
会議録（概要）

会議名等 平成２８年度第２回四街道市いじめ対策調査会

年　月　日 平成２９年１月１３日（金） 時　間 １０：００～１１：３０

場　所 四街道市青少年育成センター　２階　オープンスペース

出　席　者 委　員　　三浦 　光行委員  　　澤本　幸一委員　    原田恵理子委員　　

工藤　 俊典委員       美野　直子委員  　　大槻　敏子委員　　

　　　　　　　　　

事務局　  笹岡　 良雄指導課長　 　伊藤　友江指導課主幹　 田島　ゆり指導主事

欠　席　者 石原あゆみ委員

傍　聴　人 １人

―　会議次第　―

１　始めの言葉

２　教育長挨拶

３　平成２８年度「いじめ撲滅キャンペーン」の取組について

４　「学校いじめ防止基本方針」の見直し等について

５　四街道市のいじめの現状と課題について

６　事例研究

７　終わりの言葉

―　会議要旨　―

会議次第に従い進行　　伊藤指導課主幹

１　始めの言葉

事　　務　　局　：　皆様、こんにちは。本日はご多用の中、本会議にお集まりいただき、ありがとう

ございます。会議の開催に先立ちまして、本日の会議資料の確認をさせていた

だきます。　資料は、会議要項、報告資料、協議資料です。よろしいでしょうか。

　　　　　　　　　　 　それでは、定刻となりましたので、これより第２回四街道市いじめ対策調査会を

始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

２　教育長挨拶

事　　務　　局　：　まずはじめに、四街道市教育委員会　教育長　髙橋信彦　よりご挨拶申し上げ

ます。

髙橋 教 育 長　：　 皆様、こんにちは。教育長の髙橋でございます。本日は、ご多用の中、いじ

　　　　　　　　　　　め対策調査会にご出席いただき誠にありがとうございます。さて、昨年１０月２８

　　日に千葉県教育庁から平成２７年度の県の問題行動調査の結果が公表されま

した。それによりますと、県のいじめ認知件数は、小学校が２２，５３７件、中学

校が、６，４９９件と依然として増加傾向にあります。さらには、小学校において

は、前年度より約３千件増加しており、問題行動の低年齢化が進んでいる状況

があります。 このことについては、四街道市も例外ではなく、小学校が６０件、

中学校が１６件認知されており、特に小学校でのいじめの認知件数は年々増

えている状況にあり、市全体としても増加傾向となっております。いじめの認知

件数が増加したということは、市内の先生方が初期段階でいじめを把握してい

るということです。いじめの発見後の迅速な対応が重要であります。



　　　　　　　　　　　   各学校においては、いじめの解消が喫緊の課題となっており、学校いじめ防

止基本方針に基づいて、いじめに対応するための組織や相談体制のさらなる

充実が望まれるところです。ご存じのとおり、四街道市では、本年度の４月より、

青少年育成センター施設内に教育サポート室を開設いたしました。いじめや不

登校、非行等の問題で困っている子どもたちや保護者の相談窓口となります。

開設して９ヶ月たちましたが、相談件数は、昨年の約３倍となっており、役割を十

分に果たしていると考えています。

　　　　　　　　　　　  いじめに関しては、SNSに関するいじめも問題になってきており、それを受け

て、昨日、市内の小中学校から２名ずつ子どもがサミットに参加し、中学校区ご

とにネットトラブルやネットに関するルールについて話し合いを行いました。各学

校に持ち帰ってもらい、そこで討議した内容を集めて、２月の初めに市の子ども

たちの SNS利用のルールを作成する予定です。

　　　　　　　　　　　   本日は、１回目に引き続き、事例研修も予定されておりますので、それぞれ

の専門的な立場からの解決に向けた指導、支援の参考となるご意見をたくさん

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

事　務　局　：　　　　本日の会議は、出席委員６名、よって四街道市いじめ対策調査会規則第４

条の２の規定により、本会議は成立していることを申し添えます。  それでは、早

速、議事に入らせていただきますが、以降の進行は三浦委員長にお願いいた

します。

三浦委員長　：　　　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、審議会等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、本調査会

