
平成２６年度 第２回 四街道市青少年問題協議会会議録 

日時 平成２６年１１月１９日（水） 午後１時３０分～３時３０分 

会場 四街道市役所第二庁舎 第２会議室 

出席委員 花井育代会長 伊藤千枝子委員 甲斐真理子委員 横田秀俊委員 

三上 勝委員 久保木利雄委員 勝山哲也委員 佐藤光江委員  

伊東秀郎委員 岡本節子委員 高司 実委員 

欠席委員 菊地鐐二郎委員 江﨑俊夫委員 積田雅和委員 矢口廣見委員 

事務局 髙橋信彦教育長 竹内俊也社会教育課長 佐々木猛指導課長  

飯村典秀指導主事 山下博樹指導主事 

傍聴人 ０人 

会議次第 １ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 教育長挨拶 

４ 議事  

（１）（仮称）四街道市いじめ防止対策推進条例の制定について 

５ 閉会 

会議の内容  

竹内課長  本日は、お忙しい中、青少年問題協議会にご出席いただき誠にあ

りがとうございます。 

 平成２６年度第２回四街道市青少年問題協議会を開催いたしま

す。例年、本協議会は年１回の開催ですが、いじめ防止対策が重要

で早急に推進する必要があることから、本日は「（仮称）いじめ防止

対策推進条例」について協議していただくため、お集まりいただき

ました。なお、第 1 回目の協議会でご意見のありました各委員さん

による意見交換等につきましては今回行うことはできませんが、来

年度の協議会の中で行えるように検討しておりますので、よろしく

お願いします。 

 初めにお手元に、青少年問題協議会委員の名簿を配布させていた

だきました。横田秀俊さんですが、９月８日より四街道警察署の生

活安全課長として着任されました。 

 続きまして久保木利夫委員ですが、５月の第１回目の会議に都合

で出席できませんでしたのでご紹介いたします。 

 会議に先立ちまして、花井会長よりご挨拶をお願いいたします。 

花井会長  第２回四街道市青少年問題協議会の開催にあたりまして、一言ご

挨拶申し上げます。皆様には事前に膨大な資料をお送りし、ご意見



を伺いました。貴重なたくさんのご意見をいただきましたこと、改

めて御礼申し上げます。本日は事前に頂いた意見をもとに、審議し

ていただきます。この条例案はいじめ防止対策推進法の趣旨をふま

えております。市が克服すべき課題でございます。子どもたちがい

じめによって苦しむことがないよう、条例を定め、適切に対応でき

ますようご審議いただきたいと思います。本日はよろしくお願いい

たします。 

竹内課長  ありがとうございました。続きまして、四街道市教育委員会 髙

橋信彦 教育長よりご挨拶お願いいたします。 

髙橋教育長  本日はご多忙の中、青少年問題協議会にご参加いただき誠にあり

がとうございます。 

 今回、本協議会では、（仮称）四街道市いじめ防止対策推進条例案

について審議を行うため、臨時に開催をすることとなりました。 

 さて、いじめはいじめを受ける児童等の教育を受ける権利を著し

く侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与

え、時には、その生命等に危険を生じさせることもある重大な問題

と認識しております。大切な児童生徒が将来に向かい健全に成長す

るためには、子どもたちの成長に関わる私たち大人が、それぞれの

立場で、何をすればよいのか考えていくことが大切です。これらの

ことを受けて国では平成２５年９月２８日に「いじめ防止対策推進

法」が、県では平成２６年４月１日「千葉県いじめ防止対策推進条

例」が施行されました。 

 話は変わりますが、西暦２０１０年より２０１２年の３年間に国

立政策研究所でいじめの調査を行っているわけですけれど、それに

よりますと、加害者となった児童生徒、小学生は８５％、中学生は

８７％、被害者となった児童生徒、小学生は８４％、中学生は８７％

です。従来、学校にはいじめっ子という人といじめられっ子という

人がいて、いじめっ子がいじめられっ子をいじめているのではない

かというイメージがありました。実は、ほとんどの児童生徒は加害

者にも被害者にもなっているという実態があります。我々の意識が

一昔前の恐喝とかそういうことをイメージすると、この問題は、解

決に向かいません。例えば、「あいつやだな」「あいつやだよね。」と

話したとします。それをきいた「あいつ」に該当する人が、辛いと

感じたらそれはすでにいじめなのです。つまり、セクハラと同様、

いじめられた側がいじめられたと思えばいじめなのです。ですので、

加害者と被害者が入れ替わりながら問題行動が生じていると理解し



ております。 

 先ほど発表されました、平成２５年度に実施されました問題行動

調査では、いじめの認知件数は、全国では、小学校 118,805 件 中

学校 55,248件と報告されました。前年度と比較し、小学校では増加

し、中学校では減少している現状であり、依然としていじめ問題は

なくなっておりません。しかし、いじめを未然に防止する施策を講

