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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） 

 

日 時：平成３１年２月２５日(月)午後７時００分～午後８時１５分 

場  所：市役所３階 教育委員室 

出席委員：小林委員長、長谷川委員、岸委員、田島委員、矢野委員、伊佐委員 

欠席委員：山田委員、八巻委員 

事 務 局：三浦指導支援課長、荒西指導担当課長、植木指導主事、武内指導主事 

坂巻指導支援係長 

傍 聴 者：なし 

 

次 第 

1. 委員長あいさつ 

 

2. 議事 

（1） 協議 1 教員への提言 

（2） 協議 2 新年度計画 

 

3. 事務連絡 

                                               

  1 委員長あいさつ 

○【事務局】 それでは、皆さん、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会いた

します。初めに小林委員長よりご挨拶いただきます。お願いします。 

○【小林委員長】 改めまして皆さん、こんばんは。国立市教育委員会いじめ問題対策委員会、本年

度の最後の会ということになろうかと思います。これまで、委員の方々には、それぞれのお立場から

忌憚のないいろいろなご発言等を通して協議を重ねてまいりました。 

 きょうは、今年度の１つのまとめ。そして、来年度への展望ということで非常に大事な会議だと考

えております。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ければありがたいと思います

ので、どうぞ、重ねてよろしくお願いいたします。以上で、ご挨拶とさせていただきます。 

○【事務局】 ありがとうございました。本日、山田委員、それから八巻委員はご欠席です。長谷川

委員は、もう少しでいらっしゃるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、前回の委員会で配付が間に合わなかった、ふれあい月間実施後の調査

に関する報告資料について机上配付しておりますので、担当から説明をさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○【事務局】 今、お話がありましたとおり、前回、資料の準備が間に合いませんでしたので、第１

回目のふれあい月間の報告にあわせた内容で、第２回の報告を作成いたしました。今回、（２）にあり

ますように、社会通念上のいじめに当たるものは、小学校３０件、中学校６件ということで報告をさ

せていただいております。よろしくお願いいたします。 

○【事務局】 ということでございまして、社会通念上のいじめというのは、東京都の調査ではない

ものなのですけれども、私どもが分類しているところでございますので、学校から社会通念上のいじ
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めとして報告をしたものを改めて分類分けをし、主なものについて、こちらのほうに計上させていた

だいております。 

 ２枚目のほうが、６月の第１回目のふれあい月間の調査の結果。それから、１枚目のほうが、１１

月のふれあい月間中の調査ということになりますので、矢野委員が前回お聞きいただいていたところ

なので、比較できるようにしてございます。よろしくお願いいたします。 

 何かご質問等ありますでしょうか。よろしければ、また今後の参考資料としてお持ちいただきなが

ら、こういったところからのご意見をいただければと思いますので、お持ちいただければと思います。

お願いいたします。 

○【事務局】 それでは、小林委員長、本日の議事進行をお願いいたします。 

                                               

  2 議事 （1）協議 1 教員への提言検討 

○【小林委員長】 それでは、よろしくお願いいたします。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。お手元に委員会の次第が配付されておりますけれども、２番の議事でございます。

協議の１といたしまして、教員への提言検討。協議の２といたしましては、新年度の計画。この２点

になっております。 

 なお、本委員会の質疑等などにつきましては、これまで同様、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いただきたいと存じます。 

 それでは、初めに協議１に入りたいと思いますが、まずは、事務局からの説明をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○【事務局】 では、教員への提言検討ということで、こちらのほうからご提案させていただきます。

まず、前回のいじめ問題対策委員会の中でさまざまなご意見をいただき、それらをある程度まとめて

形のするような形で素案をつくりました。期日が少ないところではあったのですけれども、開催通知

とともに送らせていただいておりますので、事前にお目通しいただいたかなと思います。 

 簡単に、紙面構成や意図みたいなものをちょっとご説明をいたしますので、それについて、構成上

のことであるとか、それから、実際の文言、言葉についてご意見を賜り、最終的にこちらで再編集さ

せていただいて、見た目もリーフレット上の形で見やすくまとめさせていただいて、あとは、小林委

員長と最終調整をさせていただいて提言という形でまとめていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 では、資料のほうをごらんください。皆さんにお配りしたものに加えて、グラフのほうを新たにつ

けさせていただいております。こちらも後で加工しますけれども、一応このグラフを使うと考えてご

ざいます。 

 まず、表面ですが、表題の下に紙面をつくった意図とか経過みたいなものが、この四角のところに

書かせていただこうと思っています。その後ですけれども、大きく５点について提言というような形

で入れさせていただきました。この項目自体も、もし、こういうほうがよろしいのではないかという

ご意見がありましたら、後でお願いいたします。 

 まず１点目は、「法令上の軽微ないじめ」の認知を「社会通念上のいじめ」の認知に生かしましょう

という提言になります。こちらは、前回も長谷川委員のご意見の中で、まずは、気づくことが大事な

のだけれども、これをどう生かすかということが大事であると。そういったご意見もありましたし、

事務局の課題といたしましても、やはり、法令上の軽微ないじめは非常に認知、数多く挙げられるよ
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うになりましたけど、社会通念上のいじめというのは、先ほどの資料にあったとおり、それほど認知

