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令和元年度 国立市教育委員会いじめ問題対策委員会（第 1 回） 

 

日 時：令和元年５月９日（木) 午後７時００分～午後８時４５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、八巻委員、岸委員、田島委員、矢野委員、小暮委員 

欠席委員：山田委員 

事 務 局：三浦指導支援課長、荒西指導担当課長、竹内指導主事、小島指導主事 

坂巻指導支援係長 

傍 聴 者：なし 

 

次 第 

1. 国立市教育委員会あいさつ 

 

2. 委員委嘱書・紹介・委員長選出 

 

3. 議事 

（1） 報告 1 「平成３０年度の取り組みについて」 

（2） 協議 1 「教員向けリーフレットについて」 

（3） 協議 2 「管理職研修について」 

（4） 報告 2 「いじめ事案について」 

 

4. 事務連絡 

                                               

 １ 国立市教育委員会 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催させてい

ただきます。初めに教育指導支援課、三浦課長よりご挨拶申し上げます。 

○三浦指導支援課長 では、改めまして、こんばんは。お忙しい中、お集まりいただきありがとうご

ざいます。また、第３期になりますいじめ問題対策委員会の委員をお引き受けいただき、重ねて感謝

申し上げます。 

 このいじめ問題対策委員会につきましては、平成２７年４月１日に施行しました市の条例に基づく

委員会でございます。２年任期の第３期を迎えました。今回の第３期の委員の選出に当たり、教育委

員会事務局の中で、同じ委員の方が引き続き長い期間を受けるものはどうなのかということで、次長

や教育長からもいろいろ話を伺う中で、我々事務局としては３期目ということですが、決して毎回マ

ンネリ化とかそういうことがなく、新鮮ないろいろな視点でのご示唆をいただけるということで、そ

この部分をかなり我々は重要視をしております。また委員の皆様方には、今まで我々の取り組みにつ

いてご評価をいただきながら知っていただいているところで、新たな視点もいただいているところで

すので、この第３期についてもそれぞれの立場から忌憚のないご意見をいただければと思っておりま

す。 

 毎回遅い時間にお集まりいただいて大変恐縮なのですが、ぜひ国立市の子どもたちのためにご尽力
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いただければと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

                                              

 ２ 委員委嘱書・紹介・委員長選出 

○事務局 続きまして、第３期の委員の皆さんをご紹介いたしますので、１名ずつ簡単にご挨拶をい

ただければと存じます。よろしくお願いをいたします。 

 まずは、東京女子体育大学教授、小林福太郎様でございます。よろしくお願いします。 

○小林委員 小林でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。体育大学ですが私は体育が専

門ではなくて、教職課程を担当しております。特に道徳教育とかそういったものを中心に、学生に指

導をしているところでございます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

○事務局 次第の裏側に名簿を載せさせていただいていますので、この順番でご紹介させていただき

ます。一橋大学教授の山田様です。山田教授です。山田様は本日ちょっと欠席ということですけれど

も、第２回目からはご参加いただけるとお話を伺っております。 

 続きまして、多摩パブリック法律事務所、長谷川様です。お願いいたします。 

○長谷川委員 多摩パブリック法律事務所の弁護士の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。

私は、弁護士として業務を行う一方で、弁護士会の中で子どもの権利に関する委員会に所属をしてお

りまして、現在、多摩地域含めて行っておりますいじめ予防授業等にもかかわらせていただいており

ます。そういった観点でご意見が出していければいいなと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 続きまして、駒澤大学教授、八巻様です。 

○八巻委員 八巻秀と申します。よろしくお願いします。現在は駒澤大学文学部心理学科の教員をし

ております。あと一方で臨床心理士として、またこの４月から西国分寺で開業しまして、１人開業で

やっております。ただ、開業なのでさまざまな事案が来るのですけれども、その中に不登校とかいじ

めのケース、あと親御さんの相談とかに乗っておりまして、あとこの会とか、あとほかの県のいじめ

の研修会とかそういうのに携わっておって、そういう意味ではここの場も１つのやはり私自身も研さ

んの場、あと学びの場だと思っています。いいアイデアをお互いに出していければいいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 続きまして、新しく委員になっていただきますＮＨＫ学園高等学校スクールソーシャルワ

ーカー、小暮様です。 

○小暮委員 初めまして。皆様よろしくお願いいたします。通信の高校に来る生徒さんたちは、みん

なはっきり目的があってという方も中にはおられますけれども、多くの方は家庭の事情ですとか、病

気を抱えてといったお子さんが多いので、福祉分野のワーカーもしっかり入れようということで、私

のほうが専任で配置されております。こちらの大切なお役目、大変緊張しておりますが、皆さん、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、国立市人権擁護委員、岸様です。 

○岸委員 国立市の人権擁護委員を仰せつかっております岸と申します。よろしくお願いします。こ

こでは人権擁護委員という立場なのですけれども、私は出身が臨床心理なものですから、現在も特別

区のほうの厚生事務組合の生活保護施設、生活保護法にのっとった厚生施設ですが、３０カ所くらい

あります、そこに入所している人たちが心理的な問題をかえているときに呼び出されて、心理検査し

たり相談したり、それから、東京都の精神医療審査委員を仰せつかっていまして、こちらは精神病院
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に入院されている方が、退院したいのに退院させてくれないとか不当な扱いを受けているから調べに

来てほしいということがあったときに、ドクターと私たちと法律関係の弁護士さんとか検事さんと事

務局員で、病院に出向き患者さんの請求について、この人の言ったのは本当なのか、それともこの人

は病気で言っているのかと判断をするわけです。きょうも、ちょっとＫ市のほうのとある精神病院に

行ってきました。そういう仕事とか、それから、立川市内の幼稚園とか保育園の巡回相談指導、発達

障害とか虐待のケースが多いのですけれども、その巡回とかをさせていただいています。よろしくお

願いいたします。 

○事務局 続きまして、国立市主任児童委員の田島様です。 

○田島委員 こんばんは。国立市の民生委員・児童委員協議会の中の主任児童委員という立場で４名

国立市におりますけれども、早いもので、１７年くらいさせていただいております。地域の一市民と

して国立市のために少しでもお役に立てればと思っております。力不足でございますが、よろしくお

願いいたします。 

○事務局 続きまして、保護司会国立分区、矢野様です。 

○矢野委員 国立保護司会からやってまいりました矢野と申します。よろしくお願いいたします。私

は、本当に専門知識が何もなくて、本職のほうはグラフィックデザインのほうをずっとやっておりま

した。全く畑違いのこの委員会に参加させていただいて、日々勉強という感じでかかわらせていただ

いています。 

 保護司をやっておりまして、これも前に申し上げたかと思うのですけれども、やはりいじめがきっ

かけで不登校になり、そして、それがきっかけで犯罪に走るというようなケースを何件か担当いたし

まして、やはり保護司としても無関心ではいられません。保護司会のほうでも、差しさわりのないと

ころでこちらの情報を伝えるということも行っております。よろしくお願いいたします。 

○事務局 お願いいたします。どうもありがとうございました。では、皆様どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 委員の委嘱状については机上に配付させていただいておりますので、後ほどご確認いただければと

