第１１号
議案第１２号
議案第１３号
議案第１４号
議案第１５号
議案第１６号
議案第１７号
議案第１８号
議案第１９号
議案第２０号

臼田地区新小学校の建設場所について
佐久市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の
制定について
佐久市立学校体育施設開放に関する条例施行規則の一
部を改正する規則の制定について
佐久市日本語教室設置運営要領の一部を改正する要領
の制定について
佐久市就学支援委員会専門員の任命について
佐久市社会教育指導員の任命について
佐久市少年センター専門補導委員の委嘱について
佐久市五郎兵衛記念館館長の任命について
佐久市立天来記念館館長の任命について
佐久市立望月歴史民俗資料館館長の任命について
佐久市川村吾蔵記念館館長の任命について
佐久市中央公民館館長の任命について
佐久市中央公民館地区館館長の委嘱について
佐久市立図書館館長の任命について
佐久市立近代美術館館長の任命について
学校教職員の指導上の措置について

（２）協 議 事 項
ア 佐久市学校教育の目指す方向について
イ 佐久市教育振興基本計画（案）のパブリックコメントの実施につい
て
（３）報 告 事 項
ア 教育委員協議会開催報告について
イ 平成２８年佐久市議会第１回定例会の報告について
ウ 学区外就学及び区域外就学許可基準（内規）の制定について
エ 佐久市小・中学校芸術文化・体育大会等参加交付基準（内規）の一部
改正について
オ

平成２７年度学校教育部関係の寄附行為について
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カ 平成２７年度社会教育部関係の寄附行為について
キ 人権同和課行事の報告について
ク その他報告事項 なし
（４）その他連絡事項等
ア 学校教育課行事の開催について
イ 体育課行事の開催について
ウ その他
・劇団四季ファミリーミュージカル「むかしむかしゾウがきた」につ
いて
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楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
学校教育部長
楜澤教育長
楜澤教育長

原委員

青柳委員
楜澤教育長
学校教育部長

楜澤教育長
青柳委員

それでは、最初に事務局から議事日程についてお願いします。
議事日程について説明
次に、事務局から諸般報告をお願いします。
諸般報告について説明
それでは、議案第５号の審議に入ります。事務局より朗読し
てください。
議案朗読
議案第５号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました「臼田地区新小学校の建設場所につ
いて」、何かご質問等ございますか。
昨日の臨時教育委員会の議事録は別途で丁寧にご発言いただ
いた内容も全部テープ起こしをして整理をしたいと思っていま
すが、それを基にしながら概観できるもの、結論を導くおよそ
の流れが分かるものということで、このペーパーにまとめさせ
ていただいたものであります。
なお、２の住民説明会で出された意見に対しての昨日の協議
により、見解を出していただいたその内容については、別紙に
よって佐久市型論点整理手法で一問一問丁寧に回答させていた
だいてあると、こんな構成でまとめさせていただきましたが、
ご質問等いかがでしょうか。
今、部長に発表していただいた案につきまして、昨日我々も
真剣に慎重に議論をいたしまして、その結果が非常にきちんと
整理されているというふうに思いますので、私はそれ以上の意
見はありません。
昨日、予想外に傍聴の方が少なかったのですが、コスモホー
ルの西側に反対の方の動き等は何かありましたか。
昨日以降の動きでよろしいですか。
昨日、臨時教育委員会を開催しまして、この関係について協
議をしていただきました。教育委員会の方で一定の方向性を出
していただきましたが、その後、教育委員会に対して、本日の
朝、昨日行われた臨時教育委員会の資料をホームページに掲載
する予定はありますか。できれば議事録もホームページにアッ
プしてくださいという問い合わせがありました。
よろしいでしょうか。
はい。
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楜澤教育長
楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
体育課長
楜澤教育長
楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
体育課長
楜澤教育長

楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長
事務局

続けていかがでしょうか。
よろしいでしょうか。昨日丁寧に協議していただいた内容を
概観できるようにとコンパクトにまとめさせていただいたわけ
ですが、ご質問等ないようですので議案第５号について、建設
場所をコスモホールの西側ということで決定としてよろしいで
しょうか。
承認
それでは議案第５号について、原案どおり決定といたします。
次に議案第６号の審議に入ります。事務局より朗読してくだ
さい。
議案朗読
議案第６号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました「佐久市体育施設条例施行規則の一
部を改正する規則の制定について」、何かご質問等ございますか。
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第６号について、原案どお
り承認としてよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第６号は原案どおり承認といたします。
次に議案第７号の審議に入ります。事務局より朗読してくだ
さい。
議案朗読
議案第７号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました「佐久市立学校体育施設開放に関す
る条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」、何かご
質問等ございますか。
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第７号について、原案どお
り承認としてよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第７号は原案どおり承認といたします。
次に議案第８号の審議に入ります。事務局より朗読してくだ
さい。
議案朗読
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楜澤教育長
学校教育課学務係長
楜澤教育長

原委員
楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
学校教育部長
楜澤教育長
楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長

事務局
楜澤教育長
生涯学習課長
楜澤教育長

議案第８号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました「佐久市日本語教室設置運営要領の
一部を改正する要領の制定について」、何かご質問等ございます
か。
今の説明でスクールタクシー等を利用できるものとすると変
えていただきました。大変ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第８号について、原案どお
り承認としてよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第８号は原案どおり承認といたします。
次に議案第９号の審議に入ります。事務局より朗読してくだ
さい。
議案朗読
議案第９号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました「佐久市就学支援委員会専門員の任
命について」、何かご質問等ございますか。
よろしいでしょうか。
なお、新任となる宇都宮通孝さんにつきましては、特別支援
教育について大変これまで深い関わりがあって、指導的な立場
で指導をいただいてきた方でございます。
ご質問等ないようですので、議案第９号について、原案どお
り承認としてよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第９号は原案どおり承認といたします。
次に議案第１０号の審議に入りますが、議案第１０号及び議
案第１１号を続けて取り扱いたいと思いますので、説明等も続
けてお願いします。承認につきましては、最後一括で行いたい
と思います。事務局より朗読してください。
議案朗読
議案第１０号及び議案第１１号について、事務局より説明し
てください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました議案第１０号「佐久市社会教育指導
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生涯学習課長

員の任命について」及び議案第１１号「佐久市少年センター専
門補導委員の委嘱について」、何かご質問等ございますか。
社会教育指導員の中で、伴野洋子さんと浅沼芳子さんが再任
なんですけども、今、生涯学習の関係とおっしゃいました。私
も今まで存じ上げなくていけなかったわけですけども、お二人
がどういう生涯学習の関係か解れば教えていただきたいと思い
ます。
生涯学習につきましては、生涯学習課と公民館、全て生涯学

楜澤教育長
原委員

習に関連の情報、子どもさんの関係だと子育て支援課などが関
係ありますが、その情報を月１回収集しまして、それを発信す
るという仕事と学校関係が地域で勉強する場合の講師の紹介を
しております。さらに、通学合宿といって地域の公民館等に子
どもさんが泊まって、そこから学校に行く事業を他の市町村で
行っています。そういった関係につきましても、講習を受けで
今後事業展開を行う上で必要な方であります。
よろしいでしょうか。
分かりました。

原委員

楜澤教育長
青柳委員

楜澤教育長
楜澤教育長
全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長

事務局
楜澤教育長

続けてご質問等ございますか。
要望ですが、先程の就学支援専門委員等の所属等の記載がな
かったんですが、できれば少年センター専門補導委員のように
元何々と書いていただいた方が、多少なりともその人のプロフ
ィールが伺えると思います。
正確な情報を補ってお伝えいただきたいと思います。
他にご質問等ないようですので、議案第１０号及び議案第
１１号について、原案どおり承認してよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第１０号及び議案第１１号は原案どおり承認
といたします。
次に議案第１２号の審議に入りますが、議案第１２号、議案
第１３号、議案第１４号及び議案第１５号について、同様の人
事でありますし、担当課も共通でありますので、一括して取り
扱いたいと思います。説明等も続けてお願いします。承認につ
きましては、最後一括で行いたいと思います。事務局より朗読
してください。
議案朗読
議案第１２号、議案第１３号、議案第１４号及び議案第１５
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文化振興課長
楜澤教育長

楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長

号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました議案第１２号「佐久市五郎兵衛記念
館館長の任命について」、議案第１３号「佐久市立天来記念館館
長の任命について」、議案第１４号「佐久市立望月歴史民俗資料
館館長の任命について」及び議案第１５号「佐久市川村吾蔵記
念館館長の任命について」、何かご質問等ございますか。
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第１２号、議案第１３号、
議案第１４号及び議案第１５号について、承認してよろしいで
しょうか。
承認
それでは、議案第１２号、議案第１３号、議案第１４号及び
議案第１５号は原案どおり承認といたします。
次に議案第１６号の審議に入りますが、議案第１６号及び議
案第１７号について、同様の人事でありますし、担当課も共通
でありますので、一括して取り扱いたいと思います。説明等も

続けてお願いします。承認につきましては、最後一括で行いた
いと思います。事務局より朗読してください。
事務局
議案朗読
楜澤教育長
議案第１６号、議案第１７号について、事務局より説明して
ください。
中央公民館事務長 ─議案説明─ 以下、省略
楜澤教育長
只今、説明のありました議案第１６号「佐久市中央公民館館
長の任命について」及び議案第１７号「佐久市中央公民館地区
館館長の委嘱について」、何かご質問等ございますか。
増田職務代理者

中央公民館の館長さんの任期というのは何年で、地区館の館
長さんの任期は何年ですか。
中央公民館事務長 中央公民館長につきましては、任期は１年でございます。地
区館の館長につきましては２年でございます。今回の件は地区
館の館長が任期内に退職していることから、残任期間の１年で
お願いするものです。
増田職務代理者 分かりました。
楜澤教育長
他にございますか。
楜澤教育長
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第１６号及び第１７号につ
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全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長
事務局
楜澤教育長
中央図書館事務長
楜澤教育長
楜澤教育長

全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長

いて、承認してよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第１６号及び議案第１７号は原案どおり承認
といたします。
次に議案第１８号の審議に入ります。事務局より朗読してく
ださい。
議案朗読
議案第１８号について事務局より説明してください。
─議案説明─ 以下、省略
只今、説明のありました「佐久市立図書館館長の任命につい
て」、何かご質問等ございますか。
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第１８号について、承認し
てよろしいでしょうか。
承認
それでは、議案第１８号は原案どおり承認といたします。
次に議案第１９号の審議に入ります。事務局より朗読してく

ださい。
事務局
議案朗読
楜澤教育長
議案第１９号について事務局より説明してください。
近代美術館美術館係長 ─議案説明─ 以下、省略
楜澤教育長
只今、説明のありました「佐久市立近代美術館館長の任命に
ついて」、何かご質問等ございますか。
楜澤教育長
よろしいでしょうか。
ご質問等ないようですので、議案第１９号について、承認し
てよろしいでしょうか。
全教育委員
楜澤教育長
楜澤教育長

全教育委員

承認
それでは、議案第１９号は原案どおり承認といたします。
次に議案第２０号の審議に入りますが、ここで皆様にお諮り
いたします。
教育委員会の会議は公開が原則となっております。
しかし、本議案は人事に関する事件についてですので、
「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項」の規定
により、議事を非公開としたいと思います。
これにご異議ありませんか。
異議なし。
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楜澤教育長

ご異議ありませんので、本議案を非公開といたします。
（審

楜澤教育長
楜澤教育長

議）

非公開の議案は終了いたしましたので、これより公開といた
します。
それでは続きまして（２）協議事項に入ります。
はじめに、ア 佐久市学校教育の目指す方向について、事務