という形では使われていないところもあります。 

 また逆に、本来の社会通念上のいじめとして認知をすべきようなことが、逆に、軽微ないじめの中

に隠れてしまっていて、学校のきちんとした対応が遅れているような状況も見て取れますので、この

ような提言をまず第一に掲げさせる案をつくりました。 

 ちょっと細かいところ、その下も見ていただきたいのですけれども、ここで重大事態のことに触れ

させていただいて、次のような例が多く見られますと。学校は、以前から法令上の軽微ないじめの認

知はして、その都度対応をしていた。だけれども、２点目、ある時点から、当該児童の欠席が始まっ

たのだから、学校には「いじめによる欠席」という認識がなかった。 

 ３番目として、保護者から「いじめにより登校できない」という話があったことで、学校が「社会

通念上のいじめ」としての認知に切り変えて対応を進めた。 

④として、欠席が３０日を超えて、いじめの重大事態としての対応になったというケースが何件かご

ざいました。このことから、学校は当初から法令上の軽微ないじめについては高い感度を持って認知

をしていますけれども、社会通念上のいじめとしての認知までには至らずに、結果として、組織的な

対応が遅れる結果となっている。というところで、やはり軽微ないじめについては、学校いじめ対策

委員会で共有して、定期的に点検・評価をする仕組みができているか、改めて振り返ってみてくださ

いという形で、下のようなことを書かせていただいております。 

 裏面にいきまして、２点目の提言です。こちらについては、「どのような理由があってもいじめの行

為は許されないことを、子ども・保護者と再確認しましょう」ということです。これは、平成２８年

度にこちらの委員会で作成をいただいた家庭用のリーフレットの中で一番訴えたいこととして、山田

委員が取っていただいたアンケート結果を踏まえて、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は、あなたはどう思われますかという問いのアンケートを再掲させていただ

きます。コメントとしましては、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く

あることを認識し、児童・生徒、保護者への啓発に努めましょう。その心情は理解できる面があった

としても、行為自体は許されないと言うことを確認しましょうという文言をつけさせていただいてお

ります。 

 ３点目です。こちらは「いじめの行為を行った側の児童・生徒への心理的なケアも行いましょう」

ということで、前回、八巻委員もそのような形でお話をされていたと思うのですけれども、行為自体

は②番のとおりです。悪いこととして、しっかりと認識をするべきところですけれども、逆に言うと、

このいじめの対応というのは、いじめを行っている側の児童・生徒を追い込んでいく形になりがちで

す。②にあるように、「いじめの行為はしてはならなかった」という認識を理解させつつ、その背景に

あるものについては、加害側のお子さんに対して、スクールカウンセラー等の専門家の力をかりるな

どして理解し、いじめの行為を行った側の心の心理的なケアも行うことが、いじめの連鎖を防ぐこと

につながります。というようなコメントをさせていただいております。このあたりもご意見があると

思いますので、後ほどお聞かせいただければと思います。 

 ④番が、「友達ができないことなどを欠点としてとらえず、受け入れていける心を育てましょう」と

いうことで、こちらは、みんなそれぞれに特徴があって、いろいろな個性があってということ、多様

性を受け入れていただくというような形を取らせていただいて、八巻委員に行っていただいた教員研

修の中で、リフレーミングの例がありましたので、そういったものをここに記載させていただいて、
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行うことを示させていただければとまとめました。 

 最後ですけれども、５番として、相談できる関係づくりを行いましょうということで、こちらは、

今もやっているところですけど、こちらのほうを確実にやっていきましょうということで下に書かせ

ていただいたようなことを挙げさせていただきました。これもどのような示し方をすると効果的かな

というところも含めてご意見を賜れれば、そのように編集し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。 

 以上です。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。それでは、これはこの委員会から、市内のいじめ対策に

取り組む教員の皆さんということですので、実状、国立市内の先生方皆さんに発するものであると考

えます。今、素案というか、それについてご説明いただきましたので、ご意見とかご質問とか自由に。

または、ここはちょっと意味がよくわからないということも含めて、自由に意見を出していただけれ

ばと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、まず、大きな前提として、５つの柱がありますけれども、この柱も場合によっては、も

う少し新たな柱とか、または入れかえるとか、数を少なくするということも含めてということですね。 

○【事務局】 前回のお話の中では、矢野委員から、成功事例を示すとか共同体感覚をどのようにす

れば得られるのかとか。それから、八巻委員からは、横の関係をつくっていくのが必要ではないか。

それから、岸委員から、これはこちらの問題ではあると思うのですけど、過去にフィードバックをし

っかり行うということが必要ではないか。さまざまなご意見をいただいておりますので、そういった

ことをここにはめ込んだほうがいいということであれば、それはどんどん変えられます。よろしくお

願いいたします。 

〇【小林委員長】はい、伊佐委員どうぞ。 

○【伊佐委員】 こちらは、教員に宛ててのものだと思うのですけれども、２番のところですが、こ

こ数日前のネットのニュースで見たのですけれども、教員自体が、いじられてうれしい子もいると考

えている人が非常に多いとあったのです。だから、そうすると、いじられているということは、「あい

つも喜んでいたよ」と取っている人が教員に多いとなると、教員向けのものであれば、教員の意識を

まず変えなければというところに着目したほうが、文章的に。 

 これだと、子どもと保護者が悪いと思っているけど、それをどう指導するかみたいなところだけに

着目されていると思うのですけれども、実は教員自身が、いじられて喜んでいる子がいると思ってい

るというのが。済みません、ちょっと何日前かのネットニュースだか忘れてしまったのですけれども、

教員の意識調査のところに、それがあるところを何か反映したほうがいいのかなと思うのです。 

○【事務局】 今回、この子どもとか保護者に、こういった思いをなくすようにしましょうと。教員

はそういうことがないという前提で書かれている文章になっているので、そこももう一回改めて見つ

め直す必要があるということがニュアンスとして伝わるような。 

○【伊佐委員】 そうですね。実は多分、先生たちも迷っているし、先生たちも困っているしという

ところを考えると、もしこれが教員向けだけのものであるならば、教員がその相談をしやすいような

呼びかけが必要かなと思うのです。これだと、こういう指導しましょうというところだけがちょっと

クローズアップされてしまうと、実は自分たちの中にもそういう迷いだったり、思い違いだったりが

あると振り返ることが難しいのかな。教員にもあるよ、「あなたはどう」とか、それを話していいのだ

よという文化をまず先生たちの中につくらないと、それを生徒たちにつくることも難しいのかなと。
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どうしても、これだと指導的な部分だけが教員のほうに課されてしまうような気がするのです。 

