
令和元年度第 4 回 

総合教育会議 資料 3

  

 

 
東村山市いじめ防止等のための基本的な方針（案）に関する意見募集（パブリックコメン

ト）の結果（※ご意見のみ掲載しています。市の考え方については現在策定中です。） 

 

 

ご意見をお寄せいただいた人数 計 9名（内訳：各施設での提出 5名、郵送での提出 0

名、ファクシミリでの提出 1名、市ホームページでの提出 3名、） 

意見募集期間  令和元年 11月 6日（水）～令和元年 11月 25日（月） 

 

お寄せいただいたご意見の数 52件 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

お寄せいただいたご意見のうち１つのご意見の中に複数にわたる内容が記載されている

場合は、分割・移動させるなど整理して掲載しています。また、明らかな誤字・脱字等の

修正等を除き、可能な限り原文のまま掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見項目 件数 

第１ 基本的な考え方  

１ 基本方針策定の意義 ２ 

２「いじめ」の定義 １ 

３「いじめ」の禁止 ０ 

４「いじめ防止」等に関する基本的な考え方 ６ 

第２ いじめの防止等のための対策 

１ 市における取組 １６ 

２ 学校における取組 ５ 

方針（案）全般について ２２ 

合計 ５２ 
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第１基本的な考え方 

１基本方針策定の意義に関する事項 

 

 

 

 

№ 
方針（案） 

ページ 
ご意見 

１ Ｐ１ いじめ防止対策推進法１２条「地方公共団体は、…基本的な方針…

を定めるよう努めるものとする。」を根拠に、「東村山市いじめ防止等

のための基本的な方針を策定する。」とのことですが、今、いじめ問

題で大きな問題になっているのは、学校においてです。 

２ Ｐ１ 国の「いじめ防止対策推進法」が施行されたのは 2013 年 9 月です。

早い自治体では 2014 年に自治体としての基本方針を定めています。

今回、法施行から 6 年後にようやく東村山市としての基本方針を定め

るのですが、なぜ今なのか、その理由が明確ではありません。市議会

からの政策提言がきっかけであるならばそれを明記すべきだと思い

ますし、そのほかに理由があるのならば、その点はちゃんと明記した

方が、「オール東村山」でいじめ防止を進めていく上でも必要ではな

いかと思います。 

２「いじめ」の定義に関する事項 

№ 
方針（案） 

ページ 
ご意見 

３ Ｐ１ 「いじめ」の定義なのですが、国の「いじめ防止対策推進法」第 2 条

を一部の表記を変えて引用しているだけになっていて、理解しにくい

と思います。「基本方針策定の意義」と同じように、法の条文を引用

した上で、「いじめ」の定義をわかりやすく解説した方がよいと思い

ます。この文章を一読しただけで「いじめ」とはどういうものである

のかを理解できる人は少ないと思いますし、この定義に基づいて「い

じめ」を説明できる人はさらに少ないと思います。神戸市では法の定

義のあとに「留意事項」を掲載していますし、千葉市でも法の定義を

掲載してから、定義の文言について解説しています。 定義は「いじ

め」なのかどうかを判断する基準となるものです。学校関係者だけで

なく、保護者や地域の人など「オール東村山」でいじめ防止に取り組

むのであればなおさら、誰にでも理解できるよう定義の解説が必要だ

と思います。 
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４「いじめ防止」等に関する基本的な考え方に関する事項 

