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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２回） 

 

日 時：令和元年８月２７日（火） 

場 所：市役所３階 教育委員室 

出席委員：小林委員、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、武内指導主事、小島指導主事 

坂巻指導支援係長 

傍 聴 者：なし 

 

次 第 

1. 委員長あいさつ 

 

2. 議事 

（1）. 報告 1 『平成３０年度児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する調査』

の結果について。 

（2）. 報告 2 「ふれあい月間」（令和元年度）実施後の調査(不登校・いじめ)に関する報告につ

いて 

（3）. 協議 教員研修について 

 

3. 事務連絡 

 

                                               

 １ 委員長あいさつ 

○事務局 お時間早いのですけれども、皆さんお揃いですので始めさせていただきます。改めまして

こんばんは。国立市教育委員会いじめ問題対策委員会を始めさせていただきます。初めに小林委員長

よりご挨拶をいただきます。 

○小林委員長 改めましてこんばんは。本委員会も会を重ねるごとに、さまざまな角度から委員の

方々のお立場で発言をしていただいて深まっているものと思います。ちょうど夏休みが終わろうとし

て、いじめだけではなく、不登校その他さまざまな分野で新学期に向けて気になるところであります

けれども、また本委員会でいじめを通して子供たちの学校生活が充実していけるように、しっかりと

私たちの役割を果たしていければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

引き続き議事のほうに行かせていただきます。小林委員長に進めていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

                                               

 ２ 議事 

○小林委員長 それでは初めに本日の議事進行につきまして確認をさせていただきたいと思います。
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お手元に本日の委員会の次第がございます。２番の議事ですけれども、ごらんのように（１）報告１

といたしまして『平成３０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。続いて報告２、「ふれあい月間」これは令和元年度のものでございますが、実施後の調

査、これも不登校・いじめに関する報告についてでございます。そして、協議といたしまして、１０

月２９日に予定をしております教員研修についてということで、この３点、議事を進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 なお、本委員会の質疑等内容につきましては、これまで同様、発言者を明記して、その発言要旨に

ついて記録し、国立市のホームページに掲載をいたしますのでご承知おきください。 

 

                                               

 ２ 議事 （1）報告 1 

○小林委員長 それでは早速報告１でございます。平成３０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、事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 指導主事の小島のほうから報告をさせていただきます。 

まず、こちらの１枚物があるかと思いますけれども、ステープラー留めしてないほうです。こちら

がサマリー版になっておりますので、問題行動調査につきまして簡単にご説明させていただきます。

問題行動調査自体は、いじめだけではなくて、不登校ですとか暴力行為ですとか、学校におけるさま

ざまな問題行動に関しての調査となっているのですけれども、この会に関しましてはいじめ問題に関

してご報告をさせていただきます。 

 まず、（１）です。平成３０年度の発生件数は小学校が１，１１２件、中学校が１１４件でした。ご

案内のとおり、いじめの認知のあり方については国や区の指導もあり、平成２９年度に、軽微ないじ

めも含めた法令上に定められた定義に合うものを確実に認知していくことの周知徹底を図りました。

平成３０年度につきましても、年度当初からリーフレットなどを通し啓発を図ってまいりましたので、

認知の精度は維持できるものと考えております。 

 （２）番です。学年別の認知件数は、軽微ないじめを認知していることもあり、特に小学校低学年、

中学年の認知件数が多いというところが現状となっております。 

 （３）番につきましては、件数の中に関する態様、どのような状況かというところの態様の部分で

す。件数としては、冷やかしやからかい、悪口、嫌なことを言われたといったところが最も多くなっ

ております。 

いじめの重大事態は、いじめにより相当期間学校を欠席することを余儀なくされた件が３件ござい

ました。内容につきましてはこれまで報告させていただいたとおりでございます。 

いじめの対応につきましては、組織的な対応が確実にできるように周知徹底を図っております。 

 後ほど、問題行動調査の詳細のものにつきましては、厚みがあるステープラーでとめてあるもの、

根拠となっているものをこちらのほうでまとめさせていただいたものですので、その辺についてはま

た後ほどご説明させていただきます。 

 続きましてふれあい月間の件につきましてご報告させていただきます。 

○小林委員長 とりあえず１を。 

○事務局 そうしましたら、大変申しわけございません、先にこちらのステープラーどめのほう、厚

みのあるものについて概略だけご説明をさせていただきます。 
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先ほど１枚物でご説明させていただきました根拠となっているものがこちらの資料になっており

ます。 

平成３０年度国立市における認知件数は先ほどご報告させていただいたとおりでございます。 

中を確認していただきますと、まず６ページには認知件数の全体のものが書かれております。 

７ページに関しましては、先ほどの認知件数からいじめが解消したというものが書かれておりまし

て、小学校で１，０５８件、中学校で１１０件というところで、この段階では９割５分、約９５％が

解消されているというようなことを報告させていただいております。 

 続きまして８ページ、こちらに関しましては、先ほどサマリー版にも載せさせていただきましたと

おり、各学年別、特に男女別の割合について記載させていただいております。概略でご説明させてい

ただきましたので先に進めさせていただきます。 

９ページに関しましては、その認知したいじめの件数の発見したきっかけというところが詳細で書

かせていただいております。アンケートなどによる、ふれあい月間等の調査というところが一番多い

結果となっております。 

 続きまして１０ページ以降は、いじめの相談状況といじめの態様となっております。いじめの態様

につきましては、先ほどご報告させていただいたとおり、冷やかし、からかいといったところがいじ

めのきっかけとなっているところが非常に多いということが言えます。 

 １４ページにつきましては、「学校におけるいじめ問題に対する日常的な取組」というところで、選

択肢からアンケートに答えるという形なっておりますけれども、国立市の小学校、中学校の現状がこ

のようになっておりますので、このようにご報告させていただいております。 

 最後、１６ページにつきましては、先ほどご報告させていただきましたいじめの防止対策推進法第

２８条第１項に規定する重大事態というものに関しての内訳というふうになっております。 

以上、問題行動調査をもとにしたいじめに関する平成３０年度のご報告とさせていただきます。以

上になります。 

○小林委員長 ただいま本市の調査にかかわるいじめの状況につきましてこの資料を使って説明を

いただきました。それでは、委員の方々からご質問、ご意見等を受けたいと思いますのでよろしくお

願いをいたします。 

まず、見ていただく時間をすこしとりたいと思います。どうぞ、ごらんいただければと思います。 

○長谷川委員 よろしいですか。 

○小林委員長 それではどうぞ。長谷川委員。 

○長谷川委員 １１ページの「いじめの対応状況」（１）「いじめる児童生徒への特別な対応」という

ところで、件数が合計の数字が出ているのですが、これは複数回答可になっているのですが、件数自

体は何件というのはわかるのでしょうか。 

○事務局 もう一度確認させていただきたいのですけれども、件数とおっしゃられたのは。 

○長谷川委員 認知件数というものに対してということで、合計の数字等の比較で、どこの数字が件

数としては母数になるのかというのがお伺いしたい内容になります。 

○事務局 こちらについては、先ほど申し上げました総数の小学校１，１１２、中学校１１４のうち、

ここに書かれているような特別な対応をしたものについての部分が抜き出しなので、特に母数という

ものはございません。その中でこういう対応をしたものについて、さらに複数回答をしておりますの

で、ここから細かい数を読み取るところはちょっと難しいかと思います。一般的に担任が指導したり
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とか、そういうところで終わっているものについてはここには含まれていないというところになりま

