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未定稿

「千葉県いじめ防止基本方針について（案）」に関する意見募集の結果について

（※ 下線は基本方針本体に修正を加える部分（案）です。）

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項について

NO． 御 意 見 県の考え方

２ いじめの防止等の対策に関する基本理念

１ 「自分がいじめを受けた場合やいじ 御指摘の「自分がいじめをしている場

めを見つけた場合にどのようにすれ 合」については、御指摘部分の直前に

ば良いかを理解する」とあるが、「自 記載されている「すべての児童生徒が

分がいじめをしている場合」への対 『いじめが絶対に許されない行為であ

策はここに記載しないのか。 ると正しく認識』すること」に包含さ

れていると考えています。

２ 「学校が児童生徒を直接に指導する 引き続き、教育環境の整備に努めてま

場であり、また、いじめが対人関係 いります。

から発生することに鑑み、児童生徒

に発達段階に応じて好ましい対人関

係を築く力を養う役割が学校に期待

されている」として学校の役割を明

記していることは重要である。学校

がその役割を十分に発揮できるよう

な条件整備を整えることが教育委員

会に求められており、保護者や県民

はそれを期待している。

３ 「（いじめを放置しないことについ 今後のいじめの防止等の対策の推進に

ては）大人社会においても（中略） 当たり、参考とさせていただきます。

困難を感じる場合があることに思い

をいたし、理想を掲げながらも、多

くの児童生徒にとっては、このこと

が難しいことであるとの認識を持つ

必要がある」については、数値目標

を掲げ「ゼロトレランス」に陥った

りすることに対し警鐘を鳴らしてい
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ると考えることもできる。子どもに

だけ完全無欠と高い道徳性を求める

ことは、おかしなことである。同じ

時代に生きる者同士、大人と子ども

が対等の立場で、人権について考え、

意見交流することが重要である。

４ 「いじめをなくす」ことが理想かも 児童生徒が「いじめを放置しない」こ

しれないが、なくすためにどのよう とを考えるに当たり、より現実的な考

な方法をとれば良いかと、これから 察が行われるために必要な例示である

論ずるときに、「大人社会に見られ と考えています。

る否定的な場面」の例えは必要ない。

５ 「いじめを認知し、毎日いやな思い 御指摘の記述については、「いじめを放

をしながら見続けており、注意でき 置しない」ことを可能にする環境をつ

ないことに深い自責の念を持ってい くるにあたり、想定すべき一つのケー

る児童生徒がいることも想定して・ スを例示したものであり適切であると

・・」は、とても重要な視点だが、 考えています。

基本的な理念を述べているこの項目

には、より俯瞰した文章が必要だと

思う。

５ いじめの防止等に関する基本的考え方

（１）いじめの防止、（２）いじめの早期発見

６ 日常的に教職員が相談し合い意見交 「第４ その他いじめの防止等のため

換し合える場があれば、いじめの予 の対策に関する重要事項 ２ 教職員

防、早期発見に大きな効果がある。 の業務の精選について」において、教

今の学校現場では、そのような時間 職員がより本来的な業務に注力できる

を日常的につくることは不可能に近 よう、事務の効率化を図ることを示し

い実態がある。教育条件整備におけ ているところであり、引き続き、教育

る県教育委員会及び市町村教育委員 環境の整備に努めてまいります。

会の役割、責任を明記し、改善策を

具体的に示すべきである。

７ （２）いじめの早期発見の部分に、 全ての教職員が含まれると考えており

「いじめ問題に直接かかわる人材へ ます。

の研修」とあるが、これは「全ての

教職員への研修」ととらえて良いの

か。限定職員でなく、全教職員のい
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じめ理解が必要である。