○【事務局】 そうですね。わかりました。 

○【小林委員長】 今のことは私も全く同感で、むしろ、メーンは教員の意識だと思うのです。教員

の意識がしっかりとそういった部分で固まっていけば、当然、指導しましょうと、また、啓発しまし

ょうねということになると思いますので、むしろ、教員の意識を中核に扱うほうが、恐らくこの委員

会の総意でもあるのかなとも思いますし、まさに教員向けですので、そういう点ではよりかなったも

のかとは思います。 

○【小林委員長】 はい、岸委員どうぞ。 

○【岸委員】 裏面の④ですけれども、今のお話のように、教員向けのリーフレットですので、表題

としては、むしろ多様性の理解をモットーで、具体的な友達ができない等は、むしろ下に入れかえた

ほうがいいような気がするのです。「人はみんなそれぞれ特徴があり、違った個性や考えが」そのよう

な多様性を向けられる心を育てましょうと来て、具体的なことは下に。例えば、友達ができないこと

とか、背が高いこと、太っていること、勉強ができないこと、そうでないこととかいっぱいあるかと

思うのですけど、その中の具体的なことを書いていけばいいのではないかという気がします。 

○【事務局】 ありがとうございます。 

○【事務局】 多様性を受け入れるということを上に持ってきて、具体的なものについて、ここに掲

げられているものについては下にということですね。 

○【岸委員】 それからもう１つは、先生方がそういうことに関して差別的な対応を無意識のうちに

行っているかどうか、非常に重要なことだと思うのです。どうしても、成績のいい子を優先してしま

うとか、能力の高い子を優先にしてしまうようなことが意識していなくても出ていると、それは生徒

にすぐに反映してしまうわけですから。 

○【小林委員長】 はい、矢野委員。 

○【矢野委員】 まず、いじめ対策の教員の皆さんへというタイトルですと、実際にいじめ問題を抱

えて困っている教員の皆さんへと取られるのかなという気もして。要は、先生方全てにこれを見てい

ただくために、例えば、「いじめ対策を取り組むために」というタイトルにして、その前に、「教員の

皆様へ」を入れるとか。要は教員全体が読むべきものですというものをアピールしたほうがいいかな

と思いました。 

 それから、少し触れているようにも思うのですけれども、いじめが起こったときに担任の先生とし

て、あるいは主任の先生として、やはり当事者の話を聞く。意地悪をした子、いじめられた子、それ

ぞれ双方に話を聞くというのが一番基本中の基本ではないかなと思うのです。それは明らかにわかっ

ているから省いたのだと思うのですけれども、⑤で言えば、例えば、学級担任との信頼関係づくり。

先生同士の、八巻委員も前回おっしゃられた横のつながりを密につくっていきましょうということと

ともに、やはり先生と子どもとの信頼関係づくりがとても大事なように思うので、当り前のことかも

しれないし、わかりきったことかもしれないのですけれども、でも、それはやはり入れる必要がある

のかと思いました。以上です。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。どうぞ、どんどん思ったことに関して、何か１つにきょ

う流れがまとまることは難しいと思いますので、どんどん気がついたところを出していただきたいと

思いますけれども。 

○【事務局】 済みません。今のお話は事実確認の段階でどうしていこうというお話ですか。子ども
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たちの。 

○【矢野委員】 そうですね。何かことがあったということを一番わかった時点で、まずすることは、

子どもに話を聞くことが一番かなと思うのです。そこのところも記入したほうがいいように思うので

すが。 

○【事務局】 十分に聞くということですか。 

○【矢野委員】 はい。 

○【事務局】 双方ですよね。 

○【矢野委員】 そうですね。 

○【小林委員長】 どうぞ気がついたところ。あまりまとまっていなくても、ここはというのがあれ

ばどんどん出していただいてよろしいかと思いますけれども。はい、どうぞ伊佐委員。 

○【伊佐委員】 やはり教員向けということなのでしたら、現在相談できる関係づくりというところ

に、困ったら誰と相談できる、バックアップするよということをきちんと出すなら、いじめ問題対策

委員会にも相談ができるというのをもう一回ここで載せるとか。 

 先生が相談できる、先生が困ったときにどう対応ができるっていうところも、これ多分、生徒とか

それ向けですよね。例えば、スクールカウンセラーの全員面接は、先生に全員面接しているのではな

くて生徒に全員面接していますよね。やはり、教員向けであるならば、教員をどうサポートするかと

いうところもきちんと載せておいて、困ったときに、こう相談しようというのを載せたほうが、先生

たちは、自分のこととしてリーフレットを読むのではないかなと思うのです。 

○【事務局】 これに加えてというような形で、教員が困ったらっていう感じですか。 

○【伊佐委員】 なので、やはりこれは誰向けなのだというところをまずもう少しきちんと踏まえて、

教員向けだったら教員に対してのサポートのチラシだという観点からつくったほうが。少しミックス

されてしまっているのかな。子どもとか保護者に対してとミックスしている気がするので。もう少し

教員向けだったら教員に対して欲しい情報を載せたほうがいいのかなと思いました。 

○【事務局】 そうすると、最後の５番のところは、子どもが相談できるとかそういうところという

からは、今回の視点からいうと、教員がそういうことになったときには、どういうような相談と言う

か、自分が１人で抱え込まないような形をしていきましょうということを載せていくような感じです

かね。 

○【伊佐委員】 例えば、子ども自身もこういうところに相談、例えば、カウンセラー全員面接とか

そういうものもあるというのも載せるとしたら、教員のものを分けて載せるのか、あるいは教員に特

化して載せるのかというのは、このチラシの全部の構成だと思うのですけれども、先生たちは、多分

教育現場にいて、誰に相談したらいいのだろうと思う人もきっといると思うのです。そのときに、子

どもたちはここに言えばいいのだとか、自分はここに相談をすればいいのだというのが整理されてい

ると、先生たちも発信しやすいのかなと思うのです。 

○【事務局】 実際問題で言いますと、こういったいじめの疑いがあるようなときには、即いじめ問

題対策委員会に報告することになっているのです。だけど、教員のイメージは、いじめ対策委員会は

定例的に行っている、月一度のあれだなと思ってしまうと、そこで報告するのかとなってしまいがち

なので、東京都のいじめ総合対策なんかでは、いじめ問題対策委員の誰か委員の人にまず、こういう

ことがきょうあったのだけどということを気軽に相談することも、これも報告の１つだという形で取

り扱っているので、そういったものについて気軽に相談できるような、そういうことがあったら、ま
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ずはこの人にということをしっかりと位置づけるとか、決めておくと相談しやすいですよとか。 

