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国立市教育委員会いじめ問題対策委員会（第４回） 記録 

 

日  時：平成３０年１月３１日(水)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 

欠席委員：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 ：なし 

 

次 第 

 

1. 委員長挨拶 

 

2. 議事 

（1） 報告 1 諸調査の結果について 

① 「平成 28年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

② 「ふれあい月間」（平成 29年度第 2回）実施後の調査（不登校・いじめ） 

 

（2） 協議 教員等からのヒヤリングを踏まえた学校への助言について 

  

（3） 報告 2 いじめの重大事態について  

 

3. 事務連絡 

 

配布資料 

・平成 28年度 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に関する報告 

・「ふれあい月間」（平成 29年度第 2回）実施後の調査（不登校・いじめ）に関する報告 
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○事務局 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第４回を始めさせていただ

きます。初めに、小林委員長よりご挨拶いただきます。よろしくお願いします。 

○小林委員長 改めまして、皆さん、こんばんは。ご多用の中、また、遅い時間にお集まりいただき

まして、ありがとうございます。国立市におけるいじめ問題を何とか解消し、また未然に防いでいこ

うということで、私たちは活動をしておりますけれども、きょうも常に危機意識を持って、子どもた

ち１人１人が安心に、安全に学校生活が充実したものとなるように、微力ですけれども力になれれば

と思っております。どうか忌憚のない発言をいただきまして、意義のある会に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。 

○事務局 お願いします。ありがとうございます。それでは、本日は第４回という位置づけになって

ございまして、第２回、第３回は学校を訪問していただきましたけれども、今回、議事をまた小林委

員長を中心に進めていただき、さまざまなご協議をいただければと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。 

では、小林委員長、よろしくお願いします。 

○小林委員長 それでは、座ったまま失礼をさせていただきます。本日の議事進行の確認を初めにさ

せていただきます。次第がプリントで配付されておりますけれども、ごらんのように、議事につきま

しては、（１）報告、（２）協議、（３）報告ということで３点ございます。それぞれ内容につきまして

は、また事務局等からご説明があろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 なお、この中の（３）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 ご異議がないようなので、非公開とします。本委員会の質疑等の内容につきましては、

第１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、ご承知おきいただければと思います。 

 それでは、初めに報告１、「諸調査の結果について」です。事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、まず調査については２点ご報告をさせていただきます。 

まず１点目ですけれども、「平成２８年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関

する調査」の結果についてご報告をいたします。問題行動等調査は、文部科学省が行う全国的な調査

で、毎年実施されているものです。暴力行為や不登校等についても調査したものですけれども、今回

はいじめに関する内容についてのみご報告させていただきます。 

資料をごらんください。まずは（１）発生件数の経年変化をごらんください。平成２４年度は、大

津のいじめが大きな問題となって大幅に増加したという年でございます。それ以降、本市においても

認知件数は年々減少してきましたけれども、平成２８年度は小学校が６９件、中学校が４６件と増加

に転じました。これは平成２８年度中に文部科学省及び東京都教育委員会から認知の解釈について指

導があったために、それ以降、学校の認知度の度合いが高まった結果と考えることができます。後ほ

ど今年度のふれあい月間の調査についてもご報告いたしますが、平成２９年度はさらに大幅に認知件

数が増加するものと考えてございます。 
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（２）の学年別の認知件数については、特に小学校１年生から３年生の認知件数が多くなってござ

います。日常の生活の中で頻繁に起こる児童間のトラブルのうち、早期からいじめとして認知してい

く意識のあらわれと捉えることができます。 

中学校では、１年生が３２件と最も多くなっております。これは、全国的な傾向と同様となってお

りますので、スクールカウンセラーによる全員面接、それから、スクール・バディ・サポートなど、

１年生に行ういじめの防止にかかる取り組みと関連させながら、今後取り組んでいく必要があると考

えてございます。 

（３）主な態様をごらんください。１つ目の区分は、最も多くなってございます。その多くが「嫌

なことを言われる」ということになります。悪気がなくても、受けた側が苦痛を感じる場合はいじめ

と認知されるということが浸透し始め、件数として多く上がっているものと考えられます。小学校の

「軽くぶつかられる」というのも２３件と多くなっておりますが、これも遊びの中で、しているほう

は何となく思っていなくても、受けている側が苦痛に感じた件数など、そういったものが入っている

というような状況でございます。 

重大事態については、平成２８年度中はゼロ件でございました。問題行動等調査についての報告は

以上でございます。 

続いて、資料の２枚目、「ふれあい月間（平成２９年度第２回）実施後の調査（不登校、いじめの

結果）」についてご報告いたします。東京都教育委員会は、年に３回、６月、１１月、２月を「ふれあ

い月間」とし、各学校におけるいじめや自殺、不登校、暴力行為等の問題行動への取り組みの状況を

総点検するとともに、問題行動の未然防止や早期発見、早期対応等につながる具体的な取り組みを推

進しています。今回のご報告は、１１月のふれあい月間後の調査として、不登校といじめに関する内

容となってございます。 

資料の１番は不登校でございますので、２番、「調査対象期間におけるいじめの認知件数」をごら

んください。調査期間は今年度、平成２９年度の４月１日から１１月３０日までです。平成２９年度

は、小学校で８１６件、それから、中学校で７３件、計８８９件がいじめとして認知されております。

昨年度の同時期は９３件でしたので、大幅な増加となってございます。これは第１回の本会でもご報

告したとおり、平成２８年度中に行われた文部科学省及び東京都教育委員会の指摘、指導を受け、平

成２９年度の当初からリーフレット等を用いて教職員に法令上の軽微ないじめも含めたいじめの認知

を行うよう周知した結果であるとお考えでございます。 

全国的にも、東京都の傾向といたしましても、この認知の度合いを高めていく取り組みは全国的に

も進んでまいりますので、恐らく平成２９年度の東京都または全国的ないじめの認知件数は全体とし

てもかなり増加するのではないかと予測してございます。 

学校のいじめに対する感度や取り組みが高まっていると見ることができますので、教育委員会とし

ては、この結果を肯定的に受けとめているところでございます。 

ただし、この認知の方法をどのように実際の指導に結びつけていくかということについては、今後

の課題であると考えてございます。日常の軽微な内容であっても苦痛を感じるような出来事が積み重

なったり、軽微のようだが、本当は根深いものであったりといったことをいち早く捉え、取り返しの

つかないようないじめ事案に結びつかないように取り組んでいく必要があると考えてございます。 

報告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、ただいま担当指導課長より諸調査の読解について
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の説明がございました。１つは、文部科学省が行っている、いわゆる問題行動調査の結果であります。

