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国立市教育委員会いじめ問題対策委員会（第５回） 記録 

 

日  時：平成３０年３月１３日(火)午後７時００分～午後８時３０分 

場  所：市役所３階 教育委員室 

出席委員：小林委員長、山田副委員長、長谷川委員、岸委員、八巻委員、田島委員 

矢野委員、伊佐委員 

事 務 局：三浦教育指導支援課長、荒西指導担当課長 

植木指導主事 

坂巻指導支援係長 

傍聴者 ：１名 

 

次 第 

 

1. 委員長挨拶 

 

2. 議事 

（1） 報告 1 平成２９年度 取組について 

 

（2） 協議 1 学校向け啓発資料について 

  

（3） 協議 2 次年度の取組について 

 

（4） 報告 2 いじめ事案について 

 

3. 事務連絡 

 

配布資料 

・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 

・教職員研修資料 国立市のいじめ防止対策 

・平成 30年度 いじめ問題対策委員会 年間計画検討資料 
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○事務局（三浦） 傍聴者の方がいらっしゃいますので、お入りいただきますので、よろしくお願い

します。 

○事務局（荒西） こんばんは。国立市教育委員会いじめ問題対策委員会を開催いたします。初めに、

小林委員長よりご挨拶いただきます。 

○小林委員長 皆さん、こんばんは。ご多用のところをご参集いただきまして、ありがとうございま

す。いじめ問題対策委員会、本日、今年度第５回ということでございます。学校は、それぞれ子ども

たちの健やかな成長を目指して取り組んでいますが、さまざまな課題があります。その中でも、いじ

め問題は非常に深刻な問題であると私どもも受けとめ、そして、この委員会としての活動を進めてお

ります。きょうもそれぞれのお立場で忌憚のないご意見をいただき、今後の国立の子どもたちのため

に少しでも役立つように会を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○事務局（荒西） ありがとうございました。それでは、本日第５回ということで、今年度最後の会

ということになります。議事等、また前回と同様に、小林委員長にお願いしたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○小林委員長 承知いたしました。それでは初めに、本日の議事進行の確認をさせていただきたいと

思います。皆様の机上には、本日の委員会の次第がプリントとして載っております。これに従いまし

て確認をさせていただきます。まず初めに、報告の１「平成２９年度取組について」。次に、（２）と

いたしまして、協議１「学校向け啓発資料について」。（３）、協議の２になりますけれども「次年度の

取組について」。（４）、報告の２「いじめ事案について」ということでございます。なお、（４）のい

じめ事案の経過報告については、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。 

（「はい」という声あり） 

○小林委員長 異議がないようなので非公開といたします。なお、本委員会の質疑等の内容につきま

しては、第４回同様、発言者を明記し、その発言要旨について記録し、国立市ホームページに掲載い

たしますのでご承知おきください。 

 それでは、早速議事を進めてまいりたいと思います。初めに（１）、報告１でございます。「平成２

９年度取組について」です。これにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（荒西） それでは事務局より、今年度の国立市教育委員会並びに国立市立小中学校の取り

組みについて、簡単ではございますけれどもご報告させていただきます。 

いじめ対策につきましては、（１）番にあるとおり、いじめ防止対策推進法に基づいた対応という

形で進めてございます。その中でも、（１）③、④については、学校が中心となって進めていく内容と

いうことで、特に学校いじめ防止基本方針につきましては、３月にしっかりと実態を振り返って、実

態に即した形で実効ある内容になっているかどうかという振り返りと見直しを実施しましょうという

ことでアナウンスをしているところでございます。 

④番の学校いじめ対策委員会につきましては、ここで、さまざまに学校ごとに進めてきたものを今

年度かなり情報交換等いたしまして、よい取り組み等を学校間で共有するようにいたしました。学校

の中には、臨時会は頻繁に行っていたけれども、定例的な実施等を計画的には行っていなかったとい

うような学校もございましたので、そのあたり、学校間との情報交換の中で課題をみとり改善してい

くような流れになってございます。 
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⑤番、国立いじめ問題対策連絡協議会。こちらにつきましては、外部機関との連携の会ということ