（３）いじめへの対処

８ 発見直後のいじめの再発防止という 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

理念が見当たらない。いじめを受け 追加します（（３）いじめへの対処の第

た子に対するケアも大切だが、いじ ３段落として挿入する。）。

めをしている子やそのほかの子への 「また、いじめを行った児童生徒に対

指導やサポートも重要だと考える。 して事情確認（その児童生徒の家庭環

境など背景も含んだ総括的なもの。）

した上で、適切に指導するとともに、

いじめが発生したクラスや部活動等の

集団の状況を適切に把握し、併せて、

必要な指導を行い、再発防止を徹底す

る。」

６ 法及び条例が規定するいじめ防止等への組織的対応

（３）法第１４条第１項に規定する「いじめ問題対策連絡協議会」

９ 「千葉県いじめ問題対策連絡協議会」 「千葉県いじめ問題対策連絡協議会」

を構成する一員である「学校」につ の構成員については、「千葉県いじめ問

いて具体的に示されていない。教職 題対策連絡協議会の組織及び運営に関

員など学校現場からの代表が加わる する要綱」において定めており、学校

必要がある。その選考方法について 現場からの代表も含まれています。な

も県民が理解できる方法を明記すべ お、同要綱や構成機関・団体について

きである。 は千葉県教育委員会のホームページで

公表しています。

第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

NO． 御 意 見 県の考え方

１ 県が実施すべき施策

（２）相談及び情報収集体制の充実

１０ （２）相談及び情報収集体制の充実 千葉県いじめ防止対策推進条例の条項

は、内容から考えて、２つの項目に に沿った項目立てをしているため、「相

分けた方が良いのではないか。 談及び情報収集体制の充実」を一つの

項目としています。



- 4 -

１１ 「児童生徒をはじめ、保護者、教職 今後のいじめの防止等の対策の推進に

員等がいじめに関して安心して相談 当たり、参考とさせていただきます。

できるよう相談体制の充実を図る必

要がある。相談体制の充実は、いじ

めの未然防止、早期発見、早期対応

に極めて重要な役割を果たす。」に

ついては、その通りである。「学校

内にしか相談先がなく」とならない

ようセーフティーネットの構築も重

要な指摘である。

１２ 校内で組織体制を整えることを推奨 例示いただいた内容は、いじめ問題に

していることを鑑みると、別の書き おける学校と関係機関の連携として、

方にした方が良いのではないか。記 たいへん重要な対応だと認識しており

載例：「校内だけでは解決できない ます。なお、御指摘の部分は、これと

ような場合や対応に苦慮する場合 は別に、いじめ問題に対応している教

は、子どもと親のサポートセンター 職員が率直に（匿名でも）悩みを相談

などの専門機関の客観的な助言を活 できる体制が必要であるとの認識から

用し対応にあたることも必要であ 記載したものです。

る。」

１３ 子どもと親のサポートセンターにつ 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

いて機関の説明文を脚注に入れたら 追加します。（脚注に挿入する。）

どうか。 「平成１４年４月に千葉県教育委員会

により設置された教育機関であり、児

童生徒及び保護者から寄せられる不登

校やいじめ等の多様な相談に対応する

とともに、教育関係者に対する支援を

広く展開することで、児童生徒の社会

性を育成している。」

（３）いじめの予防のための取組の推進

１４ いじめの予防のための取組の推進に 千葉県いじめ防止対策推進条例第１４

ついて、「ア 児童生徒自らがいじ 条第１項における規定順としています。

めに関する問題を主体的かつ真剣に

考えることができる取組」より「イ

児童生徒が互いに良好な関係を築く

ことができる取組」の方が先に記述
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された方が自然だと思う。