№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

４ Ｐ２ 第１の、４の、（２）の最後に以下を加えること！！！＜いじめを

した児童・生徒を処罰する＞いじめをした児童・生徒を処罰すること

によって、いじめがいけないということを理解させ、またクラスの児

童・生徒の前で処罰することによって、他の児童・生徒にもいじめが

いけないということを自覚させる（みせしめ）。これにより、いじめ

の再発を防ぐ。 

５ Ｐ２ Ｐ２（２）いじめを受けた児童・生徒に対しては、結果だけをみる

のではなく、双方の意見を聞き、「できるだけ早く対応をできるよう

に」して行動してください。また、委員会もその時に応じて人を入れ

たりして教員の目線だけでなく、「多職種」で関われるようにして下

さい。単に「組織的」となると片寄る可能性があります。 

６ Ｐ２ 最初に、東村山市においていじめに焦点を当てた新しい法案が策定

されようとしていることにされようとしていることに感謝いたしま

す。同方針（案）の目次に沿って意見を述べさせていただきます。① 

2 ページ目（２）の記載内容 いじめを受けた児童・生徒からの情報

やいじめの兆候を確実に受け止め、～組織的に守り通す取組を徹底す

る、の一文について。個々のいじめケースにおいて、その取組が徹底

されたかどうか、そしてどのような結末になったのか、この 2 点の情

報提供を誰もが受けられるようなファイリングをするよう希望しま

す。 

７ Ｐ３ 3 ページ目の記載内容◆ いじめの件数が多いことをもって、その

学校や学級に問題があるという捉え方をしない、の一文について。そ

のような捉え方はしないと思います。むしろいじめの認知件数が正確

であることの証であり、市として誇りに思ってよいと考えます。学校

現場を守るため（誤解を受けないため）にこの記載内容のアピールは

確かに必要です。一般市民に対して伝えたい内容のようですが、個人

的には学校の先生方や教育委員会に対しても同じことを言いたいで

す。そしていじめに蓋をしてもみ消すようなことはしないでいただき

たいと思っています。 
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№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

８ Ｐ３ 3 ページ目の四角い囲み、３項目の下にある記載内容～ことについ

て、教職員はもとより、保護者、地域、関係機関等から十分な理解を

得ておくことが必要である、の一文について。保護者、地域から共通

の理解を得るには学校と、保護者や地域の間にフェアで中立的な立場

で交渉ができる人物や団体等が必要です。いじめの世界では、スポー

ツのように関係者の間にフェア精神が働くことはないとくことはな

いと（私自身の家族が経験したいじめから）思うからです。 

 

 

第２ いじめの防止等のための対策  

１市における取組に関する事項 

№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

９ Ｐ８ 教育の専門家でない市長が（Ｐ８のように、）いじめ防止等のため

の「いじめ問題再調査委員会を設け、再調査を行うことができる。」

や「市長は…は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任におい

て、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態

の発生の防止のために必要な措置を講じる。」等、とあるのは、教育

問題に行政の長が介入する重大問題であると思います。削除すること

を要望します。 

１０ Ｐ４ Ｐ４の（１）基本方針の策定 第２項の基本方針の内容について、

「…総合教育会議を通じて適宜見直すなど、いじめの防止等のための

対策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な措置を講じる。」と

書かれています。市長が主管する総合教育会議ではなく、教育長が主

管する教育委員会に訂正する必要があります。 

１１ Ｐ８ （Ｐ８のように、）「市長は、…その結果を議会へ報告する。」とあ

ります。何のために議会に報告するのですか。教育の専門家でない市

議会議員に報告して、いじめ問題は解決するのですか。いくらプライ

バシーを配慮しても、被害者、加害者とのつながりがある可能性もあ

ります。かえって、解決を複雑にするのではないでしょうか。削除す

べきと考えます。 
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№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

