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平成３０年度 第１回浜松市いじめ問題対策連絡協議会 会議録 

日 時 平成３０年８月２１日（火）午後１時３０分～３時００分 

場 所 浜松市役所本館８階 ８０２会議室 

次 第 

 １ 開 会 

 ２ 委員自己紹介 

 ３ 議 事 

  （１）浜松市いじめ問題対策連絡協議会の概要 

  （２）平成２９年度の状況報告 

  （３）各機関の取組 

  （４）その他 

 ４ 事務連絡 

 ５ 閉 会 

 

主な発言内容 

（１）浜松市いじめ問題対策連絡協議会の概要 

＜浜松市こども家庭部次世代育成課長 小田切 峰二＞ 

○ 浜松市いじめ問題対策連絡協議会の要綱の第１条に定められているように、平成２５年９月に施行さ

れた「いじめ防止対策推進法」第１２条の規定により策定された「浜松市いじめの防止等のための基本

的な方針」というものがある。基本的な方針に基づき、いじめ防止等に関係する機関及び諸団体の連携

を図るために、平成２６年４月に浜松市いじめ問題対策連絡協議会を設置した。今年で５年目に入る。 

○ 第２条に規定されているように、協議会は、所掌事項として「いじめ防止等の対策に関すること」「い

じめ防止等の対策の調査研究に関すること」「いじめ防止等の啓発活動に関すること」「その他いじめ防

止等に係る施策の推進に関し市長が必要と認める事項」の４点となっており、協議会は連携を図るため

に必要な内容を協議することと定めている。 

○ 組織については、第３条に定められているとおり、１１人以内で組織する。 

○ 「浜松市いじめの防止等のための基本的な方針」の「第２ 浜松市のいじめの防止等のための対策」

では、「家庭と学校と地域が、いじめから子どもを救う」という記載があり、「１ 浜松市の役割」「２ 

家庭の役割」「３ 学校の役割」「４ 地域の役割」の４点を掲げている。「浜松市いじめの防止等のた

めの基本的な方針」では、「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」「いじめの早期対応」「重大ないじ

めの問題への対処」について言及しているが、協議会では、まずは、重大ないじめが起きないよう「い
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じめの未然防止」「いじめの早期発見」に向けた有用な手立てについて意見をいただく中で構築し、情

報共有していきたいと考えている。そのためには、先ほど、「家庭と学校と地域が、いじめから子ども

を救う」と申し上げたが、ここに「行政」そして「連携」というキーワードを加えていただき、「行政

そして家庭と学校と地域が、連携して、いじめから子どもを救う」といったことを念頭に置き、協議会

を運営していきたいと考えている。 

○ 昨年、対象年齢に応じた各機関のいじめに対する活動内容をまとめた「浜松市いじめ問題対策取組一

覧」という表を作成されたと伺っている。本年度はこれをもとに、より内容の濃い議論がなされること

を期待する。 

 

