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場  所：市役所３階第３会議室 
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田島委員、矢野委員 

事 務 局：宮崎教育次長、金子教育指導支援課長、市川指導担当課長、荒西指導主事、 

植木指導主事、福本指導支援係長 
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２ 委嘱状授与 

３ 委員自己紹介 

４ 国立市教育委員会いじめ問題対策委員会委員長の互選 

５ 議事 

（１） 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について 
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【市川指導担当課長】 

それでは、皆様、こんばんは。ただいまより、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。私は本日司会を務めます、国立市教育委員会教育指導支援課

指導担当課長市川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはお配りしてい

る資料の確認をさせていただきたいと思います。 

  

 ※資料確認 

 

１ 国立市教育委員会あいさつ 

   国立市教育委員会教育次長 宮崎 宏一 

 

【市川指導担当課長】 

 それでは、まず、始めに国立市教育委員会宮崎教育次長からごあいさつ申し上げます。 

 

【宮崎教育次長】 

 こんばんは。国立市の教育次長の宮崎でございます。本日は大変お忙しいところお集ま

りいただきありがとうございます。委員会の初日ですので、本来であれば教育長の是松が

ごあいさつ申し上げ、委嘱状をお渡しするところですが、本日、明日の二日間、全国の教

育長が集まる定期総会が厚木で開催されておりまして、そちらに宿泊の出張で出ておりま

して、残念ながら出席することができませんでした。代わって私のほうでごあいさつさせ

ていただきます。皆様ご存知のとおり、大津でのいじめの事件をきっかけといたしまして、

国のほうもいじめ防止対策推進法を制定いたしました。それを受けて、昨年６月の東京都

議会で条例を策定しました。国立市も国、東京都と同じ考え方をベースにしまして、国立

市の条例を昨年１２月に議会で制定したという状況でございます。この条例に基づく、本

日の国立市教育委員会いじめ問題対策委員会がございます。幸いなことに現在、国立市の

中で重大ないじめの事件、事故は生じていません。学校生活の中でいじめの芽はどこにで

もあります。対応、対策を間違えてしまいますと、大きな事案に発展することもございま

す。仮に重大な事案が生じたときには、このいじめ問題対策委員会はその原因、対応、対

策等についても調査、非常に重たいというか重要ないじめ対策の中の位置付けがございま

す。そういった状況がない中でも、私ども国立市、あるいは学校現場において、通常のい

じめ防止対策がしっかりとできているかどうか、こういったことをご検討、ご意見をいた

だくような機能を有しております委員会でございますので、国立市の児童、生徒のために

皆様のお力をお借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。 

 

２ 委嘱状授与 
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【市川指導担当課長】 

 続きまして、委嘱状授与に移らせていただきます。 

 

※教育次長より委員に委嘱状授与 

 

３ 委員自己紹介 

 

【市川指導担当課長】 

 ありがとうございました。続きまして、委員自己紹介に移らせていただきます。 

 

 ※委員及び事務局自己紹介 

 ※教育次長退席 

 

４ 国立市教育委員会いじめ問題対策委員会委員長の互選 

 

【市川指導担当課長】 

それでは、いじめ対策委員会委員長の互選に移ります。国立市いじめ問対策委員会規則

第５条の通り委員長は委員の互選によりこれを定めるとなっています。どなたかいらっし

ゃいますでしょうか。 

それでは、事務局から提案させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 ※異議なしの声あり 

 

【金子教育指導支援課長】 

 それでは、委員長に東京女子体育大学の小林福太郎先生を提案いたします。いかがでし

ょうか。 

 

 ※異議なしの声あり 

 

【市川指導担当課長】 

 それでは、小林様就任のごあいさつ並びに議事進行をよろしくお願いいたします 

 

【小林委員長】 

 それでは、皆さん改めましてこんばんは。ただいま、委員長を仰せつかりました東京女

子体育大学の小林でございます。私は今、大学では道徳教育であるとか、教職関係の科目

を担当しております。特にこれから教員になろうという若い世代の学生と共に、毎日生活
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をしております。元々、中学校の教員をしておりまして指導行政に長く携わって、公立の

小学校や中学校で管理職も務め、今から７年前に大学に転じまして、東京女子体育大学２

年目でございます。このいじめ問題対策委員会のお話をいただきました時に、やはりいじ

め問題の重要性というか、常にこの問題を学校現場の中で、しっかりと真剣に受け止めて、

指導していくことが重要ではないかと思っている一人として、ぜひ、国立市のために、国

立市の子ども達のために微力ですが、お役に立てればとお引き受けした次第でございます。

いじめに関しては、一昨年いじめ対策推進法が制定されました。学校の一つの指導におき

まして法律ができるのは、ある意味では異例のことではないかと思います。異例という表

現は良くないかもしれませんが、それだけ重要であり、また、国民全体がこの問題を何と

かしていこうという、一つの表れではないかと思います。今、申し上げました繰り返しに

なりますが、この会のためということではなく、この会を通して学校現場、そして毎日学

校で生活している子ども達がいじめ問題で悩んだり、また、そういった問題にぶち当たっ

て苦しい思いをしたりとか、そういうことがないように、子ども達の成長、発展が少しで

も促進されるようこの委員会が機能していけばと願っております。どうか委員の皆様ご協

力よろしくお願い申しあげたいと思います。 

 それでは、今、進行ということで仰せつかったわけでございますが、私も初めてですの

で、色々不慣れな点もあろうかと思いますが、委員の皆様方のご協力をいただきまして、

進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 はじめに、ただいま、この本会の規則第５条で、私が互選で選ばれましたが、実はその

５条３項に、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指

名する委員がその職務を代理するということがございます。そこで私のほうから、第５条

第３項に基づきまして、副委員長として、一橋大学の山田哲也先生にお願いしたいと思っ

ておりますので、ご了解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。 

 

【山田副委員長】 

 承知いたしました。 

 

【小林委員長】 

 私が指名するということになっておりますが、皆様方のご賛同をいただきましたので、

ありがとうございました。先生よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に本委員会の質疑等の内容につきましては、発言者を明記して、その発言

要旨を記録して、国立市のホームページに掲載する。要するにここで行われたことについ

ては、すべて市民に明らかにしていくというようなことで進めさせていただきたいと思っ

ております。その点もご了解いただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

５ 議事 
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（１） 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について 

