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第１回いじめ防止対策調査会議事録 

 

 

１ あいさつ【教育局参事監】 

 

 

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 

 ○ 第１期委員について、事務局から紹介 

 

 

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 調査会の運営に関する事項について 

 ○ 資料３により事務局から説明し、全員賛成で要領を制定した。 

 ○ 調査会の会議について、公開とすることを決定した。 

 

 － 傍聴人入場 － 

 

 

５ 報告について 

 ○ 資料４により、事務局から説明した。 

 

（栁生会長） 

 ただいま、詳細な説明をいただきましたが、何かご質問等ありますか。 

 

（反町委員） 

 高等学校の説明の補足ということでお願いします。 

 （１）のいじめの認知件数で、平成 23年度から平成 24年度にかけて数が増え

ていますが、教育委員会から高等学校に、各学期に最低１回はアンケート調査を

して、いじめの早期発見に対応してほしいと指導がされ、各学校がいじめに対し

てアンテナを高くしようと取り組んだ結果、認知件数が増えています。 

   

これは、逆に言うと良い結果かなと思っています。それが（５）のいじめの発

見のきっかけで、高等学校だけがアンケート調査の部分が高くなっていることに

結果が出ているのだと思っています。 
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 高等学校はいじめが出た場合にどういった対応をしていますかということで、

学級担任や他の教職員が状況を聞く、学級担任や他の教職員が指導するというこ

とは特別支援学校を含めて小中学校と同じですが、その下の校長・教頭が指導、

別室で指導が非常に高い数値を示しています。 

  

これは何故かというと、高等学校ではいじめ等が出た場合には、教育的な特別

指導の対象となることが非常に多いです。教職員で会議を持って、そうすると必

ず教頭・校長が保護者と本人、同席させて指導していく、そして別室指導という

のは教室に直ぐに戻さないで別室で各教員がしっかり対応してということなので、

その辺の数値が非常に高いというのはそういう意味だと思います。 

 

（栁生会長） 

 ありがとうございました。他にありましたらお願いします。 

 

（小池委員） 

 まず、県内の各学校に調査しているかと思いますが、どこまでをいじめにする

かという理解を統一するような方策はとられていたのでしょうか。 

 

（事務局） 

  いじめの問題行動等調査につきましては、文部科学省が、児童生徒に係る問題行

動等調査の際に、いじめの定義をしています。その定義を元にして、この調査を

依頼しています。 

 

（小池委員） 

  法律の文言よりももう少し詳しく、こういう場合はカウントするみたいな要綱が

あって、なるべく統一してできるようにした結果ということでしょうか。 

 

（事務局） 

 そうです。 

 

（小池委員） 

 分かりました。 

 こうして、認知件数という形で調査が行われていますが、今後必要になってく

るのは、いじめをどう解決していくかということが必要になってくるかと思いま

す。その解決をどのように数値化して把握するかは、とても難しい問題だと思い

ますが、「いじめの件数はこれだけありました」で終るのではなく、そこから、

認知したものがどのようになってどのように解決されたかを把握する方法を工夫

していただけたらと思いました。 
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（事務局） 

 いじめの場合には、表面的には改善していると思われていても、中々、すぐに

解決するというものではないので、継続的に子ども達の状況を見守りながらとい

うところでの継続した指導ということも含めて、改善率として表しています。 

 神奈川県の場合、改善率について、毎年度目標を設定して、ここまでになるよ

うに各学校御協力をお願いしますということで働きかけをしており、その一端が

先ほどの、反町委員からありました、アンケートの実施も含めてということでご

ざいます。 

 

（栁生会長） 

  他にありますでしょうか。 

 

（伊藤委員） 

 特別支援学校の状況を一つだけ御報告します。パソコンや携帯電話での誹謗中

傷は、特別支援学校でも同様のことがありまして、近年では、知的障害の比較的

軽いお子さんも多数おりますし、私どものろう学校では、普段はメールでやりと

りをしますので、高等部の生徒は携帯をみんな持っています。そういった中で、

コミュニケーションのとり方であるとか、十分に分かっていないところがあって、

高等学校と似たような状況があることを御報告したいと思います。 

 