（２）平成２９年度の状況報告 

＜浜松市学校教育部指導課主幹 渡辺 博幸＞ 

 （平成２９年度の実態） 

○ 文部科学省から発表されている、平成２８年度までの全国のいじめの認知件数の推移を見ると、平成

６年度、平成１８年度、平成２４年度にいじめの件数が増加している。これは、文部科学省から示され

ている「いじめの定義」が変更されたことが大きな要因である。それぞれの時期に、全国各地で発生し

た深刻ないじめ問題に対して、より適切な対応をとるため、小さなことでもいじめとして捉え、被害者

に寄り添い、組織的に対応するという方針のもと、「いじめの定義」が変更されてきた。平成２５年度

には、「いじめ防止対策推進法」が制定され、現在、「いじめ」という言葉は、非常に広い意味をもって

いる。日本全国の各学校において、教職員一人一人が、積極的にいじめを認知し、丁寧に対応している

結果、平成２８年度には、いじめの認知件数が過去最多、およそ３２万件という件数になっている。 

○ 浜松市の傾向であるが、平成２９年度の浜松市のいじめの認知件数は、小学校が８５１件、中学校が

５４６件。合計１,３９７件となっている。この数字は、平成２７年度、平成２８年度とほぼ同数とな

っている。浜松市では、「いじめ防止対策推進法」の制定を受け、小さなことであってもいじめとして

捉える。「いじめを絶対に許さない」そのためにも、「いじめを絶対に見逃さない」という考え方に基づ

いて、積極的ないじめの認知に努めてきた。全国の統計と同様、増加傾向にあった浜松市のいじめ認知

件数は、ここ３年間の数字に大きな変化がなくなっており、高止まりの状況である。浜松市内の各学校

において、「いじめ」という言葉の定義が、きちんと認識されてきたと考えられる。もちろん、いじめ

は、大人が見ていないときに起こるものだと考えられるし、親にも先生にも言い出しにくいものでもあ

るので、実際のいじめ件数は、もっと多いかもしれない。引き続き、危機感をもって、きめ細やかに対

応していきたいと考えている。 

○ 認知したいじめの問題が解消したという、いわゆる「いじめの解消率」である。これは、低下傾向に

あることがお分かりいただけると思う。この傾向は、「いじめが解消した」と安易に判断をしてはなら
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ない、という国の方針により全国的に見られてきている。いじめの事実を確認して、指導をして、謝罪

をしても、それをもって直ちに「いじめ解消」とはしない。被害者側が、「もう大丈夫」と言ったとし

ても、それをもって直ちに「いじめ解消」とはしない。指導をしたことによって、いじめが水面下に潜

ってしまうこともあり得る。より慎重に、より丁寧に見届けをするため、安易に「いじめ解消」とはせ

ず、継続的な見守りが必要であると判断をさせるようにしている。このため、解消率は低下傾向にある

ということになる。 

○ いじめの態様及び対策。平成２９年度、浜松市の小中学校において、いじめの態様として多いのは「冷

やかし・悪口」で、約５０％を占めている。次いで多いのが「軽い暴力行為」で、２０％弱。中には、

加害者本人は、軽い冗談、ふざけ半分でやった行為が、やられた側にとっては、心に傷を負うものにな

る、ということも多いようである。近年、話題になっている、いわゆるネットいじめは、全体の３％と

なっている。各校で、積極的に情報モラル講座を行っている結果、このぐらいの状態で抑えられている、

と考えられる。 

○ 教職員一人一人が「どの子にも、いじめは起こりうる」という危機感をもち、子供の小さなサインを

見逃すことがないよう、児童理解、生徒理解に努めること。また、いじめに関する研修を深め、初期対

応等、指導上の留意点について共通理解を図ること。各学校の「いじめの防止のための基本方針」に則

って、組織的な対応を図ること。それらをポイントに、より効果的に「未然防止」、「早期発見・早期対

応」を進めていくことができるよう努めている。 

 

（３）各機関の取組 

＜浜松市こども家庭部次世代育成課長補佐 北村 聡＞ 

（一覧表の説明） 

○ 「浜松市いじめ問題対策取組一覧」は、昨年度、平成２９年度の協議会の活動として作成したもので

ある。協議会で各委員からいただいた意見をもとに作成したもので、三つの点をねらいとしている。ま

ずは、各機関がどのような取組を行っているのかという「相互理解」。次に、「相互理解」を踏まえ機関

の枠を越えて一緒に取り組めることがあるのではないかという「連携強化」。そして、一覧化すること

で取組の濃淡が分かり、対象を拡大する必要があるのではないかという「気づき」。 

○ 一覧の見方として、表側は、いじめ問題対策に関わる関係機関で、機関ごとに「未然防止」と「早期

発見・早期対応」に区分。表頭は、取組の対象で、対象ごとに本人と保護者に区分。この表側と表頭を

クロスさせることで、どの機関が誰を対象にどのような取組を実施しているのかを一覧で確認できる。 

○ 一覧の活用として、当面は、ねらいで説明した「連携強化」、「気づき」に役立てたい。将来的には、

協議会に関係する各機関の了解を得て、この一覧を公表し各機関の取組を周知することも検討したい。 
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＜浜松市こども家庭部次世代育成課長補佐 北村 聡＞ 