す。 

○長谷川委員 ありがとうございます。千百何十件のうちの複数回答でこういう取り組みであったと

いうことで理解いたしました。ありがとうございます。 

○小林委員長 ここにも書いてあるようにいわゆる特別な対応というような認識でよろしいかと思

います。 

ほかにいかかでしょうか。今のことに関してでも結構ですし、それ以外のことでも結構です。 

それでは岸委員、お願いします。 

○岸委員 一番最初に報告いただいたＡ４縦のほうの概要ですけれども、ご報告にありましたように、

これを見ますと、年齢が上がるに従っていじめの件数は減ってきているということがもちろん明らか

になっているわけですけれども、これを見ますと、小学校入学以前にいじめに対する教育とかしつけ

みたいなものがかなり重要ではないかということが１つと、それから学年が上がるに従って減ってい

るのはいじめに関する教育が効果を奏してきているという解釈もできるかと思うのですけれども、い

ずれにしても、小学校入学時点の早い時期にいじめに関しての教育というのが必要ではないかという

ことが言えるかと思うのですけれども、その辺の見解はいかがでしょうか。 

○小林委員長 いかがでしょうか。はい、事務局どうぞ。 

○事務局 これは、平成２９年度以降の軽微ないじめも全て認知するという前は、小学校で言うと５、

６年生、それから中学校で言うと中１といったところが一番件数としては多かったという状況だった

んです。今は軽微ないじめも認知するということになっておりますので、心の苦痛を味わったものに

ついてはいじめとして認知するという認知の仕方に変わったところで、やはり小学校の低学年や中学

校の段階でちょっと言われたことですぐショックを受けて泣いてしまったりとかということがあって、

その後はすぐにもとに戻って元気に過ごしているというような状況でも認知している場合が多くなっ

てきていますので、そういった点で考えますと、指導の効果を上げてきているという面もありながら、

どちらかというと軽微ないじめについて低学年で非常に多く認知されているというような読み取りが

できるかなと事務局としては考えております。 

○小林委員長 よろしいでしょうか。 

以前にもここで話題になっていたかもしれませんが、２８年から２９年で、今は軽微ないじめも認

知件数として盛り込むというようなことで文科省からのそうした通知があったということでよろしい

でしょうか。 

○事務局 指導ですね。 

○小林委員長 指導ですね。 

どうぞ八巻委員。 

○八巻委員 先ほどの１１ページの「いじめる児童生徒への特別な対応」の表の中で、中学校の「別

室指導した」だけが３４件と非常に多いのです。あとそこからきれいにゼロが並んでいて、「保護者へ

の報告」はありますけれども、この別室指導というのはいじめる側の生徒へ別室に呼んで指導した、

そのままですけれども、ということですか。なぜこれだけが対応なのか。小学校のほうはもうちょっ

とスクールカウンセラーとか、教頭、校長は確かに中学校ではゼロで多いかもしれませんけれども、

バリエーションが少ないかなと思って、３４件にたまっている感じがするのですけれども、これは何

が考えられるのでしょう。 
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○事務局 当事者同士での話し合いというところが１つ考えられるかと思います。もちろんいきなり

当事者同士というところではなくて、先生と生徒の話し合いというところもあると思いますし、そう

いった意味で１つ別室指導というところが件数として中学校の場合は特に出てくるかと思います。 

○小林委員長 はい、事務局どうぞ。 

○事務局 あと、当然いじめの指導なので個別の指導はどのいじめに対しても行われているのですけ

れども、これについては本当に特別に個別に呼んで実際に指導するということのみならず、この別室

指導というのは多分、ちょっと取り乱して、別のところで指導したという、いじめに関する指導だけ

ではなくて。 

○田島委員 注３ではないんですか。別のところで授業を行ったという、指導ではなくて授業ですね。 

○事務局 補足をさせていただきます。これはいじめた側が別室にいるという印象を受けやすいので

すけれども、いじめられた子が教室に入りにくくなったので、ほかの教室で個別の授業をしている場

合も含まれているので、どちらかというと、教室の集団の中にうまく入り込めないうちの初期指導と

して、別の部屋で授業というか、フォローをしながら授業をしていたという数なので。 

○八巻委員 これは、ごめんなさい、注３を読んでもすぐわからないのですけれども、いじめた側の

生徒を教室ではなくて別の。 

○田島委員 いじめられた側。 

○事務局 いじめられた児童生徒を守るため。 

○八巻委員 でも、そうしたらおかしいのではないですか。表のタイトルは「いじめる児童生徒への

特別な対応」と言っていて、いじめる生徒の特別対応が別室指導ではないですよね。いじめる生徒は

教室にいて、いじめられた生徒が別室指導ということですよね。 

○事務局 いじめるほうが別室指導です。 

○八巻委員 いじめるほうが別室ですか、いじめられたほうが別室ですか。 

○事務局 両方入れています。 

○八巻委員 それは全然意味が違う。それは、この表のつくり方が何か変な感じがします。 

これは決まった表なんですか。 

○事務局 これは文科省から。 

○八巻委員 文科省のちょっと想像力が足りないような気がするのですけれども、これは別室指導と

は言えないですね。 

○事務局 そこについて教育委員会としてそこまで細かくというか、区別を学校のほうにするように

して数字を集めていなかったので、今ご指摘いただいているところは数字をわかっていますので、３

１年度、令和元年度分からはそのように精査をしていきたいと思います。 

○八巻委員 結果的に３４だけが際立ってしまって、ほかの対応がゼロになっているというのは何か

ちょっと違和感を感じますね。 

別室は一体どちらなのかがわかるように、それか、国立市で決めたほうがいいんでしょうかね。文

科省の表はしょうがないですから。 

中学校のスクールカウンセラー等相談員対応がゼロというのも、ちょっと違和感を感じます。小学

校がこれだけあるのに。 

○事務局 あくまで特別な対応なので、特別な対応を経ずに解消に至っているとか、そういうものに

ついてはここの数には入ってまいりませんので。 
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○八巻委員 特別な対応ってどういう定義なのですか。 

○事務局 特別な対応という定義は、ここの区分にあるような対応が特別な対応という定義ですので、

例えば教員が指導して、謝罪の会なら謝罪の会を開いてそこで終わっているものについてはここに入

ってきませんので。 

○八巻委員 でも、その前の１０ページの表には「スクールカウンセラー等の相談員に相談した」と

いう項目があるわけですよね。それがこちらでは２件ありますよね、中学校。この２件は特別対応で

はないということですね。 

○長谷川委員 いじめられる側が相談したということですか。 

○八巻委員 いじめる側はスクールカウンセラー受けてないということですか。なるほど。 

○事務局 よくこの会で話題にしていただいている加害側へのフォローというところがまだそうい

う意味では十分にできていないというのを数値化しているところかと思いますので、そこはしっかり

捉えていきたいと思っております。 

○八巻委員 そうですね。加害者側も十分に学校の教員以外の相談員と対応するという選択肢もあっ

てもいいのではないかなという気はするんです。それが見えますね。 

○長谷川委員 関連して、先ほど全体の認知件数との関係でこういう特別な対応をしたときに１１ペ

ージのいろいろな対応をされたということなのですけれども、小学校が千百数十件のうち、今のスク

ールカウンセラー等のカウンセリング、いじめる児童生徒への特別な対応としては４８件で、中学校

も１０分の１の件数ということだとすると、数件はあってもいいのかなというのがどうしても出てく

ると思うのですよね。今、スクールカウンセラーの先生は中学校はどういった形で担当というか、か

かわっていただいているのかは。 

○小林委員長 いわゆる学校の配置状況ですよね。それについてご説明をお願いいたします。 

○事務局 スクールカウンセラーにつきましては、小学校も含めて各学校１人が配置されているとい

う状況で、週に１日、曜日は学校によって変わってくるとは思うのですけれども、都から派遣された

スクールカウンセラーとして来ております。 

○小林委員長 それは国と都の予算措置で、１週間に８時間来ていると思うんですが、それ以外の市

がやっているということはないのですか。 

○事務局 市独自でスクールカウンセラーを配置しておりませんので。 

○八巻委員 数年前から公立の中学校全配置ですよね、都内は。週に１回８時間は確実に全ての学校

にある。 

○長谷川委員 たまたまなのかもしれないのですけれども、中学校の先生、特に管理職の先生の中で、

いじめという問題が起きたときに加害者とされる側への対応として、そういう加害者自身のお話を聞

くということでカウンセラーの先生を使うというか、利用するということについては、そういうこと

もできるんだみたいなことはどこかでお話を聞かれたりする機会はあるのですか。それとも先生方の

ご判断で使うかどうかは決まっているようなところなのでしょうか。 

○事務局 確認なのですが、言い方はちょっとおかしいですがカウンセラーさんの活用の仕方といい

ますか、学校でどのような活用をされているかということですか。 

○長谷川委員 そうです。特にいじめた側とされる生徒さんとカウンセラーの先生のかかわりという

ことで何か事態を解決に持っていこうみたいな話もあり得るんだということは、先生方で認識はどの

ぐらいおありなのかなということです。 
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○事務局 やはり私らが学校対応している中では、いじめられた側への心のケアというのは非常にし

