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山形県いじめ問題審議会 議事録 

 

日 時 平成２６年６月１６日（月） 

午後３時～午後４時３０分 

場 所 山形県庁 １２０１会議室 

委員出席者数 ６名 

出 席 委 員 押野伸吾委員、河野銀子委員（会長）、武田岳彦委員、土屋紀枝子委員、 

手塚孝樹委員、和田由紀委員             （五十音順） 

欠 席 委 員 菊地直子委員 

内 容 １ 開会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 会長選出  

委員の互選により、河野銀子委員が選出 

職務代理者として、会長が手塚孝樹委員を指名  

５ 協議 

（１）山形県いじめ問題審議会運営要綱（案）について 

（２）重大事態発生時における審議会開催までの流れについて 

（３）本県のいじめ防止に関する取組みについて 

（４）本県公立学校におけるいじめに関する調査結果の分析について 

６ その他 教育長謝辞 

７ 閉会 

協 議 

【事務局説明】 

 

 

 

【意見、質疑意見等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）山形県いじめ問題審議会運営要綱（案）について 

（総務課長） 

 「資料１」及び「資料１－２」により説明 

 

（議長） 

 確認としてお聞きしたい。第３条第１号の「保護者又はその代理人…」

の部分について、資料１－２の解説の部分では、「いじめられた」とさ

れる児童生徒の保護者が想定されているが、条例第 11 条に照らすと「い

じめた」とされる児童生徒及び保護者も入ると思われるが、いかがか。 

 

（総務課長） 

 優先すべきは「いじめられた」とされる側からの事情聴取であろうと

の考えから、特に配慮して規定したもの。「いじめた」とされる側の聴
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【事務局説明】 

 

 

 

【意見、質疑応答等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取を排除するものではない。実際には、「いじめた」とされる児童生徒

及び保護者から話を聞く場合もあるかと思うが、その場合は、審議会に

出席していただき事情聴取することは難しいと思われるので、要綱第３

条第３号で、現地調査の際に、事情聴取することを想定している。 

 

（議長） 

 それでは、他に意見等はないようなので、いじめ問題審議会運営要綱

について、原案のとおり決定したい。 

 

（２）重大事態発生時における審議会開催までの流れ 

（高校教育課長） 

 「資料２」により説明 

 

（委員） 

 審議会開催にあたっては、被害者のご家族への説明が大きなポイント

と考える。保護者の要望をどの程度重要視するのかという点が、なかな

か難しい。その部分について、もう少し踏み込んだ説明をお聞きしたい。 

 

（高校教育課長） 

 具体的な対応として、天童市の事案があるが、法律に則った部分につ

いては難しいが、誠心誠意説明してご理解いただくような対応が必要と

考える。それ以外の部分については、可能な限り保護者の意向を汲み取

る形で審議会の開催を検討していく必要があるだろうが、具体的にはケ

ースバイケースになると思う。 

 

（委員） 

 審議会の委員として、中立性を保ちながらこのようなことを判断して

いかなければならないが、保護者の痛みが直接我々に伝わる形になる

と、中立性というところが揺らいでしまうのではないかと、正直、難し

いなと思ってしまう。保護者の要望が多く出てきた場合、審議会の仕事

が、保護者寄りになってしまうのではないかと、その可能性を否定でき

ない感じがする。「保護者の要望を踏まえ」という部分が、仕事を行う

うえで、難しさを感じるところだったので質問させていただいた。やは

り法律との兼ね合い、ケースバイケースになるのかと思うので、今の説

明を自分なりに消化したい。 

 



3／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 審議会は、中立性を担保して行っていきたい。 

 

（委員） 

 「（２）初期対応と役割」の中に、加害者側が入っていないのはなぜ

か。加害者というのは、事実調査した後ということになるのか。出席停

止など加害者への対応を早めにとるというのも大事になってくるので

はないか。 

 一般生徒及びＰＴＡへの対応のところ、ＰＴＡも混乱していると思う

ので、自分の子どもに対して、どのような対応をとったほうが望ましい

のか。子ども達を安心させることが一番大事なこと。そのあたりを、早

め早めに対応していった方が良いと考える。 

 

（高校教育課長） 

 初めのご質問について、ここでの「初期対応」とは、事実の確認をし

たうえで、どう対応していくかというところまでを想定したものであ

る。この後で、アンケート調査等を行いながら事実関係を整理したり、

新たな事実関係等を確認したりしながら、適宜、各学校で加害者への対

応が出てくるものと考える。最初から明らかに、加害者がわかっている

場合は、「初期対応」のところであっても、生徒指導の観点から各学校

で個別に対応していくことは、当然ありうると考える。 

 二番目のＰＴＡの方々への対応については、お子様やその保護者の方

へのケアという部分になってくるかと思うが、校内いじめ問題対策委員

会の中にある、周辺生徒及び教員へのケアというところで、養護教諭や

こちらから派遣するスクールカウンセラー等で、心のケア対策を行って

いく。保護者からの申し出があれば、保護者を含めてのケアも考えられ

る。お子様の状況をお知らせいただきながら、各学校で対応していく。 

 