 

【小林委員長】 

 それでは、はじめに今日、会次第には四つのことが出ております。はじめに（１）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について、事務局からご説明

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 それでは、資料、本市の条例については、概ね全体の流れは書いてあるのですが、今日

は割愛させていただきます。その条例の流れを汲みまして、国立市いじめ防止対策推進基

本方針、こちらの資料になりますが、資料は平成２７年２月国立市と表紙に書かれてあり

ます。こちらをご覧いただいて進めていきたいと思います。 

 では、表紙をおめくりください。はじめにということで文章が出ております。これは、

国立市の前文として書かせていただきますので、ここに思いがすべて凝縮した内容となっ

ております。内容については、国立市が人権を大事にするまちでありますから、当然、い

じめというような、子どもたちが学校生活を本当に生き生きと送ることができるよう、重

大な人権上の問題であるということを押さえて、すべての教育方針等について考えていき

たいと考えております。ここは大きな部分でありますが、現状はこの後もお伝えしますが、

言うのは簡単なのですが、中々実際に行うというのは難しいという現状でございます。 

１ページの下に１番から８番までこの基本方針の骨組みが書いてあります。順にポイン

トになるところだけ、追わせていただきながら、再度共通理解を深めるようなことができ

ればと考えております。 

２ページをお開きください。基本方針の策定の意義については、先ほど前文で申し上げ

ましたとおり、人権上の問題であるとういうことを第一に置いております。また、いじめ

防止対策推進法、市の条例の制定を受けて基本方針を立てたということになっております。

いじめの定義について、こちらは、今後、様々な議論をいただき、また、諮問、答申、今

年度についてはそういう形にはとらないのですが、長いスパンで見ていただいて、本当に

こういういじめの定義でよいのかどうかも含めて、ご審議いただければありがたいと思っ

ております。 

特に今日的な課題といたしましては、言葉や暴力的なものだけではなく、インターネッ

トを通じて行われるもの、これが大変多くなっている現状がございます。中々、そういう

ことに対して、学校教育から指導していくことの難しさも現実には発生しています。３番

になります。いじめの理解と防止ということ。ここは、いじめは、どの子どもにも、どの

学校でも起こりうることであると。学校にも常々そういう意識をもって対応しようという

ように、こちらから指導しているところですが、当然、小学校から中学校までの幅広い発

達段階の子どもたちを預かっていますから、人間関係の軋轢というものは、子ども同士ま
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ったく何もトラブルがなく９年間を過ごすということはありません。そういう捉え方であ

りながら、先ほど冒頭に委員長から話がありました、命が失われるようないじめは絶対に

国立市から出さないという意味を込めて、お考えいただけると大変ありがたいと思います。

また、３番の下には集団全体にいじめを許容しない雰囲気が、形成されるようにというこ

と。また、いじめている子どもたちも背景があるんだと。相矛盾するような部分もあるん

ですが、そういうことにもしっかり理解を持っていくということを大事にしていこうと、

方針で打ち立てております。 

４番、いじめ問題への基本的な考え方について。ここは、何度も繰り返し申し上げます

が、児童・生徒の尊い命が失われることは決してあってはならず、児童の声に対して常に

耳を傾けられる、これが教師の仕事だと思いますので、教師の指導力も含めて高めていき

たいと考えています。 

３ページをご覧ください。こちらは国立市立の小中学校における防止の推進ということ

で、大きく四点まとめさせていただいております。１番については、人間、人格を尊重し

合える態度など、心の通う人間関係を構築するということで、本当にコミュニケーション

から、言葉の掛け合いからすべてが学校生活の中ではこれに繋がってくるように感じてお

ります。そういった人格の素地、感性を育てられるようにしっかり進めていきたいと考え

ております。２番、児童・生徒をいじめから守り通し、児童・生徒のいじめ解決に向けた

行動を促す、これは教師自身、また保護者も含めて真剣に向き合うこと、そういう姿勢が

いじめを生まない、またいじめを許さない雰囲気を作っていくのだと思います。そういっ

た取り組みを全面に出して進めてまいります。３番は繰り返しになりますが、組織として

の対応、教師の指導力ということを考えています。４番につきましては、この会の組織、

人員構成等、ご覧になっても分かりますように、地域の方に入っていただきながら、保護

者、学校のみならず地域ぐるみでこのいじめ問題についてご意見をいただきながら、問題

を解決していこうということを願って示したものでございます。 

続いて４ページをご覧ください。こちらは具体的にいじめの発生の段階から、３番にな

ります、学校におけるいじめ防止に関する取組で、四つの段階を示しております。未然防

止、早期発見、早期対応、重大事態への対応について、順を追いながら、キーワードを元

にしながら学校が具体的な案をつくっていくような形になります。この特に②の児童・生

徒の規範意識の醸成と主体的な取組ということで、いじめに関する授業として、本市では

いじめ防止プログラムということを実施しております。後程、指導主事から具体的にご説

明申し上げますが、そういった取り組み。また、弁護士の成瀬先生から、弁護士によるい

じめの予防未然教育といった授業の試みも進めておりますので、後程、具体的なお話をし

ていただいてご検討いただければと考えております。また、こちらのほう、早期発見・早

期対応の取組と書かれておりますが、様々難しい部分もあるのですが、要するにいじめを、

重大事態に発生させないような取組として、スクールカウンセラーや、今年度から配置さ

れたのですが、スクールソーシャルワーカーを活用しながらこういったことへ対応を深め
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ていきます。東京都では子どもたち、小学校５年生と中学校１年生を中心にしながら、学

