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《市政モニターの属性》 

                         （太枠内は今回の回収数） 

全 体 
郵送 Ｅメール 合計 

67 65 32 31 99 96 

性 

別 

男性 28 27 18 18 46 45 

女性 39 38 14 13 53 51 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 14 14 7 6 21 20 

３０歳代 10 8 9 9 19 17 

４０歳代 9 9 4 4 13 13 

５０歳代 7 7 5 5 12 12 

６０歳～６４歳 4 4 0 0 4 4 

６５歳以上 23 23 7 7 30 30 

地 

 

区 

中 央 
21 20 8 8 29 28 

（本庁地区） 

西南部 
8 8 2 2 10 10 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
11 10 9 9 20 19 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
16 16 6 6 22 22 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
7 7 4 3 11 10 

（由井･北野地区） 

北 部 
4 4 3 3 7 7 

（加住･石川地区） 

                             （辞退者が１名生じたため、定員は 99名。） 

※ アンケート実施期間：平成 28 年８月 29 日から平成 28 年９月 12 日まで 

※ 回収率： 97.0％（小数点第２位を四捨五入） 

※ 回答は各質問の回答者数(ｎ)を基数とした百分率（％）で表示した。（百分率は、小数点以下第２位を四

捨五入して算出してあるため、合計が 100％にならない場合がある。また、複数回答の場合は、回答比

率の合計が 100％を超える場合がある。） 

※ 割合の表現については、以下の表記を基本とする。 

 ＜例＞ 

表記 ４割 約４割 ４割強 ４割台半ば ５割近く ５割弱 

割合 40.0% 40.1～40.9% 41.0～43.9% 44.0～45.9% 46.0～48.9% 49.0～49.9% 

  また、質問における選択肢を統合し、『 』を用いて記述している場合がある。 

 ＜例＞「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を統合して『そう思う』。 

※ 自由記述の番号は、通し番号でありモニター番号ではない。 

※ 自由記述の表現はできる限り原文のまま記載しているが、アンケート全体で統一するため、一部表現を修

正している。また、特定の個人、団体への誹謗中傷につながる内容や企業の営業活動に影響するもの、根

拠が明確でないものなどは、一部削除・修正した。 
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このたびは市政モニターをお引き受けいただきありがとうございます。 

市政モニター制度は、市政に関するアンケート調査を通じて、市民の皆さんのご意見を

伺い、市民と行政の協働によるまちづくりを進めていくための制度です。 

このアンケートの結果は、市民の皆さんの思いを統計的にとらえるとともに、自由記述

についても分析し、今後の市政運営の基礎資料として活用いたします。 

 

今回のテーマに関する質問の前に、八王子市民としてのあなた自身のことについてお聞

かせください。 

 

 

 

問１ 現在あなたに配偶者（夫または妻）はいらっしゃいますか（事実婚も含みます）。 

            （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

いる 67.7 

いない（離別）  2.1 

いない（死別）  1.0 

結婚したことはない（未婚） 29.2 

 

 

 

問２ お子さんは何人いらっしゃいますか。同居・別居は問いません。   （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

いない 42.7 

１人 12.5 

２人 31.3 

３人 12.5 

４人  0.0 

５人以上  1.0 

 

  

あなたご自身について 
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【問２で「１ いない」以外をお答えの方に】 

問２-１ お子さんがいらっしゃる方におたずねします。お子さんは次のどの段階にあてはまりま

すか。          （あてはまるものすべてに○） 

（n＝55） 

 
構成比(％) 

０歳～小学校入学前 14.5 

小学生 14.5 

中学生  3.6 

高校生  9.1 

大学生（専門学校等を含む）  9.1 

学校教育終了（成人・社会人など） 65.5 

その他  3.6 

無回答  1.8 

【その他】 

・ 大学院生 

・ 主婦 

 

問３ 現在、一緒に暮らしているご家族は、あなたを含めて何人ですか。   （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

１人  9.4 

２人 32.3 

３人 29.2 

４人 17.7 

５人  8.3 

６人  2.1 

７人以上  1.0 

 

問４ あなたの世帯は、次のように分類した場合、どれにあたりますか。   （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

配偶者とふたり暮らし（事実婚も含む） 29.2 

自分たち夫婦と未婚の子ども（または、自分と未婚の子どもなど） 28.1 

親と自分のみ（または、親と自分と兄弟・姉妹など） 24.0 

ひとり暮らし  9.4 

三世代（例えば、自分たち夫婦と子どもと孫、親と自分と子どもなど）  5.2 

自分たち夫婦と子ども夫婦（または、自分と子ども夫婦など）  2.1 

親と自分たち夫婦  2.1 

その他（四世代など）  0.0 
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問５ あなたは、八王子市に住んで何年になりますか。     （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

１年未満  1.0 

１～５年未満 11.5 

５～10年未満  4.2 

10～20年未満 24.0 

20～30年未満 17.7 

30年以上 41.7 

 

 

【問５で「１年未満」または「１～５年未満」とお答えの方に】 

問５-１ 居住地に八王子を選んだ理由と、お住まいになっての感想をお聞かせください。 

（自由記述） 

理由 

＜問１で「１年未満」の回答者＞ 

・ 大学進学のため。 

 

＜問１で「１～５年未満」の回答者＞ 

・ 大学進学のため。（２件） 

・ 結婚し、妻の実家の近くのアパートに住むため。  

・ 社宅の都合で。 

・ 職場からの交通の便が良かったため。 

・ 住宅購入時の条件が合い、通勤、通学にも便利が良かったから。 

・ これと言った理由は見つからないが、住み心地が良さそうに思ったから。 

・ 定年退職を機に世田谷区の借家から一戸建てを購入する際に、八王子市を選択した。 

・ 夫の地元の北海道にまちなみが似ていたため。交通の便が良さそう。 

・ 夫の勤務地に近く、JRを利用できるため都心へのアクセスもしやすい。また大きな市として

発展しており、生活をするのに利便的にも良いと考えた。 
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感想 

＜問１で「１年未満」の回答者＞ 

・ スーパーが全然ないから不便。 

＜問１で「１～５年未満」の回答者＞ 

・ 公園が多い（遊具のある）ので、子どもが遊ぶために便利。通勤も電車に座れるので助かる。 

・ 自然が多く残っている。 

・ 自然が多く、非常に住みやすいと感じている。 

・ 自然が多く、ゆったりとしていて住みやすいと思う。 

・ 楢原町に住んでいるが、道幅が狭くて歩行などに気を付けている。近所の細い生活道路は雨

が多い日は冠水する。駅周辺は近代的だと思ったが、想像よりあまり住み心地は良くない。

地域にもよるのだろうか。駅からバスで 30分程なので。 

・ 自然環境は以前と比較して大変良くなり、孫が遊びに来ても公園等で遊べる点が良い。 

・ 週末遊びに行く場所も多く、買物や生活がとてもしやすい良いまちだと思う。 

・ 住みやすく、また、地域交流も盛んでとても良い。 

・ インフラ、衣食住が充実しており非常に満足している。 

・ 八王子駅周辺は商店も多くにぎわっており、また１年を通した行事など、市を活性化してい

こうという意気込みが感じられた。利便性もよいが、繁華街の近くに住んでいるため、治安

面において少々不安だと感じることがある。 
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問６ 今回、市政モニター制度への参加を決めた一番の理由は何ですか。    （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

協力依頼が届いたから 76.0 

謝礼があったから 11.5 

市政に関心があったから 10.4 

今回のテーマに関心があったから  2.1 

その他  0.0 

 

 

 

 

 

 

問７ あなたは、市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」を知っていますか。 

（○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

内容まで知っている  1.0 

名前だけ知っている 25.0 

知らない 74.0 

 

 

 

 

 

  

※「八王子ビジョン 2022」とは… 

2022年までの市の進むべき方向を定めた八王子市の基本構想・基本計画。 

184名の市民で構成された市民会議の素案を受け、平成 25年 3月に策定。構想・計画の大き

な柱は「人とひととの支えあい、つながり」と、市民・行政の互いの役割と責任ある行動による「協

働」。 

市では、市民の皆さんとの協働により、人々が集い、憩い、学び、働き、安心して暮らしていける

「活力ある魅力あふれるまち」の実現に取り組んでいます。 

 

今回、市政モニター制度への参加を決めた一番の理由を聞いたところ、「協力依頼が届い

たから」が８割近く（76.0%）と最も多く、次いで「謝礼があったから」が１割強（11.5%）

であった。 

市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」を知っているか聞いたところ、「知ら

ない」が７割台半ば（74.0%）と最も多かった。「内容まで知っている」（1.0%）と「名前

だけ知っている」（25.0%）を合わせた『知っている』は３割近く（26.0%）であった。 



  

  

7 

 

モニター№ 

 

 

 

行財政改革部 情報管理課 

 

市では、「八王子市地域情報化計画 平成 25～29年度」を策定し、情報化の推進に取り

組んできました。この３年間に、情報通信技術（ICT）は目覚ましく発展し、現在では、様々

な形で ICTが日常生活に溶け込んでいます。今後、東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会やマイナンバー制度など、ICTに関連する社会環境の更なる変化が予想さ

れることから、現行計画の終期に先立ち、新たな情報化施策の方向性を検討していきたい

と考えています。 

そこで、市民の皆さんから市の「情報化施策」や「電子化を進める分野」についてご意

見をお聞きし、今後の情報化施策を推進するための基礎資料として活用いたします。 

 

問１ 普段利用している情報機器は何ですか。               （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

スマートフォン 66.7 

ノートパソコン 59.4 

デスクトップパソコン 32.3 

携帯電話（フィーチャーフォン） 29.2 

タブレット端末 27.1 

ゲーム機器 10.4 

その他  0.0 

 

 

 

 

問２ 普段インターネットを使う頻度はどの程度ですか。           （○は 1つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

ほぼ毎日 72.9 

週３～５回程度 11.5 

週１～２回程度  4.2 

月１～３回程度  7.3 

全く使わない(→問５へ）  4.2 

 

 

 

  

テーマ１ 「電子自治体に求めるもの」について 

普段利用している情報機器について聞いたところ、「スマートフォン」が７割近く（66.7%）

と最も多く、次いで「ノートパソコン」が６割弱（59.4%）であった。 

普段インターネットを使う頻度について聞いたところ、「ほぼ毎日」が７割強（72.9%）と

最も多く、次いで「週３～５回程度」が１割強（11.5%）であった。 
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※１ LINE（ライン） 

LINE Corporationが提供する、無料で通話やメールができるコミュニケーションサービス。 

※２ Twitter（ツイッター） 

Twitter, Inc.が提供する、ツイートと呼ばれる 140 文字以内の情報を投稿・閲覧するサービ

ス。 

※３ Facebook（フェイスブック） 

Facebook, Inc.が提供する、現実にいる知り合い同士が実名を前提にインターネット上で交

流することを目的としたサービス。 

※４ ＳＮＳ 

Social Networking Service（ｿｰｼｬﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ）の略。社会的なつながりを作り出せ

る上記のような各種サービスのこと。 

 

いずれも、パソコンやスマートフォン、携帯電話などインターネットを利用できる環境にあれ

ば、無料で閲覧できます。 

問３ 普段インターネットを使う目的は何ですか。             （○はいくつでも） 

（n＝92） 

 
構成比(％) 

ホームページの閲覧（情報の収集） 84.8 

電子メールの送受信 64.1 

地図情報サービスの利用 63.0 

LINE(ライン)（※１）、Twitter(ツイッター)（※２）、 

Facebook(フェイスブック)（※３） などの SNS（※４） 
55.4 

ネットオークション・ショッピング（電子書籍の購入を含む） 46.7 

動画の閲覧 46.7 

チケット・施設などの予約 35.9 

ネットバンキング 21.7 

オンラインゲーム 18.5 

その他  8.7 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 調べ物（２件） 

・ 電車運賃、時刻表、乗換案内 

・ ファイナンス関係、株や投資信託の売買等、株取引 

・ 子どもに持たせている GPS端末の位置情報を、地図情報サービスから見て安否を確認するため。 

・ ニュースアプリによるニュースの閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

普段インターネットを使う目的について聞いたところ、「ホームページの閲覧（情報の収

集）」が８割台半ば（84.8%）と最も多く、次いで「電子メールの送受信」が６割台半ば（64.1%）

であった。 
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問４ 普段インターネットを使う場所はどこですか。            （○はいくつでも） 

（n＝92） 

 
構成比(％) 

自宅 97.8 

外出先（自身が保有する機器を利用） 54.3 

職場・学校 50.0 

その他  1.1 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 通勤中の電車やバス内。自身が運転する際のナビとして地図情報サービスを車中で利用してい

