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平成３０年度第１回室蘭市総合教育会議 会議録 

 

１  日  時           

平成３０年７月１８日（水） 

        開会 午後４時００分  閉会 午後５時００分 

 

２  場  所           

室蘭市役所議会第１会議室 

 

３ 次 第 

 

１．議 題 

（１）室蘭市いじめ防止基本方針の改訂 

 

（２）小・中学校におけるいじめの状況 

 

 

４  出席者    

青山市長 國枝教育長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 稲川委員 川

島総務部長 髙木教育部長 大須賀教育指導参事 山﨑総務部総務課長 

坂口教育部総務課長 中野学校教育課長 杉野指導主事 椎名指導主事 

加納総務課主幹［学校施設・施設適正配置］ 北川生涯学習課長 髙橋生

涯学習課主幹 大澤生涯学習課主幹[文化振興・青少年] 伊藤生涯学習課

主幹［スポーツ振興］ 伏見図書館長 山口学校給食センター所長 
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髙木教育部長       それでは、定刻になりましたので、ただいまより平成

３０年度第１回室蘭市総合教育会議を開会いたします。

本日はご多用のところ、ご出席いただきまして誠にあり

がとうございます。早速ですが、お手元の次第に従いま

して、これより議題に入ります。これからは、議長を市

長より務めていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

青山市長         平成３０年度第１回室蘭市総合教育会議にご参集い

ただきましてありがとうございます。早速議題に入りま

すが、本日は、室蘭市いじめ防止基本方針の改訂、小・

中学校におけるいじめの状況を議題といたします。それ

でははじめに室蘭市いじめ防止基本方針の改訂について

事務局より説明をお願いします。 

 

杉野指導主事       ご報告いたします。この室蘭市いじめ防止基本方針の

改訂案は、北海道いじめ防止基本方針の改訂を受け、そ

れに伴った形で変更したものでございます。改定した部

分ですが、例えば、１ページの第１章３番いじめの定義

と構造の、「構造」を「解消」と変更しているように、

見え消しの形または追記した形で示しております。まず

３ページですが、「ケンカは除く」という文言から、「ケ

ンカやふざけあいであっても」というように幅広くいじ

めかどうか判断し対応するように変更しております。ま

た、下段にある部分の「発達障がいのある児童生徒」や

「外国につながる児童生徒」など、学校として特別な配

慮を要する児童生徒の支援について、追加記載しており

ます。４ページから５ページでは、上段の部分につきま

しては文言を変更しております。また、（２）のいじめ

の解消につきましては、その行為が止んでいる状態が少

なくとも３か月以上経っている状態を目安とする等と、

新たに記載したものとなっております。７ページでは、

（３）いじめの対処につきまして、意味合いはほぼ同じ

なのですが、北海道の改訂に沿う形で、文言をより詳し

く加除修正しております。８ページでは道徳の教科化に

伴い副読本の配布を削除、また９ページでは「室蘭市携

帯・スマホ三ヶ条」の追加等、若干の修正をしておりま
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す。１３ページも道徳の教科化に伴い文言を加除修正し、

さらには規範意識の醸成において「ウ」の部分を追記し、

道の改訂をなぞった形で記載しております。１４ページ

も、豊かな人間関係作りの文言を、北海道の改訂版にな

ぞった形で加除修正しております。１６ページには、「小

さなサイン」を「小さな変化・兆候」と言い換えるなど

し、またアンケートの保存につきまして、本市として原

則３年保存であることを明記しております。１７ページ

の教育相談の充実につきましても、北海道の改訂になぞ

った形で、文言を加除修正しております。１９ページ以

降につきましては、ほぼ前回同様の文言となっておりま

す。以上でございます。 

 

青山市長         ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。 

 

稲川委員         ３ページのいじめの定義にある文言「一定の関係」は、

正しくは「一定の人的関係」ではないですか。その下の

説明文章では「一定の人的関係」と記載がありますので。 

 

杉野指導主事       ご指摘のとおりです。訂正いたします。 

 

