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○事務局 では、皆さん、こんばんは。本日は、ご多用のところお集まりいただきありがとうござい

ます。 

これより、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会を始めさせていただきます。初めに、是松教育

長より委嘱状を授与いたします。大変恐縮ですが、お名前をお呼びしますので、順次お受け取りくだ

さい。 

（委嘱状授与） 

○事務局 それでは、是松教育長がご挨拶いたします。 

○教育長 新しく第２期の国立市教育委員会いじめ問題対策委員会になります。改めまして、お忙し

い中、２期の委員をお引き受けいただきましたこと、厚くお礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 新たに長谷川先生に加わっていただいております。ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

○長谷川委員 よろしくお願いいたします。 

○教育長 さて、第１期の２年間、私どももこの委員会の運営については手探りで運営を行ってまい

りました。もともと平成２６年１２月の議会で国立市のいじめ対策推進条例をつくりまして、それに

基づく条例上の附属機関ということでこの対策委員会をつくらせていただきましたが、２年間、本当

に先生方のさまざまなお力をいただきながら運営ができたと思っています。 

 特に、幾つか私どもにおいても、残念ながら学校において重大事態と認知するいじめもありまして、

それも報告をさせていただきまして、いろいろその都度ご指導も賜りました。また、それは結果なの

ですが、何よりもいじめが起こらないようにということで、教育フォーラム等に本当にいろいろなご

支援をいただきました。立派ないじめ防止の教育フォーラムができたと思っておりますし、また、任

期の最後のほうにおきましては、山田先生を中心に子どもたちへのアンケートをもとにすばらしいリ

ーフレットもつくっていただきました。本当にありがとうございました。 

 また、引き続き、２期におきましても、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 いじめはなかなかなくならないもので、今、また仙台のほうで中学生のいじめが原因ではないかと

いう自死事件が起きておりまして、仙台の場合は、立て続けに、ここ３、４年で３件中学生がいじめ

が原因かもしれないというような形での自死事件というか、自殺事件が起きたということでございま

す。 

 私も調べてみたのですけれども、仙台にもちゃんとこうした条例があって、いじめ問題対策委員会

もしっかりあるのですね。しかし、何といっても１００万都市でございまして、ちょっと調べてみた

ら、学校数だけで２００校あるのです。小・中学校。それを教育委員会が全部の学校に対していじめ

対策防止の指導を徹底してやって、なおかつ何かあれば、やはり１０名ぐらいでつくられているいじ

め問題対策委員会で重大事態等の調査をするといっても、これは大変なことだなと思っております。 

 ２００校ある学校から何か１つ学校に何か問題が起きたからといって、すぐさまその学校から素早

く正確な情報がとれるかというと、やっぱり教育委員会もなかなか難しいのだろうなと思っておりま

す。 

 その点、私どもはご案内のように小学校が８校、中学校が３校、しかも狭い地域の中にありますの
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で、常に教育委員会と学校が近い位置にありまして、学校も何かあればすぐ教育委員会に相談する。

教育委員会もすぐそれに対して支援、指導していくというようなことで努めておりますので、なるべ

く早くいじめの兆候等がありましたら、感知して、認知していきたいと思っております。 

 そうした中、この４月から国立市においても、総合オンブズマン制度というものが設立されました。

その中には、子どもの人権に特化した子ども人権オンブズマンというような制度もございまして、子

どもの人権の相談員も設置されて、そういった人権に対する問題を子どもから直接聞ける苦情や相談

ができるように、受付ができるようになっていますし、また、家庭、保護者、地域からも万が一、学

校の対応が悪いときには、そのオンブズマンが学校に何らかの申し立てや苦情に来られるというよう

な、いわゆるセーフティネット的なものができ上がりました。 

 今までは、学校で対応していて、学校でらちが明かないと、教育委員会のほうに、保護者等がこれ

はどうなっているのだと来ていたのが、ひょっとしたらそこを通り越してオンブズマンのほうに行っ

てしまうのかなと思っているのですけれども、それはそれで１つセーフティーネットがしっかりでき

たのだと思って、いいほうにやっぱり捉えないといけないと思っています。ですから、逆にそのオン

ブズマン側からこういう問題が水面下で起きているみたいだよというような情報もいただけるのかな

と思っております。 

 幸いにして、オンブズマンのお１人が、長谷川先生の前任で１期やっていただいた成瀬先生がオン

ブズマンになられておりますので、よくいじめの対応等は、またうちの学校の状況、よくご存じだろ

うなと思っていますので、そういう意味では、成瀬先生ともしっかりそういう子どもの対応について

は、情報をしっかり密にしながらやっていこうねということでお願いしているところでございますの

で、また、そんな点からも、またこちらに情報を出させていただきたいと思っております。 

 いずれにしましても、子どもたちが元気で何よりも楽しく快適に学校で学習活動ができるというこ

との環境をつくることが第一でございます。そのために、とにかくいじめはなくしていくということ

で、引き続き、２期もさまざまにご指導やご助言をいただければと思っていますので、ひとつよろし

くお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 是松教育長は、ここで退室させていただきます。 

○教育長 ひとつよろしくお願いいたします。 

（教育長 退室） 

○事務局 続きまして、改めてになるのですけれども、委員の方に自己紹介をしていただきたいと思

います。 

 よろしいでしょうか。お名前と簡単なご紹介を賜ればと思います。 

 小林先生から順にという形でお願いできればと思いますので、お願いいたします。 

 では、小林様、お願いいたします。 

○小林委員 改めまして、皆さん、こんばんは。 

 東京女子体育大学の小林福太郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は大学では、教職課程の履修者、いわゆる教員免許を目指す学生を中心に指導をしております。 

 当然、いじめ問題については、教員になろうとする学生に対してしっかりと指導していかなければ

いけない立場にございますので、そういった日ごろの職務を生かしながら、少しでもこの委員会に貢

献できるように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局 それでは、山田様、お願いいたします。 

○山田委員 こんばんは。一橋大学の山田と申します。社会学部に勤務しております。 

 私の研究上の専門は教育社会学と申しまして、社会調査の手法などを使って学校現場の今日的な実

情を明らかにしていくような、そういう研究をしております。 

 前期に引き続き、このいじめ問題対策委員会の委員を拝命いたしまして、ふだん、自分が考えてい

ることをなるべく生かしながら、今期の活動に取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。続きまして、長谷川様、よろしくお願いいたします。 

○長谷川委員 はじめまして。弁護士の長谷川と申します。前任の成瀬弁護士と同じ東京弁護士会の

多摩支部にあります子どもの権利に関する委員会でご一緒させていただいた関係で、本年度から参加

させていただくことになりました。 

 日ごろの業務として、弁護士業として小学校、中学校等の学校問題への対応と、あとは数年前から

行わせていただいております、弁護士によるいじめの予防授業をさせていただいております。 

 そういった活動の中で感じたことであるとか、考えたことをこの委員会の中で発揮していければと

思っておりますので、ちょっと初めてのことでご不便をいろいろおかけするかもしれませんが、よろ

しくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 では、田島様、お願いいたします。 

○田島委員 国立市の主任児童委員の田島でございます。 

 引き続き、少しでもお役に立てればと思ってお引き受けさせていただきました。よろしくお願いい

たします。 

 日ごろは、民生・児童委員の皆さんのサポートをしながら学校、またさまざまな関係機関との連携

を図りながら地域の見守り活動を中心に活動しております。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局 よろしくお願いします。 

 では、岸様、よろしくお願いします。 

○岸委員 岸と申します。よろしくお願いします。 

 ここでは、人権擁護委員として参加させていただいていますけれども、私のライフワークとしては、

臨床心理ということで、今の仕事は東京２３区のほうの社会福祉事業団というところで心理相談員の

仕事をしていますが、貧困の人たちが社会復帰する、そのときに更生施設というものがありますが、

そこの中で心理的な問題を持っている方の面接とか心理検査をさせていただく。それが週３日ぐらい

で、年間１２０人ぐらいの方々の面接とかをさせていただいています。きょうも午後上野の方で、パ

ニック障害とか鬱とかを併発している方の面接をさせていただきました。それから短大のほうで保育

士になる方々に障害児保育とか、心身障害学という講座を担当しています。また、立川市との契約で

は、立川市に学童保育所が３０カ所ぐらいあるのですけれども、そこの巡回相談を月２回。学童の中

には、いわゆる発達障害の方とか、あるいは被虐待の児童とか、そういう児童の巡回相談をおこなっ

ています。今年度も、よろしくお願いいたします。 

○事務局 続きまして、矢野様、お願いいたします。 

○矢野委員 保護司の矢野と申します。昨年に引き続きまして、この委員をお引き受けさせていただ
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きました。よろしくお願いいたします。 

