
1 

 

第４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４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、報道関係者２名が本日の会議を傍聴しております。 

 はじめに、今回の会議から、飛田桂委員の後任として４月１日付けで委嘱させ

ていただきました小池拓也委員に御出席いただいておりますので、御紹介させて

いただきます。 

 

（小池委員） 

 弁護士の小池拓也と申します。第１期で２年間務めさせていただきましたけれ

ども、第２期も途中からではありますが務めさせていただくことになりました。

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 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、本日はお暑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、先へ進めます。 

 

 

１  いじめ防止対策推進法第 14条第３項に基づく事項 

（１）「神奈川県いじめ防止対策基本方針」の改定素案について 

 

（栁生会長） 

 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、諮問

事項の協議に移る前に、はじめに、（１）「神奈川県いじめ防止対策基本方針」

の改定について、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 － 

 

（栁生会長） 

このことについて、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。 

 

（小池委員） 

１つは、国の基本方針の改定に合わせてということはあるかと思うのですが、

それと併せて、これまでの取組状況を踏まえて必要な改定ということで、せっか

くの機会ですから、３年間実施したけれどこんな事例が起きてしまったみたいな、

いじめの発生という観点から問題点を分析する必要があるということ。もう１つ

は、３年前にこういう仕組みができたけれど、学校現場で混乱や戸惑いがありは

しないだろうかということ。そういった点をもう少し検討されたほうが良いと思

いました。 

現状としていくつか挙げていただいた項目の中で、例えば、いじめの認知件数

が低いということは確かにはっきりした問題点ではあるのですが、３ページの学

校の組織的対応については、学校にアンケート調査をされた結果だと思いますが、

これでは具体的にどういう問題点なのかわかりにくいので、もう少し具体的な問

題点でないと、なかなか改定の方針ということにはならないのではないかと。 

同じページで、いじめに関する校内研修は講義形式が中心であると指摘されて

いるのですが、別に講義形式であること自体は悪くはないのではないでしょうか。

研修の結果が生かされれば講義形式だって構わないし、研修の結果が生かされな

いのであればロールプレイングやシミュレーションをやろうと意味がないため、

方法自体を問題にするというより、むしろ現状の研修の問題点を指摘していただ

いたほうが良いのかと。 

端的にいえば、学校や生徒から上がってくる具体的な問題に対応する形で改定

したほうが良いのではないでしょうかということです。 

 

（栁生会長） 

いま、小池先生から学校現場での動きみたいなものを具体的にとありましたが、

研修のことについて一言付け加えたいと思います。いじめの研修というと、いじ

めというのはこういうものです、こういうふうに傷つきます、法的にこういう問

題がありますという、いじめの理解の研修がほとんどだと思います。だけど、実

際にいじめを防止するという観点から何をしなければいけないかといえば、子ど

もたちの中で起こる小さなトラブル、例えばあだ名で呼ぶとか、小突き、バカに

する、茶化す、冷やかし、からかい、これがいじめの芽になるのですが、この芽

に対するセンスというものが教師にないと、これを見逃してしまうのです。授業

中や色々な場面で見逃してしまうと、気が付いたときには強い者と弱い者の権力

関係が確定してしまっていて、それがどんどん拡大していき、仕舞いには違法行

為になるわけです。ここに書いてあることのほとんどは、権力関係が拡大してい
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じめだと確認された内容についてだけ書いてあるのですが、もっと大事なことは、

日常生活の中で先生たちがこれはいじめに発展するというような見通しを持てる

ような研修をしなくてはいけないということだと思います。これは、講義形式で

なくても、色々なやり方ができると思います。要するに教師のセンスを磨くとい

うことです。例えば、授業中、生徒たちがけんかをしていると、「授業が始まっ

ているのだからやめなさい」と授業を始めてしまう、これが見逃しなのです。そ

こをもう少し焦点化した研修というのが必要かと思います。特に、市町村単位、

県単位でやっている研修会でそういうところまで手を入れていかないと、先生方

のセンスが磨かれません。いじめの認知件数は、少なければ良いというものでは

ないけれど、多ければ良いというものでもないのですが、そこをやっていかなけ

れば、いつになってもいじめが上がってきてしまうということが考えられます。

上がってきたものを適切に処理するということはもちろんやらなければいけない

ことで、上がってくる前の、先生方の学級経営や授業経営の中で、どういうこと

がいじめの未然防止に繋がるのかということを、実際にやってみせる必要がある

のではないかと思っています。 

いじめの認知件数は千葉県が一番多いですか。 

 