（取組内容の説明） 

○ 行政の取組のうち、次世代育成課・青少年育成センターが実施している取組から説明する。 

○ 「未然防止」と「早期発見・早期対応」の２段に分かれているが、このうち上段の「未然防止」の欄 

を見ていただきたい。表頭「Ａ 未就学児」の保護者から「Ｅ 教職員」を対象に、「ネットいじめ防 

止の情報モラル講座」を実施している。今年度は、８月までに３３件の講座を実施、９月以降５件の申

込を既に受け付けている。今後、申込を受け付けるものも含め、ほぼ昨年と同程度の件数（４８件）の

実施を見込んでいる。「情報モラル講座」は、「Ｅ 教職員」の列を見ると、「早期発見・早期対応」に

も寄与するものと捉えている。 

○ 二つ目「いじめ問題対策連絡協議会」は、いじめの「未然防止」のため、関係機関の代表の方にお集

りいただき情報共有、情報交換を行っている。 

○ 三つ目「補導・声掛け活動」は、浜松駅周辺と市内４８中学校区で巡回・声掛けを通して、非行の「未

然防止」や「早期発見・早期対応」青少年の健全育成を目的とする。 

＜浜松市学校教育部指導課主幹 渡辺 博幸＞ 

○ 浜松市教育委員会としての、いじめ防止対策のための取組について、七つ紹介する。 

① 三遠南信中学生交流 

浜松市、愛知県豊橋市、長野県飯田市の、三市の中学生が集まり、毎年、交流会を行っている。 

一昨年度は、浜松市を会場に「いじめを生まない学校づくり」をテーマとして、グループごとに意

見交換を行った。 

② 全国いじめ問題子どもサミット 

      文部科学省が主催をして、毎年行っている。各都道府県及び政令指定都市から代表生徒が集まり、

いじめ対策の取組について、ポスターセッションやグループ協議等を行うもの。三遠南信中学生交

流、全国いじめ子どもサミット、ともに、いじめ防止のリーダーを養成することと、いじめ対策の

ための多様な取組を一層推進していくことを目的としている。代表生徒には、各学校の取組に還元

してもらい、生徒自身が「いじめを生まない、いじめを許さない学校づくり」を行ってほしいと願

っている。 

③ 電話相談体制の整備 

      浜松市教育委員会の、教育総合支援センターを拠点として、２４時間の電話相談体制を整備し、

いじめの「早期発見・早期対応」に努めている。相談窓口を紹介した便りやカードを配付して、悩

みを抱えた子供や保護者が、どこかに相談することができるよう、体制づくりに努めている。 
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④ 学校ネットパトロールの実施 