で、年間３回実施いたしました。第１回目につきましては、今年度特に力を入れて取り組んできたい

じめの認知についてのご了解をいただくこと、それから、昨年度作成しましたリーフレットの紹介、

各機関の取り組み紹介ということで、さまざまな関係機関、立川少年センターや法務局、児童相談所

等の方々にご連絡をいただきました。２回目につきましては、小中学校のいじめ問題対策連絡会とい

うことで、各学校のいじめ対策の担当をしている教員との交流の会を持ちました。第３回目は、スク

ール・バディ交流会の見学ということで、中学生のスクール・バディの生徒たちが３校集まって交流

会をすることがございましたので、その間、見学をし、意見交換をしていただいております。 

⑥番、本委員会になりますいじめ問題対策委員会につきましては、ご承知のとおり第５回まで実施

してまいりました。今年度は、特に小中学校の教員から生の声を聞いて、実態について把握しようと

いう取り組みでございましたので、中学校は一中、二中、小学校は三小、四小という形で、委員の皆

様は分かれてヒアリング等をしていただきました。ヒアリング等から得られたことや把握されたこと

をもとに、学校にフィードバックしていけることについてはおろしていきたいと考えてございます。 

⑦番、公立小・中学校いじめ問題対策連絡会。これについては、済みません、ここに２、３と書い

てありますけれども、１、２ということで、年間２回実施してございます。こちらについては、先ほ

どのいじめ問題対策連絡協議会との交流の会と、９月に、学校いじめ対策委員会の取り組みについて

各校で共有する会を持ちました。さまざまにうちの学校ではこういう運用をしているということを学

校間で共有し合うとともに、私のほうからも東京都としては、モデルとしてこういうことを示してい

ますということをお示しして、そちらのほうを点検していただくという取り組みも実施してまいりま

した。 

裏面にいきまして、先ほどもご紹介さしあげた、年度当初に本委員会で作成いただきましたリーフ

レットによる保護者啓発のほうを学校にお願いして進めてまいりました。 

 （３）番、弁護士によるいじめ防止授業ということで、昨年度に引き続き、全市立小学校、主に小

学校６年生を対象に実施してございます。この３月をもちまして、全ての学校で実施が完了いたしま

した。 

 （４）番、スクール・バディ・サポートということで、これは、全市立中学校に対して実施したも

のでございます。１年生対象の全体講演会というもの。これは、本市のオンブズマンである、ナルセ

さん、当委員会の前回の委員でいらっしゃいましたけれども、中学校１年生を対象に全体の講演会を

まず１時間やっていただき、その後、スクール・バディを新規募集しまして、学校の中で自助組織と

いう形でチームを組んでいただきました。そのスクール・バディに対して地域人材による支援という

ことで、オオシマ様という保護司の方にアドバイザーという形で中学生に必要な支援を行っていただ

きました。 

 小中学校については、教育委員会としてはこのようなプログラムを用意しまして実施をしてきたと

ころでございます。 

 大きな２番の「いじめの認知について」ということで、これもご紹介をさせていただいたとおり、

今回いじめの認知のあり方を大幅に見直しました。実際のアンケート調査、東京都の調査などでは、

かなりの数の認知が上ってきているということもございましたので、さらに精度を高めていこうと検

討しているところでございます。 

 ３番の「諸調査の実施」ということで、前回ご報告を申し上げました問題行動等調査、それから「ふ
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れあい月間」の調査、年間３回実施しました。 

 最後に、「平成３０年度用教員啓発リーフレット作成」ということで、今回皆様からさまざまなご意

見をいただいたもののうち、何点かリーフレットのほうに載せさせていただくという形で、今回案も

示しております。後ほどご検討いただければと思います。 

 年間、大きないじめ問題に対する取り組みについては以上のような形になります。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。それでは本件につきまして、委員の方々からご質問、ご意見

等があればお願いをいたします。 

○岸委員 １番の（１）の③のところなのですが、「３月に振り返りと見直しを実施」とありますけれ

ども、とても大事なことだと思うのですが、これはペーパーか何か、あるいは報告書で教育委員会の

ほうに上がるのでしょうか。 

○事務局（荒西） こちらのほうは、改定したものについてホームページで示す形になります。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○八巻委員 １の（３）です。「弁護士によるいじめ防止授業」というところですが、これは見出しだ

けなので、一体いつ行われて何人くらいの参加で、あと一番大事なのはアンケートを取ったのでしょ

うか。参加者に保護者もいたのかとか、そういう保護者も参加したのなら、保護者と児童・生徒さん

の授業に対してのリアクションというか、そこら辺はやっぱり効果検証というか、ちょっと大げさな

言い方ですけれども、そういう意味ではとても大事だと思います。そこら辺のデータはあるのでしょ

うか。 

○事務局（荒西） こちらのほうは、まず実態といたしましては、学校ごとに設定を……しているも

のでございますので、学校によっては土曜公開などに当てて、保護者の方にも参加していただけるよ

うな形で実施をしてございます。実際に、効果検証という形のアンケートですとか、どのような効果

があったかというところについては、そういったデータ等は収集していない状況でございますので、

ここのあたりで、今ご指摘いただいたように少し効果の検証であるとか、内容についての吟味という

ようなところも進めていく必要があるかと考えてございます。 

○長谷川委員 済みません。今の点につきまして、弁護士会の行っているいじめ防止授業の進め方と

して、教育委員会さんから国立市の小学校等にいじめ防止授業のオファーをいただいて、各担当者ご

とにやっております。平成２９年は全小学校をさせていただいておるのですけれども、アンケートは

学校ごとに取って、弁護士会に送ってもらうようにしております。アンケートは先生方にコピーを持

っていただいて、今後の指導であったり何かの資料参考に使ってくださいというお願いはしていると

ころでして、恐らく扱い方が学校もしくは担当の先生ごとに違う可能性もあるので、もし必要という

ことであれば、あらかじめアンケートに関しては弁護士会に送る前にコピーを取ってもらうというご

案内を差し上げる必要があるのかなと思いました。 

○八巻委員 これは小学校６年生対象というのは、やっぱり弁護士会側のプログラムとして大体小学

校６年生で、大体何時間位の授業というのはもうプログラムとしてあるのですね。 

○長谷川委員 １コマで基本想定していまして、人権であるとか、実際の事案を紹介するとか、そう

いった内容を踏まえて５年生、６年生を基本的に対象にしています。中学生は１年生、２年生くらい

までが想定されております。学校さんの要望であったり授業時間の幅によっては、内容を変えて行う

という形で個別に対応しております。 
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○八巻委員 わかりました。ありがとうございます。 

