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第２回神奈川県いじめ防止対策調査会議事録 

 

（事務局） 

定刻になりましたので、第２回神奈川県いじめ防止対策調査会を開催いたします。 

 本日は、栁生会長から、会議を欠席される旨のご連絡をいただいておりますの

で、神奈川県いじめ防止対策調査会規則第４条４項に基づきまして、会長の職務

の代理を、上田副会長にお願いしたいと思います。 

 なお、本日の会議ですが、出席者が委員の半数を超えておりますので、開催の

定足数を満たしております。 

 また、一般傍聴者５名、報道関係者５名が本日の会議を傍聴しております。 

 それでは、以降の議事進行は上田副会長にお願いいたします。 

 

（上田副会長） 

 改めまして、本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

 先ほど事務局から説明がありましたとおり、本日、栁生会長が欠席されていま

すので、私が代理をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、協議に入る前に、会議の公開について諮りたいと思います。 

 本日の会議のうち、次第の２「いじめ防止対策推進法第 28条第１項に基づく事

項」については、いじめの重大事態と疑われる個別の事案について審議を行う場

合、プライバシーに関する事項を取り扱うことがあるため、非公開としたいと思

いますが、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

  － 全員挙手 － 

 

（上田副会長） 

 過半数の賛成が認められましたので、次第の２については非公開といたします。 

 

 

１  いじめ防止対策推進法第14条第３項に基づく事項 

 

（上田副会長） 

 それでは、次第の１、「いじめ防止対策推進法第 14条第３項に基づく事項」で

すが、前回に引き続き、「いじめに関する学校と専門機関との連携のあり方につ

いて」、協議していきたいと思います。 

 はじめに、今後のスケジュールについてですが、今年度の会議は全部で３回予

定しており、次回の会議では、今年度の議論の一定のまとめを行い、中間報告と

して県教育委員会に報告することを予定しておりますので、ご承知おき願います。 

 まず、資料１として、前回の協議内容をまとめたものを事務局で作成していた

だいていますので、簡単に事務局から説明をお願いします。 
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 － 事務局から説明 － 

 

（上田副会長） 

 それでは、資料１について、補足や御意見等ございましたら、お願いいたしま

す。 

 

 － 意見なし － 

 

（上田副会長） 

 委員の先生方の御意見を取りまとめたものでございますので、取り立てて御意

見等はございませんでしょうか。 

 それでは、特に御意見、補足等ないと思われますので、次に、資料２～５につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

 － 事務局から説明 － 

 

（上田副会長） 

 ありがとうございました。 

 今の説明について、何かご質問はありますか。 

  

（飛田委員） 

質問というか、意見という形でも大丈夫ですか。 

まず、資料３ですが、この取り組み状況についての現状を把握することも大切

だと、それで調査をされたと思うのですけれど、どうして取り組みができないか

というところをできれば内容を検討して、それが次に反映されるとより一層良い

のかなと感じました。 

もう１点が、資料４のところで、他の外部機関、職能団体や関係機関との連携

というお話があったのですけれど、例えば、実際に連携している自治体の研究等

をして、どういうふうにすれば実際に参画してもらえるのか、協働して何かでき

るのかというのが検討できれば、さらに、制度としてあるだけではなくて実践に

も繋がるのかなと思いました。 

それと同じなのですが、資料５についても、私自身が弁護士なので、スクール

ロイヤーとして他の自治体で実際に導入されているケースがあると伺っておりま

すので、もしよろしければ、例えば神奈川県であれば県の弁護士会と連携して仕

組みを作る等、実際に実践できるような形で制度構築がされると、きっと学校の

方はこれをどういうふうに使って良いかわからないと思うので、こういうふうに

使ってくださいという形があると、おそらくそれが実際に動くようになるのかな

と思いました。実践に繋がると良いなというところです。 

もう１点だけすみません。参考資料５、６ですが、全体的に行政側の相談機関

が書かれているのかなと思ったのですが、ＮＰＯ法人等もかなりそちらの方面を
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されていると伺ったので、これ以上の紙面を割いて情報提供するのがという御趣