保護司といじめのかかわりということで申しますと、私が担当した何人かの少年なのですけれども、

非行を犯すきっかけがいじめであったケースが２件ありまして、いじめから不登校になって、ぶらぶ

らするうちに非行のグループに入ってしまったということで、やはりいじめも犯罪のきっかけになり

うると思いまして、関心は非常に強く持っております。 

 ただ、本当に専門的な立場ではありませんので、皆様にいろいろ教えていただきながら、また２年

間務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 本日、ご欠席の方もご紹介させていただきます。お二方いらっしゃいまして、１名が八巻心理臨床

オフィス代表で駒澤大学の教授でいらっしゃいます、八巻秀様。こちらは前回の篠崎様の後任として、

心理職という形で入っていただきます。それから、もう１名が社会福祉法人万葉の里、地域活動支援

センターつばさの伊佐素子様ということで、前回もご活躍いただきましたけれども、国分寺市のスク

ールソーシャルワーカーという形でございましたが、今回、お勤め先が変わったということでお引き

受けいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、教育委員会事務局を紹介させていただきます。 

 三浦利信教育指導支援課長です。 

○三浦教育指導支援課長 こんばんは。教育指導支援課長を４月から着任しました三浦と申します。 

 ２年前まで指導担当課長として、先ほど教育長から話があったこの条例の作成、制定のところにか

かわりまして、委員の皆様方に委員になっていただくところをお願いして、２年間、学校の校長で出

ておりました。また縁があって国立に戻ってまいりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 植木淳指導主事です。 

○植木指導主事 植木です。引き続き今年度もよろしくお願いいたします。 

○事務局 浜本響指導主事です。 

○浜本指導主事 浜本響と申します。４月より指導主事としてこちらに着任いたしました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局 坂巻係長です。 

○坂巻指導支援係長 指導支援係長として４月から参りました。事務的なことでお願いすることなど

もございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 最後に、私、指導担当課長の荒西岳広でございます。昨年度は指導主事としてお世話にな

りましたけれども、今年度、新たに頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、続きまして、国立市教育委員会のいじめ問題対策委員会の委員長を選出していただきま

す。 

 互選というような形でいじめ問題対策委員会規則の第５条に示されてございますけれども、どなた

かやっていただけるという方はいらっしゃいますでしょうか。 

 もしよろしければ、前回に引き続き小林福太郎先生に委員長としての職を担っていただきたいと考

えるところでございますが、そういった形でもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局 ありがとうございます。 
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 それでは、よろしければご承認という形でご理解いただければと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 では、小林先生、就任のご挨拶並びにその後の議事進行のほうをどうぞよろしくお願いいたします。 

○小林委員長 それでは、改めまして委員長を仰せつかりました小林でございます。どうかよろしく

お願いいたします。 

 ２期目ということではございますけれども、気持ちを新たにして、初心に立ち返ってこの職務をし

っかりと果たしていきたいと思っております。 

 先ほど、教育長からもいじめはなかなかなくならないと、そういったお話がございまして、私も同

感でございます。しかし、なくならないからそれでいいのかというと、決してそうではなく、やはり

子どもたちの健やかな成長を果たしていくために、いじめ問題をしっかりと、未然に防止をする、ま

た残念ながら起きてしまったというときには、早急な解決を図っていく。これが非常に大事なことだ

と思いますので、その１つの力としてこの委員会が機能すればと思っておりますので、どうぞ皆さん、

忌憚のない、いろいろなご意見をそれぞれのお立場でいただきまして、中身のある委員会にしたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、すみません。着座にて議事を進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 では、これから議事に入らせていただきますけれども、まず、国立市教育委員会いじめ問題対策委

員会規則第５条３の規定のとおり、副委員長をここで指名させていただきたいと思います。 

 副委員長としては、山田哲也様にお願いしたいと思っておりますが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○小林委員長 では、ひとつよろしくお願いいたします。 

○山田委員 よろしくお願いいたします。 

○小林委員長 それでは、副委員長を山田様にお受けいただきましたので、ここで早速、本日の議事

に実際に入ってまいりたいと思います。 

 きょうの委員会の次第をプリントしていただいております。議事は（１）から（５）、（１）は国立

市いじめ防止対策推進基本方針並びに本委員会設置の趣旨等の確認。（２）は、平成２９年度国立市教

育委員会並びに国立市立小・中学校の取組について。（３）は、協議といたしまして、本年度、平成２

９年度の事業展開について。それから（４）は、事業の日程について。そして（５）は、いじめ事案

の経過報告。以上の５点で進めてまいりたいと思います。 

 なお、５番目のいじめ事案の経過報告につきましては、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会規

則第６条４項の規定により、非公開とさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○小林委員長 ご異議はないようですので、第５番目の経過報告につきましては、非公開とさせてい

ただきます。 

 なお、本委員会の質疑等の内容につきましては、発言者を明記し、その発言要旨について記録をし、

国立市のホームページに掲載いたしますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

 それでは、早速、１番、「国立市いじめ防止対策推進基本方針並びに本委員会設置の趣旨等の確認」

についてということで、事務局からの説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。 

 国立市では、平成２６年１２月に国立市いじめ防止対策推進条例を制定し、基本方針を作成して、
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国立市立小・中学校におけるいじめ防止の対策を総合的に推進してきております。 

 本日、お集まりいただいております国立市いじめ問題対策委員会も、本条例の第１０条の規定によ

り国立市教育委員会の附属機関として設置されるものになります。本委員会の主な目的は、国立市い

じめ防止対策推進基本方針に基づく、いじめ防止のための対策についてご審議いただき、より実効的

な取り組みとなるよう、ご意見をいただくことにあります。 

 平成２７年４月１日に施行された国立市いじめ防止対策推進条例も２年が経過し、同年５月に発足

しました国立市いじめ問題対策委員会も任期の２年が終了し、本日、２期目のスタートとなります。 

 前回に引き続き、ご尽力をいただく方や新たに委員をお引き受けいただいている方がいらっしゃい

ます。国立市立学校のいじめ防止等のための取り組みが充実し、児童・生徒が生き生きと学校生活を

過ごせるように、皆様のお力をおかりできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 では、資料に基づいて説明をさせていただきます。 