（栁生会長） 

 私からもよろしいでしょうか。認知件数について、小学校が約 2000件増えてい

ますが、諸外国と比べた場合、諸外国では小学校というのは非常に少ないんです。

ですから、けんかといじめのライン、日本の場合には「本人又は保護者からの申

告による」とあるので、これが小学校の場合にはかなり効いているのかなと思い

ます。 

 

 特に神奈川県の場合は平成 23年度から平成 24年度の間で 2000件も増えている

ので、その辺の内容は、どの程度の重症性があったのかなということをお聞かせ

いただきたいと思います。 

あと、私は実際に現場の方にも出させていただいていますが、今の中学校では

無料通話アプリとＳＮＳの絡んでないいじめはほとんどないという印象を持って

います。調査の手法の段階で、高等学校から一気に増えますが、中学校でもほと

んどこの無料通話アプリが絡んでいると思いますが、県教委の先生方はどのよう

に把握しているか、感想でも結構ですのでお伺いしたいと思います。 

 

（事務局） 

 小学校に関しては、いじめの認知件数だけではなく、暴力行為も実は増加して

おります。小学校４年生辺りで、発達段階で一つの区切りがあると言われる中で、

小学校の先生方は、問題行動への対応の視点を視野に入れながら、きめ細かく見
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ているというのが一つあります。 

 いじめの態様としては、冷やかしやからかいであったり、軽くぶつかったりと

いうところが多いのですが、そういったものを、今までは「じゃれ合い」や「遊

び」だと捉えていたのを、そうではないのだと、それも含めていじめとして認知

しようというところで数が上がってきたと捉えています。 

 

 それから、中学校段階での無料通話アプリやＳＮＳについても、中学校では高

等学校のように持っているといっても、部活動が終って塾に行く等々で、一旦学

校に預けたりはするのですが、所持している割合は年々高くはなってきています。 

  ただ、まだ数値として現れるまでには至っていないのが現状かなと思っています。 

 

 

６ 諮問事項について（協議） 

 

（栁生会長） 

 それでは、次に、次第の６、諮問事項についてに移ります。 

  まず、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

  それでは、教育委員会から当いじめ防止対策調査会に諮問書をお渡しさせていた

だきます。会長、前へお願いいたします。 

 

－ 笠原参事監から、栁生会長へ諮問書を交付 － 

 

（栁生会長） 

  よろしくお願いいたします。 

  教育委員会から、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための

対策に係る教育委員会の取組についてということで諮問されましたので、この件

について協議を行っていきたく思います。本日のテーマは学校と地域、家庭との

連携ということですが、事務局からの説明をお願いします。 

  

（事務局）  

○ 資料５及び資料６により事務局から説明 

 

（栁生会長） 

  それでは、まず私から、家庭・地域との連携について、ビデオを交えてお話をさ

せていただきたいと思います。 

 

  ５年位前から、ドイツでいじめの研究をしておりますが、実は日本と状況が似て

おりまして、取材をしたり、実際に学校を 40校ほど見学させてもらったり、ドイ
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ツの教育相談センターで精神科の先生などを含めてたくさんの方にお話を伺いな

がら、研究を進めています。 

 

  特に、ベルリン市州の取組が、喫緊の課題に対し、各学校でいかにいじめをおこ

さないようにするかという、「アンチモビングコッファー」という指導書を出し

ていまして、それは保険会社と学校・教育局が共同してお金を出し合い、社会と

教育行政が一緒に取り組んでおり、非常に感銘を受けました。 

  これは日本には無い取組ですので、御紹介したいと思います。 

  工業化やグローバル化が進んでいるベルリン、ハンブルク、フランクフルトと言

った都市化の進んでいるところは、日本と全く同じことが起きていますので、Ｄ

ＶＤをご覧いただければと思います。 

 

