
令和元年度山形県いじめ問題対策連絡協議会 記録 
 

令和元年６月４日（火） 

１３：３０～１４：３０ 

県庁講堂 

１ 開会 

 

２ 会長代理あいさつ 

○平成 30年度は、「県いじめ防止基本方針」の改定の趣旨を学校や家庭、地域に周知を図ることが

いじめ問題対策の大きな柱と位置付け、いじめ防止に取り組んできた。 

○関係団体・機関が連携し、いじめの未然防止に努めていただきたい。 

○昨年度は児童虐待が大きく取り上げられた。子どもたちが安全・安心に生活するためには、学校

と家庭の連携に加え、関係機関の連携をさらに密にしていく必要がある。 

○ＳＮＳの普及により、表面上は大人が把握できない人間関係が存在しており、大人は子どもたち

の発するメッセージに耳を傾け、解決策を提示する存在となることが重要である。 

○本日の会議の趣旨 

 

３ 協議 

 

（１）平成２９年度におけるいじめに関する調査結果等について【資料１】【資料２】 

県教育庁高校教育課長  

○調査内容の概要 

○いじめ認知件数 

 ・すべての校種で認知件数が増え、県全体では前年比４１４７件の大幅な増加。 

  →平成 29 年度に国や県のいじめ防止基本方針が改定され、教職員のいじめの定義に対する理

解が進んだ。平成 30 年度は、見直されたいじめ防止基本方針と文部科学省の通知に則り、

各学校がいじめの認知をしたことが、認知件数の増加につながった。 

  →「けんかやふざけ合いであっても、被害性に着目して判断する」という、「いじめ防止基本

方針」改定のポイントに該当する事案が多かった小学校が大幅に増加した。 

○いじめの解消状況 

 ・「いじめが解消した」割合、いわゆる解消率は、平成 30年度 84.6％と前年とほぼ同じ状況。 

 ・「解消に向けて取組み中」の件数が多いが、いじめが解消された状況が 3か月継続しないと「解

消」とみなされないことに加え、安易に「解消」と判断せず、注意深く継続して経過を見守り、

時間をかけて丁寧に指導を図ろうと努力している状況がうかがえる。 

○いじめの発見のきっかけ 

 ・定期的なアンケート調査がいじめ発見のための有効な手立てである。 

 ・いじめに対する認識が高まり、本人や保護者からの訴えが増加している。 

○いじめの態様 

 ・すべての項目で前年を大きく上回り、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言

われる」が最も多く、「仲間はずれ、集団による無視をされる」の項目が大幅に増加。 

 ・中学校では、「金品をたかられる」など粗暴的な行為の増加が目立つ。 

 ○全体として 

・いじめの認知件数の増加については、「早期認知が解消の第一歩」と考え、肯定的に捉えてい

るが、「いじめは絶対に許さない」という根本に立ち、未然防止の一層の推進という視点から、

件数や割合の増減のみならず、その理由や背景について、今後もしっかり分析していく必要が

ある。 

 

 

 

 