 あと、自分で相談しやすい人にはまずとするのか、ちょっとそこは検討させていただきますが。そ

ういった教員がどう対応していくかというところをちょっと少しサジェスチョンできるような内容が

よろしいということですよね。 

○【伊佐委員】 教員向けならば。 

○【事務局】 わかりました。 

○【田島委員】 ２番の下の四角の中の「その心情は理解できる面があったとしても」というこの文

章が引っかかります。そういう気持ちを教員も持っているのはわかっているのだけれども、それを封

じ込めてと。それをどこに持っていけばいいのか悩んでいらっしゃるのではないかなと思うので、さ

らっとそれはわかるのだけど、それを押し込めてしまってみたいに私には取れるので、もうちょっと

そこを掘り下げて、どうする、どうしたらいいか相談できる場所がありますよと。何かこの文章はと

ても引っかかってしまいます。何かいい方法があればと思います。 

 それと、１つお聞きしたいのは、５番の中にあるスクールカウンセラーの全員面接ですけど、これ

は中学１年生のみが対象のものだと理解していますが、それでよろしいですか。 

○【事務局】 小５と中１という形で。原則ですけれども。 

○【田島委員】 学校によって、この面接の仕方が違うのかなとお聞きするのです。何人かがまとま

って行って、ここがスクールカウンセラールームで、この方がスクールカウンセラーの先生だよと紹

介するためにやっていますという学校もあると思うのですが、本来はどういう目的でするようになっ

ているものなのですか。 

○【小林委員長】はい、事務局 

○【事務局】 基本的に今、お話をいただいたような形で、スクールカウンセラーに相談しやすい関

係づくりを行っていくことが一番の目的で、あわよくば、何かちょっと心配な子とか、スクールカウ

ンセラーが見つけたらと。スクリーニングをかけているような形で、この子と話してみて心配だった

のだけどということで、気づきを得るというような場でもあります。ですので、非常に児童・生徒数

が多いところなんかは、１人１人面接を少ない時間でもやっていくのはなかなか難しいという判断が

あれば、小集団で一斉に面接することで。でも、少なくとも１回は顔を合わせて会話をする場をつく

っていく形でやっております。 

○【田島委員】 わかりました。ありがとうございました。 

○【小林委員長】 この全員面接は、都教委のほうで全部の市区町村に対して、まずは全員面接をや

ってくださいと。その中身については、それぞれ区、市や学校で決める。そういう捉え方でよろしい

でしょうか。 

○【事務局】 はい。 

○【小林委員長】 今、お話ししたように、これに関しては在籍の児童・生徒数によってやり方が変

わってくる可能性もございますよね。少ないところだったらば、まさに全校面接もできるでしょうし、

なかなか、１学年やるだけでも結構な時間がかかってしまうところもあると思いますので。 

 今、田島委員が言われた２番目のほうですが、私も全く同感で、その心情は理解できる面があった

としてもというのは、ある意味では、あったとしてもというのは容認しているような意識のあらわれ

かと思うので、やっぱりここで大事なのは、どうしてそれがいけないのかということをはっきりと、

簡潔に述べないといけないと思うのです。 
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 ですから、たとえいじめている側に何かあるとしても、それを理由にいじめていいということはあ