思います。 

 次に、国立市いじめ問題対策委員会規則第５条に基づいて、委員長を選出していただきます。済み

ません。その前に事務局のほうも紹介をさせていただければと思います。申しわけございませんでし

た。まずは、先ほどご挨拶いたしました教育指導支援課、三浦課長です。 

○三浦指導支援課長 教育支援課長の三浦と申します。３年目になりました。一応任期は３年です、

どうなるかわかりませんが、よろしくお願いします。 

○事務局 では、指導主事。 

○武内指導主事 指導主事の武内と申します。２年目になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小島指導主事 今年度から国立市でお世話になることになりました小島と申します。よろしくお願

いします。指導主事でございます。 

○坂巻指導支援係長 指導支援係長の坂巻です。私も課長と同じ３年目になりました。よろしくお願

いいたします。 

○事務局 私、司会をさせていただきます指導担当課長の荒西と申します。統括指導主事の立場にな

ります。よろしくお願いいたします。国立市は８年目になりまして、ちょっと長いこと居過ぎかなと

思いますけれども、ぜひぜひよろしくお願いをいたします。 
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○事務局 それでは、国立市いじめ問題対策委員会規則第５条に基づいて委員長を選出していただき

ます。互選というような形で規定されております。よろしければ、事務局のほうからの提案として、

第２期に引き続いて小林様にお願いできればと思うのですが、皆さん、よろしいでしょうか。 

（拍手） 

○事務局 ありがとうございます。ご承認いただけたということで、小林様、ちょっとご就任のご挨

拶を。 

○小林委員長 改めまして、小林でございます。よろしくお願いいたします。先ほどの課長の三浦先

生のほうから、今回３期目で人選をどうするかということで、確かにこういう会は、いろいろな方が

やったほうがというお考えも、ある意味ではそれ定石だと思うのですが、今、毎回いろいろな視点か

ら新鮮にというお話でしたけれども、場合によっては、ちょっと語弊はありますけれども、自分の思

っていることを忌憚なく、どんどん自由に言えると、そういうことが私は大事ではないかなというこ

とで、とにかくこの委員会は少なくとも国立の子どもたちのためにどうあるべきかということを優先

して、場合によってはちょっと言いにくいことも言わせていただくということが一番大事ではないか

と思っておりますので、私も何かなれの上であまり停滞してしまうようなことがあってはなりません

ので、どうか皆さん方の厳しい姿勢で会議に参加していただき、そして、一方でまた和やかな雰囲気

も大事にしたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

○事務局 ありがとうございます。では、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、改めて本会の趣旨や所掌事項等について確認をさせていただきま

す。 

 ステープラーどめの資料、次第をめくっていただいて２ページ目になります。資料１をごらんくだ

さい。改めての確認になりますけれども、本会議につきましては、大もとはいじめ対策防止推進法の

制定に伴って、さまざま都条例、国立の条例、それから国立市の基本方針というような形で体系化さ

れている中で、市の条例の第１０条に規定されております委員会として設定されております。一応、

第三者委員会ということで、外部の専門家の皆さんから忌憚のない第三者的な立場からのご意見等も

いただきながらというような形になります。 

 規則のほうを、次のページにつけさせていただきました。第２条の「所掌事項」を確認させていた

だきます。「対策委員会は、国立市教育委員会の諮問に応じ、教育委員会及び国立市立学校のいじめ防

止等のための対策の推進について調査審議し、答申する」というような形でさまざまな意見をいただ

いております。 

 第２項、「対策委員会は、教育委員会及び学校のいじめ防止等のための対策の推進について、必要が

あると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる」ということで、こちらのほうも先年

度までさまざまなご意見をいただいております。 

 第３項、「対策委員会は、学校においていじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態が

発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に

報告するものとする」と定められております。こちらについては、調査の主体を委員会にするのか、

それとも学校が主体となってやるのかということをその都度判断させていただいておりまして、今の

ところいじめの重大事態が何件か発生しておりますけれども、全て学校主体の調査という形で行って

おります。３期まで実際にこの委員会が主体となって調査を行ったという実績はないようですけれど

も、今後、保護者の要望等があった場合にそういった形、それから、また教育委員会が判断してこち
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らにお願いするというような案件がありましたら、こちらのほうが調査の主体となってさまざまなご

指示をいただくような形になります。その場合に、臨時で召集させていただくような場面があるかも

しれませんけれども、そのときはどうぞよろしくお願いをいたします。 

 そのほか、規則のほうをこちらに示していただいておりますので、改めてご確認をいただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事のほうを委員長にお願いしたいと思いますので、進行のほうをよろしくお願いいた

します。 

                                              

 ３ 議事 

○小林委員長 了解いたしました。 

 それでは、議事に入ります前に国立市教育委員会いじめ問題対策委員会第５条３の規定のとおり、

副委員長を指名させていただきたいと存じます。この規定によりまして、私のほうから、本日はご欠

席でございますけれども、一橋大学の山田先生に引き続きお願いしてはいかがかと思っておりますけ

れども、いかがでございましょうか。 

 それでは、そういうことで本日はご欠席でございますけれども、皆様方のご了解をいただきました

ので、山田哲也先生にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、議事のほうに入らせていただきます。 

 まず、本日の議事でございますけれども、お手元に資料がございますけれども、まず次第のとおり、

第１番目に「平成３０年度の取組について」、２番目は協議１として、「教員向けリーフレットについ

て」、それから３番目、協議２として「管理職研修について」、それから４番目、報告２として「いじ

め事案について」、この４点でございます。 

 なお、（４）の報告２のいじめ事案の報告については、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。 

（「異議なし」の声あり） 

○小林委員長 それでは、ご異議がないようですので、非公開といたします。 

 なお、本会議の質疑等の内容につきましては、これまでと同様発言者を明記し、その発言要旨につ

いて国立市ホームページに掲載をいたしますので、ご承知おきをいただきたいと存じます。 

 それでは、早速、議事の（１）報告１でございます。まず、この件につきまして事務局からの説明

をお願いいたします。 

                                              

