
平成２６年度第１回青少年問題対策協議会  記録 

 

平成２６年８月２５日１５：００～ 

市役所大会議室 

 

〔出席委員〕 中野、加藤、尾西、田中、竺原、野嶋、廣谷 （敬称略） 

１ 開会 

司会 （開会の宣言） 

 ①開会挨拶、委嘱状交付 

教育長 

 

 

本日はお忙しい中ありがとうございます。 

６月議会にて、倉吉市青少年問題対策協議会等条例が可決され、本日第１回青

少年問題対策協議会の開催という運びとなりました。本来なら手渡しをさせてい

ただくところですが、たいへん失礼で申し訳ありませんが、委嘱状は机上に配布

させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

全員順番に  自己紹介 

 ②会長、職務代理選出 

事務局  続きまして会長、職務代理の選出にうつります。条例第６条に基づきまして委

員の互選により会長を１名決めたいと思います。どのように決めたらよいでしょ

うか。 

（事務局案）会長は、本日は所用にてご欠席ではありますが、鳥取短期大学佐藤

准教授様にお願いしたいと考えております。いかがでしょうか。 

 （拍手を持って承認） 

事務局  職務代理は会長より指名していただくこととなっております。佐藤先生より、

中部教育局学校相談員の灘本先生をと伺っております。ただ、本日は、日程調整

がうまく参りませんで、灘本先生もご欠席ですが、職務代理を灘本先生にお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、２番の説明に移ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

