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第１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１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。 

本日の会議の傍聴でございますが、１名の方が希望しております。これから入

室していただきますので、御了承ください。 

 

 

１ あいさつ【教育委員会教育局支援部長】 

 

 

２ 神奈川県いじめ防止対策調査会について 

資料１及び２により事務局から説明を行った。 

第２期委員について、事務局から紹介を行った。 

 

 

３ 会長及び副会長の選出 

互選により、会長に栁生和男委員が、副会長に上田順一委員が選出された。 

 

 

４ 会議の運営について 

 

（栁生会長） 

本日の会議のうち、次第の６「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いま

すので、プライバシーに関する事項を取り扱うため、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６については非公開といたします。 

 

 

５ いじめ防止対策推進法第14条第３項に基づく事項 

（１） 報告事項について 

ア 神奈川県におけるいじめの状況について 

資料３及び４により事務局から報告を行った。 
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イ 神奈川県いじめ防止対策調査会（第１期）の答申に対する県教育委員会の取

組状況について 

資料５により事務局から報告を行った。 

 

（栁生会長） 

 ありがとうございました。 

 今の説明について、何か御質問はありますか。 

 

（飛田委員） 

 ２点ありまして、１点は質問なのですが、「いじめる側の子どもへの支援の総

合的な検討」のところで、「スクールカウンセラーの派遣」とあるのは、具体的

にはどのようにいじめる側の子どもへアプローチしていくのかということと、も

う１点は、「『いじめ』を受ける子どもへのメッセージの充実強化」のところで、

おそらく答申では、「いじめ」自体が法律に違反する行為であるということを周

知することで、ＳＯＳの声を受け止めるということが述べられているのかと思う

のですが、基本的に今やられていることは、相談窓口があるということの周知だ

と思うので、これは質問というより意見なのですが、もう一歩先のところとして、

「いじめ」自体が人権を侵害する行為であるとか法律に違反する行為であるとい

うことを伝えていくことが必要なのかと思います。 

 

（事務局） 

 スクールカウンセラーでございますが、加害者側への支援ということで、学校

緊急支援チームというものがあり、いじめが発生した際に、教育委員会の指導主

事やスクールカウンセラーのスーパーバイザー等を派遣して、いじめられた側と

いじめた側の話を聞くなどして、心理的な支援をするといったことがあります。

また、学校の中でいじめが発生した場合に、いじめられた側の生徒はもちろん、

いじめた側の生徒につきましても、その背景や心理的な部分について、教員の指

導によりスクールカウンセラーの面談を勧め、いじめに至った背景等について聞

き取りを行い、当該生徒の支援が行われております。 

 

（飛田委員） 

 いじめる側といじめられる側のいずれにしても、できる限り早期の段階でスク

ールカウンセラーが派遣されて、第三者の観点から聞き取りが行われると良いと

思います。 

人員の配置は難しいのかもしれませんが、小さないじめだと思われても、早め

にスクールソーシャルワーカーが入ったり、カウンセラーが入ったりすると良い

と思いますので、意見として挙げたいと思います。 

 

（栁生会長） 

 他にございますか。 
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（上田委員） 

 スクールソーシャルワーカーの定義と機能を教えてください。 

 

（事務局） 

スクールソーシャルワーカーをお願いしている方々は、社会福祉に関する知識

や経験をお持ちになっている方で、社会福祉士等の資格を持っていることが望ま

しいですが、資格要件等はありません。 

スクールソーシャルワーカーは、その生徒を取り巻く環境に働きかけて、児

童・生徒の支援を行うという役割を持っていまして、現在、県立高等学校の拠点

校 20校に配置をしており、週２回、35週、一人当たり年間 70回の派遣を行って

おります。 

 

（上田委員） 

 その方々はどこに所属しているのですか。 

 

（事務局） 

 教育委員会の非常勤職員という形で、拠点校に配置をしております。 

 

 

（２） 諮問事項について 

遠藤支援部長から、栁生会長へ諮問書を交付した。 

資料６から９により事務局から説明を行った。 

 

（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。 

 