１２ Ｐ５ 学校運営協議会、学校サポートチーム、青少年問題連絡協議会、地

域のみなさん方は情報を届けたり、保護者（父母）と先生方の学校の

取り組みを励まし応援することが主要任務だと思います。 

 Ｐ５の青少年問題連絡協議会の「学校におけるいじめの実態や、学

校及び東村山市教育委員会におけるいじめ防止に関する取組、対応等

について青少年問題連絡協議会に定期的（年間１～２回程度）に報告

する。青少年問題連絡協議会からの意見等を参考に、取組や対応策等

について見直し・検討を行う。」は、学校や教育委員会より教育の専

門家でない青少年問題連絡協議会を上位機関に位置付けており、本末

転倒と思います。削除すべきと考えます。 

１３ Ｐ６ Ｐ６（３）未然に防ぐために→教員の心ないひとことでいじめを生

んだりいじめに加担してしまう場合が多々見受けられます。特に若手

教員はそのようなことの研修もぜひ受けるようにして下さい。生徒へ

の注意には、細かい配慮をするよう心がけてほしいです。最近もある

中学校の話しを聞いております。 

１４ Ｐ４～９ 小平市の基本方針では「小平市における取組」の中に「財政上の措

置等」という項目があり、「市は、いじめ防止等の対策を推進するた

めに、必要な財政上の措置、その他の人的体制の整備等、必要な措置

を講じる」と明文化しています。言わずもがなの当然のことと考えて、

当市の基本方針には書かれていないのかもしれませんが、「市におけ

る取組」の中にぜひ「財政上の措置等」という項目を入れていただき

たいと思います。 

１５ Ｐ４～９ 立川市の基本方針には市の取り組みとして「いじめ防止等に向けた

情報発信」という項目があり、「子どもをいじめから守るために、社

会全体で子どもを見守るために、学校、保護者、市民及び事業者等に

いじめの防止に向けた情報発信を行う」と明記しています。これは当

市の基本方針の中にある「市における取組」にも入れて欲しい項目だ

と思いますが、いかがでしょうか。 

１６ Ｐ９ 「重大事態発生時 対応フロー図」は第 3 回総合教育会議の資料と

して出された時よりもコンパクトになっていますが、フロー図として

は「議会」と「学校」が並んでいるせいもあり、流れのスタートがわ

かりにくいと思います。丸数字を追って行けば理解できますが、やは

りスペースを取るデメリットはありますが、当初の資料のようにタテ
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№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

に流れていく方が理解しやすいと思います。 

１７ Ｐ９ 「オール東村山」と謳いつつも、「重大事態発生時 対応フロー図」

に出てくるのは「当該児童生徒・保護者」と「学校」、「教育委員会」、

「いじめ問題調査委員会」、「市長」、「総合教育会議」、「いじめ問題再

調査委員会」、そして「議会」だけです。当該児童・生徒以外の児童・

生徒や、当該児童生徒の保護者以外の保護者への説明や対応はどの段

階でするのでしょうか。また、地域への説明、つまりマスコミなどへ

の公表はどのタイミングでするのでしょうか。明記した方がよいかと

思いますが、いかがでしょうか。 

１８ Ｐ９ 「重大事態発生時 対応フロー図」を見ると、最後が議会への報告と

なっています。そこが「重大事態」対応の終着点なのでしょうか。重

大事態の当事者である児童・生徒及び保護者へのケアと再発防止のた

めに議論し対策を講じることが終着点ではないのでしょうか。 

１９ Ｐ４～９ 「市における取組」に「市内各小中学校の学校いじめ防止基本方針を

市ホームページで公表する」という一文を入れて、学校のホームペー

ジとは別に紹介ページをつくって市民に公表して欲しいです。 

２０ Ｐ５ 「重大事態」の定義にある「児童等の生命、心身又は財産に重大な被

害が生じた疑いがあると認めるとき」とは具体的にどういうケースを

想定しているのか、明記した方が理解が得られやすいと思いますが、

いかがでしょうか。 

２１ Ｐ５ ５ページ目の 〇いじめ問題調査委員会の記載内容重大事態が発

生した～該当事案に関する調査を実施する、の一文について。委員 6

人がそれぞれの立場で、どのように”調査の実施”を行うのでしょう

か？文章化されて上がってくるいじめのケースを一読して意見交換

をする、それよりもワンランク上の調査（実際に足を運んで自身の目

で観察、事実確認観察、事実確認をする等）ができるような人材が選

出された委員会であってほしいとであってほしいと思います。心理専

門家と弁護士について。心理専門家・・・どのような有資格者を専門

家と定義していますか？弁護士・・・・・市で雇用契約をするのでし

ょうか？委員の弁護士とはいじめの被害家庭、加害家庭の人達が、い

つでも相談できる体制であるようにしていただきたいと思います。特

にいじめにあった本人と保護者に必ず面接調査をするよう義務付け

てください。今回の条例設定で一番望んでいることです。市民の役に
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№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

立つ条例になると思います。 

２２ Ｐ５ 5 ページ目の「いじめ問題調査委員会」は～いじめが重大事態か否

かの判断は学校及び教育委員会が行う、の一文について。この一文の

下にある①と②は確かに重大事態です。ですが、重大事態か否かの判

断はいじめにあった本人、保護者がいじめをどう受け取っているかが

重要ポイントです。①と②に当てはまらず、被害者が強く訴えてこな

いから重大事態ではない、という判断にならないように配慮してくだ

さい。 

２３ Ｐ７ ７ページ目 ②早期に発見するために〇「市長へのメール」や～情

報を把握する体制を整える、の一文について。例えば市長への手紙に

いじめの個人名を書いた内容でも受理してくださるのでしょうか？

それから情報を把握する体制を整えるだけでなく、問題解決に直結で

きる体制も兼ね備えていただけると幸いです。今回の条例の内容には

ありませんが、市長への手紙も有効ですが、市議会議員で構成された

いじめの情報を寄せられる相談窓口ができたら良いと思います。前例

がどれだけあるのか無いのか調べていませんが市議会議員は市民が

選んだ代表なのですから相談を寄せやすいのでは、と思います。  

〇各学校において、毎年度実施している「児童生徒の問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の集計過程で、いじめの認知