じ、いじめが起きてしまった際の迅速かつ的確な対応の仕組みを準

備することは、子どもをいじめ問題から守ることにつながります。 

 そこで、四街道市としましても、「四街道市いじめ防止対策推進条

例」を策定し、市を挙げていじめの問題に取り組む所存でございま

す。委員のみなさまにおかれましては、本日、活発な審議をしてい

ただきまして、四街道市の子どもたちのためとなる条例案の検討を

お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

竹内課長  ありがとうございました。 

教育長におきましては、別の用務がありますので、以上をもちま

して退席をさせていただきます。 

（教育長退席） 

それでは議事に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただ

きます。 

 本日配付させていただいた資料としまして、「（仮称）四街道市い

じめ防止対策推進条例案」、「（仮称）四街道市いじめ防止対策推進条

例案に関する意見」「別紙資料」の以上３点となります。 

竹内課長  よろしいでしょうか。なお、本日の会議につきまして、菊地鐐二

郎委員 江﨑俊夫委員 積田雅和委員 矢口廣見委員の４名の欠席

の報告を受けております。本日は「（仮称）四街道市いじめ防止対策

推進条例の制定について」に対する審議を予定しております。 

青少年問題協議会の所掌事務は、四街道市青少年問題協議会条例 

第２条 第１項第１号及び第２号により「青少年の指導育成、保護

及び矯正に関する総合的施策について調査審議及び実施に必要な関

係機関の連絡調整を図ること」となっております。 

このように青少年問題協議会は広く青少年に関する問題を協議す

る場ですので本協議会でいじめ防止対策の推進について協議してい

ただくことになりました。 

それでは、これからの進行については、いじめ防止対策の主管課

である佐々木指導課長と交代させていただきますのでよろしくお願

いいたします。 



佐々木課長  指導課長の佐々木でございます。ここからは私が進行を務めさせ

ていただきます。 

 児童等は家庭、地域社会、学校といった様々な環境の中で、多く

の人と関わりあいながら生活をしています。そのため、子どもたち

へのいじめ防止等の対策は、子どもたちを取り巻くすべての環境に

おいて対策を施すことが重要です。本協議会は「四街道市青少年問

題協議会条例第２条 第１項第１号及び第２号」において所掌事務

としまして「青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策

の樹立に関する必要な事項を調査審議及び実施に必要な関係機関の

連絡調整を図ること」と定められています。「（仮称）四街道市いじ

め防止対策推進条例」は青少年を健全な育成のために必要不可欠な

ものであります。そこで、（仮称）「四街道市いじめ問題対策推条例

の概要」について審議をすることとなりました。 

 これからの予定といたしましては、「（仮称）四街道市いじめ防止

対策推進条例の概要」について事務局から説明させていただきます。

その後、事前に委員の皆様からいただいているご意見について協議

をしていきたいと思います。 

 それでは、さっそく議事に入らせていただきますが、以降の進行

は花井会長にお願いします。 

花井会長  まず会議録の作成ですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関す

る指針」により、審議会は会議録を作成することとなっております。 

 なお、会議録における発言者名については、「審議会等の会議の公

開に関する指針の解釈運用基準」の規定により、原則として明記す

ることとなっておりますので、本審議会においても明記する取り扱

いをしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

委員 了承 

花井会長 次に本日の議事録署名人を指名させていただきたいと思います。

久保木委員と佐藤委員にお願いしたいと思いますが、よろしいです

か。 

委員 了承 

花井会長 ありがとうございます。 

次に本日の会議については、公開とさせていただきたいと思いま

す。また、会議資料につきましては、「審議会等の会議の公開に関す

る指針の解釈運用基準」の規定により傍聴人の閲覧に供することと

いたしますが、よろしいでしょうか。 

委員 了承 



花井会長  それでは特にご異議がないようですので、本日の会議は公開とい

たします。事務局は傍聴人がいらっしゃいましたら入室させてくだ

さい。 

事務局 傍聴人はおりません 

花井会長  それでは、会議次第に従い進めて参ります。最初に事務局より（議

題（１）「（仮称）四街道市いじめ防止対策推進条例の概要について」

説明をお願いします。 

事務局 （仮称）四街道市いじめ防止対策推進条例の概要について説明をさ

せていただきます。 

 まずいじめについての認識を述べさせていただきます。これまで

