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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 皆さんこんにちは。それでは、ただいまより佐賀市教育委員会７月定例会を開きます。 

 本当に暑い日が続いておりますけれども、皆様方にはお変わりないでしょうか。学校

のほうも２１日から夏休みに入りました。多分、近所でも早朝からラジオ体操等が今あ

っていると思います。委員の皆さんも、またここにお集まりの皆さんも、出勤前にもし

余裕があれば、たまにはラジオ体操に参加して子どもたちとふれあいをしてもらえれば

なというふうに思っております。 

 それから、皆さんもよく報道等でご存じと思いますけど、高校野球で、実名は出しま

せんけど、ある高校が喫煙とぼや騒ぎになったということで、本当に私たちも、その子

たちももちろん義務教育を経てきているわけでございますけど、やはり競技だけでなく

て、心を子どもたちに教えないといけないなと、これはもう学校だけじゃなくて、今問

題になっているいろいろな社会体育も、小学校のときから学校以外での教育の点でも、

競技の技術向上よりもさらに心を優先する教育というのが本当に求められるんじゃな

いかなということを改めて私も感じたところです。 

 それでは、委員会に入ってまいりたいと思います。 

 本日は６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしており

ます。 

 本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（岸川委員長） 

 日程２の会議録について、説明をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ６月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、７月２２日に配付いたしたと

おりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、事前にお渡ししております会議録でございますけれども、内容について修

正点等ございましたらお願いいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することといたしま

す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、１枚ペーパーをお配りしております。 

 まず、１点目が濱田真由選手のリオ五輪出場の表敬訪問が１日にございました。ご存

じのように、濱田選手は現在テコンドー女子の５７キロ級の世界ランキング４位という
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ことになっておりますけれども、昨年は第２２回の世界テコンドー選手権大会で優勝を