あらかじめ送付しております資料が第１回倉吉市青少年問題対策協議会のレジュ

メです。また、本日机上に「倉吉市のいじめの状況について」を配布させていた

だいております。 

 次に、本日の会の日程について、確認させていただきます。レジュメに従い最

初に事務局が説明をさせていただきます。その後協議に入ります。事務局の説明

を受け、質問及び意見をお伺いしながら、倉吉市のいじめの防止及び対応につい

て委員の皆様に協議をお願いしたいと思っております。 

２ 事務局より 

教育長 資料に沿って説明 

【いじめ防止対策推進法についての概要】 

【倉吉市青少年問題対策協議会等条例についての概要】 

 ・倉吉市の対応図について（定常的な連携・重大事態への対処について） 

 教育委員会の対応では満足できないということでしたら倉吉市いじめ問題検証

委員会が立ち上がります。大津市の事件がありましたが、教育委員会の隠蔽体質

について信用できないということで、市長直属のものができました。 

【倉吉市いじめ防止基本方針策定の基本的な考え方について】 

 いじめというものがどこにでも起こりうるものであることを私たちは考えてお

かなくてはいけません。校長会等を通しながらいじめ防止についての充実を図っ

ていくものです。各学校においてはいじめ防止基本方針を策定しました。各学校

では、気になる子どもについての意見交換を行っています。保護者からの依頼が

あったときも速やかに対処していくものです。また、学校の組織は各機関との連

携も図っていきます。 

 具体的に、上灘小の場合を例にとりますと、「いじめゼロ宣言」「いじめ対策

アクションプラン」等を作成し、早期発見・早期対応を考えているところです。 

事務局  倉吉市小中学校の生徒指導上の実態についてご説明いたします。毎年約１００



名の児童生徒が長期欠席となっています。そのうち、不登校児童生徒が約７０名

です。この不登校の問題は倉吉市の重要課題の一つです。次に、問題行動につい

てです。いじめを受けた者は、平成２４年度小学校が１１人、中学校が４２人で

した。平成２５年度は小学校が２人、中学校が１３人の報告でした。また、万引

きについては小学校でもかなりの件数が上がってきており、深刻な問題であると

受け止めております。 

 次に、本日配布しましたレジュメをご覧ください。まず、２ページ目のいじめ

の定義の変遷についてお話をしておきます。平成１７年度以前は、「自分より弱

い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦

痛を感じているもの」となっておりました。１８年度には、「一定の人間関係の

ある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じてい

るもの」となりました。又、２４年度には「攻撃」という文言が「影響を与える

行為」に変わりました。さらに、２５年度はいじめ防止対策推進法施行後、「イ

ンターネットを通じて行われるものを含む」が加わりました。 

 また、市教委への報告については、生徒指導上重篤と判断したケースや事件性

のあるケースについて報告を依頼しておりました。しかし、２４年度からは定義

の通りに報告していただくようにしたため、２４年度から件数が増えておりま

す。 

 さて、倉吉市の状況ですが、平成２４年度は、小学校１１件、中学校４２件、

平成２５年度は小学校２件、中学校１３件の報告がありました。鳥取県では、２

４年度が小学校が１３１件、中学校が１４４件。２５年度は小学校５２件、中学

校７３件でした。 

 次に平成２６年度１学期に起きた倉吉市のいじめ事例２件をお伝えします。 

（ＬＩＮＥ（ライン）によるいじめ、学校側がいじめと認識するのが遅れたケー

スの２件についてその概要及び学校・市教委の対応について） 

 さらに、平成２４年７月から現在までのいじめ事例を表にしたものについて説

明させていただきます。（一覧表を説明） 

３ 協議 

司会  説明の一番から四番まででご質問はございませんか。 

委員  上灘小学校の｢いじめ防止基本方針」が資料としてついていますが、他の学校も

作成しているのですか。また、上灘小学校いじめゼロ宣言が載っていますが、こ

れは、子どもたちが考えたものですか。 

事務局  まずは、３月末までに全小中学校でいじめ防止基本方針の策定を行いました。

そして、今年度４月より児童生徒会が自治的に動いていっているところです。 

司会  西中では生徒会の取り組みで行っています。いじめをなくそうという取り組み

がなされています。多分各校で大なり小なり行っていると思います。 

委員  委員として、どういう心づもりをしていけばいいのでしょうか。 

教育長  定例的な会の時は、倉吉市の現況をお知らせし、意見をいただきます。重大事

態は、学校で対応できないときに調査をお願いします。 

委員  具体的に被害者加害者に対応していくのですか。 

教育長  重大事態の場合は、学校だけでは対応できませんので教育委員会が委員の皆さ

んにお願いをします。おそらく学校はもう調査していますので、その報告を聞き

ます。もっと直接聞いてみたいことがあれば、被害者、加害者、該当の聞き取り

等の場合もあります。 

委員  要望でもいいですか。去年あったことですが、された方はいじめだと言うんだ

けど、でもほんとはそうでないんです。担任は被害者と加害者の子どもの顔をつ

きあわせて話をしましたと言われました。担任の、聞き取りのスキルに問題があ

るのではないかと思います。事実確認の仕方について研修する必要があると思い

ます。現場からきちんと声が上がってくるようにしてほしいと思います。 

教育長  報告として挙がっていると思いますよ。 

委員  確認の仕方に問題があると思うんです。事実確認というのは、個人でまず一人

ずつ行うことが必要だと思います。 



教育長  学校は、当然個々に聞き取る作業はしていると思いますよ。 

委員 

 

