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≪倉吉市教育委員会事務局≫ 

福井 伸一郎 教育長、山根 操 学校教育課長、田中 由佳理 指導主事 

笠見 ふみ スクールソーシャルワーカー  （記録：花田 真美 臨時職員） 

 

１． 開会 

（１） 開会あいさつ 

【教育長】今日は雨水といい、冬から春へと変わる頃。天気からも季節は移り変わっていると実感した。

中学校 3 年生は高校受験ということで進路の決まっている生徒もいる。まだこれから受験に

向かっていく生徒もいる。「15 の春を泣かせるな」という言葉があるが、私は泣いてもよい

と考える。15 歳の春から大人になり、しっかりと自分の足で歩いていく人間を義務教育の中

で育てていきたい。 

 倉吉市の青少年問題対策協議会は、子どもたちの「いじめ」が大きな契機となり法律に対

応するため出来たが、倉吉の場合はいじめだけではなく「問題行動」も捉えることとなった。

倉吉市として注意していることに不登校児童生徒の多さ、初発型非行「万引き」を同じ子ど

もが繰り返しているという現実がある。これらについても意見を頂きたい。 

【会 長】青少年問題対策協議会の会長を引き受けることになったが、まだ倉吉の状況を分かっている

わけではないため、皆さんの経験や知識など色々聞かせて頂きながら話し合いをしたいと思

っている。できる限りの努力をするのでお願いしたい。 

 