旨かもしれないですが、もしかするとそういったものが書かれるとまた実効性が、

子ども達が電話をかけやすいところも見つかるのかなとちょっと思いました。 

私からは以上です。 

 

（上田副会長） 

飛田委員の方から質問も含めて御意見をいただきました。 

一つ微妙な点で、常設の外部構成員の話のところがありましたけれども、事務

局の方で何かそこら辺を補足できること、スクールロイヤーとかスクールサポー

ターの話が出ていたと思うのですけれど、運用に当たってなんらかの想定という

のはあるのでしょうか。 

 

（飛田委員） 

質問というよりは、神奈川県の教育委員会にはわりと制度として良い制度、使

える制度があると伺っているので、今後、それが実践に使われていくようになる

と良いなと。ですので、現状では特に無くても、今後に繋がれば良いなという意

見です。 

 

（佐藤委員） 

先ほど飛田委員の方から、成功事例というか、良いケースという話があったの

ですけれど、実際に秦野市の教育委員会の方でこういった対応をさせていただい

ているのですが、秦野市の教育委員会では、法務アドバイザーという制度があり

まして、学校から法的な対応についての相談をしたいという要請があったときに、

私が窓口になって、契約をしている弁護士さんと相談するようなシステムがあり

ます。これは大変有効で、例えば、部活動でボールが外に出て車に当たったケー

スですとか、また、いじめで相談を受けているケースとか、実際に法的な対応に

なるケースというのが増えてきているので、そういう意味では学校現場からも大

変重宝されているようです。 

それから、参考資料５のところに様々な相談機関の一覧があって、私どもも行

政としてこういったものを保護者に配布しているのですが、実は秦野市の独自の

取り組みとして、「いじめを考える児童生徒委員会」というものを年に４回やっ

ております。その取り組みの中で、子ども達にＳＯＳカードというものを作って

もらったのですね。その際に、私ども大人の感覚で、相談機関の電話番号を入れ

て生徒に配布しようと思ったのですが、児童や生徒と色々話をしていく中で、子

ども目線の製作物、これが大変有効だなと感じ取りましたので、あえて相談機関

の番号は載せずに、子ども達のメッセージを入れて、全校の児童生徒に７月の終

業式の日に配りました。これが活用されるということは特になかったのですが、

臨床心理士の方からアドバイスをいただきまして、子ども目線の取り組みという

のは大変有効だというようなこともありましたので、参考に紹介させていただき

ます。 
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（上田副会長） 

ありがとうございます。 

子ども目線の取り組みというのは、また新しい視点なのかなと思って拝聴いた

しました。 

 

（飛田委員） 

基本方針でも、子どもが主体的に参加するということが書かれていると思うの

で、例えばＳＯＳカードを子どもに作ってもらうというのは本当に良いかもしれ

ないですね。自分で何かあったらここに連絡しようとか何かあったらここに話そ

うというところを普段から持っておいて、自分から作ってもらうとか、もしそう

いうことができればすごく良いだろうなと思いました。 

秦野市の方で、お子さんとお話をされているのですか。 

 

（佐藤委員） 

10年ほど前からやっているのですけれど、「いじめを考える児童生徒委員会」

というものを組織しまして、小学校と中学校から各校２名ずつ代表の委員を選ん

でいただいて、話し合い活動が中心ですけれど、４回目にはＰＴＡや地域の方も

来ていただいて話し合いを行うなど、いじめ防止の啓発活動をしています。ただ、

10回目になりますとマンネリ化というような話もいただいていて、毎年色々な苦

労を重ねているのですが、御存知のように９月は自死事案が大変多いので、その

予防活動の一環として、今年ＳＯＳカードを作成しまして、終業式の日に全児童

生徒にＳＯＳカードを配布して啓発活動を行いました。実際に使われたというこ

とはあまりなかったのですけれど、小さなエピソードとして、小学校１年生が家

に持って帰って、困ったときはこのカードを大好きなお友達に渡すということを

親御さんにぽろっと言われたと、そんなことが耳に入ってきまして、やはり飛田

委員が言われたように、子ども目線の活動というのはなかなか無いので、そうい

った活動を各学校で取り入れていくというのは大事だなというふうに感じていま

す。 

 