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　　：　　異議なし。

三浦委員長　：　　次に本日の会議録に署名を受けたいので、署名人を２名、選出させていただ

きたいと思います。いかがいたしましょうか。

委　　　　員　　：　　事務局一任。

事　務　局　：　　　ただ今、事務局一任との声がありましたので、美野委員と大槻委員にお願いし

たいと思います。

三浦委員長　：　　美野委員と大槻委員にお願いしてもよろしいでしょうか。

委　　　　員　　：　　異議なし。

三浦委員長　：　　それでは会議録署名人は、美野委員と大槻委員にお願いいたします。他に会

議録について事務局からございますか。

事　務　局　　：　　会議録作成のため会議内容を録音したいのですが、よろしいでしょうか。

三浦委員長　 ：　　録音についていかがいたしましょうか。

委　　　　員　　：　　異議なし。



三浦委員長 　：　　録音は行って結構です。次に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、「協議１　四街道市のいじめ

の現状と課題・協議２　いじめに関する事例研究」を除く議題に関しては、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　　：　　異議なし。

三浦委員長 　：　　それでは特にご異議がないようですので、本日の会議は「協議１　四街道市

のいじめの現状と課題・協議２いじめに関する事例研究」を除き、公開といたし

ます。それでは、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　   ：  　１名いらっしゃいますので、入室していただきます。