２つ目は、これは東京都教育委員会が調査をしているふれあい月間における調査結果でございます。

それでは、このことに関しまして、ご質問やご意見等があればお願いをいたします。 

○山田副委員長 よろしいでしょうか。最初の諸問題に関しての調査の確認なのですけれども、いじ

めの（１）の折れ線グラフが発生件数になっているのですが、これは認知件数ということでよろしい

ですよね。 

○事務局 認知件数で、はい。 

○山田副委員長 わかりました。確認です。 

 それから、２点目、これも確認なのですが、２枚目のふれあい月間の調査が４月から１１月３０日

までで、１枚目は、これは年度なので、４月１日から３月３１日までということで、いじめの認知件

数が若干過去のやつを見ると、どれも２枚目のほうが少な目に出ているように思うのですが、それは

時期の問題によるもので、２つの数字のいじめの定義であるとか、認知のプロセスは変わりないと理

解してよろしいですか。 

○事務局 今おっしゃっていただいたとおり、これについては１１月３０日までの認知件数というこ

とで、経年で並べたものがふれあい月間のほうとなってございますので、この１１月３０日以降認知

した件数が加わると、問題行動等調査の年度の認知件数となってございます。 

○山田副委員長 わかりました。それからもう１点、これは別途確認なのですけれども、２枚目のふ

れあい月間の資料で、小学校の認知件数は飛躍的に増加したということで、飛躍的に増加しているの

ですけれども、これは法令上の軽微ないじめを認知するとした場合、素直に考えると小中学校とも増

え幅がそんなに変わらないはずであってもおかしくないと思うのですが、小学校は、これは非常に、

１６倍ぐらいですか、増加していて、中学校だと１．８ぐらいですか。どちらも飛躍的にふえている

のですけれども、特に小学校でふえたというのは、何か背景なりあるのか。事務局としてのお考えを

お聞かせいただければと思います。 

○事務局 このいじめの認知件数のほとんど多く計上されているのが小学校の低学年でございまして、

これまでは泣きながら訴えてきたような事案というものについては、日常の生活の中で起こる人間関

係のトラブルであるというような形で、学校のほうがいじめとしては認知してこなかったものでござ

います。そういったものについても細かく見るというようなことをした結果、やはり爆発的にふえて

いるのは小学校の低学年ということになってございますので、今現状としてはそのような数値で上が

ってきている状況でございます。 

○山田副委員長 わかりました。 

○小林委員長 では、岸委員、お願いします。 

○岸委員 １ページ目のほうの（２）のほうの学年別の認知件数なのですが、小学校では小学校３年

生の学年で一番多くなっている。それから、中学校では、中学１年生が一番多くなっているという現

状なのですけれども、小学校の場合にはある程度、そのぐらいの年齢が学校にもなれて子どもたちの

自我も発達してということも考えられます。中学１年というのは、幾つかの複数の小学校が学校区で

一緒になってという事情もあると思うのですけれども、小学校のときにいじめの授業とかいじめの話

とかは聞いて、そういう経験はあると思うのですが、その上で多くなっているというのはどのように

お考えでしょうか。 

○事務局 こちらについては、やはり全国的な傾向というようなことで、やはり発達の段階の中で、
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まずは小学校から中学校への大きな転換があったということ。それから、人間関係のさまざまな構成