（事務局） 

資料５に一覧表がございまして、平成 27 年度は千葉県が 29,665 件で全国１位、

２位は京都府です。1,000 人当たりの認知件数では、京都府が 92 件で全国１位で

す。 

 

（栁生会長） 

千葉県は３万件近いですから、いじめの芽もこの中に入っているように感じま

す。 

 

（瀬高委員） 

いま、研修の話が出ていますので、その点から言わせていただきますと、３ペ

ージの学校の組織的対応というところで、現状のところに「教職員がいじめを抱

え込むことなく」とありますが、これは、学校現場においては、特段いじめに限

ったことではなく、例えば成績のこともそうですし、保護者対応のことも、生徒

の家庭環境が変わったことも、部活動であったことも、全て教職員が抱え込むこ

となく情報を共有して組織的な対応をするというのが大原則ですので、栁生会長

のおっしゃることもわかりますし、その一つの切り口としていじめの見逃しとい

うことを取り上げるとしても、いじめの研修という形で特化して学校に位置づけ

ていくということに関しては、現場感覚としては若干違和感があります。もちろ

んいじめの対策でありますとか、いじめの防止はとても重要なことなのですが、

研修ということに関しては、あまり限定的になると、学校での位置づけが難しく

なるというのが正直な感想です。 
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（小池委員） 

確かに瀬高委員が御指摘のとおり、いじめだけ情報共有すれば良いわけではな

いことはもちろんだと思います。おそらく、実際の情報共有の仕組みというのは、

学校の規模などによって様々だと思いますので、それぞれの学校独自に考えなけ

ればいけないというところが多いとは思います。他の自治体で第三者委員をさせ

ていただいたときに、生徒指導主任会議の議事録を拝見したことがあるのですが、

膨大な情報量で、週１回会議があれば問題事例が何十件と上がってきて、これを

学校の中で適切に情報共有するというのは並大抵なことではなく、ましてや生徒

指導の問題だけでそれだけのものということになると、その他の共有すべき情報

まで入れれば、凄まじい情報量であるということが想像つきました。ですので、

かなり大掛かりな話になってしまうかもしれないのですが、学校の中で職員会議

は週１回できるのでしょうか。 

 

（栁生会長） 

できないです。 

 

（小池委員） 

せいぜい学年会が週１回というような、会議の機会そのものは限られていて、

しかも教員の忙しさの改善ということになると、会議をこれ以上増やすというこ

とはおよそ非現実的であるということであるならば、１つ提案させていただきま

すと、情報共有のシステム構築を、これは各学校で手に負える話ではないと思い

ますので、ぜひ県の教育委員会のほうで検討していただきたいと思います。独自

のシステムを企業に依頼して構築するレベルまでやるのか、あるいは既存のもの

を工夫して使うのか、どのような方法が考えられるのかはここですぐに言えませ

んけれども、学校の中での情報共有システムみたいなものを作り上げて、その中

で、例えば「いじめ」というふうに検索をかければそれが集められるような、そ

ういう形で情報共有していくシステムがあったら良いのではないかと。さらにい

えば、いじめと言いましたけれど、最初からいじめとわかるかといえばそういう

ものではなく、まさにおっしゃるとおりで、実際には芽みたいなものがたくさん

あって、それが後から振り返ったらこうだったということが多いかと思いますの

で、なおさらいじめに特化したシステムというのは現実的ではなくて、トラブル

や出来事といったものを扱いやすく情報処理するためのシステムを構築するとい

うところまでやらないと、なかなかうまくいかないと思いました。 

 