  －ＤＶＤを視聴－ 

 

（栁生会長） 

  色々な事例を見てみますと、キーワードは、親と学校と友達です。この３つの壁

を乗り越えられないと、子どもは、諮問されている内容でいえば、重大事態に発

展し、不登校だとか精神疾患に陥るだとか、最悪の場合は自殺に至るというとこ

ろに行ってしまうと、読み解くことができると思います。 

 

  一番感じていたのは、この地域は、離婚率が 60％を超えており、一つの学級の 

中にお父さんとお母さんが違う子が多数いる、また、移民背景と言いますか、他

国からの移民の家庭が約 80％に上ります。簡単に言うと、家に帰ってドイツ語を

話していないお子さんが、約８割いるということです。そういう学校で取材をし

てきましたが、当然そこではいじめが噴出し、色々な問題があり、それに対して

学校がどのように立ち向かっていくかというところで、今も出てきましたけれど、

アンチモビングの課外活動を入れたり、スタンディングトレーニング、これは精

神科の領域や臨床心理の領域になるのかと思いますが、そういう部分が前面に出

てきたりしています。 

 

それから、このテーマの一つになるのかと思いますが、35時間連続で、学級を

作る最初に、日本で言うと４月の段階で、いじめに対して、我々はいじめと戦う、

我々はいじめを許さないというようなカリキュラムを組んでいます。これは一週

間、35時間分です。 

日本では学習指導要領の縛りがありますので、実施するのは難しいのかと思い

ますが、それはドイツでも同じです。35時間連続で実施するのは難しいのだけれ

ど、極力連続して、なるべく早いうちに自分達の学校の文化を作っていくのだと、

学級の文化を作ろうとする姿勢に感動しました。 
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  例えば、保護者を巻き込んでポスターを作ったり、発表会をやったり、神奈川県

の場合にはバディープロジェクトという取組がありますが、それもアンチモビン

グに関しては効果的だと考えていますが、それらがかなり効果をあげていて、い

じめは集団の学校の歪みから起こるという認識から出発しているので、集団を何

とかしようと、いじめの無い学校、学級をいかにして作るかということが大きな

テーマになっています。 

 

  これをいかにして日本の学校でやっていけるかということをこれから広めていき

たいと私たちは考えています。日本とドイツは経済状況も似ていて、経済を発展

していかなければならないという至上命題、向こうはユーロ、こちらはアジアの

中で、切り捨てなければならない部分があるのかという気がしています。 

  親と学校と友達の背後には文化やシステム、人間そのものが抱えている宿命のよ

うな、見えないいくつもの山があり、いじめの全体も見ているのですが、日本の

場合も、いじめをどのように理解するかとか、どのように対応するかということ

は議論され尽くしているし、学校にも浸透していると思いますので、いかにして

学校をいじめが起きにくい体質にしていくかということが大きなテーマになるの

ではと思います。 

 

  先ほども少しでましたが、サイバーモビングという、インターネットを使ったい

じめについても非常に急激に増えています。臨床場面でいじめの被害者とかに聴

取をしていると、必ず無料通話アプリが絡んでくることを感じます。無くなって

ほしいと私は思っているのですが、そうはいかないのでしょうね。 

 

  何か家庭との連携等について、御意見等があればお願いいたします。 

 

（反町委員） 

  いじめは日本特有のものでは無いのだなという印象で、ドイツでも同じことが起

きているのだなという認識を深めました。 

  諮問内容に戻りますが、学校と地域、家庭の連携ということで、高校としては、

現状、学校と地域の連携というのは苦しいなというのが現実としてあります。 

  小学校、中学校は地域がイコールで保護者の集団ですので、地域との連携が取組

やすいのかなと思いますが、高校は全県一区で生徒が来ておりますので、地域の

方とも良く会うのですが、小学校、中学校と比べて、地域の方の「私の学校」意

識は非常に低いです。逆に言うと、お宅の学校はどういう交通指導をしているの

ですかとかいった、苦情の方が多いのが現状です。 

  ですから、高校の場合は学校と家庭、親と学校というところをポイントとしてこ

れから取組んでいかなければいけないと考えています。 

   