校によってはすべての学年の子どもたちと短時間なのですが、スクールカウンセラーが面

接を行うというような取り組みも実施しております。 

では、５ページをお開きください。こちらは、後程も少しお話させていただきますが、

重大事態への対処ということで、これは、詳しく条例等見返していただくと書いてあるの

ですが、重大事態には二通りのものがございます。いじめを原因として、長期間の欠席に

至るような場合も重大事態に至ると。またもう一つは言うまでもなく、生命の危機に至る

ような状況という場合がございますので、そういったことが当然起きないように最善をつ

くしながら、また結果としてそのような形になってしまったときに、具体的な動きを明記

し、対応を考えております。 

６ページをお開きください。この大きな６番の国立市におけるいじめ防止等の取組とい

うことで、１番の国立市いじめ問題対策連絡協議会というのは、この会より先に先々週開

催し、庁内の関係部局、子ども家庭部であるとか子ども家庭支援センター、私たち教育委

員会、外部機関では立川の児童相談所、立川の少年センター、また、府中の法務局といっ

た方たちのお力を借りまして、色々な啓発的な事業を進めていこうということで大きな取

組をしております。２番につきましては、本委員会の設置の内容になりますので、特に１

番から４番まで書かれておりますが、確認のために具体例も述べながらですが、いじめの

防止等のための調査研究等、専門的見地からの審議ということで、これから様々議論をし

ていただきながら、いじめを防止するための調査、どんなことができるかということも踏

まえて、ご意見をいただきたいと考えています。また、いじめの通報、相談に対するとい

うことで、具体的には皆さん方が直接ということはないんですが、そういう事例を具体的

に紹介したり、こういう例があったということで、その場合には当然、この会は秘密会と

して個人情報を扱うような内容もお話合いいただくことがありますので、そういった点も

ご理解いただければと思います。 

では、おおよそ、以上の内容が、このいじめ防止対策推進基本方針となっております。

こちらから少し離れますが、本委員会の特に趣旨として、先ほど教育次長からもありまし

たが、具体的に重大事態が発生した場合に対応いただくということがありますので、その

前に国立市の学校の状況、いじめの取組について、現場についてよく知っていただこうと

いうことを今年度の大きなテーマとして考えております。何か起きてからでは集まって調

査といっても、スムーズなものができる訳ではありませんので、転ばぬ先にきちんと、対

策を打ちながら進めていくことができればと考えております。では、私からは以上でござ

います。 

 

【小林委員長】 

 ありがとうございます。それでは、今、事務局から国立市いじめ防止対策推進基本方針

につきまして、ご説明がございました。これにつきまして、ご質問やご意見等がありまし
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たらばお願いします。 

 

【矢野委員】 

 先ほど、小林委員長から、この会議の内容については公開が基本ですと仰ってましたが、

ご説明の中で個人情報の件がございました。その辺りの扱いはどうなるんでしょうか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 個人情報が含まれる具体的な例の場合には、委員の方でご協議いただいて秘密会という

ことで決すれば、それは外へは出さないということになります。 

 

【小林委員長】 

 情報の公開については、個人情報に関わって適宜判断してしかるべき状況で市民に公開

していくと。場合によっては秘密会もあるということで確認させていただければ思います。

特に今、６ページのところには本委員会設置の目的が具体的に書かれております。さらに

重大事案が発生した場合には、調査委員会が設置されるという段取りになっているという

ことです。特に協議事項（１）から（４）までございますけれど、こういったことを、も

しご質問等があればお出しいただければと思います。 

 

【山田委員】 

 確認なんですけれども、協議事項の四点のうちの一点目のいじめの防止等のための調査

研究等、専門的見地からの審議ということがこの委員会の役割の一つだと思うんですけれ

ど、この場合の調査研究というのは、例えば今日資料に有る様な、すでに文部科学省等の

依頼を受けて実施している調査だけではなくて、この委員会として、何か実態を把握する

ための調査を行うことも可能であると解してよろしいものなのでしょうか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 こちらのほうは、ご提案がありましたが、当然、私どももいじめに関する現状分析につ

いては色んな調査を行っているんですが、実際に発生する要因であるとか、それがどのよ

うな波及していくのか、また、どのような家庭的な影響、本人のこと、様々、全然まだこ

ちらも中々着手できない部分もございます。この委員会の趣旨といたしましては、是非そ

ういったことも含めて、しっかり子どもたちの現状、家庭の現状、社会の現状を見つめて

いただいて、調査研究を進めていただくことは、本当の意味で本質的な内容になるのかな

と考えております。 

 

【小林委員長】 

 今、事務局からもございましたように、文部科学省をはじめ市も独自で調査も進めてき
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ていると。そういった調査の結果を有効に活かすことも重要であるけれども、改めて委員

会の中で、協議を進めて必要なこと、本質に迫るもの、そういったものに関しては、柔軟

に私どもで進めていってもいいという、そういう趣旨というふうに私は解しました。この

点について委員の方々いかがでございましょうか。 

 特になければ、山田委員からお話がありましたように、できればそういったことも、可

能性として十分あるということで、必要に応じて私どもはそういった調査、研究も含めて

進めていくということで確認をしたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。山田委員

そういうことでよろしゅうございましょうか。 

 

【山田委員】 

 はい、分かりました。私ごとになってしまうんですけれども、教育調査が専門でして、

学識経験者としての専門を生かすときに、仮にこういった調査を新たに企画、提案するこ

とも委員の皆様の同意をいただければ、可能かなと少し確認させていただいた次第でござ

います。 

 

【小林委員長】 

 それぞれのご専門というか、それぞれのお立場で有効に、そういったものが進められれ

ばより深まると思いますので、またそういった状況があればぜひご提案いただければと思

います。 

 

【成瀬委員】 

 （２）につきまして、実際に通報相談があったことに対して、当事者間の関係の調整及

び解決を行うと説明いただきましたけれども、これはどういった形で関与する形でしょう

か。当事者間に直接間に入るというよりは、学校からの相談に対してアドバイスをするよ

うな位置付けになると理解してよろしいでしょうか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 具体的に第三者機関として、教育委員会としては様々いじめの問題の相談というのは受

けていますが、その中で例えば、法的な分野や関係機関や地域の方たちとの連携が必要な

事例ということで、そういうものが必要でご助言いただけるような状況であれば、それを

秘密会として審議いただいたものをまた学校等に返すこともできると思います。ぜひ、そ

ういうお力添えをいただければ大変ありがたいと思います。 

 

【小林委員長】 

 それではこういった事案が発生して、必要に応じて私どもが関わっていく可能性がある

ということで確認をしておきます。 
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 今日はこれが、一応こういったものをこの場で直ぐにご意見をといっても中々難しい部