 左上にステープラーどめで上のほうに下線つきで、「国立市立小・中学校におけるいじめ防止等の取

組について」と書かれた資料をごらんください。 

 資料のほうは、１枚めくっていただいたところに、今、申し上げました推進条例、それからさらに

めくっていただいたところにいじめ防止対策推進基本方針、それから一番最後に本委員会の委員会規

則が載っております。１つ１つ細かくお話し申し上げますと、大変時間がかかるところでございます

ので、概略についてまとめたものが１枚目のペーパーとなります。こちらを使ってご案内をさせてい

ただきたいと思います。１枚目のペーパーをごらんください。まず、平成２５年９月２８日に、国の

いじめ防止対策推進法ができました。それを受けまして、翌年７月２日に東京都のいじめ防止対策推

進条例ができました。この２つの上位法を受けまして、先ほど来申し上げているとおり、平成２７年

４月１日施行の国立市のいじめ防止対策推進条例ができております。この条例の中の第８条に基づき

まして、国立市のいじめ防止対策推進基本方針を作成しておりまして、この基本方針の中には、いじ

め防止等のための対策の基本的な考え方や、いじめ防止等のための対策の推進に必要な事項が定めら

れております。 

 すみません。その下の両側にそれぞれ委員会が２つあってというところの条例の数が間違っており

ました。左側のいじめ問題対策連絡協議会のほうは、条例の第９条でございます。右側の本委員会が

第１０条でございます。失礼をいたしました。 

 説明を続けます。条例第９条に基づきまして、いじめ問題対策連絡協議会という１つの委員会がで

きております。こちらの連絡協議会では、学校の、校長であったり、教育委員会の事務局、それから

児童相談所あるいは府中の東京法務局、それから警視庁の立川少年センター等の方が集まって、関係

者が総合的に取り組めるいじめ防止のための対策についての協議をしております。 

 また、右側にあります、本日お集まりいただいております教育委員会の附属機関としてのいじめ問

題対策委員会でございます。こちらのほうは、お集まりいただいている皆さんのとおり、学識経験者、

法律、心理、福祉等に関する専門家の皆様で構成をさせていただいております。 

 この委員会におきましては、先ほど申し上げました市条例８条に基づき作成されております基本方

針に基づく、国立市におけるいじめ防止等のための対策を実効的に行うための機関であります。基本

方針も２年が過ぎました。見直しの時期に来ているかと思いますので、この第２期の委員会を通しま

して、いろいろな面から見直しのご示唆をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いい



 ８ 

たします。 

 なお、本日も報告をさせていただきますが、この委員会につきましては、重大事態が発生した場合

のその委員会としての調査等もしていただくことになる委員会も兼ねておりますので、その点につい

てもあわせましてよろしくお願いいたします。 

 左の下のほうに、公立小・中学校いじめ問題対策連絡会というものがございます。こちらについて

は、各学校にいじめ問題担当教員を置いておりますので、その教員とその担当をしている小学校、中

学校それぞれ校長が集まりまして、市の学校での取り組みについての情報交換であったり、市の施策

推進のための連絡会を持っております。 

 このような形で、国立市立小・中学校におけるいじめ防止のための取り組みについて、総合的に進

めているところであります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

 それでは、今、事務局のほうから説明をしていただきましたけれども、この件につきまして、ご質

問、ご意見等がありましたら、どうぞお願いいたします。 

 では矢野委員、お願いいたします。 

○矢野委員 市条例第９条に基づくいじめ問題対策連絡協議会と公立小・中学校いじめ問題対策連絡

会、これの開催の頻度はどのくらいなのでしょうか。 

○事務局 連絡協議会のほうが年間３回、それから公立学校の連絡会のほうも３回という形で実施し

てございます。 

○事務局 補足しますと、同時開催をしているときもありますので、関係機関に加えて学校の教員も

集めて、一堂に会しての連絡会も開催しております。 

○山田副委員長 すみません、今の件にちょっと関連するのですけれども、年３回は承知しましたけ

れども、これ例えば重大事態が生じたときに、臨時会を機動的に開けるような、そういう規定などは

あるのでしょうか。 

○事務局 そういった臨時会というような形で実施する機関ではないという形になってございます。 

○山田副委員長 なるほど。承知しました。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

○事務局 申しわけございません。今、臨時会等を開催するものではないという話だったのですが、

この連絡会の規則の中には、その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項が所掌に入って

おりますので、重大事態が発生して、関係機関と連携した取り組みが必要であったり、あとは学校と

の連携が必要であったりした場合には、特に回数を決めて設置されている委員会ではございませんの

で、都度、都度必要であれば開催をしてまいります。 

 年度の予定が３回ということでございます。 

○山田副委員長 わかりました。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

○山田副委員長 すみません、１点確認なのですが、先ほど説明の中でいじめ防止対策推進基本方針

が２年たったので、そろそろ見直しをということなのですが、これは何か手続上、見直しの手順とい

いましょうか、教育長からこの委員会に何か諮問みたいなものがあるとか、条例の８条を見ると、特

に市が定めるということしか書かれていないので、変えていくときの何か手続がもしあれば教えてい
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ただきたいと思います。 

○事務局 本委員会の規則の第２条にあるところなのですが、本来であれば、対策委員会につきまし

ては、教育委員会から諮問をさせていただいて、その諮問事項についてのご審議をいただいて、ご報

告をいただくというところが大きな流れなのですが、実はそのような手続をとってしまいますと、こ

の委員会自体が答申をまとめるための会になってしまいまして、なかなか実際の学校の現場とかを見

ていただいて、その取り組みについての率直なご意見をいただけるところが、時間が十分にとれない

ところがありますので、第２条の２項にあるように、教育委員会に意見を述べることができるという

ところでご意見をいただければ、教育委員会のほうでそれを基本方針に盛り込んでいきたいと思いま

す。 

○山田副委員長 なるほど。わかりました。ありがとうございます。 

○小林委員長 ほかにいかがでございますか。 

○長谷川委員 すみません。本委員会と連絡協議会、連絡会の連携の有無であるとか、内容、あとは

それぞれの協議会、連絡会さんでアウトプットされるものが共有されるのかどうかということは、ど

ういった状況になっているか教えていただけますか。 

○事務局 本委員会につきましては、位置づけとしましては、教育委員会の外にある附属機関という

ことでございますので、先ほどの資料の左側にあります委員会は教育委員会の中にある委員会という 

位置づけなので、直接的な位置づけとしてのつながりはございません。ただ、我々事務局が間に入っ

て、もちろん意見については、協議会で出たものをこちらの委員会でもいろいろなご意見をいただく

こともありますし、実際のところは過去にも同時にやったこともございますので、そのようなところ

は適宜対応してまいりたいなと思っております。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。実際に基本方針の中に、いろいろな取り組みの考え方とか、

方針とかが出ておりまして、１つ１ついろいろと伺いたいところもありますけれども、これは今後の

審議の中で具体的に市教委がどのような形で取り組んでいるか、また、各学校がどのような努力をし

ているか、そういうこともまた随時、ご報告いただいたり、教えていただけると、私どものこの活動

もより一層深まると思いますので、その点はぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 では、ほかによろしいでしょうか。 

 これは非常に重要な位置づけといえます。今後においても何か疑問点が生じましたら、事前に事務

局のほうにお尋ねいただくなど、しっかりと活動に結びつけてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

 ２番目、「平成２９年度国立市教育委員会並びに国立市立小・中学校の取組について」の説明を事務

局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、（２）「平成２９年度国立市教育委員会並びに国立市立小・中学校の取組につい

て」ご説明させていただきます。 

 資料をごらんください。ステープラーどめのものでございます。 

 先ほどみうらかちょう事務局からお話しさせていただいたとおり、いじめ防止対策推進法に基づい

たさまざまな取り組み、取り決められたものについては、これまでどおりしっかりと各学校、それか

ら教育委員会において取り組んでまいります。ここに書いてあるものについては、しっかりと確認し

ながら取り組ませていただきます。 
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 （２）リーフレット、「社会全体でいじめのことを考える第一歩」ということで、こちらカラー刷り

のものを１枚机上に置かせていただきました。第１期の本委員会で熟慮していただき、さまざまなご

意見をいただきながら形にしたものでございます。今回、初めてここでお渡しするような形になりま

したけれども、おかげさまで形にすることができました。４月３日に各学校に全児童・生徒分を送付

させていただいております。ここの第１期のときの意見でいただいたとおり、ただ配付するだけでな

く、しっかりと保護者会等でご説明等をいただきながら、しっかりと活用してくださいというような

形を申し添えまして配付させていただいているところでございます。 

 改めて確認なのですけれども、先ほどいじめ問題対策連絡協議会のところも、もう既に１回は終了

しておりまして、そこでもこれをお見せして、こういったことが見てとれますというところをご紹介

させていただいております。 

 全て重要なところでございますけれども、特に大きく２点について、ここは重要な提言をいただい

ていますというような話でご紹介させていただいています。 

 リーフレット、中ほどを見ていただいて、９－２、意地悪や嫌なことをされる子にも悪いところが

あるという考えについて、あなたはどう思いますか。これはある意味非常に大きな提言をいただいて

いるところでございまして、小学校５・６年生で７５．２％、中学校で８１．３％がされる子が悪い、

またはされる子が悪いと回答しているところに非常に問題意識を持って提言されていますよという形

で紹介をいたしました。特に下の解説文、いじめは人権侵害であり、いかなる事情があっても許容さ

れることはない。この調査から場合によってはいじめられても仕方がないという考え方が根強いとい

うことがわかりますよというところをぜひ皆さんで認識していただきながら、こういうところの課題

を解決していく必要があるということを共通理解していこうと投げかけているところです。 

 もう１点、非常に重要な点ということで、最後の裏側の４ページ目になります。いじめの経験別に

見た家族に何でも話せると回答している児童・生徒の割合ということで、こちらのほう統計処理的に

相関などを載せさせていただいて、やはり家族に何でも話せる良好な関係というのは、いじめ防止の

観点からも非常に重要ですよということが国立市の実態としてもあらわれていますよということ。こ

れは特に保護者の方にわかっていただきたいということで示させていただきまして、日常からの何で

も話し合いができるような関係づくり、それからお話し合いを聞いてあげる素地というものを醸成し

ていただくことをお願いしたところでございます。 

 こちらのほうも本当にご尽力をいただいたおかげで、問題対策連絡協議会のほうでも反応がござい

まして、ぜひもとの数字も見てみたいというようなことでございまして、ここに書いてあるところに

当たっていただければ、もとのデータがありますよというような形でご連絡先を差し上げているとこ

ろでございます。 

 続きまして、（３）弁護士によるいじめ防止授業ということで、こちら昨年度に引き続き、全市立小

学校で実施をさせていただきます。これは主に小学校６年生対象ということで、昨年度の実績どおり、

弁護士会のほうにお願いをして実施してまいります。特に人権の観点から、いじめというものは許さ

れないということ。それから、自死に至ってしまった生徒の遺書などを用いて、かなり実感を持った

いじめ防止の授業という形で実施していただいておりますので、今年度既に日程等を組ませていただ

いて、実施の方向に向かって計画が進んでいるところでございます。 

 （４）スクール・バディ・サポート、これが中学校の取り組みになります。これまでご案内してき

ましたとおり、いじめ防止プログラムという中で、スクール・バディの取り組みということを行って
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まいりました。もう一度確認させていただきますと、昨年度までのいじめ防止プログラムについては、