ていく必要があるという形ですね。特に小学校なんかではスクールカウンセラーを使ったりしている

状況があるのですけれども、中学校でいじめた側にスクールカウンセラーをつけてケアをしていこう

というのは、なかなか対応としては今まで聞いてこなかったというのが実際あるので、数字でもそう

いったところが出ているのかなというところです。一応認識としてはスクールカウンセラーはそうい

ったいじめにかかわる、加害もやられているほうも双方のケアをしていくのだという認識はあるので

しょうけれども、実際活用にまで至っていないというのが現状かと思うんです。 

○長谷川委員 邪推というか、ちょっと悪く受け取って申し上げるとすると、中学校の対応が３種類

に限られていて、別室指導というところもいじめられた生徒さんが別室ということもあるというお話

ですけれども、そのいじめた側が別室で受けるというときにどういう指導があるのかなということで

あるとか、⑫番でいじめられた側への謝罪の指導というのをいじめたとされる生徒さんにされるとい

うあたりで、なぜこういうことが起きたのかをすくい取る指導というのがあまり念頭にないのかなと

受け取れなくもない結果だと思うのですよね。なので、カウンセラーの先生がかかわれば全部丸くお

さまりますということがないのは当然なのですけれども、オプションとしてとか、もともといじめ問

題に対する対応としてはまず双方の話を聞いてという、生徒さん自身のお話を聞けるものが必要なの

ではないかというのは、もしあまりなじみがないのであれば、広報であったり、何か周知というかお

話ができる機会があるといいのかなと思いました。 

○八巻委員 その続きで、よろしいですか。 

○小林委員長 はい、八巻委員どうぞ。 

○八巻委員 中学校の先生方がいじめる側の、例えば第三者、教員ではない人に相談をする選択肢が

ないのかということ。でも小学校はこれだけありますので、これは何だろうというと、もしかしたら

先生がおっしゃるように別室指導が気になりますよね。だから、そういう意味ではここはポイントを

突いて、中学校側の加害者、いじめる側に対してのアプローチがちょっと偏りがある可能性があると

いうのは、この表だけでも見えるので、そこは今はいじめる側もいじめられる側もやっぱり第三者と

会って面接をするのはベストな選択だと思いますので、そこら辺は何か指摘があってもいいのかなと

いう感じはしました。 

○事務局 ここについては、先ほどの別室指導のところの加害側・被害側のところもあわせて、小学

校のスクールカウンセラーのカウンセリングを加害側が４８というところも、我々が把握していると

ころからすると大きい数字かなと思いますので、一旦精査をさせていただいて、どこまで追い切れる

かわからないのですけれども、次回に報告をさせていただければと思います。 

○小林委員長 済みません。先ほどスクールカウンセラーの配置状況についてお答えいただきました

が、小学校はどういうふうなあれですか。 

○事務局 小学校も中学校と同じで。 

○小林委員長 同じ条件ですか。 

○事務局 そうですね。８人、週１回ということになります。 

○小林委員長 ほかにいかかでございましょうか。はい、矢野委員どうぞ。 

○矢野委員 同じことなのですけれども、「教員のみなさんへ」というリーフレットの裏面の一番最

後のところで「いじめの行為を行った側の児童・生徒への心理的なケアを行いましょう」というとこ

ろで、ここにスクールカウンセラーなどの活用もちゃんと明文化されたというところで、この調査っ
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て少し項目をふやして、直すなり変えて、皆さんがおっしゃっているように加害者への対応というの

をもう少し厚く、そしてそれが結果としてわかるような項目を設置されたらどうかなと感じたのです

けれども。 

○事務局 お配りした横置きのものについては、これは文科省からの定形の調査なので、ここの中を

項目だけするのも難しいですし、さらにここの部分を細かく細分化していくことは学校にも負担を求

めることになりますので、今、委員の皆様からいろいろご指摘をいただいた部分については、我々が

平成２７年に作成した基本方針のところに、いじめの対応のところで、重大事態に至った場合には加

害側の生徒に対して専門家等を活用した心理的なケアというのが入っているのですけれども、その前

の対応の段階では特にここの心理的なケアというところまでは入っていませんので、この辺の見直し

をすることで学校のほうにしっかり周知をしていきたいと思います。 

○小林委員長 ほかにいかかでございましょうか。 

○小暮委員 １１ページ、それから１３ページのところで、関係機関との連携というところが、いじ

める生徒へは１件、児相と中学校が結んだというのが挙がっていますが、ほかはゼロ件なので重大な

案件がなかったというふうにも受け取れますが、いじめる生徒さん、それからいじめられる生徒さん

にも例えば発達の偏り等があって、うちの生徒などでもいじめられる側も発達の偏りがあって、この

子からかうと面白いみたいないじめになることもあり、また、いじめる側にも悪意はなくても偏りの

せいでそういった行動に出てしまうということも、例えばですけれどもありますので、そういった場

合はやはり必要な方たち、専門家と連携していくとなっていくので、ここが全く児相以外にないとい

うのが、皆さん、特段の背景がないというふうにも受け取れますけれども、前回出たお話のようなひ

とり親家庭の方とか、経済的ないろいろ課題がある家庭のお子さんがやはりいじめの行動に出たりす

ることも、逆のこともありますので、この辺の目配りといいますか、拾い方というのはどのような形

になっているのでしょうか。 

○事務局 よく学級の中で若干粗暴な行動をとって、いじめる側の対象となっている児童生徒はおり

ます。特に小学校の低学年とかは多いのですけれども、その児童がいわゆる特別支援のケアを受けて

いくために、病院であったりとか心理士とかにつながっているケースはあります。ただ、それがいじ

めの対応としてやっていることではないので、ここには数値化されていないというところですので、

その子の学級での適応の状況をよりよくするために関係機関につながっているという子供たちは多々

います。 

○小暮委員長 わかりました。ありがとうございます。 

○小林委員長 全体を通していかがでございましょうか。調査自体が文科省の定形のものなので、特

に注釈を見るとまたいろいろ別の視点も考えられたりしまして、学校も答えづらかったのかなという

ような思いもあるのですけれども、私どもの立場として、調査のあり方はともかくとして、ここに出

てきた数値の中でやはりしっかりと着目して今後に生かせるものがあればと思いますけれども、今、

そういう視点からも幾つかご意見はいただいたところだと思います。 

 全体を通してよろしいでしょうか。それでは、問題行動調査の結果についての報告は以上とさせて

いただきたいと思います。 

 

                                               

 ２ 議事 （2）報告 ２ 
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○小林委員長 それでは、続きまして報告の２番目、「ふれあい月間」（令和元年度）実施後の調査、

これは不登校、いじめに関する報告ということでございます。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 引き続きまして私のほうから説明させていただきます。お手元の資料のステープラーどめ

の２枚物の資料になります。グラフが下にあるものです。こちらのものはふれあい月間、いじめ防止

強化月間とも言いますけれども、第１回実施後の「いじめの対応状況の把握のための調査」に関する

報告というものをさせていただきます。 

 まず、（１）（２）につきましては６月に行いましたふれあい月間での調査結果となります。４月か

ら６月末までの間に小学校・中学校を合わせて５８６件のいじめ認知件数がありました。認知したい

じめのうち、社会通念上のいじめに当たるものは小学校・中学校を合わせて１５件となっております。

ちょうど矢印の右側に目線を移していただくと、そこが社会通念上となっております。小学校の場合、

保護者からの訴えが１０件と多く、また（３）番、裏面になるのですけれども、いじめの態様にもあ

るとおり、こちらも児童同士の冷やかしや悪口、脅し文句、嫌なことを言われるというところからい

じめに発展しているというところがわかります。教育委員会としましては、日ごろからいじめについ

て考えて行動できるように、いじめ総合対策【第２次】に基づき、いじめに関する授業の積極的な取

り組みや、学校や保護者とのより一層の連携というところが非常に大事になってくると考えて、今後

も支援していく予定となっております。 

こちらの報告については以上となります。 

○小林委員長 ただいま事務局からご説明いただきましたけれども、本件に関して各委員からのご質

問、ご意見を受けたいと存じます。いかかでございましょうか。 

済みません、以前にもこのことはいろいろとご説明があったかと思いますけれども、社会通念上の

いじめの考え方、それから法令上ですか、これに関して改めてここで共通理解を図りたいと思います

ので、説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局 こちらは、文科省、東京都から指導を受けた際に、本市としてしっかりと認知をしていく

ために、軽微ないじめと社会通念上のいじめを分けて捉えていこうというところで定義をしておりま

す。 

 まず、法令上のいじめのうちの軽微ないじめというものは、法令の判定に伴って認知されることと

なった軽微ないじめということで、原則、他の児童生徒から受けた行為により苦痛を感じた場合は全

て認知の対象となるといったもので、軽微ないじめとしております。多く、この令和元年５４９件、

３７件という件数については軽微ないじめも含めた件数という形となっております。 

この社会通念上のいじめということで分けて認知するのは、問題行動等調査でもふれあい月間でも

特に聞かれてはいないのですけれども、この会でもお話をしてきたとおり、これをちゃんと認知して

いかないとしっかりとしたものが見えてこないということで、社会通念上のいじめということの定義

としては、本市では、これまで学校が認知してきたものであり、通常社会一般でもいじめと認知され

るものということで、例えば故意にやっているとか、一方的であるとか、それから継続的にやってい

るとか、本人やその保護者がちゃんと訴えているとか、そういったものについて、これまでも、これ

はいじめだと社会一般の通念の中で認知されるようないじめについて、改めて別にこういうふうに計

上しているという形です。 
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 本市については、この社会通念上のいじめと学校が判断したものについては、しっかりと書面で教