     「いじめ防止対策推進法」の第２条により、インターネットによるいじめが、明記された。それ

に伴い、浜松市教育委員会では、平成２６年度から、ネットパトロールを実施している。インター

ネット上の子供の書き込みについて、状況把握を行い、いじめや問題行動への対策を行っている。

また、家庭における子供への指導、見届けが不可欠になるため、保護者向けリーフレットの作成、

配布も行っている。 

⑤ 生徒指導推進協力員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの派遣 

生徒指導推進協力員は、問題行動への対応や、いじめの解消及び未然防止等のため、各小中学校

を巡回し、情報収集に努めている。本年度は、元中学校教員で、生徒指導の経験が豊富な方を協力

員として任用している。スクールカウンセラーは、児童生徒の心のケア、保護者の心のケアに努め、

スクールソーシャルワーカーは、福祉分野等、関係機関との連携をスムーズに進めている。 

⑥ いじめ対策コーディネーター研修会の開催 

      浜松市では、学校のいじめ対策の中心となって取り組む「いじめ対策コーディネーター」を全小

中学校に１人ずつ位置づけている。教育委員会としても、この「いじめ対策コーディネーター」を

対象とした研修会を年間３回開催している。講義や演習、事例を挙げての研修を行い、資質向上を

目指すとともに、どの学校でも、どの教職員でも、いじめの対応が適切に行えるよう努めている。 

⑦ いじめ問題の取組に関する振り返り、総点検 

      校長、教頭、及び教職員一人一人がいじめ問題の重大性を正しく認識し、より適切な対応ができ

るようにするため、毎年、年度末に総点検を実施している。「法律の定義に基づいた、いじめの認知

がきちんと出来ているか」「組織的に対応することが出来ているか」など、六つのカテゴリに分類し、

点検をしている。 

○ 主な取組を挙げると以上、七つとなる。しかし、全国各地で、いじめの問題が取り上げられているの

で、常に最新の情報を収集して、適切な対応ができるよう努めている。今後も、浜松市教育委員会への

支援や協力をよろしくお願いしたい。 

＜浜松市ＰＴＡ連絡協議会幹事 山元 塁＞ 

○ 年間３回の講演会及び研修会を実施し、各学校ＰＴＡ会長が中心となり勉強している。 

① 毎年６月に開催される青少年問題研修会 

今年度は、既に平成３０年６月２３日（土）に開催した。参加者は、２２０人。二つの講演テー

マがあり、一つ目は「青少年の現状と課題」をテーマとして浜松市こども家庭部次世代育成課の青

少年育成センターより講師を招いて話をいただいた。二つ目は、「子育てとインターネットを考える」

というものをテーマとして、ＮＰＯ法人浜松子どもとメディアリテラシー研究所理事長に話をいた

だいた。どちらも、非常に参考になる話で各単独ＰＴＡの方で話題となった。 
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② 毎年９月に開催される浜松市ＰＴＡ指導者研修会 

今年度は９月８日（土）に開催予定。参加者は今の集計上では２５０人前後となる予定。教育長

の講話後、六つの分科会に分かれ、研修をする予定である。 

今年度のテーマは六つ。「ＰＴＡ活動の発表」「メディア教育」「小中学校の教育」「心のケア教育」

「防災」「はままつの教育」のテーマで研修をする予定である。特に「メディア教育」「小中学校の

教育」「心のケア教育」については、「メディア教育」は先ほども紹介したＮＰＯ法人浜松子どもと

メディアリテラシー研究所理事長から話をいただき、「小中学校の教育」は「保健室からみた子供た

ち」というテーマで話をいただく。「心のケア教育」は、不登校の子供たちのための教室を開いてい

る方から話をいただくということで、どれもいじめに強く関わる研修会となる。 

③ 毎年１２月に開催される教育講演会 

今年度は１２月１日（土）に開催予定で、例年は２７０人程度の参加者である。今年度は、元埼

玉県教育委員会委員であり、音楽プロデューサーでもある松井和氏に講演いただく予定で、「働い

ている親と子供のコミュニケーション」について話をしていただく。最近共働きの家庭が多くなっ

ている中で、親と子供のコミュニケーションが上手くとれないと、いじめ問題だけではなく、いろ

いろな問題が起きるということで、このテーマを選定した。 

＜浜松市立赤佐小学校長 池端 利恭＞ 

○ 小学校の取組について、取組一覧の順番に従って話をする。まず、「いじめの防止等のための基本的

な方針」は、学校において、なによりも子供たちの安心・安全を優先されるものであるので、基本的な

方針については、各学校とも、学校経営の中核的な内容だと捉えている。現在、学校が抱えている問題

は、教職員の大量交代という問題があり、定年退職する教職員、経験が豊富な教職員に代わって、経験

が少ない教職員が増えているという状況である。経営方針とともに、いい研修を重ねて、せっかく立て

た基本的な方針が、ただ紙の上にあるものだけではなくて、実行性のあるものにいかにしていくかを各

学校とも苦慮している。 

○ いじめ問題の対策を進めていくのは、教職員になる場合が多く、その研修は必要だが、併せて保護者

に対しても、様々な啓発を進めて、「いじめとはどういうものなのか」、「いじめの兆候とはどういうも

のなのか」を周知し、みんなで、そのいじめを防いでいくことを考えている。 

○ 具体的には、ホームページ、ブログ等での広報、あるいはＰＴＡ総会や懇談会でその話をしていくこ

とを進めている。各学校で進めている、「いじめ対策委員会」は、学校によって構成メンバーが異なる

が、本校においては、学年で行う学年部の対策を基に全職員での対策の会議をもっている。その資料と

しては、日々の表れを記録しておく校務ソフトの中に、記録を入れ、全体で周知を図るべきものに絞っ

て、効率的に話し合いが深まるような対策をしている。併せて、ソーシャルスキルトレーニング、グル

ープエンカウンター研修も進めている。 
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○ アンケート等の実施については、ありのままの記載ができるように、自宅で記入させている。 