（松本委員） 

今の件で、小中学生が一緒に会議をするのですか。 

 

（佐藤委員） 

そうですね。小学生はどうしても６年生が多いのですが、学校によっては伝統

的に継承していく形で５、６年生とか、中学生も３年生というよりは２、３年生

という形で、良い点とかを引き継いでいけるよう、学校ごとに考えて選出してい

ただいています。 

 

（松本委員） 

あと一つ、スクールサポーター制度のところで、警察官の関わっている方が 60
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名というのが多いのか少ないのかはわかりませんが、実際にどのくらい活用され

ているのかとかの情報はお持ちですか。今後、増えていくものなのか、具体的に

どんな活用がされているのか、きっと役に立っていると思うのですが、お聞きで

きれば。 

 

（事務局） 

スクールサポーター制度ですけれども、小中高校で活動していただいている警

察官ＯＢという形になります。60名という人数に関しては、警察の方で所管され

ているところなので、多いとも少ないとも言いにくいですけれども、基本的には

小中学校中心というふうに認識はしておりますけれども、高校におきましては、

それぞれ各学校におきまして、警察等と連携を取りながら、巡回等に来ていただ

いているという状況です。 

 

（松本委員） 

一般的にも警察官のＯＢとかに色々なところで関わっていただいていて、抑止

力とかそういう面では効果があるのではないかなと思うので、例えば、県立高校

だけでも 150校くらいある中で、ちょっとどうなのかなと思ったので。具体的な

ものがあったらまた教えていただければと。 

 

（板橋委員） 

それについて、うちの町では、スクールサポーターさんに入っていただいて、

高校生が中学生に対してＳＮＳのトラブル防止教室みたいなものをやって、生徒

会が中心だと思うのですけれど、そういうことを中学生にやって、中学生がそう

いうものを見ていて、今度はそれを中学生が小学生にやる。そのときも、スクー

ルサポーターさんが間に入ってくれて、子ども達が自分たちも学習して、その学

習したことを同じ中学の下級生にまず示したり、それからさらに下の小学生に示

したりという活動はされているので、それは結構全県でやられているというふう

に聞いています。 

 

（瀬高委員） 

県立高校ですけれども、警察署ごとですので多少仕組みは違ったり温度差もあ

ったりしますけれども、私の学校に限定させていただきますと、平塚警察署なの

ですけれど、お二方いて、昨日も来られていました。自転車でちょくちょくばん

たび通ってくださって、昨日は、平塚にららぽーとが最近できまして、置き引き

が増えていますので生徒さんにはこれを十分注意するよう言ってくださいとか、

ゲームセンターではこうですとか情報提供して、あるいはもっと大きな国家事業

のとき、ＶＩＰが来られるときなどは、理科室の薬品の管理は十分注意してくだ

さいとか、そんなことまで含めて、ばんたび顔を出してくださいます。その都度、

私もいれば必ずお目にかかるようにしていますので、実はこんなことがあって知

恵を貸してくださいなんていう、日常的なパイプにはなっていただいているとは
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思っております。先ほど警察署によって温度差があると申し上げましたけれど、

概ね高校の捉えとしてはこういう状況だとは思っております。とても良くしてく

ださっているなというのが印象ではあります。 

 

（村上委員） 

今、子ども目線の話と、警察等外部との連携の話があったのですけれど、それ

に重ねて、集団の構成員の力量を上げるというお話をさせていただいております

けれども、改めて学校の取り組む姿勢を示すことが必要だと思うのですね。どう

いうことかと言うと、学校の教員がいじめに取り組む姿勢はこうなんだと見せる、

具体的にどうするのかというと、メッセージとか強い指導ではなくて、目立たな

い子ども達への言葉掛けを教員がちゃんとしているのかと。例えば、言葉掛けで

気づきの共有をするために、週５日間ある中で、今日、おはようプラスアルファ

で話したかということを学校全体で確認して、「おはよう、遅刻なくなった

ね。」、「おはよう、忘れ物なくなったね。」、「さようなら、元気か。」とい

うような、プラスアルファを 40人と必ず学校で担任はする、もしくは教科担当が

する。そうやって、学校は自信を持って子どもの変化とか成長に気を使って気付

くという自信を持っていれば、専門機関との連携もしやすいと思います。ですの

で、やはり私は学校の立場なので、光の当たらない子ども達、要するに目立たな

い子ども達への言葉掛けを、もう一度、徹底するというようなことも大切かなと

思います。 

 