稲川委員         現場の先生方が使いやすい基本方針であるべきで、１

９ページのマニュアルのところは、もう少しわかりやす

いほうが良いかと思いますが、責任を持つ場所について

「学校」が主語になっていて、ここは学校長を指すのか、

どなたが責任を持ってどうするのかということがわから

ないと、具体的に何かを認知した先生が、どなたに言え

ばいいのか、そして、４ページから「学校いじめ対策組

織」という言葉が出てきますが、これはどういう人が構

成する組織なのか、説明がないのですよね。１７ページ

では、教職員はいじめを発見した場合は速やかに「学校

いじめ対策組織」に報告するとなっていて、重要な役割

を果たすと思うのですが、先ほどのマニュアルの中にも、

「学校いじめ対策組織」という記載がありません。 
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大須賀教育指導参事    室蘭市いじめ防止基本方針の背景に沿って各学校でも

いじめ防止基本方針を確立しており、そちらのほうでは

校内の組織が明記された形で、誰が責任を持って、どう

いう組織体制で、情報の伝達をどうしていくかというと

ころまで規定されておりますので、細かいところについ

ては各学校の方針に則ってという形になりますが、ご指

摘のとおり、この部分では組織の解説が抜け落ちていま

すので、これについては追加という形で訂正させていた

だきたいと思います。 

 

青山市長         前段の、責任の所在についてのお話はよろしいですか。 

 

稲川委員         学校がこうしなければならないと書いてあるが、主語

が不明確というか。 

 

青山市長         この類の話では、学校長と言わず学校と言うのが通例

なのですか。 

 

大須賀教育指導参事    学校組織の責任者は学校長ですので、学校と言った場

合には一般的には学校長を指します。 

 

稲川委員         教育全般の話では主語が学校でいいと思うのですが、

報告を受けたり発見したりという、こうしなければいけ

ないという部分では、きちんと責任者を明記したほうが

いいような気がしますけれど。 

 

青山市長         今のご意見もふまえて検証していただきたいと思いま

す。 

 

谷藤委員         学校の組織はそれぞれの学校で作るということですが、

ＰＴＡの役員などは組織に入っていないのでしょうか。 

 

大須賀教育指導参事    現在のところ、組織にＰＴＡの方が入ったとしても、

明確な守秘義務というのは生じないので、これからの体

制としては、例えばコミュニティスクールに関わって学

校運営協議会というものが組織されると、明確な守秘義
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務が規定されておりますので、そういった組織が加わっ

ていくことによって、以前より相談しやすい体制をこれ

から作っていけると思います。 

 

谷藤委員         保護者との連携と書いていますけれど、これはいじめ

た側とかいじめられた側の保護者ですよね。ＰＴＡ全員

とはいかないですけれど、例えば会長とか、守秘義務を

守っていただけるような立場の方にもこういうものをき

ちんと見ていただいて、学校としてこういう対策をしま

すという話をしたり、保護者もいろいろな情報を持って

いますので、そういうことも考慮していただきたいと思

います。 

 

前田委員         ＰＴＡとか地域と一緒に子どもを育てるという文章が

あるのですけれど、今も家庭訪問は行われているのです

か。 

 

大須賀教育指導参事    はい。実施されております。 

 

前田委員         留守がちの家庭が多いから、実施されていないのかも

と思ったのですが、各家庭には担任の先生が行かれてい

るのですね。 

 

大須賀教育指導参事    そうですね。 

 

青山市長         今回の改訂にあたり、現場の先生方からの指摘や意見

は出されたのですか。 

 

大須賀教育指導参事    現場のほうからはまだ意見は出されておりません。原

案という形では校長、教頭を中心に情報提供をしており、

これに則って、各学校で実態に即したいじめ防止基本方

針を見直してくださいという指示を出しております。 

 

青山市長         現行の方針に対しての改善事項などはありませんでし

たか。 
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大須賀教育指導参事    特に現場からは挙がっていません。 

 

青山市長         他にございますか。今出されました指摘事項について

は教育委員会で検討していただきたいと思います。では、

次の議題に移りたいと思います。続きまして、小・中学

校におけるいじめの状況について事務局の説明をお願い

します。 

 