件数認知件数が 0 であった場合には、児童生徒や保護者向けに公表し

検証を仰ぐなど、認知漏れがないか確認するよう指導、助言を行う。

この一文は無くなったようですが、ぜひ復活させてください。それか

ら、認知件数が 0 であった場合に認知もれがないか公表と確認をする

のではなく、認知もれがあるかどうかを定期的に市報ひがしむらやま

を利用して広く”市民”に確認してはどうでしょうか。 
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№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

２４ Ｐ８ ８ページ目〇重大事態～いじめの解消及び学校復帰のための支援

を行う、の一文について被害者の保護者の承諾を得てから支援を開始

してください。事後報告はやめていただきたいと思います。以上です。 

 

   

第２ いじめの防止等のための対策  

２学校における取組に関する事項 

№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

２５ Ｐ１２ 第２の、２の、（３）の、早期対応のための取組の、④に以下を加え

ること！！！ケ 加害の子供に対する処罰の実施、及び家庭への通報。 

２６ Ｐ１０ 教育委員会が（Ｐ１０のように、）「２ 学校における取り組」につ

いて、「学校は『学校いじめ防止基本方針』を定めなくてはならない。」

や、「学校は、実効的に行うための組織（学校いじめ対策委員会、学

校サポートチーム等）を置く。」等、いじめ防止等のための詳細を市

の条例、規則で決めて、行政指導で押し付けるべきではないと考えま

す。教育委員会の本務は何ですか。学校における取り組みは、まさに

学校が主体的に考え、創意工夫のある具体的に取り組みを開始するこ

とです。 

２７ Ｐ１０ 「学校における取組」の「（1）学校いじめ防止基本方針の策定」に、

上田市の基本方針にあるような「学校のホームページ等で保護者や地

域に周知します」という一文を入れて欲しいです。というのも現在、

回田小学校、秋津小学校、萩山小学校は「学校いじめ防止基本方針」

をホームページで公表していませんし、第二中学校は「学校いじめ防

止基本方針」のアイコンはあるものの、クリックしても出て来ません。

こういう現状の改善のためにも必要ではないかと思います。 

２８ Ｐ10～13 「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」、「重大事態への対処」の 4

つの段階の取組例を挙げていますが、これは東京都教育委員会が
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№ 

方針

（案） 

ページ 

ご意見 

2017 年に策定した「いじめ総合対策【第 2 次】」の丸写しとなってい

ます。丸写しがいけないというわけではないのですが、それならば出

典を明記した方がよいかと思います。ただ、この取組例は 2 年前に策

定されたものであり、スマホなどの普及によりいじめのパターンもこ

の 2 年で変わっている部分もあるかと思います。できれば丸写しでは

なく、当市の現状に即した取組例を 1 つでも 2 つでも挙げていただ

ければと思います。 

２９ Ｐ１０ 10 ページの「未然防止のための取組」の②のア「職場環境」が「側

場環境」になってます。 

３０ Ｐ１０～

１３ 

当市独自の取り組みである「生徒会サミット」についての記述が削

除されているのはなぜでしょうか。 

 

方針（案）全般について 

№ ご意見 

３１ 一般市民だけでなく弁護士、警察とも連携をしてください。いじめを犯罪とし

てとらえ、早期に厳重に対処する取り組みを行っていただきたいです。 

３２ いくら口で「いじめをしてはいけない」と教育しても、処罰を受けない事をい

い事に、いじめをやめない人達がいるので、積極的に処罰を与え、家庭に連絡し、

警察に通報すること！！！今回の（案）にはこの観点が欠如しているので、この

観点を加える事！！！ 

３３ いじめは暴力です。学校での「いじめ」は「被害者」と「加害者」そして「見

ている者」がいます。そして、孤立化され、無力化させながらエスカレートし、

やがて透明化していきます。追いつめられていくいじめの早期発見が求められま

す。 

子どものＳＯＳを発見したら、まずは安心・安全が大切にされなければなりま

せん。どうしてほしいのか、どうしたらよいのか、よりそって解決するまで話を

よく聞くことが大切です。加害者の場合も同様どうしたらよいか、心からよりそ

うことではないでしょうか。「厳罰」ではなく、思いを無条件に受けとめ、共感し

ていくこと、心の中の思い、事情、不安やストレスなどを解決していかないと、

またいじめをくりかえしてしまうことになるでしょう。 

「いじめ」にかかわって話をひたすら聞く時間的なゆとりが教員にはなかなかと

れません。また、教員が忙しくしていると、子どもたちの心や行動が見えなくな

ってしまいがちです。なにげない子どもたちの会話や行動から「いじめ」の発見
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方針（案）全般について 

