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第３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３回神奈川県いじめ防止対策調査会を開催いたします。 

 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１名、報道関係者１名が本日の会議を傍聴しております。 

 それでは、以降の議事進行は栁生会長にお願いいたします。 

 

（栁生会長） 

 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。 

 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 － 

 

（栁生会長） 

 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 

 

（栁生会長） 

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」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、我々委員の任期は今年度から

２年間ですので、諮問に対する最終的な答申は来年度に取りまとめる予定ですが、

今年度の議論について中間報告としてまとめたいと思っておりますので、御承知

おき願います。 

それでは、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。 

まず、資料について、事務局から説明をお願いします。 

  

－ 事務局から説明 － 

 

（栁生会長） 

 今の説明について、何か御質問はありますか。 
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－ 質疑なし － 

  

（栁生会長） 

それでは、協議に移ります。 

以後はフリートークで議論を行いたいと思います。御意見等ございましたら、

よろしくお願いいたします。 

まず一つ言っておきたいことは、私は他県とも関係がありまして、色々とお話

を承ることが多いのですけれど、少なくとも神奈川県はかなり進んでいて、です

のでこれを見本にして動こうとしていることが多分にありますので、それは大変

評価されて良いのではないかと思います。ただ、とても気になっているのが、い

じめの発見も対応も、やはり学校の先生が主なのです。にもかかわらず、御説明

からすると、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用ばかり

が出てくるのですね。第一、子どもたちは、１ヶ月に２、３回しか来られないス

クールカウンセラーに相談するはずがないのですよ。毎日起きている生々しい問

題を、はじめて見るカウンセラーに話すはずがないということです。私は、力を

入れるのであったら、教員のほうに力を入れなければならないと思っています。

たしかに、いじめによって心的な外傷を受けたことに対してケアをするのは、ス

クールカウンセラーが得意かもしれませんけれども、いじめは学級の歪みや集団

の偏りというような状況によって発生しますから、いじめの発生そのものについ

ては、むしろ学校の先生の領域なのです。心理職というと全て解決できるような

気がするかもしれませんけれども、いじめの生々しい現場というのは心理の問題

ではないのですよ。その場をどうするかということがやはり大きいと思いますの

で、もう少し先生方にアピールをしていくというか、指導を徹底していくという

ことのほうが良いような気がします。スクールカウンセラーとかスクールソーシ

ャルワーカーと言っておけばマスコミも納得するだろうと思っているのかもしれ

ませんけれども、現場はそうではないなという感じはしています。まして、週１

回、３校拠点校でやっていて、滅多に顔も見たことのない人にいくら徹底しても、

難しいと思います。いじめの防止ではなく、ケアするほうにスクールカウンセラ

ーがあたっていただくのは結構なのですけれど、いじめの構造そのものはカウン

セリングで直るものではないと思っています。 

それから、教育相談という言葉が必ず出てくるのですけれど、教育相談と言っ

ておけばそれで全て大丈夫かというとそうではなくて、実際には生徒指導も関係

するだろうし学級経営も関係するでしょう。 

例えば、不幸にしていじめによる自殺ということがあれば、子どもたちや先生

たちが自殺をどのようにして捉えていくのか、それからマスコミはどう扱うべき

なのかというようなことも、きちんとリーフレットにするなどしていけば良いの

ではないかと思います。そこまで追い詰められて可哀想だという見方もあるかも

しれないけれども、やってはいけないということを前提として議論を進めていか

ないと、いつまで経ってもこれは終わりません。終わることはないと思いますけ
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れど、そんなことを少し感じました。 

もう一つ言えることは、御説明にあったこれから活用していこうとしている人

たちに決定的に欠けているところは、機動性がないということです。スクールカ

ウンセラーにしてもスクールソーシャルワーカーにしても、機動性が足りないの

です。週１回しか来ないので当たり前のことです。ドイツやアメリカみたいに毎

日いれば、あの人のところに行けば良いんだと思うかもしれないけれども、今は

予算が取れないわけですから、やはり先生方にもう少し頑張ってもらいたいとい

うメッセージを送ったほうが良いように思いました。 

 