２． 説明 

【事務局】文科省からいじめ防止対策推進法施行後の状況について成果調査が行われている。各学校か

ら取りまとめたものを報告する。 

 いじめについて 

 市の課題として、担任及び学校側の対応の遅れ・捉え方がある。「これくらいは人間関係の

こじれであろう」と過小評価していたが、実際はそれが尾を引いている。学年が上がること

で解消され、新たな人間関係が結ばれたら成長の一過程といえるかもしれないが、学年が上

がっても関係が修復されず、数年前から続いていたという事例も聞く。その都度、しっかり

耳を傾けることが必要。教職員・保護者を対象にしたいじめ問題研修、児童・生徒は学習を

とおして心を育むことが必要。感じた側（被害者側）の捉え方を大事にしなければならない

と伝えていく。 

 域内学校の課題として、徐々に表に出す力が弱くなり見えにくくなっている。学校も苦慮

している。日記・アンケート調査・教育相談週間を設け子どもたちに呼びかけるなどしなけ



れば、教職員側も子どもたちの心を捉えにくくなっている。家庭の状況の中で父性と母性が

巧く機能し合い、子どもを温かく見守り、必要な時に後押しをすることが、家庭環境の複雑

さにより、非常に機能しづらい状況。また、家庭の教育力の差を報告している学校もあった。

早々に学校と連携し、協力して問題解決に当たる段階にならない。普段からの見守り体制を

作りつつ、家庭と学校の双方向で子どもを育てるという体制を取りづらい家庭もある。 

 その他、ネットいじめや休日等の出来ごとなど学校が気付きにくいいじめの問題がある。

LINE など可視化できないものが多くなり、教室・学校の中だけではない場面で起きている

事象に傷付く子どもたちがいる。円滑に問題解決していきたいが、非常にこじれてしまう例

もある。 

 また、いじめに対する捉え方が多種多様。子ども同士の衝突の経験も「人間関係づくりを

する力を鍛える」として捉えることも必要。しかし、自己主張もして相手の言うことも受け

止めてということが成立しにくい。顕著な例で言えば、ケンカした際に双方がいじめられた

と言っている状況も起こっている。そこをどう大人が見守って育てるか。ただし、危機的な

状況にならないように、境界線を持ちつつ子どもを育てる状況をいかにつくっていくか。そ

の前段として一線を越えることがないように見守っていくことは大事。 

 域内学校において改善された点として、各学校が方針に基づいてアンケート・委員会等を

含めて計画的に取り組んでいく見守り体制強化がある。また、第三者の関わりにより教職員

の意識が高まっている。多方向から意見をもらい、いざというときにすぐに連携する人が地

域にもいることにより安心感が得られる。外部人材については様々な方に協力して頂いてい

る。ただ課題として、域内の学校に専門的知識を有する人材が不足している。組織運用に関

わり、組織ができて間もないため動きやすいものであるかの検証ができていない。何かあっ

た時だけではなく、日常の連携をどうしていくかが課題。倉吉市学校公開・土曜授業の公開

など、足を運んで頂く機会を作り普段から学校に出入りできるようにし、声掛けをしながら、

有事には手を差し出して頂くというようなことが必要。 

 人材の確保・質の向上についての課題・取り組み。いじめ防止研修会の実施・及び報告は

市から全小中学校で実施してもらうようにしたところ。さらに教育を考える会は 13 地区で開

かれているが、その中のいくつかで携帯・インターネットに関係した研修が実施された。課

題としては管理職を中心とした組織的な対応力をどう構築していくかが挙げられる。 

 域内学校の取り組みについて、教育活動充実・体制づくりの推進・人間関係づくりや特別

活動に関する研修の積み重ねが挙げられる。単学級の場合、いじめの被害者・加害者が 3 年

間同じ教室で過ごしていく。人間関係を変えられない・リセットできない難しさがある。そ

の中でトラブルがあった時にどう修正していくのか。小規模校では人間関係の固定化が課題

として挙げられる。その中で被害・加害の関係ができてしまったときに上手く解消する術が

見つからない。 

 重大事態について、改善された点としては、市長部局との連携を取るための体制は出来て

いること。しかし現時点では市長部局との連携が必要になった事例は出ていない。 

 地域・学校から課題解決への方向性や意見をもらえ、いじめ対策への気運が高まっている。

いじめを重大視し、一線を越えることがないようにとの見守り体制は出来てきている。 

 課題は事象に対する保護者と学校の認識のずれをどう埋めていくか。市教委の方に保護者



から直接連絡が入り、市教委がすれ違っているところを修正していくという事例もあった。 

 問題行動について 

 次に倉吉市小中学校生徒指導上の実態について。30 日以上欠席する不登校などの長期欠席。

いじめ、盗み（万引き・窃盗等）、中学校での生徒間暴力、飲酒喫煙などの問題行動。 

 不登校に関連して、倉吉市の不登校出現率は小学校 0.75%、中学校 3.88%で県・全国より

も高い数字を示している。これをどう抑えていくかが課題。 

 不登校児童生徒に関わって、4 年前からスクールソーシャルワーカー(以下 SSWr)を配置。

SSWr が各小中学校に聞き取りに行き分析したところ、今年度 8 月末現在不登校及び 15～29

日、さらに前年度不登校であった児童生徒 61 名中 21 名が一人親家庭（すべて母子家庭）で

あった。父親の影があまり見えないと学校が把握している児童生徒が 12 名、特別支援学級在

籍者 11 名、来年度入級予定が 3 名。家庭環境及び特性について特別課題がないけれども欠席