る。 

 

問５ 以下のうち、市に重点的に取り組んでほしいと思う情報化施策は何ですか。 

（○は３つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

個人情報保護など、情報セキュリティの強化 56.3 

手続の電子化（例：インターネットを用いた、市への届出や市税等の納付） 40.6 

ICTを活用したワンストップ窓口（※１） の導入 40.6 

地域の課題を協働で解決するサービスの導入 

（例：市民が道路の破損等を報告し、市が対応状況等を報告する双方向 

コミュニケーションサービス） 

40.6 

市施設への公衆無線 LANの整備 26.0 

ホームページ・SNSなどを用いた市政情報発信の充実 20.8 

オープンデータ（※２） の活用促進  9.4 

タブレットやパソコン講習会の実施  6.3 

その他  5.2 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 災害や緊急用の情報発信（３件） 

・ 特になし（２件） 

普段インターネットを使う場所はどこか聞いたところ、「自宅」が 10割近く（97.8%）と

最も多く、次いで「外出先（自身が保有する機器を利用）」が５割台半ば（54.3%）であっ

た。 

市に重点的に取り組んでほしいと思う情報化施策について聞いたところ、「個人情報保護

など、情報セキュリティの強化」が６割近く（56.3%）と最も多く、次いで「手続の電子化」

（40.6%）、「ICTを活用したワンストップ窓口の導入」（40.6%）、「地域の課題を協働で

解決するサービスの導入」（40.6%）がそれぞれ約４割であった。 
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※１ ワンストップ窓口 

一つの窓口で複数の手続きを可能とするサービス。ICTを活用することによって、同時に複

数の手続きを行い、待ち時間を減らすことが可能になる。 

※２ オープンデータ 

行政が保有している公共データを二次利用可能なルールで公開し、市民や企業等が自由

に編集、加工など、利活用できる取り組み。 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 市が実施するインターネット手続を利用したいですか。        （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

利用したい 53.1 

利用したいと思わない 24.0 

どちらでもない 22.9 

 

 

 

 

 

 

【問６で「利用したい」とお答えの方に】 

問６-１ 利用したいと思う手続分野は何ですか。             （○はいくつでも） 

（n＝51） 

 
構成比(％) 

住民登録・住民票 80.4 

税金 54.9 

医療保険・国民年金 43.1 

高齢者福祉、介護保険、障害者福祉 39.2 

予防接種・難病医療など 33.3 

子育て 21.6 

教育 19.6 

その他  3.9 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 災害対策に係る基本的な情報（ハザードマップ等） 

・ 収入証明書、確定申告、医療費の払戻し。 

  

市が実施するインターネット手続を利用したいか聞いたところ、「利用したい」が５割強

（53.1%）と最も多く、次いで「利用したいと思わない」が２割台半ば（24.0%）であった。 

市が実施するインターネット手続を「利用したい」とお答えの方に、利用したいと思う手

続分野について聞いたところ、「住民登録・住民票」が約８割（80.4%）と最も多く、次い

で「税金」が５割台半ば（54.9%）であった。 
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【問６で「利用したいと思わない」とお答えの方に】 

問６-２ 利用したいと思わない理由は何ですか。             （○はいくつでも） 

（n＝23） 

 
構成比(％) 

窓口での対面手続の方が安心感がある 60.9 

情報の流出が不安である 60.9 

情報機器の操作に不慣れである 34.8 

情報機器の購入などの費用が増える 13.0 

その他 13.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 利用する機会が少ないので。 

・ 手続きを電子化してしまうと、既存の手続き方法に慣れていた市民の方々に様々な問題が生じると

考えられる。特に高齢者の方は、問６－２の選択肢で挙げられるような問題が浮上し、必要な時に

上手く手続きをすることができないかもしれない。既存の手続き方法で良いのではと考える。 

 

 

問７ 市では様々な手続などをオンライン化しています。次のオンラインサービスのうち知ってい

るものはどれですか。知っている場合、市の提供する情報への満足度はどのくらいですか。

           （各項目で○は１つだけ） 

（n＝96） 

項目内での最高値  

 知っている 

知らない 無回答 
満足 

ほぼ 
満足 

普通 
やや 
不満 

不満 
利用した 
ことはない 

粗大ごみ収集の受付  8.3  6.3 12.5 1.0 1.0 16.7 53.1  1.0 

生涯学習・スポーツ等

施設の予約 
 2.1  6.3 12.5 3.1 1.0 31.3 41.7  2.1 

図書の貸出予約 10.4 11.5 16.7 0.0 1.0 25.0 33.3  2.1 

講座などの申込み  2.1  6.3 12.5 1.0 1.0 29.2 45.8  2.1 

はち☆ベビ（※１）  3.1  3.1  3.1 0.0 1.0 10.4 77.1  2.1 

はちコミねっと（※２）  1.0  1.0  3.1 1.0 0.0  9.4 82.3  2.1 

市が実施するインターネット手続を「利用したいと思わない」とお答えの方に、利用した

いと思わない理由について聞いたところ、「窓口での対面手続の方が安心感がある」（60.9%）

と「情報の流出が不安である」（60.9%）がそれぞれ約６割となっている。 
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問８ その他、市の情報化施策についてご意見がありましたらご記入をお願いします。 

（自由記述） 

オンライン化を進めてほしい 

1 よく子ども家庭支援センターや講座の情報を見るのに使っており、とても便利。講座の申し込みが

電話ではなく、インターネット上でできれば、より便利になると思う。 （20代 男性 東部） 

2 小さい子どもがいる親にとって、子連れで窓口に行き、手続きをするのはとても大変。相談したい

内容については、窓口や電話対応も必要だが、手続きのみで済むものはどんどん電子化してほしい。 

（30代 女性 中央） 

3 電子化されることは便利だが、高齢者でもわかるような機器で案内してもらいたい。 

（30代 女性 西南部） 

4 社会の情報化が進むなか、国が推進した住基ネットは正常に稼動することはなかった。このたび、

個人番号カード(マイナンバー)制度が施行されたが、利用できるサービスが余りにも少なく利用価

値が低いと考えられる。選挙や上記設問にもあった期待するサービスにも広げることができたなら、

非常に便利なものになるのだろうか。そのためにも、国および市も情報セキュリティーを正しく理

解し運用することにより、少しでも早い段階での実施ができることを期待する。 

（30代 男性 東南部） 

5 はち☆ベビを利用しているが、定期的にメールでお知らせが送られてくるのは良いサービスである。

他にも同様のサービスがあると、自分で調べなくてもさまざまな情報を得られるので良い。 

（40代 女性 西部） 

6 マイナンバー制度が始まったので、住民票などの証明書はパソコンから可能として頂きたい。また、

印鑑証明についても登録番号をなくしマイナンバーに入れるべき。 （50代 男性 東部） 

7 様々な手続きの入口を一本化したポータルサイト、スマートフォンのアプリケーションを整備して

ほしい。        （50代 男性 東部） 

8 意見は色々あるだろうが、時代の流れでもあり進めるべきだとは思う。市という大きな規模の中で

は時間がかかると思うが、確認しながら進め、乗り遅れる人々にも配慮してほしい。 

（70代 男性 北部） 

 

  

※１ はち☆ベビ 

お子さんの生年月日（出産予定日）を登録すると、妊娠中のママや乳幼児期のお子さん、一人ひとりに合

わせた情報（予防接種スケジュール・すくすく☆メール）を配信するモバイルサイト。 

また、市の子育て相談窓口や手当などの行政情報を掲載。 

※２ はちコミねっと 

地域での様々な活動に、誰もが気軽に参加できる環境を整え、市民活動の活性化を図るため、市が開設

したサイト。八王子市内を中心とする様々な市民活動団体の活動内容やイベントを紹介しており、地域や活

動分野で、団体情報やイベント情報の検索ができる。 
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セキュリティ強化を進めてほしい 

9 住まいが市役所から離れており、インターネットを介した手続きができるようになるのはとても便

利。ただ、セキュリティ対策に不安を感じるため IT 化の促進とともにどのようなセキュリティ対

策をしているのか、アクセスする個人の端末にどのようなセキュリティ対策をすべきなのか具体的

に周知徹底してほしい。      （20代 男性 東部） 

10 マイナンバーなど技術が発達しても、きちんと管理、保護してほしい。 （20代 男性 西南部） 

11 利便性を追求するのなら、個人情報のセキュリティ強化についてもしっかりと改めて考えるべき。

100％安全はない。       （30代 女性 中央） 

12 情報化・オンライン化は良いとは思うが、進めたらその何倍もセキュリティ強化、管理をお願いす

る。        （40代 女性 中央） 

13 市からいろんな情報を得るとき、今後マイナンバーを知らせる必要はあるのか。もしそうであれば、

情報を盗まれる危険はないのか。     （50代 男性 中央） 

14 情報セキュリティをしっかりしてほしい。      （60代 女性 東南部） 

 

周知を進めてほしい 

15 私の知識不足で、「はち☆ベビ」と「はちコミねっと」について知らなかったが、説明文を読み、

非常に便利で使ってみたいコンテンツだと感じた。おそらく、これらを知らない方々はまだいると

思うので、これらのコンテンツを市民にもっと知ってもらいたいと思った。 （20代 男性 北部） 

16 オンライン化など、コンテンツを充実させるのも良いが、まずは市のホームページにアクセスして

もらうことの方が大事ではないか。アクセスしなければ、オンライン化していることすら分からな

い。        （20代 男性 東部） 

17 八王子市が進めている情報化対策について知らないことが多かったので、知っておきたいと思った。 

（30代 女性 中央） 

18 情報化社会の流れの中で自治体も活用していくことは自然の流れとは思うが、知られていない点も

多いのではないか。市民への啓蒙活動にどう取り組んでいくのかが重要ではないかと思う。 

         （40代 男性 中央） 

19 市のオンラインサービスについて、自分には興味理解がなく、反省する反面、広報等を通じて、常

時、広く市民に知らせることは、利用者を拡大する点からも大切であると思った。 

（60代 男性 東南部） 

全面オンライン化しなくてもかまわない 

20 個人的には、オンライン化はしてもしなくてもかまわない。対面でもデジタルでもそこまで違いは

感じない。        （10代 女性 西部） 

21 老夫婦の方はインターネットなど見られないので、全部電子化もどうかと思う。 

（40代 女性 西部） 

22 手続きはオンラインサービスでの申し込みだと便利だが、職員と対面して説明してもらいたいこと

も多いので、対面での職員の確保を今後もお願いしたい。  （60代 女性 中央） 

23 60 歳以上の方々でインターネットやスマホが出来る方が少ないのはご存知だろうか。 電子化も良

いが大部分の人は理解できない。その部分を理解しながら情報提供をお願いしたい。(八王子市の

広報は読んでいる）       （60代 女性 東部） 

24 近代的な用語や理解できないものがあるが、なるべく市の広報を隅々見るようにしている。広報を

見ていれば今までどおりで良いと思う。    （70代 女性 西部） 
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現行サービスについて、改善してほしい 

25 図書館の貸出予約サービスは、スマートフォンで利用するとパソコン向けのホームページなのか文

字が小さいような気がする。スマートフォン向けのホームページがあれば使いやすいと思う。

         （30代 男性 中央） 

26 スポーツ施設の予約、空き情報が使いにくい。どこがいつ空いているのか一目でわかるようにして

ほしい。また抽選申し込みを入力するときに一日ずつでないと入力出来ないのが不便。 

（40代 男性 中央） 

 