育委員会に状況を報告するような形をとっておりますので、その数を数えていきますと本市で今認知

している社会通念上のいじめの認知件数が明らかになっていくことになります。 

以上です。 

○小林委員長 ありがとうございます。 

今のご説明も踏まえて、何かご意見やご質問があればお願いをしたいと思います。 

○矢野委員 （２）の社会通念上のいじめの発見された経緯が書かれてありますけれども、この中で

「本人からの訴え」というのが小・中学校それぞれ１件ずつなのですけれども、アンケートを実施し

てわかったということなのでしょうか。 

○事務局 これは、学校が数えてもいいのですけれども、基本的には両方考えられるかなといったと

ころです。アンケートによってわかるものあると思いますし、本人が直接訴えてきているところもあ

るかと思います。 

○小林委員長 アンケート、場合によっては口頭でとか。 

○事務局 今回のこの小学校１件、中学校１件についてはそのどちらなのかということは現時点では

把握をしておりません。 

○矢野委員 アンケートのことを伺ったのは、アンケートで子供たちが本当の気持ちというか、本当

に起こっていることを書いているのかどうかというのがすごく気になるのですが、その辺はどうなの

でしょうか。 

○小林委員長 アンケートの捉え方というか、その辺は教育委員会事務局としての捉え方はどうなの

かですね。 

○事務局 このアンケートについてはやはり記名か無記名かというのも非常に大きい状況で、この判

断については学校がそれぞれに判断してアンケートを作成してといった状況になっています。 

確かに本当に全てについて真実をアンケートだけで映せるということはなかなか難しいことでは

あるのですけれども、実際にアンケートの中で教員が見えてないものが見えてくるということが出て

いるということも事実ですし、多くの認知件数の発見のきっかけがアンケートだということもありま

すので、全てをあらわしているわけではないのだけれども、こういったいじめの認知をしたり発見を

していく上では有効なツールだなとは捉えています。ただ、ご指摘のとおり、ここに書いてあること

が全てということではないということはしっかりと認識しておかないとちょっと見誤るところはある

かなとは思います。 

○田島委員 ちょっとお聞きしてもよろしいですか。このアンケートは記名、無記名どちらなのでし

ょうか。学校によって違うのですか。 

○事務局 こちらは、双方のメリット、デメリットを判断していただきながら学校が判断しています。

大体年間３回は間違いなくやるということになっているのですけれども、そのうち全て記名でという

学校もありますし、時期によっては無記名のものも取り混ぜている学校もありますし、対応について

はさまざまということになります。 

○小林委員長 ふれあい月間は、本市独自というよりも都全体で行っているものですね。 

○事務局 そうです。 

ふれあい月間につきましては、６月、１１月と２回あります。当方からはいじめの認知をするとい

うところと、あとは都から求められているのは、学校全体としての対応としてできているもの、でき
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ていないものをもう一度見直して１１月までにそれを改善しましょうという、要するにＰＤＣＡのサ

イクルを学校に上手に回してもらいたいという思いがありますので、都としては１つは認知すること、

もう１つはそれに対して学校としてきちんと対応して、１１月のまたヒアリング、そこまでに改善し

ていくというところが大きな目標となっております。 

○事務局 ということで、この調査自体がいろいろな調査の精選ということで、昔はいろいろなこと

を聞かれていたのですけれども、今は、この関係については認知件数のみを挙げていくような調査に

なっているのですね。ただ、本市ではこれまでもふれあい月間の中でこういう項目で聞かれていたと

いうことについては今後も追っていこうということで、今回このシートの（２）の部分は市独自で集

計して出しているところで、都に報告しているものではございません。 

○長谷川委員 （１）の認知件数なのですけれども、平成２９年から３０年、令和元年と移行する中

で小学校は５３件から翌年１０倍になってということで、ことしはそれを上回る数字の件数が出てい

るのですけれども、中学校が横ばいの印象を受けているのですね。例えばその原因が認知件数を挙げ

るということで小学校で出てきた数字の多くが小学校低学年とか、今まであまり対象となっていない

ところでも拾えるようになったからということであれば、中学校の件数があまり変わっていないとい

うのもわかるのですが、要はそのあたりの学年による認知件数の変化ということから中学校が認知が

きちんとうまく拾えているかどうかがわかる材料みたいなものはお手元にあるのですか。 

○事務局 実はこれは懸念しているところでございまして、小学校は昨年からすると認知件数が上が

っていって、感度が高くなっているかなというところが見てとれるのですけれども、中学校について

は、右側の（２）番を見てみると、社会通念上のいじめって今年度については１件なんですね、この

期間中。さかのぼって見ますと、ここからいじめの認知の仕方変えましょうとアナウンスがあった平

成２９年度のところ、前の２７とか２８のあたりは少なくとも１５とか１８はあったわけなんです。

この時期は社会通念上のいじめを認知していましたから、ここと比べても今現在社会通念上のいじめ

としての認知が非常に低くなっているということが、こういうふうに独自で集計してみると明らかに

なってくるということなんです。 

 ですので、今のやはり課題として、中学校の認知の仕方、社会通念上の認知が行われれば組織的な

対応をしていくという形になりますから、裏を返せばこれを認知していないということは、本来組織

的な対応をしなければならないものが見逃されている可能性は懸念しなければならない数字かなとは

事務局としては思っています。 

○八巻委員 それに絡んでですけれども、もう一回原点なんですけれども、軽微ないじめはどうやっ

てこの集計をしているのですか。小学校も中学校も。アンケートを取っているのでしょうか。そこを

ちょっと教えてもらえますか。 

○事務局 学校によってさまざまなのですけれども、１つはアンケートというところが大きな柱とし

てあると思います。あとは、低学年の場合はアンケートを書かせても逆に書けないというところもあ

り、あとは先生が直接見て拾っているというところも当然ありますので、そういったところを複合的

に取り入れて報告していただいているというふうに捉えています。 

○八巻委員 ということは、軽微ないじめというのは学校によって取り上げ方が違うということです

ね。アンケートでやる場合と観察でやる場合と。 

子供たちに軽微ないじめと言っても全然通じませんよね。 

○事務局 一応定義は、苦痛を感じるという定義のもとに、さまざまな方策で認知が挙がってきます。
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アンケートはあくまでも１つなので、それだけで認知するということではなくて、特に日常生活の中

