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平成２８年度第１回山形県いじめ問題審議会 議事録 

 

日 時 平成２８年１１月１１日（金） 

午後３時～午後４時３０分 

場 所 山形県私学会館 大会議室 

委員出席者数 ８名（全員出席） 

出 席 委 員 奥山優佳会長、押野伸吾委員、菊地直子委員、區藤良委員、 

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  

内 容 １ 開会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 報告 

（１）平成 27年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査及び平成 28年度いじめに関する第１期定期調査（本県独自

調査）の結果について 

（２）いじめ防止対策法に基づく各市町村の対応について 

５ 協議 

（１）今後のいじめ防止対策に係る論点について 

  

６ 閉会 

報    告 

【事務局説明】 

 

 

 

 

 

 

 

協   議 

【事務局説明】 

 

 

 

 

 

 

（１）平成 27年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査及び平成 28年度いじめに関する第１期定期調査（本県独自

調査）の結果について 

（高校教育課長） 

  「資料１及び資料２」により説明 

（２）いじめ防止対策法に基づく各市町村の対応について 

（義務教育課長） 

 「資料３」により説明 

 

（１）今後のいじめ防止対策に係る論点について 

（義務教育課長） 

  「資料４」により説明 
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【意見・質疑等】 

 

 

 

 

 

（委員） 

山形県のハード面、体制面への取組みは熱心なものであると感じてい

る。ところが、教職員によるいじめの認知件数の割合が全国の半分の割

合であるというところが気になるところ。昨年までは、教職員の感度を

上げるという話を熱心にされていて、いじめの認知件数自体も増えては

いるが、結果によれば児童生徒からのアンケートによるものが多く、そ

れに反して教職員からの報告は少ない。 

教職員向けの研修は、感度を上げるためにどのようなことをしている

か。 

（義務教育課長） 

 教職員からの申し立ての割合が低いことは、保護者や子どもからの申し

立てが増加したことにより相対的に割合が減少していることが大きな要因

であると考えられる。 

 研修については、15校に専門家チームを派遣したり、４つの教育事務所

にいるスクールソーシャルワーカーが各学校を回り、いじめについての研

修会を行ったりしている。各学校においては、いじめ対応も内容の一つで

あるが、教育相談のあり方など様々な内容の研修を行っていると認識して

いる。 

（委員） 

 研修のあり方が「情報を一方的に教授する」というやり方はよくない

という印象であり、最近はワークショップ形式が増えてきている。やは

り、先生方自身が体験を重ねるべきなのではないかと思う。例えば、子

どもに命の重さを教えるということだが、子どもも親も先生方も一方的

なＳＮＳなどだけで情報をとるということに慣れてしまい、想像でもの

ごとを考えることが多くなっていて、自分の身体感覚を使っていない気

がする。先生方も忙しい中で、色々な情報を得ていると思うが、命の重

さそのものが日常の中で感じづらくなってきているのではないか。人間

は、体験することで強く記憶に残るので、ワークショップやロールプレ

イングで体験する。そして体験するだけではなく、その体験を現場に戻

すところまでの研修をしていただければと思う。そういったことが、先

生方の感度を上げるということにつながってくると思う。 

（委員） 

 研修について大変気になることがある。いじめ対応に係る教員の校内

研修の実施について、学校種ごとに見ると、小学校では、平成 26年度

より実施の割合がわずかに増えているが、中学校・高等学校では前年度

より減少している。 
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人権擁護委員会では、小・中学校の全生徒にＳＯＳミニレターを送っ