（飛田委員） 

 まず、「いじめ」と記載されていない「暴力行為」、「長期欠席・不登校」、

「友人・異性関係」、「学校生活への不適応」などでも、はっきりと「いじめ」

とは言っていないけれども、実は背景にいじめがあるということはあるかと思い

ますので、もしかすると実際には、「いじめ」と記載されているもの以外にも、

いじめ予備軍のようなものはたくさん隠れているような気はします。 

その上で、重大事態にあたるかどうかという判断を、現在は学校現場で判断し、

調査会にあげるというのが通例だと伺っているのですが、それにより、紛争が激

化してから調査会にあがるような事例もあるということを伺ったことがあり、他

機関との連携という意味で、調査会は最終的に調査を行うところでもあるので、

もう少し早い段階で、重大事態であるかどうかの判断についても、あまり現場で

抱え込んでから、保護者との関係が悪化してからあがってくるというよりは、可
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能であれば調査会に早めにあげていただいて、重大事態ではないかという判断を

ある程度こちらでできるほうが良いと思います。そうすることによって、損害賠

償請求事案に発展したりするところを、少し手前で、調査を行うことによって納

得いただけるケースもあると思いますので、今後、教育委員会にあがってくるよ

うなケースが出た場合に、重大事態とまでは言えないかもしれないというところ

で、連携できればと思います。 

 

（栁生会長） 

 今の御意見についていかがでしょうか。 

 重大事態かもしれないものについてもこちらで取り上げていくかということで

すが。 

 

（村上委員） 

 専門機関との連携は、いじめの早期解決よりも、いじめの防止や早期発見に非

常に効果があると思います。非常に個別具体的なケースが現場にはあるので、専

門機関と連携してスムーズに行くかというとなかなか難しいので、いじめの防止

や早期発見のために専門機関と連携しましょうというメッセージを強く送ってい

くことで、ハードルが下がっていくのではないかと現場としては思います。 

 

（栁生会長） 

 他にいかがでしょうか。 

 

（上田委員） 

 資料３はいじめの認知件数ということですが、おそらく学校で把握した数を取

りまとめたものだと思いますが、認知した段階での取り扱いはどうなっているの

か知りたいということと、確かに早めにということであれば、重大事態になる前

の段階でも扱うかということだと思います。 

 

（板橋委員） 

 市町村の小中学校でも同じようなところが課題になっていて、早期発見とか、

いじめと認定するかどうかの基準とか、重大事態とするかというところも含めて、

そこはとても課題だと思っています。 

小中学校の認知件数に比べても、高校の認知件数は少し少ないという感覚は持

っています。拾い上げの方法などはどのようにしているのかは私も知りたいと思

っており、たとえば、私の域内の小中学校に関しては、アンケートをとった場合

に必ず管理職が目を通すことと、場合によってはいじめの校内組織の中に外部専

門家として県のスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーも入ってい

ますので、その組織の中で、学校の職員以外の者も目を通すなどということもや

っているところもありますので、県立高校ではアンケートの処理や保存などにつ

いて、何か基準があったりするのでしょうか。 
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（栁生会長） 