その他 

27 現状、特に不満な点はない。      （20代 男性 西部） 

28 働く女性が増えている。私は幸い、会社の近くに市役所があるので、昼休みに用事を済ませること

ができるが、窓口に行かなくてはいけないのは、不便。 

なるべく利用できる制度などは、理解しておきたいとは思いつつ、ほとんどが高齢者向けの教室だ

ったり、自分には無関係な情報が多く、読み飛ばしてしまう。年代、世帯にあった、必要な情報だ

けを配信してもらえるサービスがあったら、なお良い。 

市内の迷子情報も、放送していても聞こえなかったりするが、携帯に配信してもらえたら、特徴な

どを頭の片隅に置きながら、帰宅途中で気にすることもできる。もう既に配信しているものもある

のだろうか。八王子警察から届く、地域の事件や不審者情報は、必ず目を通して見ている。あのよ

うにして頂けると良い。      （30代 女性 東部） 

29 大雨洪水等の災害緊急情報について、高尾地区と南大沢地区とは気候が違うので地域をわけた情報

発信願います。       （60代 女性 東部） 

30 企業の決算説明の動画公開のように、市議会方針説明等を動画公開する。オンラインサービスを集

約した画面を作成する。（今後開発したものを随時追加）   （60代 男性 中央） 

31 回覧板による情報伝達が何十年と継続されているが、どうにか改善できないものか。回覧板は「少

しでも早く回さなければいけない」というような考えの人たちが多く、お年寄りがおぼつかない足

取りで冬の寒い暗い夕方・夜、回覧版を回したりするのは危うくて見ていられない。かと言って、

SNSによる情報発信サービスは、特定の SNSサービスに頼ることになるので、あまり賢いとは思わ

ない。お年寄りには熟慮が必要。 

これは市政とは違うかもしれないが、選挙のたびに大きな真新しいポスター看板を立てて、実際に

は僅かの候補者しかポスターを貼らないのを見るたびにやれやれと思う。費用・手間・資材の無駄

使い。情報化施策により改善すべき点と思っている。     （60代 男性 西南部） 

32 八王子市にはミシュランの三ツ星にも認定され、外国人にも人気のある高尾山がある。さらに八王

子市に多くの外国人に来て頂くためには外国語対策（表示や音声対応）を行う必要がある。私もそ

うだが、日常の英会話さえもできる人が極めて少ないのが実情である。そこで人工知能やロボット

を含めた IT 技術を駆使し、八王子の観光案内、農産物紹介、飲食店の紹介、土産物店等の売り場

での外国語（少なくとも英語、韓国語、中国語）が対応できるようにする。なお、外国人が自由に

必要な情報が得られる公衆無線 LAN（Wi-Fi）を整備するのは当然である。 （70代 男性 西部） 
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学校教育部 指導課 

市では、平成25年度に児童・生徒のいじめ防止等への取り組みとして「八王子市いじめ

防止基本方針」を策定しました。 

今年度は、いじめ防止等の対策をさらに進めていくために「（仮称）八王子市いじめ防

止対策推進条例」の制定に取り組んでいます。 

そこで、市民の皆さんからいじめについてのご意見をお伺いします。 

 

 

問１ 「いじめ」と聞いて、あなたはどのような行為を「いじめ」と認識しますか。 

                              （自由記述） 

 

集団で個人を責めること  

1 一人に対して多数が責めたてること。笑うこと。強いること。不当な悪口を言う、攻撃すること。 

（10代 女性 東部） 

2 複数人が一人に対して、または多数グループが少数グループに対して、いじめられる側に何の落ち

度もないにもかかわらず、社会通念上理不尽な理由をもって、暴力その他有形力による方法または

脅迫、偽計、侮辱、無視その他有形力によらない方法によって、肉体的または精神的に苦痛を与え

る行為。        （20代 男性 西部） 

3 相手が冗談と受け取れなくなったり、一人を複数で傷つけてしまったとき。 （20代 女性 東部） 

4 集団で個人を無視したり、差別発言をしたりすること。     （20代 女性 東南部） 

5 一人に対して集団で嫌がらせをすること。無視をする、悪口を言う・浴びせる、物を隠す・壊す、

暴力を加える。広義では、その事実を認識しながら関心を持たないこと。 （30代 女性 中央） 

6 集中的に一人の人間を複数で攻撃すること、無視すること。    （30代 男性 西南部） 

7 一人の人間に対して、二人以上の人間が精神的もしくは肉体的苦痛を与える行為。 

（30代 男性 北部） 

8 線引きは難しいが、複数人で無視をしたり、相手を傷つけること等。 （30代 女性 東部） 

9 無視、嫌がらせ、暴力などいろいろ特定の人物に繰り返しすること。 （30代 女性 中央） 

10 複数の人で特定の人に悪口や暴力を加えること。      （30代 男性 西南部） 

11 特定の弱い人を多数の人間で精神的に追い詰めたりすること。  （30代 男性 中央） 

12 仲間はずれ、無視など個に対して集団で追い詰める感じ。精神的圧迫をかける。（よく一緒にされ

るが、暴行、傷害、恐喝はいじめではなく犯罪）   （40代 女性 中央） 

13 集団で特定の人物を無視、嫌がらせ、悪口など言ったり、SNS上でも同様の行為をし攻撃すること。

また、その行為を見て同調したり、ただ見ていること。   （40代 女性 西部） 

14 一人に対し多人数で攻撃する、無視する、相手が嫌がることをする。  （40代 女性 西南部） 

15 集団でいる場合の仲間はずれ、無視。     （40代 男性 中央） 

16 集団あるいは、複数が特定の個人に対し継続的に嫌がらせ、危害を加えること。また、社会的に上

の人間が下の人間に対し同様のことをする。    （50代 男性 中央） 

テーマ２「いじめ防止対策に対する提案」について 
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17 集団で無視、暴力、ネットでのいじめなど。言葉での暴力。  （50代 男性 中央） 

18 理由もなく、一人を大勢の人が寄ってたかって差別、無視をする。仲間はずれにすること。 

（60代 女性 東部） 

19 集団ないし、仲間による無視、嫌がらせ。スマートフォン等による LINEを利用した嫌がらせ。 

（60代 男性 西部） 

20 特定の集団において、嫌がることをする、される行為を「いじめ」と認識している。 

（60代 女性 中央） 

21 一対一の争いはけんかで済むが、一人を多数で攻撃するのはいじめになる。（60代 男性 西南部） 

22 一個人に対して長期的に悪意の行為を繰り返し、精神的苦痛を与えること。 （60代 女性 東部） 

23 仲間で徒党を組んで行う、特定の個人への中傷、いたずら、暴力など。 （60代 男性 西南部） 

24 一人の対象となる人間を個人または集団で無視をし、暴言をあびせてその人間の人格を否定し心理

的に追い込むこと。いじめをする集団及び個人は、対象者を追い込みそこに自分の欲求を満たすこ

と。        （70代 男性 中央） 

25 グループ内において、特定の人を無視すること。 SNS等で特定の人を誹謗、中傷すること。 

（70代 男性 西部） 

26 一人だけでいること。みんなの中に入れてもらえないこと。  （70代 女性 西部） 

 

本人がそう感じたら、いじめ  

27 相手が嫌だと思う行為は、全て「いじめ」だと認識している。  （10代 女性 西部） 

28 嫌がらせや身体的、精神的暴力。「いじめ」と認識していないうちにしてしまっている行為など主

にいじめらている側が嫌悪感ややめてほしいと感じ、「いじめ」であると認識した時点。 

（20代 男性 北部） 

29 暴行や恐喝より軽度のもので、受けている人がいじめられていると感じるもの。 

（20代 男性 東部） 

30 する側にあの子が嫌だから何かしたいと思う心（痛めつけたいと思っているか）、される側に「怖

い」と思う心、恐怖心があればいじめだと認識する。   （20代 女性 中央） 

31 いじめを受けている本人が、心や身体に傷を負っていると思っていること。いじめを受けている人

が心身的苦痛を訴えたら、いじめ。     （20代 男性 東部） 

32 行為を受けた側が不快に感じる行為。     （20代 女性 東部） 

33 正当な理由なく、集団が個人に対して何らかの精神的もしくは肉体的苦痛を与える行為。受け手側

の捉え方が重視されるべきものであると考える。   （20代 女性 中央） 

34 被害者側が「いじめ」られていると判断した場合。ただし、被害者側が「いじめ」と判断できない

場合もあるため注意が必要である。       （30代 男性 東南部） 

35 本人が嫌がることをしたり、悪口を言ったり無視し続けることもいじめだと思う。しかし本人の感

じ方で悪ふざけで終わってしまうこともあるのではないか。本人の認識でいじめになると思う。 

（30代 男性 東南部） 

36 相手が少しでも、不快に感じることがあれば、全て「いじめ」に結びついていくと思う。 

（40代 女性 東部） 

37 相手の態度や言動などで、本人が「いじめ」と感じたらもう「いじめ」だと思う。 

（40代 女性 西部） 

38 相手がいじめと感じるすべて。       （40代 女性 東南部） 
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39 本人のとらえ方次第、被害と感じるレベルはいじめ。   （40代 男性 東部） 

40 被害者が「いじめられた」「尊厳を踏みにじられた」「不当な扱いを受けた」「からかいを受けた」

などと感じた時点で「いじめ」だと思う。「いじめ」という言葉で濁さず、きちんと「犯罪」と呼

ぶべき。        （40代 男性 西部） 

41 どのような行為というより、いじめを受けた側が「これはいじめだ」と感じた時点でいじめだと思

う。いじめた方はささいなことだと思っても、受ける側を主体に考えるべきだと思う。 

（50代 女性 北部） 

42 相手が「いじめ」と感じたら、それは「いじめ」だと思う。     （60代 女性 東南部） 

43 いじめを受けた子どもがいじめと感じるものすべて。すべてがいじめではないと思われるが、言葉

や行動により相手に対して行うすべての行為の中で、子どもがいじめと感じてしまったことは、い

じめとして認識して大人が真しに対応していく必要があると思う。   （60代 男性 東南部） 

44 本人が「いじめ」と認識した行為は「した人」がどう思っているかに関わらず「いじめ」だと思う。 

（70代 女性 中央） 

 

肉体的にも精神的にも傷つけること  

45 一方的に肉体的、精神的に追い詰める行為。    （10代 男性 東部） 

46 相手に対し肉体的、精神的な傷を負わせる行為。   （10代 男性 西部） 

47 精神的および物理的な攻撃を受け、精神的および肉体的な苦痛を感じることに対して、被害者が嫌

悪し、かつ常習性のあるもの。     （20代 男性 東部） 

48 悪意をもって、他者を口頭、行動などで精神的、肉体的に害すること。 （30代 女性 中央） 

49 言葉や暴力により精神的または肉体的に特定の人物に危害を与え、追い詰める行為。 

（30代 女性 中央） 

50 身体的、精神的に苦痛を伴い、無視や暴言等の目に見えるかたちで行われるものや、不特定多数に

よる目に見えない行動が行われること。    （40代 女性 西部） 

51 他人に対して、精神的、身体的に苦痛な状況を与える行為。  （40代 女性 中央） 

52 自分より弱い立場にある人を、肉体的、精神的に苦しめる行為をいじめと認識している。 

（50代 女性 北部） 

53 精神的嫌がらせや、暴力を振るう等、本人が嫌だと思うことを行うこと。周囲から孤立させること。 

（50代 女性 西部） 

54 相手の嫌がることを承知して行い、ときにはそれによって快感を得ようとする行為。具体的には肉

体的な暴力の行使、精神的に影響がある口害。悪意に基づく悪口、恫喝
どうかつ

、おどし、悪意に基づく事

実でないことの流布、事実ではあっても本人の責めによらない、または対応できない事柄の流布等。 

相手の資質・障害・くせ等に関する悪意ある誇張・誹謗
ひ ぼ う

中傷・無視・疎外
そ が い

。 （60代 男性 西部） 

55 児童や生徒が何らかの人間関係にある人から、学校の内外に関係なく肉体的・精神的な暴力や仲間

はずれなど具体的に攻撃を受けるだけでなく、精神的に苦痛を感じる事柄も含むと認識している。 

（60代 女性 東南部） 

56 自分より弱い者に対して身体や心理的攻撃を加えたり金品を要求すること。 （60代 女性 東部） 

57 一定の人間関係にある者が心理的、物理的な攻撃、例えば暴行、最悪は死。金品等の要求、私物の

破壊、インターネットや SNSで誹謗
ひ ぼ う

中傷等を拡散させたり、意図的な無視、仲間はずれ、他人に害

を与えるよう強制的な指示等をいじめの行為と認識する。  （70代 男性 西部） 
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無視  

58 無視 ８件 

59 集団での無視。          （20代 女性 西南部） 

60 無視。集団作り仲間に入れない。たとえば LINEグループなど。  （30代 女性 東部） 

61 無視。上手に説明できないが、スマホ等への中傷の書き込み。  （50代 女性 西部） 

62 無視する。例えば話しかけられても聞こえない振りをする。最近は暴力行為のような誰が見ても「い

じめ」とわかるようなものだけでなく、外見的にはわからないものが多くあるように思う。また、

同じような意味でインターネットを利用した目に見えないものがあり、実態がわからない。 

（60代 男性 東部） 

63 一人の人の存在を他の人が無視したり妨害しようとする行為。  （70代 女性 中央） 

 

悪口・陰口 

64 陰口。        （30代 男性 中央） 

65 相手を傷つける言葉、弱者を支配したりすること。   （60代 女性 東部） 

66 悪口を言われること。悪いことをしてないのに暴力をふるわれること。無視されること。 

（70代 男性 中央） 

67 他人の弱い所を大げさに指摘、言いふらす。    （70代 男性 中央） 

 