○小林委員長 この件についてよろしいでしょうか。私からつけ足しでお話をさせていただきますと、

２年前にこの委員会で防止授業に関して参観をしたことがございました。そのとき、先ほど報告があ

った当時のこの委員会の委員をやっていらしたナルセさんがやはり講師で授業をしていただいたので

すけれども、私の率直な感想は、非常に効果的で充実した内容だったと思っています。いじめ問題を

正面から取り上げ、かつしっかりと深く子どもたちに考えさせ、さらには、今後につながるような大

変すばらしい指導だったと思います。国立の全ての子どもたちに、当時はまだ全校実施ではなかった

状況でございますので、全ての子どもたちに受けてもらえればいいなという印象をもった次第です。 

 ほかに、ご意見、ご質問。 

○矢野委員 （１）の④、学校いじめ対策委員会のことなのですけれども、先ほど事務局のほうで、

よい例は共有したいということ、それから、各校で臨時的な委員会は行われているけれども、定例で

はやっていない中学校が多かったように伺いましたけれども、私、実は１校、いじめ対策委員会に所

属しているのですけれども、一度も定例で開かれたことがなくて、何らかの形で定例的にやるような

方向で学校の先生は考えてらっしゃるのでしょうか。 

○事務局（荒西） これにつきましては、やはり定例的にやっていなかった学校も数校あったという

ことで、ここで共有しているうちに明らかになってきたところでございます。臨時でやる場合は、今、

目の前の事案についてどう対応するかということを協議していくのですけれども、定期的に、例えば、

４月当初であればこの１年間のいじめ対策について、学校全体としての方針を確認するとか、それか

ら、６月になればアンケート実施ということになりますので、アンケートを集約したものをどう対応

していくのかというのを協議するとか、年間を通してその時期、その時期に必要な協議をしなければ

ならない内容というのはしっかりございます。それについては、確実に年間の当初から計画をしてお

き定例的に開いていくことで、いじめ対策はしっかりと推進していこうというようなことを、前回共

通理解していったところでございます。 

○小林委員長 ほかに、よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議事に移りたいと思います。続いて（２）番の協議１「学校向け啓発資料について」

でございます。これにつきまして協議を行いますが、初めに事務局から補足説明がありましたらお願

いいたします。 

○事務局（荒西） 次年度３０年度、年度当初に教員向けの資料として配布しようと考えまして作成

しているリーフレットの案を、カラー刷りのものをごらんください。これにつきましては、昨年度の

４月当初に、いじめの認知についてこういう共通理解でいきましょうという形で教員向けに資料をつ

くりましたので、それを修正し、見た目等も整えてリーフレットにしようと考えてございます。これ

も教員の異動等がございますので、やはり年度当初に確実に学校で周知していくことを行っていただ

きたいという思いで作成をするものです。前回のお話し合いの中で出てきたご意見をもとに、いじめ

問題対策委員会よりという、ちょっとしたコラム的な枠をつくりまして、そこにコメントを入れさせ

ていただいております。 

 まず、２ページ目の一番下の部分です。「対応すべき内容の判断」ということで、前回お話がありま

した軽微ないじめもたくさん認知していくのだけれども、たくさん認知したものの中でも、これは見

守るべきものなのか、注意深く観察するべきものなのか、比較的しっかりと対応していくべきものな

のかという判断をしっかりしたほうがいいというご意見がありましたので、次に読み上げさせてもら
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う文言で表現をいたしました。ニュアンスなどもっとこうしたほうがいいといったことがあればご意

見をいただければと思います。 

「『法令上のいじめのうち軽微ないじめ』は、日常的にあり得ることで、子どもたちは、これらの

経験を通して成長していきますが、いじめが根深くなる前のこの段階の感度を高めることは大変重要

です。その場の指導で収束する内容なのか、気になる事案として今後注意深く見守るのか、社会通念

上のいじめにつながるものとして対応を始めるのかなど、複数の目でどのように対応するのか判断す

る機会を設けるようにしましょう」というような文言に整理いたしました。 

 もう１点、加えさせていただいているものがありまして、これは４ページになります。これにつき

ましては、いじめの対応等を検証して次に生かすという作業の中で、主に失敗例が中心になるところ

ではあるのですけれども、成功をしているものについてもなぜうまくいったのかということをしっか

りと追求していくということが、取り組みの推進にもつながっていくのではないかと、そういったご

意見をいただいたということがございますので、次のように文言を整理しました。 

 「成功の責任追究 いじめ対策は、失敗事例を教訓にすることが多くありますが、それ以上に、い

じめの拡大を未然に防いだ対応例もたくさんあるはずです。失敗を反省するだけでなく、うまくいっ

たときにその要因を分析し、共有することが、いじめ防止対策を前向きに進める上で有効です」とい

う形で整理をさせていただきました。 

 今、述べた２点について載せさせていただこうと考えてございます。ボリューム的にはいかように

も編集できますので、もっとこういったことも盛り込んだほうがいいのではないかというご意見があ

りましたら反映させていただき、４月当初に配布させていただこうと考えてございます。ご意見、よ

ろしくお願いいたします。 

○小林委員長 それでは、ご意見やご質問も含めてございましたら、よろしくお願いいたします。 

○八巻委員 よろしいですか。２ページ目の最後の部分です。「対応すべき内容の判断」ですけれども。

「複数の目でどのように対応するのか判断する機会を設けるようにしましょう」という文言ですけれ

ども、先ほどの矢野委員のご指摘のような定期的な会合というのが重要。これにリンクすると思うの

です。ですから、ここはどのように対応するのか協議する機会を定期的に持ちましょうと言えば、先

ほどのご意見がここに反映されるのではないかとちょっと思ったのです。 

○事務局（荒西） ありがとうございます。実際に、やはり定例会のときに、大量に認知した軽微な

いじめをスクリーニングしていく会というのを定期的には行うことが必要になるかと思いますので、

委員がおっしゃられたとおり、このような形で示せればいいかと思います。そのようにさせていただ

きます。 

○小林委員長 この内容につきましては、たしか前回の委員会で山田委員からも大分お話があったと

記憶しておりますけれども、山田委員から何かもしご意見等があれば承りたいと思います。 

○山田副委員長 今のやりとりで確認されたことで、よろしいのかなと思います。ただ、ちょっと細

かい点で申しわけないのですけれども、１枚目の軽微ないじめの第１段階のところの説明書きの２行

目です。「原則」というところですが、「『苦痛』を感じた場合はすべて認知となる」ということなので

すけれども、基本的にはそれでよいと思うのですが、軽微なやつは全部把握することが難しいものも

含まれているので、認知の対象となるよという言い方にしたほうが、より適切ではないのかなと思い

ました。苦痛を感じた場合が相当しますので、その中には、もちろん認知できるものもあると思いま

すし、感度を高めることが望ましいというのは同意するところなのですけれども。全ての内面を把握
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することは不可能なので、対象となるというような文言のほうが適切ではないのかという意見です。