 ３ 議事 （1）報告 1 

○事務局 それでは、「平成３０年度の取組について」、報告１ということでお話させていただきます。 

 資料２をごらんください。もう既に昨年度の委員の方にはその都度、その都度ご紹介を差し上げて

きたところでございますけれども、改めてこのような取り組みを行ってきたというところをご紹介さ

せていただきます。 

 まず、（１）いじめ防止対策推進法に基づいた対応ということで、特に③番、④番については、各学

校で取り組んでいくものです。いじめ防止の基本方針、これは学校ごとに定めておりまして、毎年見

直しを図っていくというような形で、また新たなスタートを切っているところです。平成３０年度も

その基本方針に従って、学校がさまざまに取り組みを進めてまいりました。④番の学校いじめ対策委
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員会については、学校が定期的な会議を設けるとともに、いじめの事案、組織的に対応しなければな

らないいじめの事案が発生した場合には臨時召集を行って、そこで基本的な対応の方針等を確認しま

して、事務の対応を行っていくというような形で進めております。 

 ⑤番は、本会であるいじめ問題対策委員会の取り組みです。昨年度を振り返らせていただきますと、

最初の回については取り組みの確認、それから、８月の回は平成２９年度の問題行動等調査の分析、

それから、９月の会議につきましては、この回、昨年度については教員を対象としたいろいろな示唆

をいただくというようなテーマでやっておりましたので、教員研修として八巻先生に講師としてご指

導をいただきまして、教員に直接さまざまな知見を伝授していただきました。１２月につきましては、

６月のふれあい月間調査の分析、９月の教員研修の振り返り、それから最終的に教員への提言などを

していただく、考えていただくということでそちらのほうの検討もしていただきました。第５回、最

終回の２月につきましては、１１月のふれあい月間の分析、それから教員への提言の検討というよう

な形で、さまざまなご意見をいただいたところでございます。 

 ほかの会議につきまして、国立市のいじめ問題対策連絡協議会ということで、こちらは関係機関の

集まりというような形で、年に３回実施をさせていただきました。この回は、８月３０日に中学校の

スクール・バディの交流会に参加していただいて、中学生と直接意見交換をしたということも取り組

ませていただいております。⑦番は「公立小・中学校いじめ問題対策連絡会」ということで、これは

各校の先生方、いじめ対策の担当の先生方の集まりという形になります。１回目は問題対策連絡協議

会との交流の会、それから２回目は教員研修、八巻先生の研修に参加をしていただいたという形にな

っております。 

 めくっていただきまして、（２）番、リーフレットの「国立市のいじめ防止対策」ということで、こ

ちらはその前の年度、平成２９年度の中で本会でさまざまにご意見をいただいた内容をもとに、いじ

めの認知のあり方について、改めてリーフレット形式で教員に示させていただいたものです。このこ

とによって、軽微ないじめについても積極的に認知していこうということを周知させていただきまし

た。 

 （３）番は「弁護士によるいじめ防止授業」ということで、小学校６年生を主に対象といたしまし

て、全市立小学校で実施をさせていただいております。 

 （４）番、「スクール・バディ・サポート」、これは中学校の取り組みになります。まずは、１年生

対象の全体講演会ということで、本市のオンブズマンである弁護士の成瀬先生にご講演をいただきま

して、最初のいじめの全体的なご指導をしていただいております。その後、スクール・バディの新規

募集という形で進めさせていただいて、このスクール・バディの指導を地域のご指導をいただける人

材の方にお願いしているところです。８月３０日は３校のスクール・バディが集まって交流する会も

設けております。 

 大きな２番「いじめの認知について」です。こちらについても確認なのですけれども、先ほどのリ

ーフレットでお知らせしているとおり、文部科学省や東京都教育委員会からの指導を踏まえて、いじ

めの認知のあり方を大幅に見直しているところです。これによって、平成２９年度、次の諸調査のと

ころにもあります問題行動等調査のいじめの認知件数は、小・中合わせて１，０００件を超えるとい

うような状況になりました。大幅な増加ではありますけれども、いじめの早期発見の感度が高まった

という点では、教育委員会としては評価をしているというところでございます。 

 なお、調査につきましては、７月のふれあい月間の調査、それから１２月のふれあい月間の調査と
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いうことで、そのほか２回の東京都の調査がありますので、それについてもご報告を差し上げてまい

りました。 

 いじめの重大事態につきましては、平成３０年度中は、基本的には、きょうもご報告させていただ

く件数があるのですけれども、合計３件の重大事態が発生しております。こちらについては、いじめ

を原因とする不登校の重大事態というような形になっておりますので、そのときはまたその都度対応

をしているという状況でございます。 

 以上です。 

○小林委員長 ありがとうございます。ただいま資料２に基づきまして、平成３０年度の取り組みと

いうことでご説明をいただきました。この件に関しまして、ご質問、ご意見等があれば、どうぞお出

しいただければありがたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私からちょっとよろしいですか。きょうはいいのですけれども、とにかく研修会でどのくらいの先

生が参加したとか、そういうのを研修会によって全部出すかどうかはともかくとして、そういうのが

わかるようになると、こんなに徹底したのだとか、あえてその時期的に悉皆研修を狙うとかいろいろ

あると思いますので、今後においてはちょっとそれを。逆に日常普及活動と平行してやる場合は、必

ずしも悉皆ができないケースもあると思いますので、そこら辺をまた工夫していただければなと思い

ました。 

○事務局 ありがとうございます。 

                                              

 ３ 議事 （2）協議 1 

○小林委員長 ほかによろしいでしょうか。それでは、この点につきましては、ご報告ということで

ございますので、次の議事に移らせていただきたいと思います。 

 ２番目は協議の１番、①「教員向けリーフレットについて」ということでございます。 

 それでは、この件につきまして、まず事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、協議の１、「教員向けリーフレットについて」ご説明させていただきます。 

