
○つくばみらい市定例教育委員会（令和元年６月） 

 

１ 日時    令和元年 ６月２８日（金）午後３時３０分から 

２ 場所    教育委員会庁舎 ２階 会議室 

３ 出席委員  教育長         福田 敏男 

委員          中島 正志 

委員          久下 伸子 

  委員          髙橋 秀光 

委員          安河内崇代 

４ 欠席委員  なし 

５ 出席職員  教育部長        吉田 弘之 

学校総務課長      鈴木 富夫 

学校総務課課長補佐   大澤 勝彦 

適正配置推進室室長   石引 智宏 

学校総務課主査     坂本 和生 

学校総務課主幹     尾林 大悟 

教育指導課長      長塚 和徳 

教育指導課副参事    中島 嘉之 

教育指導課課長補佐   直井 仁志 

生涯学習課長      直井 和美 

生涯学習課課長補佐   千葉 裕康 

文化振興室室長     浅野 博之 

スポーツ推進室室長   関  正臣 

図書館館長補佐     広瀬 実 

６ 傍聴人   なし           

７ 審議事項  議案第３１号 令和２年度つくばみらい市立幼稚園園児募集要項につい

て                     

        議案第３２号 つくばみらい市放課後子ども総合プラン運営委員の選定

について 

        議案第３３号  準要保護の認定について                                       

報告第１８号  準要保護の認定について        

        報告第１９号 区域外就学について              

        報告第２０号 つくばみらい市教育施設の適正配置について 

（第二次答申）  

        報告第２１号 後援申請について               

８ 議事 

事務局 

 

 

【令和元年 ６月定例教育委員会の開会宣言】 

定例教育委員会の開会にあたり，事務局より報告がございます。 

昨日６月２７日をもって，福田教育長及び八島委員の任期が満了すること 
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から６月４日に開催されました令和元年第２回市議会定例本会議におい 

て，福田教育長の再任及び八島委員に変わりまして新たに安河内委員を任 

命することにつきまして，市議会の同意を得て，本日６月２８日の午前中 

に，市長から辞令交付を受けましたことをご報告いたします。 

改めまして只今から令和元年６月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに，教育長より，ごあいさつをお願いいたします。 