されております。世界選手権を通じて、この競技では日本人初の優勝という快挙に輝い

ているわけでございますが、話をする中で、小学校１年からテコンドーを始めたという

ことでございましたが、６年生の卒業文集には、もう既にテコンドーでオリンピックに

行くんだという夢を書いていたそうでございます。そういう意味から、小さいときから

このテコンドーを通してオリンピックに出場するんだという強い意志でテコンドーに

励まれてきたんだろうなということを推測したわけでございます。私、始まる前に「夢

がかないましたね」と、こう言ったんですよ。そしたら、濱田選手は「オリンピックで

は金メダルを目指します」ということで、決意を申しておられました。見るからに心技

体ともに充実しているなという思いをしております。最大の強みは減量の苦労がないと

いうことをおっしゃっておりましたので、これまたベストコンディションで臨まれるの

ではないだろうかなというふうな思いで期待を大いに膨らませたところでございまし

た。ぜひ佐賀市からゴールドメダリストが出てほしいなというふうに願っているわけで

す。 

 また、明日が７人制ラグビー日本代表に決定した副島亀里選手のリオ五輪出場の訪問

となっておりますので、佐賀市出身のこの２名の方については特に応援をしていきたい

と。ぜひこの佐賀の地に金メダルが運ばれてくるというのを夢見ながら、今回のリオ五

輪を楽しみにしているところでございます。これが１点目です。 

 ２点目は、本年度の第１回市民総ぐるみ街頭活動が５日の日にございました。私は本

庄の交差点で子どもたちの下校状況を見ておりましたけれども、交通指導員の方たちと

お話をする中で、中学生の下校状況を聞いてみましたら、無灯火はまず見ないというふ

うにおっしゃっておりました。これは自動点火のオートライト化した自転車を義務づけ

ている効果でもあろうというふうに思っておりますけれども、私が見る限りでも、子ど

もたちは非常にルールを守って下校をしているように見受けられました。ただ、目の前

で大きな交通事故がありまして、私に６時半から立ったんですが、６時１０分ごろ、車

同士がボーンとぶつかってひっくり返ったと。ところが、その運転者が幸いなことに傷

はなかった。これは首の骨が折れても不思議でもないぐらいにひっくり返りまして、ち

ょうど一緒に街頭活動は１時間半ぐらいありましたが、その間中、現地での現場検証と

か、あるいは加害被害のそれぞれの言い分を聞いたりとかで、街頭活動中はその交差点

はほとんど警察官の主導で行き来をするだけ、ちょっと日ごろの状況は見えませんでし

た。そういうことで、ちょっと今回は状況的には十分な把握に至らなかったということ

でございます。 

 次、３点目ですが、平成２８年度の佐賀市租税教育推進協議会総会、これが６日の日

に行われました。申し上げることもなく、国民の三大義務、教育を受けさせる。あるい

は勤労、あるいは納税ということでありますけれども、よくよく考えてみますと、子ど

もも納税者ですね、消費税という形で納税をしているわけでございますので、今回は消

費税の行方が非常に心配されました。どっちに転んだほうがいいのか、ちょっと私も言

いかねますけれども、社会保障と税の一体改革ということで進められておりましたけれ

ども、このことがちょっと延びるということにもなったようでございます。ただ、ちな

みに子ども１人が義務教育９カ年に税負担が１人当たり８００万円かかっているとい

うことを聞いております。そういう意味からは、やはり税金が子どもたちの義務教育に

しっかりと使われているということは認識しなければいけないなと。また、子どもにも

こういうことは教えていかなければいけないなということを痛感したところでござい

ます。 

 ただ、今回から九州北部税理士会の方も協議会委員として新たに加わられました。こ

ういうことで、この租税教育推進協議会が厚みを増してきたということでございます。

ただ、本年度やはり見ておりまして、租税教室、これをやっぱり重点的に広げていくこ

とが必要なんだなということを感じたところでございます。特に学校での租税教育、あ

るいは各種団体、今回も婦人連絡協議会、それから老人会、自治会、そういうところで
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もやはりこの租税教育を進めていかないとなかなか浸透しないということも感じたと

ころでございますので、この点については、市民生活部とも一体となって進めていく必

要があろうというふうに考えたところです。 

 ４点目です。市民体育大会の開会式が９日土曜日にございました。これは委員さん方

もご参加でしたので、割愛させていただきます。 

 ５点目が、市立図書館がことしで２０周年を迎えております。８月６日には２０周年

記念セレモニーを大々的にと言っていいんでしょうか、行う予定にしておりますけれど

も、それに先駆けて、この２０周年事業をこれから始めますよというキックオフイベン

トを１２日に行いました。この日は朝から雨でございまして、雨風もありましたけれど

も、このキックオフイベントを始めた途端天気がよくなりまして、青空が広がりました。

市立図書館は館長を初めとして、これから先非常に明るい未来が待っているというふう

に感じたところでございます。いずれにしても、キックオフイベントから今年一年かけ

て記念事業を行いますけれども、ぜひ一度はご覧いただけたらというふうに思っており

ます。今後とも第２次佐賀市図書館サービス計画に沿って、「市民と共に育つ図書館」

ということで、時代のニーズ、地域の住民のニーズ、そういうものをしっかりと把握を

しながら図書館運営を図っていくことが大切だろうというふうに考えたところでござ

いました。 

 ６点目が、佐賀市市民総参加子ども育成運動推進委員会・全体会がこの間ございまし

た。これにつきましても、委員の皆様方もご参加でしたので、内容については十分ご承

知と思いますけれども、話し合ったことで課題となっていること、あるいは運動の方針

というのをやっぱり下にきちんとおろしていく必要があるというふうに考えておりま

す。それぞれ４部会が、各部会を通して各下部組織と言ったらおかしいんですが、下の

ほうにずっとおろしていって、一人一人に行き届くような、そういう運動の展開をして

いかないとなかなか浸透しないというふうに考えております。 

 そういう意味では、私は学校部会に入っていますので、学校部会は校長会、あるいは

各学校での意識啓発のための研修会、こういうものを通して、やはり浸透をもっともっ

と図っていく必要があるのかなというふうに思ったところでございました。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、今の教育長の報告につきまして、ご意見、ご質問等がある方はお願いいた

します。 

 私から、市民総ぐるみ街頭活動は私も地域の役職でしていますけど、本当に子どもは

ほとんどオートライトなので問題ないのですが、むしろ大人の無灯火、特に女性の人が

つけていないという方が多くて、それとやはり並列はまだ相変わらず多いので、これも

指導が必要かと思いました。 

 これちょっと担当課長に質問ですけど、たしか２回続けて雨で中止になりましたよ

ね。こういった場合は中止にしないで、例えば、１週間後とかにはやっぱりできないも

のなんですかね、ほぼ１年ぐらい間が空いたような形になってしまいました。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼子ども・若者支援係長） 

 確かにおっしゃられるとおり、中止になりましたけれども、その際の判断を地域の方

からどうするんだといろいろ問い合わせがあっておりましたので、今回からは雨であっ

ても公民館に集まって、日ごろのそういう情報交換をやりましょうというふうな形で、

日にちをその日に決めて、晴れれば街頭で行くんですが、雨だった場合は、それも校区

の判断でやっていただいて、日ごろいろんな情報交換できない部分、そういった場合で

やっていただくという形で今回決めております。 

 

（岸川委員長） 
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 わかりました。はい、どうぞ。 

 

（福島委員） 

 街頭で、この数日「ポケモンＧＯ」をしながら自転車に乗っている子どもが、必ずし

も小中学生より高校生ぐらいの子が結構いるような気がする。ちょっと「ポケモンＧＯ」

が危ないなと。ずっと下見ながら、ちっちゃな住宅街の交差点とかもずんずんと歩いて

全く無警戒に、これはちょっと危ないと思います。 

 

