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第２回いじめ防止対策調査会議事録 

 

 

１ 諮問事項について 

 

（栁生会長） 

 （１）の「家庭・地域との連携のまとめについて」ですが、資料１として前回の会

議のまとめの案を事務局で作成しておりますので、簡単に事務局から説明をお願いし

ます。 

 

－ 事務局から資料１について説明 － 

 

（栁生会長） 

 補足や意見があればお願いいたします。 

 

 － 意見なし － 

 

（栁生会長） 

 意見が出ないようでしたら、先に進めて、次のテーマに移ります。 

 今日の議題の中心課題である、（２）の「ネットいじめについて」に進みます。資

料２について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

－ 事務局から資料２について説明 － 

 

（反町委員） 

 私から、「平成 25年度県立学校生徒の携帯電話利用環境実態調査」について、補

足説明として簡単にお話させていただきます。 

 調査を実施している神奈川県生徒指導研究推進事業実行委員会というのは、県立高

校の校長 13名と、特別支援学校の校長１名、学校支援課の職員１名、県の高Ｐ連の

役員１名、計16名体制で研究を行っている委員会です。 

 

 ３年間の調査で特徴的なのは、クラス 40人中、携帯電話等を持っていないのは１

人だけ、98％程度の生徒が携帯を持っていますよということ、それから、劇的に変わ

ったのは、平成24年度は携帯電話の所持が８割程度であったのが、平成25年度はス

マートフォンの所持が８割、携帯電話が２割と逆転していること等があります。 

 また、平成 24年度は保護者も対象に調査をしており、興味深い結果として、家庭

で携帯電話の使用に関し約束事がありますかという問に対し、保護者は約束事がある

と８割程度が回答したのに対し、生徒は約束事があると回答したのは４割～５割程度

でした。つまり、保護者は約束を作ったと思っていても、生徒本人は約束を作っては

いないと思っているという乖離がありました。 
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 いじめの内、暴力を伴ういじめに対しては、社会的に許されないというかなり強い

指導ができますし、生徒もしっかり反省します。 

 一方、暴力を伴わないいじめ、からかいとか机の上にわざとゴミを置くといったよ

うないじめや、もう一つの大きな問題であるネットによるいじめについては、かなり

の学校が対応に苦慮しているところです。 

 特にネットのいじめについては、発見するのがなかなか難しい上、実態調査をして

いくと非常に広がりをもっているということが伺えます。 

 

（栁生会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは協議に入る前に、携帯電話によるネットいじめについて、ＤＶＤを見てい

ただこうと思います。これは２年前にドイツで作成されたものです。まだ警察に訴え

るということをあまりしない時代のもので、当時はドラスティックな内容だったもの

ですが、現在ではどこの学校でも行っているのかなと思います。 

 

 － ＤＶＤ視聴 －  

 

（栁生会長） 

 携帯電話等によるネットいじめのイメージとして、どのように対応していくかとい

う話の中に、ビデオを撮る、証拠を集める、そして訴えるという方法論をこの中に盛

り込んでいます。 

 前回もお話しましたが、いじめには壁が３つあって、１つは先生、１つは友達、１

つは親です。この３つが全部立ちはだかると、いじめの重大事態に発展していく可能

性がありますが、このケースではお母さんが理解してくれて、先生もそれで動いてく

れて、友達も戻ってきたというものです。これはいじめの本当に入口のところのもの

でして、日本のネットいじめはもっと深刻な状況になっています。 

 

 学生達とも色々なサイトを見たり、資料を集めたりしています。そこでは、ネット

で自分の子どもがいじめられたため親が相手を訴えたが、親がおさまらず、いじめた

子ども達が大きくなるまでずっとネットで追いかけて、既に大学生になって大学生活

を送っているにもかかわらず、小学校時代にこの子らにいじめられて自分の子どもの

人生は台無しにされたというサイトを、わざわざ作って公開しています。 

 

 教育委員会からこのサイトは削除してくれと要請されても、確信犯なので一切聞こ

うとはしません。そうなると、そこには輪をかけたような、新たな社会的ないじめが

あるということになりますが、確信犯なので如何ともし難いのが現状です。この子は、

この大学に受かって、こういうことをしているが、昔からこうなのだということを全

部暴いていくという、こういったサイトを見ていると、扱い方を間違えるとこうなっ

てしまうのだなという感じがしています。 
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 次に、学校全体で「いじめ対策クラブ」というものを作って、地域社会やお母さん

方、先生方も加わり、子どもを囲む３つの壁をクラブ化したような、壁をぶち破るた

めの促進剤として、そういうクラブを運営している学校がありますので、紹介します。 

 