ており、困ったことがあれば手紙を書いてもらい、１通１通に返事を書

いている。毎年１年間で 200通前後が届く。私が委員になった当初は小

学生からのレターがほとんどで中学生からのものはわずかであったが、

昨年度は中学生が約３分の１を占めている。内容としては、いじめ、人

間関係の悩みである。そういった声は増えているにもかかわらず、教職

員が十分に事案へ対応するためのノウハウを学ぶ場が減っている。学校

でもいじめ対応が重要な業務であることは分かっているが、目の前のし

なければならないことに追われており、研修も十分にできていないよう

に思われる。しかし、何か事が起きれば、学校や担任はどうしていたの

かと矢面に立たされるのが学校現場である。このような状況の中で、も

っと研修をしなければならないと言われても先生方はギブアップして

いるのではないかと思う。 

（委員） 

 認知件数が増加しているということは、細かな拾い出しをしていただ

いているということ。そのことに感謝申し上げたい。この努力を継続し

ていただきたい。 

 一方で、いじめそのものが減ってきていないことには、危機感を覚え

る。細かいものまで拾い上げているため件数が増えているという分析で

終わらせずに、いじめそのものを減らすことが大切だと思う。そのため

には、保護者との連携を密にしていただきたいと思っている。 

ＰＴＡ「団体」としての連携は進んでいると思うが、一人の親として、

「個」としてみた場合、連携はできているのだろうか。 

 例えば、資料中「いじめが解消した 68.8％」とあるが、こういった

ことはいじめた・いじめられた子どもの保護者まで伝えられているの

か。実態が分からないので教えていただきたい。 

（義務教育課長） 

「解消した」ということについて、学校は大変慎重に判断を行っている。

子ども同士の納得が得られても、教職員のほうでもう少し見ていく必要が

あると判断すれば、「継続支援中」にカウントしている。当然ながら、学校

は加害・被害両方の保護者に丁寧に情報をお伝えし、学校でカウンセリン

グを受けていただくなどの対応を行っている。 

（委員） 

 ありがとうございます。今後も保護者との情報共有を是非行っていた

だきたい。保護者の家庭における教育は、非常に子どもに影響を与える。 

家庭での地道な教育は、いじめをしない子どもが育つことにつながる。 
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 また、今回は県全体の数字が公表されているが、学校単位、クラス単

位等の身近な数字を保護者と情報共有することによって、危機感が伝わ

ってくると思う。ＰＴＡ総会や保護者会などで常に身近な数字を情報共

有していただきたいと思う。 

（委員） 

 ネット上のいじめの認知については、全国に比べて低い割合になって

いる。ネット上のいじめは 2.7％となっているが、見過ごしているとこ

ろもあると思われる。ネット上のいじめについては、中々見えづらく、

文書にも残るため、非常に致命的な結果になることが多いと認識してい

る。中々対応が難しいことも認識しているが、資料 4-1のネット上のい

じめ対策の保護者との関係について、小中高の結果は、ペアレンタルコ

ントロールやネットコントロールができていないというのが 50％近く

で際立っている。この点について進めている方策などはあるか。 

（義務教育課長） 

おそらく全国でも珍しい取組だと思うが、山形県 PTA連合会が全小中

学校で「ネットモラル講習会」を開催している。実施は学校により隔年

で実施されるなど様々であるが、毎年かなり多くの学校で取組みを行っ

てもらっている。そういった効果があって、平成 26年度は 180件あっ

たトラブルが、平成 27年度は 132件に減少している。こういう取組み

はありがたいものであり、また保護者自身が子どものネットモラルを醸

成することへの意識を持つことも大切なものであると感じている。今後

は、PTAや学校と連携してこういった取組をさらに広めていきたい。 

（委員） 

 １点目は、県内のＩＴ関係の普及率はどうなっているのか。スマート

フォンやタブレットについて親のものを借りているのか、本人が所有し

ているのか、各家庭の方針が違ってくると思うが、そういうものに触れ

やすいかどうかでネットリテラシーが育つかどうかも変わってくる。全

国と比較して山形県は小学生の携帯電話の所持率は低いというイメー

ジを持っているが、数字としてあるか。 

 ２点目は、いじめ防止対策組織を設置することにより、効果は出てい

るのか。設置ができないのは、相談できる専門家が少ないから等の理由

を把握しているか。 

（義務教育課長） 

 ICTの普及率は今持ち合わせていない。子どもが親の携帯を借りてメ

ールをしていたり、親がゲーム端末から SNSに入ることができることを

知らずにいたりすることにより様々なトラブルが起きている。 
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 いじめ防止対策推進法に基づく条例を設けるのではなく、指針を持っ