精神的に傷つけること 

68 他者の人権、人格を否定する行為。「いじめ」という言葉が良くない。単純に犯罪行為。 

（20代 男性 東南部） 

69 相手の気持ちを完全に無視した、相手の存在自体をも否定した言葉と態度による表現。集団で故意

的に相手を無視する行為。         （30代 女性 西南部） 

70 特定の対象者に対して、無視、暴行、嫌がらせを行い、対象者が精神的に追い詰められるような行

動。        （30代 女性 中央） 

 

暴力・暴言 

71 暴力 10件 

72 暴言 ７件 

73 お金を要求する、物を隠す、殴るなどの暴力。      （20代 男性 西南部） 

 

嫌がることを無理やりすること 

74 やられたくないことを無理やりやられること。    （50代 男性 東部） 

75 本人が嫌がることを理由の説明もなく強制すること。   （70代 男性 中央） 

 

その他 

76 仲間はずれ  ７件 

77 嫌がらせ   ２件 

78 親からの口や虐待でのいじめ。兄妹、姉妹の比較。     （20代 女性 東南部） 

79 見て見ぬふり。         （30代 女性 西南部） 
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80 受けた人が逃れるすべがない状況に追い込まれるような行為を受けるケースが「いじめ」となるの

ではないかと思う。       （40代 男性 中央） 

81 自分より弱いものに対しての差別行為。     （50代 男性 西部） 

82 SNS等による悪口。特定の人物を無視。同級生・下級生をパシリ、暴力。 （60代 男性 中央） 

83 昔も「いじめ」はあったが、昨今の「いじめ」に対するイメージとしては、「執拗
しつよう

」である。結果

的に対象者を死に追い詰めるケースが多いように思う。   （70代 男性 北部） 

84 上司が部下にハラスメントをするなど。大人世界でも多いので、大人がお手本になるような行動を

見せるべきでは。       （70代 女性 西部） 

85 私の子どもも、上の子は小学生、下の子は中学生のときに仲間はずれのいじめにあった。 

（70代 女性 西部） 

86 インターネットによる書き込み行為。力を込めた殴打。不良のする態度を出す。言葉による暴力。 

（70代 男性 西部） 

87 小学校、中学校と道徳教育を徹底して実施する。   （80代 男性 中央） 

  



  

  

20 

 

モニター№ 

問２ 子どもが「いじめ」をする背景にはどのようなことがあると思いますか。 

                                  （自由記述） 

＜ 環境・教育 ＞ 

周囲の社会環境に影響されているから 

1 子ども同士の人間関係の問題や、いじめる側の子どもと、その親との関係の問題。いじめる側の子

どもの精神的不安定さや、いじめられる側の子どもに対する嫉妬など、小さなことの積み重ねの場

合や大きな出来事による場合、またその両方など、背景は様々であると考える。 

（20代 男性 北部） 

2 家庭内のコミュニケーション不足や相手の気持ちになって考えられないなど、バーチャルの延長上

に日々の生活があると思っているのかと思う。      （20代 女性 東南部） 

3 本人の性格を形作る状況がどのような状態にあるかがポイントになってくるのではないかと思う。

つまり、家庭環境というか生活環境がどのような状態にあるかで左右されるのではないか。 

（40代 男性 中央） 

4 家庭、学校でのストレス。      （50代 男性 東部） 

5 家族、知人を含む環境がその芽を見落としている。   （50代 男性 西部） 

6 家庭環境、友だち、他者の理解不足。     （60代 男性 中央） 

7 家庭でのしつけ。昔ほど、他人に対し怒ったり、注意する大人が減り、関わりを嫌う人が増えた。 

（60代 男性 西部） 

8 育っている環境による。         （60代 女性 西南部） 

9 家庭の環境や、そうした環境をつくってしまう大人社会の縮図として、また、競争社会の中のゆが

み等、複雑な要因があると思う。       （60代 女性 東南部） 

10 幼少期からの動植物等自然や人間関係など取り巻く環境の中での体験の乏しさ。また、自己肯定感

を育み他者への肯定感を育む機会が家庭、学校社会の中で乏しいことが背景の一つにあると考える。 

（60代 女性 東南部） 

11 社会の格差問題、家庭内不和。      （70代 女性 西部） 

12 テレビ等の悪影響、家庭環境。大人も子どもも日本人らしい心が希薄になった。 

（70代 女性 西部） 

13 現代社会では何かにつけマニュアル的な画一社会になり最終責任及び個々の責任についても明確

にならないようになり、一定の価値観にすべてが置かれており、仲間、グループ内の価値観による

思考が、すべてと考えて他の価値観に対しては否定的なところがある。これにより、他者を差別の

対象とすることになる。すなわち、自己及びグループ内の考えと、異なることがあることは理解し

ても、他を受け入れられなくなる。社会の状況とも関連しているかと思われる。 

（70代 男性 中央） 

14 格差社会の現れがあると思われる。     （70代 男性 中央） 

 

家庭環境に原因があるから  

15 家庭環境、いじめを行う人の精神状態。    （10代 男性 西部） 

16 家庭から受けた愛情の不足、家庭から受けた愛情の過剰、ストレスを自分で吸収できず発散するし

かないという精神的発達不足。     （20代 男性 西部） 

17 心の闇、両親からのいじめ（虐待）。     （20代 女性 東部） 
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18 親からの愛情不足、手をあげられた怒り。（相手にやってしまう）誰にも相手にされず、一人ぼっ

ちな子。          （20代 女性 東南部） 

19 複雑な家庭環境、自分と相手との比較から起きる劣等感、妬みなど。  （30代 女性 西南部） 

20 善悪の区別に対する認識低下。親子同士のコミュニケーション不足。見て見ぬふりをする大人が増

えたこと。        （30代 女性 中央） 

21 家庭環境、親兄弟関係に問題がある。親の考え方や教えで人間は育つので幼少期の過ごし方が大事。 

（30代 女性 西南部） 

22 家庭環境、学校でのストレス、妬み、仲間はずれになりたくないという気持ちから、自分より弱い

相手をいじめの対象としてしまう。（いじめを黙認してしまう）  （30代 男性 中央） 

23 親子のコミュニケーション不足や、相手の立場になって考えさせたり、意見を言う機会に乏しいと、

いじめをしてしまっているケース。自分の気持ちを言葉にできず、不満を持ったままでいると、自

分の側から排除＝友達も巻き込み、遠ざける。 

親が導いてしまっているパターンもある。あの子と遊ぶと嫌だったということだけを親に打ち明け

る。家に帰ってたくさん聞かされる。余裕がないと、関わることを避けるようにアドバイスしたり、

「無視無視！気にしない！」などと安易なアドバイスをしたりすると、無視をして、友達も巻き込

み、いじめに発展してしまっているケースを見た。また、親も自分の発言等で、そのようなことに

なっていることを当事者は知る機会もないので改善されない。  （30代 女性 東部） 

24 大人、親の教育がしっかりしていないこと。（大人の無関心さ）ゲーム、テレビドラマの内容など。

（命の大切さを伝えていない）     （50代 男性 中央） 

25 幼少期から他者を思いやる気持ちが育っていない、ストレスを抱えていたり、さびしい思いをして

いる時、それを誰かに相談できなかったり、発散することができなかったりすると、いじめ行為に

及んでいると思う。また、全てだとは思わないが、家庭環境が不安定な場合も、いじめの一因にな

ると思う。        （50代 女性 西部） 

26 家庭の背景、環境。       （50代 女性 西部） 

27 家庭環境が大きいと思う。家庭の中に自分の居場所があり、大切に思われていると感じられること

は大事。        （50代 女性 北部） 

28 家庭環境と自分より弱い人に対する優越感を求める複雑な心理かと思われる。（60代 女性 東部） 

29 家庭で愛情いっぱいの生活をしていない。親が子どもをほったらかし。子ども中心の生活をしてい

ない家庭が多い。       （70代 女性 中央） 

30 家庭での思考のゆがみ。親との対話等での置かれた環境でのストレス等。  （70代 男性 中央） 

31 育った環境が良くなかった場合、例えば親の愛情がない、また、親のいじめにあった場合で人に対

する思いやりの精神が欠乏していると考えられる。   （70代 男性 中央） 

32 自分自身が誰かに愛されている、大切にされているという実感のない子が行う。人とは違うところ

のあることを認めようとしない風潮。     （70代 女性 中央） 

遊びの延長 

33 普段の遊びの延長で、いじめとわからずに行っている。   （20代 男性 東部） 

34 「いじり」からのエスカレート。八つ当たり(ストレス発散、感情のコントロール不足)。連帯感(リ

ーダー的存在の誤った認識)。首謀者からの自己防衛。社会的(学校等)弱者を作る(立場の擬似向上)。

罪の意識が低い。いじめの定義が不明確なため、いじめの意識がない。過剰防衛。 

（30代 男性 東南部） 

35 冷やかし、からかいなど。        （50代 男性 東南部） 
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大人の真似をしているから  

36 そもそも子どもだけが「いじめ」をすると考えていることが大きな問題。子どもは大人を見て、真

似をする。大人がいじめを行う、見てみぬふりをする、誰かをあざ笑う、そういった行動が全ての

きっかけ。その子どもの周りにいる大人が問題。そして大人は社会に対して不安や不満を持ってい

る。そこを取り除かなければ何の解決にもならない。     （20代 男性 東南部） 

37 社会・大人がするから子どももする。       （20代 女性 西南部） 

教育が不足しているから 

38 基本的人権や憲法、法律（犯罪やネットリテラシー）に関する教育が足りていないからだと思う。

また、命の授業や保健体育の知識も不足している。外国と違い日本では「ディスアビリティは子ど

もの側にある」という考え方が一般的で、指導力のない教師がパワハラを使い子どもをコントロー

ルすることが黙認されている。子どもの人権や尊厳を平気で踏みにじる大人を見て育てばそういう

大人になり、それで生きる希望が持てなくなった子は自殺する。部活動なども含めれば家庭より長

い時間を学校で過ごす子が多い現状で、教育に関わる大人が率先して態度を改め子どもを尊重しな

ければ、いくら子どもたちに道徳を指導しても無駄。子どもより、まず大人の意識改革をしてほし

い。同時に、問題を抱えている子への適切な支援をお願いする。  （40代 男性 西部） 

（※広聴課注：ネットリテラシーとは、情報ネットワークを正しく使いこなすための知識や能力を指す。） 

39 教師の力不足、力量がわかる。学校サイドでしか生徒をみていないから。 （70代 女性 西部） 

＜ 心理 ＞ 

ストレスがあるから  

40 いじめる側が精神的ストレス等を抱えていること。大人の真似、テレビなどの影響。 

（10代 女性 東部） 

41 毎日の生活のストレス、いじめ相手へのいら立ち。   （20代 女性 東部） 

42 家庭など生活環境からのストレス、コミュニケーション能力の乏しさ。  （20代 女性 北部） 

43 何らかの心のストレス。      （30代 女性 中央） 

44 いじめをしてしまう側の子どもには、表面的にはわからない悩みや心の葛藤を抱えているのではな

いか。そのはけ口として「いじめ」が起きているように感じる。  （40代 女性 東部） 

45 いじめをする本人のストレス。相手を思いやれない、想像できない。  （40代 女性 西南部） 

46 自分が抱えるストレスをいじめをすることで対象にぶつけ発散している。「いじめ」の行為をどこ

かで見たことがある。友人の意見に同調し、自分の気持ちを主張することができない。 

（40代 女性 西部） 

47 フラストレーション。社会あるいはその環境。    （40代 男性 東部） 

48 ストレス。        （50代 女性 西部） 

49 ストレス発散、家庭環境。      （50代 男性 東部） 

50 満たされない心をいじめをすることによって満たす。自分で解決できないことの憂さ晴らしをして、

欲望を満たす。いじめた相手が嫌がる行為、困った行為を見て快感を得る。遊び半分でいじめを楽

しむ。        （60代 女性 中央） 

51 ふざけて、面白がって、何か気に入らないことがあって等。親、もしくは何か不満があるから。ス

トレス。        （60代 女性 東部） 

52 地域、社会、学校関係の希薄。日常生活のさまざまなストレス。  （60代 女性 東部）  
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53 基本的には大人と同じで人間関係における「ストレス」だと考える。子ども同士の人間関係だけで