り得ないのです。これは別の問題なのです。ですから、そのことを簡潔に。今までもかなりいろいろ

なリーフレットその他で述べてきていると思いますので、もう一回原点に立ち返って、その子は何か

悪い面があるとしたら、例えば協調性がないとか、何かこうあるとか。それはそれで教員が指導した

り、友達としてサジェスチョンしたりすることは当然だけれども、それを理由づけとしていじめてい

いということはあり得ないのだと。これはある意味では別の問題なのです。そこを教員がしっかりと

意識として整理して見ることができるか。だから、これをやっているからいいのだよね、みたいな、

そういうことはない。その部分を簡潔にここにあらわさないと、ここはかなりの数字ですよね、これ。

場合によってはされる子が悪いと、こういうことに関して。ですから、その辺のところはちょっと工

夫が必要かなと思います。 

 児童・生徒、保護者への指導と啓発ですよね。ですから、児童・生徒へ啓発ではなくて、やっぱり

指導していくことです。はっきりと毅然とした指導をしていかなければいけないし、そういうことに

関して、場合によっては保護者にも指導をする場面もあるかもしれませんが、保護者へは啓発という

ことになろうかと思います。 

 ですから、ここはこの委員会が一貫してかなり協調してきたことなので、しっかりと書き込むこと

が大事かなと、私も強く思います。 

○【事務局】 リーフレットの文言等も課題に入れさせていただいて。 

○【小林委員長】 そうですね。それと関連して３番に、いじめを受けている側に対応が行われてい

くために、対応が行われていくために、次の行の、いじめている側に、生徒たちを追い込んでいく形

になりますというのですが、これは、ちょっと私は、整合関係があるようでないような。または、ち

ょっと不明だと思うのです。ですから、いじめられている子どもの対応とかケアとか、それが中心に

当然行われると。 

 一方で、いじめている側の子どもたちの心情もしっかりとそこでさまざまな形で対応していく必要

があるのだと。両面でやっていくのだというような書き方。それが前回もご意見が出ていたところで

はないかと思います。 

○【岸委員】 丸い円グラフで示して非常にわかりやすいわけですけれども、小林委員長がおっしゃ

ったように、この会としては、される子は悪くないということを主張してきたわけです。あまり場合

によってはされる子も悪いを、大きく取り上げてしまうと、ぱっと見たときに何かそこに価値がある

みたいな捉え方の問題ですけど、印象を受けてしまう感じはするのです。むしろ、される子は悪くな

いと、そっちが目立つように。そういう表現を取ったらいかがかなと思います。数字はそのままでい

いのですけれども。 

○【事務局】 事務局の考えとして、先ほど来話題になっているところで、される子が悪くないとい

うか、気持ちはわかるけどやってはいけないよねとどうしても言いがちになってしまうのですけど、

今、いろいろなご意見をいただいていて、それは解決策ではないというメッセージ性でまとめていけ

ればと思うのです。 

○【小林委員長】 まさに、伊佐委員が先ほど言われた教員の意識の問題だと思うのです。ですから、

ここは、私は、ちょっと言い方を変えると教師の人権感覚だと思うのです。ですから、いじめる側が

容認されるということは、教師として絶対にそれは持ってはならないことですよね。それは、ただ単

に一方的な主張ではなくて心理として。やっぱりそれは大切なことかなと思うのです。 
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○【小林委員長】はい、長谷川委員。 

○【長谷川委員】 途中での参加なので、もし既にふれられていたら申しわけございません。①の件

で、気になったというくらいのところですけど、個人的な理解ですと、法令上の軽微ないじめの認知

と社会通念上のいじめの認知というのが、かなり明確に区切られているように読んでいて感じていま

して、もともと、法令上の軽微ないじめの段階で気づければ、それ以上の社会通念上のいじめである

とか重大事態に発展する前に、事態を収束に向かうことができるのではないのかということで、あえ

て、かなりその件数が爆発的にふえているという中で、法令上の軽微ないじめに関しても認知してい

こうということであるのかと思っていたのです。 

 タイトルとしては、確かにこのとおりなのかなと思うのですけれども、多分、法令上の軽微ないじ

めを認知するということは、その先につながる前にとめるのだ、その意味があるのだと確認的な書き

方でもいいと思うので明示すると、先生方もイメージしやすいのかと思いました。区分けで認知する、

しないというよりは、グラデーションの中で初めの、なるべく早く気づけたほうが、その先に至らな

いようにできるのだというイメージで、その日ごろから軽微ないじめであってもアンテナを張ってほ

しいというメッセージが、どこかに入るとわかりやすいのかなと思いました。 

○【小林委員長】 今、私も委員のお話を伺っていて感じたことは、法令上の軽微ないじめと社会通

念上のいじめを厳密には分ける必要はないというか、まさにグラデーションと今、お話がありました

けれど。そこにつながっていくわけですから、そこで両者を浮き立たせて生かすというよりも、その

法令上の軽微ないじめをしっかりと認知して、そして、認知が目的ではないのですよね。要するに、

認知したら何をするか、あくまでも本来の目的は何か。認知したら解消・解決に向けてどう取り組む

かということが大事なことなので、そこら辺を、これだと認知が目的化してしまっているような感じ

がしますので、そこを少し工夫が必要かなと思うのです。大事な考えなのですけれども。 

○【事務局】 よく法令上の軽微ないじめを認知して、それをいじめ対策委員会とかで共有すると、

その都度、指導しているとそこで終わった感じになってしまって、そこから先、まさにここに書いて

あるのも、それで指導が終わって、それこそ仲直りをして終わったと思っていたけれども、その後、

少し休みがちになったけど、その休みの理由がいじめとつながっているという認識を教員が持ててい

なかった。そこで一回収束しているからという形ではなくて、そのことをしっかり後々までケアして

いきましょう。こうならないように、こうケアをしていきましょうみたいな方向性に。内容的には同

じようなところかと思うのですけれども、そういうところをしっかりと、見ていきましょうみたいな

感じの構成で考えてみたいと思います。 

○【小林委員長】 むしろ、解消したとしてもまた起こる可能性があるのがいじめ問題なので、やっ

ぱりそこで完結ではないのですよね。常に見ていく必要があると、そういうことも大事かと思うので

す。 

○【矢野委員】 先日、ある学校のいじめ問題対策委員会に参加したのですけれども、そこでは重大

事案というのが報告されまして、それに対して、私たちが意見を言うのではなくて、学校からこのよ

うな経過がありましたという報告があったのです。 

 そこで、どうも学校が、いじめを加えた子どもが、いじめてしまった子に謝罪をすることで問題の

解決と捉えているのがとても気になったのです。それは校長先生にお話をしたのですけれども、やは

り、そういう表面的な謝罪のあったことで解決したかなと思ってしまうのは早計だろうなと思います。

何が肝心かと言うと、先ほどから言っている子ども相談、子どもとの聞き取りをしっかりやる。それ
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ぞれの子どもの気持ちを吐露してもらうことで、その子たちも、子ども自身も解決の道を探ることも