（栁生会長） 

学校によっては、ＩＴに長けた先生が、例えば不登校、いじめ、暴力事件とい

うものを全教員が共有できるようにデータベースを作って、毎日のように流して

いる学校もあります。そうなれば良いのですが、なかなかそれができる人という

のは各学校にいないです。 
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（村上委員） 

いま、各学校で教員の掲示板がかなり出来ていますので、そこにいじめのフォ

ルダーを作ってやることはできるかと思いました。 

それと、もしいじめの研修をするなら、２つにしっかり分けていただきたいと

思っていて、傍観者理論の促進効果を抑えるために構成集団の力を上げていく研

修と、この子が安心できる居場所はあるのか、この子の信頼できる繋がりはある

のか、この子のプライドは傷ついていないのかの３点をしっかり見るような個に

対応する研修とをしっかり分けて、これだけは押さえるという形でやっていけば

良いかと。 

 

（栁生会長） 

そのとおりだと思います。集団のポジティブなあり方みたいなものを作ってい

くことは、いじめだけでなくて不登校など全てに役に立ちます。集団の中で起き

る特異な事件として扱うのではなくて、集団の凝集力というかホメオスタシスみ

たいなものを作っていこうということだと思います。 

11 ページの（２）いじめの早期発見のための措置（法第 16 条関係）のところで、

「児童・生徒や保護者並びに教職員が、いじめに係る相談を行うことができるよ

うにするため、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置、臨

床心理士等の専門家の派遣」とありますが、具体的にはどういうことですか。こ

れを慣用句のように並べれば良いというわけではなく、もしスクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーを役に立てるのであれば相当な覚悟が必要です。

１、２週間に１回しか来ない人たちが、毎日何十件と起きているいじめに対して

何ができるのかと思います。もう少し先生方をサポートしてくれるような形を考

えていかれたほうが良いかと。朝、学校に来たら誰かの靴が隠されていて、それ

を隅のほうで投げているのを見たとか見ないとか、それでけんかになってしまっ

ているというときに、そこに臨床心理士が出てきて一体何をやるのですか。 

 

（板橋委員） 

そこは教員の専門性が出るところではないですか。スクールカウンセラーもス

クールソーシャルワーカーも、ここ何年かで充実してきていると実感しています。

私はスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの役割は非常に大きい

と考えています。来ていただいているスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーは非常に優秀で、スクリーニングによって、先生たちは毎日見ていて

逆に見落としがちなちょっと気になる子を、１週間に１回来るスクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーが拾い上げるというケースは、町内の小中学

校でも多々あります。家庭環境等で色々あることによって、子どもの関係にも影

響が出ていて、先生たちからすると毎日のことで見慣れていることを、そういう

方々が拾い上げてくれるということがあります。教員は教員の専門性があるので、

毎日見ているからこそできることがあって、それは今までもやってきたし、やっ

ていかないといけないので、そういう技術の伝承とか、芽の視点とか、そういう
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ものはきちんと研修等でも伝えていかなければいけないと感じるのですけれども、

それとは違う専門性というのもとても必要だと思いますし、いまも大いに役に立

っていると思うので、例えば市町村の小学校とかにもスクールカウンセラーが入

ってくると良いと思っています。どういうことを具体的にやっているかというと、

先ほどの靴の事例は先生たちの仕事で、どういう状況なのか知っているのは先生

なので、それができるのは教員だと思いますが、そのときに、例えば隠した子の

心理はどうなのかとか、そういう子に対してどういうケアが必要なのかというこ

とは、先生たちはちょっと見落としがちになったり、勧善懲悪になって加害側の

子が背景に抱えていることについて見逃しがちになってしまったりすることがあ

ると思うので、そういうところをフォローアップしたり見立てたりすることが非

常に大きいと考えています。バランスは大事だと思いますけれど、専門家の方の

入り方、生かし方は大事だと思いますし、機運もあると思います。ただ、人数を

増やしたから終わりということではなくて、いま、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々の身分保障というものがない中で、非常に優秀な