№ ご意見 

につながります。また教員同士がゆっくりと語り合えることも大切です。 

 教員にゆとりを。業務を見直し、子どもたちとふれあえる時間の確保が必要な

のではないでしょうか。 

３４ 子どものいじめとその防止、解決に直接かかわる保護者（父母）と先生方の学

校の取り組みを励まし、応援することが大切だと考えます。学校が主体的に対策

を考え、創意工夫のある具体的取り組みを開始することです。 

「国、都、市で決まったから…」ではなく、自分たちの子どものことだ、自分

たちの課題だ、自分たちの本務である、等との認識で主体的に考え、具体的に取

り組みを開始することです。 

そのようになるための学校現場に余裕はあるでしょうか。子どもと先生が一緒

に話し合う時間が十分にあるでしょうか。朝は６時半ごろから、夕方は９時１０

時まで超過勤務の働き方で体も心も大丈夫でしょうか。これらの課題を国、都、

市は並行して解決することが大切だと思います。 

３５ 子ども（双方とも）の権利を尊重した対応を望みます。（子どもが不利益になら

ないように努めてください。） 

３６ 表題には「東村山市」と「教育委員会」と並記されていますが、これは基本方

針の主体が「東村山市」と「教育委員会」という意味なのでしょうか。だとすれ

ば、市議会の政策研究会「いじめで泣く子を出さないために」が 2018 年 7 月に

出した提言、「現在は教育委員会が主体となっている『いじめ防止等のための基本

的な方針』を、市が主体となるよう改められたい」に反するのではないのでしょ

うか。 

３７ 基本方針の主体が「東村山市」と「教育委員会」の 2 つであるならば、「市にお

ける取組」とともに「教育委員会における取組」の項目を立てるべきではないで

しょうか。 

３８ 基本方針に出てくる「児童・生徒」とは何を指すのでしょうか。東村山市立小

学校・中学校の子どもたちだけなのでしょうか。東村山市に在住し、他市の小中

学校に通う子どもたちも含まれるのでしょうか。また、小学校就学以前の子ども

たち、中学校卒業後の 18 歳未満の子どもたちは「児童・生徒」に含まれるのでし

ょうか。「児童・生徒」の明確な定義が必要かと思います。 

３９ この基本方針は、教育委員会がこれまで策定してきた「東村山市いじめ防止等

のための基本的な方針」を基にしていて、一部加筆というスタイルになっていま

す。そのため「オール東村山」で取り組むための基本方針というより、学校で取

り組むめの基本方針のように思われる部分があります。例えば「『いじめ』防止に

関する基本的な考え方」は、項目の冒頭に「学校における」という言葉を入れた
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方針（案）全般について 

№ ご意見 

方がいい内容になっています。他市では「基本理念」という項目を入れています。

なぜ「オール東村山」で取り組むのか、「子育てするなら東村山」を実感してもら

うためにもいじめ防止をする必要があるし、まちぐるみで子どもたちを見守って

いく、そういうまちにしていくという理念をまず書き込んだ方がよいかと思いま

す。 

４０ この基本方針では「市としての方針」と「学校としての方針」が明記されてい

ますが、朝霞市や立川市の基本方針では「家庭としての方針」や「地域として方

針」も明記されています。「オール東村山」でいじめ防止に取り組むのであれば、

この基本方針にも必要なのではないでしょうか。 

４１ 立川市や小平市の基本方針には「いじめ解消の判断」という項目があります。

当市の基本方針は「いじめ防止」だけではなく、「起きてしまったいじめへの対応」

についても定めるから「いじめ防止等」となっているのだと思います。だとすれ

ば、「いじめ解消の判断」は必要かと思います。また逆にこの項目がないから、「重

大事態発生時 対応フロー図」の終着点が議会への報告となってしまうのだと思

います。 

４２ 立川市の基本方針にあるような「幼児教育におけるいじめ未然防止の取組」も、

「オール東村山」でいじめ防止を目指すなら、盛り込んだ方がいい項目かと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