局より説明をお願いします。
学校教育課主幹指導主事 ─説明─ 以下、省略
楜澤教育長
何かご意見等ございますか。
宮澤委員
すごく細かく説明いただきまして、この佐久市学校教育の目
指す方向が毎年毎年内容がすごく充実して、ボリュームも増え
て、目次を見れば本当に分かりやすくなっております。ただ、
これが現場でどう生かされているかということがとても大事な
ことだと思います。特に後半の方では佐久市の子ども達の学習
面とか運動面とか精神面といった実態がすごく分かりやすくな

原委員

っています。これも現場の先生達がどう理解して子ども達にど
う指導していくかということを真剣に考えて取り組んでいって
いただきたいと思います。やっぱり一番はこれがどう生かされ
ていくかということが大事なことだと思いますので、工夫とか
色々考えていくことが必要だと思います。
今、宮澤委員がおっしゃったとおりで、中身については私も
大変良くできていると思いますが、例えば３ページの中断に
ダーウィンの有名な言葉が書いてありまして、その３行目４行
目のところなんですけども、行政の皆さんは結構難しい表現を

されるので、できればもっと分かりやすい言葉にしていただけ
ればありがたいです。
楜澤教育長
分かりづらい部分がありますので、分かりやすい言葉に変え
ましょう。
増田職務代理者 充実した内容になってきているなと思います。５本の柱が８
本になったということで、増えた３本も実に必要な部分できめ
細かにそれぞれの子どもに対応するという基本姿勢をこのよう
な形で整えられたのかと思います。
もう一つ、お二人の委員からご指摘がされているわけですけ
れど、後半の資料はぐっと引きこまれる内容ですね。文書表現
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だけでは分からない部分がこれで手に取るように分かるという。
その次に湧いてくる疑問というのは、どうして佐久市の場合は
こういう傾向が自尊感情が低いということやら、人様の前で発
表することがあまり得意ではないということや様々な共通した、
ずっと継続した弱点であることが依然として克服されていない。
それでもまだまだ全国の姿には距離感があるということをどう
やって理解すればいいかということと、各学校でテストの結果
を分析しましょうと言われているけれども、これだけリアルな
ものとして学校ごとに受け止めきっているのだろうか。校長先
生や教頭先生のところで留まっていて、全部の先生にどうすれ
ば浸透できるのか。時には松島主幹が２０分でも３０分でも時
間をいただく形で出向いて行って、研修のような形でリアルな
ところの話をしてこの学校ではどうですかと問うて、ぼんやり
分析していてはならないんだと、それぞれの学校で気運がうま
れてくるという方法論については、いいお考えがあれば教えて
ください。
学校教育課主幹指導主事 貴重なご意見、本当にありがとうございます。校長会や教頭

楜澤教育長

楜澤教育長
楜澤教育長

会等でこれを扱っていって、それで良しとしていた部分もあり
ました。増田委員さんからご指摘をいただきましたとおり、こ
ちらから出向いて行って、是非これを共有していただいて各校
で生かしてもらいたい。宮澤委員さんからありましたけれど、
各先生がその気にならなければというところまで掘っていかれ
るように努力したいと思います。
例えばこういうものに触れて「うちの子ども達はどうなんだ
ろう」と思う人間と、「またこういう話か」とか、「教育委員
会が学校で研修やれと言ったから」と捉えるような分かれ道が
あると思うんですが、私、是非校長会や教頭会で下ろしていま
すが、さらに学校現場から要望があれば出向いて説明もします
よ。研修の機会を工夫してみてください。分かれ道の前者を多
くしていく一つの取組かなと思いますけど。大事なご指摘をい
ただきましたので、現場での活用に向けて一歩二歩と進めてい
きたいと思いますので、またご指導をいただきたいと思います。
それでは、この計画に沿って精度を高めていただいて事務を
進めてください。
次に、イ 佐久市教育振興基本計画（案）のパブリックコメ
ントの実施について、事務局より説明をお願いします。
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学校教育課総務係長
楜澤教育長
青柳委員