１５ 「日常の学校生活を丁寧に見守る中 今後のいじめの防止等の対策の推進に

で、コミュニケーションに大きな課 当たり、参考とさせていただきます。

題を持っている児童生徒の存在を認

知することがある」等、現在の学校

現場の状況や教職員が抱える悩みを

的確に示しているが掘り下げた分析

がなく、対策の多くが表面的で抽象

的である。

１６ 「大人から受容される経験（ありの 御理解いただいているとおりであり、

まま認め、愛し、信じてくれる大人 現在の記述においても、十分趣旨が伝

との出会い）が不足している場合が わるものと考えています。

あり」、のカッコ内の文章は言葉が

不足しているように思う。（ありの

ままの自分を認めてもらえ、愛され、

信じてもらえる大人との出会い）と

いうような意味だろうか。

１７ いじめの予防のための対策として 今後のいじめの防止等の対策の推進に

「法教育の観点からの人権の問題」 当たり、参考とさせていただきます。

に触れており大切な指摘である。し

かし、憲法第１１条「基本的人権」、

第１９条「思想及び良心の自由」、

第２３条「学問の自由」、第２５条

「生存権」、第２６条「教育を受け

る権利」が子どもたちにも教職員に

も確実に保障される学校にしていく

ことは、いじめ問題の解決に不可欠

である。それらの記述はまったくな

く不十分である。

１８ いじめ予防のための対策について、 今後のいじめの防止等の対策の推進に

昨年から、千葉市内でも、いじめを 当たり、参考とさせていただきます。

人権問題ととらえて、「弁護士によ

るいじめ予防授業」を展開している。

そのような取組は広報しても良いの

ではないか。ただ、その際には、被

害者の視点だとか、加害者の視点な
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どという一面的なとらえ方でなく、

両者ともの人権を保障する考えが基

本にある。

（５）人材の確保及び資質の向上

１９ スクールカウンセラーの配置につい 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

て、高校で７０校は何％なのか。他 修正します。

の配置についても全体からすると何 「県立高等学校は７０校（全体の５６

％の配置なのか記載した方が、現状 ％）、公立小学校は３５校（５．０％）

の活用と今後の確保について考える にとどまっている。（中略）小学校５校

際にイメージしやすいと思う。 （５５．６％）、中学校１７校（７０．

８％）、高等学校４２校（７１．２％）

にスクールカウンセラーが配置されて

いる。」

２０ 正規の教職員を増やすことと少人数 引き続き、教育環境の整備に努めてま

学級の実現は、いじめを克服するた いります。

めにも欠かせない教育条件整備であ

る。

２１ 教員の力量向上を是非図っていただ 新たにいじめに特化した研修を実施し、

きたい。 教職員向け指導資料を作成、配付する

など教職員の資質向上に努めてまいり

ます。

２２ いじめの予防の取組や、早期発見の 引き続き、教育環境の整備に努めてま

ための取組については、アンケート いります。

調査や個人面接など計画的な取組が

効果的だと思うが、人材確保及び資

質の向上と大きく関係する箇所であ

り、取組を推進するための人材の確

保はできるのか。一番大切なのは、

教職員の個人的な時間の余裕と、配

置人数の確保だと思う。毎日、教職

員が子どもと関わることができるよ

うな時間の余裕やその時間を有効に

活用できるような教職員の資質の向

上の両輪が整って、初めて子どもの

様子を細やかに見守れるのではない
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か。より多くの大人の眼で見守り、