学校では、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめの対処の中で、一番苦労

しているのはいじめの早期発見でして、先ほどビデオでもありましたように、教
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員は生徒のいじめを発見するのが難しく、つまり、普段のじゃれ合いであるかい

じめであるのかというところ、今はいじめが非常に注目されているので、各学校

とも、よく「いじる」という言葉がありますが、いじっている時点でいじめだと、

早期発見で小さいうちに対処していこうとしています。 

  いじめで難しいのは、被害者と加害者の両方に指導していかなければならないの

ですが、特に加害者の保護者に会って話をしますと、これがいじめなんですかと、

これはただじゃれ合っていただけではないですかという話になり、保護者への対

応に苦慮することがあります。 

  いじめの早期発見等に取組んでいるところですが、一番大切なのはいじめの防止

であって、学校でいじめが起こらない環境を作っていくためにはどうしたらよい

のかが課題であると思っています。 

 

  そこでキーポイントになるのが友達だと思っています。高校生になると、いじめ

にあっていることをなかなか話してくれません。話さない生徒ほど、欝であると

か、より深くなってしまうので、いかにそういうコミュニケーションを、教員を

含めて取れる環境を作っていくのかが、今悩んでいるところです。 

   

先ほどの指摘でも、高校では生徒会活動等でいじめに関する取組が少ないとあ

りましたが、高校現場では今、非常に多くの教育をしていかなければならず、い

じめもありますし、命の教育もあり、キャリア教育もあり、情報教育、環境教育、

あらゆる教育をやっていかなければならない中で、どうやって時間を作っていく

のか、一番大切なのは学力指導ですから、その辺とのバランスに苦慮しているの

が現実問題としてあります。 

 

（栁生会長） 

  バランスということを考えると、私が一番考えたのは、確かに学校は色々なこと

をやらなければならず、いかにして、プライオリティーをどこにおくのかという

ことかなと感じました。いつも思うのですが、一応花火は上げたけど、結局、15

年前、10年前と、繰り返し脚光を浴びるだけの話になっていて、根本的な解決に

なかなか行かないのが日本の教育の宿命みたいなものだと思います。 

 

先ほど示したドイツの例は、これをやると、これが一番大事だと、根幹にはこ

れがあるということを割り切って考えていて、地域の、喫緊の、緊急性みたいな

ものを感じて、我々はそこに注目したわけです。喫緊の課題と我々は言いますが、

言葉だけが流れていて喫緊とは誰も思っていないということではなく、本気で取

組んでいて効果が上げってきているという点で、日本も少しそういう点ではやっ

た方が良いのかなと思っています。 

35時間ぶっ続けでという、教育課程を少し動かしてでも、うちの学校ではいじ

めを起こさない文化を作っていくという、そこから進めているということに大き

な感動を覚えたので。 
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  やることがいっぱいあっても、実際に起きているのは、学校が、弱い子ども達が

無理に笑顔を作りながら通っているという状況を生んでいるということを考えた

ら、やっぱり最初にやるべきことはそういうことかなと、校長先生や学校の先生

には難しい課題を与えることになってしまいますけれども。 

 

（伊藤委員） 

  焦点化して、一つのことにというお話は、考える必要があるなと思いました。 

  今日のテーマで、先ほどのビデオを見て、離婚率とか、父親と母親が違う率が

60％という話で、日本でも、自分の学校を見ても、率はそこまで高くありません

が、やはりここのところは大きな問題を生む背景にあるなと感じています。 

  家庭支援が大事だと考えていて、特別支援で言えば、ろうの子どもと聞こえる親

がいると、家庭の中で子どもが手話で話をしても、親が分からないことがありま

す。これは障害があるからということではなく、それは聞こえる親子であっても、

親子のコミュニケーションが十分にとれないということがあるのだろうと思いま

す。 

  私は、家庭の中での親子のコミュニケーションのとり方を併せてやっていかない

と、ろう教育は難しいな、限界があるなと考えていますが、これは多分、日本の

社会にとっても教育にとっても課題なのかなと思っています。 

 