分もあろうかと思いますので、もちろん今お出しいただいても結構ですし、またこの先い

くつか委員会で協議していく中で、原点に立ち返って色々お話ができるかなと思っており

ますのでよろしくお願いしたいと思います。この件に関しては、取りあえず今日は以上と

いうことにさしていただきまして、次の議事に移りたいと思います。第二点目でございま

すけれども、いじめ問題に係る国立市公立小・中学校の現状と課題につきまして、事務局

からご説明をお願いしたいと思います。 

 

【植木指導主事】 

 資料をご覧ください。平成２６年度の１年間のいじめの認知件数は小学校１０件、中学

校４７件です。そのうちいじめが解消された件数は、小学校８件、中学校４１件です。残

りの件数については、一定の解消が図られたものの継続支援中です。いじめの認知件数は、

平成２４年度は小学校５１件、中学校１１７件をピークにそれ以降減少傾向になっていま

す。小学校では中学年以上でいじめがみられます。中学校では３年生で減少しています。

いじめの態様としては、小学校、中学校共に冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌な

ことを言われることが多く、続いて仲間外れ、集団による無視をされることが多いです。

その他、軽くぶつかられたり、遊ぶ振りをして叩かれたり、蹴られたりすることがありま

す。中学校ではパソコンや携帯電話等でソーシャルネットワーキングサービスいわゆるＳ

ＮＳを利用しての誹謗、中傷等があります。いじめ発見のきっかけとして、小学校では学

級担任が発見、続いて本人からの訴えが多く、中学校では本人からの訴え、続いてアンケ

ート調査等学校の取組による発見が多くなっています。いじめられた児童・生徒の相談状

況としては、小学校・中学校共に、学級担任への相談が最も多く、続いて、保護者や家族

等への相談となっています。いじめられた児童・生徒への対応としては、学級担任やほか

の教職員が状況を聞き、継続して面談してケアを行うことが多いです。各校における今年

度のいじめ問題の取組として、東京都教育委員会作製のストップいじめというＤＶＤを活

用した教員対象、児童・生徒対象、保護者対象の研修、また、年３回の児童・生徒対象い

じめアンケート調査の実施、スクールカウンセラーによる小５、中１対象の全員面接、職

員間の情報共有、いじめに関する道徳事業等の実施、いじめ問題に対応するための校内組

織の整備、児童・生徒が主体的に考える中学校１年生対象のいじめ防止プログラムの実施

があります。 

 では、いじめ防止プログラムのことについてご説明させていただきます。いじめ防止プ

ログラムの目的は、いじめを未然に防ぐことにあります。更に、すでにいじめが生じてい

る場合は、いじめがより深刻なものに発展しないように、周囲にいる生徒達がいじめを抑

止することを目的としています。いじめ防止プログラムは、生徒が自分自身や他者との人

間関係について考え、学級単位で行う４回のワークショップを通して自尊感情を高めるこ

とを学び、暴力によらないコミュニケーション方法を身につけられるよう全体講演会を含
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めた全５回で組み立てられています。平成２５年度は国立第一中学校で、平成２６年度は

国立第一中学校から国立第三中学校までの三中学校で一年生を対象に実施いたしました。

一番下にスクールバディトレーニングという言葉がありますが、スクールバディとは、生

徒同士の主体的な支え合いシステムです。ピアサポートのシステムです。自分たちで、い

じめを未然に防ぐ企画を考え、いじめ防止を訴えています。以上です。 

 

【小林委員長】 

 ありがとうございます。それでは、本市の小・中学校の現状と課題、さらには取組等に

つきましてもご説明がございました。これにつきまして、ご質問、ご意見等があればお願

いいたします。 

 

【山田委員】 

 平成２６年度の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の結果のデータ

なんですけれども、認知件数の下に解消と書いてありますが、どういう基準で、どういう

状態になったことをもって解消とカウントしているのかについてのご説明をよろしくお願

いいたします。 

 

【小林委員長】 

 今、事務局のほうでこれについて調べていただいていますが、この調査ですが、はじめ

てこういった随分長い名前なんですが、いわゆる問題行動調査と一言で、さらに略して学

校や役所では、問行調査なんて言い方をしています。これは毎年、文部科学省が全国悉皆

調査です。すべての学校でいじめだけでなく、暴力行為であるとか、不登校の数であると

かそういったことについて調査をしています。したがって国立独自というよりも、すべて

の区市でこういった数値は挙がっているという性格でございます。その中で、認知件数が

何件でとか、その問行調査の中にもいじめの定義というのが入っております。その中で解

消となった場合のご質問でございました。それではお願いいたします。 

 

【植木指導主事】 

 調査の中の注意事項として、こういった場合が解消であるという表現はないんですが。 

 

【市川指導担当課長】 

 補足で説明をさせていただきます。この調査、まず第１回目で数を学校から挙げてもら

うのですが、その後にもう一度確認で、解消したか、解消しなかったかというような調査

をいたします。その基準となるのは、当然ながら当該のお子さん、または保護者の認識に

よるものなので、まず学校としては、お子さんや保護者の方に確認を取ります。さらに、

校内委員会というようないじめの対策委員会のようなものが各学校にありますから、その
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情報を共有して明らかに保護者やお子さんが言っているように、いじめが解消したと判断

したものについては、いじめが解消したという数字が教育委員会のほうに上がってまいり

まして、減っているとこのような形で進めております。 

 

【山田委員】 

 そうするとこれは文科省の調査で、いじめの現在の状況があるんですが、解消している

ものということに相当すると理解してよろしいんでしょうか。その場合の解消は今ご説明

いただいた通りということでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。 

 

【小林委員長】 

 私から事務局に質問なんですが、この場合、解消してない場合は継続して指導している

ということなのですが、市としてさらに追調査みたいなものはしているのでしょうか。 

 

【植木指導主事】 

 市としても継続して学校と連絡を取っております。 

 

【小林委員長】 

 調査の段階では、どうしても２件未解決というような形ですけれど、それは放置ではな

く当然、学校が指導していると考えてよろしいわけですね。 

 

【田島委員】 

 今、小林先生も仰った、問題行動調査というものの中には、不登校も入っているという

ことですけれども、このいじめの件数の中に不登校も入っているのか。また、不登校の原

因がいじめというふうに特定できているのかどうか、その辺について。 

 

【植木指導主事】 

 今年度は、不登校の中で１件ございました。 

 