細やかな対応を試みるためには、小

学校や中学校において、担任や学年

付きでない生徒指導主任や教育相談

主任、特別支援コーディネーターの

確保ができるような職員配置などは

検討に値する。実際に学校現場は想

像以上に忙しい場所である。

（６）いじめの防止等のための啓発活動

２３ 啓発活動は、どの子もいつでも、い 御指摘のとおりであり、基本方針に記

じめられる子、いじめる子になりう 載した「保護者向け啓発資料の作成・

るという事を考えると、啓発活動は 配布など」には教職員向け指導資料や

非常に大切だと考える。そこで、ホ 児童生徒向けの啓発資料の作成・配布

ームページによる周知のほか、「子 も含まれています。

供向け、教職員向け、保護者向け、

地域向けの啓発資料」が必要なのだ

と思う。

２４ クラス替えが行われるなど、子ども いじめの防止等の取組は、各学校の実

同士の人間関係が変化する４月にな 態に応じた適切な年間計画に基づき実

んらかの啓発活動をすることは重要 施するものです。４月が日程的に過密

である。啓発活動だけではなく教職 であることは事実ですので、既存の学

員が子どもたちを見守り指導できる 校行事や事務との調整を図りながら、

ようにしなければならない。しかし 無理のない計画を立てることが重要だ

年度当初は日程が過密であり、この と考えています。４月は、入学の時期

ような中で「啓発活動」「定期的な であり、学校種を越えた連携が子供た

アンケート調査」「個人面談」を推 ちの円滑な学校生活のスタートに有効

進すれば、取組が形骸化し、子ども であり、また入学式等保護者と接する

も教職員も疲弊する。 機会があることから、この時期にいじ

め防止啓発強化月間を設定することは

２５ 啓発活動の時期について、４月に強 大きな意義があると考えています。

化月間を設けているが、この時期は

年度の始まりで、どの学校も専門機

関などの部署も慌ただしく落ち着か

ない時期である。この時期だからこ

そ強化したい意向はよく理解できる

が、どのような具体的な取組ができ

るのか。学級開きのための活動の中
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に人間関係のスキルアップを図った