で、この場面で苦痛と感じたなとお話を聞いていたら、苦痛を感じたんだなと思えば、教員のほうで

きょうも軽微ないじめ１件という形で認知したものを計上していくという形になります。その集計の

仕方はある程度まとめてやる学校もあるのですけれども、その日その日どんどん１つのエクセルシー

トに記入していくという方策をしている場合もあるのですが、そういった形で認知をしていくという

ことで、認知の定義については皆さん、どの学校も同じと認識しております。 

○八巻委員 そうすると、小学校の上がり方と中学校の上がらなさとのギャップというのは先ほどの

指摘どおり、どういうふうに集計しているかというところが、何か中学校のほうは感度の低さという

か、そういうのは感じざるを得ないし、小学校は逆ですかね。感度が強過ぎるのではないかという。 

○事務局 いじめの問題ですので、必ず一定数あるというものではありません。先ほど来出ているの

に、中学校でいじめが見つけ切れていないのではないかということを我々は懸念しながら学校のほう

は指導していますけれども、実際にそうではないかもしれません。実際にそこにないのかもしれませ

ん。あるいは、例えば昨年度、小学校で１，１１２件、年間であったのですけれども、昨年のこの同

調査で小学校は４８８件、中学校は１１４件のうち同調査で４８件と、学期を３つで割ったとすれば

やはり１学期のこの段階で発見されている率は極めて高いんですね、比率的には。ということは、そ

こで指導がなされることによって子供たちが気をつけるようになって徐々に軽微ないじめ等は減って

いく、それを毎年繰り返しているという実態がありますので、必ずしも数字に見えているものが全て

ではないのかなとは思っています。 

○小暮委員 そういう意味では、平成３０年度の金品を隠されたり盗まれたりといったところの項目

が小中とも１５件、１６件上がっている中で、今回まだ３カ月という期間ですが、割と社会通念上は

っきり形にあらわれるものがまだとても少ないというのは前年度先生方の指導等が行き渡った結果な

のかとも受けとめられますし、割とこういったタイプのいじめといいますか行為は後半生徒さんたち

のいろいろなストレスが重なってきたときに出てくるものなのか、その辺のもし昨年度の傾向とか、

今年度の拾い方がわかればと思うのですが。 

○事務局 これは感覚的な話になってしまうのですが、やはり中学校の場合は見えにくいというのが

非常にありまして、小学校の場合は見るからに悲しいんだね、苦しいんだねというところが常に表出

されるので教員も気づいて対応するということなのですが、中学校の場合は教員等も最初のほうはわ

からなかったのだけれども、後になって表出してくるというケースはやはり、金品とかそういうよう

なことに関しては出てくるものがあるなというところがございますので、中学校の課題は見えにくい

というところが対応の仕方としては難しい、後でわかってなかなか対応が難しくなるというケースが

多いなというのは実感としてあります。 

○八巻委員 何でも教育委員会が指導すればいいというものではないとは思うのですが、中学校のほ

うは、それこそ私の感覚では、軽微ないじめは絶対に見つけられないと思います。だから、やっぱり

アンケートをすべきだと思うし、それも無記名で。無記名でのアンケートでやればもしかすると、匿

名性がある中で、苦痛を感じるという生徒は訴える可能性があると思うんです。そこら辺は学校側で

完全に観察型でやっている軽微ないじめの把握だったらゼロになってしまう可能性ももちろん高いと

思って、中学校のほうは無記名アンケートという選択肢を進めてみてもいいのではないか。そのほう

が子供たちも訴えてくると思うのですよね。そこの工夫は伝えたほうが、何せ別室指導をするわけで

すから。それで解決しようという傾向があるというのは何かリンクしている感じがある。済みません。 
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○事務局 ここで小の教員と中の教員が言い合ってもしょうがないのですけれども、いじめられてい

る側の子供の耐性というか、そこもやっぱり中学校になれば上がってきますので、小学校のときに同

じことを言われても、そこでそのことを聞いて泣き出してしまった子が、徐々に中学校に行けばそう

言われても、自分の行動について言われているのが客観的に言われた評価なのだなと受けとめること

もできるようになっていくので、必ずしも小と同じ割合で中学校で軽微ないじめがあるとは思っては

いません。ただ、先ほど来申し上げているように、見えにくくなっていることも事実ですので、そこ

については中のほうにもしっかり見取れるような方策、それがアンケートなのかもしれませんし、あ

るいは今行っているスクール・バディのような子供たちの中の自助組織なのかもしれません。そうい

うところについては取り組んでいきたいと思っていますが、小と同じ割合で中でも同じように軽微な

いじめがあるというふうには考えておりません。 

○長谷川委員 関連しまして。 

割合というところからちょっと離れるのですけれども、最近中学校１年生の１学期中に弁護士会の

いじめ予防授業で、学年全体の授業を他市の学校で何件かやったのですが、事前に学校の担任の先生

と打ち合わせをして、授業内容の調整と、あとは生徒さんの様子を聞くんですね。中学校１年生の１

学期の時期の授業のとき先生方が決まって言うのが、入ったばかりなのでなかなかいじめみたいなも

のは見てとれませんということで、ありていに言うと、いじめ自体はなかなかないというお話をいた

だくのですけれども、実際授業をやってアンケートをお願いをしていて、無記名なのですけれども、

いただくと、学年全部で１００人ぐらいの授業だと、数通は今いじめられていますというアンケート

だったり、誰々君がかわいそうなことを受けているのでとか、これまでこういう経験をしたのでとい

うのを結構いただくんですよね。変な言い方ですけれども、弁護士ってその場に行ってその時間だけ

授業をして帰ってしまう存在なので、アンケートに書いてくれても、これ、先生には一応伝えるけれ

ども、無記名だし、どうなんだろうという気持ちがありつつ、一番ショックなのが、先生方と個別で

打ち合わせをしてもやっぱり出ないのだなというところなんですよね。実際先生方も別にあえて無視

していることはおそらくなくて、やっぱり中学校になるとなかなか難しくなるのかという気がしてい

て、そうすると何か外部の人間にさえ言ってくれる生徒さんが実際いるのであれば、何かそういうの

を普段の学校生活の中ですくい取れるツールがあるといいのになと思ったところなのです。 

○八巻委員 もしかすると外部の人間だからこそ言える可能性があるのですね。 

○長谷川委員 なので、話が戻ってしまいますが、それこそカウンセラーの先生ももしかしたら生徒

さんにとっては外部性みたいなものがあればうまくつながったりするのかなと思ったりするところで

す。他市だし、学校さんの状況によっていろいろ違いはあるとは思うのですけれども、やっぱり先生

の認識と実際のギャップみたいのものがあるとすると、早く気づけたらいいのになと思うところです。 

○小林委員長 先ほど調査方法に関してはある程度学校に任せているというお話でしたけれども、中

学校の場合ですと３校ですから、そこら辺はどういう状況かというのは実態はすぐわかりますよね。 

○事務局 今、ほとんど記名です。 

○八巻委員 絶対書きません、子供は。私だって書かないですよ。それは小学校と中学校の違いです

よね。 

○事務局 こちらもすぐ対応したいというのがあるから。無記名だと調査に時間がかかるんですよね。

それがあると思います。 

○八巻委員 先ほど小学校に比べて、小学校対中学校の話をしようと思っているわけではないのです
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が、小学校と同じような現象があっても中学生のほうが耐性があるという話がありましたけれども、

その分中学校になると巧妙になりますからね。ですから、中学校は中学校でやっぱり複雑怪奇ないじ

めがあるのはもちろんご存じのとおりなので、やっぱりいじめのこの調査の仕方も一工夫必要ではな

いですかね。せめてこのふれあい月間のときのアンケートは無記名にしてみるとか、いろいろ試して

みてもいいのではないでしょうかね。 

○田島委員 気になるのは、パソコンや携帯電話の誹謗中傷の件数は少な過ぎる。これはかなりもっ

と高いのではないかと。でも、本当に今おっしゃっているように調べるのはかなり難しいんですね。

これはどういうふうに調べることができるのでしょうか。とても気になります。 

○事務局 これは、何かを調べたときにそこがネット上で発見されるということよりは、いじめ自体

がわかったときに、そのいじめの行為が例えばラインで行われていたとか、そういうところから来る

ものなので、何か常にサイバー監視をしていてということではないので、本当に見えにくいと思いま

す。 

○長谷川委員 いじめ予防授業をやるときにも、ＳＮＳによるものとか、そういうトラブルについて

何か授業できないですかと言っていただけるのですけれども、多分、うろ覚えですけれども、今や中

学生の何十％が実はスマホを持ってＳＮＳを利用しているという状況がある中で、やっぱり先生方と

してはそもそもそこにはタッチできないという、初めから縛りがあって。そうすると学校での授業で

何か伝えることも非常に我々もしにくいわけですよね。よくよく考えてみると、それって多分いじめ

特有の問題ではなくて、そもそもＳＮＳをどう使うかとか、こう使うと人が傷つくとか、こう使うべ

きではないというネットリテラシーなのではないのかというところに、我々もいろいろ検討する中で

行き着いてしまうところがあって。だから、変にいじめみたいな問題に限定するより、やっぱりＳＮ

Ｓの使い方みたいな、別の視点での対応をしない限りはなかなかわからないだろう。今は多分使い方

が教えられないまま渡されて、生徒さんが使っているような状況だと思うので、そこの出発点みたい

なところの対応が求められているのではないのかと思って、あまり我々も言及できていないという状

況がありますね。 

○事務局 まさにそのあたりは今までの考え方として、小学生や中学生が携帯電話やスマートフォン

を持つことがどうかということで、平成２１年に文科のほうの通知が出ているのですけれども、新聞

等で出ているとおり、文科省のほうもここで見直しをかけています。持っていることが当たり前とい

うことを前提にしてどのような対策をとっていくのかということで、今、国自体も見直しをかけてい

るところですし、あわせて東京都も見直しをかけているところですので、その様子も見ながら、あと

は、今、学校ではＳＮＳ学校ルールというのをつくっています。これについても今見直しをするよう

にということで学校のほうに指示はしていまして、その指示の前提も、携帯やスマートフォンを持っ

ていることを前提としたルールづくりに変えるようにということで、以前につくったときには所持率

も相当低かったですので、大きく変化しているところを踏まえてどうするかというところを今、学校

も検討しているところです。 

○矢野委員 先ほど、社会を明るくする運動のＳＮＳの講演会のチラシを配らせていただいたのです

が、私が入っている部が担当していまして、部員として国立市内のある中学のＰＴＡ会長さんが入っ

てくださっていて、彼女がＳＮＳを使ってのいじめというのはとても多いのだということをおっしゃ

っていて、それがなかなか上がってきていないのは、やっぱりどこかで子供たちが本気でアンケート

に答えていないとか、隠しているということにつながるだろうなと思っていまして、その辺をぜひ何
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とかフォローできるように考えていただければと思います。 