なく対大人との関係はかなり大きいと思う。人生経験の差が大きいだけに大人の側が上手に受け止

め、子どもの思いや考えを充分に吐き出させてあげないといけない。教育とは、子どもの尻を叩い

て善導することだと考えるのは間違っているとは思わないが、それだけだとちょっと息苦しい。 

（60代 男性 東部） 

54 家庭や学校でストレスを抱えていて、それを発散する場所として力の弱いものをいじめている。自

分の思いどおりにならないことを自分で解決するのではなく、イライラを弱者にぶつけてまぎらわ

しているのでは。       （60代 女性 東部） 

55 学校環境、家庭環境、社会環境、経済的貧困等の何らかの理由による強いストレスを受け、そのス

トレスを処理するために、一人ではなく、集団で弱者をターゲットに実行する。 

それと、テレビゲーム誕生から人権無視の暴力、殺人等の戦闘ゲームが溢れ、人権無視は当たり前

と子どもたちの心中深くに浸透しており、暴力、殺人に抵抗感が極めて少なく、正義感と勘違いし

たり、快楽を感じる者までいると考えられる。潜在的な邪悪心を助長しており、極めて大きな社会

問題である。 

ただ、暴力、殺人、戦争は人類が誕生してから永遠に繰り返し続けていることから、本能とも考え

られるので、なくすのは不可能とも言える。    （70代 男性 西部） 

 

自分が優位に立ちたいから  

56 自分より弱い者をいじめて、優位に立ちたいと思う心があるから。 （10代 女性 北部） 

57 弱者を見出すことで相対的に自分の存在価値を高めたいという心の弱さ。 （10代 男性 東部） 

58 共通の敵を作ることで、集団の中で自分の居場所を作りたいという心理があると考える。 

（20代 女性 中央） 

59 いじめを軽い気持ちで考えている。いじめることによって自分の立場を優位に立たせようとしてい

る。自分がしていることがいじめだと思っていないで、いじめている。 （20代 男性 東部） 

60 自分より下の人間をつくることで、自分自身に安心感を与えたいのかと思う。家庭環境や、経済的

な格差も子どもに大きく影響すると思う。    （30代 女性 中央） 

61 人間の本能（動物と同じ）弱いものいじめ、しかしいじめられる側にも問題がある。 

（80代 男性 中央） 

自分がいじめられたくないから 

62 第一に、自分が一時的にでも仲間はずれにならないためだろうか。「あいつのこと嫌なんだよね」

と声高に言えば、他の人もそれに自然に同調し、言った者勝ちなところがあるので、面と向かって

それは違うと言ってくる人もいない。みんなの共通の嫌な人を一人作れば自分が狭いグループやク

ラスの人間関係ではみ出さずに済む。 

第二に、親からのストレスのはけ口だろうか。夫が妻に、妻が子どもになどはイライラをぶつける

ことはできるが、子どもには下の存在がほぼいないので、ストレスのはけ口がない。 

         （10代 女性 西部） 

63 自分がいじめられたくないからいじめに加わる。      （30代 男性 西南部） 

64 人間に限らずすべての生物は他を押し退けても自分を生き残らせようとする本能があるはず。仲間

はずれなどはその典型で、たとえ周りでいじめを認識していたとしても、いじめられる側にまわり

たくない一心で干渉しようとしないことが、よりいじめを助長させてしまうものと思う。 

（30代 男性 北部） 
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65 ストレス、自分が対象になるかもしれない不安感、家庭環境が複雑。 （40代 女性 中央） 

66 仲間はずれになりたくないために、その他大勢に加担してしまう。   （60代 男性 西南部） 

67 コンプレックス。いじめ側にまわればいじめられない。   （70代 男性 北部） 

 

自信がないから  

68 いじめをする側とされる側両方に自己肯定感がない、もしくは薄い場合と、問題があるとされる側

（それは必ずしもいじめをしている側とは限らないと思う）の子どもの心に何か傷があると思う。

あとは集団心理。出る杭を打とうとする心。    （20代 女性 中央） 

69 自信がない。大人からの愛情や、存在を認められている実感がない、周囲に話を聞いてくれたり、

理解してくれる人がいないのではないか。自身の存在を認められていない、社会から必要とされて

いる実感がない。       （30代 女性 中央） 

70 自信のなさ。でもいじめはずっと続いている歴史があるので、人間がやめられないことのひとつな

のかもしれないと思う。個人が強くなり、周りの人がすぐ動けるような環境が必要。 

（30代 女性 中央） 

71 自己の存在への不安、生活の不安定、親との関係が良好に築けていない。善悪についての認識が薄

い。        （30代 女性 中央） 

 

嫉妬心から 

72 子どもに限らず大人の世界にも「いじめ」はあり、今でいうマウンティングなどの嫉妬や妬み、将

来の不安など感情のコントロールがうまくできないこと。    （20代 男性 西南部） 

（※広聴課注：マウンティングとは、動物社会における順序確認の行為。転じて、人間関係において、

自分の方が優位な立場であることを態度や言葉で示す行為のことを指す。） 

73 嫉妬心。          （30代 男性 西南部） 

74 嫉妬、優越感、自身の境遇の逃避。       （40代 女性 東南部） 

 

＜ 人間関係 ＞ 

コミュニケーション不足だから  

75 携帯、ゲーム、コミュニケーションを取る時間がない。   （30代 女性 東部） 

76 子どもは家庭や学校などで、親・兄弟・友達・先生など他人と関わりながら、自己の成長発達を促

していくものだと思う。そうした成長過程において、子育て環境に問題があったり、子ども自身の

コミュニケーション能力の未熟さ（他人への思いやりが欠けているなど）がいじめの背景にあるの

では。        （40代 女性 中央） 

77 LINEやインターネットの普及によりFace
フェイス

 to
トゥ

 Face
フェイス

によるコミュニケーションの不足。ゲーム内にお

ける人の尊厳の欠如と感化。      （70代 男性 西部） 

（※広聴課注：Face
フェイス

 to
トゥ

 Face
フェイス

とは、顔を合わせて、直接、という意味。） 

 

 

相手への理解不足から  

78 自分の価値観と異なるものを受け入れられない未熟さ。   （20代 男性 東部） 

79 人に対しての思いやりの欠如、心の病。家庭環境、親の教育の欠如など。 （50代 男性 中央） 

80 その行為役の相手への想像力の欠如・閉塞感・集団意識。  （70代 女性 中央）  
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＜ その他 ＞ 

わからない  

81 私自身「いじめ」たこともないので、どうして「いじめ」るのか、いじめる子どもの気持ちはわか

らない。        （40代 女性 西部） 

82 私には理解できない。よくわかりませんが、ちょっと気に入らない、ちょっと変…でも始まるのか

もしれない。なぜ始まるのかの背景はわからない。   （40代 女性 中央） 

 

その他 

83 特定の強い人が、嫌いな人を追い詰めるため、その他多数の仲間を同調させ、集団的に弱い人をい

じめる。流されて一緒にいじめる人が多いと思う。大人の世界でもいじめはある。人間とは本質的

には悪なのではないか。子どもの場合、顕著だと思う。   （30代 男性 中央） 

84 一概には言えないのではないか。家庭に問題のある子もいるし、恵まれた家庭で育っても「いじめ

っ子」になるときもある。その子の性格もあると思う。     （30代 男性 東南部） 

85 金銭的な面や子ども同士の意志の不一致による行動。   （40代 女性 西部） 

86 寂しさ、愛情不足、単純にいじめる相手が気に入らない。  （40代 男性 中央） 

87 負の集団心理があると思う。      （50代 女性 北部） 

88 家庭環境と、学校や地域等の社会環境を背景としており、原因は、妬み、嫉妬、動物の弱肉強食的

な本能に近いものにより、連鎖的、継続的、拡大的なものになり、いじめをする子どもも、される

子どもも、裏を返せば類似性があると思われる。     （60代 男性 東南部） 

89 グループを作り、ちょっとしたことで一人の子をターゲットにする傾向があると思う。社会全体が

忙しくなっているので、もう少しゆとりをもって子どもたちに接してはどうだろうか。 

（60代 女性 東部） 

90 ①家庭環境、家庭での教育不足（親の資質や認識不足を含む。）②いじめる側の子ども特有の特性

（潔癖性、独善性、正義感、ねたみ、そねみ、優越性の誇示、劣等感、嫉妬心、時に社会や秩序に

対する反発等）③被害を受ける子の特性（気弱で口の重い者が被害を受けやすい、自己主張の欠如、

劣等感 等）④社会や親の認識不足（事実をあまり知っていない。）⑤多くの学校では相当の対策

を講じていることは承知しているが、時に教師個人の資質や主任を含む同僚教師や副校長、校長の

不適切対応も聞いている。（この場合、教師や校長等の資質の問題もあるが、その多忙性、親の干

渉、教育委員会の過剰、あるいは不適切な指導もあると聞いている。） 

（60代 男性 西部） 

91 人間は本来「子どものいじめ」につながるような残虐性を持っていると思う。これは人間の狩猟本

能から来るもので、特に子どもの頃はそれを抑制する社会的感性に欠けているので、何か他に子ど

もの活力を発散させるような環境が少ないと「いじめ」という行動であらわれやすいのだと思う。 

（60代 男性 西南部） 

92 いじめる人は、相手が自分より弱いと思うと指示をする。いじめられる人は、はっきり返事ができ

ず行動が弱い、すぐ相手に従う、返事の言葉が小さい。これらの一部が出たとき、相手はおもしろ

半分からだんだん上位に立ち不満が出ると弱い者にぶつける。これがいじめとなりその度合いが大

きくなればなるほど事故度合いが大きくなる。    （70代 男性 西部） 
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問３ 次の機関等が「いじめ」のトラブルに対応（相談）してくれることを知っていますか。 

             （どちらか１つに○） 

（n＝96） 

 知っている 知らない 無回答 

学校 87.5 11.5 1.0 

教育委員会 71.9 27.1 1.0 

教育相談センター 62.5 36.5 1.0 

児童相談所 75.0 24.0 1.0 

子ども家庭支援センター 51.0 47.9 1.0 

警察署 47.9 51.0 1.0 

少年センター（警視庁） 34.4 64.6 1.0 

保健所・精神保健福祉センター 26.0 72.9 1.0 

カウンセリングが受けられる医療機関 39.6 59.4 1.0 

児童委員・民生委員 42.7 56.3 1.0 

保護司 25.0 74.0 1.0 

 

  「いじめ」のトラブルに対応（相談）している機関等について知っているか聞いたところ、

「知っている」は学校が９割近く（87.5%）と最も多く、「知らない」は保護司が７割台半

ば（74.0%）で最も多かった。 
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問４ 「いじめ」の防止等のために学校に求めることは何ですか。      （○は３つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

子どもたち自身がいじめについて考え、話し合う機会の設定 58.3 

人間関係形成力の醸成（コミュニケーションスキル） 45.8 

道徳教育の充実（他者との関わりに関すること） 43.8 

自他の命を考える学習の充実 40.6 

教員と子どもが関わり合う時間の確保 26.0 

情報モラルや情報通信機器等のトラブルに関わる指導 16.7 

生活指導の徹底 14.6 

子どもと子どもが関わり合う時間の設定 14.6 

規範意識の醸成（きまりを守ろうとする気持ち） 10.4 

学校ホームページによるいじめ防止等に関わる取組の実施状況の発信  3.1 

その他 11.5 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 親の教育。 

・ 教員側も今はいじめの向き合い方を知らないので、学校（子どもも教員も）と地域のお年寄り

や商売をしている方とのコミュニケーション時間を設定する。 

・ 大人への教育・指導。できれば「ケース・スタディ形式」が適当。ただし時間がかかるが…。 

・ 学校だけにいじめ防止を求めること自体が間違い。 

・ 親と子がいじめについて考え合う時間の確保。 

・ 子ども同士が「悪いことは悪い」と言いあえる環境を、クラス単位で教師がしっかりと作って

あげる。 

・ 彌縫策ではなく、基本的な人権教育の徹底が必要だと考える。 

（※広聴課注：彌縫策とは、一時的にとりつくろう策、一時の間に合わせの策。） 

・ 隠ぺい体質の改善、上意下達の撲滅。 

・ 子どもたちが（精神的に）健康的に夢中になれるような活動を探し、その環境を与える。 

・ 全教員が「いじめは犯罪である」という共通認識を持ち、対処できるよう意識改革や研修を行

う。 

・ いじめ隠ぺい体質の改善、仲直りの強要(ケンカとして処理)。 

  

「いじめ」の防止等のために学校に求めることは何か聞いたところ、「子どもたち自身が

いじめについて考え、話し合う機会の設定」が６割近く（58.3%）と最も多く、次いで「人

間関係形成力の醸成（コミュニケーションスキル）」が４割台半ば（45.8%）であった。 
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問５ 「いじめ」の防止等のために家庭が担うべきことは何だと思いますか。 （○は３つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