のいじめに関する調査等から、「いじめは誰もがいじめる側にも、い

じめられる側にもなりうるとの認識を持つことが重要です。ですの

で、従来は加害者や被害者になりそうな児童等を発見、予見して対

応することが多かったのですが、常に児童生徒全員に注意をし、全

員に対応する取り組みが必要です。」また「いじめ加害発生のメカニ

ズムとして、児童等はストレス（勉強に関すること、友人との関係、

家族の中での関係など）を誰もが抱えております。また、それを和

らげる（友人関係、家族のかかわり、教師からの信頼）があり、バ

ランスをとって生活しています。このバランスの負のストレスが高

まったとき、いじめ加害のリスクが高まります。しかし必ずいじめ

加害につながるわけではありません。そこに偶発的な要因として、

自分が勝てそうで、都合のよい口実があり、自分にとっては簡単に

でき、大人に見つかりにくく、見つかったとしても言い訳ができる

ときに加害行為につながりやすくなります。いじめ加害をする児童

は、初めから決まっているのではなく、そのような要因が重なった

時に発生しやすくなるのです。ですので、いじめをなくすためには、

児童等が落ち着ける場所を作り出すことが大切であると考えます」 

このような認識のもと、いじめ防止対策推進条例を設定していき

ます。 

花井会長  ただ今、事務局より説明のありました、条例案に対し、委員の皆

様から、事前にご意見をいただいております。事務局につきまして

は、それぞれのご意見にご回答をお願いします。 

 まず全体的な内容に関する意見からです。事務局お願いします。 

事務局 菊地委員から「いずれにしてもいじめによる児童・生徒の自殺ま

で波及防止が前提となること」といった意見をいただきました。 

本条例案もそのようなことを決して起こさないことをめざして作

成しております 



高司委員から「いじめは学校だけの問題ではなく職場や地域等で

もありますが、国・県の法律・条令等を基本的に踏襲するので、い

じめは学校で起こるものと決めつける内容になっているのでしょう

か。地域における非行行為は、いじめに起因するものも少なからず

有ります。学校の先輩後輩の不良グループのいじめによる犯罪行為

等この条例ができることによって教職員は今まで以上に対応がスム

ーズにいくようになるのでしょうか。教職員はいじめる児童に対し

今まで以上に強い対応をすることが出来るということですか。」とい

った意見をいただきました。 

本条例案は、国のいじめ防止対策推進法及び県いじめ防止対策推

進条例を参酌して作成をしております。 

学校が児童等の生活時間の大半を占めるため、学校におけるいじ

めの防止等のための対策の記載が先になっていますが、いじめは学

校外での発生も当然考えられるため、「保護者及び家庭の役割」「市

民及び地域社会の役割」を記載しました。 

この条例はまず、いじめが発生しない環境をつくること、いじめ

の兆候が見られた場合には早急に対応すること、いじめが発生した

場合には、迅速かつ適切に対応することにより、児童、生徒を健や

かに成長させることを目的としております。 

教職員はこれまでも、いじめに真剣に向き合った指導をしており

ますが、個人としてではなく、組織として取り組むよう規定してい

ます。 

甲斐委員から、「いじめ対策とともに、そのような子どもになる原

因を断つことも同時にしていく必要があると思います。」といった意

見をいただきました。 

 同じ考えで条例案を作成しております。まず、いじめは決して許

されないものだということを意識づけすることが大切です。 

NO3基本理念 NO４いじめの禁止 NO７保護者、家庭の役割に

記載をいたしております。 

花井会長 今の説明につきましてご意見はありませんか。 

甲斐委員 先ほどいじめの要因としまして、ストレッサーというのが出てい

ましたが、社会的原因としまして、ゲーム等で人を殺すとかそうい

う体験が普通に行われています。人の尊厳とかを思わなくなってし

まいます。そういう原因もあると思います。家庭の役割も重要です。

２０歳までは結婚しないほうが良いという講演を聞いてきました。 

これは、子どもを十分に養育できる経済的な環境ができるまで結婚

してはいけないという考えです。今、子どもがきちんとした環境で

生まれてきていない現状もあります。そして、そのような背景でい

じめに走るということもあります。そういう根本的なことも同時に

考えていく必要があると思います。 

事務局  ゲームについての対応では、インターネット等の使用を要因とし

ていじめにつながることもありますので、情報モラルを教育しまし



ょうということを訴えていきます。 

 家庭の役割についてですが、２０歳まで結婚してはいけないとい

ったことは、法律で認められていることですので、条例で決められ

ません。本来子どもたちを育てるうえで、家庭が家庭の役割を果た

すといった形で対応していきたいと思います。社会全体を啓発する

そういった土壌をつくるようにしていきます。 

花井会長  次に NO１～NO5 までに関する意見についてです。事務局お願い