（岸川委員長） 

 これは後の議案にも用意されているようなので、また後ほど。 

 それと、租税推進の件については、企業人が所属しています佐賀法人会というのがあ

りまして、法人会というのは納税のための会なんですけれども、租税教室というのを青

年部でもやっているんですよ、青年部と言っても50歳以下なんですけど、大体毎年三、

四校ぐらいですね。ですから、そういった連携をとってもっと効率的にそういったこと

ができないのかなと思ってですね。あるいはその推進協議会の中にも佐賀法人会を入れ

ていただいてもいいかなとちょっと思いました。 

 

（東島教育長） 

 佐賀法人会ですね。 

 

（岸川委員長） 

 はい、いつも税務署の署長さん以下、広報の方も来られて一緒に活動しているもので

すから、一応情報提供ということでお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、議題のほうに入っていきたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 日程４の提出議案でございますけれども、第７号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱』

について、社会教育課から説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、資料の１ページ目をお願いいたします。第７号議案『佐賀市少年育成委員

の委嘱』について、佐賀市少年センター管理運営規則第６条第１項の規定に基づき提案

をしているものでございます。 

 次、２ページをお願いいたします。少年育成委員でございますけど、各校区、地区に

おいて、街頭巡回指導等を行い、非行少年の早期発見・早期指導を行うことにより、青

少年の非行防止及び健全な育成を図っていくものでございます。現委員の任期につきま

しては、平成２８年７月３１日までとなっておりますので、新たな委員の委嘱について

お願いをするものでございます。今回お願いをいたします委員の任期につきましては、

平成２８年８月１日から平成３０年７月３１日までの２年間となっております。 

 具体的には、３ページをお願いいたします。新たな委員候補者の名簿を掲載させてい

ただいております。市内２６の各校区、地区におきまして、３名から８名まで、計１２

６名の委員の委嘱となっております。新任の委員は、その中で１８名いらっしゃいまし
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て、ほかは再任となっております。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今の件につきまして、議案の説明につきまして、何かご質問等がございましたらお願

いいたします。 

 

（田口委員） 

 こういう委員さんは、具体的には校区からの推薦という形になるんですか。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼子ども・若者支援係長） 

 校区の公民館長に少年育成委員の班長、青少健会長、ＰＴＡ会長などと話をしていた

だいて推薦をしていただくようにしております。 

 

（岸川委員長） 

 これは人数は、各校区でばらばらというか、必ずも人口に比例していないような感じ

もするんですけど、何か基準があるんでしょうか。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼子ども・若者支援係長） 

 基準というのはございませんで、大体校区に４人から８人ぐらいということで決めて

います。４人より多いところは人口的に多いところが５人だったり６人だったりとなっ

ております。あと、大和と川副については、校区としては４つずつございますが、必ず

しも１校区４人というふうにはなっておりませんで、現在これについては今後どうして

いくかということを検討しているところでございます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第７号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱』については、原

案のとおり承認いたしたいと思います。 

 続きまして、第８号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱』について、社会教

育課から説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、同じ資料の４ページをお願いいたします。第８号議案『佐賀市立公民館運

営審議会委員の委嘱』についてでございます。 

 公民館運営審議会につきましては、社会教育法第２９条の規定によりまして、公民館

長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するために設置

するものでございます。同法第３０条におきまして、市町村の設置する公民館にあって

は、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱することになっており

ます。また、佐賀市公民館条例第1４条２項において、公民館運営審議会委員の定数は

１０人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者の中から教育委員会がこれを委嘱するということになって

おります。 

 次に、５ページをお願いいたします。今回、(1)三瀬公民館、(2)川副町公民館、(3)

東与賀公民館、(4)久保田公民館の４つの公民館運営審議会委員につきましては、推薦

団体の役員の交代、小中学校の人事異動等によりまして、新たに委嘱する委員、退任す

る委員を表に掲載をしているところでございます。三瀬公民館が２名、川副町公民館が
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３名、東与賀公民館が２名、久保田公民館が２名の委員が変更となっております。 

 なお、公民館条例第１４条第３項で、委員の任期は２年で、欠員補充によって委嘱し

た委員の任期は前任者の残任期間とすると定めておりますことから、前任者の残りの任

期である平成２９年９月３０日までの期間について委員を委嘱するものでございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。今年度から生涯学習センター、コミュニティセ

