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令和３年度 第１回八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会 

会議録（公開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日  令和３年６月２２日（火）午後２時３０分から午後３時５５分 

開催場所  八王子市役所議会棟 ４階 第３・第４委員会室 
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出席者氏名 

【委 員】 

  松田恵示、片山弘道、大塚和樹、太田敏弘、高野久美子、竹本竜太、牛尾浩、 

後藤貴弓、鈴木幸浩、中村八重、金子正美、徳丸幸夫、守屋和広 

 

【事務局】 

  安間教育長、小柳学校教育部長、西山指導担当部長、大日向教育指導課長、 

北川統括指導主事、鴨狩統括指導主事、志村指導主事、鈴木指導主事、 

山崎指導主事、金子教育指導課主査、飯野教育指導課主事 

 

欠席者氏名 

  岩垂喜貴 

 

次 第 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶 

４ 委員紹介 

５ 事務局紹介 

６ 委員長、副委員長選出 

７ 委員長、副委員長挨拶 

８ 説明・報告事項 

（１） 八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会について 

（２） いじめを許さないまち八王子条例第１３条第２項に基づく再調査報告書 

及び再調査報告書に示された再発防止に向けた５つの提言の取組について 

 （３）市立学校における案件について 

９ 閉会 

 

公開・非公開 

  公開。ただし、８ 説明・報告事項（３）については非公開。 

 

傍聴人数 

  ０人 
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大日向教育指導課長 

（事務局から事務連絡） 

 

小柳学校教育部長 

 改めまして委員の皆様、こんにちは。学校教育部長の小柳悟でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。本日はご多用のところ、ご出席をいただきましてありがとうございま

す。初回の会議でございますので、私の方で進行をさせていただきます。 

ただ今より令和 3 年度第１回八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会を開催いたしま

す。本日は 1名の委員より欠席のご連絡をいただいております。出席委員は 13名でござい

ますので、本委員会は有効に成立しております。 

それではお手元の次第に沿いまして、進行いたします。 

はじめに教育長より、委員の皆様に委嘱状を交付させていただきます。教育長お願いいた

します。 

 

安間教育長  

 （委嘱状交付） 

 

小柳学校教育部長 

委嘱の期間は令和 5年 4月 30日までとなっております。皆様どうぞよろしくお願いいた

します。 

 続きまして安間英潮教育長よりご挨拶がございます。 

 

安間教育長 

 皆様、本日は大変お忙しい中、お集まりくださいまして誠にありがとうございます。今紹

介いただきました八王子市教育委員会教育長 安間英潮と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

ただ今皆様方に委嘱状をお渡しさせていただいて、皆様方には委員としてご就任をいた

だいたというところになります。この委員会は平成 29 年 4 月 1 日に本市で施行されまし

た、「いじめを許さないまち八王子条例」を受けて、いじめ防止対策を実効的に行うために

設置をされた委員会でございまして、今年で 5年目ということになります。 

早速、本委員会は設置初年度に我々事務局で作成する基本的な方針、これを策定するため

の基本的な考え方についてご議論いただいて答申をいただきました。おかげさまで本市教

育委員会は基本的な方針、これを策定してそこからいじめ防止に向けた取組を行ってまい

りました。 

しかしながら、平成 30 年 8 月 28 日、市立中学校生徒の大変痛ましい事故が発生いたし

ました。教育委員会はこの 8月 28日発生後すぐに学校における基本調査を開始して、その
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翌月 9月 12日教育委員会定例会でその基本調査の結果を踏まえて、それまで当該生徒にあ

った事案、これはいじめであると認識をして、いじめによる不登校という重大事態と判断を

したわけでございます。そして、当然その後、調査が必要になってまいります。詳細な調査

をすることがかなり踏み込んだ内容になるわけですから、保護者に了承を得ること、このこ

とが前提でなければならないだろう、そういう議論を通しまして、調査部会を設置するとい

うことに 9月 12日に決定いたしました。一方でこの委員会に現時点でできる限りの調査結

果についての協議を行ってもらうということを決定したわけであります。学校はこの後、引

き続き継続をして、保護者の方々のご心痛を察して、学校の対応の至らなさについて、繰り

返し継続的に 2、3週間連続して、ご自宅に赴き、謝罪を繰り返していく中で 11月 6日、2

か月遅れで新聞報道により、突然実名等が報道されました。このことによりまして、保護者

の了承を得られ、確認も取れまして、11月 28日に正式に第三者による調査を開始したとい

う経緯でございます。本市教育委員会としては調査結果を待たずにできることから取組を

進めてまいりましたが、令和元年 8月、なるべく早い時期にとお願いしましたが、本委員会

が設置した調査部会から提言をいただくことができました。本当にありがとうございまし

た。おかげさまで実効的な対策が強化できました。これが本委員会の本事案に関する取組の

一連の経過であります。 

その後のことはご存じかと思いますけど、本年 5 月に市長の附属機関より再調査報告書

が提出されました。そしてこの再調査報告書に示された提言について 6 月 2 日の教育委員

会定例会において、取組を決定して、その日の総合教育会議で報告、了承を得たということ

になります。この再調査報告書に関する認識だけお時間いただいて、お話しさせていただき

ます。教育委員会といたしましては、今回の再調査では新たな人間関係の事実や教員の非違

行為が指摘されたわけではなく、そもそもこの調査は民事刑事上の責任追及やその他争訟

等への対応を直接の目的としているものではなく、いじめの事実の全容解明、当該いじめの

事案への対処、および同種の事案の再発防止が目的であるというふうに承知をしています。

なにより大人が事後にどう認識するかに関わらず、中学生のかけがえのない命が失われた

ことに変わりはないと思っています。もし学校の対応が少しでも違っていたら、一人の命を

失うことを防ぐことができたかもしれません。以上が教育委員会の認識であります。第二第

三の我が子を出さないでほしいというご家族の願いを真摯に受け止めて、再発防止に向け

た取組を実施することを通して、八王子の子どもたちのために、全力を尽くしていく決意を

改めてしたところでございます。 

多大なお力をお借りしております皆様方に本市のいじめ問題について様々なお立場から

ご議論いただき、更なるいじめ防止対策に是非ともお力をお貸しいただけるよう、切にお願

いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

教育長ありがとうございました。次に次第 4 になります。委員の皆様のご紹介でござい
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ます。お手元の資料 1の名簿順に従いまして、私からお名前をお呼びいたしますので、その

場で一言ご挨拶をいただければと思います。  

東京学芸大学副学長 松田恵示様 

 

松田委員 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

 ひだまり法律事務所弁護士 片山弘道様 

  

片山委員 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

福澤法律事務所弁護士 大塚和樹様 

 