○ 個別相談は、小学校の段階では、子供たちへの個別相談と保護者への個別相談という両面で考えてい

る。基本的に全員対象としては、各学期１回程度の相談を行っている。それ以外に小学校では、「本読

みカード」を使い、保護者と連絡を取り、子供たちの表れを見逃さないようしている。 

＜浜松市立江西中学校長 玉木 言明＞ 

○ 「いじめはどこにでも誰にでも起こりうる」ということを前提として、教職員は、生徒の「ちょっと

した変化」、「発信しているサイン」に気付く能力とともに、気軽に相談できる信頼関係を築いていくこ

とが必要である。また、生徒、保護者との信頼関係は、未然防止、早期発見だけでなく、いじめの解決

に向けても常に生徒、保護者との信頼関係の構築を大事にしている。このことは本校だけではなく、小

学校、中学校において取り組まれていることだと思う。中学校の取組について説明する。 

○ 「いじめの防止等のための基本的な方針」について、年度当初には必ず職員会議等で、説明をする。

いじめの「未然防止」、「早期発見・早期対応」について、学校では同じ対応をとるために、周知徹底を

図っている。また年度末、生徒、保護者、地域、教職員に向けてアンケートを行い、学校評価を行って

いる。その中で、いじめの対応についても検証をしている。特に、「いじめの防止等のための基本的な

方針」についても、「今のこの学校の実態に即しているのか」、「今のこの子供たちの様子と方針の対応

が合っているかどうか」を見直ししている。 

○ アンケートについては、記名、無記名、又は記名、無記名どちらでもいいという形式がある。また、

学校で書く、家に持ち帰って書くなど様々な形式がある。本校においては、年４回行っている。記名の

ものについては、いじめの発見だけでなく、自分の生活の振り返り等を目的にしている。無記名のもの

については、色々なことが書けるので、「学校の状況」、「いじめの状況を把握する」という意味で行っ

ている。アンケートについては生徒全員を対象に行い、保管している。いざ、何かという時に、アンケ

ートが必ず役立つため、在籍中は必ず保管をしている。いじめの記載がアンケートにあった場合は、「い

じめ対策委員会」で取り上げ、早急に対応するという形をとっている。学校体制について、「いじめ対

策コーディネーター」が中心となり、全職員で取り組んでいる。特に「個別相談」については、１学期

末に三者面談を行うが、その前に一度担任と生徒が学業だけではなく、「学校の生活」、「様々な悩みが

ないか」ということで二者面談を行っている。しかし、担任だけではなく、養護教諭、スクールカウン

セラーも相談業務を行っている。 

○ 「いじめ対策委員会」について、本校では毎週月曜日に生活部会というものを行っており、「いじめ

対策委員会」として機能させている。「いじめ対策委員会」は、学校のいじめ対応が管理職も含めて全

職員の周知を目的としている。この会議は報告を挙げ、一つ一つの対応について、どうすべきかを協議

している。また、委員会にはスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーも一緒に参加してい

る。 
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＜静岡県私学協会西部支部長 大庭 知世＞ 

○ 浜松市内公立・私立の高等学校の校長が一同に介して集まるという機会はないが、生徒指導の教職員

の集まりがあり、生活問題を報告している。各校は「いじめの防止等のための基本方針」を公表してい

る。 

○ 「情報モラル講座」を各校で開催している。本校は、ＮＰＯ法人浜松子どもとメディアリテラシー研

究所理事長に依頼し、今年も４月に実施した。 

○ 教職員の研修として私学協会では、人権教育についての研修を必ず年１回実施し、生徒のいじめの対

策につながる研修を行っている。また、養護教諭については、公立、私立の垣根を越えて、自主的に研

修を進めている。本校としては、ピアサポートやグループエンカウンターを活用し、研修をしている。

県内の西部地区の私学１１校は、何かいじめに関する事があり、心配な場合には出身中学、出身小学校

にも相談し、対策を行っている。 