の変化とか考え方とか、大きく変化、揺れる時期でございまして、そういった過程の中で、子どもた

ちがいじめというような形で行動に出てしまうということが傾向として多い形になってございます。 

 こちらのほうの認知で上がってくる事例などを見てみましても、やはり中２、中３のいじめの認知

というのは、結構根深かったりとかするのですけれども、中１のいじめというのは、本当にかなり気

楽にやってしまっているという部分もあったりとかして、件数としてやはり上がってくる数が多いな

という印象がございます。やはり今も取り組んでいるところでございますけれども、中１の段階での

手だて等しっかりと行っていく必要があるかなと考えているところでございます。以上です。 

○小林委員長 ほかによろしいでしょうか。 

○山田副委員長 よろしいですか。これは質問ではなくて意見でもよろしいですか。 

○小林委員長 もちろん、意見でも結構でございます。 

○山田副委員長 これは可能な範囲でご検討いただければと思いますが、２つありまして、１つは、

ふれあい月間でいじめの認知件数が小学校で特にふえたということで、これは先ほどの説明で事情は

承知しましたけれども、ぜひ学校現場に、やっぱり２０倍近くふえているというのは、かなりの負担

がかかっていると、逆に深刻なケースを見逃すことにもつながりかねませんので、ちょっとその手続

や、低学年にふえてこれだけ認知件数が上がったということを学校現場としてどう受けとめていて、

何か手続を工夫すれば負担がふえないような手だてをしたほうがよろしいのかなと思いました。もう

既になさっているかもしれませんけれども、可能な範囲でご検討いただければと思います。 

 それから２点目ですけれども、ふれあい月間、今、指導継続中の件数というのが書かれていて、こ

れは大変重要な数字だなと思うのですけれども、例えば、どちらで数字を出すのかはわからないです

けれども、いじめの認知件数の経年比較をしていますけれども、指導継続中の件数みたいなことも合

わせて示していただくと、特に認知件数がふえた後、この数字をどう考えるのかというときに、やは

り指導継続中のケースというのは、慎重な取り扱いを要するという判断が現場でなされていると思う

ので、ちょっとそういう数字も合わせて経年比較ができるように、２枚目の資料など見ていただけれ

ばいいと思います。問題行動等調査ではそういう数字を出していないのかもしれませんけれども、年

度の区切りでも単に認知件数を出すだけではなくて、その中でどれぐらい指導が継続しているのかと

いうことも合わせて示したほうが、特に数字がふえてなかなか何を比べていいのかもよくわからなく

なりますし、認知件数がふえることは結構なことだと思うのですけれども、その中でやっぱり気をつ

けて学校現場で把握しているケースがどれぐらいなのかということと合わせて何か整理していただく

と、こちらとしても状況がより正確につかめますし、変化を見る上でもいいかなと思うので、もし可

能であれば、ご検討いただければと思います。以上です。 

○小林委員長 今のご意見に対してのお話でございますね。指導担当課長、お願いします。 

○事務局 どうもご意見ありがとうございます。１点目の学校現場の負担についてなのですけれども、

これまではやはりいじめとして認知した場合は、その対応も全て教育委員会に書面で報告するという

手続をとっていたのですけれども、これだけの件数、軽微ないじめまでも全部、それを報告するとい

うのもこれは物理的に難しいということで、軽微ないじめについては、こういった調査のときの件数

だけ上げていただくということで、学校の中で簡易な形で共有できるような形を今はとっているとこ

ろでございます。これについてもまた学校のほうにご意見いただいたとおり、調査、聞き取り等して、

負担等をできるだけ取り除く中で、認知の度合いを高めていただけるような形で進めていきたいと考
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えてございます。 

 それから、継続しているものについては、これは問題行動等調査でも調査があるものなので、こう

いったところで今後お示しするような形でわかりやすく傾向がつかめるように努めていきたいと考え

てございます。 

○山田副委員長 わかりました。ありがとうございます。できれば、割合も出していただけるといい

ですね。すぐ出せますけれども、多分数値の変動が大きいと、数だけ見てもトレンドがつかめないの

で、比率も含めて。 

○事務局 １点補足だけさせてください。ふれあい月間の指導継続中という定義なのですけれども、

東京都のほうから、３カ月間は様子を見なさいということがあります。なので、１１月末でこの数と

いうのは、１１月ですから９月以降に発生したものについては全て解消していても経過観察中という

ことになるので、ちょっとここの数字がこれだけ大きくなってきているということがあります。補足

をさせていただきます。 

○山田副委員長 なるほど、わかりました。そうすると、あまり意味がないかもしれないです。どん

なケースであっても経過しているということであれば、単に３カ月前に発生した件数を反映しただけ

だと、あまり意味がないと思いますので、そこは済みません、不勉強であれなのですけれども、そん

なのであれば、無理に数字を出す必要はないと思います。ただ認知している件数だけではなくて、そ

の中で気にして見ているケースというものの情報があれば、それとセットで示したほうがよいという

趣旨で発言いたしましたので、その数字がなければ致し方ないと思いますけれども、可能な範囲でご

検討いただければと思います。以上です。 

○小林委員長 では、長谷川委員。 

○長谷川委員 済みません、確認なのでもしご存じであればということなのですが、１ページ目の（３）

主な態様で、その他で小学校１０、中学校１が出ているのですけれども、どういったものがその他と

いうことで上がっているのか、もし情報があればいただけますでしょうか。 

○事務局 この小学校の件等については、ここの学校のほうで、このものについて該当しないとか、

それから、態様としてわからないというものもあるのですね。例えば、誰にやられたかわからないと

か、そういったものであるとか、ここには盗まれたり壊されたりとありますけれども、何か書かれた

りとか、そういったものとかを小学校の段階、どこに分類していいかちょっと不明瞭なものについて

ここに入ってくるというようなことで、１０件が１０件これですというものではないと捉えていただ

ければと思います。以上でございます。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○八巻委員 よろしいですか。２ページ目の一番下の表の読み方をもう１回ちょっと確認なのですが、

これは４月１日から１１月３０日までというのは、平成２９年度のことだけですね。そうすると、平

成２６、２７、２８年は１年間分ということですね。 

○事務局 ここに上がっているのは、ふれあい月間のときの経年、この時点ということになりますの

で、全て平成２６、２７、２８年も１１月３０日まで、この期間のときの過去のデータをここで示し

ているということでございます。 

○八巻委員 ふれあい月間が何月と何月なのですか。 

○事務局 ふれあい月間自体は６月と１１月、それから２月にあるのですけれども、そのうち調査す

るのが６月と１１月でございまして、今回載せさせていただいているのは１１月の調査ということで
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ございますので、４月１日から１１月３０日までの認知件数を上げるようにという調査になってござ