○小林委員長 ほかによろしいでしょうか。 

きょうのこの報告１と２は当然内容的には共通性がありますので、いろいろとまた今後も協議して

いく必要があるかと思います。今、特にその中でもアンケートの匿名でとるあり方とか、そういうこ

ともここで出されてきましたので、ぜひ今後教育委員会としてどのような形で調査や指導を進めてい

くかというときに少し検討していただく材料にしていただければと思っておりますけれども、ほかに

よろしいでしょうか。それでは報告については、今２点行いましたけれども、以上とさせていただき

たいと思います。 

 

                                               

 ２ 議事 （3） 協議 

○小林委員長 それでは、続いて協議のほうに移りたいと思います。次第のほうでは「教員研修につ

いて」ということでございます。それでは、これにつきましてまず事務局から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 今回の教員研修についてですけれども、対象を市立小・中学校の校長または副校長として

開催をいたします。開催日時は１０月２９日の火曜日です。講師は小林委員長に務めていただきます。

本日は、本委員会として小林先生のご講義に盛り込んでいただく内容などについてご協議いただき、

当日、よりよい研修になるようにお力添えをいただければと存じます。どうぞ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。 

今回、今事務局から説明がございましたように、私のほうで担当をさせていただいてお話を進めて

いくということなのですが、現在、私としては、これは研修ということもありますので、いじめの実

態、特質、さらには本委員会でも一貫して話し合われてきている、いわゆるいじめられる側に果たし

て問題があるのかとか、そういうこと、これは基本的にはいじめはいかなる場合にあっても絶対に許

される行為ではないのだということ、徹底してその辺のところをわかりやすく話を進めていきたい。

それから、なぜいじめがなくならないのかということ。これは、人間の心のありようの中で、どうい

った思いからいじめというものが現実になくならないのかということを改めて考えて、そしてそのた

めにはどのようなことをすべきなのかという、極めて一般的と言えばそれまでなのですけれども、ベ

ーシックな形で私は話をしていきたいと思います。 

ただ、それだけでは十分深まりがないと思いますので、今回いじめ問題対策委員会もこの研修会に

かかわるということを考えたときに、私は個人的には、ショートスピーチでもそれぞれ委員の方々が、

もしこのときにお越しいただける方がいれば、それぞれのお立場でこういういじめ問題に関しての思

いを少しお話しいただいてもいいのかとは思っております。その際の流れも組み立ても考えなければ

いけないと思っておりますので、きょうは自由な形で、こんなこともぜひ取り上げたらいいのではな

いかとか、そういうことをいろいろご意見をここでいただきながら、実のある教員研修を実現してい

きたいと思っているところでございます。 

 それでは自由にいろいろとご意見をいただければ思いますが、いかがでしょうか。長谷川委員。 

○長谷川委員 口火を切らせていただきます。 

特定の意見を言ってもらいたいということでは全くない前提で申し上げるのですが、先ほど来、い
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じめ予防授業という形でよく学校の先生方、生徒さんと弁護士がかかわりを持つということがありま

して、国立市さんも各学校で授業をさせていただいているのですが、実は我々の授業の基本的な中身

として、いじめというのが進んでしまうとどうなってしまうかということを示すときに、自殺に至っ

た案件を紹介していまして、自殺に至るときに遺書であるとか、本人の気持ちが書かれたものを示し

ながら授業をするということを一応基本の中身にしているんです。ただ、学校さんの状況とか、対象

になるクラスの生徒さんの中にちょっとそういう話が負担になる方がいたら別のやり方をしますとい

うことでやっているのですが、実は国立市さんの学校で授業をやる際に、自殺をしたというところま

では言ってほしくないとか、遺書みたいなものについてショックが大き過ぎるのではないかというこ

とで、特に管理職の先生からストップというか要望をいただくことが結構多いという印象を持ってい

まして、それ自体は先生方の教育というか、生徒さんにどういじめという問題を伝えるかというお考

えなので、それ自体はいいのですけれども、せっかくこういう機会なので、生徒さんにいじめの問題

を教えるときの教え方というか、どういうことを伝えるべきかとか、どう伝えられるのかというとい

うのを、まさに専門家の皆さんがお集まりなので、何か議題に上げていただけるといいのかと思いま

す。内容自体はもう先生方が共有されて、どういうことを生徒さんに伝えるかというのはある程度固

まっていると思うのですが、その伝え方とか、極端に言えばショック療法みたいなことが本当に適切

かどうかというところも先生方のご意見が聞けると非常にありがたいなと思っています。 

○小林委員長 いじめが進行してしまうと最悪死に至るという、そういう状況ですよね。 

○長谷川委員 あまりにショックが強過ぎると逆に正面から受けとめられなくなってしまうという

ことがあるかもしれなかったり、あと、１回別の学校であったのですけれども、授業の後にからかい

の材料になったということがあって、いじめの事案の中身で。だからやっぱり生徒さんそれぞれに対

しての伝え方というのがあるのだというのを我々も感じてはいるのですが、教えるということに関し

てはほぼ素人なところもあるので、ぜひ現場の先生の、小林先生も含めて、何かご意見とかお考えを

聞けるとありがたいというところになります。 

○小林委員長 今、重要だと思ってやったことが結果としてからかいの材料になってしまったという

お話があるのですが、まさに子供たちのそのときの実態とか、そのときの人間関係のありようの中で

いろいろな反応が出てきてしまうことは事実だと思います。ただ、それも含めて、今回は教員研修な

ので、教員がしっかりとそういうことを全て受けとめて、いかにこの問題が重大な問題であり、しっ

かりと対応したり、未然防止もそうですし、起きてしまったときの対応の仕方が問われるということ

の認識が本当に研修を通して深まっていけばと。ただ、これは皆さん理解はされているのですけれど

も、喉元過ぎればみたいなところもあって時間の経過とともに薄らいでしまうようなこともあるし、

常に働きかけていくことが重要かとは思うのです。 

○八巻委員 論点がちょっとずれるかもしれないのですけれども、今の話を聞いていて私の経験を話

させてもらうと、いじめではないのですが、全国の臨床心理士たちが学校緊急支援という動きをする

のですね。それは、学校で事件・事故が起きたときに臨床心理士のチームが７２時間対応といって、

ともかく早い時期に学校の中に入るんです。そのときのプログラムがあって、プログラムの１つに、

例えば誰か生徒が自殺をした、自殺をしたことのいろいろな経緯を調べて、学校の担任の先生が経緯

をちゃんと１つの文章にまとめてそれを読み上げるという、事件・事故に対する現状報告というのを

生徒たちの前でするのですね。それは、よくテレビなんかでは全校生徒で体育館の前で校長先生が言

ったりするのですが、それはやめてくださいと。必ず各クラスで各担任の先生が同じ文面を読み上げ
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る。きのう何年何組の誰々君が事故死をしましたとか言うわけです。 