ンターにつきまして、社会教育施設である公民館という名称に名称を変更したことに伴

いまして、(5)大和町公民館運営審議会、(6)富士公民館運営審議会を設置しております。

平成２８年８月１日から平成３０年７月３１日までの２年の任期で、新たに大和町公民

館が９名、富士公民館が９名の運営審議会委員を委嘱する議案をお願いするものでござ

います。 

 なお、参考でございますけど、机の上に参考資料を置いております。一覧表になりま

すけど、今回の議案資料として６つの公民館運営審議会委員の名簿を配付しておるとこ

ろでございます。 

 １ページを見ていただきますと、(1)で三瀬公民館運営審議会委員名簿でございます

けど、ここで委員全員の名前と役職等をここに書いているところでございます。そのほ

かに、今回議案として上程しております新たに委嘱する委員につきましては、一番右の

新旧の別の欄に新と記載をしておりますので、新と記載している委員さんの今回委嘱を

お願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、第８号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の

委嘱』については、原案のとおり承認いたします。 

 次に、第９号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命』について、スポーツ振興

課から説明してください。 

 

（稲富スポーツ振興課長） 

 ７ページをご覧ください。第９号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命』につ

いてでございます。これは佐賀市スポーツ推進審議会条例第３条の規定に基づき、この

案を提出するものでございます。 

 続いて、８ページをごらんください。委員の名簿を載せております。任期は平成２８

年８月１日から平成３０年７月３１日の２年となっております。男性１０名、女性６名

で、学識経験者やスポーツ関係団体からの推薦ということで１２名、あと関係行政機関

から１名、それから今回公募については３名を有して今回提出するものでございます。 

スポーツに関するいろんなご意見等をいただく機会となっております。 

 以上、説明を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、第９号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の

任命』については、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 
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 報告事項「寡婦（夫）控除等のみなし適用制度の導入」について、こども家庭課から

説明をお願いいたします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 資料の９ページをお開きください。 

 委員の皆様以外には、机の上にまた新たに紙をお配りしておりますので、そちらのほ

うをご確認ください。 

 ８月１日から、婚姻歴のないひとり親の方にみなし寡婦（夫）控除等の適用をすると

いうことについてのご報告であります。 

 この制度につきましては、未婚で２０歳未満の子どもを養育するひとり親家庭を対象

に、子育てや福祉などのサービスについて税法上の寡婦（夫）控除等の適用ができるも

のとみなして、利用料の減額等を行う制度でございます。 

 この制度を導入いたします背景といたしましては、各種福祉サービスの利用において

は、所得金額や税額で利用の可否や負担額、支給額を決定していることが多いのですが、

税法上、婚姻歴があるひとり親は、所得の計算において寡婦（夫）控除等を受けられる

一方で、婚姻歴のないひとり親はその控除等を受けることができませんので、そこで不

公平が生じているという現状があります。また、九州の県庁所在地では、佐賀市を除い

てこのみなし適用が導入されており、福祉サービスを受けられるようになっておりま

す。また、国土交通省においては、公営住宅法施行令を改正して、ことし１０月からみ

なし適用を実施して公営住宅の家賃等の適用を減額するということを実施する予定に

なっております。 

 そういった背景から、今回８月１日から佐賀市においてもみなし適用を導入するとい

うことで方針決定をしたところでございます。 

 対象となる人といたしましては、次の(1)、(2)のいずれかに該当する人を考えており

ます。まず、婚姻歴のない母は、２０歳未満の生計を同じくする子がいる人。また、２

０歳未満の扶養親族である子どもがおり、前年の合計所得金額が５００万円以下の人。

また、婚姻歴のない父としましては、２０歳未満の生計を同じくする子がおり、前年の

合計所得金額が５００万円以下の人を考えております。この場合に、婚姻届は出してい

ないものの、現に事実上の婚姻と同様の事情にある方及び既に税法上の寡婦（夫）控除

等を受けている方は対象外とする予定です。また、「生計を同じくする子」とは、ほか

の人の控除対象配偶者または扶養親族になっていない、そして総所得金額が３８万円以

下の子どもをいいます。 

 対象事業といたしましては、保育所保育料や市営住宅使用料、福祉制度など佐賀市の

実施する事業が対象となります。１０ページのほうに事業一覧をつけております。問い

合わせ先の下のほうに対象事業一覧をつけておりますが、全１６事業を対象とすること

にしております。 

 ９ページにお戻りいただきまして、このみなし適用をした場合の所得算定についてで

すけれども、下の表にございますように、寡婦とみなされた場合には、所得税、住民税

において表にあるような金額を差し引いて算定することといたします。特別寡婦という

のが、上のほうで婚姻歴のない母の前年の合計所得金額が５００万円以下の人をいいま

すが、特別寡婦におきましては、所得税、市民税がそれぞれ寡婦、単なる寡婦の場合よ

りも大きな金額を控除することになっております。また、寡夫のほうですけれども、夫

のほうにつきましても同じように控除をみなすということになります。この制度で一番

大きいのが、下の米印で書いておりますが、合計所得金額が１２５万円以下の場合は、

寡婦（夫）とみなした場合には非課税の扱いとなることから、いろいろ受けられるサー

ビスがふえてくるという形になります。実際の実務におきましては、この所得の算定に

ついては市民税課のほうに照会いたしまして、みなし適用後の所得金額や税額を判定し

ていただくことになっております。また、注意が必要なのは、税額に控除が適用される

のではありませんので、この辺はお知らせする際には注意をして誤解がないように努め
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てまいりたいと思っております。 