します。 

事務局 NO２いじめの定義において、佐藤委員より、「この定義は変えて

はいけないと思う。」という意見をいただきました。 

NO３基本理念において、伊東委員より、「一文になっているのでわ

かりづらい、二つにわける。」江崎委員より「国の条文もそうですが、

一文があまりにも長すぎ、かえってわかりにくくしていると思いま

す。２文に分けることは可能でしょうか。」といった意見をいただき

ました。 

「①いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等が自

らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認識し、誰もがい

じめの当事者になることのない環境を整えることを基本とする。 

②いじめを受けた児童等及びいじめを受けた児童等を助けようと

した児童等の生命及び心身を保護することが何よりも重要であるこ

とを認識し、国、県、市、学校、保護者、家庭、市民、地域社会そ

の他の関係者の連携の下、取り組まなければならない。」と２文にし

ます。 

甲斐委員より、「児童等が自らいじめが絶対に許されない行為であ

ると正しく認識し、誰もがいじめの当事者になることのない環境を

整えることとは、どのように行うのか」と意見をいただきました。 

道徳教育は、全教育活動の中で、児童の心の醸成をめざし行って

おります。また四街道市では、１１月１１日より、１２月１０日ま

で、いじめ撲滅キャンペーンを実施しております。その中で、いじ

め撲滅のための啓発活動、道徳の時間の授業、講話、集会活動、い

じめ防止等に関する創作活動を行っています。これらのことは、条

例の中ではなく、NO9 に示す四街道市いじめ防止基本方針の中に記

載する予定です。 

NO4 いじめの禁止について、甲斐委員より「生徒の良心に基づ

く集団の力を利用する。そのために教師は常に正義を求めていくこ

とを指導する。」と意見をいただきました。 

教職員に関する内容はNO６市立学校及び市立学校教職員の役割

に記載します。 

岡本委員より「最も重要だと思います。」といった意見をいただ

きました。 

NO５市の責務において、伊東委員より、「施策とは、どういうこ

とをするのか具体的にする。」といった意見をいただきました。 

具体的な施策は、NO１３～NO２０に記載している内容になりま

す。さらに具体的な内容は NO9 で定める四街道市いじめ防止基本

方針で示したいと考えております。 



佐藤委員より、「関係機関とあるが、はっきりと例示、明示して

ほしい。」といった意見をいただきました。 

ここでは、主に市立学校以外の学校の所在する市町村をさしま

す。 

花井会長  今の説明につきましてご意見はありませんか。 

ないようですので、引き続きNO６に関する意見についてです。事

務局お願いします。 

事務局 NO6 市立学校及び市立学校の教職員の役割について、菊地委員

より、「大人や教職員が模範となる体制作り、教職員の不祥事の絶

対防止、盗撮やハレンチ事件の防止、教員同士でも児童・生徒の前

で弱いものいじめをしているようなことの払拭。」といった意見を

いただきました。江崎委員より、「県条例第八条３項にあるように、

教職員の言動の影響を考慮した方がよいと思います。」といった意

見をいただきました。 

 ②として「市立学校の教職員は、自らの言動が児童等に大きな影

響を与えることを十分に認識して、児童等に適切な指導を行う」を

加えます。 

伊東委員より、「『受けていたと思われる。』を『受けていると思

われる。』にする。といった意見をいただきました。そのようにし

たいと思います。 

また、同じく伊東委員より「『基本理念にのっとり』を具体的に

する。」といった意見をいただきました。 

基本理念については、No3に記載している内容となります。 

甲斐委員より、「生徒が通報しやすいように日頃から教師は言っ

ておく。また、加えて、それは正しいこと、勇気あること、立派な

こと、人を助けることになることだと伝えておく。」といった意見

をいただきました。 

「児童等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考える

ことができる環境を整える」の一文を加え、「①市立学校及び市立

学校の教職員は、基本理念にのっとり、関係者と連携しつつ、児童

等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることがで

きる環境を整える等、いじめ防止等の対策に取り組むとともに、児

童等がいじめを受けていたと思われる時には、迅速に対処する。」

とします。 

佐藤委員より、「関係者とは何で、どのように、どこで対処する

のでしょうか。」といった意見をいただきました。 

 ここでいう関係者は、児童等の保護者、市、地域社会、児童相談

所、警察等をさします。 

対処については、法第２３条に示す内容です。ＮＯ12 市立学