  もう一つ、地域との連携については、地域にお願いしたいのは家庭支援です。障

害児の場合だと分かりやすいのですが、児童相談所があって、教育センターがあ

ってということで家庭支援をしていますが、なかなか一般の家庭ではそこまでの

ものが無いので、今後地域に求めるのは、家庭支援で何かできることはないかと

いうことです。 

  例えば、子どもが小さい時に、地域での活動がたくさんあるだとか、そういうこ

とが必要なのではという感じがしています。 

 

（藤本委員） 

  これは地域との連携という面で、全県的には難しいかも知れませんが、私どもの

愛川町には県立高校が１校で、小中高での連携が非常に多いです。具体的に言う

と、高校の先生が中学校に行って授業をしたり、中学校の先生が１日体験で高校

に行って、送り出した者だけではありませんが、生徒の様子を見たり、小中高の

連絡協議会を定期的に開催したりしています。 

  そういった中で、顔の見えるつながりができる地域もあるのではないかなと、限

られたところかもしれませんが、周りの目で見て、高校生の下校の時間を見てい

たりすること等、配慮ということもありますので、そのような取組ができるとこ

ろは進めていけるのではと感じました。 
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（栁生会長） 

  いじめに取り組んでいる学校ですら、子ども達にインタビューしてみると、いじ

めを受けたことはあるかと聞いてみると、あると答えますが、学校の先生に相談

したと聞いてみると、学校の先生に相談しても聞いてもらえなかったという答え

があったり、親に相談してみても親が全然答えてくれなかったという話があって、

プライオリティーを一番おいている学校ですらそういうことが起こっているわけ

です。 

  ですから、非常に深い問題であることだけは間違いが無いです。ビデオの中にあ

りましたが、アンチモビングの委員会があるわけです。それが一つの機能を学校

の中で果たしている。訴えがそのまま通っていくということは、訴え易い経路を

作ることで、教育委員会がやっているように、いじめがあったときには「いじめ

110番」というような施策が色々ありますが、そういうものを学校の中に作ってい

くということも見られたので、素晴らしいなと思いました。 

   

地域に対しても、自分の子ども達、家庭の地域の学校ということではなく、例

えばある高校、全県一区かもしれませんが、その高校を取り囲んでいる地域に対

して、自分達の校風を訴えていくということが盛んにされていました。 

例えば移民背景の大きなところでは、「The mix is a best」ということを、学

校の校門の前に出して、これが本校の教育目標だということを謳っているわけで

す。 

日本の場合それがどうしても、「元気な子」「学力のある子」というところに

落ち着き易いのですが、プライオリティーをそこに置くのであれば、それがすべ

てそこから発していきながら、学力も上げていくし、友達との関係も増やしてい

くのだというのも一つの方法であると思います。 

 

（上田委員） 

  臨床心理士会は、学校にスクールカウンセラーを派遣しております。スクールカ

ウンセラーは学校に入る第三者としての性格があり、今時のスクールカウンセラ

ーは授業参観を結構しています。 

これは個人差、学校差はあると思いますが、学校の中で、許可を得て授業に入

って、子どもと子どもの関係、若しくは子どもと先生との関係を第三者的に見て

いくと、そこで見られるものには色々ありまして、荒れている学校だと、第三者

が入っていくと、おじさん何を見張っているんだと、「見張り」みたいな感じに

なるわけです。 

  

 それが段々定着していくと、「見張り」から「見守り」みたいに、スクールカ

ウンセラーの先生が見ているなと、受け止められているなということになる時が

あります。そういうように、学校と地域が連携するというのは、言葉で言うと簡

単ですが、地域の人が学校に入っていくと、何をしに来たんだというのが最初の

壁になると思います。 
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  そういった意味で、「見張り」から「見守り」へという流れを、外と中から作っ