（飛田委員） 

外部との連携もすごく重要だけれども、内部的にきちんと各教員の方で、学校

の方で、子ども達とコミュニケートすることも。 

 

（村上委員） 

戸惑いながら連携するのではなくて、うちはこうやっている、助けてくれ、と

いうような姿勢を持てればなと。 

 

（松本委員） 

身近で安心して子ども達がやれるのが一番良いですよね。全てが解決できれば、

外に頼る必要もないということですよね。 

 

（飛田委員） 

一番近い存在である先生と一番親密なコミュニケーションができていて、時に

外からの風という形で外部との連携があるという、これが両輪で進むと、子ども

達にとって一番良い環境になるのではないかなと思います。 

 

（上田副会長） 

他にまた新しい視点、論点で御協議いただく内容がございましたらお願いした
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く思いますが、いかがですか。 

 

（板橋委員） 

質問になるかと思うのですけれど、資料３の連携の現状の調査の中身を見ると、

取り組めている学校は、スクールカウンセラーがいたりワーカーがいたり比較的

配置されているような学校で、拠点校が別にあって実際には配置がされていない

学校だとＢになっているというふうに見られるのですが、実際、市町村の方から

は、県立学校のスクールカウンセラーだとかスクールソーシャルワーカーの配置

の状況とかは少し見えない部分もあるので、どういう状況なのかなと。あと、県

としてそこら辺の考え方とかが見えると良いかなと思います。配置されていると

ころの評価がされていて、今後こういう方向でというところが示されているのか

という辺りはどうでしょう。 

 

（事務局） 

スクールカウンセラーの配置の状況でございますけれども、現在、142の県立高

校に対して 58名のスクールカウンセラーを、また、２校の県立中等教育学校に対

して２名のスクールカウンセラーを配置しております。拠点校というふうな名前

を付けておりますけれども、58の学校を拠点校に指定して、そこに配置をしてい

るということなのですが、実態上は、県立学校にあらかじめスケジュールを確認

して、その日に巡回という形で相談に行っていただいているということで、特に

拠点校とその他の学校、対象校と呼んでいますけれども、扱いに関して大きな差

はないというのが現状になっています。拠点校の方が、行く回数が多いという違

いはあるのですけれど、全ての学校に必ず月１回とか２回という形でやっており

ます。 

 

 （板橋委員） 

 であるならば、そこでそんなに差が無いのであれば、ＡとＢの差が出るのは何

なのかということも検証はしていく必要があるのかなという気がするのですよね。

こういう方々は緊急対応みたいなものはたぶん難しいと思うのですね。本来はそ

ういうところも十分に予算が確保されると良いなとは思うのですけれど。そうし

たら、定期的に来るところで組織の会議であったりとかに充てることができれば、

そんなに無理なく外部の方々も含めて協議できたり、日常的に関係ができている

のであればできるのかなと、もう少しＢの学校は減っていっても良いのかなとい

う気もするのですが、そこら辺はどうなのでしょうか。 

  

 （佐藤委員） 

  同じようなことなのですけれど、市町村のレベルで言うと、スクールカウンセラ

ーが入ってもう 10年以上経ちます。その中で、制度設計当初から比べるとものす

ごく活用頻度は上がっているのです。小学生中学生は成熟していない部分も多い

ですから、そういう意味でもスクールカウンセラーの週１回が予約でいっぱいに
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なります。同じくスクールソーシャルワーカーについても、いま秦野市では２人、