杉野指導主事       本市小・中学校におけるいじめの状況について、ご説

明申し上げます。Ⅰの（１）平成２９年度におけるいじ

めの認知状況についてです。これにつきましては、昨年

度１年間の総数となりますが、小学校９校で認知し、件

数は７６件となっており、学年別の内訳は記載のとおり

でございます。男女別では男子が４３名、女子が３３名

となっております。続いて、中学校では４校で認知して

おり、総数は３８件となっております。学年別の内訳は

記載のとおりでございます。男女別では、男子が１９名、

女子が１９名となっております。小中学校を併せますと

昨年度１年間で１１４件のいじめが認知されております。

参考①をご覧願います。こちらは平成２８年度における

いじめの認知状況についてですが、小中学校の認知件数

は１２２件となっており、平成２９年度の認知件数は、

平成２８年度と比較して８件減少しております。参考②

はいじめの定義を、参考③はいじめの認知に関する文科

省の考え方について示しております。続いて、２枚目を

ご覧下さい。各学校においては、文科省の考え方に沿っ

た積極的ないじめの認知を行っておりますが、各校に対

しましては、いじめを認知する、しないに係わらず、ア

ンケート調査等において、いじめられたことがある、見

たことがあるといった訴えについては、その全てに対し

て、個別の面談や聞き取り等を行い、必要な指導・支援

を行うなど丁寧な対応に徹するよう指導しております。

続いて、（２）いじめの発見のきっかけについてです。

小学校では７６件のうち、６９件がアンケートなど学校

の取組による発見が最も多く、中学校でも３８件のうち、

３６件がアンケート等による発見が最も多い状況になっ
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ております。続きまして（３）いじめの態様についてで

す。小中学校ともに、一番上の項目、冷やかしからかい、

悪口などを言われるがもっとも多く、次いで小学校では

軽くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする、中

学校では仲間はずれや集団による無視と続き、こちらは

全国・全道と同様の傾向となっております。続いてⅡの

いじめの現在の状況についてですが、こちらに示してお

ります、平成２９年度に認知された１１４件のいじめに

つきましては、各学校において、加害側、被害側両者の

保護者へ連絡をとりながら、いじめの解消を図り、全て

解決済みとの報告を受けておりますが、いつ再発すると

も限りませんし、子どものいたずらや嫌がらせが、深刻

ないじめへと発展するかも知れません。また学校が把握

しきれていないいじめ問題が現在進行している可能性も

ありますことから、各学校へは、常にいじめの可能性を

視野に入れながら、引き続き注意深く見守っていくよう、

指導しているところでございます。最後に、本市におけ

る今年度のいじめの問題への取組についてでございます

が、いじめ防止基本方針等に基づきまして、３ページに

記しております未然防止の観点や、いじめの早期発見・

早期対応解決の観点からの取組を進めているところでご

ざいます。以上でございます。 

 

青山市長         ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。 

 

稲川委員         アンケート調査が発見のきっかけになっているようで、

道教委では年２回、室蘭市では年３回以上の実施と書い

てありますが、このアンケートは各学年で全部中身が違

うのか、どなたが作られていて、どのような形で配布さ

れ、匿名で回収されているのか、そういうことを教えて

ください。 

 

杉野指導主事       アンケートは小学生用の低学年、中学年、高学年と中

学生用の４段階で行っており、アンケート用紙自体は道

教委から配布されたものを基本として、年２回の部分は



 8 

道教委のものを使用し、３回目の部分は道教委のものを

使用してもよいですし、学校独自のものを使用してもよ

いとしています。基本的に無記名ですが、場合により記

名式で行う時もあります。 

 

青山市長         アンケートの送付先は市教委ですか。 

 

杉野指導主事       学校です。 

 

稲川委員         回答は子どもが書くのですか、親が書くのですか。 

 

杉野指導主事       子どもが書きます。 

 

稲川委員         学校で、ある時間の中で書くのですか。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

稲川委員         記名がないと誰がどうだってわからないですよね。 

 

青山市長         無記名ながらも、いじめ発見のきっかけになり解消に

つながっているということで、このアンケートで挙がっ

てきてから解消までのプロセスというのは、担任の先生

がわかって対応されるものなのですか。 

 

杉野指導主事       教室で担任の先生が集めるケースが多いので、無記名

でも文字を見ると誰が書いたか想定はできますし、その

後に個別に呼び出してしまうと、誰が書いたとかまた問

題になりますので、アンケートの後、全員に対する個別

の教育面談を実施し、その中で詳しく話を聞き対応をし

ています。 

 

青山市長         アンケートを取ってもう何年目になりますか。 

 

杉野指導主事       １０年以上は経過しています。 

 

青山市長         最近ではインターネット、スマホのいじめなどが話題
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になりますが、室蘭市で認知されているものの傾向とい

いますか、最近のトレンドのような、もし特出すべきも

のがあれば聞かせてください。 

 