 － ＤＶＤ視聴 －  

 

（栁生会長） 

 いじめ防止対策推進法が出来てから丁度１年経ちますが、先日、国でやっているい

じめ問題に対する指導者養成研修というのがありました。そこのカリキュラム委員を

私がやっているのですが、その研修の中の話で、今一番問題となっていることとして、

この法が出来て、小学校全体で、県によっては 2000件近いいじめが上がってきてい

ることが挙げられました。 

 一方、小学校にはいじめは存在しないという考えがあって、ドイツやフィンランド

においては小学校のいじめは報告されていません。何故無いのかというと、簡単な話

で、「適応の過程」であるということです。つまり、日本の先生がいじめだと言って

いるような小さい時のそういったトラブルは、成長していくために必要なことだとい

うことです。「適応の過程」なのにいじめと判断してしまうことは、いじめ防止対策

推進法が出来たことの一つの大きな副産物であるということです。 

  

現場の先生方は悩んでいます。何かあった際に、いじめとして報告しなければ後

で問題になってしまうので、みんないじめにしてしまう。 

 偶然ですが、フィンランドで調査をした時も、同じように「適応の過程」であると

の回答を得ました。あまり大騒ぎするのではないという意見がヨーロッパにはあり、

日本は非常にナーバスになっていると思います。 

  

メルセデスベンツの本社がある、ドイツのシュツットガルトの新聞記事を紹介し

たいと思います。ドイツではどこへ行っても不登校はゼロと答えますが、これは何故

かと言うと、学校へ行くのは義務で行かなければならないから、当たり前なのです。

この記事には、昨年、160名の親と 467名の生徒に対して、学校に行っていないこと

を理由に法律違反なので罰金刑が通告されたとあります。うち240名が罰金を支払わ

ず、ＮＰＯ法人などでの勤労報酬を科され、それを 95％が拒否し、その結果どうな

ったというと、１週間刑務所行きになったそうです。 

 

子どもの児童観、人間観というのがかなり違うということを、いじめを通しても

感じられます。日本はそういう意味でも、これから相当難しい局面を迎えるのではな

いかと思います。 

 日本の場合、結論が出てこなくて 10年くらい経過すると忘れられるということの

繰り返しで、結論を出さずに忘れ、大きな事件が起こるとまた思い出して大騒ぎする

という繰り返しです。私も教師をやってこの道 40年になりますが、そういう脈動が

あるなと感じています。 
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（小池委員） 

 ネットいじめと一口に言われますが、これが日進月歩で、私には大分ついていけな

い状況です。少し前までは学校裏サイトに代表されるような、多くの人がアクセスで

きるところに悪口等がさらされるという形態が主な問題であったと思いますが、現状

では、無料通話アプリの中での悪口のやりとり、あるいは無料通話アプリのグループ

から外すといった形態が多いやに聞いています。ただ、これも果たして最新の情報で

あるのか良く分からないので、現状のネットいじめがどのような状況なのか教えてい

ただけますでしょうか。 

 

（事務局） 

 まず数値的に言いますと、10月 16日に公表された問題行動等調査では、いじめの

態様中、「パソコンや携帯電話等で誹謗中傷やいやなことをされる」という項目につ

いて、神奈川県の県立高校の場合、25.8％の生徒がそういった被害を受けていると回

答しています。昨年度は 26.2％でしたので、数値的には下がっていますが、約４分

の１の生徒がこのような経験をしているということになります。 

  

実際のケースとして、無料通話アプリにかかわっているものが多いです。無料通

話アプリの中での誹謗中傷もそうですが、いつの間にか仲間はずれにされている、要

するに仲間外しという形で、無料通話アプリのグループをいつの間にかその子だけ外

して別に作って、その子だけ仲間はずれにする状況を作ってしまうという形でのいじ

めが出ています。 

 他によくある例がなりすましです。なりすましの形で、ブログ等に、他の生徒の名

前やあだ名を使って、その生徒になりすまして、実際のなりすましている生徒が嫌い

な生徒や気になる生徒の悪口を書いてしまう。そうするとなりすましていますので、

なりすまされた生徒が書いているとされ、違う子が責められてしまうというケースも

出ています。 

 