【田島委員】 

 そうしますと、認知件数の中に不登校が１件だけ入っている。 

 

【成瀬委員】 

 このグラフを見ますと明らかに平成２４年だけ突出どーんとしていて、その後、がくっ

と落ちていると。恐らく実際に大きく報道されるようないじめ事件が起きると認知件数が

増えて、落ち着くと認知件数が減って来るという傾向があると、聞いたこともあるんです

が、そういった、認知されるかどうかとか、そういったグラフの分析というのは教育委員
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会でされているんでしょうか。 

 

【植木指導主事】 

 平成２４年度は仰るように、大津の事件がありまして非常に学校のほうとしては、いじ

めの認知に過度になったというところでございます。 

 

【小林委員長】 

 その辺は市独自でも調査をやって、色々分析を進めているというふうに理解してよろし

いのでしょうか、今のご質問の中にありましたように。 

 

【荒西指導主事】 

 いじめの調査というのは公式にあるものなのですけど、問題行動調査、都のふれあい月

間というのがございまして、年に３回一定の形はアンケート調査等で継続的に、その調査

を見ていきますと、どういった傾向があるのかが掴めてまいりますので、市として年間ど

のような形かということは確認しています。また、経年で見てみますと、大きな事件があ

った時にどっと増えると。これは当初ですね、認知件数自体が上がることがいいか悪いか

ということが議論になるところでございまして、認知件数が下がればいいのかということ

は、国立市はどちらかというと、認知をしっかりしていこうという方向で学校に投げかけ

ているものですから、どんと上がってきたということは、学校が一生懸命努力して認知し

たんだという認識ではいます。逆に下がってきた、これいじめがなくなっているのかとい

うところは、若干疑問も残るところでございまして、大きな事件が過ぎ去って、また、学

校のほうが、もうちょっと認知する力を高めていかなければならないということも、影に

はあるのではないかなというような形で数字のほうは見ております。 

 

【成瀬委員】 

 そういった形で恐らく現場の意識をきちんと持ってもらうという形で、こういう動きが

あるということは、ぜひ現場にフィードバックしていただければと思います。 

 

【矢野委員】 

 今の質問に関連してなんですけれども、ここの表では、平成２２年から平成２６年まで

が載っているんですけど、同じ年に３回のアンケートですとか、同じ条件、同じ調査方法

の下で行った結果なんでしょうか。 

 

【植木指導主事】 

 はい、調査の内容については同一で行っております。 
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【小林委員長】 

 ちょっと確認なんですが、国の調査は年に１回ありますね、都のふれあい月間が３回、

で後、市独自でもやっているという、市独自ではなく、では、市としてはその国の調査と

都の調査、都合４回の調査の中で様々実態を把握をしたりという認識でよろしいでしょう

か。 

 

【植木指導主事】 

 調査自体は年４回になりますが、学校のほうからは、起こった際には連絡をいただいて

内容を掴むようにはしています。 

 

【小林委員長】 

 よく学校独自で調査をしているようなこともあり得ると思うんですが、それの実態は市

教委としてなにか調査したり、調べたりしたことはありますでしょうか。要するに国の調

査や都の調査以外に、独自で学校で調査をするというようなことはありますか。 

 

【荒西指導主事】 

 ふれあい月間自体のですね、今後東京都がいじめの調査しましょうという数が減ってく

るので、今後学校がしっかりと計画的に、学校いじめ基本方針の中で定めている回数で、

独自に調査していることはあるんですけど、それについてフィードバックしてくださいと

いうような形では今のところは独自調査は行っていません。 

 

【山田委員】 

 お願いなのですけれども、いじめの状況すごく分かりやすいデータあるんですが、でき

れば学年別の統計などあると、文書で傾向は説明されているんですけれども、例えば平成

２６年度のような直近の年度については、学年ごとの推移が分かるような、表があるとよ

り状況が掴めるので、可能であればそうしていただけると。原因の分類まで入れると数が

少ないので、傾向を捉えにくいような気もするのですけれども、中学校だと隔年別の傾向

を見られるぐらいの数はあるのかなという印象がありますので、もし可能であれば。 

 

【植木指導主事】 

 平成２６年度は、小学校は３年生で２件、４年生で３件、５年生で１件、６年生で４件

となっております。中学校では、１年生で２２件、２年生で２０件、３年生で５件起きて

おります。 

 

【山田委員】 

 そうすると中１が多いということになるわけですね。 
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【小林委員長】 

 この問行調査については全国的なものを見ても中１が一番多くなっています。ここ数年

ずっと続いています。ですから本市の場合も中１と中２は僅差ですけれども、やはり中１

が多いと。よく不登校の数が中１が多くなって、中１ギャップと言われますが、いじめも

中１が一番多いという、ここら辺は今後やはり、今、山田委員がお話があったように、学

年ごとに見ていくというのは非常に大事なことかなというふうに今私自身も感じました。 

 

【成瀬委員】 

 先ほどのスクールバディということ、もう少し具体的にどういった取組をされているの

か教えていただけますか。 

 

【植木指導主事】 

 いじめ防止プログラムの４回のワークショップを行った後に、スクールバディを募集い

たします。その後、３回のスクールバディトレーニングというものを実施いたします。内

容としては、人の前で話をするトレーニングやいじめの相談を受けるロールプレイングを

実施いたします。その後、バディルームという部屋を学校の中に用意いたしまして、スク

ールバディの、生徒たちが当番で待機し、相談、お話したい生徒がいた場合に話し合い、

また、集会等を使っていじめの防止を訴えるような寸劇をするというようなものもござい

ます。ポスターを作成することもございます。学校によっては、スクールバディだと分か

るようにバッジのようなもの作っている学校もございます。 

 

【成瀬委員】 

 そうしますと、こちらは全中学校で現在取り組まれている。 

 

【植木指導主事】 

 昨年度、３中学校で実施いたしましたので、３中学校の２年生は全員スクールバディ、

各中学校で３０名位ずつです。 

 

【伊佐委員】 

 スクールバディについてもうちょっと聞きたいんですけれど、３回の指導というのはど

ういう人がやるかとか、スクールバディになった人のケアとかスーパーバイズみたいのは

必要だと思うんですが、そういうのはどなたがするんでしょうか。 

 