 昨年度中にさまざまなご意見をいただきましたものについて、早く形にしてお見せできればよかっ

たのですけれども、申しわけございません。ちょっといろいろ立て込んでおりまして、きょうここで

初めて形にしたものをお示しした状況になります。よろしくお願いをいたします。後でじっくり見て

いただきたいのですけれども、前回お示しさせていただいたものにご意見いただいた件がありました

ので、そこに全部はちょっとなかなか盛り込めない部分もあったのですけれども、できる限り反映さ

せていただく形で修正をさせていただきました。順に主に配慮させていただいた点について、お話し

させていただきます。 

 まず、表題については、「教員のみなさんへ」というところがはっきりとわかるようにという形で、

大きな字に、目立つように変えさせていただいております。それから、次に、最初にいじめの認知件

数の経年変化というところでグラフを載せさせていただいておりますけれども、平成２９年度からい

じめの認知のあり方について見直しを図ったというところも明記させていただきつつ、そのために早

期発見が図られるようになったというところは、こちらも肯定的に捉えているのだというメッセージ

になるように書かせていただいております。 

 次の「法令上の軽微ないじめを生かしましょう」というところで、重大事態の事例について書かせ

ていただいております。この四角の中、いただいたご意見、細かいご意見いただいておりましたので、
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文言等を修正して表記させていただきました。それから、ここのさらにその四角の後の説明の中、赤

字で「組織的な対応が遅れる結果となっています」と。認知した後にどうするのか、これがちょっと

１つのキーワードではないかというところでお話いただいていましたので、この文言を加えさせてい

ただきました。 

 最後に、この一番下のところに、「軽微ないじめも認知する意義を改めて確認してください」。何の

ために軽微ないじめを認知しているのかというところ、そこが大事だといったご意見をいただいてお

りましたので、それが目立つように強調させていただきました。 

 続きまして２枚目です。このグラフについては、過去にこの委員会でアンケートを取っていただい

たものの集計でございますけれども、こちらについて赤字のところ「どんな理由があったとしてもい

じめの行為が容認されることはありません」、行為事態は容認されることはないのだということ、こち

らもご意見いただいておりましたので、赤字で強調させていただいております。 

 その後、「いじめ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」というところです。

こちらについても少し表現の仕方を変えさせていただいて、一方で２行目、いじめの行為を行った児

童・生徒の話を十分に聞くことが大切だということで、十分に話を聞いてくださいという話、たくさ

ん意見いただきましたので、そのような表現をさせていただきました。 

 ④番は、こちらは八巻先生の研修をもとに、それぞれ多様なところを受け入れていって、プラスの

面で見ていきましょうというメッセージになるように、研修の中で出てきた例をこちらのほうに掲げ

させていただいております。 

 最後に、「児童・生徒、教職員が相談できる環境づくりを行いましょう」ということで、当初は児童・

生徒が相談できる環境づくりのことしか書いてなかったのですけれども、教職員もぜひ相談できるよ

うな環境もというご意見をいただきましたので、そういうような形で併記させていただいたというと

ころでございます。 

 全てをちょっと表現することはなかなか難しかったのですけれども、いただいたご意見をできるだ

け入れるような形で、このように取りまとめてみました。また、新たにお気づきになった点もあるか

と思いますので、今回、ご意見いただく場としては、皆さんの中でご意見いただく場としては最後に

なるかと思いますので、忌憚ないご意見をいただくとともに、今後、修正をさせていただきましたら、

一度郵送やメールでちょっと確認のために、こういうふうな形になりましたというような最終版をお

見せしますけれども、このまま、あとは学校のほうに提示させていただくという形をとらせていただ

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。 

 説明は以上になります。 

○小林委員長 ありがとうございます。それでは、この件について資料３をもとにして今、ご説明を

いただきましたけれども、今の説明の一番最後にありましたように、できればきょうこの場でいろい

ろと委員の皆様からご意見、ご指摘、その他いろいろご質問も含めていただいて、そしてそれをもと

にして進めていきたいということもございましたので、多少時間を取りまして、ここについては協議

を深めてまいりたいと思います。少しだけ時間を取らせていただいて、各委員の方々もう一度読み返

していただいて、そして、その後、ご意見を集約したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、随時もしお気づきの点があればお出しいただいてよろしいかと思いますが、細かいこと

でも、前回もそうでしたけれども、いろいろ気がついたことがあったら、この表現も含めてどんどん

出していただいたほうがよいものができると思いますので、どうぞ忌憚なくご意見を出してください。 
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○岸委員 実際のリーフレットは、もうちょっと上質紙を使うのだと思うのですけれども、何か全体

に地味な感じがするのですね。もうちょっと明るい感じを出していただけたらなと思うのですけれど

も。 

○事務局 実際ピンクベースになっているのですけれども、色が出ませんでした。申しわけございま

せん。 

○岸委員 それから、強調したいところ、例えば１ページ目の①のところで、「国立市では次のよう

な例が見られます」と、この４つにまとめてくださっているのですけれども、その下のところが言い

たいところですよね、４行が。ここ矢印か何かをつけたほうが強調できるのかなと、例えばですけれ

ども。 

○事務局 レイアウトを工夫させていただきます。 

○小林委員長 はい、八巻委員どうぞ 

○八巻委員 まず、これはお気づきだと思うのですが、１ページ目の一番下の「認知した法令上の軽

微ないじめ」のところが①、②、②なのです。添削しているみたいです。 

○事務局 ありがとうございます。 

○八巻委員 ２ページ目のこの円グラフですけれども、これはちょっとわかりづらい。これ教員の方

へのアンケートの結果なのですか。 

○事務局 そうですね。これはもうちょっと説明が必要かと思うのですけれども、前に取らせていた

だいたアンケートは、児童・生徒に取らせていただいたアンケートなのですね。 

○八巻委員 このアンケートは児童・生徒に取った結果のパーセンテージということですね。 

○事務局 はい、そうです。 

○八巻委員 そうですか。そこら辺がちょっと読み取りにくいので、上のタイトルは「そういう意識

が教員にもないか確認しましょう」と言っているのに、ここは子どもたちですよね。これも細かいで

すけれども、本当にこれは７３％の円グラフですか。私から見ると９５％くらいに見えるような気が

するのですけど。 

○事務局 これも色の発色がちょっと悪くて。 

○八巻委員 ただ、いや、この黒と４種類あるのですね。 

○事務局 ４種類あるのです。 

○矢野委員 ４種類。白があるのですよね。 

○事務局 白と水色みたいな色で。 

○矢野委員 だから、ちょうど４分の１くらい。 

○事務局 そうなのです。申しわけございません。 

○八巻委員 発色の問題ですか。かしこまりました。 

 これは教員の意識などに分けた子どもなので、そこら辺が混線しているから、どう説明すればいい

のかちょっとすぐには出てこないのですが、子どもたちはそういうふうに思っているけれども、教員

はという何か文言は欲しいかなと思います。 

○田島委員 同じ２番のところですけれども、この円グラフのパーセンテージは子どもの数字ですけ

れども、実際に教員も保護者も場合によっては、される子が悪いという意識は、やはり依然としてあ

ると考えます。この下の四角の中の文章で、「児童・生徒、保護者への指導と啓発に努めるとともに」

と、指導というのは具体的にもう少しどういうふうにしたらいいのということを示されるといいので
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はないかなと思うのですが。それと、「教員の中にもないか確認してみましょう」と、これはあるので