（栁生委員） 

 無料通話アプリは、グループ内で、1人だけを他のメンバー全員で攻撃することが

できます。40名なら 40名の中で１人を攻撃したり、ぱっと外して連絡が取れないよ

うにすることもできてしまいます。そういう点では、非常に有効ないじめの道具であ

ると思います。また、いとも簡単に写真や動画が送れるので、それを保存すれば永久

に残ってしまいます。 

 私の調査では、中学校の各学級で、例えば女の子に下着姿の写真を撮って送ってく

れと頼むと、少なくとも１クラスで１人～２人は送ってくる子が居るというデータが

あがってきています。平気で送ってきてしまう。 

その画像を、ＳＮＳを使って公開されてしまい、データが一人歩きしてしまって

その女の子が困ってしまうわけです。中学校２校で調査したのですが、罪悪感や危険

であるという意識が余り無いようです。 
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（伊藤委員） 

 本校でも無料通話アプリの問題で、悪口がもとでトラブルになりましたが、本人同

士のコミュニケーションと言いますか、話し合いで仲直りしてというケースがありま

した。 

 また、１人の発言に対して、他の 10人、20人が一斉に批判的な意見をし、本人が

参ってしまうようなことが目立つかと思います。 

 

（栁生委員） 

 無料通話アプリの世界には、独特な言葉遣いや独特なルールがあって、それにより

パワーダウンした子どもは非常に大きく傷つくことになります。 

普通だったら何ともない「消えろよ」という言葉も、無料通話アプリでポンと出

てくると、受け取る側からすればダメージが大きいわけです。お酒の席等で「お前消

えろよ」と発言しても、愛情があったり、フレンドリーであったりすることで、相手

を傷つけない言葉になるわけです。しかし、無料通話アプリ上では相手を傷つける言

葉になってしまう。自分でも、突然出てきたときにはっとすることがあります。 

 

（藤本委員） 

 私の町での事案で言いますと、ネットに関係するいじめは、メールに関するものの

小学校での１件を除くと、それ以外の全てが無料通話アプリ絡みとなっています。 

また、無料通話アプリは、あっと言う間に他地域、他市町村のグループとのつな

がりができ、今までですと直接会って連絡を取らなければつながらなかったようなグ

ループ同士が、簡単につながっていってしまう特徴があります。 

 その中のやりとりで、どこかのお祭り等の場で、あいつかということになり、ケン

カに発展していくといったようなことが起こっている実態があります。 

 

（栁生委員） 

 先ほどの、中学生が下着写真を集めていた事件では、三重県や山梨県から送ってき

た子が居ました。どこからどうやって集めたのかと思いましたが、三重県でも平塚市

でも、近くという感覚は同じなようです。 

 

（山田委員） 

 私は無料通話アプリを使用していないので、自分の感覚としてはなかなか分からな

いところがありますが、子ども達を苦しめているのは、機能として未読・既読がある

ところだと良く聞きます。また、呟きで会話が成り立つことによって、短文であるか

らこその言葉の怖さがあると思います。 

 あとは裏グループを作るというところで、無料通話アプリはそれらの要素が大きい

のだろうと思います。 
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（栁生会長） 

 我々が指導するときは、どうしても上から目線になってしまいます。一方、先ほど

のいじめ防止クラブの例を見ていると、何でも話ができるような雰囲気を学校に作っ

ていくことが主たる目的であり、しかもそこに保護者や先生が入っています。 

そういう点で、神奈川県の高校生が主体となり、スマートフォン等のノウハウを

教えるという取組みはグッドアイディアだと思います。 

 

（上田委員） 

 子ども達の相談を実際に受ける立場から言いますと、無料通話アプリに関して、子

ども達は先生方のご指導のおかげで、楽しくコミュニケーションツールで遊んでいる

うちは遊園地であるけれども、一寸先は闇であるということを意外と分かっています。 

ただ、逆に言うと巧妙化しているといいますか、例えば先ほどなりすましの話が

ありましたが、ちょっと友達に連絡したいからスマートフォンを貸してと言って借り

て、そのスマートフォンで無料通話アプリに悪口を書くといったようなケースを、私

は今２件担当しています。 

 

また、私は小中連携の学校に行っていますが、先輩後輩だけではなくて、兄弟間

などで、小学生と中学生が連動していて、兄貴がこう言っていたからこうだというこ

とを書いてしまうと、これが小学校で回ってしまい、そこでエスカレーションすると

いった事態が顕著化してきています。単純な悪意ではなくて巧妙化していると、最近

の相談を聞いていると思います。 

 