まず第１回目に中学校１年生に対して全体講演会ということで基礎講演をし、その後、４回のクラス

ごとのワークショップという形で考えを深め、そこでスクール・バディといわれる校内の自助組織を

立候補して募りまして、その後、８回のスクール・バディ・トレーニングというトレーニングを経て、

晴れてスクール・バディというチームを組織すると。そのスクール・バディがこのプログラム終了後

も年間を通じて学校内のいじめ防止の取り組みについて自分たちで活動していくという取り組みを続

けてまいりました。これを３年間繰り返しましたので、昨年度末の段階で、全ての生徒がいじめ防止

プログラムを体験したと、一定の区切りがついたというところでございましたので、今年度はこのＮ

ＰＯ法人にお任せしていたいじめ防止プログラムを一旦、こちらのほうで預からせていただきまして、

新たな形でスクール・バディのサポートをしていこうというような形で取り組んでまいります。 

 まず、前回と同じように、１年生対象の全体講演会というものを実施しようと考えてございます。

こちらのほうは、新しく設置しました人権オンブズマンのほうなどにお願いしようかなと考えてござ

います。今、計画を進めているところです。 

 その後、すぐにもう既にスクール・バディの取り組みというのは根づいているところでございます

ので、スクール・バディの新規募集を１年生にかけまして、バディに応募していただく。そのときに

は、ぜひ先輩のスクール・バディの方々がしっかりと説明したりとか、募集をしたりということもや

りたいなと考えてございます。 

 その際に、地域の人材をスクール・バディの支援に充てて活動していただこうと考えてございまし

て、今、お声がけをさせていただいている教育にも造詣のある方を中心に、スクール・バディの支援

を地域の方がやっていくような体制をつくれないかという形で考えているところでございます。 

 スクール・バディについては、これも毎年行っているところでございますけれども、年に一度、３

校の交流会というものも実施してございまして、これが８月３０日、今年度は予定しているところで

ございます。 

 いずれにしても、このスクール・バディの取り組み、３年間続けてまいりまして、さまざま課題が

ある中ではありますけれども、子どもたちが一生懸命取り組んできているところでございますので、

いじめの未然防止というような観点からも今後、続けていきたいと計画しているところでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、今年度教育委員会がもう既に４月から学校にアナウンスしているいじめの認知についての

取り組みについてご紹介させていただきます。 

 これは、平成２８年度中に文部科学省及び東京都教育委員会からいじめの認知の仕方について、改

めて見直すようにという指導があったことを受けて、本市として取り組みを始めたといったものでご

ざいます。 

 指導の内容といたしましては、いじめの防止対策推進法に定められているいじめの定義というもの、

これがしっかりと理解されないがために、本来認知されるべきいじめが認知されていないのではない

かというような問題提起のもと、東京都についてもまだそういったところは足りていないでしょうと

いう形で、かなり具体的な指導をいただいたことを踏まえたものでございます。 

 そこで、１枚めくっていただきまして、国立市教育委員会として、資料１ということで、「見直しま

しょう いじめの認知」という資料を作成させていただきました。これは管理職向けというよりか、

もうこれを使って直接教職員にご指導くださいといった意味で作成させていただいたものです。 
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 いじめの認知につきましては、ご案内のとおり、いじめられた側が心身の苦痛を感じたという時点