大塚委員 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

八王子市子ども家庭支援センター主査 太田敏弘様 

 

太田委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

創価大学教授 高野久美子様 

 

高野委員 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

警視庁生活安全部少年育成課八王子少年センター警部 竹本竜太様 

 

竹本委員 

よろしくお願いいたします。 
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小柳学校教育部長 

めぐみ第二保育園園長 牛尾浩様 

 

牛尾委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

八王子地区保護司会学校担当委員会委員長 後藤貴弓様 

 

後藤委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

八王子市民生委員児童委員協議会主任児童委員部会 部会長 鈴木幸浩様 

 

鈴木委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

小学校 PTA連合会 執行役員 中村八重様 

 

中村委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

中学校 PTA連合会 金子正美様 

 

金子委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

小学校長会より由井第二小学校校長 徳丸 幸夫様 

 

徳丸委員 

よろしくお願いいたします。 
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小柳学校教育部長 

中学校長会より第七中学校校長 守屋 和広様 

 

守屋委員 

よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

次に次第 5になります。事務局の職員をご紹介いたします。 

 （事務局紹介） 

事務局の職員は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ここで教育長は公務のため、退席させていただきます。 

   

次に次第 6 になります。委員長と副委員長の選出でございます。八王子市教育委員会い

じめ問題対策委員会規則第 4 条第 2 項の規定では、委員長および副委員長は委員の互選に

よりこれを定めることとなっています。はじめに委員長の選出をお願いしたいと思います

けど、どなたかご発言ありましたら、お願いしたいと思います。 

 

高野委員 

経験も豊富な松田先生にお願いできればと思います。 

 

小柳学校教育部長 

他にご発言ございますでしょうか。ないようでしたら、松田委員に委員長をお願いしたい

と思いますけど、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

小柳学校教育部長 

 委員長に松田恵示委員が決定をいたしました。続きまして、副委員長の選出をお願いした

いと思いますけど、どなたかご発言ありましたら、お願いいたします。 

 

中村委員 

 継続審議が必要なものもございますので、経緯をすべてご存じな、片山委員にお願いでき

ればと思います。 
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小柳学校教育部長 

 その他ございますか。それでは片山委員に副委員長をお願いしたいと思いますが、よろし

いですか。 

 

（異議なし） 

 

小柳学校教育部長 

それでは副委員長に片山弘道委員が決定をいたしました。松田委員長、片山副委員長どう

ぞよろしくお願いいたします。席の移動をお願いしたいと思います。 

それでは委員長ならびに副委員長にご挨拶を頂戴したいと存じます。はじめに松田委員

長よろしくお願いいたします。 

 

松田委員長 

 それでは皆様方、改めましてこんにちは。昨期に続きまして、委員長に推薦をいただきま

した松田でございます。力不足ですけれども、八王子の、このいじめ問題に関わらせていた

だいて、今年で 7年目になります。この間ですね、様々な皆様のご努力、本当に積み重ねて

いただいているところですが、先ほど教育長からお話がありましたように誰一人残さず、い

じめのない、あるいはいじめを許さないですね、子どもたちの環境づくりっていうことにい

たしましては、まだまだ道途中でございます。今回も皆様方のお力をお借りしながら、しっ

かりと委員会を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

 ありがとうございました。続きまして、片山副委員長よろしくお願いいたします。 

 

片山副委員長 

 みなさん、こんにちは。弁護士の片山と申します。条例の制定のところから関わっていた

ので、この中では一番古いのかなと思います。まだなかなか条例ができて、運用し始めたと

ころで、いろいろ問題が起きてきている状況で、これから運用する中でですね、具体的にど

ういう形でやっていけば良いのかという課題は多いかと思います。その中で皆様のお知恵

をいただきながら、考えることができればと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

小柳学校教育部長 

 ありがとうございました。それではここからの進行は松田委員長にお願いしたいと思い

ます。 
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松田委員長 

 それでは早速でございますが、次第に沿って進行させていただければと思います。次第 8

についてでございます。まず（1）八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会についてです。       

事務局よりご説明をお願いしたいと思います。 

 

大日向教育指導課長 

 それでは委員改選後初の委員会ですので、改めて本委員会について簡単ではありますが、

ご説明をいたします。 

本市ではいじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止、いじめの早期発見および

いじめの対処のため基本的な事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、健やかに

成長することのできる「いじめを許さないまち」の推進を目的とした、「いじめを許さない

まち八王子条例」を平成 29年 4月に施行いたしました。 

本委員会は「いじめを許さないまち八王子条例」第 12条に規定された教育委員会の附属

機関であり、条例の施行を受け、平成 29年 5月に設置。八王子市教育委員会いじめ問題対

策委員会規則では学識経験者、法律、医学、心理、福祉などの専門家、警察関係者、地域関

係者、保護者代表、学校関係者などの 16名以内をもって、組織することとなっており、現

在は 14名の方に委嘱をさせていただいております。 

先ほどの教育長の挨拶にもありましたように本市は平成 29 年 10 月に「八王子市教育委

員会いじめ防止等に関する基本的な方針」を策定しておりますが、策定にあたり、いじめ防

止に関する基本的な方針について、本委員会に諮問をし、その答申を基に策定しております。

本委員会は学期ごと年 3 回を定例としておりますが、急遽ご意見をいただきたい案件があ

った場合は臨時会を開会いたしますので、よろしくお願いいたします。本委員会でご協議い

ただく、または報告させていただく事項といたしましては八王子市教育委員会のいじめ防

止の取組について、各団体のいじめ防止と取組について、市立学校で発生したいじめ重大事

態への対応などでございます。それぞれのお立場からご意見をいただければと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上です。 

 

松田委員長 

 ありがとうございました。本委員会の基本的な性質、役割あるいは進行について再度確認

をさせていただくということでご説明いただきました。何かご質問ございましたら、お願い

したいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 それでは次の事案に移っていきたいと思います。（2）「いじめを許さないまち八王子条例」 

第 13条第 2項に基づく再調査報告書及び再調査報告書に示された再発防止に向けた 5つの

提言の取組についてでございます。事務局からご説明をお願いいたします。 
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鈴木指導主事 