それが言いたいのではなくて、そのときに必ず特に当該のクラスには臨床心理士が入るんです。後

ろについているんです。それはなぜかと言うと、それに対してのいろいろな反応が起こるんです。反

応に対して気をつけなければいけないのは、その反応で泣いたり落ち込んだりというのは結構受け入

れられるし、考えられる反応なんです。ところがはしゃぐ子がいるんですよ。はしゃいで、「何、みん

な落ち込んでいるんだよ」とかやる子がいるんです。それは我々心理士としては当たり前の反応で、

マニック・ディフェンスと言いますけれども、ハイな反応をする子もいるんです。結局どちらも傷つ

いているんです。落ち込んでいるというか、非常にショックを受けているんです。ショック反応なん

です。そういう子に対して担任の先生なり臨床心理士が近づいていって、「どうした」とふっと個別に

声をかけると、例えば私も経験がありますけれども、こういったはしゃいた子が、私が近づいていっ

て肩に手を置いて、「どうした、どうした」と言うと、いきなり泣き始めるんです。反転するわけです。

だからはしゃぐ反応と落ち込む反応というのは裏表なんです。 

ですから、何が言いたいかというと、私は、それをやること、弁護士会の試みはすごくすばらしい

なと思うのですが、それをやってもいいけれども、そういう反応を起こした子に対して個別に対応で

きるような体制をつくるべきだと思うのです。ちゃんと近づいていって、どうしたと言えるような状

況。それで、あくまでもマクロではなくて、マクロの中にちゃんと個別対応ができるような体制をつ

くっていて、そういう反応をした生徒に対してはちゃんと個別に近づいていってかかわりをすると、

その子は安心をしていくわけです。安心して自然な反応に変わっていくんです。そういうふうな何ら

かの配慮が必要なんです。 

ですから、いろいろな反応があります。単純にはハイになる子と落ち込む子という単純な２つです

けれども、でも今はすごくバラエティなので、ともかく違和感のある反応があった生徒には必ず臨床

心理士が近づいていくというのは緊急支援プログラムの中には必ず書いてあることで、それができる

ために体育館ではやらないんです。体育館でやると反応した生徒に反応しますので。だから個別で各

教室でやるというふうにちゃんと配慮されたプログラムがあるんです。正直、私たちは心理のいろい

ろな経験値もありますので、そこら辺は弁護士会の動きと臨床心理士会が組んでもいいなと。 

○長谷川委員 実際泣いてしまう生徒さんとか、そういう真正面から受けとめ切れなくてふざける生

徒さんは実際いらっしゃって、やっぱりそのときに我々は本当に５０分とか４５分の授業しかできな

いことがあるので、でも先生に個別にケアはお願いしなければいけないんですとは言っているのです

けれども。 

○八巻委員 先生方がはしゃいでいる生徒を怒るんですよ。 

○長谷川委員 そうなんです。 

○八巻委員 そういうのは常識的にはわかるんですね。何、こんな深刻なのにはしゃいでいるんだと

怒りたくなる気持ちはわかるんですけれども、心理的にはそれは当たり前の反応というか、あり得る

反応なので、それを怒らずに、どうした、どうしたと声をかけてあげるだけでもいいということを先

生方に伝えるんです。そういう学びはどうしてもこういうぎりぎりの授業とかプログラムにはとても

必要なことだろうと思いますし、話を戻すと、もちろん校長先生や副校長先生もそういうふうなこと

があるということは知っておいていただけると、各教員に周知できると思います。ちょっと知ってお

いてほしい話かなと思いました。 

○小林委員長 ほかにいかかでしょうか。小暮委員。 
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○小暮委員 先生のお話の中にきっと入っているだろうなとは思うのですけれども、高校で、特に私

どものほうは通信なので、小・中でいじめられて不登校になって、通信だったら何とかなるかなとい

って来る生徒さんも少なくないので、今は常識かもしれませんが、いじめが与える傷の深さと長さで

すかね。そこはなかなか、高校に行ってそういう子たちは、ケアもされてきて、うちでもケアは継続

していくのですけれども、やはり自己肯定感が低かったり、フラッシュバックがあったり、あるいは

二次的にうつになっていたりというような過程を高校の中で過ごしている様子を見ると、通常の高校

生がそこでやるいろいろな生き生きした活動が全部後にずれていくとか、大学まで何とか行けた子も、

また大学で何かあると後戻りしてしまったりするんです。なので、その方の人生に与える打撃の深さ

といいますか、一人一人違うので何とも言えませんし、いじめの事案の内容にもよるのですけれども、

そういう長期にわたって人の人生を傷つける可能性があるのだということは、先生方にはぜひ、特に

大切な時期に当たる小・中の先生方には知っておいていただきたいなと。それが起こった後にうまく

解決されない、後に高校でリカバリーというのも大変長期的な時間がかかるので、ぜひ早期のところ

での対応がされるといいなと思います。 

○岸委員 今回、管理監督者向けの研修ということですけれども、いじめの事案を抱えた担任の先生

も結構ストレスを抱えていて、ある意味では非常に困難な状況に陥っていることもあり得ると思うの

です。そういう先生を学校という組織の中でどう支えていくかというところも視点としてあっていい

のかなと。何かいじめは悪い、悪いばかり言っていると、そういう生徒を抱えた担任の先生も非常に

ネガティブな気持ちになってきてしまうといいますか、そうすると何か前向きの取り組みがなかなか

できなくなってしまう。自分も罪悪感を抱え込んでしまう。それは組織としてやっぱりフォローして

防いでいかなければいけないのかなという感じがします。 

○八巻委員 私は当日、残念ながら出られないので、言いっぱなしになってしまって申しわけないの

ですが、いじめが複雑怪奇になっているというのは全ての先生方ご存じだと思うのですけれども、例

えば最近注目されているのがＬＧＢＴＱの話だと思うのですね。やっぱりＬＧＢＴＱは新しいので、

校長・副校長先生あたりにはそういう形でのいじめというのも出てきている時代が来ているというこ

とはちょっと触れていただきたいと。つまり、極端な言い方ですけれども、ＬＧＢＴＱの方で誰々君

と言っただけでいじめになってしまうというこの難しい状況というのは、少しマスコミでも注目して

いますけれども、そういうことに対して偏見を持たずにそういうふうなマイノリティな思いの中でい

じめが起きているということも１つの現実で、正直私よりも上の世代の校長ですので、ＬＧＢＴＱに

対しては違和感というか、ちょっと理解のない部分というのは当然あり得ると思うので、もう時代的

にはそれも認めながら、どうやって一緒に生きていくかという世界をつくるためにも、校長先生を含

めて学校の先生方がそこに対しての理解、そこら辺も先生方が理解しようとすることが結局いじめと

いうものを少しでも緩和していく力になり得ると思うので、そういう今話題になっているその部分に

対しても自分自身が偏見を持たすにそれを調べてみたり、理解しようという動きをしてみるというこ

とは大事な時代になってきているんだなと感じます。 

あと、国立でもあると思いますけれども外国人ですよね。外国人の子供たちということに対しての

理解もそうです。文化の違いが当然出てきますし、それによっていじめが出てくる。いろいろなマイ

ノリティとかそういったものに関しての偏見なき理解を校長先生とか教員が自ら少し積極的に取り組

んでみるという姿勢が子供たちに何かいじめという心をあまり高めない力になるのではないかなとい

うふうな私個人の見解があるのですけれども、そういうのが問われている時代かなと。ＬＧＢＴＱを
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理解できないというのは世代的に私もわかるので、それに対して全く違和感がないかというと嘘なん