でもう既に認知をしなければならないというものなのですが、これまでのいじめの認知というものが

障壁になって、教員の中では認知に至らないという場面が見られることから、これは東京都教育委員

会からの指導もありまして、いじめを法令上のいじめのうちの軽微ないじめ、いわゆる第一段階とい

うふうに呼びますけれども、軽微なものと、それからもう既にこれはいじめだと誰もが認知するよう

な社会通念上のいじめというものを分けて認知をし、異なる対応を行っていきましょうということを

明確にお願いいたしました。 

 定義はそちらに書いてあるとおり、これは法令上ではこういうふうになっているのですけれども、

まずは第一段階としまして、社会一般ではそれはそこまではいじめというのかなというような内容で

ありますけれども、これは法律上ではいじめになるのだという内容として、ほかの児童・生徒が受け

た行為により、苦痛を感じた場合は全て認知になるといった形で、第一段階ということを認知してく

ださいとお願いをしております。 

 その後、第二段階としましては、これまで一般的に学校で当たり前の形で認知されていた例えば故

意に、であるとか、一方的であるとか、継続的であるとか、そういったものについては、社会通念上

のいじめということで、これは軽微ないじめよりも進んだ対応をしていきましょうという形でお願い

をしています。 

 その次のページに、具体的な例ということで、例えば、上の右側、「Ｂさんが算数の問題を一生懸命

に考えていたところ、隣の席の算数が得意なＡさんは、答えを教えてあげた。Ｂさんは、あと一歩で

正解にたどり着くところであったため、答えを聞いた途端に泣き出してしまった」というような事例。

これについて、一般的には非常に善意でやっていることですしという形で、これまでの学校としては、

当然いじめの認知というところに至らなかったのですけれども、ここに書かれているもの全て、東京

都や文部科学省が、これはもう前後の総合的な考え方からすると、何かあるかもしれないけれども、

この文面から言うと、これはいじめとして認知すべき内容ですよという形で例で挙げられているもの

でございます。 

 これについて、やはり通常の社会通念上のいじめというよりかは、軽微ないじめということで、し

っかりと認知をするようにということで、学校のほうにこういった例も示しながら、認知の感覚を変

革していただきたいと形で示してございます。 

 ただ、こういったレベルでは、特に小学校では日常茶飯事な出来事でございますので、そういった

ものをこれまでと同様の、法令上でということは、もう教育委員会に報告しなければならないという

ことが義務づけられておりますので、これを今までどおりの形で報告するというのも、これも破綻し

てしまうという形でございますので、次のページ、法令上のいじめのうちの軽微ないじめについては、

学校でも報告しなければならないところですけれども、まず、学校いじめ対策委員会のメンバーに口

頭で報告するということですね。１人で抱え込まないで、こういったことがあったら口頭でこういう

ことがありましたということで報告する。それから、学校が定めた様式に簡単なメモ程度にデータな

どで記録に残すという形、これをやることで、１人で抱え込まずにほかの先生方と共有するというこ

とができる。それも安易な形で、簡易な形でお願いをしています。 

 それから、市教委への報告につきましても、これまで１件が上がったら１件ごとに報告してもらっ

ていましたが、軽微ないじめについては、東京都から１学期と２学期に調査がありますので、この調

査のときに、件数として報告することで、市教委への報告が完了したという形に変えさせていただく。



 １３ 

それで、学校の負担等を大きく軽減させていただくという形をとることにいたしました。 

 これは、東京都教育委員会のほうも、この軽微ないじめについては、数字の報告をもって報告にか

えることができるということ、これは明言していますので、こういう形で軽微ないじめについては実

際にやっていく。 

 ただ、３学期につきましては、これは本来でありましたら、文部科学省の問題行動等調査等が大き

な調査になるのですけれども、近年この調査が非常におくれている状況がございまして、平成２８年

度のこの調査がまだこちらに下りてきていないという状況がございますので、それだと認知がおくれ

てしまうということなので、３学期については、市教委が独自調査をして、認知の件数を把握すると

いう形をお願いするところでございます。 

 そのほか、これまで行ってきた社会通念上のいじめということにつきましては、これまでどおりの

対応ということで、いじめの対策委員会を招集して対応を協議する。組織として共有する。それから

対応記録をしっかりと残す。また、いじめ報告の第一報ということで、教育委員会のほうにしっかり

とその報告を上げる形でこれまでと同様の対応をとってまいります。 

 最後の文のところに、法令上のいじめのうち、軽微ないじめを認知する意義という形で、とにかく

数字を上げるとか、そういったものについてが目的ではないので、教員の方にも、基本的にはこの軽

微ないじめの積み重ねの結果として自死に至るケースもあるのだということで、そういった子どもを

救うためにも、ぜひそういった認知をしっかりできるようにお願いしますというメッセージがここに

込められてございます。 

 それから、この児童・生徒の苦痛を教員間で共有するということが、さまざまなほかの問題にも対

応できることにつながるということもありまして、最後に認知件数が多いということは、いじめに対

する意識が高くて、組織的な取り組みが充実しているあらわれと捉えることができますよという形で

積極的な認知をお願いしますというメッセージになってございます。 

 これを年度当初に周知をさせていただいて実施してまいります。参考までに、平成２８年度はいじ

めの認知件数というのは、年間で小学校が５２件、中学校が４１件という、これは１１月３０日現在

なのですけれども、こういった数字にはなっておりますが、平成２９年度については、もうこの数を

大きく上回った認知件数が出てくるものと予想してございます。これについては、その認知件数が多

いということについては、こちらとしても認知の機会が高まったのだという評価をしていこうと思っ

ていますので、これも件数がわかりましたらご報告差し上げたいと考えてございますので、よろしく

お願いいたします。 

 平成２９年度の教育委員会及び小・中学校の取り組みについては以上でございます。 

○小林委員長 ありがとうございました。 

 それでは、この件につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

○岸委員 ちょっと順番が逆になってしまうかもしれませんけれども、（４）のところのスクール・バ

ディのサポートということで、地域人材によるスクール・バディの支援というお話がありましたけれ

ども、具体的にはどんなことをイメージされているのでしょうか。 

○事務局 スクール・バディの取り組みは放課後に実施してございます。そのときにそういったバデ

ィの取り組みなどにかかわっていただいて、必要な支援、助言をするということを考えてございます。

何か教えるとか、そういったことではなくて、今、困っていることとか、中学校の生徒のやりたいこ

とを尊重しながら、あくまでも支援役というような形で、助言だけの形で入っていくことを想定して
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ございます。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

 では、私から発言します。先ほどの資料１で「見直しましょう いじめの認知」について、いじめ

の認知のあり方に課題があるのではないかということで、昨年そういったことが提案されて、２９年

度から各学校で共通理解を図って、未然防止や対応にしっかり生かしていきましょうということにな

ったのですが、実際、国立市内の小・中学校に対しては、こういったことを指導・助言して、今のと

ころどうでしょうか。受けとめ方とか、何かそういったリアクションとかがもしあるようでしたら、

教えていただきたいと思います。 

○事務局 今現在、数字的にはどういった状況になっているかというのは、まだ調査をしていない段

階なのでわからないのですけれども、やはり認知というものについて、抱え込まないという意識はか

なり醸成されてきているのかなということを聞いてございます。 

 ただし、実際にこの数を数えたりとか、ご報告するとか、そういったものについては、なかなかや

り切れないのではないかと。これはいじめ問題対策連絡協議会の中でちょっとご意見として出ていた

部分なのですけれども、この形が実際にやれるのかと。意識はできるかもしれないのですけれども、

実際にこの形で運用ができるのかといったところは、しっかりと考えていかなければならない。また、

この数を上げるということが目的化しないように、何のためにやっているのかといったところをしっ

かりと教育機関も意識するし、また周りの地域や保護者の方等も、そういったことを理解してもらっ

た上でやっていかないと難しいのではないかなという意見はいただいているところでございます。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

○山田副委員長 感想的意見なのですけれども、いじめの認知に対する説明をご教示いただきました

けれども、説明の中で、今のやりとりもそうなのですが、現場の先生方の負担にならないようにとい

うこと、あるいは実際、これがきちんと運用できるようにというお話があったと思うのですけれども、

少し気になるのは、子どもたちがこういう対応をどう受けとめるのかなということが気になりまして、

例えば、先ほどの資料１だと、軽微なものであっても、原則、加害、被害の両方の保護者に電話等で

連絡しますと書かれていて、これは伝え方によっては、子どもたちがあらゆることをいじめの名のも

とに監視されてしまっているみたいなふうに、そういうつもりはないと思うのですけれども、結果的

に受けとめてしまうと、逆に児童・生徒のストレスが高まってしまいかねないようなところもあるの

で、ちょっとこのあたりの配慮を当然、現場でなさっていると思うのですけれども、そのあたりの工

夫であるとか、あるいは先ほどの現場の受けとめの中に、児童・生徒が無用なプレッシャーを感じて

しまいかねないというような懸念があるかどうかとか、子どもたちに与える影響という点で、今、現

場から上がってきていることや、教育委員会として考えていることがあれば、教えていただけますか。 

○事務局 こちらについても、いじめということが非常に重いものでございますし、いじめといった

ら本当に許されないとか、そういった形でアナウンスしている部分もありますので、非常に軽微なも

のをいじめと認知するというところでギャップがあるといったところでございます。 

 そこで、通常、生活指導上の中で、何かトラブルがあってつらい思いをした子がいたときに、そう

いったことを今日は学校でつらい思いをしてしまったのだということを、１つの成長の過程という形

に捉えると、いじめという言葉は使わずに、お家の方へ言葉を選びながら伝えさせていただき、また、

加害のお子さんについても、先ほどの例のような形で、Ａちゃんは本当にあんなにＢちゃんのことを

思って、気持ちよく教えてあげようという気持ちを発揮してくださったのですよと、そちらを紹介し
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ながら、結果としてちょっと泣いてしまったということがあったので、これからは、伝え方は気をつ

けようね、などという話をちょっとしたところなのです、のような形で教育的な配慮のもとに、軽微

ないじめについては、それを糧に成長していくのだということが強調されるような形で協力要請をし

ていく形になろうかと思います。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○田島委員 小・中学校のいじめ問題対策連絡会、各校の校長先生とか、学校の担当の方ということ

なのですけれども、ここに学童保育所で起きる事例というのは、どういうふうに対処されるのでしょ

うか。 

と申しますのは、たまたま学校の敷地の中に学童保育所がある学校が何校かあったり、また全然敷

地の外の学童もありますけれども、学校の敷地内での事例が１つ保護者の方から私も直接お電話をい

ただいたケースが最近あったのですが、その辺がどうなのかなと。学童はちょっと学校と切り離した、

管轄が違うみたいなところが前々からあって、どうなのだろうというのは思っているところなのです

けれども。 

○事務局 学校いじめ対策委員会の関係ということ……。 

○田島委員 これを見ると学校だけですよね。学童との連携が連絡協議会の中に入らないですよね。 

○事務局 現状といたしましては、この連絡協議会の中ではそういった形の連携というのは、子ども

家庭部の職員とかが入ってくるという程度になっているので、学童から直接というような、そういっ

た事例の共有ということは、難しいといったところでございますが、基本的には学童の人間関係とい

うのは、学校の人間関係とリンクするところがございますので、そちらについては、学童のほうから

しっかりと学校に情報を上げていただくような関係づくりを行い、学校としてもそういった事例が学

童のほうで起こっているということについては、しっかりと学校いじめ対策委員会を開いて対応をし、

その委員会のところに学童の先生に来てもらって、実際に情報共有して対応を協議するということも

やっているところではございます。やはり学童で起こるということについても、しっかりとアンテナ

を張って対応できるような準備は必要かと存じます。 

○事務局 補足します。資料でお配りしていました「見直しましょう いじめの認知」のところに、

いじめの定義が書いてございます。こちらにあるとおり、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学

校に在籍している等当該児等と一定の人間関係にある」という部分になります。なので、学童という

場で行われたものであっても、その子ども同士は、その学校にいる子ども同士なので、これは学校が

取り扱ういじめの対象になります。なので、その場での指導に関しては、場合によっては学童の先生

が職員室に呼びに来れば、それは学童で起きているのだから、私たち行きませんよという教員はあっ

てはならぬことですし、後日伝わった場合であっても、その時期、そこからスタートして対応してい

くものであります。あとは、委員のほうからお話しいただいたような連携機関の中に、その学童を入

れていくのかというところについては宿題として預らせていただいて、ただ、市内小学校８校ありま

すので、８校で学童も入れると、だんだん大きくなっていきますし、我々が設定しようとしている時

間に学童の担当の先生をお呼びすること自体が、学童が大変になるのではないかというところもあり

ますので、そこは所管する子ども家庭部の者に入ってもらうとか、ちょっと今後検討していければと

思っています。 

○小林委員長 確かに今のご指摘は重要なところで、子どもは同じところで一定に動いて、しかも人

間関係は、ただ場所が違うというだけですので、そういう意味では、確かに所管は違うのですけれど
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も、その辺のところをしっかりと大人のほうが連携をよく行っていくことが大切です。ぜひそこを 