います。 

○八巻委員 １２月から３月までのいじめの件数はどうなっているのですか。 

○事務局 それについては、その後、問題行動等調査という形で、年間、年度ではどうだったのかと

いうような全国的な調査になりますので、そこで認知をしていく、件数として計上していくという形

になります。 

○八巻委員 先ほどの３カ月見守りというのがちょっとよくわからないのですけれども、ただ、どう

なのだろう、この表、１年間ぎゅっとまとめてよりは、ふれあい月間がそれぞれあるので、それぞれ

ごとに件数がわかれば、１年間の中でどういうふうにいじめの数が推移するのかと見たほうが、その

グラフを見て先生方がいじめの指導でちょっと評価するとか、年間１つではなくて、せっかくふれあ

い月間が３回あるので、３回の時点でのそれぞれのいじめの件数の折れ線が、１年間でわかれば、せ

めて１年間の中での推移がわかるという点ではわかりやすいと思うのです。ただ、３カ月見守りなの

で、そうすると、４月の時点で前の３カ月からのを引きずるのですかね。そこら辺の認知の仕方がち

ょっとよくわからないのですけれども、この３カ月はもう文科省のルールなのですね。 

○事務局 そうですね。これは東京都のほうの取り組みで来ているので、アンケート調査等を年間３

回以上やれということになってございまして、大体学校はこのふれあい月間に合わせての調査をして

いるのですね。そのうちの６月３０日までのまず１回目調査ということで認知件数を上げ、その後、

今度１１月の末、１１月３０日の段階でもう一度件数について上げ、３学期はもうそのまま、今度、

問題行動等調査で最終的な集約になるので、東京都としては実施しないのですけれども、文科として

の最終的な件数が出てくるということでございますので、累計をやっていくと、１学期、２学期、３

学期、どのあたりでぐっと増加していくのかという傾向は確かに見てとれるのかなと思っています。

ありがとうございます。 

○山田副委員長 細かい変動がわかると、この規則性があれば、この時期に注意するということがで

きるかもしれないですね、おっしゃるとおりですね。規則性があまりないならしようがないかもしれ

ません。 

○八巻委員 学期ごととかがいいのかもしれない。恐らく６月、１２月、２月というのは、学期と関

係ないですよね。夏休み、冬休みは自然になくなるので、１学期、２学期、３学期で集計したほうが、

学校の生活の中でのいじめという見方ができるかなと思いますね。 

○事務局 よろしいですか。一応、３つの大きなタームで見るというのが非常に重要かと思うので、

今後は６月と１１月、それから年度末、どういうふうに推移していくかというのをちょっとあらわせ

るように工夫していきたいと思います。学期の終了の時点でというのが、これはちょっと東京都の調

査の締め切りというか、基準のところであるので、申しわけないですが、ちょっと私どものところで

何ともしがたいものがあるのですが、一応大きな３つのくくりで見ていくということは、これはちょ

っとやっていきたいと考えます。 

○小林委員長 ちょっと私から１つ、意見というか、思っていることをお話しさせていただきますと、

１枚目の文科省が行っている問題行動等調査の（２）の認知件数ですけれども、ここでは、本市では

中１、続いて小３ということなのですが、全国的に見ると、これが実は逆転していて、小学校３年生

のほうが多くなっている、中１を抜いているのですね。ずっとこれまで中１が断然トップだったので

すけれども、このいわゆる調査の認知のあり方を少し変えてみると、小学校３年生が一番、発生件数
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として多いというのが、新たに出てきた傾向なのですね。実は中１が多いというのは、これ以外にも

不登校の数も中１から非常にふえるということで、これが俗に言う「中１ギャップ」ということなの

ですが、実は、いじめの発生件数もこれまで中１が一番多かったということで、「中１ギャップ」とい

う言い方はあまりしないのですけれども注目に値するといえます。この辺のところは、なぜかという

のがなかなか特定できず、なかなか難しい部分があります。特に不登校に関しては思春期を迎える、

子どもたちの発達段階に伴う課題ではないかとか、なかなか限定できないのですけれども、要因は、

いろいろ考えられます。その中の１つとしてあげられるのが小学校と中学校の段差が要因としてあげ

られます。かつてはその節目の指導、ステージを変えるということによって、教育指導の充実を図っ

てきました。要するに、中学生になることによって、新たなスタートが切れるというようなことがあ

ったのですが、むしろ今の子どもたちはこの違いが逆にプレッシャーになっていまして、小から中の

円滑な移行が重要ではないかということで、小中の連携教育とか、一貫教育の重要性が注目されてい

ます。もちろん中１ギャップを何とかしていくということだけが小中一貫教育の目的に結びつくもの

ではありませんが、それはいじめ問題の解消を考えるときに、１つの重要なヒントというか、突破口

になるのではないかと思います。 

 しかし、今回、小３の発生件数が多くなり、低学年から中学年に移行する年代で、件数がふえてき

たというのは新しい傾向で、これに対して、本市としてどのようないじめ問題の未然防止を含めて対

応していくかということを考えていく必要があるのではないかなと思います。これについては、さま

ざまなことが考えられるとは思うのですが、今、この委員会の中で、この時間の中で、到底語り尽く

せないものもあると思いますので、この点について課題意識を持っていきたいと思います。また、今

後、事務局としても、できたら、このあたりの課題を踏まをえた研修体制をどうしていくかなど、ご

検討いただけるといいかなと思いますし、私たち委員の立場としても、そういうところを頭に入れな

がら、小学生の低学年から中学年への指導のあり方について心にとめておく必要があるのではないか

なと思うところであります。 

 私からは以上なのですが、ほかにこの件に関して何かございますでしょうか。 

○事務局 参考までに、６月末のふれあい月間のデータがあります。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

○事務局 ６月の段階では、それほど爆発的というぐらいにはなっていなかったのですが、その後、

校長会、副校長会、生活指導主任会とか、さまざまなところでもう一回、軽微ないじめということで。 

○事務局 今年度の６月３０日の段階ですね。２学期はガッとふえるという状況です。 

○小林委員長 でも、やっぱりかなりふえていることは事実ですね。 

○事務局 ふえていることは間違いないです。これは４月当初に認知しているので、その後も繰り返

し軽微ないじめについてはお話ししたので。 

○山田副委員長 でも、小学校はここからが逆にすごいですね。 

○小林委員長 そうですよね。伸びがちょっとね。 

○山田副委員長 そうですね。 

○事務局 はい。ですので、ちょっと今年度はやはり周知期間というような形になっているので、来

年度はもう大体かなり共通理解のもとでスタートしていくという形になるので、そういった状況でご

ざいます。 

○小林委員長 これは余計なことかもしれませんが、このあたりの伸びというのは、山田先生のご専
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門の分野に当たっても、かなり注目に値する数字ではないかと思うのですけれども。 

