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第１回南砺市子どもいじめ防止基本方針検討委員会 会議録（要点筆記） 

開催日時  平成３０年１２月１１日（火） １５時００分～１６時４０分 

開催場所  南砺市役所井波庁舎 ３階多目的ホール 

出 席 者  委員１４名  岩井透、松本久介、三島大輔、長井久美子、西井秀子、 

片山ひとみ、前田啓子、二野井朋、山田誠、冨田利通 

高田勇、江川由貴子、大窪修（代理出席）、道宗学紀（代理出席） 

事務局５名  酒井啓行（教育部長）、松永和久（教育センター所長）、 

村上紀道（教育総務課長）、北嶋一朗（教育総務課副参事） 

氏家智伸（教育総務課学務係長） 

欠 席 者  な し   

１．開会あいさつ 

（教育長） 

年末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。検討委員会は今回と

２月に予定しており、２回で終了する予定です。大津市での大きな事件がありました。そこ

からいじめ防止推進法ができまして、今回、国の改定を受けて本市でも改定するという流れ

になっています。国のいじめの解消の定義が、いじめの行為が少なくとも３ヶ月止んで初め

ていじめが解消したという捉え方に変わりました。重大事態は第三者委員会を設置して、審

議するということになりました。また、昨日の新聞では、いじめの加害者を学校側が強く叱

責したために自ら命を絶ったという５年ほど前の事例が取り上げられていました。こういう

事例についても教育委員会として気をつけていく必要があると思いました。今回は事務局で

原案を作りましたので、皆様からご意見をいただき、２月の検討委員会で委員の皆様に確認

していただきたいと思っています。 

２．南砺市子どもいじめ防止基本方針検討委員会の設置について 

委員長に岩井透委員を、副委員長に山田誠委員を選出 

（委員長） 

 事前に、事務局から送付があった改定案は、前回５年前に作成された基本方針と見比べて

みるとかなり文量が増えており、行数では大体２.５倍に増えています。ただ増えただけでは

なく、国の基本方針の見直しによって大きく変わっています。教育長のあいさつの中にも大

津市の事件のことが出てきましたし、加害者側への行き過ぎた指導という事例もありました。

そういった報道がテレビや新聞等で多くでているのは大変残念なことです。学校の先生方と

教育委員会の事務局が数回のプロジェクト会議で練った今日の改定案がこの機会に良いもの

になるようご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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３．議事 