 この制度におきましては、申請主義でございますので、まず申請をしていただくこと

が必要になります。申請の方法といたしましては、利用する事業の申請窓口で申請をし

ていただくことになっております。 

 １０ページのほうに進みます。申請に必要なものは申請書と印鑑ですが、税額等の計

算をいたしますことから、１月１日の住所が市外にある方につきましては、対象とする

課税年度の所得証明書の添付を必要といたします。 

 問い合わせ先ですが、先ほど申しましたように申請主義となっておりますので、まず

申請をしていただくことが必要になりますが、別途減免の申請書等が必要な手続もござ

います。それは表の中の丸印がついているところですけれども、みなし適用の申請以外

にも、それぞれの事業の減免の申請が必要な事業がありますので、その事業についても

申請書を出していただくことになっております。 

 注意が必要なところとして、注の１に書いておりますが、各事業の定める要件に基づ

いて判断するため、みなし適用を実施しても、結果として利用者負担額等が変わらない

場合がありますので、その辺は申請をされる際には十分注意して説明をしたいと思って

おります。 

 資料の１１ページですけれども、みなし適用等を実施した場合に、その効果といいま

すか、対象者にとっては効果、佐賀市にとっては財政の負担額ということになりますけ

れども、これにつきましては一覧表としておつけしているところです。大きなところと

しては、保育所保育料等が１人当たり年額で１１万円ほどの減額と。非課税となればと

いうことですけれども、また、私立の幼稚園就園奨励費補助金につきましても、非課税

となった場合には、１人当たり９万１，０００円が園のほうに出されるということにな

ります。 

 ほか、今確定しておりますのが１２ページの１６番、市営住宅使用料ですけれども、

既に入居している対象者が３世帯あるということで、その分につきましては、年間とし

て１３万３，２００円が減額されて、本人さんたちの効果ということになるという予定

になっております。この制度につきましては、８月１日からの施行ということで準備を

しておりますので、８月１日からひとり親を対象に児童扶養手当を支給しております

が、その現況届を受付が始まりますので、その会場にて周知、ＰＲをして、対象者がい

らっしゃればすぐ受付をするということで考えております。まず受付をした場合には、

１６事業の一覧表を申請書の裏につけておりまして、どの制度が利用できるかどうかと

いうのを丸をつけていただきまして、１回の申請である程度の受付ができるような状態

を考えております。ですので、１０ページの表の中で、別途手続が必要なところに丸が

ついていないところにおきましては、改めて減免申請をしなくても、みなし適用の結果

の通知が出た段階で、それぞれの事業課が判断をして、利用料等の再計算をして、本人

さんのほうにこれだけ利用料が下がりました、負担額が変わりましたということの通知

をして適用をさせていくということになっております。そういう流れで考えておりま

す。 

 みなし適用のご説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これにつきまして、何かご質問がありますでしょうか。 

 ちょっと私から、基礎的なことで申しわけないですが、こうしたみなし寡婦（夫）に

なられている方というのは、恐らく若い方が多いと思うんですけれども、また親御さん

と一緒に住まれている場合が結構多いんじゃないかなと推測するんですが、その場合、

親の所得を合算した上での判断ということになるんですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 保育料の計算とかは、世帯ではなくて親の所得で。 
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（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 個人ごとに計算しますので、そのお子さんの親御さんといいますか、母親なら母親、

父親なら父親ということで、祖父とか祖母は関係ないです。 

 

（岸川委員長） 

 じゃ、一緒に住んでいても認められるんですね。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（岸川委員長） 

 これは受付はこども家庭課の窓口になるんですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうですね、それぞれの事業の担当のところで、例えば、保育料の分で申請をしたい

ということであれば、そちらの窓口に行っていただくということになっております。申

請されてみなし適用が該当するかどうかという通知につきましては、受け付けたところ

がほかに、この制度を利用したいと丸をつけられた課に全部お配りをして、この方は審

査をした結果、適用になりますということをお知らせします。そうすると、その事業課

はみなし適用をしたという結果で、適用した場合にはこうなりますよという結果を本人

さんに返して、申請が必要な場合であれば申請をまたしていただくというような流れに

なっております。 

 

（東島教育長） 

 これは８月１日から適用ですよね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 あと１週間もないですよね、これ８月１日にさかのぼるわけ。 

 