○山田副委員長 そうですね。あまりこんなに変動することはないので。 

○事務局 子どもたちの側というよりか、もう完全にこちら側の。 

○山田副委員長 そうですね。 

○事務局 捉え方の変化ですね。 

○山田副委員長 やっぱり大きな事件が社会的に注目された後の変化に近いようなジャンプですね。

ですから、やっぱり周囲の受けとめ方の違いなのかなという感じはいたします。 

○小林委員長 それでは、この件についてはほかによろしいですか。 

それでは、次の議事に移らせいただきたいと思います。それでは、次に２番目の「教員等からのヒ

アリングを踏まえた学校への助言について」の協議を行います。初めに事務局から補足説明がありま

したら、お願いをいたします。 

○事務局 それでは、私のほうから補足の説明をさせていただきます。今年度は、年間を通じて学校

の教員に対して何か助言ができないかということで、テーマとして取り組んでいくことを第１回の本

会で確認をしていただいたところです。まずは学校の実情を教員等の生の声から把握していきたいと

いうことで、今回第２回及び第３回は委員の皆様に学校を訪問していただき、教員等から直接ヒアリ

ングを行っていただきました。第２回は国立第一中学校及び国立第二中学校。第３回は、国立第三小

学校及び国立第四小学校に訪問していただきました。机上の資料にその報告要旨を示させていただい

ております。事前にメモみたいな形ではありましたけれども、送付もさせていただいておりました。

参加されていない会の内容についてもご確認いただければと存じます。 

 今回の協議では、学校を訪問してお感じになられたことなど共有していただき、教員等からのヒア

リングを踏まえた学校への助言の内容についてある程度ご協議いただければと存じます。ご協議いた

だいた内容については、第５回までに事務局で整理させていただき、実際に学校への助言の内容の案

としてお示ししますので、さらにそこでご意見をいただければと存じます。 

 整理した内容については、平成３０年度の当初に学校に何かしらの形で示していきたいと考えてご

ざいます。今回は、学校訪問をしていただいたこともありましたので、十分に吟味していただくとい

うことが時間的に厳しい状況がありますので、過去２年間つくってきたようなカラー刷りの完成され

たリーフレットの作成というのは難しいかなと考えてございます。今回は、学校がいじめ対策を進め

る上でのヒントとなるような視点についてまとめていただき、資料という形で学校に示させていただ

ければと考えてございますので、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、これはもう半年ぐらい前の状況ということになっ

てしまいますが、運営上、またいろいろ日程の都合上、私どもが二手に分かれまして、それぞれ小学

校、中学校、各委員が１校ずつお伺いをして、直接、管理職の先生だけでなく、それぞれの担当の先

生から直接お話を伺うという貴重な機会を得たわけでござまいます。今申し上げましたとおり、少し

前のことになりますので、多少記憶が薄れてしまっている部分もあるかと思いますが、主なものに関

しまして、事務局のほうでこのようにプリントを、資料をつくっていただいております。これをもう

一度振り返りながら、そこで感じたこと、またこれについてはぜひ今後も取り組んでもらいたいとか、

さまざまなお考えがあろうかと思います。また、率直に言って、もう少しこういうところをというよ

うなお気持ちを持たれた委員の方もいらっしゃるかもしれませんので、そのあたり、今日ここでお話

を出していただいて、ある程度の提言というような形に結び付けていきたいということでございます。
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初めから何か提言的なものを意識してしまいますと難しいですので、とにかくお感じになったことと

か、特に印象深く思ったこととか、どんどんここで出していただきまして、そして共通理解を深めて

いきたいなと思っています。では、委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田副委員長 済みません、最初に、事前配付の資料をザッと目を通したのですけれども、第２回

報告の訪問者に私の名前が入っているのですが、多分それは何かの、その日はたしか。 

○事務局 なるほどですね。失礼しました。申しわけありません。 

○―― 国立二中。 

○山田副委員長 そうですね。私は四小には行った記憶があるので。 

○事務局 済みません、申しわけございません。 

○山田副委員長 日時も３１日で月曜日になっているのですけれども、８月３１日は木曜日かな。 

○事務局 失礼しました、ごめんなさい。 

○小林委員長 その辺はもう一度確認していただいて。 

○山田副委員長 済みません、ささいなことで申しわけないですけれども。 

○小林委員長 いえいえ、大事なことですので、訂正をよろしくお願いいたします。１個１個の個別

なことももちろんいいのですけれども、全体的な学校にこのようなことで伺っての印象でも感想でも

よろしいかと思いますので、どうぞ自由に出していただきたいと思います。 

○田島委員 では、よろしいですか。一中に行かせていただきました。校長先生のお話は大変正論と

申しますか、さすが管理職の先生だなというお答えをいただいたと思います。中堅の教員の方、若手

の教諭の方それぞれ伺いましたけれども、特に中堅の先生はちょっとベテランになってきて、子ども

たちとの関係づくりをとても大切にしたいとお考えのようでしたけれども、時間的な、子どもとの会

話をする、そういう時間がとても取りにくいということが、とても気にかかっていらっしゃるのだな

ということをすごく感じました。やはり子どもたちとの放課後ですとか、やりとりの中で、こんなこ

とがあったのだよということがわかる場合が多いと。そういう意味でアンテナも高くしているつもり

だし、そういう子どもたちとの時間を大切にしたいのだけれども、特に何校か回ってきて、ここは忙

しいということをすごくおっしゃっていました。あとは、やはり一概にやられる側とやる側とあって、

やるほうがとにかくだめ、やってはいけないのだよという指導をしていると校長先生はおっしゃいま

すが、実際、担任の先生からは、双方の意見をやはりちゃんと聞かないと学級経営は難しいですとい

うことはおっしゃっていましたので、そういう部分で現場の先生と管理職の先生の間にちょっとギャ

ップというか、温度差があるかなとは感じました。以上です。 

○小林委員長 ありがとうございます。今、２点出していただきましたけれども、特に１点目は時間

との兼ね合いで、盛んに働き方改革のことが出ていますので、日常なかなか忙しくて子どもたちとの

ふれあい、そういう点では実態の把握が難しくなってくるということが危惧されるのではないかと。

それから、指導のあり方ですね。そういうところについても今お話がありましたが、そのことについ

てでもいいですし、また別のことでも結構ですので、どうぞ自由にお出しください。時間的にも少し

前のことですので、ちょっとお読みいただいて、その後またいろいろ伺ってもいいかなと思います。 

○田島委員 では、済みません。小学校を訪問した感想を述べさせていただきますと、やはり中学校

と比較しても、小学校の担任の先生は子どもと一緒に過ごす時間が長いと思いますので、そういう点

からも、とても言葉のかけ方ですとか、指導の仕方が丁寧でよく考えてご指導いただいているなとい

う感想を持ちました。 
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○小林委員長 ありがとうございます。 