（委員） 

 特に加害者側に対して、出席停止の基準が明確でないと、出席停止と

いうのは非常に重い処置なので、校長先生もなかなか踏み出せないので

はないか。この対応が遅れることによって、口裏あわせされてしまうこ

とも考えられる。ここでの対策ではないかもしれないが、どこかに明文

化した方がよいのではと考えた。 
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（高校教育課長） 

 補足説明させていただくと、今、ご指摘いただいた点については、特

に義務教育段階では、出席停止の対策をとるのは非常に難しい事案なの

だろうといえる。今回、県立学校で想定しているのは、特に高等学校の

場合であり、各学校において加害生徒に対して出席停止等の対策をとる

ことは十分考えられる。 

 

（委員） 

 再発防止にむけたアンケート「生徒用２」について、自分で書いたア

ンケートの結果が、外に出されるのはいやだと不安になるお子さんが多

い。学校だけで、事実確認の目的としてのみ使用するなど、目的をはっ

きりさせることで、子ども達は安心して書けるのではないか。 

 

（高校教育課長） 

 ただ今のご意見は、アンケートに答える子ども達にとっては、非常に

重要なポイントだと思っている。「再発防止に向けたアンケート」の上

段の四角い囲みの中に、「教えてくれた人が誰かは、絶対にわからない

ようにします。よろしくお願いします。」という一文を設けている。ア

ンケートは、これらの趣旨にしたがって行っていかなければならず、そ

の都度、確約した上での調査となる。 

 

（委員） 

書くお子さんも勇気をもって答えているということをしっかりと踏

まえて、アンケート調査を実施していただきたいと考えたので、確認さ

せていただいた。 

 

（委員） 

資料２の「（６）審議会開催にあたっての保護者への説明」の下に、

「調査結果公表に関する方針」とあるが、ここは非常に難しい部分と感

じる。天童市の事案でも、被害にあわれた保護者の方は全部知らせてほ

しいとしているが、学校側は全て出すことによって二次的ないじめが発

生する恐れがあるとしている。全ての子どもたちの権利・人権を守ると

いうことを考えたとき、非常に難しい方針の策定になるのかなと思う。

全てを明らかにすることが善ではなく、それに関わる子ども達の人権を

も守ることが、これから審議する上で一番難しい部分であり、慎重にし

ていかなければならないところだと思う。 
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【事務局説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高校教育課長） 

 ご意見のとおり、どこまで、ご遺族の方やいじめを受けた保護者の方

に説明ができるのか、ここは、十分に慎重に審議して対応していきたい。 

 

（委員） 

 重大事態が発生した場合は、全件について、この審議会を開催するこ

とになるのか。校内調査の結果を受けて、又は、保護者の意見を聴いて

等、どのようにして審議会開催の有無を決定するのか。 

 

（高校教育課長） 

 保護者の方からのご意向も踏まえながらと考えている。この重大事態

が、いじめが原因ではないらしいと、保護者の方や県教委事務局でその

ような判断があれば、審議会開催はせず、その後の報告という形で進め

ることもありうる。その際には、審議会の委員の皆様からのご意見をい

ただきながら、慎重に判断する必要があると考える。 

 

（議長） 

 委員の皆様から、ご意見をいただいたが、事務局から何かあるか。 

 

（高校教育課長） 

 ご意見ありがとうございました。いただきましたご意見を踏まえて修

正を加え、各県立学校に周知したい。 

 

（３）本県のいじめ防止に関する取組みについて 

（義務教育課長） 

 「資料３－１、資料３－２」により説明 

（４）本県公立学校におけるいじめに関する調査結果の分析について 

（義務教育課長） 

 「資料４」により説明 

 

（議長）  

 いじめ防止に関する取組み、そして、公立学校におけるいじめに関す

る調査結果の分析について、事務局から続けて説明いただいた。今日は

第１回目の審議会。様々な分野からご参加いただいているので、委員の

皆様には、それぞれのお立場から、いじめ防止に向けて何をすべきか、

あるいは、いじめについて日ごろ感じていることなど、お考えをお聞か
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【意見、質疑応答等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せいただきたい。質問でも構わない。 

 