（２）平成３０年度いじめの防止等に係る取組の報告並びに 

 令和元年度いじめ防止等に係る事業計画等 について【資料３】 

県教育庁義務教育課長  

○平成３０年度のいじめの防止等に係る取組の報告 

資料いじめ問題等への組織的対応に係る全体像構造を用いて説明 

 ・国が施行した「いじめ防止対策推進法」に基づき、県全体でどのような組織等が関係し、対応

を行っているかを示している。 

 ・資料左上の山形県いじめ問題対策連絡協議会は、本県のいじめ防止に関係する機関・団体の連

携を図り、基本方針に基づく各年度の取組の計画や実績を協議する場である。 

 ・県教育委員会では、いじめ問題対策連絡協議会の意見を踏まえ、いじめのない学校づくりの推

進に向けて各種事業や会議等を展開している。 

 ・公立の小中学校への支援策として、各教育事務所に「いじめ解決支援チーム」を設置、いじめ

の未然防止・早期発見・適切な対応に向けた支援を行っている。県立の学校に対しては、「い

じめ防止・対策支援」として、関係機関との連絡調整や、県立学校における研修の実施及び相

談対応、支援プログラムの周知等を行っている。 

・県教育委員会の附属機関として「山形県いじめ問題審議会」を設置し、全公立学校を対象とし

た、いじめ防止のための取組について評価・検証をいただき、有効な対策を審議いただいてい

る。また、いじめ問題審議会は、県立学校における重大事態発生時には、その調査検証を行う

機関となる。 

・ほとんどの市町村においても、基本的に県教育委員会と同様の協議会や審議会が設置されてい

る状況である。 

○令和元年度のいじめの防止等に向けた３つの重点 

①未然防止 

・特に児童生徒の「居場所づくり」と「絆づくり」に取り組むよう指導していく。 

・資料中の施策に関すること「(1) いじめ・不登校未然防止事業」 

②推進地域での「居場所づくり」「絆づくり」「体制づくり」の取組み、③「魅力ある学校づく

り調査研究事業」において、昨年度に引き続き、いじめの未然防止につながる居心地の良い学

校づくりに取組み、その成果を県内に普及していく。 

②早期発見・早期対応 

・「いじめ発見調査アンケートと面談の実施」を軸に、チェックリストや保護者アンケートも活

用し、いじめの積極的な認知を進め、児童生徒が訴えたり相談したりしやすい環境づくりに取

り組んでいく。 

③適切な対応 

・認知したいじめ一つひとつを解消に向けて確実に取り組むため、担任が一人で抱え込むことな

く、組織的に対応することが重要。 

・組織として対応する「体制づくり」や点検・評価・改善のサイクルを意識した取組みを指導し

ていく。 

○県教育委員会として、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題審議会において情報提供・共有を

進め、関係各機関と連携し、いじめ防止等に向けて取り組んでいく。 

 

（３）関係機関及び団体の平成３０年度いじめ防止等に係る取組みの報告 

並びに 令和元年度いじめの防止等に係る事業計画等について 

 

① 県青少年育成県民会議会長 【資料４－１】 

“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動 

○全県的な展開と、個別・具体的な展開（地域の子どもや若者をその地域の中で伸ばす・育てると

いう視点で展開）を組み合わせて事業を展開。 

○平成３０年度の取組みの成果と令和元年度の取組み内容 

 ①小・中・特別支援学校を対象とする標語の募集 

・昨年度を上回る 53,639通の応募。県内４地区で優秀作品４点を選定。 



  高等学校生徒を対象とする「いじめ防止スローガン」の作成 

  ・公立高校 47校、私立高校 14校でスローガン作成。 

  “いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動「ポスターデザイン」作成 

  ・最優秀作品に各地区の標語を入れ、県内の学校や青少年育成団体・関係機関に配付、広報・

啓発活動に取り組んだ。 

 ②山形県青少年健全育成県民大会の開催（H30.10.21） 

  ・約 500名参加。いじめ防止標語・ポスターデザイン最優秀賞受賞の児童生徒の表彰を実施。 

③「いじめ・非行防止セミナー」開催 

 ・県少年の主張発表で最優秀賞受賞の中学生の発表、ゴルゴ松本氏の「命の授業」講演を実施、

いじめ防止に対する取組の機運を盛り上げる。 

 ④「生徒と地域の大人の対話会」開催 

 ・県内各地区で生徒と地域の大人が向き合い、いじめ防止について話し合う取組を実施。12

地区、児童生徒 366名、大人 302名参加。 

⑤「モンテディオ山形子どもの日の普及啓発活動」 

  ・県総合運動公園で開催のモンテディオ山形ホームゲームにおいて、いじめ・非行をなくそう

やまがた県民運動の一層の周知のため広報啓発活動を行った。 

 ⑥令和元年度の取組 

  ・ホームページ・ＳＮＳ等による情報発信の強化 

  ・山形県青少年育成県民大会の開催 

   10月 27日(日)。新庄市民プラザ 

 