 学校体制で、担任任せでなく管理職生徒指導担当等チームとしての取り組みを

進めていかなくてはならないと思っています。 

司会 継続的な観察が必要です。被害加害の立場が長い間に変わることもあります。

継続的に見ていくことが大切になってきます。 

委員 昨年あったのは事実確認を学校にお願いしたら、聞き取りがうまくいかなかっ

たので、少し心配に思うことがありました。地域の中の行事でトラブルがあった

のですが、いろいろな学校にまたいでいました。ある学校さんは、うやむやにな

って我慢して終わってしまったケースがありました。これでは、正しいデータが

挙がってこないと思います。 

教育長 聞き取りの手法等の研修は必要ですね。解決の仕方について研修していくこと

が大切だと思っております。 

委員 先ほどのＬＩＮＥ（ライン）いじめの件ですが、生徒２４名が関わっていたと

いうことだと校内体制で２４名の生徒をを集めて聞き取るのは難しいと思いま

す。聞き取りの仕方等も格差があるので、講習・研修をしていただくとありがた

いと思います。 

委員 教員の相談窓口はありますか。人権侵害パワハラセクハラ色々ありますが被害

に遭われたのが先生だとすると誰に相談するのか決まっているのですか。 

司会  学校では、学年主任、管理職等が相談にのります。 

委員  市外の事例ですが、中学校は男性が多いので女先生は相談しにくいところがあ

るそうです。その学校の校長先生は「彼女の特性ですから」と言われましたが特

性だと分かっていたらなおさら相談体制をしっかりする必要があると思います。

企業のように相談体制をしっかり組むことが必要ではないかと思いますが。 

教育長 スクールカウンセラーにも相談できる体制となっておりますし、県教育委員会

の相談窓口もあります。しかし、きちっと周知できているかどうかという問題は

あるかもしれません。学校の場合は、同僚性を高めることがまずは大切であると

考えております。 

司会 学校は、教員数は限られています。また、学校には相談担当の先生がいます。

一番大きいのはやはり同僚性であると考えます。 

委員  資料の中に倉吉市の対応が書かれていますが、学校のいじめ防止の組織は学校

毎に違うのでしょうか。 

事務局  学校には生徒指導委員会というものがあります。その組織がいじめ防止の役割

を担っていますが、事案によって、外部機関の方に入っていただくことにしてい

ます。 

委員  学校組織に外部機関が入るときに具体的なマニュアルのようなものがあります

か。 

事務局  各学校いじめ防止基本方針にのっとって対応を行っていきます。生徒指導委員

会が核になり、学校いじめ防止対策委員会を組織し、必要に応じて外部の方にご

協力願うという仕組みをとっています。 

委員  学校から独立した組織ではなく、学校内の組織ですか。 

事務局  そうです。 

委員  さっきの話なんですけど。あれはいじめではないということで、この一覧には

載ってないですね。あれはいじめだったんでしょうか。学校は倉吉市青少年育成

協議会の行事でいじめがあったと言われました。暴力をふるったのもそこの学校

です。そのときに事実確認がきちんとなされなかったようです。事実確認が一人

ずつでされていなかったので、実態がはっきり分からなかったようです。 

教育長 

 

青少年の集いのことですよね。このリストには載ってないということは、地域

ではいじめとしては捉えていないということですね。いじめとして事実確認が学

校ではできなかったということは、事実確認がしっかりできるようにスキルアッ

プするのための研修はしなくてはいけませんね。暴力行為として挙がっているか

もしれないですね。どう挙がっていたか詳しく調べてみます。 



司会 事務局説明について意見・質問はございますか。 

教育長 見ていただきますとおわかりになるように平成２４年度は県全体の中学校のい

じめの件数１４４件中４２件が倉吉市で起きています。正直に学校から挙がって

きていると判断しています。 

学校がフィルターをかけてしまうことはないと考えています。ちなみに中学校

は、全県で６５校、小学校は１３５校です。 

司会 特に２４年度については全国調査があり、全て数字として挙がってきていると

思います。 

委員 ２４年度は全校生徒にアンケートをとって挙がってきているんですね。不登校

との関係はどうでしょうか。 

教育長 不登校といじめとの関連は、あまりありません。長欠の場合は複雑な要因が重

なっております。事案が長引いてしまったときは、人間関係の構築ができないま

まになりますので、ちょっとこれは怖いと思っています。 

委員 倉吉市のいじめの状況について平成２１．２２．２３年度は、学校はいじめと

して認識していなかったということですか。そうするとほとんど埋もれていたと

いうことですね。２４年以降に件数が増えたということで、学校の先生はとても

お忙しいんだけど、学校の負担が大きくなるのではと思いますが、調査等につい

て教育委員会で配慮していることはありますか。 

教育長 いじめ調査は学期に１回実施する学校が多いです。学校によっては、毎月実施

しているところもあります。きめ細かくやりたいと考えているようです。大変で

すが、次の手が打てるので、後手に回るより早く対応したいという考えです。学

校の状況によりながら、手を打っているというところです。 

委員 調査の仕方についても研修していただけると良いかと思います。 

委員 一番目の事例ですが、友達に対して「不登校にしてやる」と発言した男の子っ

て何にも考えずに言ったんですね。普通は言ってはいけないことを当たり前にぽ

ろぽろ言っている現状が多いと思います。死ねとか口癖のように出る小学生もあ

るらしく・・・。 

委員 発言力のある子に影響されて動いてしまわないようにしないといけませんね。 

教育長 クラスの生徒２４人が関わっていますから。でも、逆に考えればいい指導の手

がかりが見えました。逆にグループから切れたから発見できた。 

委員 切れたから発見できたわけですからね。 

司会 いわゆる顔の見えない携帯での問題ですね。これは、閉じてしまっているので

学校教職員は事態が大きくならないと発見できないということがあります。 

委員 どんどん低年齢化するんですね。トラブルのツールが。 

司会 ＬＩＮＥ（ライン）が、ゲーム機や音楽を聴く端末でできたりすることを、子

どもはよく知っています。新しい流れがありますね。 

委員 

          