できる可能性もあるし、ぜひ、子どもとの対話というところも削ってほしくなくて。 

 伊佐委員が先ほどおっしゃった⑤にこれを含めると、先生が相談できる関係づくりというくくりの

中に子どもとの対話もしましょうと入れると、やはりあっちもこっちも散らばっている感がしてしま

うので、②、③、④と大きな見出しがありますけれども、例えば、③当たりに、いじめを加えた子、

被害を受けた子双方からの聞き取りをしましょうということで、そこの中に、③に書かれているよう

なことも含めるといいのではないかなとお話を伺いながら思いました。以上です。 

○【小林委員長】 この文面で、１行目に重大事態は「いじめによる不登校」と書いてありますけれ

ども、重大事態はイコール不登校でなくても重大事態と捉えるケースがありますよね。ですから、い

じめによる不登校等とか、何かちょっとそこら辺は、不登校にならないと重大事態じゃないのかとい

う捉え方をされないようにしたほうがいいと思います。不登校にならなくても重大事態はあるとか、

その辺の定義がどうなっているのか確認をしておいていただければなと思います。 

 それから、４行目に「いじめによる欠席」という認識はなかったとあるのですが、これ厳密に言う

と、なかったというよりも薄かった、要するに希薄だったということが正直なところだと思うのです。

薄々感じている場合もあるし、それから、認識が甘かったということもあるだろうし。ですから、な

かったと言い切ってしまうと一方的かなと思います。 

○【小林委員長】はい、伊佐委員どうぞ。 

○【伊佐委員】 今のお話を聞いていて心配になったのは、先生たちが謝罪で解決という感覚がもし

あるのであれば、実はすごく危険で、より潜伏していく可能性のほうがすごく高くて、私がやっぱり

スクールソーシャルワーカーで行ったときに、子どもたち、とりあえずその場を解決するために謝罪

をする。親もそうですよね。と思っているけど、どこかに、次はばれないようにではないけれども、

あとは学校内ではやらないとか。そうすると、やっぱり先ほど矢野委員がおっしゃったように、子ど

もたちが双方きちんと解決していないまま、謝罪で終結としてしまうと本当に問題がより重大化して

いく感じがあるので。これが特に教員向けのところであるならば、謝罪は解決と取らないようにとい

うか、その後のアフターフォローというかを、きちんとしていくことが大切だよというのが含まれて

いないと、機械的に謝罪しました、解決しました、数字に上がりました、みたいにもし今後なってい

ってしまうと、非常に怖いなと今のお話を聞いていて思いました。 

○【小林委員長】 表面上の、変な言い方ですけど、手打ちみたいな形で、果たしてそれで安心して

いいかということですよね。 

○【伊佐委員】 時々いるのですけど、先生たちの中でも。謝ったからそれ以上は追及しないでやっ

てくださいみたいな感じですけど、その場で謝ったとしても全然態度が改まっていなかったりとか、

先生、余計酷いことになっていますよ、みたいなことになったりする場合があるので。先生たちも、

もしかするとおさめたいがために謝るという形式をもし選んでしまうのであると、逆にいじめ文化を

助けてしまう怖さがあるなと思っていて。 

○【事務局】 とは言っても、ごめんなさいは、ある一定の解決ではあるので、それまでの間にしっ

かりした対応をした上で、最終的にお互いに納得した状態で謝罪をさせましょうみたいな感じですよ

ね。 

○【伊佐委員】 そうですね。あとは、その後の経過をきちんと見ていきましょうというところが大

切かなと思うのです。 
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○【事務局】 納得の上で、その後の経過。 

○【伊佐委員】 特にクラス替えとかあったりすると、引き継ぎが、担任の先生がかわってしまうと、

それをすっかり忘れてしまうことが多々あるので。そういえば「まぜるな、危険」だったではないで

すけど、そういえば、もとをただせば実はトラブルがあった子たちだね、みたいなのは時々出てくる

ので。 

○【事務局】 これは、もしかしたら項目立てしたほうがよろしいですかね。項目立てを。とても大

事なお話のような気がするのです。 

○【事務局】 大きな部分では、①のお話の中ですよね。①の標記の仕方が、こんな形で不登校にな

ってしまいますみたいな話ではなくて、今いただいたような、認知したいじめをどうやって生かして

いくかというところで整理をしていけばということですよね。 

○【矢野委員】 ①で認知したらどうするかみたいなつながりで、それが一番先生の役に立つのでは

ないかと。 

○【小林委員長】 大分注文が多くなりましたけれども。 

○【事務局】 でも、貴重な意見をいただいています。ありがとうございます。我々がつくると、指

導になってしまうので。 

○【事務局】 そうなのですよね。 

○【小林委員長】 それでは、全体を通して。改めてきょう今いろいろご意見をいただいていますけ

れども、またさらに、きょうのここでのやりとりを踏まえて気がついたことがありましたら、また個

別に連絡をさせていただくような形も取らせていただければありがたいと思います。 

 できれば、最後、委員長と詰めるということがありましたけど、その前に、やはり委員の方々にフ

ィードバックしていただいて、また、委員の方々からもご意見をいただくような形を取っていただけ

るとありがたいと思います。 

○【事務局】 はい。 

                                               

  2 議事 （2）協議 2 新年度計画 

○【小林委員長】 それでは、この協議に関してはいろいろご意見いただきましたけれども、まだま

だ、こういった点がっていうのがおありになると思いますので、どうぞ、継続してきょうの会だけで

はなくて時間の許す限り、ご意見を教育委員会のほうにお伝えするということで、一応協議はここで

区切りをつけたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、続いて協議２でございます。新年度計画ということで、まず初めに、事務局からご説明

をお願いいたします。 

○【事務局】 いじめ問題対策委員会、今、第２期ということで、皆さん２年の任期、定例会として

はきょうが最後という形になりますけれども、例年この時期に、来年度こういった方向性でやってい

こうと少し見通しを持たせていただいて、新年度もスタートをスムーズに切れるようにという形でお

話をいただいております。 

 資料をごらんいただきますと、これまで過去４年間、平成３０年度も含めて４年間については、第

１期については、児童・生徒や保護者に視点を立ててリーフレットをつくったりとか、教育フォーラ

ムで、さまざまな子どもの意見を聞いたりとか、そういったことをしてまいりました。 

 第２期につきましては、視点を教員というところに置きまして、実際の教員からも直接のヒアリン
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グを、行ったり。それから、今回については、平成３０年度は教員向けの研修会を実施したりか、そ