② 山形県警察本部長 【資料４－２】 

○警察における認知状況 

 ・平成 30 年度いじめに関する相談受理 23 件（内、少年からの相談 5 件、保護者からの相談 11

件、学校関係者からの相談 5件、家族からの相談 1件、匿名 3件）。 

 ・平成 30 年度中のいじめに起因する事件検挙はなし。過去の検挙は恐喝事件。全国の事件検挙

は年間 150件前後で推移。 

○警察における基本方針 

 ・学校におけるいじめ問題については、教育上の配慮等の観点から、教育現場における対応を尊

重しつつも、暴行・傷害等の犯罪行為がある場合には、被害少年や保護者の意向、学校におけ

る対応状況等を踏まえながら、警察として必要な措置を執る。 

 ・特に、被害少年の生命・身体の安全が脅かされているような重大事案がある場合には、捜査や

検挙、補導等の措置を積極的に講じる。 

○警察によるいじめ事案への対応状況 

 ・少年相談等による早期把握 

  ヤングテレホン（少年相談専用電話）や少年相談メール、警察相談専用電話（＃９１１０）等、

いじめ事案に対する相談を幅広く受け付けている。いじめ事案の早期把握、早期解消に努めて

いる。 

 ・関係機関との連携 

  山形県学校警察連絡制度により、関係機関といじめ事案に関する情報の交換・共有を図る。 

  少年非行・被害防止地域ネットワーク事業として、一定の中学校区を指定し学校関係者や生徒、

地域の方々等の参加を得て、いじめ問題を含む少年の健全育成等、各種課題を協議。 

 ・スクールサポーターの活用 

  各学校からの要請に基づき、学校内外の安全確保のための見守り活動など、いじめ事案に関す

る情報収集や助言・指導のため、警察ＯＢ等のスクールサポーターを派遣。 

 ・その他 

  学校が知り得たいじめの兆候を共有し、犯罪行為が発生する前に早期対応を図ることにより、

重大事案の被害者・加害者を出すことなく、子どもたちを守ることができると考える。 

  犯罪被害少年の継続的支援にも力を入れており、臨床心理士による面接・カウンセリング等も

行っている。 



  個人の生命・身体・財産の保護を任じる警察としては、少年個人の心身に苦痛をもたらすいじ

めの問題を、深刻に受け止め取り組んでいく。 

  全国では、学校におけるいじめ・暴力・わいせつ行為等の痛ましい事案が発生している。これ

らの事案の未然防止・早期解決を図るため、行為の前兆、犯罪行為を認知した際には、警察へ

の速やかな通報をお願いしたい。刑事訴訟法において、公務員はその職務を行うことにより、

犯罪があると思慮する時は告発をしなければならないと規定されている。 

 

③ 山形県ＰＴＡ連合会会長 【資料４－３】 

○山形方式「ネットモラル講習会」 

  山形方式がポイントである。各学校でも携帯電話会社に依頼して講演会等を実施していると思

うが、山形方式では、万遍なく適切な時期に子どもたちや保護者に聞いてもらうということが特

長である。現在、ＳＮＳ等が普及しており、これを子どもたちから遠ざけるのではなく、積極的

にルールを考えながら良い方向で使っていく、親子での対話を図りながら進めていくという形態

である。内容は、(1)研修、(2)ルールづくり、(3)実態調査の３つとなっている。 

時期（例）としては、小学校入学時、小学校４年生時、中学校入学時があり、このような時期

に、招聘する講師や講習会の内容の例になっている。また、作成したＤＶＤもあるので、これを

見ていただくこともできる。資料 15ページは、講習会実施に向けた実態調査の例となっている。

資料 16～18 ページは、講習会に招聘可能な講師の一覧である。無料で来ていただける方がほと

んどで、ネットモラル講習会を導入・開催していただきやすいよう、開催にあたっては各ＰＴＡ

に補助金５万円も準備しており、参加の促進を図っている。資料 19ページは、「ルール守ってけ

ろ」シールで、平成 26年度は、全児童・生徒に配布、平成 27年度からは、新入生に 1枚ずつ配

布している。家庭で見えやすいところに貼って、電子機器等はルールを守って使うことを啓蒙し

ている。 

○「ありがとうボックス」事業 

 資料 20 ページ。これも補助金を出して推進している。子供たちが良好な人間関係を構築できる

よう、お互いの良いところ、親切にしてもらった行動や思いやりがある行動を紙に書いて、あり

がとうボックスに投入してもらう。時期は学校に任せているが、開封・発表は保護者に担っても

らう、放送や掲示をして、子どもたちの素敵なところを全校の児童・生徒の前で発表してもらう。

嫌なところ、いじめられたことをクローズアップするのではなく、友達のいいところ、やさしく

してもらったことに焦点を当て、子どもたちにこの運動を広めてもらうものである。ボックス購

入費用等３万円の補助を出し、運動を推進している。 

○人権教育研修会 

資料 21ページ。平成 31年 2月 14日実施。山形地方法務局人権擁護課長、佐藤様を講師に、「小・

中学校での人権啓発活動について」、「ＳＯＳミニレターや子ども人権 110番」等について、普段

なかなか聞くことができないお話を聞くことができた。また、山形大学地域教育文化学部講師、

石垣様を講師に、「デートＤＶ予防セミナー」を行い、改めてデートＤＶの内容の理解を深めた。 

 

ＰＴＡ活動は、親と先生との気付き・学びが大きく、その先に子供たちがいる。今後もさまざま

な機会・学びを持ち親子間の縦横のつながりを発揮し、子どもたちの健全育成につなげていきたい。 

 