（委員長） 

 事務局から南砺市いじめ防止基本方針（案）について説明をお願いします。 

 － 事務局から資料説明 － 

（委員長） 

事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等があればお願いいたします。 

（委員Ａ） 

南砺市子どもいじめ防止対策基本方針から「子ども」という表記を外したのは、他に習っ

たという説明でしたが、ただ単に他に習うのではなく、「子ども」を入れるのと入れないのと

では違ってくるので、考え方をはっきりさせてもらえないでしょうか。 

次に、改定前は「子供」という言葉を使っていますが、今回は「子供」と「児童等」「児童

生徒」という言葉があり、使い分けをしているように思います。基本方針の理解のためにも、

使い分けの説明があればと思います。 

次に、２ページの「重大事態の報告・調査」に「重大事態が発生した場合、学校は教育委

員会を通じて、市長に事態発生について報告する。」とありますが、これは市長に報告する主

語が学校になっています。２段階を踏まなくてもいいのか、そのままでいいのか検討してい

ただきたい。 

最後に、いじめ問題の深刻さを考えて国でも基本的なところが変わってきているというこ

とになると、追加して変えていく必要があるので、全体的な分量が増えるのは仕方がないと

思います。ただ何となく全てを網羅して入れたという感じがしますので、もう少し南砺市の

特色を出せればいいかなと思います。 

（事務局） 

１つ目の「子ども」の表記についてですが、「子ども」に対する意味・重要さについてはあ

まり検討していなかったのが事実です。これまでのプロジェクト会議などの中で、いじめは

子どもも大人も含んであるという意見もあり、「子ども」を抜いたということがあります。「子

ども」という言葉を入れるかどうかについて再度確認したいと思います。 

２つ目については、「子供」という言葉と「児童生徒」という言葉の２通りを使ってありま

す。「児童等」という言葉があればそれは間違いです。第１のⅠとⅡについては「子供」とい

う言葉で統一してあります。見る方が専門家ではなくて、一般の方や保護者であろうという

想定から、「子供」という表現のほうが柔らかくて良いのではないかという考えからです。Ⅲ

以降については、「児童生徒」を使っています。国のいじめ防止基本方針に近い表現にならざ

るを得ないからです。第２では、家庭と地域については「子供」、学校と市及び教育委員会に

ついては「児童生徒」と使い分けてあります。家庭・地域は柔らかい表現で、学校及び教育

委員会は、法律に近い文言もあるという意味からです。 

次に３つ目について、確かに主語が分かりづらいかと思います。市教委が報告する、とい
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うことですので、修正したいと思います。 