家族での会話 65.6 

親の姿勢（見本を示す） 53.1 

子どもが安心して過ごせる家庭環境 51.0 

幼少期からのしつけ（ルールやマナー） 46.9 

命の大切さを考える機会 46.9 

お手伝いなど家庭での役割を与えること 12.5 

約束を守ろうとする気持ちの醸成  2.1 

その他  7.3 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 子どもが息を抜ける家庭づくり。 

・ 道徳を考える機会。 

・ 子どもを学校に行かせないこと、逃げ場（転校など）を用意してあげること。 

・ 家族間での虐待を、しないさせない許さない。 

・ そのクラスで起こっているいじめについて、先生が把握する。匿名でも良いので、第三者的な

立場の人間からも、どう解決するべきか、どの様な背景があっていじめが起こっているかを聞

く。その内容を元に、子どもたちにも考えさせる機会を設け、親にも「こんなことを言ってい

ませんか」「こんな話し合いをしてください」と、保護者等に直接手渡しで手紙を渡す。 

・ 親から子へ、ちゃんと叱る。また、人の痛み（心と体の痛み）をわからせる。 

・ 学校への責任転嫁の改善、学校任せの教育方針、学校以外のコミュニティへの参加(親も子も)。 

  

「いじめ」の防止等のために家庭が担うべきことは何か聞いたところ、「家族での会話」

が６割台半ば（65.6%）と最も多く、次いで「親の姿勢（見本を示す）」が５割強（53.1%）

であった。 
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問６ 八王子市全体で「いじめ」の防止等に向けた取組を実施します。どのような取組が効果的だ

と考えますか。                （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

子どもたちが自分たちの行動について考える機会の設定 71.9 

日頃から地域の大人が子どもたちに声をかける環境づくり 62.5 

規範意識、思いやりなどを育む活動の充実 52.1 

日頃から子どもたちが安全で安心して遊べる場の確保 46.9 

「中学生サミット」など、子どもたちによる意見発表会の場の設定 35.4 

地域行事などでの子どもたちの活躍の場の設定 32.3 

道徳授業地区公開講座やセーフティ教室への地域住民、保護者の参加 27.1 

青少年問題対策地区委員会の行事（クリーン活動）等による地域と学校が

一体となった子どもたちの健全育成の場の設定 
25.0 

子どもたちのいじめ防止等に向けたポスターや標語の掲示 12.5 

その他  8.3 

市（教育委員会含む）のホームページでの広報・啓発活動  7.3 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ いじめられている子どものための逃げ場所、シェルターのような場所を作ってほしい。 

・ 社会的な不安、不満の除去。具体的には「金銭的」問題。 

・ 教員と親の話し合い。教員は親より子どもの悩みを聞き、アドバイスをする。 

・ 学童保育クラブの充実、徹底、拡充。参加できない子の状況の把握。（塾かお稽古事か等） 

・ 引越し（転校）に際する費用の一部負担。 

・ 指導、教育、話し合いとかいう理屈事ではない。子どもたちがより普通にいじめなどをしなく

なるような環境の提供が効果的と思う。 

・ 不登校児や障害児、あるいは「規格外」とされ学校や社会に馴染めなかったり排除されてしま

った子どもたちの居場所作り。（隔離の意味ではなく、駆け込み寺とかシェルター的機能を持っ

たケア施設などを学校や児童相談所と連動して運営する） 

・ いじめが不祥事として認識されている節があるため、いじめの防止も非常に重要なことと思う

が、いじめが発覚した際のために、市としてもマニュアル作成と実施の義務化。いじめが発生

していない、または、適切な対応を実施した学校は評価するとともに適切な状態を維持できて

いるか、申告に不正がないか定期的にチェックすることが重要。電話や LINE等で気軽に相談で

きるサービスの設立・周知。 親や子どもへの相談窓口等の資料配布(子どもの場合はカード型

等)。  

八王子市全体で「いじめ」の防止等に向けた取組を実施するうえで、どのような取組が効

果的だと考えるか聞いたところ、「子どもたちが自分たちの行動について考える機会の設定」

が７割強（71.9%）と最も多く、次いで「日頃から地域の大人が子どもたちに声をかける環

境づくり」が６割強（62.5%）であった。 
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問７ 「いじめのないまち八王子」を目指すために市民（大人）ができることは何だと思いますか。 

                   （自由記述）  

地域を含めた全体での見守り、コミュニケーション 

1 子どもの様子をしっかり見守る。     （10代 女性 北部） 

2 周囲の目が届かないような場所を減らす。異変を感じた場合、見て見ぬふりをせずに声を掛けるこ

と。        （20代 女性 中央） 

3 他人の子どもであっても不審な行動をしていたら声掛けすること。（大人が無関心） 

（20代 女性 東部） 

4 幼少期から地域と学校とのつながりを作り、大人が子どもたちと関わる時間を増やすこと。 

（30代 女性 中央） 

5 困っている人に対して、見て見ぬふりをしない。たとえ、断られても一声掛けるだけで、心理的に

救われることがあるので、そういった場面を日常的に見せていく。 （30代 女性 中央） 

6 まずは地域住民が挨拶をしたり、積極的に声を掛けること。  （30代 女性 中央） 

7 地域の子どもとの積極的関わりをもつような機会を増やす、子どもをただ「見る」だけではなく、

いじめに関する現状を把握したうえで、それを感じ取るアンテナを常に持っておく。市や教育機関

がいじめに対してどのような対応をしてくれるのかと知っておく。 （30代 女性 中央） 

8 他者に対して関心を持つ。地域全体で取り組む意識を持つ。  （30代 男性 中央） 

9 今の時点で自分にできることは見守ることだけ。やたら声を掛けると不審者と思われる。年齢的に

難しい。          （30代 男性 東南部） 

10 子どもに関心をもつ、地域の子どもと関わる機会をもつ、問題行動に対して注意する。 

（40代 女性 中央） 

11 お互いに関心を持つ。コミュニケーションの場を広げる。  （40代 女性 中央） 

12 子どもの変化に気付いてあげられるよう、常に気にかけてあげられることが重要ではないかと思う。 

（40代 男性 中央） 

13 声を掛ける。       （50代 男性 西部） 

14 あいさつなどのコミュニケーション。       （50代 男性 東南部） 

15 大人（両親）は子どもの心が満たされるように温かい家庭にする。大人（教師）は学校、教室に生

徒の居場所を作る。地域の大人は子どもたちを気に掛ける。  （50代 女性 北部） 

16 子どもとの話し合いの場所をつくる。学校での、いじめにくわしい教育評論家の講演、いじめ、命

の授業を受ける。       （50代 男性 中央） 

17 地域の中で、子どもたちを育てるという意識・行動。   （50代 男性 東部） 

18 もし、いじめ行為を見てしまったら大人が声を掛ける。でも勇気がいることかもしれない。（特に

中学生や高校生といった高学年では…）公共の場などの TV が設置してある所にそのような場合の

大人としての行動模範ビデオなどあったら目を向けると思う。  （50代 女性 西部） 

19 防止するには双方の理解と周りの人間がいかに関わっていくかが問題で、傍観者にならずに積極的

に防止に関与していく意識付け、教育の必要性がある。具体的には学校では教師、家庭では家族、

地域では住民がそれぞれ子どもたちに声掛け、コミュニケーション（挨拶、会話、注意、指導を含

む）を日々取っていくこと。        （60代 男性 東南部） 

20 まずは大人（親）同士の交流を活発化させないと、他人の子どもへの気配りはできないのでは。 

（60代 男性 東部） 

21 気づいた時点で注意する、声を掛ける。    （60代 男性 中央） 
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22 子どもたちに関心をもつ。おかしな行動や気づいたことがあったら大人が気軽に声掛けができれば

良いと思う。       （60代 女性 東部） 

23 学校、家庭、地域が連携して情報交換を行い、早期発見を目指し温かく見守る。 

（60代 女性 東部） 

24 子どもに無関心ではなく、何気なく声を掛け、コミュニケーションをとる姿勢。 

（60代 男性 西部） 

25 私は 60 代ですが、世代間交流の機会に子どもたちとの関わりを持つようにしている。身近なとこ

ろでは、町内会のお祭り、児童館まつり、学校行事（運動会、音楽会など）に参加（見学）時や、

登下校の子どもにあいさつや会話など身近な機会の目配せ気配りが第一歩と考える。 

（60代 女性 東南部） 

26 親が子どもと十分な接触と会話に努め、社会常識が身につくように努める。地域の住民が近隣の子

どもに関心を持ち、積極的に声掛けすること。    （60代 男性 西部） 

27 無関心ではなく、「何しているんだろう」と、子どもたちの気配りを常に心がけてみる。 

（60代 女性 東部） 

28 地域社会の一員として、近所・地域の大人は、近所の大人に大人がしていることと同様、あいさつ

や世間話や何気ない普通のコミュニケーションをとることが大切だと考える。直接の力にならなく

ても、いろいろな大人がいるということを、自然に学ぶ。学校生活は人生の一時期。 

（60代 女性 東南部） 

29 日常から大人たちが子どもたちと挨拶を含めコミュニケーションをとる努力をすること。昔と違っ

て今は家で出産を知り、家で祖母や祖父の死を迎え知るということが皆無の時代なので、施設など

にボランティアに出向き体験し、命の尊さを知ることも大切ではないかと老婆心ながら思う。 

（70代 男性 西部） 

30 地域ぐるみで子どもの行動を見て、現場を見た大人は勇気を持ってその場で子どもたちの言葉に耳

を貸す。        （70代 女性 西部） 

31 基本はコミュニケーション、親は子どもたちと対話をよくし、話を真剣に聞いてあげること。他人

とのコミュニケーションができる場、機会を多くつくる。子どもに害を与える情報、物品等を極力

排除する。        （70代 男性 西部） 

32 大人も子どもも、気楽に挨拶のできる環境づくり。   （70代 男性 中央） 

33 目配り気配り。広報など目に届く所にチラシ等を置いてみる。  （70代 女性 西部） 

34 まずは身近な地域でのあいさつ、声掛けからスタートする。  （70代 女性 中央） 

35 子どもに大人が声を掛けてあげる。大人がちょっと変だなと思ったら声を掛ける。 

（70代 女性 中央） 

36 他人の子どもといえ悪いことを見たら注意する、声掛け運動を実施する。 （80代 男性 中央） 

 

家庭での見守り、コミュニケーション 

37 子どもに常に目を配ることだと思う。もっとも、子どもに過干渉なのは嫌がられるが、やけにボー

ッとしていることが多いとか、友だちとのつながりが感じられないなどがあったら、子どもに尋ね

てみるべきだと思う。あとは、特に暴力系のいじめの場合、学校を休ませることに寛容になるべき

だと思う。        （10代 女性 西部） 

38 親と子どもがきちんとコミュニケーションを取ることが大切。「いじめ」とは何かを子どもたちに

説明をする。普段から子どもの様子を見て、異変に気づく。  （20代 男性 東部） 
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39 私は、小学生のときいじめを受け、とても嫌な思い出がある。自宅に帰って来るときは、母が「お