すよね、多分。あるという前提で、じゃあ、どうしたらいいのだろうともう少し突っ込みたい気がし

ます。どんな理由があったとしても容認されることではないということは重々わかっていらっしゃる

ことではないでしょうか。 

○小林委員長 これは子どもの結果ですけれども、大人に対しての調査はしていないですね。 

○事務局 そうですね。 

○田島委員 すごく難しいところだとは思うのですけれども、一番こだわっているところなので。 

○矢野委員 ただ新聞等で報道される、この連休の前後も３件ほどありましたけれども、あれもやは

り学校側の捉え方が重大と認識していなかったというのがやはりあったかと思うのですが、重大だと

認識するためには、まず被害者、加害者の立場に立ってみないと、なかなかその認識というところま

でいかないのではないかなと思いまして。特に今、田島委員がおっしゃったみたいに、容認されるい

じめというのもあると思っているからこそ、重大だと判断できなかったというところにもつながるの

ではないかなと思うので、やはりもうちょっと先生方に強くその辺は働きかけたほうがいいように思

うのです。 

 続いて言わせていただいてよろしいですか。一番最初のページの①ですけれども、四角で囲った国

立の重大事態の内容接点があって、それについて考察されたこと、そして結果として軽微ないじめを

認知したときの対応が書かれていると思うのですが、この四角で囲った部分の「②ある時点から、当

該児童・生徒の欠席が始まったが、学校には『いじめによる欠席』という認識は薄かった」、ここがそ

もそもの根源だと思うのですよ。じゃあ、これを対処するためにはどうするかというのが下に書いて

あるかと思うのですけれども、まず認知し、学校内で情報を共有する。その次、定期的に点検・評価

する。この定期的な点検というのが、少し悠長な気がするのですが、定期的というとある間隔を置い

て、例えば２カ月、１カ月に１回点検するということではなくて、やはり軽微ないじめを認識した時

点で、その生徒にやはり常に注意は払っておくのが最低限必要なのかなと思うのですが、そうすると、

この書き方がもうちょっと、まず認知し、情報共有をしてください。当該児童を注視するとか、少し

書き方を、先生方にもうちょっと緊張を持っていただいたほうがいいのかなと思いました。 

○事務局 定期的という言葉をちょっと変更してみたらどうでしょうか。 

○三浦指導支援課長 ニュアンス的には継続的に見守るみたいな感じ。 

○矢野委員 そうですね。 

○小林委員長 何か言い方としては、常に危機意識を持ってとかそういうことですよね。言われたよ

うにちょっと悠長なと。それは本当にそこら辺をやはりそうでないようにしたほうがいいですよね。 

 ここの①番で、最初のところで「『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」と言うのですけれども、これってどうなのですか。学校はわかりますかね、この

表現で。 

○事務局 一応、教員研修の中で「社会通念上のいじめ」と「法令上の軽微ないじめ」は国立教育委

員会は、ある程度分けてといいますか定義づけてやっているリーフレットを昨年度つくらせていただ

いています。それが浸透をしているものを前提として書かれているのですかね。そこのところがわか

ってないとなかなかわかりにくいかなと思います。 

○小林委員長 一般の人が見るとちょっと、それをどういうスタンスで書くかですね。教員だけがわ

かっていればいいやという言い方なのか、それとも市民のどなたが見ても、なるほど、こういうこと
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をやっているのだなとか、こういうことが大事なのだなということがわかるように、丁寧な表現にし

ていくかどうかということだと思うのですけれども。 

○事務局 一応、教員向けのあれなので、前のリーフレットとセットで見てもらえれば、わかるかな

というところがあるのですけれども、可能であればどこかに注意書きでも入れられればベストなのか

なと思います。 

○三浦指導支援課長 もうちょっとメッセージ性のあるものに検討したいと思います。何か「法令上

の軽微ないじめ」で終わることが大前提だと思うので、そこを「社会通念上のいじめ」につなげると

いう考え方がどうかなという部分があるので、メッセージ性を変えてみたいと思います。 

○長谷川委員 ③の「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

う部分の本文のほうなのですけれども、ニュアンスの問題かもしれないのですが、そのいじめの対応

でいじめ行為を行った生徒さんの話も十分に聞く、場合によってはカウンセラーさんの力もかりると

いうことの意味としては、恐らく悪いことをしたから叱るとか罰するというだけではいけないと。い

けない中身として、恐らくそのいじめ自体がおさまらないのではないかとか。その場では「わかりま

した」とか「ごめんなさい」と言うだけで、先生の目の届かないところ、裏に潜ってしまうというこ

とが、だから、まず注意しなければいけないことなのではないかと。そのためにどうしてそういう行

為をしてしまったのかとか、するのかという部分の背景をきちんと把握して、それ自体に何か対応が

必要なものであればするということなのかなと思って読むと、ちょっといじめの連鎖というのが少し

広い意味を含んでいるからかもしれないのですが、まず、いじめ事案の対応自体の問題として必要だ

という意味をもう少し具体的に載せたほうが先生方にも伝わりやすいのではないのかなという気がし

ました。 

○事務局 対応自体を。 

○長谷川委員 その対応自体で、まず実はそのいじめを、何でそういう行為が起きてしまうのかとい

うことの背景を知ることの意味があってという部分なのですけれども。当然、そういうことができれ

ば当該生徒さんがほかの子にするということも防げるとは思うのです。いじめ行為を受けたと相談を

受けたから、そういう行為をした人を一方的に叱るとか罰するというだけではないということが、事

案の解決に意味のあることなのだというのがあるといいのかなと思いました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○長谷川委員 もう１点、ごめんなさい。④なのですけれども、②と重なるかもしれないのですが、