それでは、「いじめを許さないまち八王子条例」第 13 条第 2 項に基づく再調査報告書に

示された再発防止に向けた 5つの提言の取組についてご報告させていただきます。 

報告趣旨は、「いじめを許さないまち八王子条例」第 13 条第 2 項に基づく再調査報告書

に示された再発防止に向けた 5 つの提言を受け、いじめ防止の取組をより一層推進するた

め、その内容について報告するものです。 

再調査報告書は、令和 3年 5月 11日付で八王子市いじめ問題調査委員会が市長へ答申し

たものです。それを 5月 14日（金）に公表したものとなっています。 

本事案の発生から現在までの経過の概要について触れておきます。 

本事案は平成 30 年 8 月 28 日に発生しました。教育委員会は 8 月 31 日に当該中学校か

らの報告を受け、部活動のトラブルに関する調査を依頼しました。 

9月 10日にはいじめを認知し、9月 12日には教育定例会にて、本事案を重大事態の案件

として第三者委員会の設置について協議しました。 

11 月 6 日に、遺族から第三者委員会の設置を了承いただき、翌日 11 月 7 日に市教育委

員会は、八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会に調査を依頼しました。しかし、その結

果が出るのを待つことなく、このようなことを二度と起こさせないという市教育委員会の

強い思いや協議内容を基に、平成 30 年 11 月には、市立学校長への教育長からの緊急アピ

ールの発出、児童・生徒への相談できる大人がいるかを把握するための調査の実施、平成 31

年 4月には、子ども見守りシートの保護者への配布を開始するなど、事務局として、具体的

な取組をしてまいりました。 

その後、令和元年 8 月 7 日に、八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会調査部会の報

告書を受理し、その提言を受けて、教育委員会で協議していただき、さらなる取組を講じて

参りました。 

令和元年度中には、スクールソーシャルワーカーの増員やスクールロイヤー制度の創設、

令和 2 年度には、小学 6 年生を対象とした情報機器会社によるメディアリテラシー教育や

中学１年生を対象としたいじめ防止プログラムの実施などの取組を始め、令和 3 年度も継

続しています。 

それでは、報告内容については、資料をご覧ください。初めに資料 4-1について、指導主

事山崎より説明いたします。 

 

山崎指導主事 

 私からは資料 4-1について説明をいたします。 

再調査報告書に示された 5つの提言に対する今後の取組を展開していくにあたり、「教員

が子どもと直接向き合う時間の確保」を位置付けて、これを基盤とすることで、再調査報告

書で示された 5 つの提言についての取組を推進し、着手できるものから順次、実行してま

いります。 
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提言 1「学校いじめ対策委員会の実態調査」についてですが、学校のいじめ対策委員会が、

法に基づいていじめの防止等に関する措置を実効的に行うための実態のある組織として機

能させるため、今後の取組として 3点を実施いたします。 

1点目、スクールロイヤーに協力を依頼し、各学校の学校いじめ対策委員会の実態調査を

実施します。委員会の設定日時、委員の構成、記録の方法、年間計画、実効的な組織とする

ために工夫していること等を 7月中に全学校から回答を求め、8月にはスクールロイヤーに

よる検証を行っていただきます。 

2点目は、学校いじめ対策委員会の実施モデルの作成と周知についてです。学校いじめ対

策委員会は、週 1回の定期開催を基本とし、8月を目途に実施モデルを作成し、各学校に周

知します。また、提言 2「いじめ防止対策のコーディネーター役の育成」とも連動して周知

するようにいたします。 

3 点目は学校いじめ対策委員会の実施報告と議事録の作成及び保存の徹底についてです。

議事録は当該学校と教育指導課のみが閲覧可能なフォルダに保管しておき、学校いじめ対

策委員会を開催する度に入力・保存することをもって報告とします。これによって、指導主

事が随時各学校の学校いじめ対策委員会の実施状況を確認できるようにします。 

提言 2「いじめに関する教員研修の内容の見直し」についてです。まず、今回の提言を踏

まえ、今後いじめ対策として指摘され取り組んでいくことを、オンライン配信にて全教員に

悉皆研修を行います。7月に動画を配信し、7月中に全教職員が視聴完了するよう計画して

います。 

双方向的な研修の実施については、現在各学校で実施している年 3 回以上のいじめ防止

に関する校内研修のうち、1回をスクールロイヤー、スクールソーシャルワーカー及びスク

ールカウンセラー等の専門家を講師として派遣し、具体的な事例に基づき検討する内容を

実施します。それぞれの専門家の研修を各学校が受けられるように、年度ごとに講師をロー

テーションで回し、3年間で全ての専門家による研修を受講できるようにします。 

いじめ防止対策の学校でのコーディネーター役の育成を目的としたスクールロイヤー等

による研修の実施については、今年度は、学校いじめ対策委員会の実施モデル等の周知に合

わせ、8月に学校いじめ対策委員会のコーディネーター役の設置を各学校に求め、3学期に

学校いじめ対策委員会コーディネーター研修を実施することにいたします。令和 4 年度か

らは、年度当初の 4月に実施することといたします。 

提言 3「ネット上のいじめの調査・対応のあり方の周知」については、全教員向けの悉皆

研修の中に、インターネット上のいじめ対応についての内容を盛り込みます。 

また、現在小学校 6年生向けに実施しているメディアリテラシー教育については、LINE

みらい財団の提供教材を用いて、中学 2 年生向けにも対象学年を拡大して実施します。今

年度は、中学 2 年生の授業の実施については希望制としますが、令和 4 年度以降は小学 6

年生と中学 2年生で全校実施する計画です。 

なお、これについては、八王子の子どもたちの実態や発達段階に応じたインターネットリ
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テラシー教育の実現を目指し、Google 社とのインターネットリテラシー教育のカリキュラ