ういった形で進めてまいりました。 

 第３期につきましては、これらを踏まえていろいろと学校の組織のところとか、まだ、学校ごとに

それぞれいろいろな取り組み方をしているところなのですけれども、現状のいじめの重大事態の事例

も、本市としても少しずつふえてまいりまして、そういったことを踏まえて、学校の管理職を対象と

して、学校の組織としてはどういうところが必要なのかというところをサジェスチョンいただくよう

な形はどうかと、事務局の案でございます。視点の対象は学校組織。それから、過去に発生した重大

事態の分析。学校管理職を対象とした研修等。このような形で、学校いじめ対策委員会への提言みた

いな形でまとめてはどうかというのが、ご提案でございます。 

 全くさらに戻していただいて、別の方向性ということも当然ありでございますので、ぜひ、ご意見

をいただければと思います。お願いいたします。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。一応、３０年度は２年間の後半というか２年目で、来年

度は、３１年度は４月から新たなスタートということでございますので、この配付されている検討資

料をごらんいただくと、今までの流れがおわかりになろうかと思います。 

 ついては、きょう委員の方々には３１年度の案につきまして、一応事務局からはこのような形で示

されておりますけれども、それに捉われることなく、こんなこともということがありましたら、ここ

でいろいろご意見を、いただいたり、また、今後においてよりよくしていくためにどういうことが可

能かとかいろいろご質問等があれば、どんどん出していただければと思いますので、どうぞご自由に

お願いをいたします。いかがでございましょうか。はい、長谷川委員どうぞ。 

○【長谷川委員】 掲げた案の２つ目の「学校管理職を対象とした研修等」という部分なのですけれ

ども、具体的に管理職の先生方はどういった研修を、まず、今現状求められているのかということに

ついて、何か話というのはありますか。 

○【事務局】 いじめに特化した、いじめ事件・事案が発生したときは、管理職としてこうふうにや

りましょうみたいな形の話とか、なかなか聞く機会がないのです。一般的な組織マネジメントみたい

な研修があったりとか、そういう話はあったり、あと人権とか。人権については東京都が管理職、毎

年１回参加ということで、校長対象、副校長対象でやっているのですけれども、なかなか、いじめに

関して管理職への研修というのが東京都では実施をしていないので、国立市の管理職に対してやると

すれば、国立市がやらなければいけない部分なのですけど、なかなかそこが今できていなかったので、

できていなかったから、重大事態がいっぱい発生しているとかそういうことではないと思っているの

ですけれども、いろいろアプローチを今、委員の皆様から、直接学校に行っていただいたりしていた

だいているところで、そういうのも含めて、どう学校経営上生かしていくかという視点での管理職の

研修も必要かということで、事務局で考えて、来年度の視点は管理職研修をして、さらに学校組織と

いうことで見立ててみたのです。 

○【長谷川委員】 ありがとうございます。他市の学校さんで、弁護士会にいじめ予防授業の派生形

みたいな形で、先生方であるとか生活指導担当の先生方向けのいじめに関する講演の形での依頼をい

ただくことがあって、いじめ予防授業の紹介であるとか、保護者の方向け、大人の方向けのいじめに

ついての弁護士会のいろいろなメッセージをやっていったのですけれども、最近、打ち合わせに行っ

たら、いじめ自体は確かにお話も聞きたいのだけど、いわゆる保護者の対応、いじめという問題が起

きたときに、外部とのどういった対応を取ればいいのか、非常に現場は欲しているというか、実は対
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応の労力の大半がそこに持っていかれているのではないかということで、いわゆる交渉というほどで

はないのですけど、対応のルールとかこう考えて相手と接したら、もう少し楽にできるのではないで

すかということをやったら、何かいじめの本体より高評価をいただいたことがあって。なので、管理

職の方が今、現実に求められて、いじめ問題に関する研修内容として、いじめ自体の理解を深めるも

のというよりは、実際にいじめに限らないかもしれませんけど、お子さん、生徒さんに関する問題が

起きたときの保護者の方とか、外部とどう接したらいいのかということなのかと感じることがあって、

特に最近、また他市で親との関係で、今、するべきでないことをしてしまったというケースが出てき

ているところもあって、今、現場の管理職の方が、どういったものがというのが明確であれば、むし

ろ案として組み込めるものであれば組み込んだほうがいいのかなと思ったので、済みません、発言い

たしました。 

○【事務局】 ありがとうございます。もううなずく一方です。 

○【小林委員長】 保護者への対応という具体的なものが出てきましたが、いわゆる危機管理という

のは、そういう大きなくくりで少し考えてみてもいいかもしれないですね。 

○【岸委員】 １つ目の大きな項目として、過去に発生した重大事態の分析ということがあるのです

けど、これはぜひどこのステージでどういう対応をすればよかったかということを振り返るには、１

つの指標だと思うのですけれども、外してはならないことだと思うのですが、そのとき、やはり成功

事例も合わせて、国立市だけではなくてほかの市でもいいですから、実際にやれる対応と机上で考え

る対応はやっぱり違うと思うのです。ですから、そのときにこうしたらよかったというのは、我々も

意見を言いますけど、でも、実際の学校現場で、こうしたら重大事態にならなかったという事例があ

れば、同時に提示していただくとすごく参考になるのではないかと思います。 

○【小林委員長】 成功事例の扱いですね。 

 ほかいかがでございましょうか。今のことに関してでもいいですし、別のことでも結構でございま

す。こんなことがあるといいなと思いつくままに出していただいてもよろしいかと思います。今、学

校に、先生に、または子どもたちに何を求めたいかという視点からでもいいと思います。 

長谷川委員、どうぞ。 

○【長谷川委員】 重大事態の分析を取り上げること自体、非常に意義のあることだと思っているの

です。それに関連してということですけど、弁護士会で行っているいじめ予防授業の前に、学校さん

にお伺いして打ち合わせをしています。自殺に至った事案を取り扱う関係で、もしその授業を行う生

徒さんについて、最近、例えば、近親者が自殺で亡くなってしまったとか、そういった場合は、ちょ

っとつらいことがあるという意味で死まで扱わない。死の直前までの、事例の紹介であったり、遺書

に当たるものも適宜内容をまとめ直して出しているやり方でやっています。なので、基本はその自殺

事案というものも実際に起きてしまうのだということを伝える内容にしているのです。 

 実は最近、管理職の方から、実際の授業を行う生徒さんがこうだからというよりは、漠然と子ども

にとってショックが大きいとか、その衝撃が懸念されるというくらいのお話のようですけれども、遺

書は配付しないでほしいということであるとか、死は扱わないでほしいということを言われることが

続いていまして、当然、教育という現場でいろいろなことをお考えの上での発言だということは重々

承知しているのですけれども、弁護士の立場で申し上げると、むしろそういうことが起きるのだとい

うことを知ってもらうためにやっているところで、そこが少し誤解されてしまっているのかなと。何

かショックを与えるためにやっていると思われているのかなと。 
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 ただ、そういう形でショックから守るというお話だとしても、実際にこういうことが起きるかもし