ご検討いただき、実践していただけるとありがたいと思います。 

○田島委員 その件に関しては、やはり保護者の方もわかりづらいというか、学童の庭と学校の校庭

はつながっている場所で、区別するのは難しいですよね。 

○小林委員長 今、事務局からも説明がありましたように、基本的に例えば認知という場合、学校の

内外を問わずというか、学校の中だけではなくて、外で起きたことに関しても、同じように認知の件

数に入れるという意識を学校は持っているはずですので、そういうところで実質的な連携はどうなの

かということになるかと思いますので、外でよく泣いているから学校では知りませんよという、そう

いうことはまずないと思いますので、あとは実行できるかどうかということですね、その辺の連携が。 

○田島委員 難しいですね。 

○事務局 インターネットも含めてなので、実際に直接的なかかわりがなくても、面と向かったもの

でなくても、これは学校のほうで取り扱うべきいじめの中に入ってまいりますので、昔でいう川原で

何とかという話もあるかもしれませんけれども、今現在、近現代的な構図もありますので、全てを含

めて学校のほうで対応していくように連携を図っていきたいと思います。 

○矢野委員 今のことに関連してなのですけれども、学童、学校という場、プラス地域という問題も

あるかと思うのです。私の家の前が学校の通学路になっていまして、生徒たちが、小学生も中学生も

歩いているのですけれども、そこで昔からあったことかもわからないのですが、ランドセルを１人の

子に背負わせて、要は２，３人分、それを今も見かけるのですよ。それが即いじめにつながるかどう

かって地域の人間が見た場合、こういう定義って知らないわけではないですか。そうすると、何か私

が見た場合は、ちょっといじめかなと思ったりしても、ある別の方が見たら、ああそれは別に遊びの

１つではないかという捉え方もするでしょうし、そうすると、まずそこで捉え方の違いが起こって、

それからそういう地域の人間がもしかしていじめではないかなと思った場合に、その声を拾い上げる

システム、学校によってはある地域の人間が参加する会議などで発言できるのですけれども、全ての

学校がそういう会議を例えば学校評価委員会とか、そういうところに地域の人たちも入っているかと

思うのですけれども、そういう場として活用はされているのでしょうか。その辺をちょっと伺いたい

なと。 

○小林委員長 では、事務局、お願いします。 

○事務局 地域の方の連携ということで、今の学校評価、関係者評価委員会とか、民生委員さんとか

連携するような学校も多くありますけれども、やはり適時性というのは非常にありますので、やはり

そういったものを見かけたりとかしたら、学校にすぐ連絡してくださいというアナウンスというのは

必要かなと思います。何か大きな場で、改まった場で言わなければならないということ、気になる情

報も入れていただくというのは、非常に重要かなと考えます。 

 実際に、そこも地域の方からの連絡によって、苦痛を感じている児童を発見できたという例はござ

いますので、特にやはり時間がたってしまうと、どんどん情報もわからなくなってしまう中で、早け

れば早いほど学校の対応もしやすいし、効果も上がりますので、そのようなＰＲというのは、今後考

えてまいりたいと思います。 

○長谷川委員 今の点に関連しまして、弁護士によるいじめ防止授業というものを今、やっておるの

ですけれども、学校さんによって、時々保護者向けの講演会もあわせて依頼いただくことがありまし

て、保護者の方だけではなく、地域の方もご参加いただいて何度か行ったことがあるのですけれども、
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皆さん、やはりいじめに関心があるからそういう保護者向けの講演会にもいらっしゃると思うのです

けれども、その中での質疑応答でも、時々、最近いじめの問題が大きくなったのは、昔と違って、手

かげんを、知らなくなったからではないかとか、最近の子は弱くなったからではないかというご意見

を何の悪意もなくおっしゃる大人の方がいるということもありまして、そういう意味では、大人に対

しても、いじめ予防授業で生徒さんに向けて話しているメッセージ、人権侵害なのだということを重

ねて言っていくことが必要なのだろうなと。その講演会というものも学校さんごとで行う、行わない、

いろいろ変わるので、何か地域の大人の方、子どもを見守り支えていく人たちに向けた口幅ったいで

すけれども啓蒙活動というか、そういったことも必要なのかなと思っていて、そういう意味で、リー

フレットの内容を実際にその地域の方が手にとって読んでいただいて、それをみんなで共有したり議

論をする、認識を深めていくような機会があると、なお実効的なのかなと思うところがありました。 

○田島委員 今、リーフレットのお話が出たのでちょっとお聞きしたいのですけれども、４月３日に

配布されて、保護者会で活用という呼びかけをしてくださったということで、実際に保護者会で使っ

ていただいたとか、その内容についての議論とか、意見交換をされたとか、そういうことはないので

すか？ 

○事務局 現状としては、今、ちょっとそこまで把握できていない状況です。 

○田島委員 わかりました。 

○小林委員長 これは要望というか、何かの機会を捉えて、ぜひそういったものを把握していただけ

ると、私どもこの委員会としても、今後の充実した活動に結びつくと思いますので、その進捗状況と

いうのですか、ぜひ把握に努めていただけるとありがたいと思います。これは要望ということでござ

います。 

○事務局 今の地域の方とのかかわりの中で、国立は登校時の見守りを全部の学校でやっていただい

ていて、その方たちから入ってくることもたくさんあります。実際にこれは連絡協議会のほうで出て

きたエピソードなのですけれども、これは実際はいじめではなかったのですけれども、見守っている

方が、登校している子ども同士がけんかみたいになっているからと２人を連れてきてくれて、学校の

先生に引き渡してくれたのですけれども、実はそれは兄弟だったと。そういう形で、実際に見守って

いただいている方から情報が、来たりというところもありますし、昨年度からその見守りの方の全体

の会も持つようになっておりますので、そういうところでもこういうお話を差し上げて、実際の場面

を見て、何かあればご連絡くださいということでネットワークを広げていければと思います。 

○小林委員長 先ほど矢野委員が発言された件ですが、通学路で何人かの子どもたちがまとまって帰

るときに、１人の子がたくさん荷物を持っており、恐らくじゃんけんをして荷物を持たせているので

はないか。これはいじめではないのか、どうなのかという様々な見方があると思いますけれども、や

はりいじめの温床になっていくというか、つながる可能性があることだと思うのですね。 

 そうしたときに、やはり教員の指導の温度差とか、いろいろあると思うのですけれども、やはりい

じめにつながる可能性のあるそういった遊びをどのようにとらえるべきかなど、教員の力量をしっか

りつけていくことが必要です。そこで、例えば市教委がやる研修会などでも、積極的に学校を指導し

ていく必要があるかなと思うのですね。そんなことを一々細かく言っていたらという考えもあるある

と思うのですけれども、子どもたちにいじめにつながる遊びはいけないというそういう意識を持たせ

ていくということです。そういうことが私は必要ではないかなと、これは私の個人的な見解ですので、

また委員の方々もいろいろ思いがあろうかと思いますけれども、少しそういったことも何かの折にま
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たこの委員会でもそうですし、市教委の中でも、子どもの行動、言動への指導のあり方というものを