＜浜松市こども家庭部児童相談所長 鈴木 勝＞ 

○ 学校現場では、先生が「いじめ」ばかりではなく、色々な部分において忙しい中、このような取組は

非常に有難い。例えば「いじめ」が発生して、該当する子供が小学校から中学校、中学校から高等学校

に進学する時に、「いじめ」が解消されているのであればよいが、「いじめ」が継続しながら、小学校か

ら中学校に進んだ場合、「いじめ」のリスクについての申し送りについて、どのような形でされている

のか。 

＜浜松市立江西中学校長 玉木 言明＞ 

○ 小学校から校務ソフトの中に、日々の生活の中で気になったことを書き込んだデータを中学校はもら

っている。生徒に何かあった時に、データを見て確認することができる。また、小学校から中学校へ上

がる時に小・中連携の中で密に情報交換をしている。 

＜浜松市学校教育部指導課長 森 真人＞ 

○ 校務ソフトは、学校毎のサーバー中心に教職員が情報共有できるウエアである。中学校と小学校のネ

ットワークは分離しているが、データを共有できる。 

○ 教育委員会としては、進学にあたり、学区での就学を原則としている。特段の事情がある場合は、隣

接学区、可能な限り学校を選べる配慮をしている。 

○ 私立に限らず高等学校の場合は、生徒の入学手続きの際に、学校長同士で情報交換する協定が結ばれ

ている。 

＜浜松市青少年健全育成会連絡協議会副会長 松本 久和＞ 

○ 青少年健全育成会連絡協議会は、あいさつ運動を推し進めている。１１月には、「ひとりひとりにい

い声掛けデー」という日を設定して行っている。笠井地区では、地域の世代間を超えた子供たちとの交

流の場を見付けていきたいと考えている。民生委員、自治会、各団体と協力して、「地域の子供は地域



 9

の大人たちが見守り育てる」活動をしている。その一つとして、「稚児行列」、「武者行列」、「だるま市」

という伝統行事がある。また、近くの「大川」を清掃する運動を年に８回行う。健全育成会と地域のお

年寄り、子供たち、小学生、中学生、高校生と総勢３００人程度参加し、実施している。このように世

代を超えて理解し、交流する場をもつことによって、「いい愛のある声掛け」ができると考えている。

私も家の前で登下校の子供たちへ挨拶をしている。常に子供たちに声を掛ける。子供に顔を覚えてもら

い、私たちが子供の顔を覚えることで、子供の異変に早く気付けるのではないか。 

＜浜松市民生委員児童委員協議会会長 稲田 謙一＞ 

○ 昨年度、民生委員制度としては１００周年であった。児童委員制度としては、７０周年であった。民

生委員の仕事は、高齢者から障がい者すべてとなるため子供のための専門機関ではない。しかし、子供

のことをしっかり取り組まないといけないという議論はずっとあり、今後は児童委員としての活動に重

点を移していく。 

〇 「主任児童委員による学校訪問・家庭訪問による声掛け」では、幼稚園、保育園も全部訪問する。「子

ども・子育て支援新制度」が始まり、民生委員児童委員がどのような連携ができるか、子育て支援広場

の事業などに参加をしている。 

○ 学校に関しては「いじめ」が浜松市全体で約９００件あると聞いた。学校が「いじめ問題」について

一生懸命、取り組んでいると思うが、学校だけで問題を背負わなくてもいいと思う。 

○ 毎朝、通学路の横断歩道に立って、子供たちの見守りをしている民生委員がいる。私の事務所前も幼

稚園児の通園路になっているため道路に出て声掛けをしている。また、「地域の子供は、地域で見守り

育てる」活動として、この地区では、すべての団体が参加し、大型ショッピングセンター、コンビニ等

の見回りを行っている。 

＜浜松市警察部庶務課長兼警務部主任監察官 楠ヶ谷 良巳＞ 

○ 市内に５警察署がある。未然防止の活動としては、簡単に「相談」ということが書いてあると思う。

専門用語でいくと「警察相談」になるが、体制的には、市内の５警察署はもとより、市内にある交番、

駐在所いずれの勤務所でも、２４時間３６５日相談を受け入れる体制は整っている。従って警察には、

この勤務の特殊性から実態的には夜間、休日、いわゆる市役所、学校が休みとしている夜間、夜中の「相

談」が比較的多いということが実態である。青少年に関しては、夏休みの期間中も警察に来るのは、内