れない、いじめということが意外と身近に起き得るものだということで、将来、そういうことに巻き

込まれないためには今、お示ししたほうがいいのではないのかというところで、少し実は、弁護士会

なり担当する弁護士としても板挟みみたいになっているところがあって、ちょっといじめで起きる重

大事態について、管理職の先生方も含めて、１つの立場からということになるかもしれませんけど、

そんなに全国的に稀有な例というわけではなくて、行き着くところまで行ったらここまで行ってしま

うのだという位置づけとして捉えてもらう、お話をする機会とか共有できる機会があるといいなと思

っております。ちょっと済みません。実際にそれをするかどうかは別にして。申し上げたかったこと

になります。 

○【事務局】 自殺防止教育は今、東京都でもかなり力を入れているところで、今年度から、子ども

たちにＳＯＳの出し方に関する授業を取り入れ始めているところです。そういったところと連携を図

りながら今、弁護士のいじめ防止の授業で、そういった扱いをするのであれば、それより前にＳＯＳ

の出し方の授業を行って、その上でということとか、いろいろな方法が考えられるのかなと思います

ので、そういったところもぜひ、もし、このまま学校組織を視点として、１年目は管理職へのアプロ

ーチということであれば、そういうところも研修等に入れていきたいなとは思います。 

○【小林委員長】 ほかにいかがでございましょうか。 

 きょうご意見をいただいて、正式には。 

○【事務局】 そうですね。第３期の１回目で確認するような形でございます。 

○【小林委員長】 少しでも、今このメンバーで、こんなことも、またこういうことはちょっとやり

残しているなという思いがあれば、どんどん出していただけるといいですね。 

 私は、ここにはちょっと整合しないのですが、先ほどから言っているように、やはり教師の人権感

覚というか、やっぱり指導する側の意識を、これはそのとき自分自身が満ちているなと思っても、時

間とともにすり減りますので、やっぱり研修も必要ですし、そういう意識を高めていくために、こう

いう委員会の存在があると思いますので、その教師のいじめに対する人権感覚のあり方みたいなもの

は、何かどこかで訴え続けていく必要があるかなとは非常に強く思っているのです。 

 これは、前の議題、協議ともかぶるわけで、やはり冒頭、伊佐委員からも出ましたように、教師の

捉え方というのですか、そういったものが非常に重要だと。それから、文脈の中にも田島委員からの

ご指摘の文面もありましたし、そういったところを少し掘り下げていけるようなものであればいいか

と、正直思います。 

 それでは、この点につきましてはこれくらいとして。あと、全体を通して、最後ですので、皆様か

ら何かいろいろありましたらお出しいただいて、事務局のほうにお戻ししたいと思いますが、いかが

でございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本日予定されていた議事につきましては終了したいと思います。どうもありがと

うございました。 

 それでは、事務局のほうにお戻しいたします。 

                                               

  3 事務連絡 

○【事務局】 小林委員長、ありがとうございました。やはり事務局いろいろと考えて、いろいろな

対策をとるのですけれども、皆さんからご意見いただくと、非常に新たな視点であるとか足りていな
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いところを気づかされる部分が多くございました。この第２期もさまざまなご指摘をいただきました

ので、今後もいじめ問題に精力的に取り組んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 一応、本日をもちまして、第２期の定例会は全て終了になります。本当にありがとうございました。

なお、皆さんの任期につきましては、平成３１年４月３０日までとなっております。ですので、定例

会のほうはこれで終わりなのですけれども、仮にいじめの重大事態の調査などが実際に必要だという

形になったときには、また、お声かけさせていただくようなことがあるかもしれませんので、この点

はご承知おきいただければと思います。 

 また、来年度第３期のお声かけについては、委員の選出については、またこちらのほうでお話をさ

せていただきますけれども、基本的には、皆さん非常にいいご意見をいつもいただいておりますので、

皆さんにやっていただければと思っておりますが、また、ちょっと後でお声かけをさせていただきま

す。 

 次回ですけれども、最初の第１回目だけ、仮に第３期の１回目というものを、継続してやっていた

だけることを前提に、仮にですけれども、今、候補日３日間設定しておりまして、ご都合の一番いい

ところで設定したいかなと思います。もしも、来年度やっていただける方のうち、この日は都合が悪

いというものがありましたら、挙手をいただければと思います。３日間ございます。１点目が、５月

９日の木曜日。それから、２点目が、５月１５日の水曜日。３点目が、５月１６日の木曜日というこ

とですが、いずれも７時からということで、この場所で開催しようと考えております。 

 ちょっと先の話ですけど、この時点で今、難しいというものはありましたでしょうか。よろしけれ

ば、この日は入っているというのがあれば言っていただければと思います。もう一回申し上げますと

５月９日の木曜日、５月１５日の水曜日、５月１６日の木曜日です。よろしいでしょうか。もしよろ

しければ、５月９日の木曜日ということで仮押さえということでやらせていただいて。 

 また、この第１回目のときに、以降の予定については確認させていただこうと思います。では、５

月９日の木曜日といったところで押さえさせていただければと思います。よろしくお願いします。 

 では、よろしいでしょうか。以上をもちまして、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。本当にどうもありがとうございました。 

――了―― 