り、個人面接をしたりという事だろ

うか。また、この時期に外部の専門

職であるスクールカウンセラーなど

は活動できるような体制が整ってい

るのか。

（７）インターネットを通じて行われるいじめへの対策

２６ インターネットの適切な利用につい 千葉県いじめ問題対策連絡協議会等を

て、教育行政として、受け身的に対 活用し、関係機関・団体と連携を強化

策を講ずるだけでなく、社会や企業 して対応してまいります。

に対して問題提起を積極的にすべき

だと考える。

（８）調査研究

２７ いじめ問題に関する調査について、 今後のいじめの防止等の対策の推進に

すでに行っている「児童生徒の問題 当たり、参考とさせていただきます。

行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」を基本にするとしており、学

校におく「いじめの防止等の対策の

ための組織」についても既存の組織

を活用して差し支えないとしてい

る。新しいことを始める場合、新し

い調査や組織が追加される一方で現

場は手が回らないということがあ

る。既存のものを利用することには

賛成である。

２８ 「平成２６年度は、いじめ等の早期 括弧書きによる説明で十分であると考

発見・早期対応に向けて、関係機関 えています。

との連携強化や家庭・学校等への段

階的・継続的な支援方策について探

ることを目的に、「いじめ対策等生

徒指導推進事業」を実施している（子

どもと親のサポートセンターの事業

及び２市への委託）ところであり・

・・・」、における括弧書き部分は、

脚注に移したらどうか。
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４ 学校及び学校の教職員の役割

（１）「学校いじめ防止基本方針」の策定

（２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

２９ （「学校いじめ防止基本方針策定の 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

手引き」は）「市町村立学校や私立 修正します。

学校においても参考になるものであ 「市町村立学校や私立学校においても

ることから必要に応じて活用するこ 参考になるものであることから、学校

とが望まれる。」を「、学校基本方 基本方針の充実に向け、必要に応じて

針の充実に向け参考とされたい」と 活用することが望まれる。」

した方がよいのではないか。

３０ 「わかる授業」の展開が「いじめを 引き続き、教育環境の整備に努めてま

含む問題行動の未然防止」につなが いります。

ることに言及していることは重要な

点であるが、（勤務実態調査の資料

を示し）膨大な事務処理などに追わ

れ、授業のための準備や授業後に子

どもへのフォローが十分にできない

という悩みと課題が浮き彫りになっ

ている。これらの課題にどう対応し

ていくのか県の姿勢が問われてい

る。

３１ 「学校いじめ防止基本方針策定の手 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

引き」の中で、「過度の競争意識、 追加します。（第１ いじめの防止等の

勝利至上主義等が生徒のストレスを ための対策の基本的な方向に関する事

高める等により、いじめを誘発する 項 ５ いじめの防止等に関する基本

問題について指摘している。」と取 的考え方（１）いじめの防止の第２段

り上げていることは適切だが、「手 落として挿入する。）

引き」のチェック項目のひとつであ なお、「学校いじめ防止基本方針策定の

る。極めて重要であり、「県基本方 手引き」は、県基本方針に明確に位置

針」の中における位置づけと扱いを 付けられたものであると考えています。

高め、教育行政をあげて見直しを進

める課題である。 その際は、いじめの背景には、友人関

係における不和・不仲や過度の競争意

識などの児童生徒のストレスがあるこ

とに着目し、その改善を図り、他者の

尊重や他者への感謝の気持ちを高める
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ことや、自己肯定感を高め自信を持た

せるなど、ストレスに適切に対処でき

る力を育む観点が必要である。

３２ 市町村や学校の裁量と判断を尊重 市町村及び学校は、県基本方針を参酌

し、県の基本方針を押し付けないこ し、各地域や学校の実情に応じた基本

と。 方針を策定することとしております。

３３ 「学校いじめ防止基本方針」の策定 今後のいじめの防止等の対策の推進に

にあたって、組織の構成員として「生 当たり、参考とさせていただきます。

徒会の代表（生徒会の顧問が意見聴

取する方法も考えられる。）」が入

っていることは良い。多くの大人に

混じって少数の子どもが参加するの

では、子どもの率直な思いを聞くこ

とは困難であり、構成員に対する子

どもの比率を高める工夫が求められ

る。

（３）学校におけるいじめの防止等に関する措置

３４ 県が作成した「いじめを題材にした 例示いただいた取組については、県と

道徳教育の映像教材」、「豊かな人 して推進しているところです。なお、

間関係づくり実践プログラム」、「い 各市町村教育委員会や各学校が、それ

のちを大切にするキャンペーン」は、 ぞれの実態に応じ、その他の取組を実

数多くある教材やプログラムのほん 施するにあたり、制約を加えるもので

の一例に過ぎない。特定の教育的手 はありません。

段、教育活動、教材を県が押しつけ

たり、推進する立場に立ったりする

ことは大きな間違いである。

３５ 未然防止について、以下の文章は未 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

然防止の基本のように思う。この文 修正します。（下線部分）

章を先に記述した方が良いと思う。

「さらに、規律正しい態度で授業や 「これらの取組を行う前提として、規

行事に主体的に参加・活躍できるよ 律正しい態度で授業や行事に主体的に

うな授業づくりや集団づくりを行う 参加・活躍できるような授業づくりや

観点から学校環境を点検し、殊に暴 集団づくりを行う観点から学校環境を

力行為（器物破損も含む。）や暴言 点検し、殊に暴力行為（器物破損も含
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については、教職員が率先して適切 む。）や暴言については、教職員が率先