ム共同開発に着手いたします。このため、今後 Google社の「パートナー自治体プログラム」

に参加し、令和 3 年度の情報教育推進委員会においてカリキュラム開発を検討事項として

協議し、令和 4 年度に抽出学校で効果検証を行い、令和 5 年度の全校展開を目指します。

Google 社には、本市の情報教育推進員会のメンバーとして参加していただきながら、包括

的かつ中・長期的な協働関係を築いてまいります。 

児童・生徒の私物の情報機器の利用状況について、日常的に踏み込んだ調査を行うことは、

特にいじめの未然防止や早期発見の段階では難しい面があります。しかし、現在市が貸与し

ている学習用端末の利用状況については、児童・生徒が、学習用端末をどのように使ってい

るのかを教員が把握し、管理できる仕組みを強化し、そのために必要な情報を緊急の悉皆研

修等を通じて各学校に提供します。 

また、学習用端末には、自殺対策のための「i-FILTER 子ども見守りシステム」を導入し、

学習用端末から自殺関連サイト等へのアクセスを試みた児童・生徒の情報が、教育指導課と

各学校の管理職宛てにアラートメールとして送信される仕組みを構築していきます。各学

校、保護者に周知の上、7月までには運用を開始いたします。 

提言 4「長期不登校の生徒についての原因調査」については、今後、年間 30 日以上欠席

した全児童・生徒については、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの専門

家が、児童・生徒の特性理解や支援の手だてについて作成する「個人カード」に基づいてケ

ース会議に参加します。臨時的・緊急的なケース会議については、スクールソーシャルワー

カーのオンラインを活用したケース会議の参加も実現できるよう、環境を整えてまいりま

す。 

また、これまで別々に管理されていた、児童・生徒の出欠状況等を把握する「個票システ

ム」及び、いじめに関するアンケートや相談できる大人がいるかについてのアンケート、日

常的な観察等から把握する「気になる児童・生徒の状況把握」の調査について、いじめ防止

対策の観点から、当該学校と教育委員会だけが閲覧・編集できるフォルダを別途作成し、指

導主事や登校支援チームがそれぞれのデータを効率的に共有できるよう仕組みを整備しま

す。 

提言 5「スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤーの配置

及び連携の強化」については、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの役割

や権限についての教員の理解について、悉皆研修の内容として盛り込むとともに、令和 3年

度中に作成するいじめ対応マニュアルに記述することで、周知を図ります。 

各学校の不登校児童・生徒の情報については、いじめ案件とともに、学校運営協議会にお

いて報告するべき内容として、校長会等で周知します。 

再調査報告書においては、スクールカウンセラーの勤務日数を増やし、学校いじめ対策委

員会への出席や家庭訪問に対応できるようにするよう提言がなされました。このため、東京

都のスクールカウンセラー追加配置基準である、267名以上の児童・生徒が在籍する学校の
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うち、東京都の追加配置対象とならない学校について、市独自の相談員を週 1日配置し、相

談業務や家庭訪問への対応を行えるようにしてまいります。 

また、スクールソーシャルワーカーについては、平成 30年に閣議決定された第 3期教育

振興基本計画の目標に準じ、中学校区に 1 名担当者を配置できるよう人員の増員を図りま

す。 

続きまして、実効性のあるいじめ総合対策を展開していくために、教員が子どもと直接向

き合う時間を確保するということについて説明いたします。 

いじめ総合対策を効果的に実行するための校務改善策として、いじめ対応のための時間

の確保と、教員業務の改善・支援を柱として、教員が子どもと直接向き合う時間の確保、い

じめ対応のための時間の確保を行います。 

このため、教育活動の質の向上のためのカリキュラムマネジメントを推進するとともに、

履修主義と習得主義のバランスを踏まえ、関係機関・地域等との連携や分担を明確化するこ

とで、校務改善や教員業務の精選を行うことを同時並行で進めます。詳細について、資料 4-

3を御覧ください。 

学校いじめ対策委員会や教員がいじめに関する記録や情報共有、対応検討のための時間

として、週当たり 1時間、年間 35時間を確保するために、全学校で、週授業時数について

28時間を上限として、教育課程の編成を行うこととします。 

教員業務の改善・支援策としては、私費会計に係る現金の取扱いや、学校行事に係る負担

等を軽減し、家庭福祉的な対応については SSWの増員によって対応強化を図るなど、教員

が子どもと直接向き合う時間を確保します。また、いじめ対応をする教員への支援として、

いじめ対策担当教員に対する校務軽減、地域人材の活用、いじめ対応を指揮する副校長への

支援を行います。 

こうして生み出した時間で、学校いじめ対策委員会を週 1 回定期的、かつ必要に応じて

臨時的に開催し、法に則った適正な実施と十分に機能させることを通して、全教員が共通理

解の下、組織的にいじめに対応することを目指します。また、教員が、児童・生徒の学校で

の様子やいじめ等への対応について記録し、情報共有し、対応を検討する時間を生み出すこ

とがねらいです。 

 このような取組を通して、再調査報告書において示された、学校のいじめ対策の課題にい

じめ対応の主体となる学校がいじめ対応に真摯に向き合うことのできる環境を作り、5つの

提言に対する取組を含むいじめ総合対策を推進してまいります。 

続いて、資料 4-2 にはこれまでのいじめ総合対策及び今回の提言に対する取組の全体像

を「八王子市教育委員会いじめ総合対策」としてまとめましたので、このことについて、鈴

木指導主事より説明いたします。 

 

鈴木指導主事 

私からは資料 4-2「八王子市教育委員会いじめ総合対策」について説明します。 
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資料 4-2を御覧ください。 

資料 4-2 は、いじめへの対応において、中核となる役割を担う「学校のいじめ対策委員

会」を中心として、学校が取り組むべき事項、市教育委員会や地域・関係機関、家庭のつな

がり、調査報告書の 8 つの提言を受けた本市の取組、また、今回の再調査報告書の 5 つの

提言を受けた本市の取組などの全体像を学校向けに示したものです。 

いじめへの対応では、学校のいじめ対策委員会が組織的かつ実効的にいじめの問題に取

り組む中核となる役割を担います。このいじめ対策委員会を中心に、家庭や地域、市教育委

員会、関係機関が連携して対応していく必要があります。そのための様々な施策や機関があ

りますが、それらが大きく膨らんでおり、その全体像を把握することが難しくなっている状

況があると考えます。そこで、資料 4-2 では①「学校が取り組むべきこと」②「市の施策」

③「学校のいじめ対策委員会と関係機関との連携」④「法の規定」をまとめて示しています。 

1点目「学校が取り組むべきこと」については、学校いじめ防止基本方針の策定、学校い

じめ対策委員会の内容の他、いじめ防止の校内研修や、いじめの未然防止、早期発見、早期

対応、重大事態への対応について、家庭への働きかけなどを示しています。 

2点目「市の施策」については、調査報告書の 8つの提言、再調査報告書の 5つの提言を

踏まえた施策の他、教員研修や、児童・生徒の出席状況を把握する個票システムについても

示しています。市の施策が、未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処など、それ

ぞれのフェーズのどこに対して実施されているものなのかを整理、明確化することで、それ

ぞれの施策の意義を再度確認し、より効果的な形で実施いただくことを狙いとしています。 

3点目「学校のいじめ対策委員会と関係機関との連携」においては、学校いじめ対策委員

会を中心として、市教育委員会の様々な施策、教員研修などを図示し、スクールソーシャル

ワーカーやスクールロイヤーなどとの連携・支援を示しています。 

また、学校いじめ対策委員会を支援する地域や保護者の代表で構成される学校サポート

チームや警察、子ども家庭支援センターなどの地域や関係機関との連携を図示しています。 

4点目「法の規定」については、いじめへの対応においては、いじめ防止対策推進法や条

例などの法の規定に基づいて対応することが必要です。再調査報告書においても、法違反の

不作為が繰り返し指摘されており、学校が取り組むべきことが法にどのように位置づけら

れているかを明記するようにしています。 

最後に、本日追加配布した資料 4-4をご覧ください。 

「八王子市教育委員会いじめ対応マニュアル」の作成について、その内容と今後のスケジ

ュールについて報告します。 

1 の趣旨にあるように、「八王子市教育委員会いじめの防止等に関する基本的な方針」が

策定されてから 3年が経過し、この「基本的な方針」に基づいて本市のいじめ対策や各学校

でのいじめへの対応を進めているところです。一方で、「基本的な方針」やいじめ防止対策

推進法等の法を十分に理解していない いじめへの対応により、いじめへの対応が長期化す

る事案も散見されます。法に基づいたいじめへの対応を一層確実に行うことができるよう
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にするために、「基本的な方針」の内容を踏まえて、全ての事案について、全ての学校が法