（飛田委員） 

栁生会長のおっしゃるとおり、やはり日々の生活でちょっと思いついたときに

相談ができるという、ＳＯＳを出しやすい場というのが一番大事だというのは間

違いないのではないかと思います。たしかにこれは拡充していかないと意味がな

いということはあるかと思います。一方で、教職員の方がまず発見するというの

が大多数だということはむしろとても良いことで、先生方に対してお子さんがＳ

ＯＳを出せる環境にあるということは、学校内の状態や先生方と子どもとの関係

性が良いということだと思いますので、それ自体はとても評価できる部分ではな

いかと思っています。ただ、一方で大切なことは、いじめの発見のきっかけは重

なっていて、先生にも言ったしスクールカウンセラーにも言ったということかも

しれませんが、実際にお子さんの命がなくなるケースというのは、おそらく学校

の先生にも言えなくて、それは担任の先生だけではなく誰にも言えない状態にな

ったときに、一番恐ろしいことが起こるというように思われますので、そういう

意味では、スクールカウンセラー等、できれば担任の先生ではない方が、１ヶ月

に１回でもいらっしゃって話を聞くという場があること自体は良いことなのでは

ないかと思います。 

 

（栁生会長） 

私が一番心配するのは、不登校に対する対応と同じ轍を踏まないでほしいとい

うことです。不登校にはカウンセラーや教育相談が対応すると言ってやってきた

結果、不登校は全然減っていません。20年近く同じことをやっていて、予算が付

いていても、減らないのです。それでもずっとやり続けていて、ようやくスクー

ルソーシャルワーカーが出てきて、少し改善されてきていますけれど、未だに心

理職が対応すれば全て解決すると言って、不登校の子は減っていません。やはり

機動性に欠けていると思います。 

もう一つ心配なのは、先生方が丸投げしてしまうということです。先生方が、

この問題はいじめだからスクールカウンセラーに、この問題は不登校だからスク

ールカウンセラーにと丸投げしてしまう。「この子は何日休んでいますか」と聞

いても「わかりません」、「お名前は何といいますか」と聞いても「わかりませ

ん」、卒業証書を読むときに「こんな子いたかな」と、それを３年間そのまま放

って置く場合もあるわけです。そういう現象が我々のミスリードによって起きて
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しまうのです。何でも心理職がやれば良い、もう学校の先生を全部心理職にすれ

ば良いというような話も出てしまうくらいですが、そういうわけにはいかないと

思います。やはり、その辺のバランスをとった発信が必要かと思います。 

 

（村上委員） 

「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」という議題をい

ただいたときに、まずは学校・家庭・地域の連携が先というか、ベースはそれで

あろうと思いました。子どもにとって一番怖いのは、冷淡な傍観者だらけで、集

団的無知の集団になってしまうことですので、いつも申し上げているように、集

団の構成員の力を上げていくのがとても大事だと思います。そのためには、担任

が関わることがとても大事で、その中で、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーという、いつでも通じる窓があるという雰囲気が大事だと思いま

す。また、来年度、業務アシスタントの予算を取っていただいて、先生方の事務

仕事を請け負って生徒と向き合う時間を確保するという取組が始まるので、それ

は本当にありがたいです。 

 

（栁生会長） 

それは 60年前にアメリカでレキシントン・プランとして行っていたもので、い

わゆるＴＴです。ＴＴというのは、複数で授業をすることではなくて、本来は主

たる担任の先生に対してアシスタントが付くということなのです。アシスタント

が先生方の負担を軽減することによって、子どもたちに向き合える時間を確保す

るというものです。子どもたちに向き合える時間が減っているのは間違いないこ

とで、これはドイツの先生もアメリカの先生も非常に苦しんで、悩んでいます。

やはり、先生方が本来の仕事につけないというのが大きな悩みですよね。 

 

（飛田委員） 

先ほどの栁生会長のお話を前提とすると、やはり日々いらっしゃる学校の先生

と、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの方が密に連携を取っ

ていただかなければ、そもそも現状では活用ができないということですね。あと

は、やはり原則的には、仮にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーが入るということになっても、きちんと教職員のほうでやっていくというか、

一緒に一丸となってやっていくという連携が必要になるということですね。 

 