な言葉を使い、暴力を適正な方法で して適切な言葉を使い、暴力を適正な

学校から根絶する取組を推進する。 方法で学校から根絶する取組を推進す

その上で、教育活動を通して児童生 る。その上で、教育活動を通して児童

徒の具体的な目標や課題を設定し、 生徒の具体的な目標や課題を設定し、

児童生徒と教職員がともに努力する 児童生徒と教職員がともに努力するな

など、本来の学校の機能を充実させ、 ど、本来の学校の機能を充実させ、互

互いを認め合える人間関係・学校風 いを認め合える人間関係・学校風土を

土をつくることに努める。」 つくることに努める。」

３６ 「はなす勇気」については「話す勇 御指摘を踏まえ、以下のとおり記述を

気」とした方がよいのではないか。 追加します。（いじめゼロ宣言の説明と

「離す勇気」と誤解が生じる。 して脚注に挿入する。）

「平成１９年１月、千葉県議会議場に

おいて、県内国公私立の小・中・高・

盲・ろう・養護学校（当時）１７７校

の児童生徒が集まり、「いじめゼロ子ど

もサミット」が開催され、採択された

宣言である。「やめる勇気」（人の心や

体を痛めつける行為は絶対にしませ

ん。）「とめる勇気」（いじめから目を

そらして逃げません。必ずいじめられ

ている人に救いの手を差しのべます。）

「はなす勇気」（誰かに傷つけられてい

たら信頼出来る人に相談します。）「み

とめる勇気」（自分と違う考え方や行動

をとる人がいてもそれぞれの個性を素

直に受けとめます。）の ４つの勇気に

ついて宣言している。」

３７ いじめへの対応において校長をはじ 今後のいじめの防止等の対策の推進に

めとした管理職の役割に関して「最 当たり、参考とさせていただきます。

前線で対応する教職員」を応援する

立場で述べられており、たいへん共

感できる。管理職の役割が十分に発

揮されない原因はどこにあるか事実

にもとづいて分析し、どう改善して

いくか求められているのではない

か。
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５ 保護者の役割

３８ 条例第９条の「児童等」とは、保護 含まれません。

下にない者（近所の子供や自分の子

供の友人）も含まれるのか。

３９ 「いじめが起こらない。起こさせな 今後のいじめの防止等の対策の推進に

い」ための取組が最も重要である。 当たり、参考とさせていただきます。

そのためにも、学校や教育委員会は

もとより、保護者の果たす役割は重

要であり、その内容を明記している

ことは、とてもよいことだと考える。

なかなか難しいことだが、子供にと

って最後の砦である保護者の啓発や

教育に是非努めていただきたい。

７ 重大事態への対処

（１）学校の設置者又は学校による調査

４０ 私立学校での重大事態の報告先は 具体の部署名は記述しないこととして

「県私立学校担当部署」となってい います。

るが、具体的な部署名を記載しては

どうか。

（２）調査結果の報告を受けた知事による再調査及び措置

４１ 知事による再調査について再調査が 御指摘の点については、個別の事案に

「必要であると認めるとき」とはど 応じて知事が再調査の実施について判

のようなときか、また「附属機関」 断するものと考えております。また、

とはどのような機関か示されていな 当該調査の実施方法については、「附属

い。知事による再調査及び措置は抑 機関を設けて調査を行う等の方法によ

制的である必要があり、その旨を明 り」と条例で規定されており、必ず附

記すべきである。 属機関で調査を実施するものではあり

ません。なお、当該調査のための附属

機関は平成２６年８月現在、設置され

ておりません。
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第４ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

NO． 御 意 見 県の考え方

４２ 「教職員の業務の精選について」と 引き続き、教育環境の整備に努めてま

して「教職員が、児童生徒と直接か いります。

かわる時間を十分確保することは、

いじめ問題のみならず、教育活動の

成果を高める根源的な問題である」

は全くその通りであるが、「従来か

ら行っている方法をそのまま踏襲し

た非効率的な事務が教職員のより本

来的な業務を圧迫することがないよ

う各学校、教育委員会、関係部局は

業務を点検し、事務の効率化を図る

必要がある。」という程度のことが

抽象的に書かれているだけで県は何

をするのかという点では、全く具体

性を欠いている。

全体に関わる御意見等

NO． 御 意 見 県の考え方

４３ 「児童等」、「児童生徒」、「子供た 本基本方針においては、基本的に「児

ち」が、混在している。 童生徒」と表記しています。なお、条

例の条文においては、表記どおり「児

童等」を使用しており、文章表現上、

一部「子供たち」を使用しています。

４４ 「生徒」に限定した書き方がある。 一部、具体的な事例を取り上げる際に、

「児童生徒」ではなく「生徒」として

いる部分があります。

４５ 例えば、具体的な取り組みとして・ 必要に応じて括弧書きを使用している

・・・・などが考えられる。」とい ところです。

う一方、「（・・・など）」という書

き方になっている。括弧書きの場合
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にも重要な取組について記載してい