に基づいたいじめへの対応を行うためのマニュアル作成を進めてまいります。 

いじめ対応マニュアルの作成は、八王子市のスクールロイヤーを中心に、4名の弁護士を

作成委員として委嘱して進めてまいります 

内容の構成ですが、裏面を御覧ください。こちらはスクールロイヤーから内容の構成案と

して提示されたものです。この対応マニュアルでは、「基本的な方針」に示されている法に

基づいて教育委員会や学校が行わなければならないことを、具体例や様式の見本などを示

していく予定です。学校いじめ対策委員会の開催頻度、対策委員会の議事録に盛り込む事項

と保存、いじめに関わるアンケートの保存、学校調査の内容と報告書に盛り込む内容、重大

事態の判断等、学校や教育委員会がいじめに適切に対応していくための実効的なマニュア

ルにしていきます。 

また、本対応マニュアルの作成に合わせ、「基本的な方針」の「Ⅳ その他、いじめの防

止等のための対策に関する重要事項」に基づき、いじめの防止等に向けてより効果的な取組

を実施するため、「基本的な方針」の見直しも合わせて行っていく予定です。 

資料 4-4表面にお戻りください。今後のスケジュールとしては、いじめ問題対策委員会へ

の報告・協議、教育委員会定例会での懇談、協議、総合政策会議での協議等を経て、年度内

に学校へ周知ができるように進めてまいります。 

 

松田委員長 

 ありがとうございました。それでは再調査報告書に提言がございました 5 つのいじめ対

策というものを、よりどう具体化していくかということをかなり詳細にいただいたところ

でございます。今の報告を受けまして、皆さんの方で少しご質問ご意見をいただきながら、

進めてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。ちょっとした質問等でも結構ですので、

いただければと思います。 

 

後藤委員 

 今回初めて参加させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今、A3の

用紙を 3枚、説明いただきましたが、その中でお聞きしたいことがあります。2枚目の真ん

中にある学校いじめ対策委員会、これは学校の先生だけで構成されるんでしょうか。 

 

鈴木指導主事 

 基本的には学校の先生方、それから心理の専門家ですね、学校ではスクールカウンセラー

等が構成員として入って組織されることになっております。 

 

後藤委員 

 例えば、そこに地域の人が関わるようなことができないということですか。学校運営協議
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会委員とか。 

 

鈴木指導主事 

 入っていただくことは可能です。 

 

後藤委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

北川統括指導主事 

 基本的な方針の 15ページの（2）「学校いじめ対策委員会」の設置のところに学校の規定

と条例の規定があって、その下です。ア 設置に関する留意点ということで（イ）校長、副

校長、スクールカウンセラーを中心に、複数の教職員と学校の実情に応じた人選により構成

します。ということでこういう表現ですので、入ることは可能です。具体的にということが

求められるので、こういったことが明確になるようにマニュアルを策定していきたいと思

います。 

 

後藤委員 

 できれば各学校に学校運営協議会が設置されていますけど、学校運営協議会になってい

る人たちは守秘義務がありますので、この対策委員会の中に入られても問題はないんじゃ

ないかなって気がしているので、是非そういう人たちも入れるようにしていただければあ

りがたいかなと思います。 

 それとあと 2 点ほど質問なんですけど、先ほどの A3 の用紙の 3 枚目のところの一番下

のところですかね、副校長がいじめのすべての事案に関与し、というふうになっていますけ

ど、いじめに対応されるのは、校長先生ではなくて、副校長先生が主になるのは、なんでで

すかね。 

 

山崎指導主事 

 主になるというよりは、副校長先生が生活指導全般のことの具体的な事案に対して、教員

たちとしっかりと管理しながら、進めていきたいということでここに記載をしております。 

 

後藤委員 

 それは校長先生ではダメなんですか。 

 

山崎指導主事 

 もちろん校長も事案を把握し、それについて連携を行いながら、進めてまいります。 
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後藤委員 

 なんで副校長なのかが聞きたいんですけど。 

 

北川統括指導主事 

 副校長先生の通常業務の多忙というところが指摘されていますので、なかなか電話対応

だとか、事務処理だとか、そのようなものがあって、機動的にできないっていう声が現実に

ありますので、副校長先生のそういった業務を支援することで本質的なこのいじめの対応

に対して、指導、助言できるという措置を策として入れています。 

 

後藤委員 

 分かりました。あともう一点なんですけど、学校いじめ対策コーディネーターというのは、

教員がなられるんですか。 

 

鈴木指導主事 

 コーディネーターに関しては、教員の中から選んでいただいて、いじめ問題対策委員会の

運営に関して中心的にコーディネートしていただくということで教員を想定しております。 

 

後藤委員 

 その教員はどうやって選任されるんですか。 

 

鈴木指導主事 

 学校ごとに選んでいただくことになると思うんですけど、おそらく実態としては生活指

導主任の先生などがなられることが多くなるのではないかなというふうに考えています。 

 

後藤委員 

 先生方、今でもすごく忙しいんですけど、さらにその役割が増えることによって、先生方

の負担がまた増えるんではないのかというのが心配なんですけど、その辺はどのように考

えているんでしょうか。 

 

山崎指導主事 

 その懸念がございますので、この 5 つの提言に対する取組ということを推進していくに

あたって、その前提として先生方が子どもと直接向き合う時間をしっかりと確保していく

ための今回の提案でございます。例えば、コーディネーター役になられる先生方への軽減措

置ということで考えると、下の段に記載させていただきましたが、例えば生活指導主任がな

られる場合には生活指導副主任を置くとか、あとはクラブ活動、委員会活動、総会、生徒会

活動の担当、部活動の顧問等を免じるとか、それはそれぞれの学校の実態に応じてですね、
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そのコーディネーター役になるということに対するその軽減措置というものを検討して進

めるということを考えております。 

 

後藤委員 

 それは学校裁量になるということですか。 

 