（反町委員） 

ネットいじめの特徴は、広がりがあるということです。 

無料通話アプリのグループを作っている生徒が 20人居れば、指導を全 20人にし

なければなりません。発見も難しいのですが、被害者の生徒が先生に相談するなど何

らかのきっかけで見つかった後、調査に苦慮しているのが現状です。 

いつも思うのは、ネットいじめの場合は本当に簡単なことから広がっていってし

まうということです。例えば、この車が好きか嫌いかみたいなことをネットで話して

いるうちに、反対の意見になったときにそこからネット上で広がっていってしまって、

1人を攻撃するようになってしまうようなことがよくあります。何でこんなことから

という感じです。 

 顔と顔が見えない中でのコミュニケーションというのは非常に危ないなということ

をつくづく感じています。 

 

（小池委員） 

 そうしますと、ネットいじめ、特に無料通話アプリのいじめの場合、本質的には誹

謗中傷、悪口ということで、他のいじめと大きく違うというわけではないのだろうけ

れども、実態が掴みにくいという点と、広がりが大きくて指導が難しいという２点が

あるということでしょうか。 
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（反町委員） 

 それから、写真を簡単に送れて、それを加工して周囲に広げられ、顔等が特定でき

てしまいますので、早く対応しないと重大な事態になってしまうというのが非常に怖

い要素です。 

 

（井上委員） 

 無料通話アプリは、自分の情報を開示するかしないかという操作もできます。携帯

電話の電話帳には、実際に使われていない過去の人のデータが残っていることもあり、

他人がそれらのデータを使用することもできるため、無料通話アプリの設定は難しい

問題があると思っています。 

  

いじめに関しては、書き込む子は、単純なコミュニケーションの行き違いなど、

ちょっとしたきっかけでするわけです。加害者意識は全くなくて、ちょっと言葉で言

ったつもりでも、無料通話アプリだと相手は何倍も傷ついてしまいます。 

 自分がホームページの写真を変えただけでも、設定によっては何時何分に井上さん

がホームページの写真を変えましたと、アドレスや番号が分かっている人には知らさ

れてしまうので、それは自分で防御しなければいけないのですが、難しい部分だなと

感じます。 

 

（栁生会長） 

 ちょっとした入口のハードルが凄く低いですよね。それこそ、依存にも繋がってい

きますし。 

 

（井上委員） 

 今の子ども達は常に携帯を見ていますが、携帯を見なくなったときが、家の中では

サインなのかなと思います。部屋に篭っていたのがリビングに出てきたりであるとか、

あまり携帯を見ないようにしているかなとか。 

家の中が、親にとっては子どもが一番身近になる空間です。先生方や親御さんた

ちは、今の高校生世代とは違う環境で育っていて、こういった問題に対して免疫もな

いですから、子どもだけではなくて保護者側も一緒に学んでいかなければいけないと

思います。大人がきちんと子どもを見守らなければいけません。 

 

（栁生会長） 

 本当に入口はハードルが低いです。ここで、いじめた側の意見について、ＤＶＤが

あるのでご紹介します。 

 

 － ＤＶＤ視聴 －  
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（栁生会長） 

 ハンブルクでの取組である、アンチモビングクラブというのは、保護者や先生、友

達、被害者の壁が円滑に流れるように組織化したものが一つの試みであったのだなと

思っています。今、私達は、できればこれを一緒にやろうという学校を探していると

ころです。ただ単にいじめはダメだというだけではなくて、いじめのことをもっと風

通し良く話をすることによって、弱い子達が救われていくことが大切だと思います。 

  

（反町委員） 

 先ほどのビデオの中で、「今思えばあれはいじめだった」という発言がありました

が、あれは非常に実感できます。いじめがあれば特別指導として、私と保護者と生徒

とで話をするのですが、非常に認識が低いです。ああそうなのかとその時に分かる。 

 

（栁生会長） 

 ビデオの最後でいじめられた子が、もっと早く言っていればよかった、もっと早く

打ち明けていればよかったという発言していました。風通しを良くするような組織作

りを学校でしていかなければならないと思っています。 

 

（反町委員） 

 いじめは、暴力を伴うものと、暴力を伴わないもの、ネットによるものがあります

が、みんな根っこは一緒かなと思います。どの手段を使っているかということです。 

 学校としては、対処療法だけではなくて、いじめを発生させないために様々な取組

をしています。例えば、挨拶をお互いにできる学校環境を作ることや、いつも教員と

話をするような色々なチャンネルを作ることです。 

また、防止の点では、特定の集団を作らないようにクラス替えを常にしたり、掃

除当番も頻繁に変えるなどしています。集団を固定するといじめが発生しやすいとい

うことがあるので、そのような取組をしています。 

  