（栁生会長） 

言葉で言うとそうなのですけれど、難しいと思います。１週間に１回しか来な

いし、人柄とかもあります。実際、守秘義務だといって何も言わないカウンセラ

ーもいますし、難しいです。中には職員会議に出てくれる人もいますけれど、少

ないとは思います。 
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（飛田委員） 

栁生会長がおっしゃられたように、守秘義務だからといって何も言ってもらえ

なければたしかに意味がないので、例えば、これは先生に言ったほうが良いかも

しれないから言っても良いかとお子さんに聞いてもらって、できる限り情報共有

していただくような姿勢を取っていただくことが必要なのかもしれないですね。 

 

（栁生会長） 

守秘義務のことは、最近はあまり言われなくなりましたけれど、校長先生はど

のような御指導をされていますか。学校の中に入っているスクールカウンセラー

ですから。例えば、覚せい剤に手を染めていて、それをスクールカウンセラーが

聞いたのに、守秘義務だからと校長には言わないのは。 

 

（瀬高委員） 

それは度合いによります。基本的には、生徒は守秘義務という言葉は知らなく

ても、自分が言ったことはきちんとこの先生の中で留めてくれるだろうという信

頼で話しているでしょうから、そのうまく繋がったパイプを損ねないように、大

前提として、まずは万全の守秘義務というものはあります。ただ、やはり一定程

度の状況に応じては、カウンセリングが終わった後に振り返りがありますので、

その機会に情報共有を受けることになります。それを受けた我々には当然守秘義

務がありますので、トータルで学校として守秘義務をしっかり守っているという

ような意味で、万全の守秘義務というように申し上げています。 

 

（栁生会長） 

スクールカウンセラー自身もそういうことを弁えていれば良いのですが。例え

ば、犯罪行為に手を染めているのを守秘義務だからといって言わないということ

であれば、外で開業してカウンセリングすれば良いことですから、その辺のこと

は色々な学校現場の声は聞きます。 

 

（飛田委員） 

福祉的な場合の守秘義務のことを少しだけ整理させていただくと、やはりカウ

ンセリングである以上は、そして秘密を守ると言った以上は、基本的にはそれを

破らないことが原則です。例えば、虐待を見つけた場合には、もちろん虐待通告

義務が先行しますので、守秘義務に反してでもそれを児相に言うことはできると

思います。ただ、福祉的な場合に少し違うところは、守秘義務だからといって何

も言わなくて良いのかというとそれは少し違いまして、やはり児童の最善の福祉

のために、学校であっても最善の福祉を一番に考えてやっていくことになります

ので、守秘義務を守ることと最善の福祉との関係でスクールカウンセラーも揺れ

動くことになるのですけれど、お子さんの信頼を得て話を聞く以上、やはり原則

はお子さんに許可を取るということを、おそらく皆さんやられているのではない

かと思います。そして、どのように言って良いか確認するというところに、むし
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ろスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの力量が試されると思い

ます。お子さんに対して、これはこうやって解決しないと大変なことになってし

まうということを、信頼関係の中で説得して、先生にも言おうと言って情報共有

をしていけば、仮に先生に知られているということがお子さんにわかってしまっ

たときにも、もう学校は信用ならない、スクールカウンセラーも信用ならない、

二度と学校には何も言わないというようになるのではなく、それは広い意味で守

られているのだということを共有してもらえるかと思います。そういうことを原

則的なベースにして、その中で、本当に身体の安全に関わるようなときに、例外

的にどう動くのかということを、おそらくそれぞれのスクールカウンセラーが悩

まれるのではないかと思います。 

 

（栁生会長） 

本当にそのとおりです。飛田委員がおっしゃるように、私もクライアントと話

をするときには、これはこういうところに相談しますと言って、逆にクライアン

トは相談することによって突破口を求めてくることが多いです。 

それでは、いじめとずれてきましたので、スクールカウンセラーのところから

少し離れて、他にどうでしょうか。 

「スクールカウンセラー等の外部の相談員が発見」が極端に少ないですよね。

これが 200件、300件とあがってくれば効果があると言えるのでしょうけれど、

我々が効果があると言っているわりにこのような状況なので、やはりてこを入れ

る必要があるとは思います。そういう意味で、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーを配置することは非常に価値があると思いますけれども、た