今後、少し研究していく必要があるのかなと思います。 

○長谷川委員 実際、今の問題に関連しての発言なのですけれども、大人の認知力を上げていくのが

大事だというのは本当に当然そのとおりだと思っているのですけれども、実際に生徒さん向けの予防

授業をしている立場で、一番おおもとはやっぱり子どもの人間関係に起因する問題なので、お子さん

自身、生徒さんたち自身がいじめに対する認識を深めていくということも必要だと思っています。 

 リーフレットの９－２の部分で、先ほど重要なところで取り上げていただいたところで、意地悪や

嫌なことをされる子に悪いところがあるという部分で、授業の中でいじめられても仕方がない場合が

あると思いますかということで、生徒さんにアンケートをとって、そういうことをされる子が悪いと

か、悪くないとか意見を聞いて、授業の初めで聞くと、やっぱりこういった分布になることが多いの

ですけれども、実は、この前、授業の後にアンケートをお願いしたら、そのアンケートの裏面に、恐

らくクラスの先生が、改めてされる子が悪い、悪くないという意見を書いてもらっていたようで、見

たのですけれども、授業が終わった直後だと思うのですけれども、やっぱり場合によってはされる子

が悪いという割合がまだ相当多かったということがあって、やっぱり、生徒さん、お子さんにとって

は、素直な発想なのだとは思うのです。でもなおのこと、やっぱり繰り返しであるとか、ちょっとわ

かりやすくとか、機会を多く持って何とか認識を深めてもらいたいなというところがありました。 

 全然国立とは関係のないところなのですけれども、一度、小学校５年生と６年生、たまたま私が２

年続きで担当したことがあって、６年生の授業をするときに、去年やったことを覚えているというよ

うな形で聞いてみたら、やっぱりほぼ覚えていないという状況がありまして、確かに自分のことを思

い返しても、あまり急に１日だけ、１時間だけ来た外部の先生の話なんか覚えていないだろうなとい

うところもあって、外部の講師という形に捉われずに、道徳の時間であるとか、学校の先生、何か地

域の大人の方のお話の機会で繰り返し、何か考える機会を持つということは、生徒さんにあるとなお

よいのかなと思っております。 

○田島委員 同じところでよろしいですか。子どもたちに実際どうしてされる子にも悪いところがあ

ると思うのかということをきちんと聞き取っていくと、ああ確かにそう思うかもしれないということ

が実際にあります。なので、広い範囲で考えて、だめなのだよということと、でも実際に自分たちの

クラスの中で考えたり、見たりすることが、ちょっと違うと。例えば、からかわれたり、悪口を言わ

れたりしている子は、自分はいじめられていると訴えてきますが、その子の身なりが清潔感に欠けて

いる場合ですとそう言われても仕方ない部分もあるよねということで指導が入ると、その子もああそ

うかもしれないと思って、きちんと直すと、からかわれるとことがなくなったと。子どもたちからす

れば、場合によってはやっぱりされる子にも問題があると。その子が先生の指導によって直したら、

そういうことは自分たちも言わなくなったし、感じなくなったし、なくなったと。 

 そういうことがあると、こういう数字はやっぱり高くなってくると思うので、なぜそう思ったのか

という細かいところを聞き取った上で、丁寧に教えていかないと、人権侵害だから全てだめなのだよ

というのは、なかなか子どもは納得しないかもしれないと感じております。その辺をどういうふうに

教えてあげられるかというところを、大人の側も考えなければいけないと思います。そうしないとこ

の数字はなかなか下がっていかないでしょうし、去年の夏休みの教育フォーラムで、保護者の方もそ

うおっしゃっている方がいたので、それは私たちも受けとめて、そこから丁寧にやらないといけない

のではないかと感じております。 



 １９ 

○岸委員 昨年の８月の教育フォーラムの話が出ましたので引用させていただきますけれども、今、

田島委員がおっしゃったように、あそこの場では、保護者もいじめられて当然みたいな発言がありま

したよね。それはやっぱり子どもたちはお家に帰れば、お家の中ではそういうモデルがあるわけです

から、大人の意識も改革していかないと、大人もターゲットにしていかないと、なかなか全体的な意

識改革は難しいと思うのですよね。 

 ですから、子どもたちが、私たち学校というところは子どもたちが直接の対象ですが、その子ども

たちを通して保護者の意識をどう改革していくかということの取り組みも貴重だと思うのですけれど

もね。 

○山田副委員長 ちょっと違う観点から。いじめの認知について、改めて雑感を申し上げたいと思い

ます。 

 認知するという捉え方だと、やはり学校や大人がいかにいじめを早期に発見するか、いじめにつな

がりかねない軽微なものを迅速に把握していくかということになると思います。それはそれで重要な

ことなのですけれども、心身の苦痛というのは目に見えないので、発見する考えだけだと、繰り返し

になりますけれども、やっぱり監視されているみたいな感じをどうしても図らずも受けるところは私、

個人的に気になっていまして、他方で、先ほどのランドセルもそうですけれども、嫌だというときに、

それは嫌だとか、私はつらいとか、大変なのだということを子ども自身が言えるような環境をつくっ

ていくとか、そういうようなアサーティブ・トレーニングというようなその自分が感じていることを

伝えるということも他方で重要な気がしますので、今後、認知の力を高めていくということももちろ

ん重要だと思うのですけれども、子ども自身が苦痛を、つらいことをちゃんとつらいと言えるような

関係づくりだとか、オンブズパーソンもそうだと思うのですけれども、そういう環境づくりにぜひ取

り組んでいただければなと思いました。 

○小林委員長 大分いろいろ、特に昨年度のリーフレットを含めてご意見が出てまいりましたが、今

の特に保護者、大人の意識もしっかりということですが、私もあえて言わせていただくと、教員の意

識もしっかりとそういう気持ちを持って、そして、先ほど長谷川委員がおっしゃったように、そう簡

単にすぐに考えが、変わったり、また変わっても定着しないというのは実態で、それは本市だけでは

なくて、日本国中のというか、人間の本性のようなもので、やっぱり常にそれを定期的にまたは計画

的に、意図的に指導していかなければいけないと思います。この辺がいじめ防止対策推進法の中でも

道徳教育や体験活動をしっかりやりましょうという、１つの裏づけだと思いますので、そういうとこ

ろを私たち委員会も大いに発信して、教員の基本研修、そして学校における教育実践に反映していた

だければなと思います。 

○岸委員 これは感想なのですけれども、この「見直しましょう いじめ認知」のところの裏のペー

ジなのですけれども、一番上のＢさんが算数の問題を一生懸命考えていたところ、隣の席の算数が得

意なＡさんが答えてあげました。これはＡさんの積極的な行為なのですよね。このことをネガティブ

に捉えるといじめになってしまうわけですよね。ＡさんはＢさんのことが気になっているので、気に

なっていたらこういう働きかけをしましょうという指導のほうが、何か犯人扱いみたいな捉え方をし

ていることは非常に何か、子どもたちの生きた人間関係も壊してしまうような。そういう場合は、こ

ういうふうに働きかけましょうとか、一番下のところもそうだと思うのですけれども、こうなったと

きにはこう返すのですよという、そういう指導の仕方がむしろ子どもたちの人間関係を伸ばしていく

やり方だと思うのですよね。それをだめなのだと押さえつけるやり方とはちょっと違うと思うのです
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よね。 

○事務局 そこが先生の対応として共有できているかどうかというところですよね。 

○事務局 実は、今、お話しいただいたところ、まさに次の３番のところにかかわっていく部分なの

ですけれども、今回、この軽微ないじめをしっかり認識をして、学校が対応していくというのは、ま

さに教員の力量を高めたりとか、それをもって学校の組織力を高めるというところを狙って展開して

いる部分でありまして、数がふえることを望んでやっているわけではないのです。軽微ないじめであ

ればあるほど、すぐに対応できて、いわゆる教員からすれば、成功体験的な部分で、次はそういうこ

とを起こさないためには、こういうところに気をつけながら子どもとかかわっていけばいいというと

ころが、どんどん力が上がっていくだろうという想定のもとに取り組もうとしているものであります

ので、今、委員の皆様から出たとおり、しっかり教員が指導する力を高めていければなと思っていま

す。 

○小林委員長 それでは、まだご意見あろうかと思いますが、一応このあたりで区切りをつけまして、

次の平成２９年度の事業展開につきまして、事務局のほうからまずご説明をいただきたいと思います。 

 では、よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、いじめ問題対策委員会、今年度の年間の計画についてご協議いただければと存