【植木指導主事】 

 いじめ防止プログラムは、特定非営利活動法人湘南ＤＶサポートセンターからプログラ
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ムをする方が見えて実施していただいています。ただ、スクールバディトレーニングが終

わった後は学校ごとの活動に任されていますので、相談件数が上がらなかったり、活動に

ついての周知が中々学校全体に届かなかったりという学校の活動について、悩んでいると

ころも実際ございます。中々子どもの自主的な活動だけでは、進んでいかないところがあ

ります。また、今年度、二学期が８月２７日から始まるんですが、翌日２８日にスクール

バディ交流会ということで、三つの中学校のスクールバディが集まり、国立第一中学校に

は３年生で１年早く活動している子どもたちがおりますので、活動のことを紹介をし、学

校ごとに、２学期にどんなことができるかを話し合って、発表するような取組をしようと

計画しております。 

 

【小林委員長】 

 ちょっと細かいことで恐縮なんですが、学校のどういう時間でやっているんでしょうか。 

 

【植木指導主事】 

 いじめ防止プログラムについては、総合的な学習の時間を使っています。一クラス一時

間ずつ代わっていただいて実施しています。今年度のいじめ防止プログラムの日程がござ

いますが、一週間一コマずつで実施をしております。スクールバディ活動のつきましては、

どうしても放課後の活動になってしまいますので、部活動等に参加している子ども達もい

ますので、中々難しいです。 

 

【田島委員】 

 今年度の１年生に対しては各学校で実施しているんですか。 

 

【植木指導主事】 

 これから、９月以降に実施します。 

 

【荒西指導主事】 

 総合的な学習の時間と申し上げましたが、学校によっては学級活動のほうで実施してい

る学校もあります。 

 

【小林委員長】 

 それは各学校がどの時間に行うかは、教育課程を組むときに工夫して実施するというこ

とですね。私がなぜ伺ったかというと、折角、こういういいものがあっても、過密ダイヤ

の中で、どういうふうにしっかり学校が実施しているかって、それをきちんと実施し、や

っぱりいい物を提供してもやれなかったでは、意味がありませんので。 

 次に移らさせていただきたいと思います。今後の事業展開について事務局から説明をお
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願いしたいと思います。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 それでは、横版になります、平成２７年度いじめ防止対策推進事業実施スケジュール等

のイメージ概要をご覧ください。こちらは大きなくくりで、命の教育推進事業重点目標と

いうことで、教育指導支援課では取り組んでおります。その１番重点がこのいじめの未然

防止ということになっております。では、このいじめ問題対策委員会の事業につきまして

は、四角く一番下段のほうになりますが、月ごとに囲ってあるところが、該当の箇所にな

ります。今日も含めて予定は全部で６回の開催ということになりますので、まず、この後

にご議論いただきたいところが、次回の内容になります。冒頭に申し上げましたように、

現場を見てということを大事にしたいということで、６月または７月に具体的に小学校を

視察していただこうと考えております。その中で小学校をということですので、成瀬先生

も関わってらっしゃる、弁護士による授業を視察に合わせて具体的に実施していただいて、

などということも試みとしてできるのかなと勝手なこちらの案ですが、考えております。

現場を見ていただいたら、次の月につきましては、現場の実態と課題の整理、具体的に子

どもたちを見ていただいて、意見交換をしていただいていくという形になります。次に、

今話題になりました、いじめ防止プログラムなのですが、こちらを具体的に視察していた

だきます。どの段階でというところについては、日程の調整の兼ね合いもあるのですが、

子どもたちが取り組む姿、内容を直接見ていただくことで、本質的なところがご理解いた

だけるのかなと思います。先ほど、スクールソーシャルワーカーの先生からご指摘いただ

いたんですが、これにも課題があります。先ほどバディという話が出たんですが、部屋は

用意されているのですが、相談件数はゼロだということを、前回のいじめ問題対策連絡協

議会で、校長先生から報告がありました。では、ゼロがいけないのかということも、部屋

があるという意味も含めてなのですが、そういったことや、子どもたち同士が相談すると

いうことで本当にスーパーバイズまで手が届く資源がございませんので、そういった課題

ももちろん踏まえながら進んでいるところです。こういうことについても具体的にみて、

それぞれの専門的立場から、こういうふうに簡単にできるよと、いうようなことがご示唆

いただければ大変ありがたいなと思っております。中学校を見ていただいて、１２月には

同じく実態と課題の整理を行っていただいて年を越して今年度のまとめと。２８年度に向

けて、諮問、答申の形を取ることがよいのか、引き続き議論を深めていきながら、様々な

課題をご示唆いただきながら解決していく形がいいのか、その辺はまとめの段階で来年度

に向けてご意見いただければと考えております。 

 

【小林委員長】 

 それでは、今、本委員会事業展開ということで事務局からご説明がございました。イメ

ージ概要ということで、年６回、その内の２回は小学校、中学校の現場にお伺いをしてい



- 17 - 

 

じめ問題防止対策に係る取り組みを、実際に拝見をするという形で組まれております。こ

ういう流れで、私たちも現場にお伺いできるというのは非常に貴重な機会だと思いますの

で、ここでの議論も非常に重要ですけど、やはり実際に見て感じたことを、こういう会の

中に反映させていくということが、極めて有効かなと感じたところでございます。この件

に関してはよろしいでしょうか。 

 それでは今日、もう一つ資料がこういう形で配られたところでございますが、事業を推

進していくというような中で、実際に小学校において弁護士の方による授業の試行という

ものも入っております。今日これは、成瀬委員からの、せっかくの機会でございますので、

資料もご用意いただきましたので、ご説明いただけると大変ありがたいと思いますが、お

願いいたします。 

 