教職員の方向けのリーフレットということで、この④の「友達ができないことなどを」という部分と

いうのは、恐らくクラスであるとか生徒さんに対して、そういう育てられるようなことをしていきま

しょうという意味だと思うのですが、これ具体的に先生方にとってはどういうことをすると読まれる

のかなというのが、ちょっと私自身があまりよくわかっていないのですね。多様性に関する教育とか

道徳の時間にいろいろな話に触れることで、そういう観点を身につけてもらうとかそういったことな

のですかね。 

○事務局 基本的には人権教育の視点になると思うので、いろいろな授業、そういった教育活動の中

でやっていくというのは、ちょっと広い意味での形、取り組みになってくると思うので、具体性には

欠けるかなと思います。 

○長谷川委員 すごく悲観的な見方かもしれないのですけれども、これは先生が生徒さんに対して何

ができる、できないという視点で見るのではなくてということではなくて、あくまでも生徒さん同士
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でそういう何か点数の上下とか、できること、できないことによる何か区別、差別みたいなことでは

なくて、それを個性だと受け入れられるような土壌づくりをということですよね。 

○事務局 ここではそういうことです。子どもをそういう視点で見ていきましょうという書き方で書

いてはいるのですけれども、お話の中では、先生自体もそういう目で見ている可能性もあるのではな

いかとか、リフレーミングできて、この決定みたいなものをよさとして捉えていくということも必要

ではないかという意見もいただいているところはあるのですが、ここでは今のところは子どもをどう

いうふうに育てていくかというところの視点で書いてあります。 

○八巻委員 教員の視点という意味ですか。 

○三浦指導支援課長 もしくは「教員がこういう視点を率先して持って教育活動に臨み」というメッ

セージ、教員に対するメッセージ性がやはりあったほうがいいと思います。 

○長谷川委員 どこかに生徒さんの中で、こういうふうなことをやっていき、できるようになるとい

いですねとかそういう部分、対象を一言入れるだけでもいいのかなと。 

○事務局 実際研修の中で八巻先生がおっしゃっていたのは、子どもがという形でした。先生もとい

うところですか。 

○八巻委員 いや、違いますね。今おっしゃっていただいたように、教員側がこういうふうな視点を

持たないと。だから、上とつながるのですよね。あの子だったらいじめされてもしようがないわと。

その子のネガティブなところを見ているので。ネガティブは見方をリフレームすればポジティブにな

るわけで、先生自身がその子をポジティブに見られないと、先生の態度がそれだと、それの影響を子

どもも受けますので、という意味のリフレームですね。 

○事務局 なるほど。そうすると、ちょっと根本的に変えたほうがよろしいですかね、このつくりを。 

○八巻委員 そうですね。あくまでもこのリーフレットは、先生方がどう振る舞うかとか、どう考え

るかというところに徹底したほうがいいような気がするのです。あまり生徒にこう指導しようとかそ

れよりは、まず先生自身がこういう考え方とか、こういう振る舞い方を持つことが、いじめの防止・

抑止につながるのだという発想を持つことが、とても大事だなと思うのだよね。 

○小林委員長 私、そこで、その教員が取るべき指導とか考え方には、大きく今、八巻先生が言われ

たように、教員がしっかりとそういう捉え方をする、プラス志向というか、こういう形で見ていくと

ともに、ここに「どんな理由があっても」とありますよね。やはりいろいろなことがあるので、逆に

言うと、どんな理由だから、じゃあ、やはりどうしようもなく、もちろんその限界があると思うので

すよね。ということは、私は一方で、その子ども、いじめられている子どもは、こういうところがあ

るからみんながいじめると、やはりこの部分については、教員がある程度しっかりと指導をしていく

というスタンスも一方では必要だと思うのです。 

 ですから、こういういけないことがあったから、だから何でもかんでも容認するというのではなく

て、もちろん見方は、もう八巻先生がおっしゃるようなことが大事なのですね。変なバイアスをかけ

たりしないようにすると。でも、一方で何か本当に正さなければいけないようなことがあったときに

は、それも指導をしなければいけない。ただし、それを理由にいじめることは許されないのだよとい

うことですよね。 

 それから、教員にはその両面を私はわかってもらいたいなと思っているのですね。ですから、日常

的にはまさに八巻先生が言われたような、そういう子どもに対する見方をしっかりと、いろいろな視

点から幅広く温かく見ていくことが常日ごろ大事であると。それが子ども同士にも影響をしていくで
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しょうと。ただ、一方でやはり例えばそれだからないということは、また逆に言うといろいろいい面