かえりなさい」と必ず声を掛けてくれて少し経ってから「何かあったでしょう。全部出してごらん。」

と話を聞いてくれた。誰かに話をするということが大切ではないか。大人の側は子どもの話を聞く

ことが大切だと思う。        （20代 女性 東南部） 

40 普段から我が子に愛情表現をたくさんする。      （20代 女性 東南部） 

41 子どもの変化に気づくこと。コミュニケーションをとる。    （30代 女性 西南部） 

42 常に子どもに関心を持つこと。態度や様子から小さな変化に気づき声を掛けること。親は学校や先

生だけに頼らず、まずは自分の子どもが親を頼れるような、なんでも話せる関係を築くこと。 

（30代 女性 西南部） 

43 子どもがまず家庭で温かいゆとりのある生活があることが一番大事だと思う。（60代 女性 東部） 

44 親子（大人と子ども）の対話、行動。     （70代 男性 西部） 

学校での見守り、コミュニケーション 

45 学校教育で先生方も忙しすぎると聞いたことがある。家庭もそうだが、学校でも子どもの変化に気

付けるように、皆で見てまわることが大事ではないかと思う。  （60代 女性 東部） 

社会・生活環境の改善や原因の究明 

46 いじめられた子どものケア、繰り返さないように教えるのはもちろん、いじめてしまった子どもを

責めてしまうのではなく、なぜそういうことをしてしまったのか。 （10代 女性 東部） 

47 いじめ経験者（した、された両方）の話を聞く。   （10代 男性 西部） 

48 社会に不安・不満があるから、大人がいじめを行う。そこを改善しなければだめ。 

（20代 男性 東南部） 

49 結局は差別をなくすこと。        （20代 女性 西南部） 

50 頭ごなしにいじめを否定するのではなく、なぜいじめが起こったのか原因を考え、学校・親以外に

地域や公共機関（警察や児童相談所など）を巻き込み中長期的に原因の解決や改善を考える。 

（20代 男性 東部） 

51 日頃の生活の中でのコミュニケーションや、子どもが必要とされる機会を増やすこと、また地域交

流の活性化や老若男女問わず市民一人ひとりが近況を話しあえる機会を設けるなど。 

（20代 男性 北部） 

52 いじめをなくすことはとても難しいが、起きてしまったときの周りの大人の対処法、フリースクー

ル、子どもと家族のケアなどを教えてほしいし、広めてほしい。あとは、若いエネルギーがいじめ

に向かわないよう、中高生が活躍できる場をつくってほしい。    （20代 男性 西南部） 

53 子どもにとってストレスの少ない環境を与えること。   （20代 女性 東部） 

54 やはり先生の意識改善や、自分のクラスで起こった場合にどのように対処していくか、当事者にど

う伝えられるか。ホームページに載せても、いじめられている側しかきっと見ないので意味がない。

まずは子どもと一番近い、学校の教育者と親に接点を設けていかないと、子どもの意識はなかなか、

変わらないのではないかと思う。     （30代 女性 東部） 

55 子どもだけでなく、大人も相談できる人や気軽に話ができる人が身近にいることが大切だと思う。 

世の中が忙しいことが多いので、ゆっくり話をする時間が持ちづらいと思う。（40代 男性 中央） 

56 環境整備、きれいなまちも大切、乱れれば、放置がやがて割れ窓理論に及ぶ。（40代 男性 東部） 

57 発達障害が原因のいじめもあると思う。大人（親、教師、周囲の大人）が早めに受け入れ、気づき、

支援、療育を受けさせてあげることなども大切だと思う。  （40代 女性 中央） 
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58 日頃から、大人が子どもとふれあい（教師、親、近所の大人、シニア）子どものちょっとした変化 

を見逃さず、心のこもった対処で、いじめの被害から子どもを守っていく。 （60代 女性 中央） 

59 子どもたちが、子どもらしく暮らして楽しめるような社会環境を作ってやること。 

（60代 男性 西南部） 

60 自分の子だけでなく、他の子どもたちのことにも目配りし、地域社会全体で子どもたちを育むこと

であり、いじめにあっている子どもが相談できるシステムがより整備され、悩みを話せる大人が必

要であり学校区、町会の中に相談のできる方を置くことも方法であろう。 （70代 男性 中央） 

61 「いじめ」は昔からあった。昨今のような「いじめ」にエスカレートしたのには、原因があると思

う。大人（特に教育関係者や父兄）は、昔と今の「いじめ」の「違い」を検証し、その原因を探り

だすこと。大人ができることは、原因や背景を特定し、対策を講じることだろう。 

（70代 男性 北部） 

大人の意識改革 

62 子どもたちのいじめをなくしたいなら、まず大人同士のいじめをなくすべき。子どもは大人たちを

見て育つのだから、大人が互いを傷つけあう姿を見せるなど言語道断。  （20代 男性 西部） 

63 大人がなめられないように接していく。      （30代 男性 西南部） 

64 子どもたちの手本となるよう、大人たちが大きな心で、仲良く、悪口も言わないようにすることが

必要。        （30代 男性 中央） 

65 大人の社会でもいじめはあるので、いじめをしない姿勢や人の悪口を言わないなど、大人も当たり

前のことを守れるようにしていく。     （30代 女性 中央） 

66 大人のコミュニケーション!!電子物でない遊び、ものづくりの楽しさを大人が体感する。 

（30代 女性 東部） 

67 大人が大人として、道徳感、倫理感を持ち生活すること。  （40代 女性 中央） 

68 大人が子どもたちの見本となるように、モラルを大切にすること。地域で子どもたちを見守ってい

くような態勢づくりが必要。      （40代 女性 東部） 

69 まず大人が「いじめは犯罪」だと認識し、大人同士でのいじめをしない許さない姿勢を貫く。子ど

もたちに大人の見苦しい姿を見せない。大人がいじめをやっていれば子どもたちはすぐ真似るし

「大人もみんないじめをやっているから、ボクらもいじめていいんだ」と勘違いする。子どもを「個

人」として認め、誠意ある対応を大人がすることで「自分は唯一無二の大切な存在なのだ」と子ど

もは認識できるようになる。自分を大切にできる子は他者も大切にできるようになる。 

（40代 男性 西部） 

70 家庭や地域など、周りの人と協力しあって、生活している姿を子どもに見せる。 

（50代 女性 西部） 

71 見本を示すこと（人の悪口を言わない など）。    （50代 男性 東部） 

72 「自分の子どもはいじめをしない」という親の意識が子どもを責めずにいる。子どもが加害者にな

ってないかを考える親になる。       （60代 女性 西南部） 

73 大人が社会のルールから外れないこと。    （70代 女性 西部） 
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大人が子どもに教える 

74 教員、大人といった客観的立場、視点からの指摘や意見を子どもに届けることで社会性を身につけ

させる。        （10代 男性 東部） 

75 近頃のいじめは LINE 等を使って行うと聞いた。まずは知識がある大人がネットリテラシーを伝え

ることはいかがか。「いじめダメ」は、すでに学校が行っていると思うので。（20代 女性 中央） 

76 いじめをして相手を傷つけたら、それは、犯罪であるということを提示する。（30代 女性 中央） 

77 子どものしつけを他者も行うこと。     （40代 女性 西部） 

78 過去に体験した「いじめたこと」「いじめられたこと」について、自分の気持ちを学校などで子ど

もたちに伝えていく。いじめに関心を持つ。子育て世代以外も。  （40代 女性 西部） 

79 周囲の大人たち、学校の先生方が子どものちょっとした変化を見逃さないこと。小学校低学年から、

子どもたちに「いじめはどんなことか」「いじめとはかっこわるいものである」「いじめられた人は

どんな気持ちになるか」等を、もっと子どもたちに教えるセミナー、教室などを増やす。 

（50代 男性 中央） 

80 「自分がされて嫌なことは誰に対してもしない」と小さいときから注意をしたり、子どもに健やか

な生活環境を作ってやることが大切。       （60代 男性 西南部） 

81 家庭やあらゆる場で、加害者だけでなく、それを見ているだけでも「いじめ」に加担することにな

ることを教える。「いじめ」を見た場合、先生、両親含め大人に相談するよう日頃から伝える。 

（70代 女性 中央） 

82 感動的な映画を見せるとか（動物などの映画）、本を読む習慣をつけるよう、家庭や学校などで指

導する。        （70代 女性 西部） 

子どもの居場所づくり 

83 子どもから認識した際の、大人の信頼の向上。子どもが大人に頼ることができる環境が少ない（低

い）ことによって、早期発見ができない可能性が考えられる。市の管轄になるかもしれないが、子

どもが居座れる（安心できる）場所の提供があれば、学校または家庭において居辛いことを早期認

知できる可能性がある。        （30代 男性 東南部） 

84 中学生から 20 才前後の青少年の学校以外の居場所作り。市・警察・ボランティアにより運営、友

人としゃべり、遊び、習い事をするなど、また、各種相談に応じるなど多目的に使えるような育成

センター、スポーツができる場でも良い。（児童館の青年版）  （70代 女性 中央） 

いじめはなくならない 

85 何もない。いじめは絶対になくならない。目指すことなどできないとわかっていながら「いじめの

ないまち」を標榜するなんて滑稽。「いじめをゆるさないまち八王子」の方がよっぽど良い。 

（20代 男性 東部） 

86 いじめは減らすことはできたとしてもなくすことはできない。「いじめのないまち」はたいそうご

立派だが、あまりそういうことを掲げすぎると、学校側でいじめがあったこと自体が大きな恥とい

うことになってしまい、いじめの事実を隠ぺいしようとすることをより助長してしまうのではない

か。いじめはなくならないことを許容した上で柔軟な対策をする方が効果的と考える。 

（30代 男性 北部） 

87 「いじめのないまち八王子」を目指すことは無理だと思う。テレビを見ていても毎日のように「い

じめ」で自殺や殺害されたり、「いじめ」はなくならないと思う。  （40代 女性 西部） 
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その他 

88 知らない大人に挨拶されても、挨拶をしてはいけない等、私たちが子どもの頃に受けた教育とはか

けはなれた指導がなされていると聞いている。子どものいない私たちは、どのように子どもとコミ

ュニケーションをとっていったら良いのだろうか。地域の子どもと関わりたくても、このように学

校で指導されているのであれば、守ってあげたくても、対応してあげられない。もう少し、考えて

指導して頂きたい。       （50代 女性 北部） 

89 難しい問題。子どもたちが大人に成長したので「いじめ」に対して関心は薄くなっているがお手伝

いすることがあれば協力する。     （60代 女性 東部） 

90 八王子市で行っている祭のおどりの時、子どもと親は別々に踊るのではなく、すぐとなりで一緒に

顔を見ながら踊った方が良いのではないか。    （70代 男性 西部） 

91 22 時以降にコンビニ等でたむろしている人がいたら警察へ連絡し注意してもらう。（市民が直接話

すと大問題が起きる可能性があり中に警察が入った方が良い。）  （70代 男性 西部） 
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問８ 現在、八王子市では子どもたちのいじめ防止対策を推進するための条例の制定に向けて準備

しています。条例に対してどのようなことを期待しますか。   （自由記述） 

 

安心して暮らせる社会・生活環境になる条例に 

1 いじめのない社会にする。      （10代 女性 北部） 

2 いじめに加担しなくても、見かけたら通報するようなシステムがあった方が良いと思う。 

（20代 女性 東部） 

3 大人（親や教員）が隠すことなく、きちんと対応すること。子どもたちが安心して日々を過ごせる

環境にすること。         （20代 男性 西南部） 

4 いじめの予兆を早期に発見し、いじめを受けている子どもやいじめをした子どもがケアを受けられ

る環境づくりを促進する条例。     （20代 男性 東部） 

5 いじめを通報しやすいシステムにする。      （30代 男性 西南部） 

6 いじめられていると正直に言える環境づくり。いじめを防止する効果も期待する。 

（30代 女性 中央） 

7 いじめる側・いじめられる側、一方的に悪いわけとは思わない。条例などではあげられないが、心

のケアが大切です!!良いこと悪いことを伝えることができるかできないかで未来に何を想うか変

わってくると思う。       （30代 女性 東部） 

8 いじめ防止は、家庭・学校に限らず、地域で取り組むべき課題のように思う。子どもがいない家庭

や子育てが終わった世代にも、十分関係のある条例にしてほしい。 （40代 女性 中央） 

9 子どもたちが安心して生活できるまちづくり。    （60代 女性 東部） 

10 子どもの言い分、大人の言い分のコミュニケーションができることを規則の教育ができるような条

例にしてほしい。「いじめ」なんて…どうして…と私の年齢になると考えてしまう…親の愛情も欠

けてしまったのでは？と考える。     （70代 女性 西部） 

11 親が子どもの変化に気づかない（ピアスを付けた。夜おそく帰って来る。子どもの友人。子どもの

口数が少なくなった。行動が荒れる。そわそわしている等）また、気づいていても怖いのでなにも

言えない。期待として、家庭に原因があると思い、親が子どもを見守る事が大事な条例を願う。気

づいてください子どもの気持ち、考えてください子どもの気持ち。 （70代 男性 西部） 

12 過去のいじめ事件の報道を見ていると、被害者に対しての教育側（学校、教育委員会等）の対応が、

事を大きくしたくない、穏便に済ませたい、責任回避、他人事等、自分たちを守ることが最優先さ

れ、被害者の親子さんと世間の信頼を失っている。条例には「問題が発生した場合は必ず第三者を

入れて厳密な調査を行い、被害者に配慮した情報公開を基本とし、違反した場合は罰則を与える」

ことを盛り込むこと。      （70代 男性 西部） 

13 他の市で、すでに制定されている条例を参考に準備していると思うが、特に相談体制、再発防止に

注力を望む。       （70代 女性 中央） 

14 条例には地域社会の中における大人の協力が得られるようにする。地域社会が全体で子どもを育て

るような組織を作る条例であってほしい。    （70代 男性 中央） 

 

効果のある条例に 

15 子どもに圧力をかけるのではなく、いじめを防ぐ環境づくり。大人が気づき、いじめられた子ども

が窮地に立ってしまう前に助けてあげられるのを促進することのできる条例。（10代 女性 東部） 

16 いじめ防止対策を推進し、いじめが減ることを期待する。        （20代 男性 東部）  
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17 いじめは、自分の気にいらない他者に対して行われるものだと思う。しかし、人間はみな個性をも