④ 山形県連合小学校長会  

 県連合小学校長会では、「生徒指導アンケート」を３年間実施し、研究紀要としてまとめ、全小

学校に配布している。「生徒指導アンケート」の目的は、子どもたちの健全育成を図るため、生徒

指導上の諸問題に関する情報を小学校の校長先生にアンケートを行い、積極的な生徒指導の参考と

するため活用を図っている。生徒指導上の諸問題とは、いじめ・不登校・インターネットに関わる

ものなどさまざまである。その発生件数、内容、対応の事例などを情報として出し合い、共有する

ことをしている。 

対応がうまくいった事例としては、アンケートをはじめとしたいじめの情報収集で、これによっ

て早期発見につながったということがある。県では、統一して 6 月・11 月にアンケートを実施し

ているが、小学校では多くの学校でこの他にも学校独自で取り組んでいる。概ね学期に１回行って



いる状況と考えられる。また、丁寧な対応をしたために、その後の解決にあたって、保護者との信

頼関係を構築することができたという好事例がある。一つひとつ丁寧に対応することの大切さを改

めて実感している。また、組織的な対応により、結果が良かったものもあった。全員での情報共有

は難しいが、少しのことも校長まで情報を上げ、組織で対応することの大切さを共通理解している。

また、いじめは３か月経過しないと解消とならないが、学校でもそれぞれの事案の継続的な指導が

大切になる。一人での対応が難しいことから、役割を決めて継続して見守る事例も紹介されている。

特別活動、児童会の活動としては、「いじめゼロ活動」、「あいさつ運動」「いじめをなくそう」とい

う学校の事例も紹介されている。あいさつをしてより良い人間活動を作ろうという試みである。対

応に苦慮した事例としては、対応が遅れトラブルが長引くといった事例もある。スピードも大切だ

が、じっくり状況を見守ることも大切である。組織が十分に機能しなかった事例も紹介されている。

一部の判断で急いで対応し、後からこじれてしまう事例もあった。一つひとつの事案が異なり、特

効薬はないが、情報共有し、校長のリーダーシップのもと対応することが大切なことを共通認識し

ている。今年度もアンケートを実施し、紀要にまとめ県内に発信し、各学校の対応が良くなるよう

努めていく。 

 

 

質問① 山形県弁護士会 

○県警本部の活動について 

 ・少年相談に対しては、県警ではどのような流れで対応していただいているのか。 

 ＜県警本部＞  

→ケース・バイ・ケースだが、相談内容によって、被害者が女性であれば、女性職員が対応し、

心理学の専門性を有する職員もいるので、その職員が聞き取る場合や、犯罪性がある場合は、犯

罪の専門職が対応している。警察に相談すると生徒のプライバシーのことや二次被害が心配され

るという一部誤解があるかも知れないが、そのようなことがないよう検察庁とも連携し、何度も

同じことを聞かないといった対応をしている。学校の中で専門的な知見を有さない方が聞くこと

によって被害が拡大するということも現実的にはあると考えられる。そういったことがないよう

な形で県警としては取り組んでいるので、あまり敷居を高くせずに相談いただきたい。 

 

質問② 山形県ＰＴＡ連合会母親委員会 

子どもたちのためにいろいろご対応いただいていることに感謝申し上げる。 

○いじめ発見調査アンケートについて 

 ・子どもたちにアンケートをとっていると思うが、その方法について。学校の教室の机で書かせ

ているのか、家に持ち帰って書くこともあるのかお聞きしたい。 

＜義務教育課長＞ 

 →小中学校は多くの学校は教室で担任のもとで書いていると思うが、何かあることだけをチェッ

クすると、書いていることがわかるので、ある場合もない場合も記述するようになっている。回

収の際にも配慮するようにしている。 

 ・アンケートは細かく長い文章で書くと、周囲の子どもから書いていることがわかられてしまう

のではないか、本当のことを書けない子どももいるのではないかと心配している。その辺も考

慮してアンケートをとっていただきたい。 

＜中学校長会長＞ 

 →私の学校では、アンケートはすべて家に持ち帰り、封書に入れ厳封の上、生徒が担任に提出し

ている。保護者は担任に対して言いたいこともあるだろうから、学年主任に提出するという配

慮をしている。その後、書いている生徒も書いていない生徒も内容を確認しながら全生徒と面

談をしている。時間の長短で分かることがないよう配慮もしながら、心配な生徒にはあとから

じっくり話を聞くというようなことをしている。 

 