はい。 

○事務局（荒西） ありがとうございます。 

○長谷川委員 多分、誤記だと思うのですけど。１ページの第１段階の四角の１番右側で、括弧書き

の「（一般的にケンカと介されるもの）」の「介」というのが。 

○事務局（荒西） ありがとうございます。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○山田副委員長 よろしいでしょうか。また細かなことになるのですが、３ページ目の対応について

幾つか確認なのですが、１つは、軽微なものへの対応として、表があって真ん中の青い枠の囲みの丸

の１つです。「軽微なものであっても、原則、加害、被害双方の保護者に電話等で連絡します」という

ことになっているのですが、かなり範囲が広かったり件数が多い場合に、こういう書き方で運用上大

丈夫なのかなということがやや気になったのですが、このあたりはどうでしょうか。あるいは先ほど

の議論にあったように、いろいろ会議をして、これは注意深くというものは連絡するとか、そういう

ほうが現実的かなという気もするのですが、このあたりいかがでしょうか。 

○事務局（荒西） 私どもも作成しながら悩むところでございまして、これのもとになっているのが、

東京都のいじめ防止対策という冊子になってございます。そこでは原則という言葉もなかった状態で、

必ずしなさいということが示されています。一応原則という形にして、場合によっては、ここはいい

かなというところもあり得ると思いますが、確かにこう書くとなかなか縛り感みたいなものは感じる

というところはございます。 

○山田副委員長 そうですね。必要に応じてであるとか。どうですかね。原則でも、そういう含みは

読み取れるかと思うのですけれども。 

○事務局（荒西） あとは、保護者に電話等で連絡します。時期だけで、学期に一度の個人面談のと

きに、こういったこともあったのですけれども何とかという形で、そういった形でお伝えするような

形でいいかなと考えてございます。 

○山田副委員長 それから、ごめんなさい。２点目なのですけれども、重大事態の取り扱いの確認な

のですが、上の表では発生報告書と調査報告書を作成するということで、そのとおりだと思うのです

けれども、重大な事態のそこで教訓にすべきことを、学校を越えて共有していくとか、そういうこと

も対応としてはあり得るのかと思うわけです。これまで、この委員会で協議された事例においてもや

はりこういうケースがあって、成功例に学ぶということもすごく大事だと思いますけれども、気をつ

ければ防げることが起きてしまった場合には、当該ケースが起こった学校だけではなくて、いろいろ

な形で共有していくことが大事になってくるかと思うのですけれども、この２つの報告書の取り扱い

ということで、共有する以外のやり方もあるかと思うのですけど、連絡協議会であったり対策連絡会

で交流する中でということでもできるかと思うのですが、ちょっとそのあたりの重大な事態が起きた

ときの教訓を、学校を越えて共有する場合の筋道というか、そういうものがもしリーフレットの中に

も盛り込めるのであれば、反映させていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

○事務局（荒西） 重大事態につきましては、いろいろなケースがあると想定されます。現在、校長

会で共有するといった形でアウトプットしているのですが、いかがでしょうか。 

○山田副委員長 それで構わないと思うのですが、そういうのも何か反映するような。ここで集約し

た情報を次の取り組みに生かしていくということが、全ての教員に伝わっていたほうがいいのかと、
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そういう趣旨です。 

 取り扱いについては承知しました。確かにいろいろあるので、全て共有というのは、別の問題を引

き起こす可能性があるということは理解しております。今、やりとりの中でご説明いただいたような

ことをちょっと反映できればいいかなという趣旨でございます。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