じます。参考までに、これまでの取り組み等について、簡単にまとめてみました。 

 平成２７年度、初年度は、まずは実態を把握しようというようなことで、学校におけるいじめ防止

の授業等を見ていただきました。その後、児童・生徒が意見を述べ合うような教育フォーラムという

ものを開催させていただきまして、そのフォーラムで出た意見を集約して、児童・生徒向けのいじめ

啓発のリーフレットを作成したということがございました。 

 同時に、山田先生のご協力もいただきながら、いじめに係るアンケートの実施等もさせていただき

まして、そのアンケートについては、翌年、平成２８年度に集計、分析が行われ、先ほどご紹介した

リーフレットを作成したといったところでございます。 

 また、平成２８年度も、教育フォーラムを開催しておりまして、今度は保護者に視点を移しまして、

児童・生徒とともに、保護者も交えて意見を交わすというような取り組みをしてまいりました。先ほ

どのリーフレットも保護者へ向けたリーフレットという形になってございます。 

 ここからは、案なのでご協議いただきたいのですけれども、視点の対象が児童・生徒、それから保

護者という形でやってまいりましたので、今、教員の力量というような話も多々出てございましたの

で、今度は教員を視点に何かご提言をいただければというようなことを考えてございます。 

 大きな流れとしましては、まずは実態を把握していただくというような形で、直接教員から意見を

聞くような場を設ける。その後、そういったことも踏まえて考えると、こういった視点が考えられる

のではないでしょうかというような啓発資料、簡単なものになるかと思いますけれども、啓発の資料

を作成いただくというような形で、平成２９年度は取り組んでいただくのはどうかなと事務局として

考えているところでございます。もしも仮にそういうふうな形でいくとしますと、初年度にやったよ

うに、６月から１１月の間にもしかしたら皆さんでというのは難しいかもしれない。ちょっと複数回

分けてという形で、教員と協議するような場を設けさせていただく。それも、学校に行って何か子ど

もの様子などを見ながらお話をするというようなことが必要であれば、開催時間を例えば２時台とか、

そういった形で開催をして、学校に訪問していただくというような形。教員からお話を聞くだけで大

丈夫ということでありましたら、いつものとおりの開催時刻のところにちょっと教員にご足労いただ
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きまして、来ていただいて、そこでご意見をいただく、ディスカッションしていただくという形で実

態を把握していただくというのはどうかな、と考えてございます。 

 もちろん、事務局のほうでいろいろなご意見を形にしていくというようなことはさせていただきま

すので、前回のリーフレットと同様にそこにご意見を加えていただきながら、最終的に平成３０年度

に教員に向けて研修ができるような資料づくりができればなと考えているところでございます。 

 このような形でどうかなといったところをご協議いただければと存じます。 

○小林委員長 今、事務局のほうから特に年間計画というような形もございますけれども、基本的に

その方向性として、教員からの意見聴取を受けるとか、またさらに私たちもここで話し合われた内容

に対して、できるだけ先生方の指導に生きるような形での啓発資料を作成してはどうかと、そういっ

た大筋のところではお話がございました。これについて、皆さんからのご意見その他を頂戴したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○矢野委員 先ほど来、先生の指導力という話も出ていまして、私はとてもこれは必要な部分ではな

いかなと以前から思っておりました。というのも、やはり今回の仙台のこともそうですけれども、や

っぱり担任の先生ないし学校側の対応の不十分さ、そういったものでやはり子どもをより悪い状況に

追いやっているという実態が、やはりどの事件でも言えるのではないかなというところをずっと思っ

ていまして、やはり先生の意識をまず知るということ。それから、もしそこに何か問題があるのであ

れば、何か啓発に関係するようなことができればと思います。 

 ただ、これで全てかというと、ちょっと足りないような気もするのですけれども、とりあえずその

今年度の大きな１つの予定としてはこれでいいのではないかなと思います。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

○田島委員 先生方との協議というのは有意義なものになると思うのですけれども、そのときに、先

生の立場に立って一緒に考えてあげることが必要ではないかと思うのです。 

と申しますのは、やはり非常に多忙を極めていらっしゃると思うので、夜のこの時間に来ていただ

くというのも私としては申し訳ないと思いますが、子どもや保護者は学校に行きづらいなと、思って

いても先生が、気がつかないということは、実はあるのではないかなと思うのです。だからといって、

先生の力量が低いとかではなくて、そういう事実があるけれども、それをどうやってキャッチしてい

けばいいのだろうかということを一緒に考えていけるといいなと思います。特に若い先生、学校を卒

業してすぐ担任を持ちますよね。特に小学校。先生も、いっぱい、いっぱいだと思うのです。そこに

さらにこういうものというのは、負担だろうなと思うので、教員の側にも寄り添ってあげる目が必要

かなと。そういう持っていき方を考えた上での協議にしていったほうがいいと思います。 

○小林委員長 非常に大切な視点で、教員の指導力というか、学校の組織力をどう高めていくかとか、

そういう点ではできるだけ配慮して私どもも有効な場をつくって、そして有効な提言が私たちもでき

ればということで、今、重要な視点もお話しいただきましたので、その点はもしこの形で進むとした

ら、ぜひご配慮いただけるとありがたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、方向性としては、一応こういうようなことで、ただ、ここで完全にコンプリートしてし

まうというよりも、またやっていく中でこういったことも必要ではないかということも出てくる可能

性もあると思いますので、その点はぜひ柔軟に考えていきたいと思いますが、基本線としてはこれで

進めていくということで、委員の方々よろしゅうございましょうか。 



 ２２ 

（「はい」の声あり） 

○小林委員長 それでは、この件については以上とさせていただきます。 

 それでは、次に、事業の日程について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、次回以降の日程についてなのですけれども、そちらの調整用紙を配らせていた

だきました。できる限り皆さんがご参加できる日を設定していきたいと思いますが、何分、皆さんご

多用でいらっしゃいますので、なかなか全員というのは難しいかもしれないのですけれども、今のお

話でいきますと、ちょっと夜の会議、できれば時間帯とか。あと夕方学校に訪問するような時間帯を

ちょっと分けてそこを書けるようにしてございますので、特に１１月までについては、両方ちょっと

書いていただければと思います。 

 もうここは間違いなく入れませんというようなものについては、×を記載していただきまして、調

整によってはもしかしたら行けるかもというものについては△。今のところ、現在は空いていますよ

というようなことについては○を付していただければと思います。 

 もし、今日書いていただければ、そこでお預かりいたしますし、もう時間もかなり過ぎてございま

すので、後ほど送っていただいたりとかしていただけるようでしたら、後ほどいただくのも可能でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 一応、日程的には、１１月までは学校のほうにちょっと行けるような機会を設定することを目指し

ます。１２月以降、あとちょっとまだ日程をきょう用意してございませんが、１月から３月の間に最

後の会というようなことを考えてございます。これはまた改めて、先のことですので、日程調整させ

ていただきますので、まずは１２月までご記入いただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○小林委員長 それでは、この日程表をお願いしたいと思います。これはもう黒く塗っているところ

は、ちょっといろいろなことでできないということですね。 

○事務局 そうですね。事務局の対応が難しいと。 

○小林委員長 了解いたしました。 

 それでは、この件については、後ほどまたお送りいただくなりするということで進めさせていただ

ければと思いますので、先に議事を進めたいと思います。 

 それでは、次のいじめ事案の経過報告につきましては、冒頭申し上げましたとおり、非公開となり

ますので、きょうは傍聴の方はいらっしゃいませんので、このまま続けさせていただくということで

よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

 

【非公開議事】 

 

 

 

 

 

 

 



 ２３ 

○小林委員長  

 それでは、以上で、本日予定した議事につきましては終了しておりますが、ほかに何か委員の方々

からございますでしょうか。 

○矢野委員 すみません。このリーフレットなのですけれども、私ども保護司会のほうでこれをいた

だければ配らせていただきたいのですけれども、よろしいですか。 

○小林委員長 それはありがたいですね。 

○事務局 恐らく在庫はあるかなと思いますので、ちょっと調べさせていただきます。 

○小林委員長 ぜひまたそれぞれのネットワークで有効に活用していただければ、本委員会としては

ありがたいかなと思います。 

○事務局 最後に資料をつけさせていただいております、冒頭に教育長からご案内のあった今年度か

ら始まる国立市総合オンブズマンの制度について概要を書かせていただいているものを置かせていた

だきました。 

 裏面の子ども人権オンブズマンというのが、当市としての大きな特徴となってございますので、こ

こへの直接の相談が入るケースがあるということで、これは今までとは違う相談とかのケースになり

ますので、こういったところから何か大きな議題等を把握するようなことがありましたら、またご協

力いただければと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

 それでは、この資料につきましては、また参考にしていただければと思います。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 それでは、少し予定の時間をオーバーしてしまいましたが、また今年度もぜひよろしくお願いいた

します。 

 以上で、議事を終了いたします。 

○事務局 それでは、本当に活発なご意見をありがとうございました。 

 我々気づかないところをご意見いただいているところが多々ございましたので、いただいたご意見

をしっかりと反映させていきたいと思います。 

 また、次回につきましては、きょう欠席の方々からも調整いただいた後に、実施のご連絡を差し上

げたいと思います。６月の下旬から７月上旬あたりで実施を考えているところでございますが、また

改めてご案内差し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 本当にありがとうございました。 

――了―― 