る場合もあるので、これら具体的な

事例や取組などを書く際の工夫が必

要である。

４６ （自身の経験に基づき）学級担任が 御意見にありますように、児童生徒と

クラスをまとめ、学年主任は、学年 教員が喜びや悲しみを共有しながらと

会で発言を引き出して、まとまりを もに成長していくことはたいへん重要

持って学年全体で取り組んだ結果、 なことだと考えております。御意見を

いじめがなく、いい意味でクラスが いただいた具体的な取組については、

競い合うような状況となった。 今後のいじめの防止等の対策の推進に

（ウオーキングの取組事例を示し） 当たり、参考とさせていただきます。

教員、児童生徒がともに困難や喜び

を共有し、何度もウオーキングを実

施することで、子供同士が自発的に

助け合う気持ちが芽生える。

いじめ撲滅のためには、子供とい

っしょに大人が動くことが重要であ

り、教育目標に「がんばる子」「善

悪のわかる子」とか子供たちへの押

しつけではなく「体を鍛えよう」と

いう先生も子供たちもいっしょに取

り組もうという呼びかけが重要であ

る。

４７ いじめ問題について、すべての年 御指摘のとおり、いじめの防止等の対

代、とりわけ年長世代において全く 策において、自己肯定感や自尊心を育

というほど認識しておらず、今回の てる教育は、たいへん重要だと認識し

関連法規・条例の制定まで、年を追 ており、今後のいじめの防止等の対策

うごとにこの種の問題が深刻になる の推進に当たり、参考とさせていただ

にも係わらず、放置され続けてきた きます。

ことについて、真に被害を被ってい

る方々に対し何も対策を講ずること

はできなかった。

日本の伝統的な「世間型社会」で

は対人同士のいじめ・差別等の行為

について、その枠組みの中で、むし

ろ積極的に奨励、甘受してきた歴史

がある。この「世間型社会」の長所

と短所を踏まえたうえで、まず日本
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人の現状を把握し一人ひとりが当事

者認識をもち、これまでの伝統文化

・社会科学の学問領域・市民活動の

領域等をもってきても、いじめ・差

別の問題が全く放置されてきたこと

に対し、すべての日本国民が施策の

怠慢を認め、深く総懺悔せねばなら

ない。その上で初めて具体的な施策

に入ることができるのである。「世

間型社会」の中では我々はその枠組

みからつまはじきにされることを恐

れ、現実主義への傾斜があるが、反

面それらの傾向が近年のグローバリ

ズムの進行と比例し、その深化を強

めつつある。残念ながらそれらがも

たらすものは、我々日本人特有の問

題である"自己肯定観""自尊心"の低
さであり、それらがいじめ・差別問

題の遠因となっている。これらの問

題を解決することにより、真に日本

人に自身と誇りをもつ事ができるよ

うになる。やがてそれらが深化する

ことで他者を思いやり尊重すること

ができる。まさに今後政治や社会・

文化の重要課題になるだろう。

４８ いじめは、あってはならないこと 今後のいじめの防止等の対策の推進に

である。特に、いじめられた子供に 当たり、参考とさせていただきます。

は、いじめを受けた事が一生に影響 なお、各学校は、学校いじめ防止基本

する問題でもある。子供は精神的に 方針を策定し、公表することとしてお

も肉体的にも深刻なダメージを受け り、校長が中心となって、情報発信に

それがトラウマとなって事後の生活 努めているところです。

にも影響を与える。

学校がいじめ問題に取り組むため

に、校長が中心となり、いじめ根絶

・防止の情報を発してほしい。

教師は、常に子供の側に立ち子供

の気持ちを把握し、日頃からいじめ

ることは悪いことであることを学校

生活の中にいきわたらせ、特に、幼
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い時期から具体的に指導し、お互い