方が頑張っていただいていて、教員と同じように専門性を持ってやられているの

で、そういった方々を今後どうしていくのかということを是非考えていただきた

いと思います。 

 

（栁生会長） 

そういう成功事例などを紹介していくことで、役に立っていないというような

話が出ないようにしないといけません。そこは考えていかないといけなくて、も

し変えられるのであれば、そういう研修にしていったほうが良いという感じはし

ます。ドイツの学校では常駐ですから、常駐して違った視点から見ているので、

そういった意味では非常に機能的なのです。先生方との関係も、上から下、下か

ら上ではなくて、同じ目線でやっています。学校の中で専門家の目が必要な事例

というのはそれほど多くありません。スクールカウンセラーはどんなことが得意

かといえば、病理に関することです。もう少し他の視点から見なければいけない

というのが実際の声です。先生の持っている働き方の感覚と、そういう方たちが

持っている働き方の感覚は違いますから、例えば、ある子どもについてコンサル

テーションをやりたいので一緒にやろうと言っても、今日は４時半で終わりです

からと終わってしまうというように、現実の学校の中での貢献度というのは、私

は低いのではないかと思います。私はそこを申し上げているだけであって、私も

臨床心理士ですから、決して役に立たないとは思っていないのですけれど。 

 

（瀬高委員） 

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機能に関しては同感な

のですけれど、これは私の解釈が違っていたら申し訳ないのですが、それが教員

の負担の軽減に繋がるというような発想は違うと思います。それは別次元の話で、

負担が減るものではなくて、アプローチが変わるだけであって、人を付ければそ

れで教員の負担が減るというふうに読めてしまったので、そこははっきり分けて
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いただかないといけないと感じました。 

 

（栁生会長） 

管理する教頭の職務とか、報告書を整理したり送ったりすることとか、むしろ

増えていくのですよね。 

大変恐縮ですが、時間の都合もありますので、本日出し切れなかった意見は直

接事務局へ御連絡いただければと思います。 

 

 

（２）諮問事項について（協議） 

 

（栁生会長） 

それでは、（２）諮問事項について、協議していきたいと思います。 

昨年度は「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

サブテーマで協議を進めてきましたが、今年度は「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、いま話したことにもリンクしてき

ますが、今年度末には諮問に対する最終的な答申をまとめたいと思います。 

それではまず、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 － 

 

（瀬高委員） 

本日、参考資料として御用意いただきましたが、これは私の推薦母体の県立学

校長会議の中で、様々な教育課題に関しての研究会が組織されているのですが、

その中の生徒指導研究会というところに私も所属していまして、要するに、学校

現場での様々な課題をどう考えていくかということを、校長の視点で自主的に研

究しているのですが、その中で、生徒指導研究会がいじめを取り上げて、３年間

に渡って研究してきて、「県立学校におけるいじめ問題への対応と今後の取組に

関する考察」ということで、今年１月に校長会議の全体会で発表したものです。 

提案３とありますが、いくつか提案をしたうちの１つとしてこれを取り上げま

した。「いじめを想定したシミュレーションに関する提案」ということで、この

発想の原点になったのは、本調査会の第１期の答申書の中で、実践的な研修をす

る必要があるという提言がありましたことを受けて、これをやがて学校現場で実

践していくに当たってどういう方法があるだろうかということを、あまり大きな

絵空事を描いても仕方がないので、地に足をつけた現実的な対応としてどのよう

なことができるのだろうかということを１つのテーマとして取り上げました。そ

の中で、各校に校長経由でアンケートをしまして、現段階でシミュレーション的

な訓練を取り入れているかという問いに「有」と答えた学校が８校、「無」と答

えた学校が 99 校ということで、実態としては、講義形式ではやっているのだけれ

ど、いじめというテーマでのシミュレーション的な研修というのはなかなか行わ
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れていません。それを踏まえて、現実問題として、どのようなことが学校現場と