（久我こども家庭課長） 

 基本はさかのぼりはほとんどしないですね、８月１日からの分ということで、という

のが、保育料の見直しとかが９月からの適用ということになっていますので。 

 

（東島教育長） 

 ９月からの適用になるということですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 はい、８月に受け付けて、９月からの変更ということになっています。 

 

（東島教育長） 

 ８月１日より実施というのは、８月１日から適用するんわけではないのてすね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 受付をする。住宅とかは、既に入居している人については８月から。 
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（東島教育長） 

 ８月１日に実施したけれども、実際に控除になるのは９月からということで理解して

いいですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 その事業によってはですね。ですので、事業の制度によって、ちょうど利用料とかの

課税の結果とかを見て更新する時期がありますので、その時期にあわせて、それを反映

させた形で実施をすると。 

 

（吉田こども家庭課参事兼ひとり親支援係長） 

 それでは、私のほうからご説明をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 事業によって遡及の適用をするかどうかというのは異なりまして、例えば、保育料の

分でしたら、先ほど申されたとおり９月からの適用、また、私立幼稚園就園奨励費の補

助金につきましては、４月からの適用というふうになっております。 

 また、放課後児童健全育成事業につきましては、別途減免の手続をされた時期によっ

て変わってきます。 

 児童センター管理運営事業につきましては、９月からの適用というふうになっており

ます。 

 ほかの事業につきましては、申請があったときというふうになっております。 

 

（岸川委員長） 

 その他、ほかにご質問等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質問がないようですので、これで報告事項については終わります。 

 その他ということで、学校教育課のほうから、先程福島委員さんも話されましたけど、

「ポケモンＧＯ」への対応について報告をお願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、私のほうから「ポケモンＧＯ」についての対応ということでご説明させて

いただきたいと思っております。 

 今、新聞、テレビ等でも報道がされているように、「ポケモンＧＯ」が配信されてか

ら非常に大きな問題が起こっておりまして、夜中に子どもたちが出歩く、歩きスマホ、

自転車に乗りながら、大人もバイクで、車の運転をしながら検挙された方もたくさんい

らっしゃるということ。それから、自転車等とぶつかってけがをされた方もいらっしゃ

るということで、非常に今後が心配されております。今学校は夏休み中ですので、中学

校は部活動等では一部来ておりますが、子どもたちが全員そろう機会がないというこ

と。ただ、このまま放ってはおけないということもあります。今お配りしましたのは、

政府が出しております内閣サイバーセキュリティセンターからの「ポケモントレーナー

のみんなへお願い」というものです。これを参考にさせていただいて、子どもたちの安

全の確保のためにはどうすればいいのか。それに、今回の場合、夜中に出歩いたりして、

いろんな不審者事案に出会うかもしれません。また、歩きスマホ等で自分が交通事故等

に遭うかもしれませんし、逆に今度は加害者になるおそれもあります。そういうことも

含めて、学校で注意すべき内容を、文書等にまとめ、来週どこの学校も登校日がありま

すので、登校日の際に子どもたちの実態にあわせて各学校で校長先生、また生徒指導担

当から注意をしていただこうと考えております。そして、保護者向けのチラシもこちら

からひな型みたいな文書を送って、それに各学校の実態にあわせて箇所修正していただ

いて構わないので、全保護者に配ってほしいということです。それで対応をしていくと

いうところからまずは進めてみようかと考えております。その後、生徒指導担当者等の

協議会、研修会等でも今後の対応について話し合っていかなければいけないと思ってお
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りますが、とりあえず今週の対応としては、文書の作成、学校への配信、そして来週の

登校日での指導、保護者への啓発という形で進めていこうと考えております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これについて、何かご意見、ご質問等があれば。はい、お願いします。 

 

（福島委員） 

 私はやっていないのでわからないんですけど、これ全部無料じゃなくて有料のものも

あるんですかね、そのアプリの中の仕組みとしては。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 私も直接したわけじゃないんですけど、うちの職員にダウンロードしてもらって、実

際にしてもらいました。そしたら、結局、ある場所に行けば地図があらわれて、ここに

ポケモンがいますよというのがあらわれるんですけど、そこに行けばポケモンの怪獣が

見えるわけですね。そこにボールを投げて、そのボールが当たったらそれでポケモンが

ゲットできるということなんですけれども、話を聞いたら、ポケモンにはレベルがあっ

て、ある程度のレベルのやつは無料のボールでできるだけれども、レベルが高いものに

なると普通のボールを投げても跳ね返されるらしいんです。それで、そのレベルに応じ

たボールを買って、そしてそれを投げてというような形をしないといけないらしくて、

ポケモンの強さに応じてかなり高額のボールを買わないといけないというようなこと

もあるそうです。子どもたちも最初は恐らく無料でしているので楽しいと思います。だ

けど、ボールにもいろいろ値段がついているそうなんですけれども、やっぱりそこまで

行って苦労して探してとなったら、やっぱりとりたいので、とれないからこれくらいの

値段のやつだったらとつい課金をしてとってしまうんじゃないかなという気がします。

それから、ポケモン同士を戦わせるとかいうのもあるらしいんですけれども、やっぱり

課金をするような形でちゃんと巧妙になっているということです。だから、そこら辺も

理解して遊べば無料でできるんですが、知らないうちにお金を使うということもあると

いうふうに聞いております。ちょっと具体的なものはわからないんですけど。 

 