３　平成２８年度「いじめ撲滅キャンペーン」の取組について

三浦委員長　：     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「平成 28年度い

じめ撲滅キャンペーンの取組」について、説明をお願いします。

事　務　局  　：      それでは、「いじめ撲滅キャンペーンの取組」についてご説明いたします。お

手元の報告資料の資料１をご覧ください。市内の小中学校においては、子供た

ちが明るく生き生きと学べるように一人ひとりを大切にした教育活動がなされて

おりますが、先ほどの教育長のあいさつにもありましたが、四街道市の小中学校

におけるいじめの認知件数は、年々増えている傾向にあります。四街道市の教

育では、児童生徒の「思いやる心」「強い心」「自尊感情」の３つの心を育成する

「命の教育」を推進しております。各学校においては、命の教育の全体計画を

作成し、　命のつながりと輝きに重点を置いた道徳授業を展開するなど、子ども

たちが教育活動全体の中で、命の大切さを学んでいます。この命の教育の推

進の一環として四街道市いじめ撲滅キャンペーンを実施しています。今年度も、

市や学校において様々な取り組みが行われましたので、ご報告させていただき

ます。

　　　　　　　           本年度は、28年 11月 11日から 12月９日がキャンペーン期間でした。12月

10日の世界人権デーに合わせ、キャンペーン期間を設定することにより、児童

生徒がいじめ問題にじっくりと向き合い、いじめが起きない集団や学校をつくろ

うとする意識を高め、豊かな人間性や社会性を育む取組の充実が図られること

をねらいとしています。

　　　　　　　           対象は、小中学生だけではなく、保護者と教職員も含まれております。内容

ですが、まず教育委員会の取組です。①いじめ問題への取組に関する指針の

提示を教職員向けに行いました。②「いじめ撲滅キャンペーンに向けての指針

の提示を児童生徒・保護者・教職員に行いました。③相談窓口リーフレットの提

示を児童生徒・保護者向けに行いました。これは、子供たちが困ったときにすぐ

に相談できるように、保護者だけでなく、子どもたちにも配付しています。④いじ

め根絶のための家庭向けリーフレットの提示を保護者にいたしました。今年度

は、学校生活を振り返り、親子でじっくりと話をすることができるよう夏休み前の 7

月に配布しました。⑤いじめ撲滅キャンペーンの懸垂幕を市役所第 2庁舎に掲

示し、市民にも「いじめ撲滅キャンペーン」の期間中であることを広く呼び掛ける

ようにしました。

　　　　　　　           続いて、各小中学校の取組です。キャンペーン終了後に各学校から実施報



告を提出してもらい、集計したものが次のページにありますので、順に、説明さ

せていただきます。「いじめ撲滅キャンペーン」の周知の形式ですが、子どもた

ちには、学級ごとに担任を通して行われた他に、集会のときに全校児童生徒に

行った学校が多かったです。教職員へは、管理職、または、生徒指導担当教諭

や教育相談担当教諭から行われたものが多かったです。保護者には、子どもを

通して、主に、学校だよりや学年だよりなどの手紙で伝える学校が、ほとんどで

した。

Aと Bをご覧ください。全小中学校で、必ず実施することは、「いじめ問題へ

の取組の指針」「『いじめ撲滅キャンペーン』に向けて」「相談窓口リーフレット」を、

児童生徒、保護者、教職員に配布し、リーフレットを使った子どもたちへの指導

です。そして、校長等によるいじめ撲滅に向けた講話を、全校児童生徒に行うこ

とでした。全小中学校で、校長先生をはじめ、担任や生徒指導担当教諭が行い

ました。また、外部人材によるものもありました。NPO法人ジェントルハートの理

事である小森美登里さんは、実際にいじめによりお子さんをなくされた方で、ご

自身の体験をもとにした話は、生徒たちの心に強く訴えるものがあったことと思

います。

次に、Cの児童生徒による具体的なキャンペーン活動についてです。各学校

において、いろいろな形で取り組まれました。まず、いじめ撲滅に向けた討論会

を学級活動や委員会活動で行った学校は、8校ありました。「いじめとは、どうい

うことか。」「いじめをなくすために自分たちでできることは何か。」話し合いを行

いました　

次に、いじめ撲滅啓発作品の展示・紹介を行った学校は、15校ありました。

主な取組は、スローガンや標語の作成、いじめ防止ポスターの制作、展示など

で、子どもたちの意識を高める取組がなされました。

続いて、子どもたちによるいじめ撲滅への呼びかけを行った学校は、

16校ありました。人権集会や仲良しゲーム大会など全校児童が集まった時に、

児童会の委員が、中心となって呼び掛けたケースや、いじめをテーマにした劇

を考えて、劇を見せることで、いじめ撲滅を呼び掛けた学校もありました。中学

校では、生徒会が機能し、生徒会長からの話やイエローリボン運動への参加呼

びかけなど、生徒が主体的に取り組んでいたことが報告されています。その他

の取組については、資料をお読みください。

Dのいじめについて考え、いじめをなくそうとする態度を育てる道徳授業につ

いては、全小中学校で、実施されました。学年ごとにどのような題材で行ったか、

リストアップしましたが、子どもたちの実態に合わせて、様々な題材が使われて

いることがわかります。

Eの広報活動についてですが、主に、学校だよりを使って、キャンペーンの紹

介や相談窓口の紹介を掲載している学校が多いです。また、各学校のホーム

ページには、「学校いじめ防止基本方針」を掲載しているので、そこでも、保護

者は、いじめ問題への学校の取組や対応について確認することができます。

続いて Fのいじめ防止、いじめの対応に関する教職員研修ですが、このキャ

ンペーン期間中に実施した学校は、9校ありました。職員会議や校内研修にお

いて実施されています。しなかったと回答している 8校においても、夏休みなど

キャンペーン期間外に実施しております。

最後に、今回のキャンペーンを終えての成果と課題です。

まず、成果ですが、大きく分けて 4つあります。1つ目は、いじめについて考

える機会となり、子どもたちのいじめ撲滅に対する意識が高められたことです。2