ているところはそれを生かしていく考えの市町村もあるが、正式な条例

制定に向けた努力を市町村に引き続きお願いしているところである。重

大事態に対しての教育委員会・首長部局の附属機関設置においては弁護

士や臨床心理士などの外部の職能団体へのお願いがかなり難しいとい

う声を聞いている。 

（会長） 

 自治体の取組みといじめの実態との関係について、具体的に数字や実

態などは把握しているのか。 

（義務教育課長） 

市町村には、条例の設置とともに、学校を回った際に、学校いじめ防

止基本方針の意識化や研修の実施について確認することをお願いして

いるところである。いじめに対する組織体制の整備を意識的に行ってほ

しいということを市町村から学校に呼びかけている。 

 県いじめ防止基本方針の策定当初は、３年後の見直しまでに、まず市

町村の条例が制定されるという見通しがあったと思うが、今後は、地域

や学校の実態にあったもの、機能するもの、共有するものとしていただ

くよう呼びかけていきたい。 

（教育長） 

 ３年後の見直しについての補足だが、基本方針については雛形そのま

まというのもあって、それを効果的に機能させるためには、本来であれ

ば基本方針の中に、未然防止の対策について、いつどういう行動をする

のか、認知についてもアンケートをどのような形でどうするのか、ある

いはそれをどのようにしてＰＤＣＡを回していくのか、そういったこと

を盛り込まなければならないが、必ずしも十分ではない。仮に盛り込ま

れていたとしても、教職員や保護者、生徒に対しても周知が十分ではな

いという議論がある。 

外部委員が入った審議会については、職能団体の方の人材確保が難し

い。審議会は、重大事案への対応が中心であるが、迅速な対応をするう

えで、常設されていないことで、現実に難しい状態が生じている。 

組織があれば効果を発揮しているが、なければどうやって設置してい

くかということが今回の見直しで大きなテーマになっている。 

（会長） 

 規模の大きい自治体は別として、小さい市町村単位では人材の検討に

時間がかかるという話であるが、それも踏まえて、各自治体にはご検討

いただきたいと思う。 
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（委員） 

 感想を一つ。早期発見について、「本人からの訴え」が増加したこと

は良いことだと思っている。また、直接本人又は保護者が訴えることが

できるというのは、このような取組みが定着してきており、安心して学

校に相談できるようになったからだと思う。少しずつかもしれないが、

いい流れができてきているのではないか。 

意見を一つ。教育長のごあいさつの中で、「記録のあり方」とあった

が、大事なことではないかと考えていた。担任や部活の顧問の先生方は、

クラスや部活動内でいじめの問題が起きたら、何とかご自身で解決しよ

うと意識が働くのは当然かと思う。ただ、抱えきれないような問題があ

ったときに、情報を共有していかなければならない。その時に客観的な

事実の記録「どのような事実があり、対応をしたか」は重要であり、そ

の対応は適切だったか、他の対応がとれたのではないかなど、その記録

をもとに議論ができるのではないか。 

「いじめられていて学校に行きたくない」と訴える子どもの中には、

本当にいじめがつらくて学校に行けない子ももちろんいると思うが、原

因はいろいろ考えられる。例えば、精神疾患の発症により、被害的に捉

えてしまう、妄想を抱くなど、病気の症状としてでる場合も考えられる。

他には、家庭内のストレスを学校で他の子どもをいじめて解消するな

ど、被害・加害ともに様々で多様な原因が考えられる。 

そのため、いじめの解消には、的確な情報が必要で、当人同士の謝罪

等で終わることなく、本当の問題はどこにあるのか、どのような対応が

必要なのかなど、原因の追究、解決の糸口をその記録・資料で情報共有

が図れるよう、「記録のあり方」を検討してもよいのではないか。 

（委員） 

 先生方の世代交代が進む年代に入り、ベテランの先生が退職し、若い

先生にウェイトが広がっている。その中で、未然防止の課題として「教

師が育てる規範意識、自己肯定感、自己有用感の育成」ということがあ

るが、教師も育てなければならないと考えている。 

先生方もこれでいいのか常に迷われていると感じている。先生方のサ

ポート役がどれくらい機能するか、各学校の管理職だけなのか、各市町

村の教育委員会もサポートできるのか、こうしたことも子どもの心を育

てる器になっている。先生方の負担も大きいので、研修を増やすのでは

なく、今ある研修にいじめの解消につながるようなロールプレイや実践

形式の研修をどう組み込むかという思考の転換が必要と考えている。 
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いじめということになると加害・被害の子どもに意識が集中しやすい