（福島委員） 

 過去のＳＮＳのゲーム、スマホでできるタイプのやつは、クレジットカードの暗証番

号を登録しておくと、あとはもう使い放題になってしまって、後から親のクレジットカ

ードの請求で何十万というのが来たというのを、ちょっと去年おととしぐらいまでは結

構そういうトラブルが多かったんですけど、最近ちょっと鎮静化しているかなと思った

んですけど、また、この「ポケモンＧＯ」が有料課金のソーシャルゲームだと、親の気

づかないうちに際限なく買ってしまうというのがあるので、ちょっとそれも気をつけな

いといけないなと思うんですけれど、クレジットカードの番号の管理は厳重にしてくだ

さいというのを親に伝えたほうがいいかなという気がするんですけど、一回ゲームに登

録すると、もう後、毎回毎回登録しなくても番号を登録されているので、子どもにとっ

てはわーっとやってしまうんですよね。 

 

（岸川委員長） 

 多分ＬＩＮＥも一緒ですよね、ＬＩＮＥもダウンロードするのは無料で、通話は無料

ですけど、いろいろなグッズとか買うとお金がかかるから、それもまた同じあれなんで

すけど、結局みんな保護者の口座から全部未成年は落ちていますから、さっき福島委員

さんが言われていたようなことの管理と、それから、この間ＰＴＡのときの会議でも言

っていましたけど、持たせないというのが前提になっていますから、それをどういう言

い方で、中高生は携帯を持たせないということを前提にまず考えていかなければという
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ふうな話は教育長されているでしょう。 

 

（東島教育長） 

 それはもう前提なんですが、やがて持つわけですから、やっぱり知識を持っておかな

いといけないわけですよ。持っていないからもうこれは関係ないよではなくて、将来的

に関係はありますから、必ず将来に向けても学習しておかなければいけないというのは

間違いないわけですね。ですから、持っていようが、持っていないが前提になっていよ

うが、やっぱり知っておくことは必要だと私は思っていますから、やっぱり教育すべき

と。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 個人は持っていなくても、親から借りるとか、例えば、親が新しいスマホに買いかえ

て、前のを子どもにゲーム機がわりに使わせていたりとか、そういうのもありますので、

使った場合はということで、やっぱり想定してきちっと指導に当たらないといけないと

思っております。 

 

（福島委員） 

 クレジットカードの番号の管理はきちんとしてくださいというか、有料ゲームなので

親の管理のもとにやってくださいということを伝えておいたほうがいいかなと思いま

す。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 もちろんそれは、有料ということも、お金が発生するということも書きます。 

 

（福島委員） 

 一回だからクレジットカードの番号を、自分の暗証番号を親が入れてしまうと、もう

それで通せて、あとはもう触るだけでどんどん課金されていってしまいますので。 

 

（田口委員） 

 親世代が今度喜んでするんですね。 

 

（福島委員） 

 そうですね、それをちょっと子どもに貸してしまうと、ゲーム依存の子とかだとばー

っとやってしまうので。 

 

（岸川委員長） 

 「ポケモンＧＯ」がこういった話題になって、こういったことに注意しなければとい

うことになっていますけど、注意することは、基本的にふだんのＳＮＳで注意すること

と一緒なので。 

 

（福島委員） 

 何々さんの携帯だったら買えるとなったら、ほかの友達もわーっと来て、みんなで使

ってしまって、すごい値段になってしまいます。 

 

（岸川委員長） 

 これを機会を利用して、モラル教育を強化するべきですね。官房長官まで言われまし

たから。 

 

（伊東委員） 
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 ポケモンという新たなゲームが出てきましたので、やっぱり危険性が高いと思います

から。教育的な立場で抑制する方法というのがどこにあるのか検討する必要はあると思

います。 

 

（福島委員） 

 かなり子どもは楽しく遊んでしまいそうな気がしますよね、すごくはやっているから

ですね。 

 

（岸川委員長） 

 ちゃんと夏休みに合わせてこれをするのも戦略でしょうけど、いかんですね、夏休み

に合わせて日本で配信するというのも。 

 