容を見ると比較的、行き詰まったというか、非常に深刻な問題が多いと感じている。とにかく、「犯罪

に関わる情報」、あるいは「被害情報」に関しては、セクション的に一元化をしたり、あるいは関係機

関に通報したりして対処しているところである。特に小学校、中学校に多いのは、簡単な話、言葉が平

ったいが、「友達から殴られた」、いわゆる「暴行事件」、あるいは「物を盗られた」こういったものは

「窃盗事件」の被害者になる。これが総じて、いじめに起因しているのではないかと懸念されるため、

単に犯罪被害の届け出だけに留まらず、関係機関に通報するなり、あるいは家庭を巻き込んだ「拡大相
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談」するなり、深刻に受け止めて解決に至るまで、「相談」の対応をしているのが実態である。これが

未然防止の関係になる。 

○ 早期発見・早期対応の関係について、専門用語で「少年サポートセンター・スクールサポーター」が

ある。警察用語で、いわゆる「専門員」。「少年サポートセンター」は、警察署の生活安全課の少年補導

員を中心に活動していて、主に「青少年の健全立ち直り活動」である。このようなことに支援をして、

特に再犯率の高い、あるいは「支援が必要な児童・生徒」を中心に活動支援をしている。また、「スク

ールサポーター」には、警察官のＯＢが多く、警察官のＯＢを各警察署１名ないし２名配置し、必要に

応じて各小中学校を回らしていただき、「問題児童がいれば対応に当たる」、あるいは「相談に乗ってい

ただく」といった具体的な活動をして、「いじめ」問題に一つでも寄与させていただく。これが実態で

ある。 

＜静岡地方法務局浜松支局総務課長 鈴木 雅也＞ 

○ 法務局は、あまりご存じない役所であると思うが、一般的には不動産登記、商業法人に関する登記、

など登記で知られているが、実は人権も扱っており、人数的には、比率が非常に少ないというところで

ある。その足りない分を取り分けるわけではないが、「人権擁護委員」と協力しながら、人権に関する

各種、取組をしているというところである。 

○ 法務局の取組としては、まず「人権問題」が起きないようにするという「啓発」的な取組、それから

何かあった時に相談を受ける「相談」、さらにもう一つは、何かあった時に、こういうことがあったら

いけないということで、相手の方に話をして「調査」をするという取組。この３つ、３本でやっている

というところである。子供を中心とした取組だけではないので、なかなか子供だけの事とはいかないけ

れども、そのような取組をしている。 

○ 「ＳＯＳミニレター」のチラシを持ってきた。これが子供に向けた取組の一つであり、先ほど、申し

上げた３つの取組の中でいえば、「相談」にあたる部分である。全国の小中学校の全ての学校に、生徒

一人一人に行き渡るように配付して、見ていただいたら分かるが、このＡ４の１枚を切り貼りすると、

便箋と封筒になっていて無料で法務局宛に送れるというようになっている。圧倒的に女の子からの返答

が多い。内容的には、子供同士の、子供ながらの人間関係に悩んでいるようなことが一番多いように思

う。例年１１月ぐらいに、チラシを配付していたが、新聞等でも報道されている通り、休み明け、まさ

しく夏休みが終わろうとしている、この時期の自殺が多いというようなこともあり、今年は７月に、配

付していただいているところである。今のところ、浜松支局管内では７０通ぐらいきている。「ＳＯＳ

ミニレター」については以上であるが、その他にここに載せてあるのは「電話相談」、「メール相談」相

談を受けている。ならびに「人権作文の募集」というのもやっていて、作文は先ほどの３つの分類でい

くと「啓発」ということになって、中学生が対象であるが、作文を書くということで子供たちが、自分

の頭でやっぱり「いじめ」とか、いじめに限らないが、自分の頭で考えて、「こういうことが人権問題
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だろう」ということに考えてもらい、いじめが未然に防げるということも場合によってはあると思う。 