県から派遣いただいているのですけれども、これについても、いくらやっても追

いつかない、週１回で２人いただいていても、ひっきりなしの相談です。そうい

う現状を考えると、この調査会の立ち位置ということもあると思うのですけれど、

今日は県立高校の校長先生方も来られているので、もし必要性が高いのであれば、

是非とも増員していただいて、県立高校のほうでもっとそういう方がいた方が。

カウンセリングするにしても、巡回型で週１回来て、そこで関係が取れるのかと

いうと難しいと思うのですよね。先ほど言ったように、制度設計当初は活用でき

なかったかもしれませんが、だんだん時間が経っていくと活用の仕方を覚えてい

って、先ほど飛田委員が言われたように、成功事例を共有していくとこういう使

い方ができるんだということを蓄積して、いま市町村の現状があるのです。おそ

らく、板橋委員のいられるところでもひっきりなしにそういう要請が入ってきて

いるかと。もし、県立高校もそういう状況が想定されるのであれば是非とも予算

の増額をこの委員会の総意として出すことで、何か県教育委員会の後押しができ

るのかなという気がします。 

 

（瀬高委員） 

県立学校の立場で言わせていただくと、おっしゃるとおりの状況だとは思って

おりますし、引き続き、その点については努力をしていただけると大変ありがた

いです。たしかに、今お話があったように、限られた回数で本当にカウンセリン

グが成り立つ人間関係がそこに構築されるかどうかと言われれば、まだ足りない

部分もありますし、その中で、私達は配置してもらったもので、例えば本校は拠

点校ですけれど、配置校とうまく日程調整を付けながら、お互い押しなべていく

ようには努力していますが、おっしゃっていただいたのはもっともなことであり

ます。 

先ほどありましたＡとＢのところなのですけれど、実際に聞かれた側の立場と

しては、自分の学校の状況をどう捉えるかというところで、これをＡにするかＢ

にするかというのはかなり当該校の裁量の部分がありますので、とりあえず分け

てはいただいていますけれども、ＡとＢをひっくるめて、調査をされた立場とし

てはお考えいただいて良いのかなとは思っております。感触的なことも含めてな

のですが、概ねこの方向では取り組めているのではないかなとは思っております。

それをまだまだと感じるか、十分できているというふうに感じるか、学校毎の感

覚の違いというのもあるかと思います。県立学校の立場としては、そういうふう

に見ていただいても良いのかなと思っています。 

 

（村上委員） 

全く同じ意見なのですけれど、是非、増員等に対しても言っていただきたいの

と併せて、また前に戻りますけれども、有能な教員や有能な管理職が、有能な事

務職になり過ぎている、それくらい学校は事務作業が多くなっている。有能な事

務職がたくさん出てきている。では、生徒と向き合う時間はというと、そういう
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教員が生徒と向き合わないと、なかなか早期発見、対応できないので、是非、併

せて、教員が生徒と向き合う時間の確保を教育委員会に常にお願いしているとこ

ろですけれども、意識していただければと思います。 

 

（事務局） 

事務局の方から補足をさせていただきます。スクールカウンセラーは、あらか

じめ相談日等のスケジュールが決まっておりますので、重大事態が発生した場合

など緊急的な支援につきましては、それとはまた別に緊急支援チームというもの

をその都度作っておりまして、その場合に学校のスクールカウンセラーとは別に、

スクールカウンセラースーパーバイザーを委嘱して、緊急対応に当たるという仕

組みを取っていることを補足させていただきたいと思います。 

 

（飛田委員） 

先ほど御意見いただいたみたいに、やはり生徒に近い位置で、生徒達の声を一

番良く聞ける人たちに、そういった子ども達の声を受け取る余裕があるようにと

いう村上委員の御指摘と、あと、スクールカウンセラーについても、もう少し増

員をすることによって、子ども達が話す相手が増えるほうが良いのではないかと

いうのが、おそらくこの調査会の総意というようなところですかね。 

 

（上田副会長） 

そうですね。 

 

（松本委員） 

あとは、先ほど先生がおっしゃっていた、取り組んでいるだけではなくて、成

果をきっちり整理して次に繋げるということが、この委員会として出しておくべ

きかなと。 

 