４３ 教育委員会がこれまで策定してきた「東村山市いじめ防止等のための基本的な

方針」を基にしていることを考えると、当市の私立中学校や高校に通う子どもた

ちや、他市の中学校や高校に通う当市在住の子どもたちは対象に含まれていない

と思われます。「オール東村山」を目指すのであれば、こうした子どもたちに関わ

るいじめ問題についての取り組みも明記しておいた方がよいかと思いますが、い

かがでしょうか？ 

４４ 神戸市の基本方針には「特別な支援を必要とする児童生徒への対応」という項

目があります。「未然防止」の考えからすれば、当市の基本方針にも必要な項目と

思われますが、いかがでしょうか。 

４５ 神戸市や小平市の基本方針には「特に配慮を擁する児童生徒への対応」として、

帰国子女や性同一性障害などの例を挙げています。「未然防止」の考えからすれば、

当市の基本方針にも必要な項目と思われますが、いかがでしょうか。 

４６ 1986 年から現在まで国による「いじめ」の定義は 4 度も変わりました。言われ

た本人が気にしていなくても、人権配慮の観点から言った子どもを注意した方が

いいというケースも出てきました。 先日、私の友人はこんな疑問を投げかけて
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方針（案）全般について 

№ ご意見 

きました。「ドラえもんに出てくる、ジャイアンやスネ夫がやってることは、のび

太にとって『いじめ』なんだろうか？」 私も友人も「いじめ」とは認識せずア

ニメや漫画を見ていました。だけど今現在の「いじめ」の定義に照らし合わせれ

ばどうなのでしょうか。のび太が「ボクは大丈夫」と言ったとしても、人権配慮

の観点からジャイアンやスネ夫の言動を注意しないといけないケースがあるので

はないでしょうか。「子どもの言うことだから」「子どもがやることだから」と見

過ごすことなく、注意すべきことかどうか的確に判断してその場のタイミングで

注意していくことが、地域の大人には必要なのではないかと思います。いじめ防

止の肝は「いじめの判断」だと私は思います。その判断を誤らないためにも、保

護者や市民向けに「いじめ防止ハンドブック」を市として作成して配布した方が

よいかと思います。実際のところ、国の「いじめの定義」を理解できているのは、

学校の先生くらいではないかと思います。それでも体罰を行う先生が世の中にい

るということは、きちんと「いじめとは何か」を理解できていないからだと思い

ます。社会に出ると「セクハラ」「パワハラ」「モラハラ」といった問題が出てき

ますが、これらはすべて端的に言えば「いじめ」です。「いじめ」を理解する大人

を増やすことは、「セクハラ」などの社会問題の未然防止にもつながります。ぜひ、

親しみやすい具体例をたくさん盛り込んだ市民向け「いじめ防止ハンドブック」

を作成していただければと思いますし、「作成する」ということをこの基本方針に

盛り込んでいただきたいと思います。 

４７ 「学校いじめ防止基本方針」については「検証と改善」の項目があるのですが、

この基本方針そのものについては「検証と改善」の項目は必要ないのでしょうか。 

４８ また、教育委員会は専門家のスクールソーシャルカウンセラー、心理カウンセ

ラー、教育相談員、小児科医、弁護士などを配置できるような条件整備を中心に

取り組むことが大切だと思います。 

４９ ３年前に発生した臨時採用の教員による児童へのいじめは、同じクラスの児童

の証言等でいじめが明るみに出た。 

教員は事実を隠ぺいしようとした言動があった。この事案を受けて教員自らが児

童・生徒をいじめるなどの行為があった場合の「重大事態」と位置づけた対応策

を講じるべきと考えます。 

５０ 正職教員と臨時採用教員に関わらず、担任を持つ責任がある場合は、同様のい

じめに関する研修等に参加し、いじめの定義への理解を深める様に努めることが

重要と考えます。（教室は密室であることを自覚するなど）。 

５１ 特別の教科・道徳の授業で多様性や障がいへの正しい理解につながる取り組み

を望みます。（みんな同じ人間であることなど） 
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方針（案）全般について 

№ ご意見 

 

５２ ころころの森でやっている赤ちゃん登校日というのを、全中学校でやれたら道

徳などで勉強するよりもはるかに１人１人の命を大切にできると思います。教育

委員会にがんばってもらいたい。 

 