 ２ページ目と４ページ目の一番下のほうに、委員会よりということで、１つは、今、やりとりのあ

りました見きわめというか判断ですね。それの的確性。それから４ページ目のほうは、成功事例を広

げていくと。これはたしか前回の委員会では、八巻委員からご提言があったかと記憶しておりますが、

私、こういう形で載せるのは大いにありがたいことでぜひと思うのですが、それぞれスペースの左側

に赤でくくっているいわゆるタイトル的な文があるのですが、これの表現についてはもうちょっと工

夫の余地があるのかなと、個人的には考えました。 

 例えば、４ページ目のほうの「成功の責任追究」というと、確かによく考えるとそうなのですが、

何かパッと見たときに、「成功の責任追究」というとちょっとわかりづらい。例えば、これがいいかど

うかわかりませんが、「成功事例の検証と啓発」とか、何かもうちょっとコンパクトに、何が言いたい

かということをできる限りわかりやすく伝えるような工夫です。これが必要かと感じました。 

○八巻委員 私が言った言葉をそのまま使っていただいたのはありがたいのですが、実はこの考え方

というのは、カウンセリングでクライアントに対してやる行為なのです。だから、クライアントの方

が、苦労しているのだけれどもうまくいっている部分があるのではないですかとセラピストの形なの

で、この文言をそのまま学校の先生方に使うのはちょっと違和感が確かにあるかもしれないです。だ

から、委員長がおっしゃったような形のほうが自然かもしれないです。精神はすごくいいと思います

けれども。 

 あともう１つ、ここに入れていいのかどうかはわからないですけど、先ほど山田委員がおっしゃっ

たことの逆で、成功事例はむしろ共有したほうがいい。これはオープンにしていいことです。だから

全教員、全学校にうまくいった取り組みとかやっていますよと大いに自慢していいと思います。それ

は何か周知する手があってもいいのではないかと思いました。ここに入れるべきか、それともどこか

違うところがいいのか、ちょっとここは工夫していただければと思います。 

○事務局（荒西） 成功事例の検証と啓発。ありがとうございます。 

○小林委員長 もちろん、今、私がこの場で考えたものですので、もう少しブラッシュアップしてい

く必要があるかと思います。 

○八巻委員 共有も入れたいですね。 

○小林委員長 そうですね。この件につきまして、ほかにいかがでしょうか。 

○田島委員 ３枚目の社会通念上のいじめで、「市教委が保護者から苦情を受ける際」、「保護者からの

苦情が想定される」、この「苦情」という文言がちょっと気になります。苦情を受けないための対応で

あって、例えば、問い合わせにするとかではいかがでしょうか。 

○事務局（荒西） 修正します。 

○山田副委員長 ４ページ目、③のところですけれども、「発達段階ごとの集団の育成」ということで、

まだ空白がありますけれども、これは具体的にはどのようなことなのですか。 

○事務局（荒西） 済みません。これ今ちょっと検討中でございまして、大もとになっているのは、

早稲田大学の河村茂雄先生の集団づくりの理論のところから持ってきているものでございます。高学
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年のところは、文言を入れてございますけれども、それをもとに低学年、中学年、中学校というとこ

ろも明記しようという考えでございます。一貫性のある形で、系統性が持てるような形で表記したい

と考えてございます。 

○小林委員長 この点については、まだ途中ということもありますので。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

○矢野委員 これもちょっと私だけがわからないことなのかもしれないのですけれども、３ページ目

の上半分の表の中で重大事態のところで、「学校いじめ対策委員会への報告と記録」というところは斜

線が引いてあるのですが、これは、やはりいきなり重大事態になるケースもあるでしょうし、どんな

段階で重大事態になるかわからないので、その前の段階、例えば、発見者が管理職に報告するとか、

そういうこともここに含ませておいたほうがいいのではないかと。 

○事務局（荒西） 確かに重大事態になったところからのスタートいう意味での下線だったのですけ

れども、それに至るまでのプロセスというのは、当然この学校いじめ対策委員会のほうで取り扱って

おりますので、その点についてもどういった取り組みを行っていくのかということが端的に示される

ように工夫してまいります。 

○小林委員長 ありがとうございました。ほかに、よろしいでしょうか。 

○矢野委員 前回欠席してしまったので少し外れているかもしれないのですけれども、やはり学校で

軽微なものを継続して見ていく評価という判断をする際に、先生が子どもといかに多くの時間を接せ

られるかということが肝心なことだと思うのです。先生の感度を上げるための部分が少し抜けている

ような気がするのです。例えば、学校によっては昼休みに先生が職員室にいない。それは、先生が子

どもたちと一緒に過ごす時間を大事にしているとか、逆に職員室には行きたくないみたいな、両方の

言われ方というものを聞いたことがあるのですけれども、学校内でまず情報を共有するということが

一番大事かと思うので、先生同士話し合いしやすい雰囲気づくりというのを少なくても管理職の人に

努力していただければと思いますので、そこをもう少し加味されるといいと感じました。 

○小林委員長 今、矢野委員が言われた、先生の感度を上げるという、要するに実態把握をよりきめ

細かくということは非常に重要で、いろいろ今ご提言があったような雰囲気づくりとか、子どもたち

と接する時間をふやすとか、そういうことも当然あると思いますし、さらにはいろいろ充実した授業

を進めていく中で、子どもたちの考え方を引き出して、学級経営にそれを生かして実態把握を進めて

いくとか、いわゆる直接的なものと間接的なものといろいろあると思いますので、そういう点では、

ここに盛り込むと切りがないかもしれませんが、今の矢野委員のお考えを少しでも取り入れられるよ

うな形が望ましいかと、個人的には思いました。 

○事務局（荒西） ちょっと盛り込めるように検討していくようにします。 

○小林委員長 ほかによろしいですか。この件について。これについては、きょうここで完全に詳細

に決めるということはできないと思いますが、少なくとも２ページと４ページにある「いじめ問題対

策委員会より」というコラム的な部分、今大分ご意見もいただきましたので、これにつきましては、

ぜひ委員の発言が生かされるような形で今後進めていければと思いますし、それ以外の箇所も改善、

さらにはつけ足しも含めていろいろ意見が出てきましたので、ぜひそういったものを盛り込んだ内容

ということでぜひ進めていただきたいということで、よろしいでしょうか。 

 なお、掲載等についてはいろいろあろうかと思いますが、事務局のほうで形にしていただくという

ことで一任をして、対応していくということで、よろしくお願いしたいと思います。 
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 それでは、続いて（３）、協議の２でございますが、「次年度の取組について」ということでござい

ます。この協議を進めるに当たって、初めに事務局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○事務局（荒西） 「いじめ問題対策協委員会年間計画検討資料」をごらんください。これまで、本