【成瀬委員】 

 私、東京三弁護士会多摩支部の、子どもの権利に関する委員会に所属しております。そ

ちらのほうで実施しております弁護士の出張授業というものがございまして、いじめの予

防についての弁護士という立場から、いじめというのは人権を傷つけるものだという授業

を取り組んでおります。各校から申込みをいただきまして、具体的に一コマ、一クラス、

弁護士一人ということで、大体、小学校５年生から中学校３年生までを対象にしまして実

施しています。実際に学校によりましては、道徳地区公開講座などで保護者の方にもご覧

いただきながら実施しているというケースもございます。どういった概要かと言いますと、

実際に起きたいじめの自殺事件を題材に取り上げたりもしています。いじめは被害者への

ケアということもあるのですけれども、加害者についても、加害者自身も傷つくことがあ

る。どうしたらいじめが止められるかという視点も含めてやらせいただいています。後は

ですね、弁護士会で無料で週１回行っている電話相談、悩みごと相談がございまして、そ

ういったものの紹介もさせていただいております。 

時間も限られていますので、概要だけ、かいつまんで説明させていただきます。いくつ

か大きな柱がございまして、まず、一点目が、いじめというのは人権を侵害するものです

よということを強調いたします。人権というのは何だろうということもまず説明しており

ます。幸せに生きる権利だよということも言うんですけれども、三つのキーワードですね、

安心、自信、自由というもので説明しております。この三つが守られてるということが、

人権が守られているということなんですよと、安心というのは心が安らかでいられるとい

うこと、自信というのは自分が大切な存在だということを、自分で信じていられること、

自由というのは身勝手なことをしていいということではなくて、自分で自分の大事なこと

を、自分が大事に思っていることを、自分の意思で決められるということ、そういったも

のが人権が守られているということなんですよと説明をした上で、いじめが起きるとこう

いった安心、自信、自由というものは損なわれてしまいますよねという話をします。それ

から二番目の柱としましては、許されるいじめというのがあるんですか、いじめられても
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仕方がないと言える場合があるんでしょうかというような投げかけを生徒さんにしており

ます。ここでは、丸、バツ、三角で挙手をしてもらって、アンケートを取った上で、場合

によっては、いじめられる人って悪いことがあるという手を挙げてくれることが多いんで

すけれども、どんな場合に悪いのかなとか、大体、他の人にいじめをした子なんかはやら

れても仕方がないんじゃないかという意見が出るんですけれど、そういった子に対してい

じめ以外で何か対処ができないか、アプローチできませんかと、そういった方法があるの

に関わらずいじめをするのはどうなんでしょうかということで、あくまで弁護士からのメ

ッセージとしては、ゆるされるいじめはないんですよというメッセージを強調いたします。

それから三つ目の柱といたしましては、実際に起きたいじめの自殺事件を題材にしまして、

これを紹介しながら、事案を紹介するということをしております。中学校と小学校で対象

にしている事件を変えておりまして、中学校の事案では昭和６１年に起きた中野区の鹿川

裕史君事件というのがありまして、これは本当にひどい事件でして、クラス全員から葬式

ごっこを受けたということで、最終的に盛岡の駅ビルで自殺してしまいました。あらかじ

め、学校との打ち合わせをしまして、重いテーマを取り扱うことについては、大丈夫でし

ょうかなんてことも十分打ち合わせをした上で行っております。場合によっては死を扱う

ことは重たいので、やめていただきたいという要望も出ることもありますけれども、そう

いった場合には、死というキーワードとか自殺ということは外した形で少し工夫していま

す。小学校の場合には、北海道の滝川市で起きました小学校６年生の女子生徒が、仲間外

れ等を受けて自殺してしまったという題材を紹介しています。その中で流れとしまして、

いじめをする側とされる側の気持ちの違いなんかも取り上げつつ、後は、心のコップの水

という話をしております。いじめを受けて自殺する人は、コップの水が溢れるようにして

死を選ぶというふうに言われているということを説明して、実際にコップの絵を描いて、

いじめを受けると水が溜まってくると、最後のコップが水が溢れてしまうと、自殺につな

がるんですよと。大事なのは、コップの状況が外から見えないことだったり、最初の一滴

と最後の一滴というのは、どっちも同じようにいけないことだよねというような話をして

おります。 

最後に、いじめはどうしたら止められるかという話をしております。いじめの四層構造

という話を踏まえて説明しております。いじめというのは、加害者、被害者、まわりでは

やし立てる観衆、最後にただ見ている人、傍観者ということで四層構造に分かれると言わ

れております。そういったことを踏まえて、ここでは絵を省略しておりますけれども、ド

ラえもんのキャラクターですね、キャラクターの絵をマグネットで貼り付けて、いじめっ

子はジャイアンで、いじめられっ子はのび太で、観衆はスネ夫で、傍観者、見ている人は

静香ちゃんという形で子ども達に少しイメージし易い形で、それぞれの立場でどうしたら

いじめが止められるかなという話をしております。時間に余裕がある時には、それぞれ、

いじめてる人、いじめを見ている人、いじめられている人といったそれぞれの立場の人に

対して、メッセージを投げかけたりしております。内容は以上になります。 
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【小林委員長】 

 今、成瀬委員のほうから、実際に弁護士の方の出張授業という形で、こういったような

内容を盛り込んで進めていただいているというようなことでご説明がありました。 

 

【岸委員】 

 同学年一斉に行うのですか。 

 

【成瀬委員】 

 そうですね。大体、五年生または六年生で一斉に行っています。三クラスの学校であれ

ば三クラス同時に例えば３時間目、４時間目どちらかで調整して一斉にやっています。こ

ちらの弁護士会の派遣できる人数が限られてるときもありますので、そういった場合には

ダブルヘッダーと呼んでいますけれども、３時間目にはＡクラス、Ｂクラス、４時間目に

はＣクラス、Ｄクラスというような形で、二人で４クラス持つようなこともしております。

国立市では弁護士によるいじめの授業はこれから試行する状況ですね。見ていただくこと

も、こういうふうにしているということでとても有意義だとは思いますけれど、現に行わ

れている対策を見るということも、視察の重要な意義があるのかなと思っております。 

 

【小林委員長】 

 また、改めてこの委員会の中で、こうした位置付けであるとか、推進のあり方とかそう

いったものもご意見をいただければありがたいと思います。それでは事業展開ということ

で、次第の三番ございますが、これについてはこれでよろしいでしょうか。 

 それでは最後に事業の日程についてということで、事務局からご説明をお願いしたいと

思います。 

 

【荒西指導主事】 

 先ほどのイメージ概要に示させていただいた通り、今日を含めて６回の会が計画をされ

ますので、皆さんがご参加しやすい日取りを決定させていただいて、２回目から６回目ま

での日程を調整させていただきたいと思います。では、次回第２回について調整させてい

ただきます。これは小学校の視察を予定ということで、まだどこの学校というのは決めら

れませんが、６月か７月と考えていたんですが、７月の上旬あたりに設定ができないかと

考えております。 

 