杉野指導主事       暴力を伴ういじめは激減しており、今多いのは仲間は

ずれや無視、陰口などの目に見えにくいもので、大人の

目から見てなかなか発見しにくいものが増えています。 

 

國枝教育長        今日の新聞に出ていましたが、苫小牧市で中学３年生

が列車にひかれたということで、市教委はいじめがあっ

たかどうかの調査を始めるということが報道されていま

したけれども、ここ最近のいじめなどの報道を見ますと、

対応の悪さが多いですよね。６月に報道があった葛飾区

の件では、中学３年生の部活でのいじめが明らかになっ

たのですが、これは４年前に起こったもので、当時は第

三者委員会がいじめに当たらないとの見解を示していた

ものですが、区長からこれはいじめに該当するのではな

いかという話が出て、再調査、再確認ということが起き

ていますし、神戸市の中学３年生が自殺した件では、市

教委が学校にメモを隠すよう指示をしたということで、

隠蔽工作をしたと大きく取り上げられましたが、こうい

う対応の悪さが出ていますので、何か事が少しでも見え

てきたら徹底的に調べるなど、迅速な対応というのが求

められていくでしょうし、それが保護者や地域の信頼を

失わないような対応になると思いますので、今回、室蘭

市いじめ防止基本方針の中に全ては書けませんが、各学

校でこれに沿ったものを作っていきますので、中身を教

育委員会で十分確認しながらやっていきたいと考えてお

ります。 

 

青山市長         残念なことに全国各地でいじめの報道が毎年あります

ので、都度自分のまちに置き換えて検証することが大切

だと思います。 

 

奈良委員         全国の事例は我々も目にすることが多いですが、教育

の現場では、いじめの問題が起きるということをマイナ
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スというか恥というような意味合いがあるのですか。 

 

大須賀教育指導参事    認知件数が随分少ない時期もありましたし、都道府県

のアンケート結果を見てもかなり差が開いていて、積極

的に認知しているところ、例えば京都市では非常にいじ

めの発生率が高いのですが、それは細かいところも蓋を

せずに積極的に認知して、皆で解決していこうという姿

勢の表れで、だんだん世の中の流れ、学校の流れが、そ

ういう事例も全国でたくさん出てきていますので、恥と

いうよりは、子ども達のために、なんとか解決するため

に、積極的に認知していこうという姿勢に変わりつつあ

ると思います。 

 

奈良委員         スタートラインとして、いじめが起こること自体は社

会である以上仕方がないところがあると思いますので、

起こりうる前提で現場が動いて欲しい。報道を見る度に、

なぜ隠すのか、隠すとまた誰かが処分されるということ

が出てくるのではと感じてしまうので、そこは意識して

欲しいと思います。 

 

稲川委員         奈良委員と同じ意見ですが、資料の１ページでも、い

じめは「成長過程にある児童生徒が集団で学校生活を送

る上でどうしても発生するものであると考える」とあっ

て、文部科学省のおっしゃるとおりだと思います。小学

校低学年くらいはやるなと言ってもやるし、何が悪いこ

とで何が良いことなのか、悪いこととわかってもやって

しまうのが子どもですから、高学年以上になると確信犯

だと思いますので、教職員の研修会の実施などいろいろ

書かれていますけれど、教育現場の先生がスキルアップ

してもらうことが大事ですから、義務として１回は研修

会に参加していただくとか、研修簿をつけるとか、そう

いう管理を市教委でやったほうがいいのかわかりません

が、どう具体化するかをきちんとやるべきですよね。け

んか両成敗はやってはいけないとか、必ずいじめられた

子を守らなければいけないとか、そういうことが社会の

論調ですから、本音と建前のようなところをどう教育し
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ていくのか、市教委の施策の中でスキルアップをやって

いただければと思います。ある程度のことは水面下で情

報を得ながらも、決して隠してはいけないこともあるし、

それはケースバイケースで判断されると思いますが、そ

ういう責任は常にあると思います。全てが全て公開でき

るわけではないと思いますし。 

 

國枝教育長        いじめはどこでも起こりうるということ、報告件数が

少ない学校が良い学校ではないということは浸透してき

ていると思います。方針等にも書いていますが、いじめ

だと感じた人の立場に立って考えること、回りの人がた

いした事ないのではないかと言うのではなくて、いじめ

を受けた人がどう感じて、どのようなショックを受けて

いるのかを徹底的に確認するということが大切だと思い

ますので、そこは先生や学校によって対応が違うという

ことはあってはならないことなので、先生方のスキルア

ップはもちろん、１人の先生が発見したらそれを学校全

体で共有するとか、そういうことを判断できるような体

制は確立していかなければならないと考えています。 

 