委員会につきましては、さまざま学校や教育委員会の取り組みについて把握していただいて、いろい

ろなご意見をいただくことをメーンでやっていただいていたのですけれども、それと同時並行で、視

点をある程度定めて、それに付随した取り組みについても実施していっていただきました。平成２７

年度については、児童・生徒を視点の対象として、教育フォーラムで子ども同士が意見を述べ合うよ

うな形を取りながら、子どもたちの言葉で、いじめの啓発リーフレットを作成したということがござ

いました。 

 昨年度、平成２８年度につきましては、子どもたちにとったアンケート結果、詳細に集計分析して

いただき、それをもとに今度は保護者に対して啓発するリーフレットを作成するという形で実施をし

ていただきました。 

 今年度は教員ということを視点とし、さまざまな教員からのヒアリングを行っていただいた上で、

今お見せしたような資料をつくろうとしてございます。 

 次年度なのですけれども、こちらにつきましてどのような形で取り組むのか、本当にざっくばらん

にご意見をいただきたいと考えてございます。これはあくまでも事務局としてなのですけれども、感

覚として、今年度教員とじかに接してヒアリングをしていただくという形をとり、幅広くいろいろな

ご意見をいただけたと思うのですけれども、実際、時間的に短かったかなと、もっと掘り下げたいな

とか、そういったご意見も聞かれましたので、例えば今年度４校見ていただきましたけれども、残り

の学校について、まずは１回行っていただいて、そこでお話を聞いたものを１回この委員会のほうへ

持ち帰っていただいて、さらに同じ学校でフィードバックしたりとか、さらに深くヒアリングすると

か、そういった取り組みなどはいかがかなと思うところはあります。ただ、これはあくまでも案でご

ざいますので、もうちょっと別のこういったところから取り組むと、学校を通していい啓発ができる

のではないかということがありましたら、ぜひご意見いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

○小林委員長 それでは本件につきまして、ご意見ありましたらばぜひよろしくお願いいたします。 

 一応、この委員会は２年間のスパンで進めておりますので、私どもは、来年度２年目ということで、

ある意味ではまとめの年ですので、そういう中で私たちができることは何かということを、いろいろ

アイデアを出していただいて最終的に方向性を定めていきたいと思います。 

 今、事務局からは今年度の活動をより深めていくということで、視点の対象は教員に当ててという

ものが述べられました。もちろんそれにこだわるというか、その方向性が全てというわけではなくて、

いろいろここでご意見を出していただいてよろしいかなと考えております。児童・生徒・保護者・教

員と来ましたので、それ以外の対象にするのか、また児童・生徒に戻すとか、いろいろな考え方があ

ろうかと思います。その点、何かお考えがあれば、どうぞ自由に出していただければと思います。 

○山田副委員長 頭出し的にということで、思いついた意見を述べさせていただきます。パッと思い

ついたものとして２つくらいありまして、１つは、これまで児童・生徒、保護者、教員と来たので、

この委員会のテーマとして適切かどうかわからないですけれども自治体とか教育委員会。つまり、ほ

かの自治体の先ほどの成功事例の追求ではないですけれども、うまくいっている事例をちょっと集め

て検討したりとか、既に公表されている非常に深刻な自体の、例えば大津であるとか幾つかの自治会
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の深刻なケースについての報告書等を改めて検討し直して、行政として気をつけなければいけないこ

とは一体どこにあるのか、ほかの自治体との比較の中で、いじめ問題対策について国立市の現状を確

認したり、今後の望ましいやり方を検討するというやり方も、これまでの視点と違う視点を出すとす

ればそういう視点もあるのかなというのが１点です。思いつきなのでほかの方の意見もぜひ聞きたい

ところです。 

 もう１つは、この前の委員会で言及はあったと思うのですけれども、国立市の男女共同参画推進条

例ですか、性的マイノリティーについてのことがトピックになった条例が制定されたと思うのですけ

れども、必ずしも全てがいじめと関係するわけではないのですけれども、これもたしか前回、八巻委

員から発言があったと思うのですけれども、ＬＧＢＴを初めとするセクシャルマイノリティーと、い

じめの問題みたいな、いじめ一般の視点で追求するというよりも、ある角度からいじめ問題について

検討するみたいな、そういう視点の立て方もあるような気がしていて、ちょうど条例もできたという

ことなので、それに基づくそれぞれの学校の取り組みであるとか。文科省もガイドライン等を出して

いますので、それを市としてどう受けとめるのかということを、必ずしもいじめ等の関連するトピッ

クではないかもしれませんけれども、いじめと接点を持たせながら検討していくということもあるの

かなとちょっと思いました。どちらも思いつきなので、頭出しということで発言させていただきまし

た。以上です。 

○小林委員長 今のご意見に対してでもいいですし、新たなお考えでもよろしいですので、どうぞお

出しください。 

○八巻委員 まだ考えがまとまってないですが、今の山田委員のお話を聞いていて２方向あると思っ

たのです。まず１つは、先生方からの意見聴取は正直申し上げて物足りない、完全に。あの形をまた

やるのであれば、もう１工夫、２工夫いるかと思います。何があるかというのは難しいのですが。校

長先生を通さないで。あとは生徒指導主事クラス、本当に最前線でやっていらっしゃる先生からリア

ルな話を聞くほうが、もうちょっと何か。あと、委員も３人以上いるとすごい圧迫面接になりますの

で、せいぜい２人くらいでやるとか、ちょっと工夫は絶対に必要です。正直、私も人と会うのが商売

なので。相当、やっぱりいろいろ守るものもありますので。同じ形はちょっと私は反対です。もう少

し深くリアルにお聞きしたいというのがあります。それが１つ。それはやっぱり現場の取り組みを丁

寧に拾い上げるというやり方です。 

 もう１つは、今、山田委員がおっしゃったようなもう少し広い視点に立ってということで、いじめ

だけではなくて、いわゆる今、ダイバーシティではないけど多様性というＬＧＢＴも含めて、そうい

うものが大分キーワードになっていて、子どもたちや先生方にどういうふうに多様性ということを伝

えるのかということも、結局はいじめ対策につながると思うのです。ＬＧＢＴに特化するかはともか

くとして、多様性ということをキーワードに何か大きなフォーラムでもいいし、シンポジウムでいい

し、そういうのはやってみてもいいのではないかと。いじめというのは多様性を許容しないという意

味でもあるので、そういう意味では、この時代多様性をどう先生方も子どもたちも認めていくかとい

うことを、刺激物を何か発信するというのはありなのかなという感じはしました。まとまりはないで

すけれども、何となく方向性としてはこの２つがあるかなと思いました。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。長谷川委員。 