だ、先生方の丸投げ体質を促進することのないようにお願いしたいと思います。 

 

（瀬高委員） 

いじめというのは、まずは学校で起きて、徹頭徹尾、ある意味で教育の問題で

あると思っています。重大事態の被害にあった児童や生徒が極めて大きく傷つい

て、最悪のケースというようなことも想定はされるのですけれど、おそらくほと

んど多くのケースで学校がまず何を考えるかといえば、いじめたほうもいじめら

れたほうも、できる限り関係を修復して、元どおり学校生活を円満に送れるよう

にするにはどうしたら良いのだろうかということです。さらに言うなら、これか

らの人生を生きていく上で、様々なトラブルや確執に遭遇したときに、それをう

まく乗り越え、やり過ごしていくということをソーシャルスキルとして身に着け

ていく一つの大きなきっかけにしてほしいと考えて、いじめの事案には対応して

いると思います。もちろん、先ほど申し上げましたように、重大なものは他の方

法を取りますが。 

先ほど御説明があったとおり、例えば、「いじめる児童・生徒への特別な対応」

で、「スクールカウンセラー等の相談員がカウンセリングを行った」ものが、高

等学校は 32件、構成比 14.2％と高い数字を示していますが、まずは発見から着地

点までをイメージするのは学校の仕事であって、その過程でスクールカウンセラ
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ーの方にどういう形で関わっていただくか、環境に働きかける必要があるのなら

スクールソーシャルワーカーの方にどういう形で関わっていただくか、犯罪行為

に近いものであれば警察に相談するか、あるいは法律の専門家のお知恵を借りる

かといった差配を主体的に行うのは、やはり学校の役割だと思っています。です

から、栁生会長のおっしゃったように、教職員のいじめに対する理念や向き合う

姿勢といったものをきちんと整理していくのが、学校現場における課題であろう

と思っております。その上で、いわゆる外部機関、学校以外の機関のお力を借り

て、機能的、有効的に解決していく、目指すべき、望むべき着地点にみんなで向

かっていくということだと思います。最初からチームで何かを始めようというの

は、若干現場の現実にそぐわないのではないかと少し感じています。ですから、

教育委員会が行うべきことというのは、先ほどスクールソーシャルワーカーのお

力を借りて解決に向かったものが８件あったという話でしたが、こういう情報は

是非いただきたいです。私は、スクールソーシャルワーカーについて基本的には

理解しているつもりですけれど、それでもいじめ事案でどういうときにどういう

形で関わっていただくかという具体的なところはイメージしにくいです。スクー

ルカウンセラーは一定程度わかりますので、事後指導やケアの部分で関わっても

らっていますし、犯罪に近いものは警察のほうに御連絡するということも多いで

すし、学校現場はそういう方向で動いているのではないかと思っています。具体

的な事例というものを差し支えない範囲でお示しいただいて、系統的な連携や解

決への道筋が立てられるような指針を見せてもらえると、学校現場としてはいじ

め事案に向き合える方が見えてくるのではないかと思っております。 

 

（飛田委員） 

まず、活用方法が書かれたガイドラインを作られていることは素晴らしいと思

いますけれど、やはり目で見てわかるような具体例や、こうやって活用すれば良

いんだと読めばわかるようなものとして、まずは学校で組織的に対応する、その

中にどのように入ってもらうのかとか、入ってもらったらどのようにうまくいっ

たのかということが物語になっていると、おそらく使いやすくなります。それを

教育委員会でお示しいただければ、学校も助かるのではないかという気がします。 

 

（松本委員） 

こういったガイドラインは、学校でそれぞれの先生方は皆さん読まれるのです

か。こういうことも全部対応するとなると先生も大変ではないですか。極端なこ

とを言うと、勉強を教える先生と生活指導する先生と、完全に別な人がきちんと

信頼関係を持ってやるというような仕組みも良いのではないかといつも思ってい

ますが、ガイドラインを作ったのは良いけれど、これを読んで実践しようとして

いる方がいるのかなと思いました。 

 

（栁生会長） 

ドイツの話になりますけれど、社会教育士という人がいて、社会教育士という
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のは先生ですけれど、授業もやりますし、いじめの防止対策もやりますし、それ