（委員） 

資料４のいじめの認知件数の報告について、山形県の高校生の認知件

数が多いことが報告されたが、認知件数が多いこと自体が悪いというこ

とではない。認知できないことのほうが問題であり、認知件数を多くす

ることは逆に必要だと思っている。また、認知したものについて、どう

対応し、重大な案件にしないということが重要だと思っている。 

いじめの解消率が基本的には高くなっているようだが、平成 25 年度

が下がっている。解消率を高めていく努力が必要。時代によっていじめ

の内容も変わるので、解消の方法、解消のよい事例などを共有して、解

消率を高めていくことが大事ではないか。 

 

（委員） 

 アンケートでより実態がわかるようになったが、無記名としているこ

とで、対応がしにくくなった面があるのではないか。無記名のアンケー

トの結果を活用して、いじめをどう解消していけばいいか知恵を出し合

わないといけない。時には記名式も用いるなど、無記名と同時に記名式

も併用していくと効果的に実施できるのではないか。 

 無記名が有効ということだけが一人歩きすると、全体の数値は把握で

きても、有効な手立てを打てないということになりかねない。 

 また、部活動の場は、教室の外で行われ、異なる学年の集団による競

争の場でもあり、いじめが発生しやすい場である。いじめ防止の取組み

では、教室内のことが多いが、外部指導者の方にも部活動指導の際、部

活動内でのいじめを防止する意識を強く持ってもらうことが大切では

ないか。教育委員会の担当者会などで、部活動におけるいじめ防止の方

法や、指導者に意識付けする方法を研究し、対策を深めていただきたい。 

 

（委員） 

今の意見に関連するが、中学校の校長先生と話をした際、無記名式の

アンケートは非常に労力が必要ということを聞いた。全員無記名だと誰

からの訴えで、誰についてのいじめなのかという事実を把握するまでが

非常に大変なので、迅速に真偽を確かめるためには、記名できる子は記

名してもよい、記名したくない子は無記名にする、というやり方ができ

るといいのではないか。 

 年３回調査があるとすれば、事実把握にかかる時間や解決する労力を
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減らす工夫が必要と感じている。 

 

（義務教育課長） 

今年２月のアンケート調査では、受験・卒業期にも関わらず、ほとん

どの学校で面談もやっていただいた。今後も、アンケートをきっかけと

していじめの兆候をとらえ、個々の面談により実態を把握するなど丁寧

にやっていく必要があると考えている。 

ただ、委員がおっしゃるように、記名式や従来学校で行ってきたアン

ケートを併用することで、今までの対策の評価・改善につながっていく

と考えている。学校では基本方針を作成しているが、それを実効あるも

のにするために、評価を繰り返し、改善をしていかなければならない。

基本方針の中にアンケートについても記載があると思うが、マンネリ化

することなく自己改善をする必要がある。 

各学校で部活動の担当者会議の際に、外部指導者にもいじめ防止の基

本方針を説明して理解していただくなど、部活動の指導者へのいじめ防

止に向けた対策などは関係機関とも連携しながら進めていく必要があ

ると感じている。 

 

（委員） 

いじめの認知件数が増えること自体は、望ましいことだと思う。 

認知する力を高めることが重要だ。ある事例で、いつもプロレスごっ

こをしている子どもたちを見て、楽しく遊んでいると思っていたとこ

ろ、よく見たら技をかけられているのはいつも同じ子で、実はいじめだ

ったということがあった。信じることも大事だが、同時に、いじめでは

ないかと疑って見てみることが必要ではないか。もし、いじめでなかっ

たらそれでよしとすべきだと思っている。 

学校の先生には、いじめの加害者には責任があるが、先生や学校に責

任があると思っていなかったという人がまれにいる。学校設置者や先生

にいじめ防止をするべき責務があるということを、しっかり認知してい

ただきたい。 

 

（委員） 

資料４のいじめの態様の推移で、山形県ではパソコンや携帯でのいじ

めが全国に比べて多くなっているとあるが、パソコンや携帯電話につい

ては、画像や文書が残るものの危険性を十分知らせてから使わせる必要

がある。関西の学校ではＰＴＡと協力して、保護者全員に講習をし、ラ
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インのいじめがどうやって起こるかを、実際に操作して理解してもらっ

ている。 

パソコンでちょっと検索するだけでも、山形の児童生徒が書きこんだ

実名や悪口が見られる。見えづらいものも含めると、実際には相当多い

と思われる。失敗しながら使い方を覚えるという側面もあると思うが、

危険性の部分であまりにも無防備なため、指導の強化が必要ではない

か。 

子どもたちが全般的に、コミュニケーションが苦手になっている中

で、情報手段が電子機器を通じてのやりとりになってきている。いじめ

はいけないという指導が進むと、それを見えないところで行おうとする

子どもが出てくるという危険性があり、ネットなどでのいじめが増える

ことが懸念される。どういう対策が効果的かということについても、今

後考えていく必要がある。 

 