前田委員         いじめられた子の立場に立ってということは書かれて

いるのですけれど、いじめた側の子の背景に何があった

かなんていうことは、載せることは難しいでしょうけれ

ど、会議や研修の場ではそういう話は出るものですか。 

 

杉野指導主事       背景として、家庭におけるストレスのはけ口という状

況もあるかもしれませんので、研修の中ではそういう話

もします。 

 

前田委員         そういう背景は案外わからないものなのでしょうか、

想像する域は超えないのでしょうか。 

 

杉野指導主事       ケースによっては話を聞いていく中でそういった要因

がわかる場合もあります。また、加害者でも、１人逸脱

行為をしている子を正しくさせようと注意していただけ

だという、加害者意識のない場合もありますので、だか
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らといってこういう攻撃をしてはいけないのだよと指導

をする場面は往々にしてありますので、そういった背景

も考えています。 

 

前田委員         ある時は加害者でも時として被害者になることもある

と書いていましたし、いじめる子というのはきちんとこ

ういうパターンと決まっているわけではなくて、ケース

バイケースで変わったりするものだと思うと、この認知

されたいじめは全て解消済で継続しているものが無いと

いうデータは、安心できるものではないということがわ

かりますよね。加害者の背景や言い分もきちんと知って

おかないと、本当の意味での対策は立てられないのかな

と感じます。 

 

青山市長         平成２９年度の認知件数は計１１４件で、これが毎年

度解消しますが、０にはなっていかないわけであって、

クラス替えなどいろいろな背景があると思うのですが、

根源的には前田委員がおっしゃったようなことがあって、

完全な解決には至っていないのだろうと想像しますが、

解消していながらも毎年度同数程度出てくるという点は

思うところがあります。 

 

前田委員         低学年の冷やかしとかは何の根拠もなくやっていると

ころがあるのでしょうけれど、高学年以上では、いじめ

が陰湿にもなってくると、加害者になった子にも何か考

えさせられるような背景があるのだろうという気がする

ので、加害者にならなくて済むような環境も指導してい

けたら、名実共に解消したということに近づくかなと思

います。 

 

稲川委員         市教委が結果としてした報告ですから、市教委の責任

が重いと思うのですよね、実態を把握し、皆さんが解消

したと納得した上の報告だという責任と自覚をもって報

告していただければと思います。お金を隠したとか恥ず

かしいことをさせられただとか、重大ないじめにいきそ

うなところがありますから、これがどのようにうまく解
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決されたのか、皆さんで共有しながら、現場の先生に情

報を提供するということが大切ですよね。 

 

國枝教育長        個別に内容の確認をしており、数字だけでの判断やチ

ェックした部分だけで決め付けることのないよう、より

具体的な検証をしていかなければいけないでしょうし、

複数年で見ていかないといけないケースもあると思いま

すので、引き続き学校と十分話し合い、確認作業を取り

ながら、市教委が責任を持って対応していきたいと思い

ます。 

 

谷藤委員         アンケート調査を開始してから数年経過していて、そ

の間に統合した学校がいくつかありましたが、統合した

学校で、統合後のいじめ件数が多いとか、そういう傾向

はありませんか。 

 

杉野指導主事       そういう相関関係が明確に表れていることはありませ

んでした。 

 

谷藤委員         室蘭市ではもう学校の統廃合は最終段階になってきま

したけれど、統合の際は１年前くらいから統合する学校

同士の子ども達が交流したりしますが、統合した時の子

ども達の様子を見るとやっぱり不安であったり、昔で言

う番長みたいな子達の争いなども実際ありましたし、統

合って大人の都合でやっていますから、そういう時の子

ども達の心のケアが、いじめの結果にも出るおそれがあ

ると思いますので、これから統合する学校でも十分やっ

て欲しいと思います。 

 

國枝教育長        統合前は交流事業を実施しており、それに加えて教職

員の人事でも、できるだけ知っている先生を統合校に配

属することで、今までの子ども達の経緯をできるだけ把

握した体制での学校運営の形をとっております。やはり

知らない人ばかりで人数が増えるという環境は子ども達

に影響がありますので、これからも統合の際は十分注意

し、ケアしながらやっていきたいと思います。 
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谷藤委員         特に中学生ですよね。 

