
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
令和３年度 第１回相模原市子どものいじめに関する審議会 

事務局 

（担当課） 
学校教育課 電話０４２－７０４－８９１６（直通） 

開催日時 令和３年７月６日（火） １０時３０分～１２時 

開催場所 相模原市立総合学習センター ２階センター会議室 

出 

席 

者 

委 員   １０人（別紙のとおり） 

その他    ０人 

事務局    ８人（学校教育部長、学校教育課長、外６人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

議 題 

（１）子どものいじめの防止等に関する施策の実施状況報告書 

令和２年度報告について 

 

（２）令和３年度相模原市いじめ防止等のための基本施策掲載 

事業等一覧について 

 

（３）その他（令和３年度のスケジュールについて） 



議 事 の 要 旨 

 

（１）子どものいじめの防止等に関する施策の実施状況報告書 令和２年度報告について 

事務局より、「実施状況報告書（資料２－１）」について資料に沿って説明を行い、

委員に意見を伺った。 

  （関山委員） 「新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について（参

考資料５）」について、何年生を対象に配付したものか。また、中学

生版の配付は行ったのか。 

  （事務局）  今回の資料には加えていないが、小学生用と併せて漢字や内容を

中学生向けにした、中学生用を作成している。学年は全学年を対象

にしている。 

  （関山委員） 「新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について」

の裏面に「理由もなく仲間はずれにしたり」とあるが、理由があれ

ば仲間はずれにしてもよいとも捉えられる。表現にやや留意が必要

だと感じた。 

  （高橋会長） 今後に向けて、訂正いただければと思う。 

  （横尾委員） 「人権教育指導資料集（参考資料６）」の「理論編」の１ページ目

について、平成２８年のヘイトスピーチ解消法に関する記載がある

が、外国人に関する差別的な発言が罰則対象となるが、日本人に対

しては罰則の対象にはならないと承知している。将来的には、日本

人の大人や子どもに対してのヘイトスピーチに類する行為について

も罰則を設ける必要だと考える。 

  （曽我委員） 全体を通して、コロナ禍においても、各学校が引き続きいじめ防

止に向けた取組を進めることができたのは、教員の努力によるもの

で、素晴らしいことだと感じた。 

個別の内容としては、「実施状況報告書」の３ページの７「青少年

教育カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、支援教育支援員

による児童・生徒、保護者等への支援」における課題として、支援

を行うための人材が不足していることが、また、７ページの４「学

校内の組織においてカウンセラーがアセスメントや助言を実施」に

おける課題として青少年教育カウンセラーの勤務時間超過が掲載さ

れているが、昨年度も同様の内容が掲載されていた。改善に向けて

努力いただきたい。 

併せて、１９ページの（３）の１「教職員の取組」において、児

童生徒が主体となる取組を通して、自己肯定感に改善が見られたと

あるが、児童養護施設においても、自己肯定感の低い子どもたちが



非常に増えているということを実感している。学校現場では、この

自己肯定感を高める取組を積極的に行っていただきたい。 

  （高橋会長） いじめられる子どもは自分に自信がなく、反論ができずいじめら

れる傾向があると感じる。学校で大切なのは、間違っても良いから

自分の意見を言って良いということを子どもたちに教えることでは

ないかと思う。学校ではどうか。 

  （上野委員） クラスの中でなにか起きた時に、まずは身近な担任が子どもたち

に声をかけることが大切で、その温かい言動が子どもたちに浸透す

ると、皆が話しやすいクラスになる。教員の人権意識の向上と併せ

て、普段から担任が積極的に子どもと関わりつつ、そこに担任以外

の教員も関わっていくことで、クラスが閉鎖的な環境になることを

防ぐ、雰囲気づくりも大切だと考えている。 

また、保護者に対しては、いじめ防止強化月間を活用して働きか

けを行っており、保護者の力も借りながら広い目で子どもたちを見

守る環境づくりに努めている。 

  （大木委員） いじめの対象になってしまう子どもというのは、自分の思ってい

ることを伝えることが苦手な子が多い。また、保護者についても同

様の苦手意識がある場合もあり、保護者も担任に対して本当にして

ほしいことが伝えられない状況も起きているのではないか。クラス

の人数が多いことも背景となっていると思うが、言葉数が多く、理

論的に説明できる子どもの話をそのまま鵜呑みにするのではなく、

その話の背景を考えながら、教員は発言が苦手な子どもにきちんと

眼を向けることが大切だと考える。 

  （山石委員） 外国籍の子どもについても同様で、本人が日本語が分からないこ