から社会福祉に関することもやってくれるのですが、授業は極端に少ないですか

ら、そういう体制があれば、まさにそういう専門機関を生かすことができるのだ

と思います。 

 

（松本委員） 

中途半端という言い方は良くないですが、今はなんとなく次から次へとただ策

を盛り込んでいるような感じですよね。 

 

（栁生会長） 

その上、先生が増えないから、何でもやらないといけません。 

 

（松本委員） 

そうですね。とにかく先生が大変過ぎてしまっているのです。 

 

（栁生会長） 

学校現場ではみんなそう思っていますから、それが現実の声なのですよ。今ま

でやってきてもう満杯のところに、さらに何をやれ、次は何をやれというのが現

実です。私はいつも言いますが、チーム学校と言いますけれど、チームと言って

いるだけで昔と全然変わっていません。それが一番教職員を苦しめているのです。 

 

（松本委員） 

学校で一番核となる先生が追い詰められてしまっている状況の中では、いじめ

の問題も含めて、なかなか解決に向かっていかないのではないかと思います。 

 

（栁生会長） 

教育委員会の指導主事が各学校に行って周知するのであれば、例えば、いじめ

の重大事態について、こういう事例があってこのようになったので、このように

対応しなければいけないというところに焦点を当てれば良いと思います。無視さ

れたからいじめだとか、おそらくいじめの発生件数の中にはそういうものも入っ

ていると思いますが、それをいちいち法律がどうとか心理がどうとか、そんなこ

とはとてもできないわけです。それをうまく捌いているのは誰かと言ったら先生

です。だから、その先生たちにエールを送らない限り、いじめは減らないし、仕

舞いには早期発見する気もなくなってしまいます。それが現実ではないかと思い

ます。 

 

（飛田委員） 

もともとはおそらく、いじめかどうかの判断というのは、もちろん解明が必要

な場合もあるのですけれど、学校のほうでそこに時間を費やすのではなくて、ど

のように支援したら良いか、どのように指導すべきなのかというところに特化し
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てほしいということだと思います。その中の一つとして、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーが入ってきたという流れもあると思います。先ほ

どから出ているように、一人の先生が抱え込むのではなくて、学校が組織的に対

応すべきだということだと思います。一人の先生に全部やりなさいと言って、孤

立してしまうようなことは、絶対に子どもにとっても幸福ではないので、必ず学

校全体で取り組むべきであるということがあって、例えば、担任の先生が、校長

先生に言えないから全部従ってしまうのではなく、自分の自由な発想でどうやっ

て支援や指導をしたら良いかを考えて、きちんと自由な意見を言えるような環境

にあることが必要で、そこに多角的な視点としてスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーが入って、普段の様子を見ていないと普段とどう違うのか

がわからないので、普段の様子を見てもらうということには理由があると思うの

ですけれど、このように平時からやっていると良いという例を教育委員会がお伝

えして、学校では平時にどのように使えば良いかということがわかっている状態

になっているのが良いのかと思います。 

 

（栁生会長） 

そのとおりなのですけれど、担任が孤立するときはたいてい校長とうまくいっ

ていないとか、そうなったら完全に孤立してしまいます。 

 

（飛田委員） 

それは私も気になっていることの一つで、神奈川県はどうかわかりませんが、

校長先生が教職員の評価をする、どちらかがどちらかを評価するだけではなくて、

本当は相互に意見を言い合えて、例えば、ここはおかしいと思ったときに、定期

的に指導主事と話ができる状態になっていて、ここはどうなのですかと相談でき

たりすると良いと思っています。校長先生だけが教育委員会と繋がることができ

るというのは、おそらくあまり好ましくないのであろうと思います。やはり一人

ひとりの教職員の先生方が、すごく熱意を持っておられる先生が熱意を持って言

った結果、それが潰されてしまうというのはあまりに可哀想なので、そういった

方たちが自分たちの熱意を出せるような、若手の先生でも熱意が出せるような学

校現場になると良いと思います。 

  