してできるだろうかということで、８校が具体的にどういうことをやっているの

かという問いに対しての答えをここに載せています。今後、我々が学校現場でい

じめに関する研修を行っていく上で、こういうやり方もあるのか、こういうやり

方が効果的なのか、これなら現状でもできるかもしれない、そういう様々な示唆

を、校長という立場で自ら提案できたら良いなというのがこの趣旨です。 

 

（栁生会長） 

御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 

（佐藤委員） 

８校のシミュレーションをしている学校は、手ごたえとしてはどうなのかと、

効果も含めて教えていただければ。 

 

（瀬高委員） 

現在、この実態を把握したところでありまして、いま御質問いただいた件に関

しては、次の段階の研究と捉えております。御指摘のとおり、そこが大切なので、

そこを今後検証して、具体的に自分たちの研究として取り上げていきたいと思い

ます。 

 

（佐藤委員） 

本市でも、児童生徒指導担当者会というものを年５回程やっていますけれど、

やはりここに書いてあるように、講義形式のものでは限界がきているということ

で、シミュレーション訓練とまではいきませんが、こちらで事例を提示して、小

グループで話し合い活動をして、特に小学校の児童担当は中学校とは違う文化が

ありますので、そのグループに中学校の生徒指導担当が助言して、小学校の現状

を話すというような、シミュレーションに近いような形を取っています。いずれ

にしても、現場では子どもたちにアクティブラーニングと言っているわりには、

先生たちの研修は一方的に講義を聞いてメモするという形は、かなり限界が来て

いるのかと。 

それから、もう１つ、小学校現場では若い先生方がたいへん増えているので、

そういった先生方が自分の立場になって考えるというのは大変有効だと思ってい

ますので、この８校から次のステップというお話がありましたが、是非その成果

なども聞かせていただきたいと思います。 

 

（栁生会長） 

シミュレーションというと、他の問題行動などについては各学校も動きがシス

テム化していて、さっと対応できるのです。例えば、万引きが起きたとか、火事

や地震が起きたというときにはこうするということは、先生方は体で覚えている

のです。だけど、いじめに関しては最近意識されてきたものですから、いじめが
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あったとき、それに対して機能的に、迅速に対応しているかというと、それはそ

うではないと。むしろ、学校のいじめ対策組織に埃が被っているのが現実ではな

いかということが指摘されているわけです。それは実際に学校現場でも感じます。

ですので、シミュレーションというのが必要だと思います。いじめが起きたとき

に、誰がどう動いて、会議を開いて、こういうふうにやるということを、何回も

シミュレーションするような、簡単にいうといじめ防止訓練が必要ではないかと。

こういうシミュレーションというのが色々なところで広がっていくと、非常にプ

ラスになるのではないかと感じます。 

それから、今年の生徒指導指導者養成研修では、アンケートのやり方について

ずいぶん議論されました。そういうことも、例えば学校で何回も推敲を重ねなが

らやられたら良いかと思います。 

逆説的にいうと、重大事態として上がってきたときに我々が指摘するところが

欠点といえます。学校の対応がどうだった、担任の対応がどうだった、保護者と

の関わりがどうだったということが、我々が指摘できる欠点です。目の前の事例

を基にして、その辺も突いていけば良いものができてくるのではないかと思いま

す。 

 