 どんな理由があろうと言葉の暴力をしてはいけないということが押さえられて

いないように思います。課題があるから仕方ないにならないでほしいんですね。 

司会 集団登校で何回も遅刻するから暴言を吐いたとありますね。中学生も「何で掃

除せん？」とか言うこともあります。 

委員 そのときに暴言吐いちゃアウトですよね。遅刻するという課題があったとして

も暴言吐いちゃいけませんよね。 

司会 そのときに「へど」と言われたようです。 

委員 怖いのは言ったもんがちになることです。どこまでがいじめか。難しいです

ね。 

司会 「何で宿題ちゃんとしてこん。」と、言われた子が、きつく言われたと感じる子

もいます。どこまでがいじめか，どこまでが暴言かが難しいところもあります。 

委員 ＬＩＮＥ（ライン）の既読無視についてですが、テレビのコメンテーターが、

読んだら既読マークがつくと言うんですが、グループ開いただけで既読マークが

付くんですよ。テレビが間違ったことを言っているんです。返事をするしないの

自由があっても良いと思う。そのへん働きかけていかないといけないと思ってい

ます。 



委員 子どもたちのアンケートは、各市で統一のアンケートですか。 

教育長 いいえ、各学校で独自のアンケートを行っています。 

委員 いじめられてますとか、まるをつけるとかそういうものですか。どんなもので

すか。 

委員 子どもは、教員の前、大人の前ではいじめは絶対にしないんですよ。いじめを

受けている子も、いじめをしている子も絶対言わない。プライドがありますか

ら。教員は隙を作らないことが必要ですが、第三者からの情報を得ることも大切

です。「最近クラスの中で困っている人はいませんか。」等の調査項目を入れて

います。挙がってきたのが全部いじめと捉えるわけではありません。暴力の場合

は、個別の指導で終わっている場合もあります。 

委員  統計をとろうかと思ったらやり方がいろいろだと、とらえ方が違ってくると難

しいところがあります。市に報告するのは定期的にですか。 

委員 市にはその都度報告・相談をしています。又毎月の調査もあります。 

教育長 基本的には毎月調査をします。それ以外に緊急的に行う場合もあります。 

事務局 これはＨ２６年度のものですが、毎月各学校から生徒指導関係の報告を挙げて

もらっています。ここにあります簿冊のように、毎月の報告を市教委に挙げても

らっておりますし、相談もその都度受けて対応しているところです。 

司会 今中学校には、Ｑ－Ｕという学校満足度調査があります。子どもたちの満足度

を測ります。年に２回実施しており、生徒の実態がよく分かるものとなっており

ます。 

事務局 具体的には、学校生活意欲と学級満足度の二つの尺度で構成されています。い

じめや不登校などの問題行動の予防と対策に役立てることができます。個々の指

導に役立てることができますし、また、学級経営にも役立ちますので、市で予算

化して実施している調査です。 

委員 まずはいじめを起こさせない学級・学校づくり、そして次は早期発見、いじめ

と認識した事案が起きたときの対処の仕方が大事ですので、問題が起こる前に、

仲間づくり、学級づくりの資料にしているのが、Ｑ－Ｕです。 

司会  倉吉市のいじめ防止及び対応についてご意見がありますか。 

委員 家庭の所属感が必要です。もっと、ＰＴＡにがんばってほしいですね。子ども

の話を聞くとは何だろうということから始めないといけないんじゃないかなと思

っています。学校も頑張ってほしいですが、ＰＴＡにもがんばってほしいです。 

教育長  今日取り上げたこの事例ではＬＩＮＥ（ライン）の問題点が見えてきました。

この問題については、中堅教員研修会の時に使いました。これは各学校にも広げ

ていきたいと考えています。スマホ・ケータイ等の実態については教員も分かり

かねる部分があります。子どもたちもＬＩＮＥ（ライン）をめぐって困っている

こともあります。例えばスマホ使用について、青少協で時間を「９時までと決め

て使用しよう」いう文案を作ってくださるという、そういう動きができています

から、倉吉市全体への大きな力になっていくと思っております。 

委員 原案を作らせていただいて、完成したら、ＰＴＡさんにつなげていきたいなと

思っています。根本的には家庭の所属感が一番必要だと思っています。 

司会  各中学校において、携帯端末については、綿密な研修が必要だと考えていま

す。昨年多かったですよね。使うなと言うより使う人間を鍛えないといけないで