（栁生会長） 

一つ希望を持っているのは、埃がかぶっているかどうかは知りませんが、各小

中高等学校に設置されているいじめ対策組織です。そこがきちんと機能している

かどうかということを、もう一回チェックしたほうが良いのではないかと思いま

す。ほとんどの学校では、これだけの件数があがっているにも関わらず、作った

けれどもあまり機能していません。例えば、担任の先生や近くにいる先生がそこ

に言えるような組織の活性化をやってもらいたいです。一人で抱えないようにと

言うのは構わないですけれど、それが本当に動いているのかどうかということを、

もっときちんとトレースしたほうが良いと思います。それが結局は早期発見に繋
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がるのではないかと思います。 

 

（飛田委員） 

それを教育委員会のほうで整理していただいて。 

 

（栁生会長） 

色々な委員会というのが学校の中にあると思います。みんな先生方が野球部の

監督とかと兼ねながらやっているわけです。そういう状況であるということから

も、やはり先生方を励まさないとどうしようもないと思います。 

 

（村上委員） 

いじめの会議については、うちは幼小中高４学部で７学科ある学校なのですけ

れど、各学部長もしくは当該科が集まって、毎学期に必ずやっていますけれど、

そういうときに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが全部扱

うというのはとてもできないので、先ほど、どのように扱っているかという事例

を示すというお話がありましたが、是非リーフレットか何かで、先生たちの味方

はこんなにいるということをわかりやすくしていただけると、現場としても、こ

のガイドラインを全部読まなければスクールソーシャルワーカーと話もできない

のかと思うと、また生徒と向き合う時間が減っていきますので、その辺も配慮し

ていただけると良いかと思います。 

 

（栁生会長） 

もう少し時間がございます。他に具体例などありましたらお願いします。 

 

（飛田委員） 

先ほど栁生会長がおっしゃったような、学校いじめ対策組織が具体的に動いて

いるかどうかということも、逆にもしかすると、このようにうまく動いていて、

負担なく活用できているという例があれば、それを出すほうがむしろ効果的かも

しれません。 

 

（栁生会長） 

賛成です。例えば、生徒指導や教育相談の主任の講習会で実践例を出してもら

うときに、研修のために作ってきた実践例ではなくて本当にやっているところを

出してもらうと、こんなことをやっているのかとわかります。あたかもあったか

のごとく作られたものは全然説得力がありませんから。 

 

（松本委員） 

あと、スクールソーシャルワーカーもスクールカウンセラーも両方なのですけ

れど、パーソナルな問題で、どこまで話して良いかという話があったかと思いま

すが、そういう方の意思統一というか、研修みたいな場はあったりするのですか。 
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（事務局） 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーともに、新任の研修が年

２回、全員の研修が年３回、連絡協議会という名前で一堂に集まって、スーパー

バイザーの先生からの話や様々な事例検討ですとか、そういった研修会は年に何

回かやっております。 

 

（松本委員） 

人数もこれから増える見込みなのですよね。予算のこともあってなかなか簡単

には増えていかないと思いますが。 

 

（栁生会長） 

いま研修会の話が出ましたので、是非、実現できるのであればやっていただき

たいと思うことは、神奈川県はもうやっていらっしゃるかもしれませんが、他県

を見ると、スクールカウンセラーの研修ではカウンセラーの先生、臨床心理士を

呼んできて、スクールソーシャルワーカーの研修ではソーシャルワーカーの先生、

社会福祉士を呼んできて、要するに身内の研修会になっているのですが、実際の

現場では、学校の中で起こっていることを調整したり分析したりするのが仕事で

すから、もっと学校の校長先生や現場の一線でやっている生徒指導主任や教育相

談主任といった人たちを呼んできて、うちの学校は今こうなっています、あなた

たちはどう思いますかというようなことをやらないといけないと思います。一番

懸念しているのはスクールソーシャルワーカーです。神奈川県はそういうことは

ないと思うのですけれど、スクールソーシャルワーカーは人材がなくて、何も知

らない人たちがスクールソーシャルワーカーという名前だけもらって、何をやっ

て良いかわからないという人たちが、他県では結構多いのです。以前に校長先生

や教頭先生をやっていた人が、６５歳くらいになって突然スクールソーシャルワ

ーカーとして働くわけですから、弁護士さんや我々とは全然違うのです。そうす

ると、我々はいとも簡単に専門の方々との連携と口に出しますけれど、連携され

る方はすごく困るのです。もう少し学校のことをきちんと理解している心理職、

学校のことをきちんと理解している福祉職を作っていってもらいたいと思います。 

 