（上田副会長） 

ＳＯＳカードを含め色々な取り組みがあって、そういうものがあるのですよと、

前回の話ですけれど、無記名アンケートでも、提案型の新しいアンケート方式と

か、子どもに考えさせるということもありましたから、そういうようなものが発

信できていくと、現場の先生方も、そういうやり方があるんだと、一つの学びに

はなると思います。そういうことが発信できていくと良いかもしれませんね。 

司会の立場なのですけれど、私もＡとＢの違いはちょっと気になっていて、Ｂ

の方が取り組んでいないかといったら、そういうことはないのかなと。おそらく、

捉えが違っていて、月１回でタイムリーに相談ができないということは、逆に言

うと、月１回に合わせてご相談を促してくださっている、つまりチャンスという

ことなのですけれど、そこを取り上げていらっしゃるとは思いますけれども、事

前の下ごしらえの部分は学校でもされているのではないかなということも伺える

ので、その聞き方、内実の取り方にも十分差が出てくるのかなと思いました。ま
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た、スクールカウンセラーは、おそらく相談だけが相談ではないので、先生方と

連携して、いわゆる教育現場は見取りというのが重要ですから、管理職の先生や

学年の先生との共有事項もあると思うので、そこも逆に言うと相談と捉えること

もできますし、その内実の取り方によるところもあるのかなと。そういうところ

がこの聞き取りで見えてくると、何か改善点が見えてくるのかな、もしくは、発

信できるものが増えてくるのかなと思いました。 

 

（飛田委員） 

おっしゃるとおり、Ａが 100％であればそれは大問題なので、これは良かったと

いうか、さらに、理由を聞き取り調査していただいていたので良かったですけれ

ど、実際に調査したいところは、どう取り組んでいらっしゃって、どこが足りな

いと思っていらっしゃるのかというところだと思うので。 

 

（上田副会長） 

委員の先生方、他にいかがでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

数字の捉え方で、いじめの認知件数というものに関して、昨年度の論議の中で、

いじめと認知することは決して悪いことではないというような文言が確かあった

と思います。前回この委員会に初めて出させていただいて、それは私にとって大

変勉強になったことで、実際に市町の調査を見ても認知件数はかなり差があるの

ですよね。ある市町では、認知件数を上げるというか、どんどん発見していきま

しょうという、だけれど、そうではない地域もあって、やはり世の中の空気を作

っていくというのは大事だと思います。いま飛田委員が言われたように、この数

字に関しても色々な見方があって、その色々な見方がありますということをここ

で情報発信していくことによって、Ａだから良いというわけではないですし、む

しろＢの方が百点を目指そうとしている改革意識はあるのかなと思っているので、

その数字の見方みたいなものも、ここで情報発信していく必要はあるのかなとは

思います。 

 