○長谷川委員 今、多様性というお話が出た流れとして、いじめ防止授業をする際に、その学校であ

ったりクラスの状況をお伺いする中で、いじめのようなものがありますと言ったときに、必ずといっ
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ていいほど教えてもらうのが、発達が少し遅い生徒さんであったり、ちょっと問題を生じさせている

生徒さんというときに、先生を含めてしようがないよねという雰囲気を感じるときがあって、社会と

いう引いた目で見たときには、当然社会に出たらいろいろな人がいるという中で、逆にそのクラスで

いろいろな人がいるということから学び取れるものもあるのではないかと。いじめというのは、大人

になっても生じるものということも含めて、多様性の中にそういった発達の側面も入ると、むしろ先

生や生徒さんにとっては身近な話も入ってくるのかなと感じました。 

○小林委員長 ありがとうございます。どうぞ、田島委員。 

○田島委員 長谷川さんと同じような意見なのですけれども、すごく難しいなと思うのは、やはり授

業の場面で授業妨害をどうしても発達障害とかがあってしてしまうようなお友達に対して、これを言

ったりやったりすると、自分はいじめになってしまうのかなというのですごく我慢したり、ストレス

を感じるお子さんはいるのではないかと。教員の立場としてはやはり両方を見ていて、どういうふう

にそこを指導しようかということをすごく悩まれるのではないかと思いました 

○小林委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。もっと全然違う内容でもよろしい

かと思うのですが。 

 今、委員の方々から大きく３つの柱が出てきたと思います。１つは、視点の対象を、例えば行政と

か、またはいじめ問題の解消に当たっての関係機関とか、そういったものに視点を当てて先行事例を

学んだり、いろいろ提言をするとか、そういったことを深めていくというのが１つです。 

 もう１つは、昨年の教員対象にヒアリングなどをしたと。それをさらに掘り下げていくというのが

２つ目です。 

 ３つ目が、いわゆる１つはＬＧＢＴ。もう１つは発達障害が出てきましたけれども、そういったこ

とをきっかけとして、例えばさまざまな課題や場合によってはいじめに発展していく。これは全体で

まとめていきますと、いわゆる人権教育の流れになろうかと思います。要するに人権上の課題、それ

以外にもさまざまありますので、それを特化するかどうか。ある１つの人権上の課題に特化するかど

うかは別として、そういった人権教育の視点でのいじめ防止対策を深めていくという３つの柱が出て

きたと思いますが、この中から絞るか、またはそれ以外にもし柱があればお出しいただければと思い

ます。 

○八巻委員 委員長がまとめてくださったものもすごくわかりやすかったのですが、田島委員がおっ

しゃっていた教員研修、教員にどう啓蒙するかというところに関しては、悩ましいのはここの対策委

員会でそういう提言とかできるのですか。国立市の教員研修はどこが主にやってらっしゃるのですか。 

○事務局（荒西） 基本的には我々です。 

○八巻委員 では、いいのですね。例えば、前回も申し上げたのですが、北区の取り組みは、北区は

年末に全教員を大きなホールに集めて、いじめに関しての講演会とかをやっているというのもあるの

ですが。あと、私も数年かかわっているのですが、岩手県では、メーンの教育相談担当とか生徒指導

主事担当を全県から集めて、いじめの研修をやっているのです。１つは、理論的なものと、あとは具

体的な方法論があるのです。クラス会議という方法ですけど。それを２日間にわたってやって、それ

を４年間にわたって全ての小中高の教員の各学校の代表者が４年サイクルでやると。ことしから始ま

るのですけれども、そういうのをやったり。だから、県全体に浸透させるような。小中高の生徒指導

とか教育相談担当の教員を必ず配置させるという、研修を受けさせるというシステムがあるのです。

そういうのが必要であるみたいなことをここで提言するのですかね。でも、こちら側が必要ではない
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かと、それこそ先ほどから言っている多様性のこととかも盛り込まれたりとかもしますし、私は心理