○山田副委員長 私は第四小学校を訪問いたしました。先ほどのご発言と重なる印象なのですけれど

も、かなり丁寧に指導されていてやっておられるなというのが全般的に感じた印象ですね。それから、

主任の阿部先生のヒアリングで、きょうの冒頭の話とも重なるのですけれども、低学年が非常に、日

常的なトラブルというか、成長の過程の中で、子ども同士がぶつかり合うというのはある意味、日常

なので、それを小学校のカウントがすごくふえたという、最初の話ともつながるような聞き取りの内

容だったのかなと、阿部先生ご自身が低学年の学年を担当されておられて、細かなことをちゃんと目

を配りながらどう交通整理していくのかということがすごく大事な仕事なのかなと、雑感に過ぎませ

んけれども、そういうことを思ったということです。ですから、それをこちらの関心に引きつけて申

し上げると、やっぱり感度を高めていくということと、それから、その中でやっぱり対応が必要なケ

ースと、学校の日常として起きる、あるいは、成長のプロセスの中で当たり前のように起こっている

ような、そういうことをどうやって区別するのかというのがすごく、特に低学年なんかで問われてい

るなということを改めて思いました。 

 私は中学校に１校しか行けなかったので比較はできないのですけれども、多分、低学年、中学年、

高学年、それから中学校でも、学年によって子どもの間の人間関係上のトラブルというのは性格が違

いますし、その中で特に気になることは何かと言えば違うので、何かそういう子どもの発達段階とい

うか、あるいは、学年のくくりの中でどうやって気になるケースと、これは注意深く見守っておけば

大丈夫なケースと区別するのかが、学校にとっては課題なのかなという印象がありますね。それから、

やっぱりその学区の保護者の特質とか、学年ごとのカラーも違いますので、そういうどの学校でも共

通して配慮すべきポイントみたいなことの洗い出しであるとか、それぞれの学校やそれぞれの学年の

ユニークな特徴の中で気になること、事情をしばらく様子を見てもらうことの振り分けができるよう

な仕組みが何かあるといいのかなと思いますが、ちょっとその辺は、どうしていいのかはにわかに浮

かばないですけれども、いずれにしても、何か情報を共有して、気になることと、しばらく様子を見

ながら冷静に対応することの、そういう知恵をどうやって現場で蓄積していくのかがポイントになっ

てくるのかなという印象を持ちました。ちょっとまとまりがないですけれども、ひとまずそんなとこ

ろで雑感を申し上げた次第です。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

○長谷川委員 長谷川も国立の二中さんを訪問させていただいたところなので、その学校さんの感想

に近いのですけれども、話を聞く前と比べると、学校全体でこの文科省の認知の変更に対応するとい

うのを皆さん意識されていたなというのが一番大きな印象でした。若手の先生、中堅の先生、生活指

導主任、３人の先生に、校長先生とお話しした後お話を伺ったのですけれども、もうまずはきちんと

認知をしたものは上げると。上げた上で、先生たちできちんと情報、連絡を密に取りながら対応をし

ていこうということは、どの先生も一貫してお持ちだったということで、今まで見逃されていたかも

しれないものが拾われる環境というのは生まれているのではないかと思いました。 

 他方で、若手の先生は、結構そのいじめについて難しさというか、どう対応していいのか悩みなが

らやっていますというようなお話をいただいていたのですけれども、中堅の先生や生活指導主任の先

生は、恐らくベテランということで、敬遠を積まれた上で、あまり悩みは見せていないということが

あって、きちんとフローというか、対応について確たるものをお持ちなのであれば、それはそれでい

いと思うのですけれども、その若手の先生がもし認知した上で困っているときに、そういう先生を支
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えながら対応できたり、その先生がどうしたらいいのかということを相談できる、そういう体制づく