校におけるいじめ防止等のための対策の組織及び措置にて、「法

第２３条に示す内容」といった一文を加えます。 

法第２３条で示す内容とは、「①いじめの事実があると思われ

るときはいじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への

通報その他の適切な措置を取るものとする。②学校は通報を受

けたとき、速やかにいじめの事実の有無の確認を行うための措

置を講ずるとともに、その結果を学校の設置者に報告する。③



学校はいじめがあったと確認された場合には、いじめをやめさ

せ、その再犯を防止するため複数の教職員によっていじめを受

けた児童等又はその保護者への支援、いじめを行った児童等に

対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。④学

校はいじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるよう必

要な措置を講じる。⑤学校はいじめを受けた児童等の保護者と

いじめを行った保護者等との間で争いが起きないよう必要な措

置を講じる。⑥学校はいじめが犯罪行為として取り扱うべきも

のと認めるときは所轄警察署と連携して、これに対処し、児童

等の生命等に重大な被害が生じるときには所轄警察に通報し、

援助を求める。」といった内容です。 

岡本委員からは、「迅速に対処してください。」といった意見

をいただきました。 

花井会長 確認ですが、②として「市立学校の教職員は、自らの言動が児童

等に大きな影響を与えることを十分に認識して、児童等に適切な指

導を行う」が加わるということですね。これについては概要にのせ

ますか。 

事務局  その通りです。概要の２項目目として追加します。 

花井会長  ＮＯ６に関して意見を求めます。 

久保木委員  学校の教員の対応が記述されていますが、実際に、教員はここま

でできるのでしょうか。いじめというのは、子どもの中では認識さ

れていても、教員には認識できないことは結構多いですよね。認識

できないものをどのように把握するのですか。 

事務局  学校では子どもたちのいじめの予兆をつかむための取り組みとし

まして、教育相談や定期的なアンケートを実施しております。また、

普段から言動をとらえ、子どもたちに変化があった場合にはいじめ

に対応するようにしています。 

久保木委員 確かにアンケートを取って、いじめがあるか調査をしていると思

いますが、ところが、誰がやったかわからないのではないか。 

事務局 アンケートは、誰がいじめられているかを特定することを目的と

しているのではなく、クラスの状況をとらえ、異常がある場合には

いじめがあるのではないかととらえ、アンテナを高くしてクラス全

体を見守り、いじめへの対応をしていきます。 

久保木委員 力の強い子がいじめをする場合には、はっきりとしているから、

いじめの様子が見えるので、対応できる。教員だって、地域の人だ

ってその現状を認知し、対応することができる。ところが、まった

く形のないものだと、すごく難しいと思います。学校の中には問題

を隠そうとする体質があるのではないか。 

事務局 そこで、この条例で示し、教員の資質を高め、いじめに対応でき



るようにします。 

久保木委員  教員が大分勉強しないといけませんね。家庭に問題があり、子ど

もが悪くなるのは十分認識している。学校に行っている時には学校

の中で指導する。家庭の中では家庭で教育する。外に出た時には地

域社会で教育する。そういうことが条項の中に入ってくれば、みん

なで問題を共有できるようになってくる。だから見えない部分につ

いて、教員が本当に頑張らないと、この条例は、形で終わってしま

います。そうならないように教員が研修でいじめへの対応の意識を

高めていく必要があると思います。 

事務局  少なくとも、条例を作ることで、教員はいじめ問題を解決するた

めの意識を高めて、指導に当たることになっていきます。 

久保木委員  しっかりとやっていただきたいと思います。 

甲斐委員  「いじめは絶対いけないこと。」ということを最初に伝えてくださ

い。教員が厳しく指導すると、子どもたちはいじめをしない傾向に

あります。「人の尊厳を冒すことはできない。」ということをしっか

りと指導してほしい。「もしも、困ったことがあったら相談に来なさ

い。」と伝え、どの子も大切にする。どの子も愛していることを発信

していくと、子どもの安心のもとになります。教員の存在はとって

も大きいと思います。 

事務局  子どもたちと接する時間は、学校が大半なので、教員の役割は大

きいものです。毅然とした態度で指導に当たれるよう、教職員の研

修を通じて資質を高めていきたいと思います。そういったものも基

本方針の中で位置付けていきたいと思います。いじめがあった場合

傍観者とならないような指導も、基本方針の中で示していきたいと

思います。 

花井会長  四街道市ではいじめ撲滅キャンペーを実施していますが、リーフ