山崎指導主事 

 学校の実態がそれぞれあると思いますし、コーディネーター役になられる先生方も校内

の役割というのも学校の実態に応じて、様々な状況があるかと思いますので、学校での判断

を尊重したいと思います。 

 

後藤委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

松田委員 

 その他いかがでしょうか。 

 

中村委員 

 資料 4-1でご説明いただいた子ども・児童への配布タブレット、自殺関連サイトへの紹介

をした子どもの情報はアラートで教育委員会等へ連絡がいくというご説明があったと思う

んですけど、これをもう少し具体的に教えていただきたいです。この内容は保護者と児童・

生徒へも周知されるものなんですか。 

 

山崎指導主事 

「i-FILTER 子ども見守りシステム」に関しましては、例えば、自殺関連サイト等への

アクセスを学習用端末によって、児童・生徒が試みた際に、試みたアドレスをアラートメー

ルとして通知させる仕組みです。それをどのように子どもたちの見守りに活かしていくの

かということについては学校と教育委員会が検討しながら、個別の支援に活かしてまいり

たいと思います。 

 

中村委員 

 その子の個人的な情報が教育委員会の方にいくというわけではないですか。 

 

山崎指導主事 

 誰がそういうところに関して、アクセスを試みたのか、その背景には心の状態が不安定に

なっていることがあるかもしれない、そういったものを市が対応している公の機器の学習
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用端末によって見守ることができる、そういう趣旨でございます。 

もちろんそれ以外の人に対して、情報が漏れることはありません。 

 

中村委員 

 逆に照会がありましたよというような情報は学校の方へ情報が戻るということはあるん

でしょうか。 

山崎指導主事 

 学校にも通知がされるように仕組みを構築しています。 

 

中村委員 

 ありがとうございます。 

 

後藤委員 

 保護者にはいかないんですね。 

 

山崎指導主事 

 保護者の方には直接はいきません。 

 

北川統括指導主事 

 こういったシステムがあるということは保護者にはお知らせします。一人一台配布して

いる端末は教育委員会が配布しているものですので、その管理の中において、その端末で自

殺サイトにアクセスした場合は教育委員会の事務局と学校の方にアラートがいって、それ

に基づいて、必要な支援をするというふうになっております。 

 

大塚委員 

 今のアラートの関係ですけど、保護者の方はご自身のお子さんがアラートで学校の関係

者や教育委員会の方に知られたっていう、通知があったということを自ら積極的に開示を

求めることはできるんですか。 

 

鈴木指導主事 

 学校が、お子さんが自殺を検索するようなサイトにアクセスをしてるという情報が学校

に入った段階で、その学校が支援をしていくことになると思うんですけど、その支援をして

いく段階で当然家庭での見守りであるとか、家庭と連携した支援ということが必要になっ

てくると思いますので、その支援の一つとして保護者にその情報をお知らせして、連携をし

ていくということはあるのかなと思いますけど、システムとして保護者に直接行くという

形ではないです。 
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大塚委員 

 そうすると現在想定されている仕組みとしては、保護者の方にお伝えするかどうかも踏

まえて、学校側と教育委員会側の判断になるんですね。 

 

鈴木指導主事 

 はい、そういう形になると思います。 

 

大塚委員 

 分かりました。 

 

竹本委員 

 保護者の方が知りたいって思われる気持ちは十分に分かるんですけど、子どもがそうい

う気持ちになっているところには家庭での問題、親子間の問題というのが入っている場合

も往々にしてあるので、一概に親に知らせることがいいのかっていう問題は慎重に考えた

ほうが良いと思います。一部の人に知らせて、必要があれば、知らせるという形にしておく

ほうが、ベターな場合もあるんじゃないかと。当然しっかりした親のところに知らせるとい

うのは大切だと思うので、そういう場合であれば、学校の方で判断して知らせるでしょうし、

親に直接知らせるんではなくて、まずは子どもを保護してからという形をとったほうが良

いと思います。 

 

高野委員 

 今のご意見とてもよく分かるところですし、もしお知らせするとすると、その後どうする

のかということも考えた上で、お知らせするだけでお知らせしっぱなしというのはとても

危ないと思うので、こういった知らせがきて、こういうサイトを見てというのが分かったと

したら、そのあとその子に対して、どういうふうにしたほうが良いのか、保護者の方にお知

らせした後に保護者の方も動揺されるでしょうし、その保護者の方にどう学校側がサポー

トされるのかっていうこともあらかじめ見通した上で丁寧にお伝えしていくっていうこと

を、考えた上でお知らせするっていうことが必要なんじゃないかなと感じました。 

 

北川統括指導主事 

 実はこのシステムはさいたま市のほうで既に運用されているんですが、この記録をみる

と、導入をしてから運用をし始めたら、自殺サイトへの子どものアクセスが減ったという記

録が書いてあります。本当に目的はそういうことなのか、子どもがその思いになってしまっ

たときにアクセスしたものが知らされる、それに対して、その後どういうような対応するの

かっていうことが大事なわけで、今私たちが把握をしているさいたま市の運用の中にはま

だそこの部分まで具体的にはなっていなくて、そういったアラートを受け取った後にどう
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いう対応が具体的に必要なのかは探りながら対応していく必要はあると思います。 

 

竹本委員 

 ついでにといってはあれなんですけど、子どもといじめ問題で向き合う時間を作るとい

う施策を書かれていたと思います。私もこの委員会で出させていただいて、3年目くらいに

なると思うんですけど、これをやりますやりますという形のご報告は必ずいただいている

んですけど、この時間を作るということに関して言うならば、サポートする人を増やすので

はなくて、思い切ってこういうことをやめますとか、これまでやってきたこの施策について

はこういう形に変えますとか、こちらをやめてこの形に変えますというような提言はあま

り聞いたことがないので、人を増やすとか、サポートする人も時間をとられる、他の業務を

やらなければいけないという形になるということで、負担だけが増えていっているような

気がしてならないので、こういう場合はこれをやめて、これをやりますというような形のご

提言をいただけるほうがより具体的になるんじゃないかという気がします。非常に素晴ら

しく、練り上げられた内容だとは思いますけど、自殺のことに関して言わせていただければ、

ここはいじめ問題の対応をする場ですけど、必ず子どもが自殺したくなる場合って別にい

じめがあったからではなくて、そういう気分になるっていうのはいろんな問題、その他の問

題もあるので、いじめ問題に関して、週 1時間、年間 35時間、これが果たして正しいとい

うか、いじめ問題だけに対応するための時間とすれば、これで十分という話なのかもしれな

いですけど、子どもの自殺とかいう問題に対してやるのであれば、全然足らないという話に

なると思いますし、そうすればもう少し、そういう問題に対して、向き合える時間というの

を先生方につくって差し上げるほうがより有意義になるんじゃないかと思います。 

 