りというのがプラス・アルファされるとよりよいのかなと思った次第です。済みません、ちょっと感

想めいたもので恐縮ですが、以上です。 

○小林委員長 いえいえ、ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。 

○八巻委員 よろしいですか。本当にもう昔をゆっくり思い出すので、なかなか思い出せない。私の

中に残っている印象は、ともかくどの先生、中学校と小学校、どちらも行ったのですが、もう皆さん

頑張っていらっしゃるなと。よくやっていらっしゃるなという印象はともかく残っているのですね。

その中で、中学校のときに、振り返りのときに私から提案した、成功の責任追及という考え方ですね。

これは、やっぱりぜひ何かいい形で提案できればいいかなと思うのですね。だから、何で失敗したの

かということを人間は考えるのですけれども、何でうまくいったのかということはなかなか考えない

のですね。あと、自分でもよくわからないから、かえって他人に指摘されたほうがよかったりするし、

あと、正直、先生方の立場からすると、校長先生とか、あと外部の人から、ここはうまくやっていま

すねとか、ここはすごくよかったですねと指摘していただいたほうが、自分自身もそうですし、あと、

成功事例としても共有できるというか、そこら辺のどうしてうまくいったのかというところは、あえ

て出したほうがいいかなと。うまくいかなかった例よりも、うまくいった例のほうをちょっと１つの

事例を出して、もし少し分析できれば、あと解説できれば、我々のほうで少しこういうところがうま

くいったのではないかというコメントもつけて、各学校に共有するということは大事かなと。それは

やっぱり改めてこの資料を読ませていただいて大事な視点ではないかなと。いじめ問題に対して、や

っぱり失敗ではなくて成功のほうを重視するという考え方は少し提言してもいいのかなと。それは改

めて思いました。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。岸委員。 

○岸委員 私は中学校が第二中学校、それから小学校のほうは第三小学校を見させていただきました

けれども、時間がたっていますので、感想的なことになってしまいますけれども、二中のほうは、校

長先生のリーダーシップが結構、徹底しているなという印象をまず受けました。そして、ベテランの

生活指導の先生、この先生を中心に、いじめに対して組織的に動いているという印象を受けた学校で

す。 

 そこで１つ問題になったのが、カミングアウトできている子はいじめからかなり早く問題が解決し

ていくという話も出ました。しかし、むしろカミングアウトできないことが日常であって、そういう

対応をどうするかがちょっと疑問に残りました。 

 それから、三小のほうに飛んでしまいますが、校長先生が、三小の強みは機動力とおっしゃってい

ましたけれども、まさに組織的にうまく回っているという感じがしました。毎週行っている先生方全

体の打ち合わせ会とか、問題があればそこに出していくことをおっしゃっていました。現場の若手の

先生は、とても大事だと思うのですが、子どもたちの中でヒエラルキーをつくらない。子ども同士で

注意をさせるのではなくて、注意をするのは先生ですよ。これはとても大事なことだと思います。そ

れから、ふだんの指導の中ではひとりぼっちをつくらない。そういう指導を心がけている。そういう

ことをおっしゃっていまして、それが子どもたちに対応する初期的な態度かなという感じがいたしま

した。雑駁になりますけれども。 

○小林委員長 ありがとうございます。今、委員の方々が大分お話しされたことにダブることが多い

のですが、全体的な印象としては、やはり担任の先生初め、それぞれ担当の先生方が一生懸命取り組
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んでいるという、印象でありました。 

 そういう中で、やはり私が感じたのは、先ほど田島委員もおっしゃったように、時間との戦いとい

うのでしょうか。そういう難しさはあるのかなと。少し矛盾するような思いを持ったのも正直なとこ

ろです。 

 それから、先ほど岸委員がカミングアウトの件をお話しされましたが、これは国立二中の中でそう

いうお話があったのですが、そのとき感じたのは、そこでカミングアウトできない、それをすればい

じめられるのではないか、また、蔑視されるのではいかという思いというのは、当然大人でも思いが

ちだと思いますし、そういう子どもの悩みにどう応えていくかということを考えたときに、やっぱり

学校の中でいかに１人１人の人権を大事にするかという視点を丁寧に日ごろから人権を大事にする教

育をしていくことが重要であると痛感します。それはただ単にいじめの指導だけではなくて、いろい

ろな場面で指導していく必要があるのかなと非常に感じました。 

 私も、やはり岸委員がおっしゃった、管理職のリーダーシップというのは非常に大きいなと思いま

す。実際に子どもの前に立って指導するのは、各担任の方、それぞれの担当の先生方が中心になって

おやりになるのですけれども、それを支えるというか、それをまとめていくというか、力をつけてい

くために、管理職の役割というのは、特にいじめ問題等については、その真価が問われるのかなとお

もいます。いい意味でそれぞれ各学校の、私が訪問した２校の管理職の先生方は的確にやっていらっ

しゃいますので、そういった意味では印象深いので、まさに先ほど八巻委員が言われたような、成功

したいい事例ということをもっと広めていくというお話がありましたけれども、そういう観点から、

ぜひリーダーシップのあり方、また、組織力のあり方というのは啓発していくことが大事かなと思い

ます。やっぱりそのいいものを先ほどのお話のように、分析したり、解析したり、さらにはそれを啓

発して多くの学校で共有していくということは、ぜひこれからも進めていってもらいたいなと思うと

ころであります。 

 ほかによろしいでしょうか。 

○八巻委員 ちょっと本題と外れてしまう話かもしれないのですが、私もこの時期から半年近くあっ

て、いろいろいじめ絡みの研修会とか講演会にかかわることがあって、ちょっと特化したあれかもし

れませんが、東京都北区のいじめ問題についての講演会をしたのですね。そのときに、北区のほうか

らはっきりと講演の内容に入れてほしいとオーダーがあったことがあって、それはＬＧＢＴの話です

ね。これをチラッと見たら、「さん」、「くん」をつける、未然防止にと、③の１とあるのですけれども、

これはもういじめになってしまうのです、ＬＧＢＴに関しては。「くん」といわれることとか「さん」

といわれることで、やっぱり傷つく子どもたちがいる。でも、大人としては当たり前、あと、そうで

ない子どもたちにとっては当たり前なのだけれども、本人にとってはいじめにつながるという、ちょ

っと新しい１つのいじめ問題だと思うのですね。それに特化して……するかどうかはともかくとして、

何か新しいいじめのものに対して、やっぱり先生も、あと子どもたちも学ぶ機会というか、実際、Ｌ

ＧＢＴ、ご存じかもしれませんけれども、やっぱりＬＧＢＴの授業をやる取り組みとか、そういった

ものが実際に始まっていて、そういう未然予防という中で、新しいタイプのいじめが出てきていると

いうのは、ちょっと無視できないことなのかなと思ったので、北区がはっきり言ってきたものですか

ら、相当北区のほうではもう問題になっているようです。私も言えませんけれども、実際事例でそう

いうＬＧＢＴで悩んでいるお子さんのケースを担当したりとかしていますので、どれぐらいいるのか

ということよりも、まず実際にあるという自体で少し何かできることがあれば、もう始めていっても
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いいのかなとは思います。ちょっと本題とそれてしまったら済みません。印象です。 