レットを作成し、これを用いて指導にあてています。教員もこの考

えのもと指導しています。 

久保木委員  今、子どもを育てられない家庭もあります。子どもを放棄する事

件もあります。家庭では子どもの表情に目を配るなどするべきだと

思います。そういうことも助言してほしいと思います。 

花井会長  続きましてNO７～NO10に関する意見についてです。事務局お願

いします。 

事務局 NO７市民および地域社会の役割について、菊地委員より、「親同

士でも子どもの前でトラブル（けんか）を努めて避ける配意をする

こと。」といった意見をいただきました。 

具体的な内容は、NO９定める四街道市いじめ防止基本方針に記



載します。 

伊東委員より「役割が具体的でよい。」といった意見をいただき

ました。 

甲斐委員より「必要な教育とは、どのようにするのか。」といっ

た意見をいただきました。 

必要な教育として、「子どもたちへの教育の第一義的責任を有す

る保護者は、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、

自己有用感や自己存在感及び規範意識を養うための教育、他者を思

いやる心を育むなどその他必要な教育を行うよう努める。」と考え

ております。具体的な内容は、NO９で定める四街道市いじめ防止基

本方針に記載します。 

佐藤委員より「保護者へのアドバイス等の対応策や対応先が設置

されていないと思う。」という意見をいただきました。これについ

ては、法第２３条に示す内容です。ＮＯ12に記載します。 

NO8 市民および地域社会の役割について、菊地委員から「交通

パトロール隊や見守り隊との連携。地域自治組織との連携。地域行

事等における共同訓練からの醸成。」佐藤委員から「関係者、機関

を明示した方がよい。その中にも警察の関与が必要かと思います。」

といった意見をいただきました。 

「①地域住民が協力し、子どもを地域全体で育てるという風土を

築き上げる。②いじめは校外においても行われることもあり、近隣

の児童生徒はもちろん、登下校時中の様子など、地域として児童生

徒を見守る取組を推進する。③学校、保護者、教育委員会等との連

携を図る。④学校支援地域本部事業等の活動を通して、学校支援ボ

ランティア等もいじめを許さない姿勢を持ち、学校の取組を支援す

る。」と考えております。具体的な内容は、NO９で定める四街道市

いじめ防止基本方針に記載します。また、ＮＯ１２市立学校におけ

るいじめの防止等の対策のための組織及び措置等にて警察の関与を

行います。 

岡本委員より、「対処していただきたい。」といった意見をいただ

きました。 

伊藤委員  命の教育等、家庭での教育をしっかりしていただきたいと思いま

す。 

事務局  この条例は、学校、家庭、地域、関係機関みんなで連携して子ど

もたちを教育していこうという方針で作成していきます。 

花井会長  次に NO11～NO1４に関する意見についてです。事務局お願いし

ます。 

事務局 NO11四街道市いじめ問題対策連絡協議会及び四街道市いじめ対

策調査会について、佐藤委員より、「この設置が関係者関係機関と

なるのでしょうか。」といった意見をいただきました。 

四街道市いじめ問題対策連絡協議会は学校、四街道市教育委

員会、児童相談所、警察等の組織です。 

四街道市いじめ対策調査会は、専門的な知識を有する者で構

成される組織です。 

伊藤委員より、「きちんとした窓口があることが望ましいと思

います。」といった意見をいただきました。 



 ＮＯ１２で規定する、市立学校におけるいじめの防止等の対

策のための組織の役割として、いじめ防止基本方針でいじめの

相談・通報の窓口を規定します。 
NO12市立学校におけるいじめの防止等の対策のための組織及び措

置等について、三上委員より、「小中学校いじめ防止基本方針を策

定する際に共通事項として盛り込まれていますので良いと思いま

す。」といった意見をいただきました。 

佐藤委員より、「校内だけでなく地域の人の参加を。」といった意

見をいただきました。 

学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作

成や実施にあたっては、保護者や児童生徒の代表、地域住民などの

参加を考えています。 

岡本委員より、「組織だけが先行しないよう内容のあるものを期

待します。」といった意見をいただきました。 

NO13いじめの防止及び早期発見について、菊地委員より「いじめ

の些細な「兆し」を見逃さない体制づくり。」、甲斐委員より、「必

要な対策とは、どのような対策をするのか。」、佐藤委員より、「対

策を講じる市の権限とは。」といった意見をいただきました。 

NO１２において市立学校におけるいじめの防止等の対策のため

の組織及び措置等を記載しております。「いじめの防止等の対策の

ための組織は、具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正、いじ

めの相談・通報の窓口、いじめの疑いに関する情報や問題行動など