とに加え、保護者も日本語が分からないことで、子どもたちの普段

の行動や勉強の状況を十分に理解できず、そのまま問題から距離を

置いてしまうパターンがある。学校にうまくなじめず、大人になっ

ても子どもの時の課題を引きずってしまう子どもたちもいることか

ら、積極的にフォローが必要だと考えている。 

  （上野委員） 本校にも日本語指導講師が派遣されており、日常会話はある程度

できるものの、授業についていけない子どもをサポートしてくれて

いる。学校全体としても、担任の近い席に配置することや、保護者

会の際は日本語指導協力者による通訳を活用するなど、フォローで

きるよう工夫をしているところである。 

また、発言が苦手な子どもについては、何か起きた際は、当事者

のみから聞き取りをするのではなく、思ったように状況を伝えられ



ない子どもをカバーできるよう、複数名から聞き取りをするように

している。 

  （高橋会長） 外国籍の子どもについては、まずは日本語のきめ細かなサポート

をした上で、将来に向けて、周囲の子どもたちについても、全体が

「違うことを認め合う」ということを学んでいく環境づくりが大切

だと思う。 

  （事務局）  ヘイトスピーチ解消法に関連して、さきほどお話のあった日本人

に対する差別については、「人権教育指導資料集」の「実践編」にお

いて、ＬＧＢＴや障がいなど、様々な差別に関するテーマを取り扱

う予定である。外国人に対する差別だけではなく、様々な差別につ

いて教員が学ぶことで、学校における差別の未然防止に努めたい。 

外国籍の子どもについては、現在、日本語指導講師や日本語指導

協力者を派遣しており、日本語の指導や勉強の補助のほか、学校に

おける日常生活において困っていることについても、フォローを積

極的に進めているところである。 

また、自ら発言することが苦手な子どもたちについては、「人権教

育指導資料集」の「理論編」の６ページから９ページにもあるとお

り、教員の無意識の態度がクラスという集団の空気を作ってしまう

ことについて、実際の場面を挙げながら掲載をした。昨今若い教員

も増えていることから、具体例を記載することで、経験が浅くても

実践に繋げていけるようにしている。「人権教育指導資料集」を通し

て、教員自身が日々どのように子どもたちに接しているか、改めて

振り返っていただき、クラス経営に反映できればと考えている。 

  （大澤委員） 私もスポーツ指導を行っているが、「人権教育指導資料集」を読ん

で、子どもたちに適切に働きかけることができているか、自分自身

の振り返りにもなった。とても良い資料だと思うので、教員には是

非熟読いただきたいと思うが、どのように周知していく予定か。 

  （事務局）  教員の業務用のパソコンのデスクトップに格納をしており、そこ

からデータで閲覧できるようにしている。 

  （大澤委員） 文章量が多いため、紙で配付したほうがより周知につながるので

はないか。 

  （事務局）  各種担当者会での周知や、指導主事が学校訪問をする際に周知を

することと併せて、実際の利活用状況について、後日アンケートを

取ることで周知徹底を図りたいと思う。 

  （上野委員） 本校にも担当者がいるが、資料の共有のほか、校内の教員に対し

てミニ人権教室を開いて、ポイントを説明してくれた。「人権教育指



導資料集」自体が、かなりボリュームがあり、全体を熟読する時間

を取ることはなかなか難しいことから、担当者が周囲に声をかけて、

全体で内容を共有するほうが、効果的ではないか。 

  （大澤委員） 子どもの人権意識は、学校と家庭のどちらでも育てることができ

ることから、どちらかで教えれば良いというように偏りやすいと聞

いたことがある。「人権教育指導資料集」の「実践編」の１４ページ

のウ「児童生徒一人ひとりが認められていると感じることができる

集団づくり」において、「教師による児童生徒一人ひとりとの関係づ

くりを基盤とし～」とあるが、この文言は、主語を保護者にしても

意味が通じるものであり、同じ視点を保護者にも持っていただく必

要があるのではないか。学校と保護者で共に人権意識の向上に取り

組むことができれば一番良いのではないかと思う。 

（横山委員） 本校では、何かトラブルが起きた際、保護者には単に出来事のみ

を伝えるだけではなく、どうしたらよいか一緒に考えていこうとい

う姿勢でお話をするようにしている。共に取り組んでいこうという

姿勢が大切だと思う。 

（関山委員） 過去に学校現場で働いていたからわかることだが、教員が人権意

識を持つことが非常に大切である一方で、「人権教育指導資料集」を

熟読する時間がなかなか取れないという実態がある。忙しい中で教

員が短時間で校内で共有できるよう、何をポイントとして押さえて

ほしいかをまとめた研修資料を作っていただく必要があるのではな

いか。大事なことを家庭と共有できることが望ましいことから、周

知方法については引き続き検討いただきたい。 

併せて、「人権教育指導資料集」の中で、人権の歴史の記載がない

のがやや気になった。人権は私たちが長い歴史の中で苦難の上で勝

ち得てきたものであり、なにもしなければ風化してしまう。人類が