４つ目の南砺市の特徴ですが、家庭と地域を入れて特徴を出したつもりです。学校と市教

委のところは、国のものを少し割愛して書いたつもりですが、なかなか独自性というのは出

しにくいという部分はあります。また検討したいと思います。 

（事務局） 

南砺市の特徴ですが、一番最初の基本理念は南砺市独自のものです。前回も基本理念につ

いては皆さんに検討していただいて、この部分は重要だというご意見があり、今回も残して

おります。 

（委員Ｂ） 

５ページの発達障害に関する項目について、前半の家庭としての部分に反映されてないよ

うな気がします。多様性などが南砺市にも必要であるということだと思うのですが、その多

様性に関しての教育というのがこの中にありません。多様性に関する教育がなければ、排除

ということになって、それがいじめにつながるということが大いにあると思いますので、ど

こかに入れる必要があるのではないかと思います。４ページの（２）①の温かい集団づくり

や社会性等というところが、多様性を認める心を育むことにつながるのではないかと思いま

すが、この中にあるコミュニケーション能力とはどういうことを指すのですか。 

次に３ページ（１）②の規範意識とはどういうことですか。善悪をはっきりさせることな

のか、自分の考えや意見を通せる強い心を持つということなのか。全体的にいじめる側とい

じめられる側の２つしか入っていません。傍観者が一番問題ではないかと思います。いじめ

られる側からすれば傍観者はいじめている方に見えますが、傍観者はいじめていると意識し

ていません。見ているだけ、先生に言うだけではなく、いじめられる側を守る、自分の意見

を通すという傍観者に対しての教育も必要ではないかなと思います。 

（委員Ｃ） 

２ページに重大事態の意味とありますが、これはアとイの「いずれかに該当する場合」で

しょうか、「いずれも該当する場合」なのでしょうか。私たちがこういう方針を作る場合は、

「いずれかの場合」若しくは「いずれも該当する場合」と表記します。 

また、「こども」という表現には「子供」と「子ども」がありますが、これは統一すべきだ

と思います。最近「子供」は使わないのではないですか。このようなものを作るときには定

義というものが必要です。また～等と表記するときは、～及び・・・（以下～等）というふう

に書いてあれば丁寧だと感じました。 

警察の立場から言うと、重大事態は間違いなく事件です。事件が発生したときにとりあえ

ず市長に言ってそれから警察というのはいかがかなと思います。

（事務局） 

基本方針の「こども」の表記については、文部科学省の基本方針でも漢字で使われている

ので、全て漢字にしたつもりです。国の基本方針が根底にあり、その次に県の基本方針があ

り、その上で、市町村で定めているものです。警察への報告については、文科省の基本的な

方針にないものです。 
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（事務局） 

重大事態のアとイ「いずれか」か「いずれもか」については、「いずれか」ということです。

コミュニケーション能力については、授業の中で子供たちが質問をしたら友達が応えてくれ

るというような何気ない会話が最低限のコミュニケーション能力かなと思います。コミュニ

ケーションが子供たちの心を繋ぐ、そしていじめを防ぐ措置ではないかと思います。 

（委員Ｂ） 

ということは、コミュニケーション能力というのは、生徒と教師のことですか。 

（事務局） 

子供同士もありますし、対教師のことでもあります。今回特に言いたいのは子供同士です。 

規範意識については、善悪の判断だと思っていましたが、捉え方がまちまちなので、定義付

けをどこかに入れたらいいのかなと考えました。 

（副委員長） 

 傍観者に対する指摘が重要ではないかという意見についてはどうですか。 

（事務局） 

 入ってないことは事実ですし、その通りだと思います。 

（副委員長） 

加害者でもない被害者でもないネットの閲覧者、見ているだけの者たちについても近年非

常に温床になっています。何か気がついた場合は相談する、というようなところも大事だと

思います。 

（事務局） 

 先ほど、発達障害のことについて言われましたが、この部分を家庭のところに入れるとい

うことですか。 

（委員Ｂ） 

発達障害など、普段私たちの生活から離れたように感じるような部分を、家庭でも差別を

しないとか、特別扱いしないとかを言っておかないと、親が差別していたりするので、それ

が必要ではないかと思いました。 

（委員Ｄ） 

どのように子供に言い聞かせたり、家庭での会話をすればいいのかが難しく、悩ましい時

代だなと思います。傍観者が正義をもってその場に立ちはだかると今度は自分がいじめの対

象になることは明らかです。家庭での教育力を高めるためにどのあたりで手を打って、いじ

めを生まない社会を作るかということが大前提にあります。起きた場合の対処を書いてあり

ますが、いじめを生まない環境を作ることが大事だと思います。どのように家庭に啓発する

かがもっと強くあるのが基本方針ではないかと思います。 

（委員Ｆ） 

家庭で子供をみているのは親だけではない。もう一つ上の世代が他を排除したりする傾向

が強いと思いますので、市全体としての大きな流れでやっていこうよということが入ってい

たらいいかなと思います。 
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（事務局） 

基本的に「家庭として」「学校として」の項目に未然防止・早期発見という形で工夫して入

れているということと、あまりたくさん細かく入れると、皆さんに読んでいただくものなの

で意味をなさないということがあります。また、基本方針とは別に、分かりやすく皆さんに

読んでいただけるリーフレットを作成したいと思っています。 

（委員Ｇ） 

基本方針で全てを網羅するのはなかなか難しいので、平成２５年度にリーフレットも作成

されました。家庭におけるいじめの対応ということで、子や孫を守るということを集約でき

ていると思います。教員の定義から枠をはみ出ないものですから、随分と捉え方が皆さんと

かけ離れているところがありましたので、次回には示していただきたいと思います。 

（委員Ａ） 

前回作られたリーフレットはいつ作られたか明記されてなかったので、できたら明記して

ほしいと思います。 

（委員Ｈ） 

前回と今回の基本方針を拝見して、自分たちは、いじめをしない・されない・傍観しない

という立場で作成されているように感じます。「いじめはだめだよ」と言っている人は、自分

はいじめをしないと思っています。しかし「自分自身も気づかずにいじめをすることがある

んだ」という呼びかけがありません。未然防止という意味で、私自身もいじめをする可能性

がある存在だということを基本理念のところに入れることが、傍観者やいじめを生まない環

境を作るという意味でも大事ではないかと思います。私自身がいじめをする可能性を秘めた

人間であるということを前提に、どうすればいじめを未然に防ぐことができるかを考えてい

く必要があります。私はいじめをしない人間だから、みんながしないようにこうしましょう、

というものではないと思います。 

（委員Ｂ） 

いじめというのは、相手の人権を傷つけているということが忘れられていると思います。

リーフレットはこれから考えられると思うのですが、「いじめに加担しない子供を育てる」と

いうところには、「自分を大切にする心・善悪の判断力を深め・・・」とあります。「いじめ

に加担しない」と「自分を大切にする心」は関係なくはないです。これが１番にくることで

しょうか。順番も大事だと思います。３番目には「学校へすぐ連絡してください」とありま

すが、「学校を頼ってほしい」という一言があれば親はだいぶ安心すると思います。 

また、基本方針４ページに「私はあなたの味方だよ」とありますが、いろんな思いを含め

て味方だよ、とあると思います。例えば「あなた一人じゃないよ」「あなたは悪くないよ」と

いうことを明記すると随分と違うと思います。いじめの原因は何かあったかもしれないけど、

それはそれで済まなければいけないのに、それを延々とやり続けているというのは原因がど

うであれ、やっている行為そのものがよくないから「あなたは悪くない」という救われる言

葉がどこかに明記されるといいと思います。 

（委員Ｉ） 
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基本方針の「学校として」（１）①に「学校ごとに毎年基本方針を策定する」とありますが、