が、実際には見ている周囲の子も傷ついている。周囲の子も何かしてあ

げたいが、自分が被害に巻き込まれるのではないかと恐れていたり、親

にも話せなかったりということがある。加害者に加わらず、被害者に声

をかけられるような子どもを育てるという視点が未然防止や早期発見

に生かせるのではないか。先生方がとても疲れていて子どもたちが声を

かけにくいという面もあるので、先生方が自然と声をかけられるような

関係性が増えていけば良いと思う。また、高校生ぐらいになると、自分

の想像以上に大事になりそうだと思ってアンケートに書きづらいとい

う気持ちもある。子どもがどういう対応を求めているのかというニーズ

を汲み取る力や聞く力が、保護者、教職員も含めた周りの大人に重要に

なる。 

（会長） 

 記録の仕方について、形式とかノウハウはあるか。面談とか子どもや

保護者に会うことについて、学校毎のやり方なのか、マニュアル的なも

のがあるのか。 

（義務教育課長） 

 学校ごとに決めている場合もあるが、メモを取られるのを嫌う子や親

もいるので後にまとめるという場合もある。それぞれの相手の身になり

配慮したやり方を行っている。 

（会長） 

 まずは一人で子どもから話を聞いた後に、その後や保護者からは複数

で話を聞くという形も考えられる。研修もたくさんあると思うが、子ど

や保護者と向き合うときのノウハウが、世代交代で継承されるとは限ら

ない。面談は授業研究のように皆が見るわけでないので、ロールプレイ

形式など様々な形の研修などがあれば良いのではないか。 

（教育センター所長） 

 いじめに関して様々な課題が多くなっていることから、教育センター

では教員向けに学級経営の研修をしている。ただ、定員が限られている

ことや先生方の多忙のため全員が受けられているわけではない。 

一方、保護者対応や生徒との面談のあり方など学校のニーズに応じて

出前サポートを行い、学校の対応に役立てている。昨年度は教育センタ

ーでパンフレットを作成して学校に配布し、学校での研修を深めていけ

るようノウハウを広めている。 
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（委員） 

 先生方が児童生徒に命の重さを伝えているにもかかわらず、「なんか

伝わらない」、「効果が現れていないな」という時はあるのか。つまり、

先生のほうが努力しているにも関わらず、子どもに伝わらないと感じて

いることはないか。 

（教育センター所長） 

教育相談という事業を行っているが様々な不満を持つ保護者や子ど

もから本当はこういったことを相談したかったが中々伝わらないとい

うことで、電話による相談が寄せられることはある。ただ全体の把握と

いう点ではそこまで行っていない。 

（委員） 

 今年の日本体育学会で報告されたものであるが、文科省と日体大のチ

ームが、健康調査を何十年か行った結果の報告の中で、特に今回共有し

たいと思っていたことの一つに、前頭葉の不活発の報告がある。就学前

の子どもの瞬時の判断、例えば、ものごとの判断、善悪の判断が以前に

比べて相当不活発になっているという内容であった。判断を問う「NO-GO 

TEST」というのがあるが、20～30 年前の子どもだと、誤反応を起こす

人が少なかったが、最近は 50%超と相当増えているということだ。その

ように前頭葉の不活発が原因で、教員が一生懸命正しいことを伝えたと

しても判断そのものが低下していて、教員の努力があまり功を奏さない

ということがあるかもしれない。子どもたちの判断能力、成長具合を細

かに見ていかないと、いくら教員が色んなものを用意しても、吸収して

いない可能性があると感じた。 

別の報告では、フィールドワークで、前頭葉の不活発に注目した研究

者が、学校が始まる前に、朝 20分間から 30分間全員参加で体を動かし

たら、誤反応が 50％から 20％に減少したということだった。さらに、

誤反応の減少だけでなく、人間関係のトラブルも減少した。いじめの防

止については、出てきた事象を対処療法的に取り上げるだけでなく、い

じめを起こす人たち、起こされる人たちの中身や耐性といったところも

注目していかなければと思う。 

（会長） 

前頭葉、前頭前野は幼児期に発達するといわれており、他者を思いや

るとか相手の気持ちをわかるとか、そういう部分を育むには幼児期が大

事である。 

山形県の６教振でも幼児期から一生をかけての教育を打ち出してい

る。 
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幼児期の育み方とか０～２歳からの保育ニーズが高いという子ども

たちのおかれている環境状況が５年単位くらいで急激に変改している。 

そういう時に、対処方法だけでなく、我々大人がどういう風に育てる

か、どういうことが大事であってどう育てていくかということを大人と

して伝えていく。進学とか就職で環境が変わると何かの壁があって何か

が生じることはわかっているので、そういった問題に対応できる様にど

のように幼児のうちから育てるかを考えることが大切ではないか。 

（委員） 

 いじめの態様について、増加率の高いのが、言葉のからかいや仲間は

ずれよりも、ぶつかられたりするや金品をたかられる、嫌なことや恥ず

かしいことを強要されるということである。特に小学校で顕著な傾向で

あり、幼児の時に家庭でどのようなしつけ・教育をされたか、保護者と

どのように関わっているかが問われるのだと思う。夜遅くまで働いてい

る親が増えている中で、根本である親と子の関わり方が乏しいのではな

いか。幼児教育の大切さを改めて感じるとともに、学校に入る前にやっ

ていけないことを学ぶ機会が減っていると今回の調査結果から感じる。

学校に入る前の児童、保護者にどう訴えていくかを考えていかないと、

善悪をわきまえない子どもがもっと学校に入ってくるのではないかと

不安を感じている。 

（会長） 

 最初に話に出たが、心と心で向き合うというのがポイントだと思う。

向き合うとはどういうことか、子どもが向き合ってくれたと思うのはど

ういうときかということを、一つ一つ、日常生活の中で育んでいく力も

大事になる。忙しい中で向き合う、一人一人とどう向き合うかという子

どもとの向き合い方ということを、大人として考えていきたい。 

 

（以上で協議を終了） 

 

 