─説明─ 以下、省略
何かご意見等ございますか。
不登校の出現率についてですが、平成２６年度 1.07 で前に比
べ劇的な成果が上がっていると。この辺の分析を伺いたいんで
すが、スクールメンタルアドバイザーやハートフルフレンドの
先生がものすごく熱心にやってくれて、それが大きな成果につ
ながっているのではないかと。会議等で主幹は学校の努力とお
っしゃっていますけど、実はそれがあるんじゃないかと感じて
います。具体的にアクションを起こすことによって何か出てく
る。主幹が学校に行くことはいいことだと思いますし、夏に研
修担当教諭と校長達で話し合い等ありましたし、そういうこと
が何か成果になっていく。理科や数学が弱いというのは佐久地
方でずっとそういう傾向が続いておりまして、高校では長野県
は理科と数学が全体で弱いんですが、数学から攻めて理科や数
学を引き上げようと。数学が弱いから物理や化学がダメで長野
県はダメなんだと、こう考えていましたけど、楜澤教育長が発
案されて理科から攻めていこうと。課題探究的な学習で、理科

の方から子ども達の学習を高めて学習力を改善していこうと、
これは非常に面白い試みだと。いいことだと思いました。
楜澤教育長
不登校の出現率について何かありますか。
学校教育課主幹指導主事 平成２５年から平成２６年にかなり減ったことについては、
青柳委員さんのご指摘のとおり６名のスクールメンタルアドバ
イザーがおります。他市町村との比較は非常に難しいわけであ
りますけれど、不登校あるいは不登校傾向にある子どものほぼ
全員に関わっているという実態を掴んでおります。各校で心配
な児童生徒がいて家に引きこもり、なかなかコンタクトがとれ
ないということで、県内あるいは全国の学校で非常に頭を悩ま
している中、佐久市では６名の方々をはじめとしたスタッフが
ほぼ全員に当たる。家を何度も訪問して最終的にはコンタクト
が取れるということもやっておりますし、それが具体的な成果
につながってきている。
それと、３０日以上の欠席を減らすという数値目標でいくの
ではなくて、あまり学校に足が向かなかった子どもが興味を持
てるようになってきたと。わずかな一人一人の子ども達の向上
ですね、それを認めるという佐久市のスクールメンタルアドバ
イザーをはじめ、不登校対策に関わる方々のその姿勢が良い形

12

楜澤教育長

となって現れていると考察しております。
不登校対策連絡協議会の中である委員さんから、どの学校が
何人増えた、何人減ったと話題になるが、当該の学校にとって
みると同じ不登校なんだけども、例えば３０日以上の欠席で判
断すれば相変わらず不登校なんだけれども、その中身が変化し
てきたとか、ちょっと学校のことが話題になってきたか、色ん
な変化があるわけです。数字だけのくくりで不登校になってし
まいますが、その中身を見た時に昨日よりも今日、より良く生

きているという子どもたちの姿があって、そういうのこそ大事
に追っていきたいと、こういうご発言があったわけであります。
その会でその考えはとても大事ですねと共有したわけです。
楜澤教育長
パブリックコメントに出された意見はどういう扱いになりま
すか。
学校教育課総務係長 パブリックコメントでいただいたご意見のうち、計画に反映
できる部分は反映させ、反映できない部分はこうだから反映で
きない旨を教育委員さんにもお諮りし、市ホームページで示し
ていきたいと考えております。
楜澤教育長

只今いただいた意見等を反映させながら、事務を進めてくだ
さい。
楜澤教育長
それでは、次に（３）報告事項に入ります。
最初に、ア 教育委員協議会開催報告について説明をお願い
します。
学校教育部長
それでは、教育委員協議会の開催報告を申し上げます。
はじめに、２月２２日の協議会の内容について
１ 小学校における学級経営の問題について
２ 臼田地区新小学校の建設候補地において、コスモホールの
西側が最多得点になったこと等について
次に、３月１日の協議会の内容について
１ 佐久市教育振興基本計画（案）について
２ 第３回佐久市総合教育会議について
３ 臼田地区新小学校整備における候補地選定の素案について
以上です。
楜澤教育長
只今、説明のありました件について、ご意見等ございますか。
楜澤教育長
よろしければ、次に、イ 平成２８年佐久市議会第１回定例
会報告について、説明をお願いします。
学校教育課総務係長 〈資料に基づき説明〉
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楜澤教育長
楜澤教育長