＜浜松市人権擁護委員連絡協議会会長 野々山 勇＞ 

○ 鈴木雅也委員から話があったように、取組としては、大きく「啓発」「相談」「調査」と三つある。「啓

発」「相談」これが「人権擁護委員」の主な仕事である。「人権問題」は老若男女、全てが対象となる。

特に、啓発活動については、子供に対して手厚く行っていると感じている。 

○ 今年は「子供の人権１１０番強化週間」が８月～９月になり、「ポスター」を小学校、中学校が夏休

みに入る前に配付した。「人権冊子」等を自ら学校に持って行ってお願いをしている。 

〇 「人権教室」については、小学校を中心に、中学校、幼稚園、保育園でも実施している。小学校の場

合は、紙芝居、本の読み聞かせ、エプロンシアター、ＤＶＤの上映をしている。中学生に、飽きさせな

いで「人権教室」をやるのは非常に難しいと感じている。 

〇 「書道」は、小学校の３・４年生、「ポスター」は、５・６年生、人権作文は中学生を対象にしてい

る。１２月に人権週間があり、クリエート浜松３階の展示場に約５日間、書道・ポスターの展示をする。

人権週間の期間中に人権フェスティバルがあり、作文や書道・ポスターの優秀者に対して表彰する。ま

た、作文の金賞受賞者は受賞した作文を発表している。 

〇 また、「書道」、「ポスター」の優秀作品を「カレンダー」にしている。小学校には、各学級数分「カ

レンダー」を分けている。「カレンダー」には、「電話相談」の番号も記載している。 

○ 「合同研修会」は、６月と７月に２回開催している。６月は講演会を開催。７月は区ごとに分かれて、

「人権擁護委員」と担当教員が意見交換会を行っている。これは、全国的にもあまり例がない取組であ

る。今年は７月２５日に行った。校長先生、教頭先生と話をすることはあるが、担当教員と話をするの

はこの機会だけである。お互いに困っていることを相互に話し合いながら、情報を共有している。情報

を共有することによって、いじめ問題の未然防止につながるのではないかと考えている。 

＜浜松市こども家庭部児童相談所長 鈴木 勝＞ 

○ 児童相談所は、「児童福祉法」に基づいた相談機関になる。１８歳未満の児童を対象に、児童、保護

者のあらゆる相談に乗って、援助していくことが課せられた使命である。「いじめ」に特化して、対応

するのではなく、「虐待」「子供の育て方」「非行相談」と相談の中の一つとして、対応している。２４

時間、３６５日の対応をしており、１７時１５分以降の、深夜帯や土日も対応する「相談援助活動」で

ある。 

○ 中学校区毎にきめ細かな対応をしている。主担当と副担当の「ケースワーカー」を２人配置し、「心

理ケア」や「心理サポート」を行う。また、「臨床心理士」を１２人配置し、フォローしている。一覧

表には、その理由から未就学児から高校生まで矢印が入ることになる。 

○ 「いじめの相談」があれば的確に対応していく。件数を報告すると、平成２８年度は、浜松市の児童

相談所については４件の相談があった。全体の相談件数が２，２００件のうちの４件であり、「いじめ」
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を起因としての相談は少ない。「不登校」の相談の中に背景として「いじめ」があるものが、「なかなか

学校に行けない」が、その４件のうち３件である。残りの１件については、「学校でいじめを受け、登

校できず、家ではすることもなくてゲームセンターで遊んでしまった」対応についてどのようにしたら

いいかと相談があった。子供本人の「来所相談」よりは、母親の「電話相談」であった。医療機関、教

育委員会、電話相談等の別のつなぎを助言・指導し、対応した。 

○ 全国は９１３件。静岡県は３件、静岡市は４件という結果である。 

〇 平成２９年度は、浜松市は１件の「相談」。母親から匿名の電話相談で、学校で他の子供から、「体の

ことを言われいじめを受けて、泣きながら帰って来たので、どのような対応をしたらいいか」と相談が

あった。子供への対応について電話相談があったので、助言・指導をした。 

〇 児童相談所について、いじめでの対応の件数としては少ない。いじめがあった場合は、学校、教育委

員会、医療機関が中心となって、連携を図って対応していきたい。 

＜浜松市学校教育部指導課長 森 真人＞ 

○ 一覧表が、「相互理解」するためのフォーマットとして必要だということを改めて認識できた。また、

関係機関が「連携強化」し、「いじめ」問題に専門的に対応していく。さらに、関係機関の取組をより

具体化し、一覧表の組直し、変更をしていく部分もあると感じた。 