に思い合うことの大切さを実感させ

ることである。

学校では、子供を教職員全体で見

守り、担任は子供の発するいじめを

受けているサインを読み取り、子供

一人一人に寄り添い常に目をかけ、

手をかけ、声かけをし、その都度励

ますことである。いじめている子に

はその都度、いじめは、人の人格を

踏みにじり悪いことであり卑怯なこ

とであることをわからせる。いつも、

学校では、担任は子供と共にあるこ

とである。子供が安心して楽しく喜

んで登校し自分の居場所があり元気

で生活しているか見守っていくこと

である。「目をかける－行動を見て

励ます・良さを見つける」「手をか

ける－一緒に遊ぶ・手本を示す。掃

除などは子供とともにやる。」「声

をかける－教師から あいさつ・ど

んなことして遊んだ・家の人は元気

などと声をかける。」

家庭では、保護者はいつも子供が

元気に過ごしているか等を把握して

子供との会話をはかる場にすること

である。

地域の方々とも常にコミュニケー

ションをはかり、地域の方々が目を

光らせ子供たちを見守って頂き情報

を学校に送っていただけるような地

域づくりをしたいものである。

いじめのない楽しい生活ができる

世にしたいものである。

４９ 全般的に、いじめ防止基本方針は、 今後のいじめの防止等の対策の推進に

重大事案を想定し、いじめのとらえ 当たり、参考とさせていただきます。

方も限局的なものになりがちで、対 なお、御指摘の「何故いじめてしまう

処や対策も訓示的なものが多いと感 のか、ということも考えていかなけれ

じた。 ば対策は練ることはできない」につい
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いじめ問題については、いじめら ては、表の８に示したとおり記述を追

れている子のフォローが最優先され 加します。

ることはもとより、いじめ事象を客

観的に把握するだけでなく、その背

景を把握したうえで、いじめる子や

そのほかの子への対処や対策が必要

だと考える。何故いじめてしまうの

か、ということも考えていかなけれ

ば対策は練ることはできないと考え

る。

これらの対策のためには、学校現

場の体制強化を図ることが必須であ

ると考えるが、具体的な強化対策が

少ないと感じた。

また、いじめ予防については、「い

じめ」についての理解をどのように

育むのか、どの年齢で、どのような

ものを育めば良いのかなどが記載さ

れると、学校現場の活動の一助にな

ると感じた。

「いじめ」は非行や犯罪行為と結

びつきやすいし、自傷や自殺に至る

こともある。また、背景に発達障害

や虐待の問題が潜んでいることがあ

り、対処を困難にしてしまう。その

ようないじめ事象についての理解を

深めるためには、総合的な子供理解

を深めることが重要で、いじめを被

害、加害の面からだけでとらえるの

でなく、多面的なとらえ方や対人的

な関係性としてのとらえ方をする必

要がある。教職員が、その理解を深

め、対応を身に着け、子供とともに

学校生活の充実を図ることが、優先

されるべきだと考える。

５０ 自分の子供が、同級生から長期のリ いじめへの対処について、「学校は組織

ハビリが必要なけがを負わされ（以 として対応し、家庭、教育委員会等と

前から多少のからかいがあった）た 連絡を密にし、必要に応じて警察や児

が、当時の学校の対応が、穏便にと 童相談所など関係機関と速やかに連携
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いうものであり、自分も子どもたち を図ることが重要である。」と記載して

の将来を考え、事を大きくしなかっ います。いただいた御意見は、今後の

た。ところが、その後、加害者側の いじめの防止等の対策の推進に当たり、

連絡が途絶えるなど、誠意のない対 参考とさせていただきます。

応であった。当時、事故についての

教育機関への連絡や被害者家族への

聴き取りなど連携があれば、自分た

ちにも、もっと選択肢があったので

はないかと思う。被害者、加害者が

出ないことが一番の希望であるが、

事故になった場合の対処の方法に万

全を期して欲しい。