（飛田委員） 

学校の出身者であれば心理の部分について専門家が研修して、心理の専門家の

ご出身であれば学校の先生からの情報共有を得たほうが良いということですね。

研修というより意見交換会みたいなもので密にするということですか。 

 

（栁生会長） 

いわゆる連絡協議会ですね。例えば、弁護士さんと大学の先生と校長先生と、

それぞれ価値観も違うし基本的な理念から違うわけですから、一緒になってもう

まくいくわけがないのです。ですから、そこを融合させるためには、やはり普段

から交流を図っていないといけません。それがいわゆる専門職との連携なのです。
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今までどこの県を見ていても、そういうことは少ない感じがします。臨床心理士

さんには臨床心理士さんか精神科医の先生が特殊な療法について一生懸命研修を

やっていますが、それは臨床心理士さんの学会の研修会でやれば良いことであっ

て、連絡協議会でやることとは違うと思います。スクールソーシャルワーカーに

ついては、基本的にレベルを上げていかないとだめだと思います。 

 

（飛田委員） 

学校の現場の先生と、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの

方、それから弁護士とか、現場レベルの人たちが、あまり堅い感じではなくて、

定期的に会って意見を交換すること自体は非常に有用かもしれません。 

 

（事務局） 

年３回くらい、地区のコーディネーター、教育相談担当の教員が集まる会議に、

その地区のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを一緒にお呼び

して、事例検討などを行っていまして、十分とはいえないかもしれませんけれど

も、そういう取組は行っています。 

 

（飛田委員） 

連携したい専門機関を全部そこに入れてしまえば、ある意味普段から連携して、

そこで話し合いをしているベースがある中で、話はしやすいかもしれません。 

 

（松本委員） 

普段繋がっていないのに、いきなり席を合わせて重大な話ができるかといった

ら、なかなかできないですからね。 

 

（飛田委員） 

普段から事例検討をしているくらいのほうが良いかもしれないですね。ちなみ

に、県内のスクールソーシャルワーカーの方は意欲的な方がたくさんいらして、

弁護士会との勉強会を月１回程度されているということを存じ上げています。県

内にとても優秀な方がいらっしゃって、むしろ学校のほうからの要請を待ってい

るような方もいらっしゃると伺っています。 

 

（栁生会長） 

他にいかがでしょうか。 

今までの話題を整理すると何か見えてくるような気がしますが、中間報告はい

つまでにする必要がありますか。 

 

（事務局） 

特に明確な期日はないのですけれど、４月くらいにはまとめていただきたいと

考えています。今日のお話を事務局の方でポイントを絞って示させていただきた
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いと思います。 

一点、こちらの問題意識として、他機関と連携する上でキーパーソンとなるの

は、やはりスクールソーシャルワーカーだと思いますが、高校では比較的まだ制

度を導入してから日が浅いのですけれど、基本的には色々な機関と繋がりを持っ

て進めていかざるを得ない役割で、まだいじめに関して取り扱っているケースは

少ないのですけれど、平成 27年度の相談件数が 1,294件ある中で、生徒数でいう

と 572人なので、やはりいくつかの内容が複合しているということが十分考えら

れて、いじめ単独で相談があるというよりも、いじめと家庭環境の問題ですとか、

いじめと発達障害の問題ですとか、そういうものが入り混じって相談されている

ということが十分考えられると思います。そういう中で、スクールソーシャルワ

ーカーがいじめ以外の部分で関わっていくことで、結果的にいじめの問題も解決

されていくという一つの道筋というのが描けるというように考えているところで

す。 

 

（栁生会長） 

たしかに、私が扱ってきた案件に関しても、やはり純然たるいじめだけではな

くて、家庭環境や学級の歪み、貧困というものが重なっています。 

 