での捉え方もあるのだけれども、でも全体ではないように教員が指導していくということも大事なの

ではないかなというその両面ですよね、バランスだと思うのですよね。ここら辺を私はうまく表現で

きたらいいなと思って、さっきからちょっと悩んでいたのです。 

 ④番は④番で、もちろんこれはいいと思うのですが、②番の中でそういう側面も少し、やはり教員

が一方でしっかりと指導をしていくことも大事だと。そういう側面もないとどうかなとは思うのです。 

○田島委員 やはり知識として先生が持っていることを、いかに腹に落とすか。それで本当の思いの

奥で先生がどう思って指導するかということで大きく変わってくると思うので、その部分を先生の意

識改革をするとか、悩んでいると思うので、その部分をどうやって自分の腹に落としていけるのだろ

うかという、自分自身の振り返りみたいなそういう機会にこれがなるといいかなとは思います。その

ためにどういう表現を用いたらいいのかというところは、皆様のお知恵を。 

○岸委員 ②のところで、前からもちょっと申し上げたのですけれども、この円グラフが出てくると、

これが現実だということである程度現実を認めてしまうという言いわけにも使われる恐れがあるわけ

ですね。こういう現実があって、だけど教員も、大人もこれに近い見方をしているのだというところ

に気づかないと、気づいてもらうのがむしろ本筋だと思うのです。ですから、コメントも何かそうい

うふうなコメントをして、自分たちもそれに気づいて、こう指導していきましょうみたいなコメント

にしていかないと、実際こうだからしようがないよねみたいな受け止め方にならないように。 

○小暮委員 今おっしゃられたところで言うと、この数字自体はもうはっきりしているので、例えば

先生たちの投げかけ方次第ですけれども、この７割以上の子たちに、じゃあ、先生たち、具体的には

場合によってはってないのだよと、やはりだめなのだよという指導を具体的にはどうできているか。

先ほど八巻先生のお話にもありましたけれども、先生自身がやはり自分を振り返ったり、その発想を

持っていくけど、もう少し強めに出してもいいかなという気がします。この７割以上の子に、何をさ

れていますか、指導をされていますかということと、その前に先生自身の中に、そういう認知はない

ですかというところを、やはり振り返りをしていただくというプロセスが必ず必要になってくるよう

に思いますので、あまり厳しく言ってしまうと反感を買ってしまうのですが、もう少し前に出た表現

をというふうに②番については思います。 

 あと③番のところをよろしいですか。いじめをした子への心理的なケアというのはもちろん絶対に

必要なのですけれども、その背景にあるというところで言いますと、例えばいじめた子で、ひとり親

家庭で保護者が精神疾患できちんとしたサービスにも入っていないという場合、生徒が家に帰って親

のケアをするのですね、まだ１６くらいの子たちが。そういう中で、治療もうまくいかないし、親は

暴れたり、いろいろなことを言ったりというのをサポーターもいない中で耐えているので、なかなか

心理的なケアだけではその子が自分がいろいろな不満とかを、学校で違う形で出してしまうところを

変えることは難しいときもありますので、やはり環境を変えるということが必要なケースも中にはあ

りますので、心理的なケアに加えて、そういった環境への働きかけも必要というところが、どこか言

葉で入っていただけると先生たちに、スクールカウンセラー等の専門家というところの「等」には、

国立市にもスクールソーシャルワーカーがおられますし、こちらにご出席の皆様いろいろな方がいら

っしゃるので、そういった資源を意識していただくためにも、もう一言加えていただけたらなと思い

ます。 

○事務局 ありがとうございます。 
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○小林委員長 先ほどのちょっと④番と②番とのかかわりなのですけれども、こういう実態を受けて、

だからこそ④番のようなことが大事なのだよといった場合、順番としては③と④を逆でもいいのかな

と。要するにいわゆる教師の見方、指導の仕方というのは、もう根本的にはこの④番のそういったし

っかりとした人権意識に裏づけられた、非常に幅広い見方が土壌になければいけないと。一方で、こ

ういった実態もあるので、今、小暮先生も言われたように、具体的にちゃんと指導はしていかなけれ

ばいけないのだという部分ですよね。そして、その１つとして、③番のことが次に出てくるというよ

うな流れなのかなとちょっと思ったのですけれども、ちょっとご検討いただければなと思います。 

○八巻委員 私も同感ですね。流れとして、まず自分の教員自身のやはりスタンスとしての心の構え

とか、ありようとかそこら辺は、少し④番を改定すればできると思うのですね。ですから、②番で少

し子どもたちの現状と、それを先ほどどなたかおっしゃったように、自分も同じ部分がありませんか

という問いかけをして、自分の心構えとしての④番があって、そして、③番のところにいじめの行為

をした者も、いじめられた者もどちらにも配慮しなければいけないという部分をしながら、⑤番のと

ころにもう少しソーシャルな視点というのですか、小暮さんがおっしゃってくださったような、その

環境づくりの中のこの教職員の部分に、もう少し専門家と教職員とが会話する部分を入れると、先ほ

ど小暮さんがおっしゃった部分も加わってくると思うのですね。これはやはり、心理の私が言うのも

何ですが、心理だけではなくてソーシャルもとても大事なので、だから心理もソーシャルもどちらも

見られる視点は、教員といえども必要だと思いますね。いじめは心理的な問題だけではないと私も思

いますし、読み方として、自分から外側に向っていくような流れになっていって、確かにわかりやす

くなるかなと思います。 

○小林委員長 ⑤番をもう少し環境、「環境」という言葉を使っていますけれども、もう少し幅広い

立場でいろいろと書き込んでいくといいましょうか。 

○事務局 はい、了解です。 

○田島委員 今の話でいきますと、②と④を１つにして、③と⑤を１つにして、大きく２つにしてし

まってもいいのかなと。②の具体策として、例えばこういうリフレーミングもあるし、③の中の環境

の視点から見ると、こういう⑤番のこと、③と⑤を一緒にして②と④を１つというのもありかなと思

いました。 

○小林委員長 確かにそうですね。そういうような状況のほうがわかりやすいのかもしれないですね。 

○田島委員 あまり区切らないで。 

○八巻委員 心理と社会という感じでわかりやすいですよね。 

○小林委員長 やはり昨年度のある意味ではこの委員会の流れの中でこれがあるわけですから、やは

り④番は八巻先生がご指導いただいたことをしっかりと、こういう実態を受けてこれが大事なのだと

いうことを前面に押し出していくということですよね。ただ、一方で私がちょっとこだわるようです

が、なお、くらいの感じでやはりいじめている側の固有の課題だとか、改善すべき内容についてはし

っかりとケアしながら、指導をしていくことも一方では大事ですという部分ですよね。だから、そう

いう状況を少しでも改善していってあげるようなそういう指導を、手厚い指導をしていく必要がある

と。一方では、次のところでいじめた側もちゃんと指導をしていくべきでしょうねと。ですから、④

をもうちょっと真ん中というかメーンに、私たちが去年やったことの大事な側面ですし、やはり人権

感覚、人権意識という点でも非常に重要なポイントだと思いますので、そこは今回は強調してもいい

かもしれないですね。 
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○田島委員 賛成です。 

○事務局 ちょっとこの２ページ目のところは構成から少し入れかえ等もさせていただいて。 

○小林委員長 済みません。ちょっといろいろ希望が出てまいりましたが。 

○事務局 ちょっとできる範囲になるかもしれませんが。 

○小林委員長 あとは、これは最初の①番の冒頭のところで、ちょっと細かいことを言うようで恐縮

なのですが、この委員会は「各種調査等を踏まえて意見交流してきました」というのですが、もちろ

んこれは正しい表現かもしれないのですが、ちょっと一般的な部外者から見ると「意見交流」と言う

とちょっと軽い感じがしますので、やはり「踏まえて協議を深めてきました」というほうが、私はこ

こで実際に協議でやっていますので、そういう言い方のほうがいいのではないかなとは思いました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○小林委員長 あと一番最後の「ＳＯＳの出し方に関する教育」とありますけれども、「関する指導」