自由を獲得してきた歴史を子ども自身が学ぶことを通じて、人権を

自ら守っていくような主体的な活動に繫げていくことが必要だと考

える。 

（岡田委員） 「実施状況報告書」の２０ページ最上段において、「隠れたカリキ

ュラム」に関する記載がある。非常に重要なテーマであり、言葉の

裏には様々な実践や実態があるが、カタカナ言葉にすることでその

趣旨が伝わらなくなってしまう危険性もある。「人権教育指導資料

集」の「実践編」の１５ページにも、「ソーシャルトレーニング」や

「アサーショントレーニング」などの記載があるが、こちらも意味

を十分に理解してもらえなければ効果がなくなってしまうことか



ら、説明には工夫が必要だと思う。 

また、「令和３年度審議会、ネットワーク会議の年間スケジュール

（資料４）」について、「実施状況報告書」の公表とあるが、市ホー

ムページに掲載した反響はどうか。 

（事務局）  特段ご意見等は来ていない状況である。 

（高橋会長） 「隠れたカリキュラム」について、たとえば、目には見えない、

教員の子どもたちに対する受容の程度によって、質問しやすいクラ

スや、逆に質問しにくいクラスになる場合がある。非常に重要なテ

ーマのため、学校にはよく説明をいただきたいと思う。 

 

（２）令和３年度相模原市いじめ防止等のための基本施策掲載事業等一覧について 

事務局より、「基本施策掲載事業等一覧（資料３）」について資料に沿って説明を行

い、委員に意見を伺った。 

  （大澤委員） 「基本施策掲載事業等一覧」の４（５）「インターネットを通じて

行われるいじめ対策の推進」について、現在、発見しにくいインタ

ーネットによるいじめが非常に増えており、今後も増えていくので

はないかと感じている。今後、予算をかけて、積極的に取り組んで

いくのが望ましいのではないか。 

（事務局）  実際の報告においては、インターネットによるいじめは全体の１

割程度を占めている状況である。 

（大澤委員） 実際には報告に上がってこない事案もあるのではないか。 

（事務局）  見えない部分について、教育センターにおいてネットパトロ   

ールによりチェックをしているところであるが、閉鎖的なコミュニ

ケーションツールであるＬＩＮＥなど、ネットパトロールを使って

も、外部からは確認できないものもある。抱えているトラブルにつ

いて、子どもたち自らが発信できるようになることが重要であるこ

とから、そういった力を育てていけるような働きかけを考えていき

たい。 

（高橋会長） 「基本施策掲載事業等一覧」の３（４）の「教職員等の資質の向

上及び人材の確保」にある３「人権研修の実施、人権教育指導資料

集の周知、活用の推進」について、先ほど人権は歴史の中で勝ち得

てきたものだという話があったが、昨今、人権は自明のものとなっ

てしまっている印象がある。形骸化を避けるためにも、教員に対し

て人権に関する歴史的背景を知る研修も必要ではないかと考える。 

（事務局）  以前、人権とは何かと教員にリサーチをかけた際に、具体には知

らないという回答があったことに驚いた。研修内容については工夫



していきたい。 

（横尾委員） 「いじめ」という表現をすると、軽く捉えられてしまうのではな

いかと感じている。実際には、刑法の対象になり得るような事例も

あることから、いじめも犯罪であるという認識を持ってもらうため、

表現には工夫が必要ではないか。 

（関山委員） 暴力行為を含むいじめにおいて、「いじめ」という表現が適切かど

うか、疑問がある。いじめの中にも様々な種類があり、その中で「い

じめ」でくくって良いのか疑わしいものについては、名称も含めて

扱いを検討いただきたい。 

また、「実施状況報告書」の６ページの２「ヤングテレホン相談対

応」や３「電話、来所相談の対応」について、いじめに関する相談

件数が少ないように感じる。いじめの発生の実態が反映されている

か疑問であるとともに、たとえ件数が少なくても、重大事態が含ま

れる場合はこの報告数を重く捉える必要があるのではないか。 

（事務局）  報告内容は様々ではあるが、重たい案件は少ないとは感じている。

相談件数としては、学校から来る報告と比較すると、少ないのが実

態である。子どもたちへ、相談窓口の周知が至っていない可能性も

あり、どう周知していくか、引き続き工夫が必要だと考えている。 

（高橋会長） 「いじめ」という言葉の中には重い意味と程度の軽いもの、様々

含まれていることから、表現については、引き続き工夫をしていた

だきたい。 

 

（３）その他（令和３年度のスケジュールについて） 

事務局より「令和３年度審議会、ネットワーク会議の年間スケジュール（資料４）」

について資料に沿って説明を行った。 

 

次回は、令和３年８月６日（金）１０時３０分から、相模原市役所第２別館３階 第

３委員会室にて開催する。 

 



令和３年度 第１回相模原市子どものいじめに関する審議会 
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 氏   名 所 属 等 備  考 出欠席 
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