（委員） 

一番大事なことは、子どもたちの心の葛藤が起きないように、相手を

受け入れる気持ちを育んでいくことだと思う。 

現代の大人が、非常に険しい生活をしている。その中で、子どもたち

もその影響を受けていると思う。子ども達の心を、思いやりのある心に

育てていくということを、本当に大事にしていかないと、この傾向はい

くら防止策を作ってもしょうがないのではないかと思ってしまう。いろ

いろな場で、大人が、子どもにどのように関わりあいをもつかというこ

とを、本気で考えていく必要があるのではないか。私は人権擁護委員と

いうボランティア活動をしている中で、学校を訪問し、人権教室をした

り、人権の花植え活動をしたりしながら、子ども達に自分や相手を大切

に思う気持ち、生き物への思いやりを育んでもらおうと、少しでも子ど

もたちに訴える活動を続けている。いじめが起きてからどうするかでは

なくて、いじめが起きないようにどういうふうに大人が考えていくかを

大事にしていきたい。 

 

（議長） 

委員の皆さんから、様々なご意見をいただいたが、ここで私の意見を

述べさせていただく。 

いじめについては、起きたことに対応することももちろん大事だが、

日ごろから起きないようにしていくことも大事である。 

いじめが起きないように細かく監視するということではなく、蓄積の
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あるいじめ研究なども参考にできる。例えば、他人の役に立つという自

己有用感があると、それがいじめに結び付かなくなるといわれている。

小学校６年生が１年生のお世話をした事例では、その子どもたちが中学

校に上がるといじめが起こらなかったといった事例なども参考にして

取り組んでいく必要がある。 

また、大人の側にも懸念がある。昨年の内閣府の若者意識調査（13

～29 歳）で、いかなる理由があってもいじめはいけないと思う人の割

合について、日本は５割しかいない。米英独は 7割、スウェーデン８割

という結果であった。さらに、この結果を細かく分析すると、年齢が上

がるほど、また、女性より男性、学歴の高い人や、長時間労働をしてい

る人のほうが、いじめを容認する傾向が高くなる傾向がみられるとい

う。気がかりなのは、いじめの対策を一生懸命考えている我々はこれら

の属性をもっていることが多いこと。つまり、いじめに対する感度が子

どもたちよりにぶいということ。各学校での対策や研修にあたっては、

その点を自覚し、取り組むことが必要となる。 

 今日欠席の委員からもご意見をいただいている。お配りしているの

で、ご確認いただきたい。 

 

（紙面提出） 

資料２について 

（２）初期対応と役割 

  ①事態把握と初期対応する「校内調査委員会」は、「校内いじめ問題

対策委員会」とは組織は別なのか同じなのかわからない。同じであれ

ば統一したほうが良いし、別のものであれば構成員等を明示したほう

が現場は動きやすいように思われる。 

  ②事実関係調査について 

  ・生徒用1：これを実施した後、どのように集計してどのように活用

するのか明示する必要がある。実施しただけでは答えた子供たちは

聞かれっぱなしになってしまう。予め緊急度がわかるキー項目を設

定するか、２０個中１０個以上マークしている子供に積極的に声掛

けするなどの方針が必要。また、学校その他にどうしてほしいのか

を聞くなど、生徒の状態を知るとともに生徒がどんなケアを望んで

いるかを調査し、たとえば「話を聞いてほしい」のか「そっとして

ほしいのか」を把握して対応することも大切である。 

  ・保護者用：「発生した重大事態」に対する（関する）調査用紙なの

に、文面に「二度と同じことが起きないようにするため～」とある



10／10 

のは整合性がないかもしれない。 

（３）事実関係調査（初期調査） 

  事実関係調査を学校内部だけで行うのは、これまでの事例からも適切

でないのではないか。内部であるがゆえに見落とすことや看過するこ

とが考えられるからである。この調査・集計時点で県教育委員会など

外部が積極的にかかわったほうが良いと思われる。 

資料４について 

  ・山形県の高校のいじめ発生件数だけが恒常的に全国平均を上回って

いる。平成18年度の事案を受け、学校側が積極的な認知に努めたなら

ば、小・中学校でも数値が高くなってもよいのではないか。このこと

についてもう少し考察がほしい。また、全国的に中学校での発生が多

くなっているにも関わらず、山形県では少ないという結果についても

考察が必要と思われる。 

  ・いじめ解消率が２５年度で低くなった理由は詳細に調査したほうが

良いと思われる。単に件数が多くなったから、という理由だと「手が

足りないから」ということになるが、内容が陰湿化したからかもしれ

ないし、ネットなどのいじめで解決が難しいものが増えたのかもしれ

ない。今後は、ネットに絡んだいじめに焦点を当てた調査もあれば今

日的な傾向がつかめると思われる。      

  

 以上で、協議を終了。 

 