【小林委員長】 

 それでは、申し訳ないんですが、本当は全員出るのがあれですが、それぞれご都合があ

るかと思いますので、最大の数なのか、学校の都合もあろうかと思いますので、そこら辺
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を勘案して事務局には恐縮ですが再調整していただけると有り難いと思います。それでは、

日程調整については改めて調査を事務局の方でさせていただいて、そして調整を図って皆

さんにお伝えをするということでよろしいでしょうか。よろしくお願いしたいと思います。

その他に、何かご意見等ご質問いかがでございましょうか。 

 

【山田委員】 

 最初に確認したことと関連があるんですけれど、全部で今年度６回しかないということ

なので、突然の提案になって恐縮なんですけれど、この委員会は調査を行うということも

できるということを最初に確認したと思いますけれど、私自身かなりいじめの問題に強い

関心を持っているということもあり、それから国立市の方での市の独自の調査というもの

も、今の時点ではそれほどなされているわけではなくて、主に都の調査や文科省の調査の

ほうをやっているということなので、例えば私の方で、少し実態に関するですね、調査の

提案みたいなことをさせていただいて、お認めいただいた場合に、これを毎回やるとかで

すね、というわけではなくて、せっかくの機会なので、今、国立市の子ども達がどういう

状況にあるのかとか、先ほど、成瀬委員からも説明があったように、どうやったら止めら

れるのかということが凄く重要だと思いますので、子どもたちの人間関係の実態と、何か

トラブルがあった時に、どれくらい勇気を持って止めることができるのかということを明

らかにできるような調査を、私のほうで少し考えさせていただいて、もちろんこれは学校

側の協力がないとできないことなので、それがあってのことですけれど、学校側も差支え

ないということであれば、そういう実態の把握というものを試行すると、初年度の活動と

しても議論にもなるのでよいのではないかと思っています。他の委員の皆さんどういった

意見をこういうことに対してお持ちなのかもしよろしければ、お聞かせいただければなと

思います。いかがでしょうか。 

 

【小林委員長】 

 今の山田委員のご提案ですけれど、冒頭、調査を含めてできるだけ柔軟性を持ってやっ

ていくことが大事であるというお話もございましたので、さらに何か追加してということ

ですよね。これは私自身も、立場上色々とやっていく必要があるかなと思ったのです。今、

子どもたちの実態を調査すると。是非ですね、教員の意識に関してもですね、調査をする

ことが重要かなというふうに思っています。合わせて、親の意識、大人というのでしょう

かね地域の方も含めて、いじめに対して、先ほど成瀬委員からも許されるいじめはという

ことがありましたけれども、そういうことも踏まえて、教員の意識がどうなのか、保護者

含めて大人の意識がどうなのか、そういったこともぜひ色々知りたいなというのが日ごろ

からの思いなんです。この調査に関しては、また受けての学校の考え方も色々あるかと思

いますので、必ずやるとかという縛りではなくて、可能であればどんどん広げて推進して

いくということで、山田委員にはお仕事の一環とは言いながらも、お力添えいただくとい
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うことになろうかと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

【伊佐委員】 

 具体的にさっき挙げられた項目は、実際にどんな案件があったか資料をいただけると。

私もスクールソーシャルワーカーでまわっていると、以外と子どもたち、色んなアンケー

ト書いてたりするんで、アンケート慣れしちゃってるというところがあるんです。実際に

やってるアンケートがどういうもので、重複したりとか、何度も聞かれてると飽きちゃっ

てるとか、実際に国立市で今までやってきた資料を見せていただけると、とても参考にな

るかと思います。 

 

【小林委員長】 

 国立市独自でやっているものもあるかもしれませんし、国の調査とか、これなども結果

はすべて公表されていますし、どういった設問でやっているかと。そうしましたら次回可

能であればそういった資料を、もし事務局のほうですべてというわけには中々いかないか

もしれませんが、可能であれば出していただければありがたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 分かりました。確認しておきます。 

 

【矢野委員】 

 イメージ概要のところで、いじめ問題対策委員会のほかに、例えば連絡協議会ですとか、

公立小・中学校いじめ問題対策連絡会、後はスクールバディ担当者会とかあって、これは

新規と書いてありますので今年度スタートされた事業だと思いますが、横の繋がりを持て

るような情報交換とか。そうすると多方面から同じ目的で調査したことが活用できるので

はと思います。 

 

【小林委員長】 

 これは色んな組織が立ち上がって、色々な形でいじめ問題に関して進んでいるわけです

けれど、横軸を縦軸に結ぶようなそういう機会が持てるかどうか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 一番真ん中の段の下にスクールバディの下ですが、教育フォーラムを予定しておりまし

て、これが１１月２０日に、地域、学校、子どもたちも交えて多くの方たちと、今、矢野

委員が仰った、横の広がりを作ろうと企画しておりますので、ぜひお時間が許せばそうい

った会に参加していただければ、保護司の方も含めて大勢の方に来ていただけるとありあ
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たいなと思っております。 

  

【小林委員長】 

 これは時間帯は午後ですか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 午後の予定で、２時位の開会を予定しています。 

 

【小林委員長】 

 これは追って詳細が決まりましたら是非ご案内をいただいて、こういう会で情報交換だ

とか、そういうことができるような機会があればいいかなと思います。他によろしいです

か。それでは本日は以上で議事を終了するということにさせていただきたいと思います。

どうも委員の皆様ありがとうございました。 

 

【市川指導担当課長】 

 皆様、すみません、順番が逆になってしまいましたが、司会の方から最後に一言ごあい

さつをさせていただきまして、終わりにしたいと思います。この後はスケジュールに記し

を付けてくださった方は、ご提出いただいてお帰りになっていただければと思います。そ

れでは本日は小林委員長、議事進行本当にありがとうございました。本日は１回目にも関

わらず委員の皆様から多くのご示唆をいただきました。いじめ問題と申しますと、今まで

本当に学校と市教委だけで解決しようと思っていたんですが、これからは、多角的且つ総

合的に解決できるなというふうに感じたところです。今後もどうぞよろしくお願いいたし

ます。以上で、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 