 

青山市長         中学校はもう統合は完了していますよね。 

 

國枝教育長        小学校高学年から中学生あたりは影響が大きいですか

らね。 

 

谷藤委員         中学校は制服が違ったりするので明確にわかりますし

ね。 

 

稲川委員         室蘭市いじめ防止基本方針の８ページの「胆振生徒指

導強調月間」について、これまで１０月だったものを１

月から３月の期間に変更されていますが、この時期だと

３学期末でクラス替えの前ですし、４月から新しいクラ

スになって半年ほど経った頃に取組んだほうがよいと思

うのですが、この時期にずらす理由は何かあったのでし

ょうか。 

 

杉野指導主事       胆振教育局から示されたものに準拠した形です。 

 

稲川委員         また、８ページの３（２）全ての教育活動を通じた道

徳教育及び体験活動等の充実のところでは、「港ふるさ

と体験学習事業」と「室蘭工業大学と連携したものづく

り体験学習」の２つだけが書かれていますが、これはい

じめ防止につながる重要な事業なのですか。他にもいろ

いろな活動があると思いますが、この２つが特記されて

いる理由はあるのですか。 

 

大須賀教育指導参事    体験活動と言ったときに、室蘭で特徴的な２つを挙げ

たもので、いろいろな体験活動がありますが、例えばと

いう例示です。 

 

稲川委員         ９ページに、いじめに関する相談体制の整備・啓発（通

年）として、全中学校へのスクールカウンセラーの配置

とありますが、小学校へは配置されていないということ

でよろしいですか。事例に応じてスクールカウンセラー
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をフレキシブルに使えるのか、中学校での仕事のみなの

ですか。 

 

杉野指導主事       校区の小学校から要請があった場合に小学校に行くこ

ともあります。基本は中学校で勤務しています。 

 

稲川委員         この認知件数１１４件のうち、スクールカウンセラー

が何件関わったかというようなデータも持っていますか。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

稲川委員         スクールカウンセラーも市で配置しているのでしょう

から、それがどのくらい有用なのかということも大事な

データかと思います。１２ページには「いじめ等の問題

の背景には児童生徒のストレスの存在」とあり、これは

とても大事な部分だと思いますが、「重大事態への対処」

のところにいじめられた子のことばかり書いてあるので

すけれど、例えば自殺の事例が出たときに、いじめをし

てしまった側の子をどう保護するとかいう文言は書かれ

ないものですか。 

 

大須賀教育指導参事    明らかに暴力的な行為をして相手を負傷させたとか、

精神的に強烈なダメージを負わせたとか、金品を奪うと

か、そういったことは犯罪の域に入っていますので、警

察機関と協力しながら解決を図っていくということもあ

ります。 

 

青山市長         いじめ発生後の対応マニュアルもあるのですか。 

 

大須賀教育指導参事    ある程度はこの方針も、発生してしまったらという想

定をした上でのものになっています。 

 

稲川委員         いじめをする人にも家庭状況とかストレスがあるから

やってしまうということで、配慮はあるのですけれど、

事が起こってしまい１００パーセントいじめた人が悪い

となったら攻撃されてしまいますから。 
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奈良委員         少年事件等での付添人というのがまさにその立場から

携わるものですけれど、我々が付添人になった場合も、

そういった配慮については裁判所からも相当指摘される

ところで、それとこういう行政的な文書との兼ね合いは

なかなか難しいところかと思いますが、付添人としては

加害者側についていることになりますので、彼らに諭す

とともに、同じことを繰り返させないようにと、付添人

も裁判所もそういう方向性でいますので、それが少年事

件と刑事事件の違いとしてあるわけですが、加害者側に

原因がなければ防止も考えられないということはあると

思いますので、そこの捉え方をどう規範していくかとい

うところだと思います。 

 

青山市長         ご指摘いただいたところは、十分検証しながらいじめ

防止に向けての対応をとりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。他はよろしいでしょうか。では、

本日の協議は全て終了ということになりますので、進行

を事務局に戻します。 

 

髙木教育部長       本日は、お忙しいところありがとうございました。こ

れをもちまして、平成３０年度第１回総合教育会議を終

了いたします。ありがとうございました。 