くらいなのかどうなのですか。これは都教委なんかでも、国でも力を入れていますけれども、「教育」

という言い方をしているのか、ちょっと確認をいただいて実際にそういったいじめを防止する、また

は指導する教育の中に、こういう指導もあるのですよというような概念かもしれないので、この辺は

あまりこだわりませんので、一応ご検討をいただければと思います。 

 いろいろとご意見をいただきましたが、どうぞ注文が多いとは言いましたけれども、逆にきちんと

ここで言ったほうが、さらにまたいいものができると思いますので、よろしいでしょうか、細かいこ

とでも結構ですので、お出しいただければと思います。 

○八巻委員 これはいつまでに完成して、教員に配布されるのですか。 

○事務局 これは今度のふれあい月間のときに、６月があれなのですよ。そこで安全研修を必ずやる

ということになっているので、そのときに出ていければベストだなとは考えております。 

○小林委員長 そうしましたら、これを今の私どものいろいろ質問や指摘等も踏まえて、事務局のほ

うで恐縮ですが手直しをいただいて、一度私たちのほうに何か手段で送っていただいて、また、その

段階で私たちがいろいろな方法で、メールなり電話なりファクスなりでお知らせをするという方法を

取らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○事務局 今回は早急に、よろしくお願いします。 

                                              

 ３ 議事 （3）協議 2 

○小林委員長 それでは、この件に関しては以上といたします。どうもありがとうございました。 

 それでは、続いて（３）番でございます。協議の２、「管理職研修について」です。このことにつき

まして、それでは事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、「管理職研修について」ご審議していただきたい内容についてお話をさせてい

ただきます。資料４をごらんください。昨年度の本委員会において、これまでの取り組み等を踏まえ

て、平成３１年度については視点の対象をこれまで教員に当てていた２年間を踏まえて、今度は学校

組織に当てていこうという形でお話をしていただきました。そこを踏まえまして、今年度の取り組み

としては、過去の発生した重大事態の分析、それから学校管理職を対象とした研修等を行うことで、

学校いじめ対策委員会への提言というような形で、こちらのほうが充実するような取り組みを行って

いただければ有意義かなと考えてございます。 

 その中で、学校管理職を対象とした研修等というようなところで、前回は教員研修という形で八巻
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先生にお願いをしたところですけれども、今回は小林教授がもう既に学校管理職を対象としたいじめ

に関する研修等をほかでもやっていらっしゃるというところもありますので、ちょっとこちらのほう

を事前にお願いをしているところです。既にお持ちのところもあると思うのですけれども、ここでい

ただいているご意見なども少し盛り込んでいただきながら、やっていただけると大変有意義かなと思

いますので、そのあたりのちょっと見通しとかですね、小林先生がお考えになっているところなんか

もちょっと共有をしていただけると、ちょっとありがたいなと思いますのでお願いします。 

○小林委員長 それでは今、管理職研修については事務局からの提案がありまして、１０月にそうい

った研修会を設けるということです。それで、最終的に私がやるかどうかというのはともかくとして

も、いずれにしても今の段階でこういったことをやると。そして、もし８月にもう一回会議がありま

すので、そのときにできればこんなことも研修会の中身については盛り込んでいただきたいのだとか、

そういうことがあれば、ぜひざっくばらんにお出しいただきまして、そして進めることができたらあ

りがたいなと思っておりますけれども、よろしいでしょうか。きょうこの場ではなかなかと思います

ので、そういうことでご承知おきいただければと思います。 

 この件に関して、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、日程等については、また後ほど事務局のほうで調整を図っていただければありがたいと思い

ます。 

 

                                              

 ３ 議事 （4）報告 2 

○小林委員長 それでは、続いて報告の（４）、「いじめの事案について」ということです。 

 なお、冒頭にご了解いただきましたこの経過報告については非公開ということでございますが、本

日は傍聴の方がいらっしゃいませんので、このまま継続して協議を進めたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  

【非公開議事】 

                                              

 ４ 事務連絡 

○事務局 ありがとうございました。小林委員長、議事進行ありがとうございます。さまざまなやは

り非常に専門的なところとですね、あと本質的なところからのご意見たくさんいただきました。リー

フレットも細かいところも含めて本当によく見ていただきましたので、できる限り反映させるような

形で作成させていただきたいと思います。また、次回ございますので、そのときもどうぞよろしくお

願いをいたします。 

 では、ひとまずこの段階で、いじめ問題対策委員会第１回を終了させていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 事務連絡のことで、ちょっと日程調整をさせていただければと思います。事前に小林委員長はちょ

っといただきたいところがございますので、小林委員長の予定を把握させていただいた上で、各回３

日ほど候補日を挙げさせていただきますので、ちょっと参加ができない方は挙手していただいて、そ

の挙手される方が少ない日取りを設定させていただきたいと思います。 

 まず、第２回なのですけれども、こちらは８月から９月の頭あたりに実施したいと考えているので、
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５日間候補日を挙げますので、この日はちょっと無理というようなところは挙手をお願いできればと

思います。まずは８月２７日火曜日は、時間は夜の７時です。いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

○事務局 じゃあ、もうそこでよろしいでしょうか。じゃあ、８月２７日の火曜日を第２回とさせて

いただきます。 

 続きまして、１０月は研修会という形を取らせていただくのですが、これは管理職員向けの研修と

いうことで、大変申しわけないのですけれども、ちょっと午前中開催という形で実施をさせていただ

ければと思います。皆さん、ちょっと参加が難しいかもしれないのですけれども、ご参加いただける

方はぜひご参加ください。この日取りですね、１０月２９日の火曜日の午前中ということでお願いで

きればと思います。これはちょっと決めさせていただきます。 

○長谷川委員 これ場所はどのあたりになりますか。 

○事務局 役所かその近辺の国立市内です。 

○長谷川委員 わかりました。 

○事務局 続きまして、これが第３回でございますので、第４回を１２月から１月にかけてというな

ところで実施させていただきたいと思います。時間は７時からです。３日ほど候補日を申し上げます。

まずは１２月１２日の木曜日。続きまして、１２月１９日の木曜日。あと年明けまして１月９日の木

曜日。大丈夫ですか。じゃあ、年明けになるのですけれども、１月９日の木曜日夜７時からといこと

でご予定ください。 

 最後ですね。第５回については２月の後半を予定しております。３日間候補日を挙げますので挙手

をお願いします。２月１９日水曜日、よろしいでしょうか。もしよろしければちょっとこちらを聞か

せていただいて、できれば後半がよいという理由で。２月２７日の木曜日はどうでしょうか。大丈夫

ですか。よろしいですか。じゃあ、済みません、２月２７日木曜日のほうでお願いできればと思いま

す。 

 では、ありがとうございます。この日程でまたご案内させていただきますので、ご予定いただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 それでは、どうもありがとうございました。個人情報のほうを回収させていただきますのでお願い

いたします。 

――了―― 