ていけることが必要なのかなと思いました。 

 

（栁生会長） 

  私もそれは感じています。自分自身もスクールカウンセラーをしていますので、

学校は意外と、専門家に任せてしまうと、丸投げしてしまって、問題がそのまま

解決するような勘違いをしてしまうことがあります。 

   

ドイツでは、学校心理士が週１回ではなく毎日学校に通い、授業にも携わり、

いじめ対策コーディネーターは１週間ずっと常勤で入っています。（ドイツと日

本で）その辺の覚悟の違いが相当ありますが、これから先、スクールカウンセラ

ーの活用ののりしろがあるのではと感じています。今までのように、単に臨床ケ

ースだけに対応するのではなくて、もう少し前向きな形で、今までもコーディネ

ーター等色々な言葉で表現はされていますけれども、子ども達や先生の中に入っ

ていくことによって、かなり違った、職域の拡大みたいなものが考えられる気が

しています。 

 

（山田委員） 

  地域との連携ということで考えたときに、青少年の健全育成団体は色々あります

が、昨年は、青少年相談員連絡協議会の研修会で、厚木市の指導主事が厚木市の

いじめの現状と課題について話をし、今年度は、青少年の健全育成会から声がか

かり、内容としては不登校の話をしました。 

   

これらの研修の際に、自分達に何かできることはないかなという意見が出てき

て とても良い研修会ができたなと感じました。いじめも不登校も改善していく

べき根っこは同じで、地域が子ども達の居場所を作ってあげるとか、学校で言え

ば、良い授業をすれば、子ども達が授業に対しても居場所があるわけです。 

   

そういったことの積み重ねがすごく大事だなと考えた時に、それは市町村で、

小学校中学校と地域が密接でやり易いからそのような連携がありうるのだろうな

と考えていたのですが、これまでの話を聞いて、市町村が小学校・中学校の段階

で地域支援、家庭支援し、地域の方に現状を伝えて行くことが、高校にもつなが

っていくのかなと思いましたので、地道にやっていくことが大切なのかなと感想

を持ちました。 

 

（大滝委員） 

  最初に感想からお話しますが、いじめというのは、社会的な正義に反する人権へ

の重大な侵害です。 

  子どもの頃に、社会や大人に対する信頼感覚を持っているかいないかによって、

その子の一生が決まると言っても良いようなことがあると思います。人間は、生
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きていれば危機的な状況がいつか起きてくるもので、そのような危機的な状況に

なっても、その前にちゃんとした信頼感覚を、家庭とか社会に持てない人は、自

分で解決しようとしたり、或いはとんでもない方法で自分を傷つけてしまい、問

題行動や場合によっては精神疾患が生じる場合もあり、絶対にあってはいけない

ことなので、いじめ防止に一番のエネルギーを割くことが大切です。 

   

早期発見、早期対応の前に、いじめを起こさせない制度を作っていくことが、

精神科の医師としても課題だと思います。 

 

  それに関して、不登校になる場合も結構ありますが、不登校で気をつけなければ

いけないのは、不登校はネガティブに捉えるだけではなく、もしかしたら緊急避

難の場合もあるので、不登校だからとにかく理由もなく学校に行くことにチャレ

ンジするという発想は一回やめて、不登校の中にある色々な問題点を聞いていく

ことが必要なのかなと思っています。 

 

  いじめは、いじめられる子へのアプローチはだいぶ進んできましたが、いじめを

してしまう子への対応も大切で、そこに絡んでいうと、その家庭、親にも非常に

余裕がなく、親なんだから話せば分かるという前提で話をしても通じない場合が

あると思います。いじめてしまう子どもだけではなく、その親に対しても相当根

性を入れて、本格的に、システマティックにアプローチしていかなければならな

いので、そこに価値観を、いじめは人権侵害だということを余り出しすぎてしま

うと返って通じなくなるのかなということを感想として思いました。 

  親だから、親なのにということを思ってしまうと難しいのかと思います。 

 