（伊東委員） 

 大枠はＳＮＳの情報モラル教育でしょうけど、逆にポケモンとは切り離して、強引に

使わせないという形がとれないんですか。子どもの危険性というのを前提に捉えて。た

だ、それでも隠れて使う子はやっぱり出てくるでしょうから。やっぱりどうやって親を

巻き込むか、親の意見を最大限に聞いて、ＰＴＡも含めて。 

 

（福島委員） 

 交通事故とクレジットカードの番号の管理はぜひ気をつけていただかないと。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 使わせないということは、恐らくなかなか難しいと思うんですよね。ですから、結局

交通事故の問題、それからお金の問題、それと夜間、深夜等への徘回の問題、それから

ニセアプリとかで個人情報を入手して、そして中身の情報を全部とるとか、そういうの

も実際あっているということです。それから、ＳＮＳを使って、ツイッターとかＬＩＮ

Ｅとかでここにこういうポケモンがいるよという情報を流して、そこで子どもたちを集

めるというのもあるらしいので、例えば、不審者が何らかの情報でそこにいるよという

のを流して、それで子どもたちが夜集まってきて、そこでいろんな問題が起こるとか、

そういうふうなことにもつながるかもしれません。そういう今起こっている問題点とか

を例として挙げながら、具体的にこんな問題が起こるので十分注意してほしいというよ

うな形で、わかりやすい文書にしなければいけないなと思っております。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、呼びかけは登校日までは実質的にはできないということですね。登校日は

何日になりますかね。 

 

（東島教育長） 

 １日でしょう。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 いや、全部１日ではないんですけど、大体来週が多いですね。 

 

（福島委員） 

 夏休みのスタートを狙いすましたように配信されてしまった。 

 

（伊東委員） 

 これ以外でも、自転車でスマホを使って移動している子どもがどうかすると２割近く

見ますので。ですから、これ以外の問題でも解決していないのに、さらに追い打ちをか
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けるように。 

 

（福島委員） 

 禁止するのはなかなか難しいかなと、親がもう喜んでしているような感じがあるの

で。 

 

（田口委員） 

 大人の社会自体もどうなるか、大きな影響ですね。こういうのって、配信するときに

許可をするしないとかないんですかね。こういう会社に対しての何か規制というか、な

いのかなと思いますけど、そういう国レベルのできないんですかね、こういうみんなに

お願いみたいしか、内閣府からも出せないんですかね。 

 

（東島教育長） 

 この「ポケモンＧＯ」そのものがでしょう。 

 

（田口委員） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 社会秩序を乱していくという危険性もあるしね、そこの根本のところができんのか

な、やっぱりいかんのかね。 

 

（田口委員） 

 市の教育委員会でどうのこうのできるレベルじゃないことだと思うのですが。 

 

（福島委員） 

 注意喚起するしかないですよね。 

 

（伊東委員） 

 メリットは何かあるんですか。 

 

（岸川委員長） 

 あえて言えば、家の中に閉じこもっていなくて、外に子どもが出てくるという話は聞

くですね。 

 

（田口委員） 

 どこにポケモンが出るかなんていうのは、もうゲーム会社が自分たちで決めているの

でしょう。 

 

（福島委員） 

 適当にばらまいているみたいですよね。 

 

（岸川委員長） 

 郷土のふだんあんまり認識していないものの、こういった場所があるというのを子ど

もたちが知るには良い機会かもしれません。 

 

（伊東委員） 

 ちょっと我々もやってみますか、教育してもらって、郷に入れば郷に従えと言います

し、どこがいいのか、教育委員会も次の研修会でやってみましょうか。 
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（岸川委員長） 

 それは必要ですよ、前私も会議に出たとき、ＬＩＮＥはいかん、ＬＩＮＥはいかんと

言って、私が試しにＬＩＮＥをされている方と聞いたら３人ぐらいしか手を挙げない

で、あとの２０人ぐらい全く見たこともなくてＬＩＮＥの話を協議しているわけです

よ。そういうのはやっぱり、いいところも悪いところも見た上でしないといけないと思

いますね。 

 

（伊東委員） 

 ここでされた経験のある人いらっしゃらないですか、若い人は。ご指導願おうかな。 

 

（岸川委員長） 

 ポケモン自体ができたのが１９９６年ですから。９６年のときに３つ、４つやったぐ

らいの人たちが一番、その人たちがもう今どのぐらいになっているのかな、２４歳くら

いになっている。 

 

（東島教育長） 

 そうですね、今二十歳ぐらいになっていますね。 

 

（岸川委員長） 

 もう二十歳以上になっていますね。そういう方たちがやっぱり一番はまってあるでし

ょうね。 

 とにかく、現時点ではこういった対策というか、ここまでしかできないということで、

引き続きこれについては来月にでもまたどのような影響があったのか調べた上でまた

議題等に上げてもらえればと思います。 

 ほかに用意された議題以外で何かございましたら。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

ほかにないようでしたら、これで７月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもお

疲れさまでした。 

 