 先週、全国の生徒指導担当者の研修会があり、そこで大きくあがってきたのは、

いじめの認知件数について、低いと上げろという指令があるということでした。

おかしな話ですが、低いと認知していないのではないかということで、探すよう

にという傾向がどこの行政機関でもあるということです。 

それから、これは研修会の中でほとんどの先生が口を揃えて言っていたことで

すが、加害者イコール被害者の場合もあったり、被害者の場合も加害者の場合も

あったり、要するに純粋に被害者にだけなる人はなかなかいないということがあ

ります。そこをどのように判断するかというと、教育現場で判断するということ

になりますので、いきなりそれを専門機関に持っていくと、簡単に言うと学校は

何もしなくても一緒で、極端に言うと、「いじめかもしれない。では専門機関で

良いか。」ということになる可能性があるという話が出ました。ですので、学校

の主体性を維持しながら専門機関にかけるということ、今、チーム学校という概

念がどんどん出ていますので、どうすれば良いかということなど、色々な話題が

出ました。 

 それから、蛇足になるかもしれませんが、答申の内容の中でも、我々が意外と

難しくて扱っていないところは、子ども達の成長の過程で起きてくるトラブルを

どのように取り上げるかということが、日本のいじめ対策においては決定的に意

識が少ないという点を感じます。たとえば、スクールソーシャルワーカーはいじ

めの専門家ではないですよね。スクールカウンセラーもそうです。それぞれ役割

が違うのですが、日本ではそういう役割がないのです。たとえば、私が研究に入

っているドイツなどでは、１日 50万人がいじめられていると言われていますが、

州によっては「喧嘩仲裁士」という、要するに、学校に常駐して小さなトラブル

に対して子ども達がどのように解決していくか、どのようにそれを指導していく

かというところで専門家が入っているのです。その趣旨は何かというと、重大・

深刻ないじめになっていく以前に、それを人権教育の中で調整していく役割の先

生がいるということです。これは私も視察していてすばらしいと思いました。日

本の場合は、まず、いじめをアンケートで引っ張り出して、普段の休み時間に目

を凝らして見ているというような状況で、言ってみれば学校の先生が警察みたい

な役割をしなければならないということがあって、私はどうなのかなという感じ

がしています。そういう意味で、いじめの入り口でのトラブルを支援・指導して

いけるようなシステムをどこかで実験的にやってみたら面白いと思っています。 

起きてしまってからの問題を、ああでもないこうでもないとするのではなく、

まず、子ども達がけんかをしている、すると「やめなさい。授業だから席に着く

ように。」と言うと、子供たちはそのまま不満が残るわけです。「いつもうちの

学校の担任の先生は勉強ばかり。」と。その問題をそのままにして翌日に持ち越

す。これが段階的に積み重なっていき、ずっしりと重くなり、それがドスンと何

かのエピソードを生むということを想定して、直訳すると「喧嘩仲裁士」という

トラブルを調整する役割を、普通の先生ではなく、臨床心理士でもなければ、サ

イコセラピストでもないし、社会福祉士でもない、「社会教育士」という訳し方
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をしますが、要するに、子ども達の社会性を促進するための指導教員のような役

割をしている人たちがいます。 

 

（瀬高委員） 

 手元にデータがあるわけではありませんので感覚も含めてですが、いじめ防止

対策推進法ができて、あるいはできる少し以前から、学校にとっていじめという

のは、言い方が難しいのですが、件数があって悪いものではないという認識は、

学校現場や教職員の間ではずいぶん定着していて、その度合いは年々、研修など

の成果も含めて、定着してきていると思います。 

この法律ができたときの一つの切り口として、学校や教育委員会が隠蔽体質を

持っているというようなことも言われ、そこにメスを入れていくのがこの法律の

一つの役割であるということがありました。この法律が制定されて以降、さらに

学校におけるいじめに対する認識というのは加速度的に明らかになってきたとい

うところが、現場にいて実感できるところです。 

 具体的にアンケートがあがってきたものをどうするかというところですが、先

ほど 90数％の学校がアンケートを実施しているとありましたが、学校によって年

２回やっている学校もあれば３回やっている学校もある、たとえば、本校の場合

は４回やっているとか、回数によっても違いがあり、その扱いについても若干温

度差があるのは正直なところです。ただ、大前提としては先ほど申し上げたよう

に、そこでいじめがあがってくるということを悪いことだとは思っていませんし、

それをきっかけとして指導に踏み込んでいく契機としては大いに役立っていると

思いますし、そういう認識で高校現場も取り組んでいると思われます。ですので、

認知件数はかなり実態に近い数字であろうとは思っています。 

 

（栁生会長） 

 確かにそのとおりですね。２年間この仕事をしてきて、学校の先生方がいじめ

の件数は少ないほうが良いという感覚はだいぶなくなってきていると感じます。

当初はやはりいじめをあげると自分の学級経営が失敗であり、そこを責められる

のではないかということで、いじめの認知件数が少なかったところがあります。

子どもですからけんかがあったということでいじめがあっても当然という、指導

の場があるというように捉えられなかった時代がありました。 

 

（飛田委員） 

 個人的な意見ですが、資料３を見る限りでは、やはり高校の認知件数について

は比較的少ないと言われても一定程度理由はあるということと、アンケートの実

施方法と処理方法について、学校現場から見せていただく機会があったのですが、

学校によってかなりまちまちであるというのが率直な感想です。記名方式であっ

たり、無記名方式であったりとか、それを担任の先生が集めて見るような機会が

ある方式から、全部袋に入れてしまって封をして渡すというような方式から、

色々あると思いますので、そういう意味では、この件数に満足するのではなくて、
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アンケートの実施方法とか、誰が回収するのか、誰が見るのかということについ

ては、一定程度ルールを設定しても良いと思います。そうすることで、こういう

場で件数が少ないのではないかという話になったときに、こういう実施方法で一

律にしておりますので、少なくとも間違いなく回収できているし、間違いなく検

討できているということが言えると思いますので、それがあっても良いのかなと

私自身の経験として思いました。 

 

（栁生会長） 

 実施に関してのガイドラインはあるのですか。 

 