  素朴な質問で、最初に聞けば良かったのですが、神奈川県のいじめ防止対策とい

うのは、基本的に県立の学校に対するアプローチでよろしいのでしょうか。 

 

（事務局） 

  そうです。県立学校が対象で、私立学校には参考として提供します。 

 

（大滝委員） 

  県立学校は何校あるのでしょうか。 

 

（事務局） 

  全部で172校です。 

 

（大滝委員） 

  小学校、中学校は県の運営ではないのですね。 
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（事務局） 

  そうです。 

 

（大滝委員） 

  今回のアクションは基本的に県立学校がターゲットであり、ほとんどが高等学校

であるということですね。 

  それから、このアンケートは先生方へのアンケートなのですか。 

 

（事務局） 

  今日お話した現状については、学校に対しての調査です。 

 

（大滝委員） 

  ベースの数が分からず、よく分からなかったので、資料を出していただく際には、

申し訳ありませんが、何校くらいあって、どういう人を対象としているのか等、

明らかにしていただければと思います。 

   

県立学校が広域であるとすると、家族や地域へのアプローチは非常に重要であ

りますが、これをシステマティックに考えていくのはとても大変ではないかと思

います。これはすごく難しい問題で、私が仕事をしている横須賀の町は、片親が

非常に多く、有効求人倍率も県内で群を抜いて低い地域で、こういう地域では、

親は食べていくので精一杯で、地域との連携とか、親が地域との連携をとるとい

うモデルが、相当難しいと思います。県とか教育の関係の方が、新たなシステム

を作っていくくらいのことをしないと、例えば先ほどの学校の中の委員会もそう

でしょうが、親とか地域に期待するだけでは、民生委員さんや児童委員さんの人

数も限られている中で、どういう制度が作れるか、課題であろうというのが私の

感想です。 

 

（小池委員） 

  提言的なものにまとめていかなければならないかと思うのですが、先ほどのドイ

ツの例を見ますと、片親や移民の率とかが本当に大変な状況かなと思いまして、

地域の役割は家庭支援という話はまさにその通りと感じました。 

   

その場合、家庭を支援するのに地域に直ちに期待できるかというのは、今の大

滝委員のお話にもありましたが、家庭の貧困とか、それから派生する虐待みたい

な問題は、市町村の行政の方で、生活保護ですとか、虐待の部署ですとか、そち

らの方で関わっておられるかと思います。 

   

いじめ問題対策連絡協議会にはそういった機関が参加しているのだろうと思い

ますが、そういった地域に根を張った行政からのアプローチがあり、そのアプロ

ーチを地域の方々に広げていくという方向性があったらよいのかなと感じました。 
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（栁生会長） 

  時間になりましたので、まとめていきたいと思いますが、本日の議論はそう簡単

にはいかない部分と、今すぐに手がつけられる部分があると思います。 

  ついつい、いじめというと心の問題として学校や臨床の場面だけに限られてきま

すけれど、実際にはその域を超えているなというのが今日のお話で出てきました。

この辺のところを事務局の方で取りまとめてもらい、次回に報告させていただき

たいと思います。 

 

  さて、次回のテーマですが、先ほどちょっと出ましたが、県のいじめ防止基本方

針でも課題とされ、近年の課題であるネットいじめ、サイバーいじめについて議

論していきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（大滝委員） 

  是非、その問題が重要だと思います。 

 

（栁生会長） 

  それでは次回はネットいじめをテーマにしたいと思いますので、よろしくお願い

します。事務局から何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

  先生方、どうもありがとうございました。次回のテーマはネットいじめというこ

とですが、今回の御意見を事務局でまとめた上で、事前に見ていただき、そのま

とめをもう一度議論して頂いた上で、新しいテーマをお願いしたいと思います。 

  次回ですが、正副委員長とよく相談させていただいて、日程調整を改めてさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（栁生会長） 

  それでは本日は以上で終了したいと思います。お疲れ様でした。 

 