【あいさつ】 

・教育長辞令について 

・教育委員行事について 

・議会教育委員会案件について 

・いだてん給食について 

続きまして，新たに委員になられました安河内委員より一言ごあいさつ 

をお願いいたします。 

【あいさつ】 

議事に入ります前に，今回，安河内委員が新たに任命されましたので， 

教育委員会事務局職員を紹介させていただきます。 

（教育委員会事務局職員の紹介をする） 

それでは議事の進行につきましては教育長お願いします。 

議案第 31 号「令和２年度つくばみらい市立幼稚園園児募集要項について」 

説明をお願いします。 

議案第 31 号「令和２年度つくばみらい市立幼稚園園児募集要項について」

資料に基づき説明する。 

質疑を諮る。 

わかくさ幼稚園に東小学校区から入るということですが元々の園児数の定

員が増えるわけではないと思うが，東小学校区の子が入ることで園児数が

どんどん増えていって溢れてしまう可能性ないのでしょうか。 

基本的には定員は変えていません。 

東小学校区から入った分がもしかしたら抽選になる可能性が高いのでしょ

うか。園児数はだんだん先細りなのか，増えている可能性があるのか。 

基本的には未就学児についてはだんだん下がっている。今年度 10 月に幼児

教育の無償化という事によりどれくらい公立に入って来るのかわからない

状況，現にわかくさ幼稚園については定員割れが起きており，抽選はしま

したが 4 月に入ってから定員割れを起こしています。 

すみれ幼稚園は無いのですか。 

すみれ幼稚園は元々定員割れです。 

わかくさ幼稚園がダメだったので，すみれ幼稚園は定員不足しているから

すみれ幼稚園に行くというのは大丈夫ですか。 

大丈夫です。今までの地域のつながりを考えまして今回は選択制にしたと

ころです。 
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わかりました。 

このように示したことは幼稚園としては良かったと思います。問題なのは 

受かったのにキャンセルをして空いてしまう。落ちた人からすると空いて 

いたのに，という事になる。これを防御することが課題かと思います。 

空いていれば，すみれ幼稚園に入れるという事は良かったと思います。 

今回，募集要項に防御ではないですが，入園資格の所に「入園意思のある 

もの」いうことを入れました。今までは次の期間に生まれたもので終わっ 

ていたのですが，行政からの意思も示したいという事で今回からいれてお 

ります。 

保育料の無償化でどれくらい私立に行くのかが読めない。今年の状況を見 

ることで大体見通しが立つのかなと思います。 

議案第 31 号「令和２年度つくばみらい市立幼稚園園児募集要項について」 

原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 31 号「令和２年度つくばみらい市立幼稚園園児募集要項について」 

原案のとおり承認します。 

続きまして，議案第 32 号「つくばみらい市放課後子ども総合プラン運営委 

員の選定について」説明お願いします。 

議案第 32 号「つくばみらい市放課後子ども総合プラン運営委員の選定につ 

いて」資料に基づき説明する。 

質疑を諮る。 

新任の委員は 2 人。 

はい。9 番と 10 番，小学校 PTA 代表と小学校代表です。こちらは市内持 

ち回りという事になっております。 

議案第32号「つくばみらい市放課後子どもプラン運営委員の選定について」 

原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第32号「つくばみらい市放課後子どもプラン運営委員の選定について」 

原案のとおり承認します。続きまして，議案第 33 号「準要保護の認定につ 

いて」報告第 18 号「準要保護の認定について」報告第 19 号「区域外就学 

について」ですが，個人情報のため「秘密会」での進行といたします。 

傍聴人が居ないのでそのまま進めます。 

それでは，議案第 33 号「準要保護の認定について」説明お願いします。 

議案第 33 号「準要保護の認定について」資料に基づき説明する。 

以下，非公開。 

続きまして，報告第 18 号「準要保護の認定について」説明をお願いします。 

報告第 18 号「準要保護の認定について」資料に基づき説明する。 

以下，非公開。 

続きまして，報告第 19 号「区域外就学について」説明をお願いします。 
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報告第 19 号「区域外就学について」資料に基づき説明する。 

以下，非公開。 

以上で秘密会は終了しました。傍聴人がいないのでそのまま進めます。 

続きまして，報告第 20 号「つくばみらい市教育施設の適正配置について（第

二次答申）」説明をお願いします。 

報告第 20 号「つくばみらい市教育施設の適正配置について（第二次答申）」

資料に基づき説明する。 

質疑を諮る。 

異議なし 

報告第 20 号「つくばみらい市教育施設の適正配置について（第二次答申）」

は報告案件ですのでご了承願います。続きまして，報告第 21 号「後援申請

について」説明をお願いします。 

報告第 21 号「後援申請について」資料に基づき説明する。 

質疑を諮る。 

7 件目はどんな会なのでしょうか 

平和の会という方々による原水爆禁止国民平和大行進で伊奈庁舎前でのセ

レモニーは 7 月 8 日です。 

報告第 21 号「後援申請について」は報告案件ですのでご了承願います。 

本日の議案につきましては以上となります。その他につきましては事務局

でお願いします。 

次回の委員会の日程 

定例教育委員会 

７月２６日（金） 時間は決まり次第連絡 

会議通知につきましては，開催日が近づきましたら事務局から通知を送付

させていただきます。事務局からは以上です。 

では以上を持ちまして令和元年６月定例教育委員会を閉会します。 

上記決議を明確にするため，本議事録を作成する。 

 

令和元年６月２８日           教 育 長    福 田  敏 男 

                     教育長職務代理者 中 島  正 志 