地域の実情に応じて変わるものなのですか。市の基本方針があるのに毎年学校ごとに基本方

針を立てる必要があるのですか。 

（委員Ｊ） 

学校では、基本方針を「公約」と受け止めています。「本校ではいじめ防止に向けてこうし

た取組みや活動をします」という年間計画です。文言で示した学校、年間計画を添えた学校

と、形式はいろいろですが、各校とも学期末には、基本方針に掲げた取組を反省評価し、次

の学期に生かしています。いじめを生まない温かな学校をつくるため、児童会や生徒会の「ぽ

かぽかあいさつ運動の実施」とか、「笑顔プロジェクト」といった、子供たち主体のスケジュ

ールも盛り込んでいます。「いじめ未然防止年間計画」というふうに捉えていただければと思

います。 

（委員 I） 

学校全体の運営の中にいじめ問題を入れるとか、みんなで仲良くする学校にしようという

方針を立てるところにいじめに関わることが入ってくるのは当然だと思います。これを読む

と学校ごとにいじめ対策基本方針を作ると読み取れるので、そこまでするものなのかと。学

校の目指す方向の項目の中にいじめ問題が入ってくるということですね。 

（委員Ｊ） 

基本方針は学校運営、生徒指導計画の中の大切な一項目と考えます。ただ、メッセージを

挙げただけの学校も多く、より分かりやすく実効性のあるものにしていく必要があります。 

（委員 I） 

同じく、（１）①の２つ目にありますが、基本方針だけをホームページに公開すればいいの

か、何を説明するのか、よく分かりません。 

（事務局） 

１つはホームページで公開する。２つは地域の会合やＰＴＡ総会で保護者の方に口頭で説

明するという２つの意味があります。 

（事務局） 

毎年学校で基本方針を策定するのか、ということについては市の基本方針がベースとなっ

てそれを参考に各学校で策定するということで、毎年策定ということではなく確認する。ま

た、実態に合わせて修正するという意味を含んでいます。 

（委員Ｃ） 

このリーフレットは、いじめとは何かということが分かっているという前提で作られてい

ませんか。例えばこういうことがいじめであるということが具体的に書いてあれば、理解し

易いと思います。こういうことはいじめではないだろうと思っている親御さんはいると思い

ます。 

（事務局） 

リーフレットの構成案も考えているのですが、イラストを使っていじめの様子を表現して、

視覚的に捉えてもらおうと検討しています。ネットいじめもありますので、ネットについて
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の記載も検討しています。 