（上田副会長） 

スクールソーシャルワーカーの活用、運用方法のモデルが見えると良いという

ところも、いま協議の中に入っていたと思いますけれど、スクールソーシャルワ

ーカーの運用方法か何かも見えてくると、それならうちも使える、いじめに関わ

らず、虐待とか生活困窮の話は地続きの場合もありますから、そういう意味では、

そういうことであればもっと使える。人が足りないということなのですけれども、

何か見えてくると、またちょっと違う動き方ができるのかなというところがある

のかなと思いました。 
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（板橋委員） 

ＳＣもそうですしＳＳＷもそうなのですけれど、県から派遣されている分と町

で独自でお願いしている分をうまく合わせてＳＣの先生方もＳＳＷの先生方もや

っていただいているのですけれど、いじめに関してという部分では、会議への出

席も当然お願いしているのですけれど、それと併せて未然防止のところも非常に

お願いしているところで、うちに来ていただいている方には、小学校だと、子ど

も達が自分達でそういう風土を作るためのワークなど、そういうことを得意とさ

れているＳＣの先生もいられるので、未然防止のところに力を入れてやってくだ

さっていたり、ＳＳＷの方も、「横浜プログラム」という活動のアセスメントな

どを活用した学級経営の審査では、学級担任がやるのですけれど、その分析を一

緒に読み解いてもらって、担任だけでは気が付かない子ども達の様子の変化だっ

たりとか、この子はちょっと気になるとか、どういうところが実はあるのかなと

いうことを担任に返すことによって、担任がそこに気付きがあったりといった活

動がされていて、それはすごく有効なところです。 

対処というところも必要なのですけれど、その前の未然防止とか、それが日常

の連携の部分になると思うのですよね。そこまで確保するというのは、時間数だ

ったりとかが必要になってくると思うのですけれど、そういう部分がされてくる

と一番良いのかなと。起きてからやることは仕方ない部分もあると思うのですけ

れど、その前の未然防止、先ほどの生徒主体の活動も未然防止の活動の一つだと

思いますけれど、やはりそこに力を入れながら、対処もしっかりできるようにし

ておく、その両輪が必要かなと思います。対処だけ一生懸命頑張っても、結局、

風土であったり、子ども達の雰囲気は見えないものだから難しいのですけれど、

そこに対して日常的に各学校が取り組んでいられると思うのですけれど、そうい

うところに専門家の示唆みたいなアドバイスが入るというのは、ここのところう

ちの地区の学校ではやっていてすごく効果があると、先生方からのリターンとし

て比較的大きいのかなと思っています。 

 

（上田副会長） 

今の御意見ですと、外部の専門家が、言葉を選ばずに言うと、ある意味で見張

り役というか、見守り役で、色々な学校や先生方、子ども達を抱えていくような

ことが発信できるような、そういう協働ができていけば良いというお話ですよね。 

 

（板橋委員） 

距離感がすごく大事で、たぶん入りすぎてもだめですし離れすぎてもだめです

し、ちょうど良い頃合にそういう方々にいていただくということが大事なのかと。

どこかで学校のスタンスということがあったと思いますけれど、外部と表現して

しまうと難しいくらい、外部というほどではない、でも内部でもない、ＳＣやＳ

ＳＷの方のポジションが中立の立場、子どもに寄り添った立場でうまく機能する

バランスにいられるくらいが良いかなと。配置が多ければ良いというものでもな

いのかなという気もしないでもないです。先生方と四六時中いるほうが良いかど
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うかというのもまたちょっと議論かとは思いますけれど。 

 

（飛田委員） 

おっしゃるとおり、事後的なことというのも次のものを予防するために非常に

大事なのですけれど、子ども達がもう傷ついてしまっているという意味では、や

はり事前の予防ができると素晴らしいなと思っていて、先ほど板橋委員がおっし

ゃったような、モデルケースではないですけれど、うまくいっているケースをあ

る程度示すことによって、もしかすると学校にそれを情報提供すれば、こういう

ふうにやれば良いんだなということが見えてくるかもしれないですね。上手に連

携しながら、上田委員がおっしゃったとおり、虐待も全く同じで、子ども達が傷

つく何らかの異常がある、何かが起こるということに対して、学校が早く気付く、

虐待でもいじめでも早く気付いた方が良いに決まっているので、そのときに、Ｓ

ＣやＳＳＷが教師との間で上手に連携ができている、また、同じことを見ても、

いつも見ている先生からはあまり何も感じないことも、もしかすると外部の方か

ら見るとおかしいではないですかと新しい視点が入ったりもすると思うので、そ

ういうふうに協働して、きちんと支援の手が多くお子さんに関わっていく、人が

多くなっていくというのは良いことなのではないかなと伺っていて思いました。 

 

（松本委員） 

いまお話が出ていたスクールカウンセラーの役目ではできないですけれど、保

護者も見張り役であったり、例えば地域のスポーツ団体の指導者だったりすると、

子どもとの信頼関係ががっつりできている方もいると思うので、そういう方のか

かわり方もサポートの一つとして何か表現ができたら良いのかなと思います。 

 

（飛田委員） 

間違いないです。保護者の方がお家でサポートしてくださるのが一番大事で、

この間、ＰＴＡの方からの要請で、子ども達を取り巻く危険について講演しに行

ったことがあるのですけれど、例えばＳＮＳの使い方などは、学校でなかなか教

えるにも限界があると思うのですけれど、やはり保護者の方で、どういったケー

スの場合にＳＮＳでトラブルに発展するのか、場合によっては犯罪に巻き込まれ

てしまうのか含めて、子どもに本当に一番長く寄り添えるのは保護者で、学校と

保護者が連携していることは非常に大事だと思うので、そういう意味で、保護者

の存在というのとＰＴＡの存在というのも重要だなと思います。 

 