ですけれども、でもやっぱり実際にクライアントの方とお会いしていると、全然そういうのはないの

だということが逆に内側から理解できたことがありますので、何かそういうふうな話題を触れていた

だけるとありがたいかなと思います。 

○小林委員長 事務局にお伺いしたのですけれども、今の件に関しては、きょう山田先生はいらっし

ゃらないのですが、一橋大学の事件を踏まえて、本市は、いわゆるアウティング禁止を踏まえた市の

条例をつくってますよね。これに関して個別に学校の管理職や教員に何か研修会とかしていますか。 

○事務局 条例がこの４月から施行されているのですけれども、条例が施行される前に、議会で決定

した後に、校長会・副校長会では条例の内容についての説明はしておりますし、ＬＧＢＴに関しては

その前から対応していて、年に１回、教員研修は昨年も実施していますし、今年度も実施するように

ということで進めています。４月の当初に教員全員が集まる会がありましたので、冒頭自分のほうか

ら条例に触れながら内容についての説明はしております。 

○小林委員長 わかりました。 

今お話を伺って、それぞれ大事なものばかりなので、私の専門性というか、キャパシティからどこ

までどうお話をしたらいいか、かえって薄っぺらくなってしまうかなという気持ちもあるのですが、

例えば人権上の課題で、今のＬＧＢＴとか外国人の問題は、人権上の課題はほかにもたくさんありま

すので、もちろんそれはそれで非常に重要なのですが、やっぱりそうすると人権教育の研修に特化し

て、でも結局その根底はいじめるのと全部同じことであって、要するにそういった人たちを排除する

とか偏見差別をするということといじめというのは同一線上にあるということですね。形は違うかも

しれませんけれども、要するに自分よりも低いものを見て安心したり、優位性を維持しようとする人

間の心の性みたいなものですね。それがいじめには端的にあらわれる。実は人権上の課題は全てそこ

に集約されていると思うのです。ですから、これはなかなかなくなるものではなくて、でも諦めるの

ではなくて、常に啓発したり、研修したり、訴えかけていくことが重要なので、もちろんこれは大事

ですよということは言えてもかえって薄っぺらくなってしまうかなというような懸念も非常にあるん

です。 

今出されたこと幾つも重要で、私が実は話していけるものというと、岸先生がおっしゃったような、

例えば学校は組織的な対応をしなければいけないのだという、そこら辺の部分、それから組織的なも

のであり危機管理をしっかりやっていく必要があるのだという部分というのは、私の専門性というか、

そういったものの中で割と話ができるかと思うのです。もちろんＬＧＢＴの話ができないというわけ

ではなくて、それを話すとなると人権教育全体についてやっぱり話さないとなかなか理解してもらえ

ないと思います。それはそれでもちろん私はある程度専門的にやっていますので、ぜひ話したいなと

思うのですが、あとは時間とのかかわりですね。なかなか、あちらもこちらもというような部分も出

てきてしまって。もちろん先ほど出た、本当に長期にわたって心の傷というか、ある意味では心の傷

はもう一生消えないものであって、そういったものというのは、もちろんいろいろお話はできるので

すけれども、どこまで説得力がある言い方になるかなという部分もあるのです。 

 ざっくばらんなところ、当日１０時ですか、午前中の設定ですね。もしお越しいただける委員の方

がいらしたら、私が冒頭申し上げたようにショートスピーチという形で、今のようなそれぞれのお立

場の中での思いを、本当に短い時間ででもお話しいただいたほうがかえって研修会としては効果とい

うか、私が取ってつけたように言うよりも参会者の方々の心には響くのかな、ちょっとそんな思いも
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あるのですが、いかがでしょうか。当日、これは時間が時間ですので、そんなに強要はできないので。

長谷川先生はお越しいただけそうですか。 

○長谷川委員 はい、予定しているので。 

テーマ的には、私が言うとすれば、人権に平等的な観点でこういう問題が今新しい問題であるので

ぐらいのお話なのですかね。 

○小林委員長 そういうことも含めてね。それに直接対応というよりも、そういうことをしっかりと

認識しておいてほしいということですよね。 

○岸委員 済みません。私はちょっと駄目ですね。それこそ人権の会議が午前中にありまして。 

○小林委員長 もちろん今ここで出されたような内容は私もできるだけ頭に入れながら話を進めた

いと思いますけれども、当然カバーできない部分があると思いますので、ある程度一区切りしたとこ

ろで、きょうはこういう委員会からも委員の方々がお越しなので、こういう機会にそれぞれのお立場

の中で、簡単という言い方ではなくて、時間がないので限られているので、少しだけなのですけれど

もお話をいただきたいというふうに機会を持ちたいと、そういう形をとってもかまわないですかね。 

○事務局 大丈夫です。 

○長谷川委員 ちなみに、流れ的にさらに小林委員長に押し付けるみたいになって申しわけないので

すけれども、推測し過ぎかもしれないのですけれども、実際の現場の管理職の先生がこういう研修で

質問されたいのではないかなというのが、おそらくいじめの当事者の保護者との関係をどうするか、

まさにさっきの組織的に学校の先生のケアという、違う局面で、外部とも内部ともつかない生徒さん

の保護者との関係をどうするかと。よく先生方から言われるのが、全く外の第三者であれば、この問

題が終われば関係が切れるので、言うこと言えるのだけれども、結局この問題がどう決着つくにして

も、生徒さん、もしくは生徒さんの親であることは変わらないというところで、どう対応したらいい

のでしょうかというのはよく聞かれるところで、多分そこがまさに担任の先生だったり管理職の先生

を悩ませる問題の１つになってしまっていると思うのですが、どうなんでしょうね、今回取り上げる

べきかどうかも含めて。 

○小林委員長 でも今言われたことは極めて重要で、担任任せとか、その時々で違ってはいけないと

思うんです。基本的にはやっぱり組織としてしっかりと話を聞くということだと思います。同じよう

な似たような事案があったとしても、保護者によって、個人によって受けとめ方もさまざまだと思い

ますので、一律にマニュアル的にこうしたらいいというものではないと思うので、いずれにしても学

校の一方的な思い込みだとか、そういったこれまでの事例の中でということではなくて、しっかりと

真摯に受けとめて話を聞いていく。場合によっては学校の中で言えばスクールカウンセラーの方も含

めてしっかりと話を聞いて、その上で対応をしていくということがまず第一歩かと思います。 

保護者との関係ってやっぱり非常に難しいですよね。保護者によっては、もういいですよとか、も

うあまりいいんですというような保護者の方も中にはいらっしゃいますし、これはどうしてくれるん

だみたいな、今後どういう指導をするんだとか。やっぱりそれはただ単に学校に対して物を言うとい

うのではなくて、今後のことを心配してしっかりと学校は対応してもらいたんだという思いから要望

が強くなる親御さんもいらっしゃると思いますのでね。これはその場その場で、そのケースごとにち

ゃんと受けとめていくことですよね。 

ちょっとざっくばらんな言い方ですけれども、こういうケースって学校は、学校だけではないかも

しれませんけれども、早く終わろうとしてしまうんですよね。早く解決しよう、決着つけてしまおう
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と。たけど、そんな早く終わるものではないですよね。嫌な言い方ですけれども、やっぱりずっと引

きずっていかなければいけない問題なので、はい、これで一件落着ですねではなくて、常にやっぱり、

先ほどのお話のように、ふっと戻るということは当然あるわけです。そういうときにどれだけ親身に

なって学校が対応していけるかということだと思うんですね。 

○八巻委員 私は２９日の１０時から別の市での管理職研修、校長・園長が来るという、そのタイト

ルが「保護者対応について」なんです。今の小林委員長の話は使わせていただいてよろしいでしょう

か。 

○小林委員長 ぜひ。 

○八巻委員 それだけやっぱり管理職が保護者対応をせざる得ないケースというのは本当にいじめ

も含めてふえているのだろうな、それで困っていらっしゃるというのがあると思うので、今回のもの

に触れるかどうかは、完全にいろいろな要素があるので、これはもう最後は小林委員長のほうで選ん

でいただいてよろしいかと思います。ただ、これだけ多面的で、校長研修であっても教員研修であっ

ても、いじめということだけでも本当にバラエティというかさまざまなので、このままだとこの１年

でたしかこれは終わるプログラムと聞いたので、少し継続して教員研修でいじめを取り上げるという

のはこちらからもやってみてもいいのではないかと、今お話を聞いていて、あと先生方からいろいろ

な意見が出て、１つ１つ大事に取り上げたいテーマではありますので、ちょっと要望としては来年以

降も続ける、ないしは研修の頻度をもうちょっと年に１回ではなくてというふうに、何か工夫はない

ものかなという感じであります。 

○小林委員長 いろいろな角度がありますね。 

○八巻委員 そうですね。いろいろな角度からいろいろな先生方が提示していければ、少しいいので

はないかなと思いました。 

○小林委員長 おそらく十分なことはできないと思うのですけれども、実は私はよくここでのお話を、

自分自身が大変勉強になりまして、いろいろなところに行ったときに、要するにいじめられる側に問

題があるかどうかという視点ですね、それを先生方に話し合ってもらって、両方意見を出してもらっ

て、その上で私が少しコメントをするとか。 

それから、先ほど調査の件がありましたけれども、実はもう一つ論点が、非常に今働き方改革その

他で、ああいうアンケートをとるということに対しての抵抗感があったりするのですけれども、実は

先ほど匿名か記名かというお話で、これも１つの大事な視点だと思うんです。もう一つは、そういっ

たアンケート、調査に関しては、発見が大きな目的ではなくて、やること自体で教師も子供たちも、

場合によっては親も、いじめに対しての認識を深めるというか、改めていじめはいけないよねとか、

教師はそれをとることによって改めて細かく観察しなければいけないという、そういう１つの指導の

一環としてやるというか、これは実は文科省の教育政策のほうのリーフレットにもそういうのが出て

いるのですね。主の目的は発見よりも指導の一環としてという側面を強く持つ。ですから、毎月のよ

うに、言い方は悪いのですが、機械的でもいいからとにかくやると。やることに意義があるのだと。

だから、簡単なものでいい。そういう視点が大事ではないかなというようなことをよく話したりはす

るのですけれどもね。いずれにしても意識、常に意識しているということでしょうかね、やっぱりね。

そこら辺が非常に問われているのかとは思うのですけれどもね。 

 一応そんなことで少し考えてみたいと思いますので、何かありましたらまたメールなりお電話を教

育委員会にしていただいて、事務局にしていただいて、私に伝えていただけるようにしていただける
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とありがたいです。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 

 それでは、以上で協議につきましては終了したいと思います。 

 

 

――了―― 