松田委員 

 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。今までのご議論ですね、とくに具体的

に策として、非常に細かく、考えて下さっているというところと、一方でこれを実際に学校

現場等でですね、運用していくときに先生方のご負担や実際の動きというものが本当に見

通せるのかというあたりでの、ご意見をいくつかいただいたところかなと思います。今後マ

ニュアル等を作って、さらに一歩踏み込んで、具体的に示していこうと教育委員会の方もな

さっているというふうにご報告いただいておりますので、ここでのご意見を是非また活か

していただく形でこの委員会もですね、それをご報告いただいたり、ここでの議論が繋がっ

ていくようにですね、続けることができればなって聞いていて思ったところでございます。

アラートの問題はシステムとして、全員に対して、そういう仕組みで動いていくっていうも

のでございますので、そういう意味ではここで出たご意見、二方向ありましたけど、様子を

見ながらですね、まず第一歩ということでのご提言かなと思っております。 
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後藤委員 

 報告書の方の話なんですけど、再調査報告書を詳細にまとめていただきましてありがと

うございました。本当にやっぱりショックだったのは、あの当時にもいじめ対策委員会って

いうのが学校にあったんですが、まるっきり機能していなくて、学校運営協議会には報告が

一言もあがってこなくて、あの事件があったときに初めて知ったんですね。それまでの学校

の中での経緯も初めてそのときに知ったような状態だったので、学校のトップが変わると、

学校の雰囲気っていうのは変わるのは当然なんですけど、それがですね変わったとしても、

ちゃんとこういう委員会がどこの学校でもいつでもちゃんときちんと機能するようにして

いっていただきたいなっていうのが一番の思いです。 

それと、今現在ですね、スクールソーシャルワーカーとかスクールカウンセラー、週 1回

とか月 2 回とか学校に来てますけど、やはり先生方の負担を減らすのであれば、そういっ

た専門職の方々を毎日常駐にしていただきたいなっていうのを強く思っています。学校で

はですね、日々相談できる大人がいるとかいないとかのアンケートをとっていますけど、や

っぱり何か自分に困ったことがあった時に例えば親には心配させたくないから話をしない

とか、友達とか先生とかもそうですけど、なかなかそういうのが話しずらい思春期の状況と

かもあると思うので、もっと養護の先生に頼る子たちも結構いますけど、そうではなくて、

やっぱり専門知識がある方がですね、学校に常駐していて、いつでも相談できるような環境

を作っていただきたいなと思っています。 

あとは学校の先生方の意識がもう少し子どもたちのほうにきちんと向いてほしいなと思

います。この当時の顧問の先生とか精一杯対応されていたんですけど、やはり組織になった

ときにそういった先生方の努力も、言葉が悪くて申し訳ないんですけど、消されてしまうと

いうか、潰されちゃう組織だったのかなっていう気がとてもしていて、そういう空気をやっ

ぱり教育の場として、変えていっていただきたいなっていうのを本当に思います。各々の先

生方のアンテナが高くないと、やっぱり子どものちょっとした変化に気が付かないと思う

んですよ。そういった中で潰れていっちゃう子どもたちもいると思うんですよ。もちろん生

活の面とか、精神的な面で支えなくちゃいけないのは、保護者であるのは間違いないんです

けど、やはり一日の大半を過ごす学校の場でも、少しでも目をかけてもらえるというところ

が、やっぱり大事になってくると思うので、そういった学校と親との連携を上手くしていっ

ていただきたいので、学校の組織としての体制をもう一度見直していただきたいなと思い

ます。 

この報告書が出たときに次の週だったかな、すぐに学校運営協議会で話し合いがもたれ

ました。その時にですね、今いる先生方はその当時の先生方とほとんどが変わってしまって、

この事件が風化していっているんですね、うちの学校の中でも。これがあったときに、ネッ

トのことに対してとかも、何か保護者に発信してほしかったんですけど、子どもたちは今の

生活が大事だから、何も特には発信しないっていう話だったんですけど、せめてですね、こ

の報告書にもありますけど、ネットでの希死念慮とか、親に見えない目に見えないところの
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問題もやっぱりあると思うので、そういうような啓発とかももっと学校でしていっていた

だきたいなと思って言ったんですけど、なかなかその辺が通じなかったんですね。なので、

もうちょっと意識をいろいろなことに目に見えるものだけじゃなくて、ネットのこととか

にも親にも学校から問いかけていただきたいし、先生方にも、今も意識は高いんだと思うん

ですけど、少しだけアンテナを高くしていただきたいなとすごく思っています。 

 

松田委員 

 ありがとうございます。この再調査報告書に関わってですね、ご意見いただきましたけれ

ども、委員の皆様方でご意見いただけたらと思いますけど。 

 

守屋委員 

 資料 4-3ですけど、週の授業時間を 29から 28に減らして、そこから生じた 35時間とい

うのを有効に活用するのを保護者の方に納得してもらわなければいけないと思うんですね。

これは学校いじめ対策委員会にあてるってあるんですけど、学校いじめ対策委員会に出て

るのは教員の中で 4、5名かなと思うんですけど、その他の先生たちが子どもたちにどうい

うふうに寄り添っていくかということで二者面談をやるとか、個人ノートの交換の一筆を

書くとか、そんなことを考えられるんですけども、先生たちがどのような内容のことをする

ことを想定しているのですか。 

 

山崎指導主事 

 ありがとうございます。今ご意見いただいたように、例えば生み出した時間で、学校いじ

め対策委員会を実施する裏で日常的に気になる生徒の面談をローテーションで回していっ

たりとか、あるいは記録の時間ですね、どうしても日々業務に追われて、必要事項を記録し

て次の支援にいくという時間をなかなか取れないという現状もありますので、そこの部分

をきちっと位置付けていく。また情報交換の時間、これは情報交換としては学校いじめ対策

委員会以外のところでも、例えば空き時間での情報共有や部活動の顧問同士の情報共有、そ

ういったことが考えられると思います。いずれにせよ、そこで生み出した時間をいじめ対応

という時間で活用していただけるように各学校には伝えていこうと思います。 

 

竹本委員 

 別に否定的な意味ではないんですけど、スクールロイヤー制度ということで専門家の方、

弁護士さんだと思うんですけど、学校に入れられるというか、ただ法律の問題っていうのは、

結構責任論とかそういうところに行ってしまいがちで、専門家の方に相談したがために、踏

み込めるものが踏み込めなくなったりとか、責任問題になったりとかしないのかなってい

う懸念があります。そのスクールロイヤーっていう法律の専門家だから、学校のことが詳し

い訳ではないので、そのスクールロイヤーとして指定される方には要件とかそういうもの
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はどう考えているんですか。弁護士の先生 2 人もいらっしゃるので、否定的なことを言う