（板橋委員） 

この国立教育政策研究所の研修ツールが出たときに、私たちも地域の生徒指導

の先生方に配って、実際に取り組んでいるところもあるというふうに思っていま

す。先ほどありましたように、講義形式とシミュレーションのどちらが良いとい

う話ではないと思うのですけれど、やはり、実際に体を動かしたり、子どもを想

定してやることで、想像ができるから、実際に起きたときにも役に立つと思いま

す。先ほど避難訓練のたとえもありましたが、震災が起きたときに日本人があれ

だけ冷静に対応ができたというのは、日本の文化として学校できちんと避難訓練

をやっているということもあるのではないかと思うのです。ＡＥＤで心肺蘇生の

訓練をするように、やはり、何かあったときにどういうふうに動くか訓練するこ

とは大事です。先生方にとっても、いじめはいつでも起きると言いながらも、重

大事態のケースにいつでも遭えるわけではないわけで、初動の対応であるとか、

どこに連絡を入れたら良いか、先に保護者なのか、どういったタイミングでどう

いった伝え方をすれば良いかとか、きちんとシミュレーションして検証すること

が、小さい案件の未然防止にも繋がると思います。ある意味、うまくいかなかっ

たケースには、うまくいかなかった原因があって、結果的に重大事態という形に

なってしまっている事例も、先生方の対応や動きとか、たった一言の言葉とか、

そういったことがもしかしたら大きいのではないかと思います。そういったとこ

ろを、ある程度集められるような立場の方々から発信していただくというのも、

ヒヤリハットではないですけれど、そういったことを積み重ねていくことも大き

いと思います。 

あと、蛇足なのですが、先生方がこういう訓練をするのと同時に、子どもたち

も主体性を持って自分たちでシミュレートしたりとか、友達に何かあったときに
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子どもたち同士で支えあう仕組みづくりとか、助けることまでは難しいかもしれ

ないけれど、きちんと声を上げられる訓練みたいなものもあっても良いかと。以

前、友達がいじめられていることで困ってしまって自殺してしまったお子さんが

いたと思いますけれども、そういう事例を起こさないためにも、困ったときには

ちゃんと大人が助けてあげられる社会のシステムがあるということを子どもたち

に伝えるとか、被害に遭っている子どもたちに、こういうときにこういう書き込

みができるというようなことを伝えるとか、そういうシミュレーションも含めて

伝えていくことも大事なのかと。 

 

（栁生会長） 

おっしゃるとおりで、子どもたち自身もそういうシミュレーションでのトレー

ニングがあったほうが良いと思います。最近感じていることは、ＳＮＳを使った

書き込みについてです。大学生を見ていてもそうですけれど、傷ついていても、

気付いていても、やったほうも、それを見ているほうも、これは彼らの唯一の本

音が出せる場所なのだから良いではないかと言うことがほとんどです。それが普

通になってしまっていると思うことがあります。こんなことを書いて人が傷つく

とわかるよねと言っても、ＳＮＳというのはそういう場所だから良いのだと思っ

ている学生が非常に多いです。中学生、高校生ではもっと多いのではないかと。

それに対してのトレーニングも必要かと。傷つく人が出てきたり、プライバシー

が侵害されたり、不法行為に発展してくるということも考えられますので、そう

いうことのシミュレーションが必要かと最近は思っています。 

それでは、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。 

 

（板橋委員） 

いまのお話を聞いていて、私も実感としてあるのは、高校生とかのＳＮＳとか

ネットに係るいじめの率は、数で上がっているより相当大きく感じます。だいぶ

違和感があるのですが、実際に小中学校の問題行動等調査を集めても、数的には

そのくらいです。ただ、話を聞いていると、ネットの中で色々起きていて、常態

化してしまって、こんなのいじめでないくらいに感覚が麻痺してしまっていて、

本当は言葉の一つ一つが結構重かったりするのだけれど、そういうのに気が付か

なくなってしまっているのかと。 

 

（栁生会長） 

ＳＮＳはいじめの対策をやり始めた時点からあったのですけれど、注目度が低

かったのです。私が臨床で感じるのは、いじめでＳＮＳが関わっていないものは

なくて、必ず関わっているといえます。 

 

（板橋委員） 

たぶん複数回答可にしたときには、必ずネットが入るかと。あとは、ＬＩＮＥ
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を使ったかとかいう項目があればたぶん全部入る気がしていて、そこは違和感が

あります。 

 

（栁生会長） 

彼らにとっては一つのけんかの場所なのでしょう。 

それでは、次回の会議では、引き続き「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 － 

 

 

（栁生会長） 

それでは、時間もきていますので、本日の議事は以上で終了いたします。 

 

（事務局） 

栁生会長、ありがとうございました。 

次回の会議は、11 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。 