（事務局） 

 はい。年に必ず１回、できるだけ複数回となっています。 

 

（栁生会長） 

 飛田先生がおっしゃったように、記名式とか無記名式とか、回収方法とか、そ

ういう細かいガイドラインはあるのですか。 

 

（事務局） 

 そこまでは決まっていません。学校の裁量で、生徒の現状に合わせて工夫して

いただいています。 

 

（瀬高委員） 

 私が所属している県立学校長会議生徒指導研究会で、アンケートを研究テーマ

としてあげました。そもそもテーマとして取り上げた根拠は、いじめの認知のき

っかけが、アンケートというのが圧倒的に多いこと、だからこのアンケートとい

う認知方式をブラッシュアップすることで、より実態に踏み込んでいけるのでは

ないかということが、そもそものスタートでした。方式や回数は、飛田委員から

お話があったように様々であったのですが、結論を申し上げると、結論は出てい

ません。回数にしても方式にしても一長一短で、具体的に言うと無記名と記名と

どちらが良いかということについても、決定的な結論は出ておらず、記名式にす

ると出にくくなるというデメリットもあるとか、無記名のほうがあがってきやす

いのですが、追跡はしにくくなるとか、色々な視点での検討で、結局は学校が何

のためにそのアンケートを行うかということで、記名が良いか無記名が良いかと

いうのは、一定程度選択的に、学校の実態に合わせてやっていくのが良いという

のが、私たちの研究としての大まかな方向性ではあります。 

 

（栁生委員） 

 これは余談になりますが、無記名にしろ記名にしろ、文書によって１年に３回、

４回やるという学校が増えています。これも他にやり方はないかと思うのですが、

実際に海外などでは、保護者と先生と児童・生徒による、いわゆる「いじめ防止
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委員会」があって、そこへ子ども達が直接話せるようなシステムを作っていると

ころです。ただし、システムだけ作ってもそれがうまく機能しなければ意味があ

りません。そういうものがあっても、「あそこに言った人がいる。」とか、そう

いう話になる可能性は十分あります。それは、人権教育ですとか、小さいうちか

らの民主主義的な人格を育成するための教育をずっとやってきた結論として、で

きればそういうふうになってほしいと思います。子ども達の立場からすると、１

年に何回も「誰かいじめている人はいないか。」、「誰か泣いている人はいない

か。」、それをいちいち学校内でやるというのは、あまり好ましいとは思わない

です。できれば自由に自己主張ができるというような子ども達に育っていっても

らいたいと私は思います。 

 

（村上委員） 

 加害者・被害者にターゲットを当てていくよりも、集団の構成員に当てていく

というのもとても大事だと思います。日本でいうと、森田さんの調査ですが、小

５のときに 53％いた仲裁者が、中３のとき 20％しかいない、小５のときに 20％し

かいなかった傍観者が、中３になると 61％になっている。本当に仲裁者がいなく

なって傍観者ばかり増えるというところがあります。私は集団の構成員の力量を

上げていくしかないと思っています。ではどうするのかというと、特別支援学校

では、いじめとか体罰とか虐待とか、地域から色々な声があがってきたときに、

私は必ず手をつなぐ育成会や地域の老人福祉施設協議会の方たちに、学校をうろ

うろしていただきます。そうしていただくだけで、本当に少し良くなっていき、

理解もしていただけます。ですので、開かれた学校づくりというのは、子ども達

の集団の構成員の力を上げていくのに非常に良いので、専門機関との連携とかの

前に、開いていくというようなメッセージを出すと良いと思います。 

 

（佐藤委員） 

 飛田委員がおっしゃったように、外部機関と連携して、重大事態、損害賠償に

なる前に色々な人と連携していくというのは本当にもっともなことで、村上委員

も言われていましたが、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

か、開かれた学校づくりとか、学校という組織の風通しを良くすることは、学校

風土を改善するために非常に大事なことだと思います。これは未然防止の観点だ

というように思います。ただ、実際にいじめが起きてしまったときに、事務局か

らあったように、先生の力も当然限界があります。ですから、未然防止の観点で

やる部分と、対応部分と、私は２つの観点が必要なのかと思います。 

それと、瀬高委員がおっしゃったように、答申書の 23ページに「『いじめ』の

定義が変更された趣旨について、また『いじめ』を認定されても、それは必ずし

も非難されるものではないということを、改めて全ての教職員に周知徹底するこ

と」とありますが、私は昨年現場にいたのですが、このような言葉は学校現場と

しては非常に勇気付けられると考えています。 

それを踏まえた上で、そうは言っても、飛田委員がおっしゃったみたいに、重
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大事態になってしまって、損害賠償を請求されるような重大事案がないわけでは