（委員Ｃ） 

いじめとはこういうものですよ、いじめをしたらこんなことになりますよ、ということが

分かればいいのかなと思います。 

（委員Ｉ） 

リーフレットにチェックリストがありますが、チェックリストというのは何かを目的に、

問題の解決のために初めて使うものなので、問題意識のない人にいきなりチェックリストを

つけろといってもどうかと思います。学校で事件やいじめが起きたときにこれを子供にやら

せてみて、やっぱりこれはいじめなんだと分かるためにやるテクニックだと思います。事例

を羅列して、いじめとは何かが分かるようなもののほうが大事ではないでしょうか。 

（委員Ｋ） 

学校から年に数回いじめのアンケートが配られます。申し訳ないですけど、見たこともな

いかなという認識です。特に４月はいろんな資料が配られるので、そのときにもらってもま

たいじめのやつね、と見ないで横においてしまいます。いじめの相談をしてください、とい

うのは大事なのですが、少し時期をずらしてみるといいと思います。入学して早々いじめは

ないと思いますし、配る時期を考えた方がいいと思います。  

（委員長） 

１２月に人権について考える日がありますが、そのときにこのリーフレットを使われると

いいかもしれないですね。メッセージや思いを直接語りかけられない分、配布するときに口

頭や言葉で伝えたらいいですね。学校側は、各学校にあった部分を取り出して深めてやって

おられるのではないかと思います。 

（委員Ｉ） 

８ページの市や教育委員会がいじめに対してどう取り組むかということについては、（３）

の家庭・地域にもっと呼びかけなければならない。ありふれた言葉が羅列してあるように思

います。本気度が伝わらないというか、これを読んだ地域の人たちが、考えなければと思え

るようもう少し工夫してほしい。例えば欠けていることとして、地域社会や大人たちが、外

国人の子供たち、国際結婚の親をもつ児童生徒、発達障害の子供たちを差別したりいじめた

りしている事案はたくさんあります。それが子供に悪影響を及ぼします。このことに地域社

会が取り組むということが全く入っていません。 

（委員Ｂ） 

５ページ③の２つ目と３つ目の項目は、子供に関してのことが書いてあるのですが、いじ

める側といじめられる側が混同して書いてあります。被害児童についてはこうする、加害児

童についてはこうする、というふうに分けて書かれるほうが整理されるのではないかと思い

ます。これを見るといじめた子を教育しなければいけないのは分かりますが、いじめられた

側がどうするかがあまり書かれていないような気がします。「守り通す」とは書いてあります

が、「救い出す」とは書いてないですよね。国には「救い出す」と書いてあるのに南砺市には

「守り通す」としか書いてないですよね。分けて書くことは難しいのでしょうか。 
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（事務局） 

いろいろとご意見いただいたことにつきまして、事務局からお答えできたところとできな

かったところもありました。できなかったことにつきましては、このあとの内部のプロジェ

クト会議で検討した上で、修正・追加いたします。  

（委員長） 

本日の意見等を次回の検討委員会までに基本方針に盛り込んでいただきたいと思います。

ただ入れ過ぎるとますます皆さんの目から遠ざかってしまいますので、リーフレットにも入

れ込んでいただければと思います。 

今回、人によって感じ方が違うなと思いました。先日ＬＩＮＥ株式会社の研修会に行って

きたのですが、ＬＩＮＥのスタンプ１つ、文字で打った「面白い」「まじめだね」という画面

を１０人に見せるとみんなそれぞれ受け取り方が違う。褒められていると感じる人もいれば、

馬鹿にされていると感じる人もいます。何人かが写った写真をアップしたときでも、１人で

も嫌がる人がいれば、そこから何かが始まる。みんな違っていいのですが、そんな中でみん

などうやって生活していくのかということが大事だと思います。 

子供たちと接するときに、学校でも家でも「○○してはいけない」「○○してはダメ」とい

うような対立的な指導ではなく、学校現場、家庭の中、地域の中で違った考えの人が仲良く

生きていくために大人も子供も対立的な指導がない社会にしていかなければいけない。この

ような基本方針を作ることも大切ですが、この中から何を拾うのか、そしてどのような指導

をしていくのかが大事だと思います。今後ともご協力いただければと思っております。次回

修正したものが出ますので、その時またご意見をいただければと思います。 

最後に次回の協議会について事務局からお願いします。 

４.その他 

（事務局） 

第２回の委員会は２月の中下旬に開催したいと考えております。日程が決まりましたら早

めにお知らせしたいと思っています。 

（委員Ｉ） 

第２回の協議会の前にパブリックコメントするということは、皆さんが修正されたものは

パソコンでしか見られないということですか。パブリックコメントの前には少なくとも委員

の皆さんにペーパーでほしいのですが。それが無理なら事前にパブリックコメントしますと

いうことだけでもいいんですけど。少なくとも委員の人には事前に教えてほしい。パブリッ

クコメントで出た意見で、最終案を決める為の委員会をするということは流れとしてどうな

のかなと思います。 

（事務局） 

検討委員会で固まったものがパブリックコメントの対象になると思います。そこはまた日

程を相談したいと思いますし、もちろん出す前に委員さんにはお送りしたいと思っています。 
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５．閉会 

（副委員長） 

今日は各方面から大変たくさんの貴重なご意見をいただきありがとうございました。学校

でも日々いじめを生まない環境づくりに悪戦苦闘しているところです。特に目に見えない部

分でのいじめがたくさんあるのではないかと考えています。そう考えると学校、家庭、地域

での連携がますます大事になってくると思います。今日いただいたご意見を元にして、作業

部会、プロジェクト会議を経て、２月にもう一度検討委員会を開きたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。