（松本委員） 

信頼できる大人という言葉で良いと思うのですけれど、どんな人でも、どんな

役でも、誰でも良いと思うのですけれど、そういう大人が一人でも子どもの周り

に多くいれば、いじめとかは減っていくのだろうなと思っているので、是非、そ

の辺もうまく提案できると良いなと。 
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（飛田委員） 

お子さんの相談窓口として、学校ではない第三者的な人としてＰＴＡの方にあ

ると良いのかもしれないですね。 

 

（松本委員） 

特に小学校、中学校でＰＴＡと関わっているときにやってきたのですけれど、

学校に苦情があるときに、直接学校へ行くと喧嘩になって教育委員会に行くとい

う話にすぐ発展してしまうのですけれど、私が一回、問題があるときには何でも

良いから話してくれと話をして、携帯の番号とかアドレスを学校に貼っておいた

のです。そうしたら、色々な人から色々なことがきて、全部は無理ですけれど、

ある程度のことは聞くだけで済む場合もあったり、それを教育委員会に話したと

ころでうまく解決ができたりということもできたので、ＰＴＡは捨てたものでは

ないなと思って活動しているので、是非、そんなこともできたらなと思っていま

す。 

 

（飛田委員） 

学校と保護者、子どもとの連携というか、橋渡しというか、そういうふうに活

用される例もあるのですね。 

 

（佐藤委員） 

いま松本委員が言われたような取り組みとして、コミュニティスクールがいま

急速に進んでいて、本市でも１校指定させていただいてやっているのですけれど、

やはり信頼できる大人が地域の中にいてそれが学校の運営に関わるという点では、

学校改革の一つの取り組みだと思いますけれど、それを制度化してやるというこ

と。どうしてもネガティブスパイラルといって負の連鎖が続いてしまっている気

がして、それを何か改革をすることでポジティブなスパイラルになっていくこと

がすごく大事だと思うし、そのためには色々な改革の仕方があって、この前も文

科省の研修会に指導主事が行ったのですけれど、静岡の方で、地域で困った問題

があって、その話を学校運営協議会の中で話し合って一つの方向性を出したら地

域からの苦情が一切なくなったと伺いました。聞くところによると、県立学校も

コミュニティスクールを積極的に推進していこうということは耳に入っています

が、その辺はいかがですか。 

 

（事務局） 

コミュニティスクールについては５校を推進校という形で指定をしておりまし

て、県立高校改革では、第１期で、平成 28年から４年間の期間の中で、その推進

校を中心に取り組みを広げていくと。やがては全県立高校におきましてコミュニ

ティスクールを運用していくという方向性を示しているところです。 
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（上田副会長） 

外部機関との連携だけではなくて、学校、家庭、地域との見守り活動という話

も膨らんだかと思いますが、そろそろ時間となりますので、この辺でまとめよう

と思います。 

 このテーマについては、次回、引き続き議論していきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

－ 異議なし － 

 

（上田副会長） 

それでは、冒頭で説明しましたように、次回は今年度の中間報告の案について

も話し合いたいと思います。 

本日の議論については、事務局で取りまとめの上、また次回に報告してもらい

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

次に、次第の２、「いじめ防止対策推進法第 28条第１項に基づく事項」に移り

たいと思いますが、以降の会議は、プライバシーに関する情報を取り扱うことが

ありますので非公開といたします。 

 

（事務局） 

それでは、以降の会議は非公開となりますので、恐れ入りますが、傍聴人の方

は御退出いただきますようお願いいたします。 

 

 － 傍聴人退室 － 

 

 

２  いじめ防止対策推進法第28条第１項に基づく事項 

 

－ 非公開 － 

 

（上田副会長） 

それでは、本日の議事は以上で終了いたします。 

最後に事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

上田副会長、ありがとうございました。 

次回の日程ですが、来年３月頃の開催を予定しております。後日、日程調整を

行いますので、御協力をお願いいたします。 

以上で本日の日程は全て終了となります。 

本日はどうもありがとうございました。 

 