なく、答申書の 11ページにある考察の最初の部分で「思うに、法が学校を信頼し

『いじめ』への具体的対応につき学校の専門的裁量に委ねていることに鑑みれば、

法は『行為』の有無の認定についても、教育の専門家集団でありかつ日頃児童等

に接している学校に対し、相当の裁量を与えていると解すべきである」とはあり

ますが、法的な対応に追い込まれたり、加害・被害の関係がでてきて、賠償責任

になったりしたときに、学校はどのように対応していったら良いかというのは、

学校が一番不得手な部分かと思います。ですから、答申書の 11ページにある考察

の部分で、「県教委において上記の法的見解を踏まえつつ教育的配慮も盛り込ん

だ指針を作成することなどが考えられる。」とあるのは、市町村の立場で言うと、

県のように大きな組織ではないので、ありがたいと個人的には思います。 

 

（栁生会長） 

 チームとしての学校という話が出ましたが、実際に世の中の人から見ると、チ

ームとしての学校と言っても、学校の中に専門家がいません。結局は一人の先生

が、このときは特別支援、このときは部活の顧問、このときはＰＴＡの担当、そ

れをチームと言っても、全然マンパワーがありません。ですから、簡単に言えば、

スクールソーシャルワーカーが常駐してくれ、スクールカウンセラーも常駐して

くれて、弁護士も常駐してくれて、それがチーム学校なのです。今は先生方が個

人の中で、一人の人が色々な役割を分担しているだけであって、それをチーム学

校と言うのです。教育相談のケースカンファレンスのときと生徒指導のケースカ

ンファレンスのときと教科のケースカンファレンスのときと人が変わっていない

のです。それでチーム学校と言っても話になりません。やはりマンパワーが必要

で、これは言い続けなければいけません。 

 

（飛田委員） 

 １点だけ、佐藤委員からお話があったところなのですが、先ほど私が申し上げ

た重大事態についての判断自体をできる限り早期にあげてほしいというのは、発

生した後の話で、私自身も逆にいじめの調査の申し入れをする側にまわることも

あるのですが、ここまでもつれてしまったかというところで申し入れをするほう

が圧倒的に多いのです。もう少し早い段階で調査会にあげていれば、専門職もい

ますので、ある程度解決できたのではないかということがありますので、あまり

教育委員会と学校のほうで揉むのではなく、教育委員会のほうで重大事態と判断

されたら早めにあげていただいて、こちらである程度、全て調査するという意味

ではなく、それが重大事態かどうかの調査とか、どのように対応したら良いかと

いうことについて、ここで協議をしても良いのではないかなという趣旨です。 

 

（大滝委員） 

 そもそも「いじめ」の定義を広げたことによって、学校現場の中で揉むことで

教育的な対応ができるケースと、そもそも人権侵害にあたるようなケースとが、
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一緒になって「いじめ」という定義の中に入ってしまっているので、それに対す

る対応の仕方が一つのパターンでは出しにくい現状があります。それをあえて広

げたことの意義は、子ども達がいじめにあいながらそれを我慢して、密かに泣い

たり、学校に来られなくなったりということが二度とないよう、その大きな目標

のために広げたわけですが、広げたことによって、重大事態かどうかということ

を主観的に判断されているような傾向があるので、そこをきちんと識別していく

ことが、この委員会の機能でもありますし、委員会だけでなくて、教育委員会や

学校における判断も必要になってくるのではないかと思います。 

 

（栁生会長） 

 そのとおりだと思います。 

 

（松本委員） 

 どう把握していくのかというのが大事かと思います。今、大滝先生からお話が

あったとおり、色々な種類がありすぎてしまい、その対応をどうするかというこ

とだと思うので。学校で先生方は手一杯だと思っています。それを、先ほど会長

からもありましたとおり、新たな取組で何か策が取れたら良いと思っています。

また、そういうことも含めて検討していけたらと思います。 

 

（栁生会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日は議事の都合もあり、皆様から御提言をいただく時間が十分に

ありませんでしたが、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 － 

 

（栁生会長） 

 それでは、次第の６、「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いま

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 － 
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６ 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。 

次回の日程ですが、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

調整をまた行いますので、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。 

 