の収集と記録・共有、いじめの疑いのあった場合の緊急会議の開催、

問題解決に向けた取り組みなどの中核的な役割を担い、学校を挙げ

ていじめ防止対策に取り組む」と考えております。具体的な内容は、

NO９で定める四街道市いじめ防止基本方針に記載します。 

NO14 人材の確保及び資質の向上について、菊地委員より、「い

じめ問題に対処できる教員の配置。担任以外で全体を見渡せる教員

を充て担任との連携を図り早期に対応できる仕組みづくり。このた

めの教員の研鑽体制づくり。常勤のスクールカウンセラーを確保で

きない場合は、常時連携ができる体制づくりを。」、三上委員より「資

質の向上、いじめ防止に焦点化して、もう少し具体的に記述しても

よいと思います。」、佐藤委員より、教職員の資質向上の目安は。ま

たえこひいき、いじめ黙認、またはいじめに加担するような担任へ

の対策は、どうとるのか。児童生徒の意見の吸い上げ等の体制の確

立が必要なのではないか。また、市もその証拠などの保持を隠蔽さ

れないようにする対策も必要ではないか。」といった意見をいただ

きました。 

「いじめの防止等の対策のための組織のメンバーについては、管

理職や主幹教諭、生徒指導担当教員、学年主任、養護教諭、学級担

任、部活動担当教員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する

ものなどを学校の実情に応じて決定する。さらに事例などに応じて

関係教職員等を追加するなど、柔軟な構成にする。」と考えており、

組織的に対応するように考えております。また、「いじめの防止等

の教職員対象の校内研修を企画・実施する。いじめ防止は、人権を

守ることであることを教職員が認識し、暴言等による指導を行わ

ず、日頃の指導の在り方に充分留意する。教職員集団が人権感覚を

高めるよう自主研修に努める。」と考えており、具体的な内容は



NO９で定める四街道市いじめ防止基本方針で記載します。 

スクールカウンセラーについては、現在、全中学校、３小学校に

配置しており、要請に応じ、全小学校のカウンセリングをおこなえ

るような体制を築いております。また、１名のスクールソーシャル

ワーカーも配置しております。「生徒指導に係る体制や相談体制の

充実に努め、学校の求めに応じて必要な措置を講じる。」と考えて

おります。 

児童等の意見の吸い上げについては、定期的な教育相談を実施し、

相談しやすい人間関係の構築に努めるといった内容をＮＯ９で定め

るいじめ防止基本方針に記載していきます。 

伊藤委員より、「地域ボランティアなどを導入し、空いている時

間がないようにした方がよい。」といった意見をいただきました。 

スクールカウンセラーについては、心理、福祉の専門家としてい

ますので、地域の方を活用するというわけにはいきませんが、地域

の方が子どもたちを見守るような形をとっていきたいと思います。 

花井会長 ご意見はありますでしょうか。 

佐藤委員 いじめが隠ぺいされないようにできないものかと考えておりま

す。罰則を設けることは可能でしょうか。この条例はすべて精神面

での規定です。それでもなくならないのが現実だと思います。そこ

で具体的に罰則を設けることは可能でしょうか。 

事務局 この条例で示すことはできないと思います。他の地方公務員法等

による条文で対応することになります。 

花井会長 条例違反をした場合、どのようになるのでしょうか。 

事務局 さらに指導を強化するなどの対応が考えられます。 

横田委員 いじめ防止対策推進法があり、県条例があり、市の条例があるの

で、法律の段階で罰則がなければ、条例で定めることができません。 

花井会長  次に NO1５以降最後までに関する意見についてです。事務局お願

いします 

事務局 NO15インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推

進について、菊地委員より「前提として、インターネット、スマホ、

ラインの便利さの上に隠れた負の部分のリスクを理解させる、啓

発・啓蒙の推進。」、佐藤委員より、「施策を講じるとは何をどうす

るのでしょうか。」、岡本委員より、「頑張っていただきたい。子ど

もたちの方がインターネットには先行しています。」といった意見

をいただきました。 

県のサイバーネットパトロールからの情報を活かすことや、情報

モラル研修会を開催し、安全な活用の仕方を指導できるようにして

いきます。 

NO16 調査研究について、佐藤委員より、「調査研究はどこが実

施するのですか。」といった意見をいただきました。 

一番大きな調査は、文部科学省の行う、問題行動調査です。また

毎月いじめの発生について調査をします。 

NO17 啓発について、甲斐委員より、「盛んにする。市民に意識



づけるためにいじめは人の尊厳を奪う絶対にしてはならないこと。

人にはその権限がないことを常日頃伝え、またいじめたときは、損

害賠償をも負うことを強調する。」、三上委員より、「誰に対して啓