少しでも嫌なことがいじめだと進言できるのは、言ったもの勝ちにならないかと心配する母親も

いる。お互いさまの面もあるので、少しでも「いじめがあって大丈夫？」というのは過保護になり

すぎて、大人になった時に厳しい社会で生きていけるのかと思うお母さんもいる。資料にいじめと



いう言葉を使わずに柔軟に対応することも可能であるとの表記もあるので、是非そのように実行し

ていただきたい。母親委員会としては、学校であった嫌なことを親に直接話せないという子どもも

いると思うが、帰ってきて顔を見てほっとしたという関係を子どもと作りたいと考え活動してい

る。今後ともご指導・ご支援をお願いしたい。 

○“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動について 

 ・令和元年度の運動方針に、ホームページ・ＳＮＳ等による情報発信とあるが、ホームページ・

ＳＮＳ等は、今の人は見たいものだけ見るという傾向がある。見てもらうための工夫はあるのか。 

＜青少年育成県民会議＞ 

→ホームページ・ＳＮＳ等による情報発信について、今までのものは、古いものの上に新しいも

のが更新されて見えにくい部分もあった。県民の方にとって見やすいものとなるよう工夫する

ことを検討している。ご意見を参考に見やすいホームページ、情報発信に努めてまいりたい。 

 

意見① 山形県臨床心理士会  

○スクールカウンセラーの立場から 

 ・20 年くらいスクールカウンセラーとして学校内部に関わらせていただき、毎年この会議にも

参加させていただいている。いじめに対する施策の盛り上がりにも年々熱いものを感じる。い

じめ防止推進法が成立してから、県での動きが様々なところで行われており、良いことだと感

じている。いじめに対する対策や先生方の動き、保護者の意識が目覚ましく変化してきている。

子どもたちが守られる環境が整いつつあることを感じる。 

・現在もスクールカウンセラーとしていくつかの学校（中学校・高校）に勤務している。印象と

しては、先生方もいじめに対する対応が迅速で上手にできている。また、学校との距離を近い

ものと感じて、様々なことを先生方に投げかけてくれる保護者も増えている。その中心にいる

子どもたちも、周囲の大人がいじめに対してどのような意識を持ち、どう関わろうとしている

かを感じて生活しているということを感じる。 

・いじめの認知件数は増えているが、初期段階から認知をして関わるということが出来ているこ

とが良い。年に何回かは重篤ないじめのケースもあり、それには子どもの心が影響している。

現在の社会状況の影響も大きく、加害生徒もいじめは悪いことだと重々承知し、してはいけな

いことをしているというのは、小学校の高学年からわかっている。中学生では陰湿ないじめも

起き、わざと相手を傷つけるつもりでやっているようなケースもある。 

・背景として、子どもを取り巻く環境として、虐待やストレスが溜まればそれを弱い者に向ける

ことは誰にでもあること。子どもの話を聞くと、かつて自分も被害を受けていた、親からひど

いことを言われた、愛情をもらっていないという環境にある子供が、いじめの加害者になって

いるという事実がある。 

・もう一つは、コミュニケーションの課題もある。中学生は、何故そんなことでもめるのかとい

う簡単なことでトラブルが発生することもある。双方の話を聞くと、嫌なことをされたんだか

ら悪口を言って当然だと話す。自分の心が健康でない子どもは、容易にそういう発想に向かう。

子どものストレスを周囲の大人が引き受け、家庭の環境などは簡単に変化しないが、スクール

カウンセラーや学校の先生などの大人が話を聞き、子どもが大変な思いをしている気持ちを受

け止めてあげると、ストレスが解消され攻撃性が他の子どもに向かわない事例はよくあるこ

と。大人が子どもの気持ちを引き受けないと、いじめの連鎖はなくならない。 

・しっかり気持ちを聞いた上で、仕返し、暴力について、話をすると理解して受け入れてくれる。

そういった丁寧な対応がないと、そういったことは大人になるまで続き、心が救われない。子

どもに関わることが出来る期間はとても短いが、この時期は親や大人が子どもに関わることが

出来る。この間に子どもの心を受けとめ、安全な社会を担う大人として成長を促すような関わ

りを、日常の中でやっていくことが大切である。いじめが発生した時だけではなく、本日のよ

うに関係者が集まり、いじめをなくすことについて話すことも重要だが、子どもに関わる大人

が日々どういう気持ちで接するかが問われているのだと感じた。 

 

 

 



結び（青少年育成県民会議会長） 

○改めて委員のみなさんと思いを共有しながら、いじめ問題対策に臨んでいきたいと強く感じた。 

○周囲の大人が子どもたちをあたたかく見守り、子どもたちの気持ちを引き受け、本県の子どもた

ちが、郷土に誇りと愛着を持って成長し続けるよう、子どもたちを支えていきたい。 

 