す。ＬＩＮＥ（ライン）のきっかけは、スポ少の連絡とかが元になっています。 

委員  ＬＩＮＥ（ライン）だけじゃなく、どんどんツールは変わってきています。ス

ポ少の連絡を親がＬＩＮＥ（ライン）でやっている。それが原因でトラブルにな

っていることもあります。親と子どもの世界は違うんだと教えないといけないと

思います。 

委員 小学生でも使っても大丈夫な指導をしておかなくてはいけませんね。家庭教育

から始めていかなくてはいけないんですが。きちっとした使い方ができる子にす

ることがまず必要なんです。最終的には家庭が基準だけど、学校・地域の協力も

必要ですね。 



委員 子どもたちは興味関心の方に流れていきますから。危険性を知ってるけどやっ

ていますという未熟な子どもたちには持たせるべきでないと思います。持たせる

なら親が管理できる場合のみでないとだめだと思うんです。 

委員 問題行動で、品物がそこにあって１００人いて１００人が万引きするわけでは

ないですよね。誰もが万引きするわけでないんです。心を育てるという原点に返

ってくるんですが。 

委員 悩みのある小学生は自由に書いて、法務局に送ってください。手紙が届いたら

返事は人権擁護委員が法務局の職員さんと一緒になって返事を書いています。急

を要する場合は学校に出向いています。 

委員 書いたら返事がどういうふうに返ってくるか子どもたちは分かっていますか。

見通しがないと怖くて書けけないと思いますが。 

委員  きめ細かくしていきたいですね。「死にたい」という言葉があったこともあり

ました。 

教育長 学校の方も民生児童委員さんに助けていただいている部分もたくさんありま

す。 

委員  高齢者から学童までに対応させてもらっていますが、学校関係は主任児童委員

さんに関わっていただいていて、ある程度情報提供はしていただいています。子

ども家庭課等福祉関係機関とは連携を図っています。いじめの解釈等法律改正等

で弱者を守る方向に向いていることが分かりました。少子化もあるし、子どもた

ちを大事にしながら、青少年問題を主に、いじめや長期欠席については、私たち

も地域の中で見ていきたいと考えています 

教育長  ありがたいですね。特に長欠児童等については民生児童委員さんのアドバイス

等ありがたかったですね。赤ちゃんふれあい会で、赤ちゃんの相手をしていると

実にかわいい顔をしています。山上憶良の短歌賞で家族をテーマに短歌を作らせ

るんですがとてもいいんです。そういう機会に子どもは優しさを取り戻します。

この間上灘小学校の児童が独居老人のところに給食を配りに行っていましたよ

ね。こういう取り組みがすぐにではないけどこれから絶対効果があると感じてい

ます。今日いただいたご意見を大事にしたいと思います。組織をつなげていくの

もこの協議会の課題なんだろうと思います。 

司会  青少年問題対策の一つは家庭・地域・学校の教育力を上げていくことにつきる

かなと思います。もうひとつは、今ある組織をいかに連携させていくか。学校に

相談しにくいこともあるだろうし、学校を卒業した後でも、人間関係を作る知識

とかトラブルを回避する方法等のために相談機関を色々知っておくことは必要で

すね。 

委員 何から勉強していったら良いのか、会があるときに資料をもらうんではなく、

途中経過も知らせてほしいと思います。また、組織同士で情報交換できたらいい

かなと思います。提案ということで。 

教育長 青少協などで作ったものを皆さんに情報提供するなど、情報があれが、学校教

育課へ知らせてください。そうするとつながることができますね。 

司会 その他で何かありますか。協議は以上で終わらせていただきます。 

事務局 活発にご意見いただきましてありがとうございました。閉会に移ります。時間

の関係で言い足りなかったことや協議会後お話しされたいことがあれば、追加意

見記入用紙に書いて、９月８日までに学校教育課まで送付お願いします。 

次回の開催については２月中旬辺りを考えております。次回は，十分に日程調

整を行い１０名の委員さん、全員参加のもと、御協議いただきたいと考えており

ます。あってはならないことですが重大事態の時には本当に委員さんには大変お

世話になります。ただ、そのようなことがないように学校と教育委員会と一所懸

命努めて参りたいと思っておりますので、その都度お気づきの点は何なりと事務

局にお知らせいただきますようにお願いします。 

以上で会を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 

４ 閉会 