只今、説明のありました件について、ご意見等ございますか。
よろしければ、次に、ウ 学区外就学及び区域外就学許可基
準（内規）の制定について、説明をお願いします。
学校教育課学務係長 〈資料に基づき説明〉
楜澤教育長
只今、説明のありました件について、ご意見等ございますか。
原委員
（２）－エ １－（１）－エについては、岩村田小学校又は
浅間中学校とありますが、これはどういう意味ですか。
学校教育部長
エですが、横根の島原地区です。湯川よりも東側にあります

原委員

場所については、岩村田小学校にも行けます。中学校について
は、以前、平根地区は全て浅間中学校でしたが、現在は東中学
校ということになっております。その前の経過も踏まえて横根
の島原地区については、中学校は浅間中学校へも通えますとい
うことでございます。実際に岩村田小学校に通っている児童は
いませんが、中学校については数名浅間中学校に通っている生
徒がいる状況です。このエリアについては境界エリアというこ
とで指定をさせていただきたいということです。
ちなみに、
（２）－イに平根小学校とありますね。安原は東小

学校に行くべきところを平根小学校でもいいということですか。
中学校は平根小学校と東小学校を選択した児童は東中学校に行
くということですね。
学校教育部長
そのとおりです。
楜澤教育長
他はよろしいでしょうか。
続いて、エ 佐久市小・中学校芸術文化・体育大会等参加交
付基準（内規）の一部改正について、説明をお願いします。
学校教育課学務係長 〈資料に基づき説明〉
楜澤教育長
只今、説明のありました件について、ご意見等ございますか。
原委員
学校教育課学務係長
原委員
楜澤教育長

結果的に琴の運搬費は支給されたんですか。
支給させていただきました。
分かりました。
続いて、オ 平成２７年度学校教育部関係の寄附行為につい
て、説明をお願いします。
学校教育課学務係長 〈資料に基づき説明〉
楜澤教育長
只今、説明のありました件について、ご意見等ございますか。
楜澤教育長
よろしいですか。
続いて、カ 平成２７年度社会教育部関係の寄附行為につい
て、説明をお願いします。
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生涯学習課生涯学習係長
楜澤教育長
楜澤教育長

人権同和課長
楜澤教育長

〈資料に基づき説明〉
只今、説明のありました件について、ご意見等ございますか。
よろしいでしょうか。
続いて、キ 人権同和課行事の報告について、説明をお願い
します。
〈資料に基づき説明〉
よろしいでしょうか。
続いて、ク その他報告事項について何かありますか。

楜澤教育長

なければ、次に（４）連絡事項等に入ります。
はじめに、ア 学校教育課行事の開催について、説明をお願
いします。
学校教育課総務係長 〈資料に基づき説明〉
楜澤教育長
よろしいでしょうか。
続いて、イ 体育課行事の開催について、説明をお願いしま
す。
体育課長
〈資料に基づき説明〉
楜澤教育長
よろしいでしょうか。
文化振興課長

楜澤教育長
楜澤教育長
学校教育課総務係長
楜澤教育長

続いて、ウ その他について何かありますか。
１点お願いします。資料１ページにもありますが、３月２３
日、午後６時３０分からコスモホールで文化振興基金の運用益
で「劇団四季ファミリーミュージカル むかしむかしゾウがき
た」を開催いたします。教育委員の皆さんにも是非ご覧いただ
いて、感想等をお寄せいただければと思います。よろしくお願
いいたします。
他はありますか。
なければ、次回予定について事務局からお願いします。
次回の定例会でございますが、４月２６日（火）午前１０時
より、議会棟第１委員会室で開催する予定でございます。
以上をもちまして、本日の会議を閉会いたします。

終了時刻
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午後０時１１分

佐久市教育委員会会議規則（平成１７年教育委員会規則第２号）第２１条の
規定により署名する。

教育長

楜澤

晴樹

教育長職務代理者

増田

友厚

教育委員

原

拓男

教育委員

宮澤

則子

教育委員

青柳

淳
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