ただ、ネットのいじめは広がりをもっていて対応が難しいのが現状です。最早、

生徒はスマートフォンを持たない世代ではありませんから、逆に言えばスマートフォ

ンの使い方をしっかり教育や指導をしていくことが大切です。 

 この間、ＰＴＡの地区大会があったので、保護者に知っておいてもらわないと予防

には有効でないと思ったので、講演では、講師にわざとネットの話をしてもらいまし

た。そういう地道な活動をしていくことが今できることなのかなと思っています。 

 

（藤本委員） 

 今の子ども達は私達とは違って、携帯やスマートフォンを持たないとか、使用禁止

ということは出来ない世代だと思っています。そうなると後は使い方になりますが、

国内の例を見てみますと、子ども達自身が、そういったやりとりを夜中まで続けるこ

とに疲れているのではというデータがあります。夜９時以降にやらないように約束し

たことについて、低年齢、中１の子などは良いことだと答え、中３くらいになるとい
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つまでもやっていたいと答える傾向があるようです。 

  

そういった面で、子ども達自身が自分達で気付いて、取り決めをするということ

が起きています。兵庫県の県立高校では、生徒会が取決めをして、使用は夜９時まで

にして、そして９時以降就寝までの 10分間についてはメールの確認はして良いけれ

ど、返事は翌朝学校でするというような、大人には発想できないようなルールを作っ

ているところもあります。そういった取組が出来るとよいなと思います。 

 

（山田委員） 

 関連して、市町村教育委員会で言えば、小学校、中学校でしっかり教えていくこと

で、高校生に進学した時に重大事案が起こることを避けるようにしなければならない

と考えています。 

また、学校や教育委員会だけではなくて、井上委員のお話にあったようにＰＴＡ

を絡めなければいけないというときに、ＰＴＡへの教育委員会側からの啓発ではなく、

ＰＴＡ自体が主体となる啓発活動ができないかと、検討を始めようとしているところ

です。 

 先日、ＰＴＡ会長や校長といじめをテーマに話をする機会があり、いじめについて

は、どんな小さな変化やサインも見逃さないということが大切だと話をしたのですが、

裏を返せば、日頃からいつも子ども達を見ていないとその変化は見られないので、日

頃から子ども達にいかに関心をもっているかに尽きるなと思います。 

 

（栁生委員） 

 そろそろ時間になりますが、いかがでしょうか。本件のネットいじめについては、

色々なところからアプローチする必要があると思います。ＰＴＡには私もよく講演を

頼まれますが、「ここに来ている人達は良いのですが、むしろ来ない人達に伝えたい

のです」という現実の生の声がありますので、そういうところも考えると、継続して

まだまだ議論する必要があると思います。 

 

（大滝委員） 

 少し感想をよいでしょうか。私が精神科医として一番気になるのは、例えば表情や

ニュアンス、動作等の他のコミュニケーションが欠損した中での文書だけのコミュニ

ケーションは、非常にいびつであり、極論ですが、人間と人間のコミュニケーション

では無いのではないかと思っています。 

 そういったものが便利だからとはびこっていますが、いじめは絶対にあってはいけ

ないものであります。インターネットいじめというのは、一段とまた質の深く、周り

から分からない中でおきているコミュニケーションというのは実に感情的で、非常に

部分的になっているので、普通のいじめと同じではないのではないかというのが、私

の感想です。 

 そこで、教育やＰＴＡを交えた勉強会は非常に重要だと思いますが、規制というこ

とも頭に入れていかなければいけないと思っています。 
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 学校における規制や家庭における規制も大事なのですが、子ども達のインターネッ

トの利用について考えるという話の中では、フィルタリングがあり、それと同じよう

な規制です。個人情報が周りに漏れないということを原則として、自分が特別だと判

断した人には伝えられることができるよう、初期設定を変えてもらうことを、教育の

側や子どもを守る立場から、携帯電話会社や国へ働きかけをしていくべきだと思って

います。 

 

（栁生委員） 

 先生のお話は良く分かります。いじめ防止対策法案そのものもそうでした。生徒指

導学会でも、教師の意識で何とかなるので規制すべきではないという意見もある一方、

そういうわけにはいかない、百何十万人の教師全てを変えることはできないので規制

が必要だという、大きな議論がありました。 

 

（栁生会長） 

 時間になりましたので、次回も異論が無ければこのテーマで進めようと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

 － 異論なし － 

 

（栁生会長） 

 異論がないようですので、次回もネットいじめを中心に展開していきたいと思いま

す。それから、冒頭に申し上げたように、報告の方向性も意識しながらまとめていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは本日はこれにて終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 