学ですけれども、心理学のいろいろないじめを改善する方法がどんどん開発されてきているので、そ

れを教員にやってもらったりとか、そういう研修をもう取り組んでいる自治体はあるということは、

ちょっと情報として伝えておきたいと思います。国立市という単位だったらば、不可能ではないので

はないかと思いました。 

○長谷川委員 今の想定されたいじめ防止対策の全体像もそうだと思うのですけれども、多分成功体

験を何か共有できる場みたいなものが、そういった国立市内の集まりであったり、そういったもので

共有できるといいのではないかという気がしていて、今の状況だと、多分学校内での共有が限界なの

かなというところがあるので、市内全域を含めた集まり等の中でも取り上げていいのではないかと思

いました。 

○小林委員長 先ほどのリーフレットの備考のその部分の中でも、さらに特化して改善を深めていく

と。 

○事務局（荒西） いろいろご協議ありがとうございました。ご協議いただいた内容は、お配りをし

ております基本方針の中のいじめ防止等に対する教育委員会の取り組みの中の３番のところに、きょ

うはお配りしていないですが、資料で以前にお配りしたものの中に「教職員の資質能力の向上」とい

うところがありまして、教育委員会として、いじめ問題への感覚と的確な指導力をつけるための人権

感覚や実用性と理解を高める教職員の研修の充実を図るというところがございますので、ここのとこ

ろに対するご意見をいただいたと考えさせていただいて、方法については、また学校との調整も必要

な部分もありますので、事務局のほうで検討させていただければと思います。 

 また、前半のほうでご議論いただいたところについては、互いの違いを認め合うような集団をつく

ることというところの切り口で多様な性であったりとか、発達のことであったりとか、また、今話題

にはなりませんでしたけれども、貧困等の家庭の問題等もありますので、そういったところを踏まえ

た互いの違いを認め合えるような集団づくりをしていくためには、どういったことを気をつけたらい

いのかというところについて、少し皆様のご意見もいただきながら、学校のほうに資料提供とか研修

をこちらで組ませていただくことができればと思うのですけれども、そんな方向性でいかがでしょう

か。 

○小林委員長 よろしいでしょうか。今の互いの違いを認め合うという、先ほど八巻委員からもご意

見、ダイバーシティの考え方を浸透させていくということで、これはぜひ進めていくべきことかと思

います。今、課長からのお話でも、多少来年取り組むに当たっては、学校での調整も必要だというこ

ともありますので、きょうここで完全にコンプリートすることはできないと思いますので、もう一度

事務局のほうでもご協議いただいて、正式には、来年度の第１回目のときに方向性を確定していくと

いうことだと思います。 

 それから、もう１点、ぜひこれは私の個人的な考え方ですが、多様性を認める、違いを認める、あ

らゆる人権上の課題を克服していくためには、これは必要不可欠のものなのですが、もう１つ大事な

側面は、真実をしっかり学ぶということだと思うのです。例えば、先ほど来出ているＬＧＢＴに関し

てもいわゆる偏見、誤った認識を持って、それが正しい認識をされていないがために、そこから差別

が起こると。または、いじめ問題であれば、そういったいじめ問題へと発展していくということだと

思います。これは２７年度のときに、いじめ問題に関しては、いじめられる側には問題ないのだとい

う認識をかなり弁護士さんの授業でも徹底してやっていただいた。この委員会でも、その点はリーフ
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レットその他でもかなり啓発してきたことです。そういう正しい認識をしっかり学ぶといいましょう

か、そういう部分もやっぱり重要かと思いますので、その点も踏まえて事務局でご検討いただけると

ありがたいと思います。これは当たり前の話なのですが、意外とそこら辺が欠落しているのが実態で、

偏見に満ちた状況の中でいくら違いを認めましょうと言っても、なかなかそれは実のある物にはなら

ないと思いますので、ぜひその点はよろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、本件につきましては以上とさせていただきたいと思います。 

 次に、（４）の報告２「いじめ事案」でございますが、次のいじめ事案につきましては、先ほどお話

をしたとおり非公開とさせていただきます。恐れ入りますけれども、傍聴の方につきましては、ここ

でご退出をお願いいたします。どうもお疲れさまでございました。 

 

【非公開議事】 

 

 

 以上で、本日予定されていた議事は終了いたします。委員の方々、ご協力ありがとうございました。 

○事務局（荒西） 委員長、ありがとうございました。さまざまな角度からご意見をいただいており

ます。今回リーフレットについて、ご意見いただいたところを、形にいたします。それから、重大事

態の件からもご意見いただいておりますので、これらもしっかりとまとめた形で校長会等で紹介して

いきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第５回いじめ問題対策委員会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

 あと事務連絡なのですけれども、そこにカレンダーをご用意させていただきました。できれば次回

の会については、この場で決めさせていただきます。その後は、今ご予定があるところについては印

をつけていただくなり、後日送っていただくなりしていただいて、１年間の日程をある程度組ませて

いただきたいと思ってございます。 

○小林委員長 ここに１年分を書く。 

○事務局（荒西） 後ほどでも構わないので、次回お持ちいただく形でも構わないです。 

○八巻委員 前のようにメールで添付。 

○事務局（荒西） よろしいですか。わかりました。メールアドレスを送っていただいている方はメ

ールで送らせていただきます。それから、郵送のほうがよろしいという方でしたら、ここにお持ちい

ただいたりとか、返信用の封筒等もご用意いたしますので、そちらのほうでご返信いただければと思

います。差し当たり４月か５月に第１回目だけちょっとここで決められないかなと思っているところ

なのですが、４月はちょっと難しい部分が、バタバタするような部分があり得るものですから、でき

れば５月あたりはいかがかなと思うのですけれども。我々は、夜の会合ですと比較的どこでも対応は

できるような状況なのですが。例えば、曜日自体でこの曜日はだめだという方はいらっしゃいますか。

この曜日の夜は難しいと。 

○八巻委員 比較的木曜日は。 

○事務局（荒西） 木曜日は、相談が入るのですね。 

○八巻委員 会議。大学のほうの。 

○事務局（荒西） 大学のほうの会議ですね。わかりました。 
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○岸委員 私、火曜日は講義が６時５５分までなので、ちょっとおくれて参加するようでしたら大丈

夫なのですが、５月までは火曜日は厳しくて、水曜日は時々会議が入るという感じです。 

○事務局（荒西） では、月・金あたりでちょっと組ませていただくという形でもよろしいですか。 

○小林委員長 私が逆に木曜日だとありがたい。 

○八巻委員 私も木曜日は会議がある日とない日があるので。むしろ月曜日は７時近くまで……。 

○小林委員長 先生、５月で。 

○事務局（荒西） ５月で会議のない日があれば。 

○八巻委員 １０日はないです。３１日もないです。 

○事務局（荒西） １０日と３１日。ほかの委員の皆さん。 

○岸委員 私はどちらも大丈夫です。 

○小林委員長 私も大丈夫です。 

○事務局（荒西） ありがとうございます。では、５月１０日の木曜日、こちらを平成３０年度第１

回ということで設定させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

そのほかの日程につきましては、皆様から予定をいただいた中で、年間を通して組んでいきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それから、前回の議事録をお持ちいただいた方がいらっしゃいましたら、後ほど係長にお渡しいた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