○小林委員長 こうした人権教育の視点からいくと、人権上の課題というのは、どんどん拡大してい

るといえます。理解が深まるほど、さまざまなことが取り上げられるということで、やはり教員も研

修していく必要があると思います。特にＬＧＢＴに関しては、このところ、文科省も都教委も相当力

を入れて取り上げていますので、本市においても、やはり同様に、委員ご指摘のとおり、しっかりと

取り組んでいく必要があるのかなと思います。 

○事務局 補足をさせていただきたいと思います。今、話題に挙がっているＬＧＢＴについてなので

すけれども、実はこの４月１日から国立では条例が、後ほど資料をお持ちしようかと思っております

が、女性と男性、多様な性に関する条例、後ほどお持ちしますが、その中でやっぱり教育関係者の責

務ということで、しっかりそういう知識をつけることと、しっかり対応することということが盛り込

まれていますので、今、大変貴重なご意見をいただいたところですので、何らかの形で教員向けに周

知する、これもいい機会ですので、盛り込めたらなと思っています。後ほど条例の概要の資料をお持

ちしたいと思います。 

○長谷川委員 多分一部になってしまうと思うのですけれども、それこそ小学校、中学校のトイレ、

男子トイレ、女子トイレ、どっち入るか悩んでいることで、それでからかわれたりとか、そういうこ

とも結構容易に想定できるところなので、実際のいろいろな事例をまずは把握するというか、それも

含めた認知を少し意識するというのは必要だと思います。弁護士会内でも、もう最近はＬＧＢＴの研

修が始まったような状況なので。 

○小林委員長 先ほどご指摘があった「さん」や「くん」の使い方もですね。いわゆるジェンダーバ

イアスをかけてしまうということがあって、別に「さん」で統一して問題ないのではないかと。これ

はかなり前から言われているのは、いわゆる名簿ですね。混合名簿で全く支障ないのではないかとい

うこと。実は、かなり学校は理解をして実践しているのですが、まだまだ残念ながら、その辺のとこ

ろは欠落している部分があるので、それは本市に限らずどこも似たような状況があると思いますので、

やっぱり国立が、そういう意味では、まず先駆的にどんどんと取り組んでいく必要があるのかなと思

いますね。 

 質問ですが、本市の混合名簿の進捗状況というのはどんなものなのですか。 

○事務局 混合名簿等については、主としてこういうふうにしていきましょうというような方針は立

ててございませんで、学校の判断で今、つくって、使っている学校もあるし、使っていない学校もあ

るというような状況になっております。 

○小林委員長 詳細の実態把握はされてはいない。 

○事務局 どこの学校がどういうふうに使っているというのは、今現在の進捗はまだつかめていない

状況です。 

○小林委員長 なるほど、わかりました。 

 それでは、よろしいでしょうか。この点については、この場で成果をまとめるというのはとても難

しいと思いますので、申しわけないのですが、きょうここで出されたような内容に関してを特に強調

していただきながら、事務局で、何らかの形でまとめて形にしていただいて、次回の会のときにそれ

を再確認していただくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○小林委員長 それでは、次に進めさせていただきたいと思います。３番目は、「いじめの重大事態に



 １５ 

ついて」ということでございます。この事案につきまして、経過報告につきましては非公開となりま

すので、本日は傍聴の方はいらっしゃいませんので、このまま進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず事務局から報告をお願いいたします。 

 

【非公開議事】 

 

 

○事務局 ありがとうございました。 

 小林委員長、どうもありがとうございました。さまざまな観点から、我々の気づかない視点等をご

指摘いただきましたので、次回についてしっかりとまとめて、また示させていただいたところをご協

議いただければと思います。ありがとうございました。 

 では、事務連絡をさせていただきます。まず１点目、今から、先ほどの男女平等の関係の条例の骨

子について、新たに追加資料として配付させていただきます。それから、こちらの会議後回収の資料

については、机上に置いていっ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。 

○山田副委員長 こちらは取扱注意ですね。 

○事務局 そちらはお持ち帰りいただいて大丈夫です。 

○小林委員長 これもどうですか。置いていったほうがいいのでは。 

○山田副委員長 そうですね。 

○事務局 わかりました。大丈夫であれば。 

○小林委員長 持っていること自体が。 

○事務局 そうですね。では、Ａ４の１枚の概要版も置いていっていただければと思います。 

 では、条例の簡単な説明を課長から申し上げます。 

○事務局 済みません。閉じ方もいまひとつで申しわけありません。昨年１２月の議会に出た資料を

そのまま持ってきていますので、今これは案になっていますが、このまま議決されていますので、こ

のまま決定をしております。施行は４月１日なので、まだ施行はされていないということになります。

１枚目の条例案の特徴というところの（４）にありますように、この条例に関しては、教育関係者の

責務が規定されておりまして、男女平等参画意識の形成のために、教育関係者がどのようなことをし

なければならないかということが、２条、６条、１４条でうたわれているところがあります。もとも

とこの条例の表題を見ていただければわかるとおり、女性と男性及び多様な性ということで、先ほど

お話をいただいたところについても、この条例でカバーをしていくところかと思っておりますので、

いわゆるＬＧＢＴに対する対応が、今後のいじめの大きな課題になり得るということは我々も認識し

ているところでありますので、学校向けの資料等をつくる際に、何らかの形で盛り込めたらいいなと

思っております。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それから、大変急なお願いで申しわけなかったのですけれども、第１回に出席していただ

いた方については、議事録をお渡しさせていただきました。郵送して、本当に喫緊で申しわけござい

ません。きょう既にお持ちいただいている方については、こちらで預からせていただきます。また、

後日送っていただけるという方につきましては、返信用の封筒を後でお渡しいたします。後日送って

いただく方はいらっしゃいますか。では、小林先生と山田先生については、返信用封筒を後で作成し

てお渡ししますので、それに入れていただく形でご投函いただければと思います。 
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 それから、次回については３月になりまして、また改めてご案内いたしますけれども、間に合えば、

今回の議事録について、事前にお送りさせていただいて、その会に持ってきていただけるような形で

お願いできればと思います。３月１３日の火曜日、また１９時ということで、こちらの会場で行う予

定でございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 何かご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、長時間にわたりありがとうございました。以上をもちまして、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す。 

――了―― 