発活動を行うのか、対象を記述していてよいと思います。」といっ

た意見をいただきました。 

同様の考えです。NO３基本理念に規定します。詳細については

NO9四街道市いじめ防止基本方針にて記載します。 

伊藤委員より、「相談するとそこから広まってしまうという不安

要素を持たせないように、悪ふざけと簡単に片づけない土壌が必要

と思う。」 

「いじめ防止は、人権を守ることであることを教職員が認識し、

暴言等による指導を行わず、日頃の指導の在り方に充分留意する。

教職員集団が人権感覚を高めるよう自主研修に努める。」といった

内容をいじめ防止基本方針に規定します。 

NO１８重大事態への対応について、中田委員より「法律に基づ

く対応（調査・報告）のほか、適時適切に関係機関との情報共有を

図る必要があると考える。」といった意見をいただきました。 

NO１１にて四街道市いじめ問題対策連絡協議会を規定して

おり、学校、四街道市教育委員会、児童相談所、警察その他の

関係者により構成されます。 

佐藤委員  サイバーネットパトロールとはどのようなものですか。 

事務局  インタインターネットを巡回し、市内の児童等が犯罪に加担した

り、生徒指導上問題となるようなものを発見した場合には育成セン

ターに報告をし、それを学校に情報提供を行っています。ただ、膨

大な情報量ですので、完全に把握できるわけではありません。 

横田委員 県警のほうでは、それを常時パトロールすることはできない。そ

んなに人員がいるわけではありません。 

久保木委員 県警のほうでは、検索して見つけた場合には、その内容を消すよ

う依頼するなど行っている。面白半分に登録したとしてもその内容

は消えない。他の人にその情報が伝わってしまいます。 

事務局 一度出た情報を取り戻すことは難しいということを、子どもたち

や家庭に伝えていくことを、情報モラル教育として行ってまいりま

す。 

甲斐委員 学校で、サイバーネットパトロールができればよいと考えます。 

事務局 アイデアとして参考にさせていただきます。 

久保木委員 今は、インターネットというよりＬＩＮＥが問題です。ＬＩＮＥ

はメンバー以外は何が行われているかわかりません。見えないので

すよ。警察だって学校だって把握できません。とても便利なのです

けど、変な使い方をすると問題を発生させます。ＬＩＮＥの使い方

を普及しておいたほうがいいと思います。 



甲斐委員 インターネットでこんなことは書いてはいけないとか、具体的に

指導するべきだと思います。 

横田委員 県警の方でネット安全教室を開催し、県警のそういった知識に明

るい人間が子どもたちにわかりやすく指導しています。 

条例の重大事態の対応として、即相談をためらわずにしてほしい。

実際事件として扱うかどうかは別のもので、話を聞くことで解決す

ることもある。守秘義務により、話を外に漏らすことはありません

ので、連携していきたいと思います。よろしくお願いします。 

花井会長 本日審議いたしました点について、まとめをいたします。 

１点目、No3 の基本理念ですが、これは 1 文が長いために、①と

②の 2文に分けるということにしました。 

２点目、No5 の市の責務では、関係機関を市立学校以外の学校の

所在する市町村と明記することにしました。 

3 点目 No6 の市立学校及び市立学校の教職員の役割では、「児

童等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることが

できる環境を整える」の一文を加え、②「市立学校の教職員は、自

らの言動が児童等に大きな影響を与えることを十分に認識して、児

童等に適切な指導を行う」を加えることとしました。 

4 点目、No12 市立学校におけるいじめの防止等の対策のための

組織及び措置等では、「法第 23条に示す内容の措置を行う」といっ

た文を加えることとなりました。そして詳細なものについては基本

方針に記載をしていきます。 

事務局におかれましては、以上審議した点を、反映したうえで、

意見提出手続き（パブリックコメント）を実施していただきたいと

思います。委員の皆様よろしいでしょうか。 

委員 了承 

花井会長 以上で議事を終了いたします。 

佐々木課長  委員の皆様、ご審議のほどどうもありがとうございました。本日、

皆様にご審議いただいた結果を、「（仮称）四街道市いじめ防止対策

推進条例案」に反映させていただき、意見提出手続き（パブリック

コメント）にて市民の皆様からもご意見をうかがうこととなります。 

委員の皆様には、次回開催する青少年問題協議会にてこのパブリ

ックコメントによる結果をご報告させていただきます。その際には、

再度文書にて開催通知をさせていただきます。 

本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございました。

以上をもちまして、平成２６年度第２回四街道市青少年問題協議会

を閉会させていただきます。ありがとうございました。    （了） 

 