つ目は、子どもの心に変容が見られたことです。期間中の様々な取組により、思

いやりや相手に対する優しい言葉や励ましの言葉が聞かれるようになったという

報告もありました。3つ目は、教職員についてもいじめ問題に対する意識が高め

られたことです。このキャンペーンを機会に、いじめの定義について再確認を

行ったり、学校いじめ防止基本方針について研修を行ったりする学校がありまし

た。4つ目は、キャンペーン期間を利用して、教育相談が効果的に進められたと

いうことです。

次に、課題です。

多くの学校から出されていたものは、キャンペーン期間中だけでなく、継続し

ての取組が必要であることです。また、「今回の取組をさらに生かして新しい取

組を行っていきたい。」「他の学校の活動を取り入れてみたい」など前向きな意

見もありました。

他には、SNSによるいじめの対応は、学校だけの働きかけだけでは不十分で、

保護者を主体としての取組が必要であることなど、家庭教育についても課題が

挙げられました。

今年度の成果と課題を生かして、来年度もいじめ撲滅キャンペーンを実施し

ていきたいと思います。

三浦委員長　：     では、いじめ撲滅キャンペーンの内容等について、事務局から説明がありまし

たが、何か委員の方から、ご意見ご質問はありませんか。なお、挙手の上、指名

された後お名前を言ってから、意見を述べていただきたいと思います。何かござ

いますか。

三浦委員長　：      ないようなので、次の学校いじめ防止基本方針の見直しとありますが、各学

校では、これをもとに、本キャンペーンに取り組んでいると思いますので、併せ

て考えていただき、次の報告が終わりましてご意見がありましたら、一緒にお願

いいたします。

４　「学校いじめ防止基本方針」の見直し等について

三浦委員長　：      続いて、「学校いじめ防止基本方針」の見直し等について説明をお願いしま

す。

事　務　局　：        次に、「学校いじめ防止基本方針」の見直し等について説明させていただき

ます。報告資料２をご覧ください。平成 25年いじめ防止対策推進法が制定され、

その法令の第 13条に「学校いじめ防止基本方針」についてあげられています。

そこには、「学校は、いじめ防止基本方針又は、地方いじめ防止基本方針を参

酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策

に関する基本的な方針を定めるものとする」と記されております。

　　　　　　　           四街道市では、平成 27年にいじめ防止対策推進条例が施行され、平成 28

年 3月に四街道市いじめ防止基本方針が策定されました。その中にも、学校の

取り組みとして、学校いじめ防止基本方針の策定とその方針に基づく、組織的

な取り組みについて記されています。学校の職員は、この方針をもとにいじめ問

題に対応することとなっております。そして、毎年ごとに点検を行い、必要に応じ

て見直しをすることになっております。資料 2は、1月の校長会議と教頭会議で

配布したものです。平成 29年度に向けて、各学校のいじめ防止基本方針の見

直しを行います。今回は、チェックリストを活用して、行うこととしました。見直し後、



学校いじめ防止基本方針とチェックリストとを提出してもらい、教育委員会の方

でも確認を行います。各学校においては、平成 29年度に向けて、教職員への

周知と児童への指導、ホームページ等を使っての保護者と地域への周知を図

るようにしてまいります。4のいじめに対応する組織についてですが、校務分掌

上に明記するとともに、定期開催の他に、必要に応じて開催することと、開催時

は、議事録を作成し、3年間は保管することを明記しておくようにします。５のい

じめに関するアンケートですが、保管期間を 3年間とし、重大事態につきまして

は、5年間を保管期間としました。これは、いじめ認知後の対応や調査の際に、

過去にさかのぼることがあるためです。６のいじめ防止に関する校内研修です

が、学校の教職員が学校いじめ防止基本方針の内容を理解することで、教職

員がいじめに対し適切に対応でき、また、組織的に対応できるようになるので、

積極的に呼びかけてまいりたいと思います。

三浦委員長　：     では、学校いじめ防止基本方針の見直し等について、事務局から説明があり

ましたが、何か委員の方から、ご意見ご質問はありませんか。

三浦委員長　：     ございませんか。では、私の方からですが、今回、初めてこのチェックリストを

使うのですか。

事　務　局　：       お答えいたします。本来であれば、各学校において、毎年、点検と見直しをし

ておりますが、十分な見直しができていない現状があります。きちんと見直しを

することによって、適切な対応が取れるように行うことといたしました。また、学校

いじめ防止基本方針は、職員が見てすぐに対応に移せるような行動マニュアル

のように作成されているものが良いということです。よりわかりやすく見やすいも

のになるように、見直していくこととなりました。

５　四街道市のいじめの現状と課題について

三浦委員長　：     次に、協議に入ります。個人情報も含んでおりますので、これから先の内容に

つきましては、非公開とさせていただきます。

　　　　　　　

                   ※この後の協議については、非公開

６　終わりの言葉

事　務　局　：        三浦委員長　議事進行 ありがとうございました。本日は、ご多用の中、本調査

会にお集まりいただきありがとうございました。また、四街道市のいじめ問題につ

いて、親身になって協議いただき、ありがとうございました。これで第２回いじめ

対策調査会を終わりにいたします。今年度のいじめ対策調査会は今回で終わり

ですが、重大事態が発生した場合には、臨時にお集まりいただくこともあること

をご承知おきください。本日は、長時間にわたりありがとうございました。お気を

つけてお帰りください。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議録署名人　　美野　直子　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議録署名人　　大槻　敏子　