（瀬高委員） 

学校及び教育委員会が行うべきことということで、教育委員会が行うべきこと

については、結構注文を出させていただいたと思うのですけれど、学校が行うべ

きことも少し必要なのかと思います。やはり、最初に栁生会長がおっしゃたよう

に、それぞれの教職員が力量を上げる必要があるというように思いますし、いじ

めに限らず教育のプロとしての自覚を持つというか、とりわけいじめの問題につ

いては、先ほど申し上げたのですけれど、やはり学校が主体的に向き合っていく

べき問題だと思うので、間違っても丸投げというようなことがあってはならない

ですし、早期発見、早期解決と言いますけれど、学校が最初からしっかりといじ

め事案に向き合えるだけの体力というか専門性を身に付けていくことが必要だと

思います。ついては、知識としていじめ防止対策推進法のことも知らなければい

けませんし、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーのことも承知

していなければいけませんし、そういった対応力を上げていくことが必要だと思

います。具体的にどうするかというのはなかなか申し上げられないのですけれど、

大枠ではそういう形で学校に求めていただけると、それをきっかけにまた考えて

いけるかと思っております。 

 

（事務局） 

今のお話に関連して、年度当初に諮問事項をお出しした中で、今年度に関して

は「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」ということで御

審議いただいていますけれど、来年度予定させていただいているテーマは、「い

じめに関するより実践的な教職員研修のあり方について」ということでお願いを
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してございますので、またその辺の具体の部分に関する御審議につきましては、

来年度お願いしたいと思います。 

 

（飛田委員） 

学校が行うべきことのところで、一人ひとりの先生も学校全体としても元気の

あるときと、どんなに素晴らしい先生でも大変なときはあって、手が回らないと

いうときももちろんあると思いますが、素晴らしい先生が潰れるようなことがあ

ってはいけないと思うので、やはり一人の先生が抱え込まない体制作りを優先し

ていただいて、ただ単に組織的といって何か会議を作るのではなく、大変な事案

に一人で行ってきなさいというような対応では絶対いけないと思うので、真の組

織的な対応というか、先生が一人で抱え込んで全部やらされたりするということ

が絶対にないような対応をお願いしたいと思います。もちろん、その中には学校

ではもう対応が難しいというものもあると思いますので、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーの方に相談して、負担を軽減するためにみんなで

共有するような形で使えると良いと思います。あれもこれも使いなさいと言うの

ではなくて、できる限り大変さや苦しみを共有するような形で色々な機関が使え

るようにしていただけたらと思います。専門機関との連携ということの大切なと

ころは、多角的な視点だと思っていまして、先ほど栁生会長がおっしゃっていた

ように、いじめに関しても、子どもの指導のあり方、支援のあり方に関しても、

おそらく十人十色、自分たちの人生経験においても違うところがあって、福祉分

野の方たちと話をしていても、この子にはこのように支援すべきだというような

意見は全く変わってきます。色々な人たちから意見をもらうことは子どもにとっ

て非常に有用で、その色々な意見によって最善の福祉が実現されるのではないか

と思っているので、そういう意味では、単体で素晴らしい学校においても、その

ように外からの風が入ることは、子どもにとってはとても良いことなのではない

かと思います。それを受け入れるような学校の体制作りをやっていただけると助

かると思っています。 

 

（村上委員） 

本当に今おっしゃられたとおりだと思うのですけれど、それはある意味、良質

の同僚性というか、風通しが良い職場で同僚同士も声を掛け合えて、管理職もそ

ういう雰囲気を作るという体制が大事だと思います。その上で、外部の目という

ことで、それは繋がなければいけないのではなくて、味方がいるのだという意識

を常に持ちながらやっていければ良いのではないかと思っております。 

 

（栁生会長） 

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が、他に御意見

はございますか。 

 

－ 意見なし － 
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（栁生会長） 

それでは、本日の議論を反映した上で、中間報告書の最終案を私と事務局とで

調整を行い、委員の皆様に後ほど御報告したく思いますが、いかがでしょうか。 

 

－ 異議なし － 

 

（栁生会長） 

御異議がないと認めますので、中間報告についてはそのように対応したく思い

ます。 

それでは、次回は、「いじめに関するより実践的な教職員研修のあり方につい

て」協議していきたいと思います。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 － 

 

 

（栁生会長） 

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） 

栁生会長、ありがとうございました。 

次回の会議は、来年度の７月頃の開催を予定しております。近くなりましたら

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。 