っていて、時には馬が合わない他者だっている。そのような他者に出会った時、精神的に発達した

大人なら、その他者と一定の距離をとるだけで済み、ことさらに他者を排除しよう、傷つけてやろ

うとは思わない。いじめに至ってしまう子どもたちは、そこの壁を超えてしまうのではないか。一

方で、馬が合わない他者と「仲良くしない自由」は、大人だけではなく子どもたちも有しているは

ずだ。大人が、「みんな仲良くしましょう！」と子どもたちに呼びかけるのは、それは確かに理想

としては正しいのだが、先ほど述べたように人間が個性をもっている以上、集団の中の誰かに対し

て、いっしょにいたくないなと感じてしまうのは仕方のないことだし、「みんな仲良くしなければ

いけない」というように子どもたちに押し付けるのは、それは大人のエゴなのではないかと思う。

子どもたちの「仲良くする自由」や「仲良くしない自由」、言い換えれば「友だちを選ぶ自由」を

不当に制限することのないように留意しつつ、集団とは個性をもったそれぞれの人間の集まりであ

って、たとえ気に入らない人がいたとしてもその存在だけは認め、尊重しなければいけないといっ

た形で子どもたちに教育し、社会が見守っていけるような条例が策定されることを期待する。 

         （20代 男性 西部） 

18 条例があれば悪いことだと認識され抑止力にもなる。いじめとは判断が曖昧なものだが、悪質なも

のには有効だと思う。      （30代 男性 中央） 

19 子どもたちのいじめというものはいつの時代にもあった。また、いじめは時代とともにあり方も変

化していると思う。どこからがいじめになるのか線引きが難しいところだが、実効力のある、抑止

力になり得るような条例にしてほしい。また、そういった条例が制定されたことを、教育の現場に

周知することが必要。      （30代 女性 中央） 

20 お飾りの条例ではなく、しっかりと影響力のあるものにしてほしい。  （30代 女性 西南部） 

21 条例が具体的な活動と上手くリンクしていくように成果を出してほしい。  （40代 女性 東部） 

22 いじめの減少。       （40代 女性 西部） 

23 いじめの件数が減れば良い。      （50代 女性 西部） 

24 絵に書いたもちにならないよう、企画→実施→評価→市内に展開されていく過程の進捗状況を把握

し、少しずつでも浸透していくことを期待する。     （60代 女性 東南部） 

25 いじめによって亡くなられた子どもたちのためにも、いじめがなくなるように進めていくことを期

待します。        （60代 女性 東部） 

26 学校では教師、家庭では家族、地域では住民が連携し、市民のみんなで協力していく、いじめから

子どもを守り、いじめを防止できる八王子市の条例に期待している。  （60代 男性 東南部） 

27 これでいじめがなくなるとうれしい。     （70代 女性 中央） 

 

罰則のある厳しい条例に 

28 個人的に「いじめ」という言葉は軽すぎる気がする。条例に、これは人権侵害だ、場合によっては

窃盗罪や殺人罪だと、きちんと記したほうが良いと思う。  （10代 女性 西部） 

29 いじめをした子どもに対する厳しい処罰。    （20代 女性 東部） 

30 効力があるものにしてほしい。特に厳しくしても良いと思う。     （30代 女性 西南部） 

31 子どもであっても、加害者側(親/子)への罰則の制定。(停学/退学/経歴に記載等) 

（30代 男性 東南部） 

32 いじめを事件として扱う。(傷害、恐喝、○○ハラスメント)      （30代 男性 東南部） 
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33 子どもだから、少年だから…と甘やかさず、それが犯罪なら、犯罪と解らせる厳しさも必要だと思

う。        （40代 女性 中央） 

34 いじめをすることで加害者本人にデメリットとなる処罰規定を設けることも一つではないかと思

う。        （40代 男性 中央） 

35 生やさしい条例だと効き目はないと思う。きびしいとは思うが、加害者、関係者にペナルティーを

課す位でないと効果はないと思う。（私の子ども時代は親、先生からきびしく叱られた。いじめは

あったが陰湿ではなく、少なかったと思う。）    （50代 男性 中央） 

36 きびしい条例であってほしい。わかりやすく、子どもたちがそれを見て、やめようと思う条例が良

い。        （60代 女性 東部） 

いじめ解決につながる条例に 

37 形骸化することなくいじめの根本的解決に貢献できる条例であることを期待したい。 

（10代 男性 東部） 

38 八王子市―学校―教育委員会 このトライアングルの関係が大切だと思う。それぞれの情報は開示

してほしい。         （20代 女性 東南部） 

39 いじめ発生時の対応マニュアルの制定義務。(市がチェック)    （30代 男性 東南部） 

40 いじめ発生後の報告義務の時間設定。(情報精査が遅延し、うやむやになるため。) 

（30代 男性 東南部） 

41 各種機関の情報共有。      （30代 女性 中央） 

42 いじめを完全になくすことは難しいと思う。しかし早く気づいて援助すれば大事にならずに済む。

子どもたちの行動を良く把握して支援できる体制を作ってほしい。   （30代 男性 東南部） 

43 いじめ防止対策とともに、大人の気がつかない部分で発生しているいじめを、いかに早期に発見し、

対処できるかも大切だと思う。 また、いじめられてしまって苦しんでいる人が、その場に留まり

解決作を模索するのではなく、環境を変え新たなスタートをきれる選択（転校など）が容易に選べ

るようになることを期待する。     （30代 女性 中央） 

実現可能な条例に 

44 形骸化しないこと。教師の負担を増やし過ぎないこと。   （20代 女性 中央） 

45 実際に具体的な対策に繋がる内容にしてほしい。   （50代 男性 東部） 

46 条例が埃をかぶったままにならないようにしてほしい。   （60代 男性 東部） 

47 条例で縛り付けることがないよう工夫した条例にする。   （70代 男性 中央） 

48 条例を定めても実行するのはむずかしいと思うが、頭から押さえつけるような条例では反発もある

ので、時代に合う条例にする。期待している。    （70代 女性 西部） 

49 条例はあくまで条例、実際の場でどのように生かしていくかが大切。 （70代 女性 中央） 

学校教育現場を巻き込んだ教育改善が図られる条例に 

50 いじめをその生徒間の問題と見るのではなく、もっと全体の問題だととらえてほしい。いじめる側

といじめられる側が入れ換わることもあるし、クラス全員が何らかの形で関わっている場合もある

ので、その生徒だけを罰するのでは意味がない。   （10代 女性 西部） 

51 条例を制定することでいじめが防止されることはないと思うが、可能であれば、学校教育の中で毎

日日記を書くなど、自分自身をみつめることができる教育方法が行われると良いと思う。 

（40代 男性 中央） 
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52 ただ「いじめダメ！」と締めつけても全く解決にならない。被害者はもちろんだが、特に加害者の

ケアを充実させ、再発防止に力を入れてほしい。子どもたちは未熟で、いじめる側が問題を抱えて

いる場合も多いので、問題の根本を解決してあげてほしい。そうでないと、いじめは地下に潜り、

余計に陰湿になり、発見できなくなり、手遅れ（自殺や殺人）になる。  （40代 男性 西部） 

53 学校で学期ごとに調査を行う。（定期的に行う。担当教師以外も目を通す。） （60代 男性 中央） 

54 いじめは犯罪だということを子どもたちに知らしめ、いじめについてグループディスカッションを

して、いじめられる人の心の傷をクラス全員で考える。   （60代 女性 中央） 

55 教師の尊厳の確保。子どもたちが教師と友達感覚なのはどうかと思う。  （70代 男性 中央） 

 

期待できない 

56 本当にこの条例が子どもたちのいじめ防止に直結するのか。また、この条例が子どもたちにとって

ストレスとなって、「いじめ」が起こるような精神活動をおこしてしまわないか。 

（20代 男性 北部） 

57 いじめの実態を理解していないような「お役所的」な条例になるのはわかる。期待しない。 

（20代 男性 東南部） 

58 あまり期待していない。      （30代 女性 中央） 

59 「いじめ」は有史以来世界中で起こっている。条例を作っても、いじめを行っている子どもたちに

どの程度理解できるのか疑問。条例の制定など必要だろうか？  （60代 女性 東部） 

60 いじめ防止対策推進のための条例…あまりピンとこない。    （60代 男性 西南部） 

61 ほとんど期待はできないと思う。条例はないよりはあった方が良い。しかし、どんな条例なのかわ

からないが、条例で何がどのように改善するのか？「いじめ」で死に追い詰めても、加害者は未成

年者で大した罪にはなっていない。条例は労力に比べてその効果は低いように思う。ないよりは良

いかもしれないが、良くわからない。     （70代 男性 北部） 

 

わかりやすい条例に 

62 子どもにもわかりやすい言葉で、条例を制定すると良い。        （30代 男性 中央） 

63 条例に対して、どの様な効果があるのかわからないが、意識を持って、私たちも取り組めると良い

と思う。        （30代 女性 東部） 

64 誰にでもわかりやすい条例にする。     （40代 女性 中央） 

65 子どもといえども、してはいけない事を認識できるような条例の内容になればと思う。 

（50代 女性 北部） 

66 わかりやすく、複数の解釈にならない表現。      （50代 男性 東南部） 

67 条例は必要かもしれないが、大人が条例で束縛しても「いじめ」がなくなるとは思わない。できる

だけわかりやすい文言の条例を望む。     （70代 男性 西部） 

 

条例を広く周知してほしい 

68 内容を学校、市役所にしっかり掲示する。    （10代 男性 西部） 

69 まずは広く認識されると良い。     （20代 女性 中央） 

70 条例でどうやって何を防止するというプロセスと、見せる化の方法が大切。 （40代 男性 東部） 

71 いじめに関して、市民が関心を持ち、市民が考えるような PRをしてほしい。（50代 男性 中央） 
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親・学校等の意識向上 

72 学校や教育機関、保護者のいじめ問題について意識が高まると良いと思う。 （50代 女性 西部） 

73 本人だけでなく家族（親）にも正しい教育が必要。   （50代 男性 西部） 

 

その他 

74 条例や法律を制定しても、その間隙を縫う新たないじめが起こるだけで、根本的な解決にはならな

い。裏を返せば条例に抵触しないいじめはいじめではないとも言えるので、学校の隠ぺい体質を助

長するだけではないか。罰則を設けた条例より、褒賞を設けた条例の方が、学校の隠ぺい体質を改

善するのに効果がある。      （20代 男性 東部） 

75 一人ひとりに向けた心に届く言葉。       （20代 女性 東南部） 

76 いじめはなかなかなくならないので、個人一人ひとりが強くなり、いじめられている子をすぐに守

るものが出来ると良いと思う。     （30代 女性 中央） 

77 いじめがあった学校は悪いということではなく、いじめがあったことに対して適切な対応をし、解

決したことを表彰する制度があると良い。    （30代 男性 北部） 

78 「いじめ」は大人たちの知らないところでおきていることなので、「いじめ」の現場などを見ても

見て見ないふりをすると思う。これは永遠のことだと思う。  （40代 女性 西部） 

79 道徳授業地区公開講座などの資料やいじめ対策の資料が全世帯に配布できると良いと思う。子育て

世代以外が関わるようなイベントができると良い。小学校、中学校の子どもたちがいる世帯には、

各書類郵送時にアンケートやいじめ対策のおしらせを同封するなど定期的に状況を把握できると

良い。        （40代 女性 西部） 

80 難しいと思うが、ネット・ラインなどの制限をすること。夜は 22時までにするなど。 

（40代 女性 西南部） 

81 条例だけではなく、大人の理解、学校の隠ぺい体質等の改善。    （40代 女性 東南部） 

82 試みに対する補助金。      （50代 男性 東部） 

83 条例に当てはめてだけ動くのではなく、臨機応変さも必要だと思う。 （50代 女性 北部） 

84 子どもたちに押し付けるのではなく、自分たちが納得し、実践して、守ろうとすること。 

（60代 男性 西部） 

85 弱者の立場にたってほしい。        （60代 女性 西南部） 

86 条例についてはわからない。        （60代 女性 東南部） 

87 条例は結果としての形式であり、背景となる市や議会側の認識が問われる。従って八王子のいじめ

対策をどのようにするか十分検討し、それを効果的に支援する内容となることを期待する。 

（60代 男性 西部） 

88 いじめている子はいじめていると思っていないから、先生や親に言ってもなんの解決にもならない。

いじめられている子は、ただ我慢に耐えていると思う。   （60代 女性 東部） 

89 他者を思いやる心。       （70代 女性 西部） 

90 どのような条例が制定されるか、期待ではなく、楽しみにしている。   （70代 男性 中央） 
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