つもりは全くありません。 

 

片山副委員長 

 八王子市さんからは弁護士会多摩支部の方に推薦依頼をいただいています。弁護士会の

中で子どもの権利委員会の中で人選をして、適切だと思われる弁護士を担当者として推薦

する形になっています。どうしても多摩支部が支部なものですから、実際に推薦をするのは

東京にある本会なんですけど、人選自体は多摩支部の中の子どもの権利に関する委員会で

行っております。 

 

大塚委員 

 マニュアルの関係でお伺いしたいんですけど、今スクールロイヤーの皆さんに作ってい

ただいているマニュアルについて、今後のスケジュールっていうことで記載いただいてい

ますけれども、これの内容については今日は目次だけで今後おそらく案文みたいな内容が

できてくると思うんですけど、それについて本委員会について、協議をして質問であったり

とか、内容についての意見を申し上げる場があると思うんですけど、実際に作成していくス

クールロイヤーの皆さんって 4名中心ということですけど、その方々と直接内容について、

ご議論を申し上げる場は今後予定されているんですか。 

 

鈴木指導主事 

 今のところは、スクールロイヤーに来ていただいて、例えば直接ということは想定はして

いないです。 

 

大塚委員 

 そうすると、スクールロイヤーの皆さんに作っていただいたマニュアルについて、こちら

で内容を見て、この場で 12月とかに協議とかをして、意見を申し上げるというような想定

ですか。 

 

鈴木指導主事 

今ですね、現在進めていただいているんですけど、その段階でこちら側と話を進めながら、

進めていただいています。学校から出てきた、こういうところはちょっと困ってるとか、こ

ういうところは判断がしづらいとかっていうことも伝えながら進めていただいているので、

今日いただいたご意見とかも適宜お伝えしながら、作っていただく流れになるかと思いま

す。 
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大塚委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

守屋委員 

4-1の提言 5なんですけど、実はスクールカウンセラーの勤務は週 1回なんですね。それ

ですでに特別支援の校内委員会、さらに学校いじめ対策委員会、1年生の全員面接、保護者

の面接、教員からの相談っていう形で受けてきて、同じ日にやらないと設定できないという

ことで、提言 5 にあるように市独自の相談員の配置とあるんですけど、もう一人配置して

いただけるということでしょうか。 

 

北川統括指導主事 

 提言にあるように SCの勤務日を増加するとあるんですが、なかなか難しいですので、市

独自で相談員を配置するという方向で今記載しています。ただこれは人のこと、お金のこと

ありますので、現在調整をしています。市の独自の相談員が配置できれば、その都度できる

だけ学校に配置して、相談しやすいし、訪問もできるようなイメージでいますけど、調整中

です。 

 

守屋委員 

 スクールカウンセラーということではないんですね。相談員という形で人の配置を考え

ている。 

 

北川統括指導主事 

 スクールカウンセラーについては、都の事業で都からの配置になっていますので、これを

単純に一日増とするのは、現実的にはなかなか難しいということは分かっています。その時

点で市独自の相談員であれば、この提言に合わせたような運用というか、そういったことも

まとめていく上で、現在検討、調整しているところです。 

 

松田委員長 

 それでは時間の方も少し次の議題に移る時間になってきたかと思うんですけど、最後に

といいますか、これに関して一言ございましたら、お願いしたいですけど。 

 

高野委員 

 スクールカウンセラーの話が出ましたので、先ほど常勤あるいは常駐ということで、もし

そのようなことが実現したら、個別の相談だけではなくて、予防のための心理教育ですとか、

あとは学校全体のマネジメントですとか、あるいはこちらにコーディネーターを教員の方

が兼務される訳ですけど、それへのサポートですとか、今起きた問題に関わらず、今後に向
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けて、組織の中に入って、貢献できるなと思っていますので、相談件数が増えるってことで

はなく、それ以外の効果が大きいと思いますので、予算とか人員とかのこともありますけど、

将来的にはそうなっていただけると心理職としては大変ありがたいなと思います。 

 

北川統括指導主事 

 スクールカウンセラーのコーディネート力とか、そういった対応力を高める意味では実

は学校心理士スーパーバイザーを活用した研修というものを、すでに実施しておりまして、

昨年度は年間 10回計画をしていました。ただコロナの関係があって、5回になりましたが、

学校心理士スーパーバイザーは 5 名の先生方をお招きして、スクールカウンセラーを対象

とした研修をして、更に対応力を高めるという研修も計画しておりまして、今年度も計画し

ております。内容の方も充実させていって、専門家の活躍をもって、さらに学校の対応も充

実させられるように進めていきます。 

 

徳丸委員 

 本校の場合を例にしながら、小学校の実態をお話ししたいと思います。このコロナ禍で八

王子市は先んじて一人一台端末をどの地域よりも早めにいただきました。１年前を思い出

しますと、今、子どもたちは、すべての学級でつかっているんですが、想像もつかなかった

です。先生方も一生懸命研修を受けて、子どもたちに指導しています。 

 ですので、その時に情報モラルについては学校の課題となっています。保護者への周知も、

先ほどお話があった通り、コロナ禍で、例えば講演会などはなくなってしまったものですか

ら、少し手薄なところがあります。本校では保護者会の前にこういった端末の使い方、SNS

への注意喚起をプリントとして出す予定です。 

 ゲーム機がいじめの発端となる事例もあります。これは端末とは違うんですが、そういっ

た情報モラルを気を付けていくように学校と保護者が一体となって、注意喚起を促してい

きたいと思っております。 

 

松田委員長 

 再調査報告書の提言ならびに、その提言を受けた取組ということで、大変いろんな観点、

視点からご意見いただきまして、ありがとうございました。これは基本的に学校の現場や教

育委員会とか、保護者の皆さん、地域の方々、その他子どもに関わる方々、立場の違いがあ

るからこそ、皆さんで議論をして子どもたちのいじめを許さない環境っていうのを作って

いこうという。ですので、どう乗り越えていけばいいかというのを基本的にみんなで考える

っていうので、行われている会議だと思いますので、今日のご意見、多様な視点から重要な

ことも多かったと思いますので、それぞれで受け止めていただいたり、もちろん教育委員会

の方でも今日いただいたご意見を活かしていただきながら、次に進めて下さると思います

ので、そういう形で継続的に続けていければと思います。本当にありがとうございます。 
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 それでは次に（3）に移らせていただきます。市立学校における案件についてでございま

す。この案件は個人情報を含む内容となるため、非公開という形にしたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それではここからの議事は非公開という形で進めさせていただければと思います。 