している児童生徒も 15 名。学校だけで対応するのが難しいケースも多く、関係機関と連携し

ていく必要がある。学校以外で母親を支えることの必要性が高まっている。日常的に様々な

情報を取り入れる場、母親仲間との相談・アドバイスなどの緩衝材もなく、1 人で抱えてし

まっている家庭がある。そのような場合に SSWr 等の家庭支援が有効。 

 本人の特性について。発達障がい等、丁寧に対応していく必要がある子どももいる。自尊

感情が低くならないように対応し、自信をつける。対応によってはふとした弾みで人間関係

がこじれてしまうこともあるため、学校組織としての支援が必要。一人一人特性が違うため、

小学校から中学校への引き継ぎも具体的な生活場面を話しながら丁寧に行うことが大切。 

 中学校の不登校に関して、小学校での行き渋り・小学校からの継続的な不登校が関係して

いる場合もある。小学校段階での行き渋りに対して丁寧な対応が必要であり、また、移行支

援会議など何か課題がある・配慮を要するとき、小学校・中学校個人的にではなく学校の体

制として引き継ぐことが必要。場合によっては保護者にも協力してもらい、理解を得ながら

進めていくことの徹底。その他保健室だけでなく相談室を作り、教室復帰がすぐには難しい

生徒に対して学校で過ごせる場を作る。地域的には中部子ども支援センターを活用して居場

所の確保をしていく。 

【事務局】倉吉市のいじめの状況について報告。 

① 改善に向かった事案。中学校で 5 月に起きた事例 

 班員全員で悪口を言う、理科の時間に石灰水をスカートにかける、家庭科の授業で計

測した身体サイズをばらまかれる、本人の嫌がるあだ名をつけて呼ぶなど複数人からい

じめられていた。被害者生徒は心の教室相談員、元気はつらつ教員補助員に支援しても

らいながら、当初は相談室で登校を続けていた。現在はすべての授業を教室にて参加し

ている。先日開催された人権フォーラムにおいても、自ら立候補し実行委員として活躍

していた。 

 5 月から現在に至るまで、学校でもいじめ防止対策推進法に則り「いじめ対策委員会」

を開催。学校内だけではなく外部機関からの参加も依頼。倉吉警察署・スクールサポー

ター・子ども支援センター・地域の学識者・SSWr・学校教育課も関わった。保護者を呼

んだ学級懇談、校長自ら全校集会にて全校道徳の開催。スクールカウンセラー（以下

SC）・心の教室相談員・元気はつらつ教員補助員の活用、市教委だけではなく中部教育局



とも連携し取り組みを続けてきたところ、事案が改善方向に向かっている。 

② 小学校における事例 

 大規模校ではなく、小規模校での事案が数件起きた。その分析をした結果、学校側の

把握として、保育園の時から変化なく続く固定化した人間関係の子どもたちが生活して

いることから、以前からある遊び程度だろうと捉えていたようなことがあった。また、

被害者側の特質として、ルールを守らない・人の心を傷つけるような言動があったこと

から、それに対して悪口が数人で始まった。教室に入れないことに関しても、大勢の中

が苦手なのだろうと捉えていたこともあり、改善に至るまでに長期に渡ってしまった。

また保護者側としては、子どもの集団も小さければ地域の中の人間関係も小さく、近隣

の集落で事案が生じてしまった場合、学校に相談することで保護者同士の人間関係が気

まずくなるのではと心配し、学校への相談が遅れた。 

 被害者側の児童の課題としては、学校もできるだけアンテナを高くしてアンケートを

行うが、回答が無い。書くことで告げ口したことにならないかとの心配を子どもたちは

している。 

 今後、学校としては、みんなが分かる・活躍できる授業改善に努める。また、教師と

児童生徒の信頼関係構築。教員・保護者とともに連携し、学校・行政側がいかに家庭に

入っていくかが重要になってくる。子ども家庭課・福祉課等との連携をとおしながら研

修をどのように持つか来年度の課題として挙げられる。 

 

３． 協議 （敬称省略） 

【委 員】いじめに遭った子どもの改善事例の取り組みについて意見はないか。 

【委 員】全体として学校・地域・保護者などが連携し、いじめを許さないという姿勢を大人が示した

取り組みは良かったと感じた。 

【会 長】第 3 者の介入も大切ではあるが、それ以前に個々のクラスの担任・教員と保護者との深い信

頼関係を作ることの必要性が一つ挙げられる。また、学校全体の子どもたちの見守り力を高

めるために教員同士の連携・信頼関係が重要ではないか。第 3 者の介入は最終手段。 

【委 員】教員同士の連携について。授業と授業の間の休憩時間に教室に教員が居ない場面を作らない

ようにしている。また昼休憩の時間帯も、教員はなるべく生徒たちと多く接することを心掛

けている。情報を早く掴み、対応が迅速にできるような意思統一など教員同士の連携をして

いる。 

【委 員】定期的に連絡会などで気になる児童の現状や様子など報告している。また、普段からも校長・

教頭などの管理職やベテラン教員が、相談を受けやすい・報告しやすい雰囲気づくりや環境

づくりをしている。問題事象が生じた時に、みんなで協力して解決していくチームとしての

連携を心掛けている。 

【会 長】「子どもの時にお互いに切磋琢磨する環境」において、教員としては問題行動が起こらない

ようにしなければという気持ちが出てくる。だが昼休みに教員が児童生徒のそばに張り付い

てしまうと、子どもたちは監視されているように感じてしまう。姿を見せることは重要だが、

張り付かれると本音を話せない。目に見えないストレスを子どもたちが感じて萎縮してしま

う。実はちゃんと見ていることを気付かせながらも、開放感を与えることが課題としてある。 



【委 員】自分も同じように感じた。息子の学級が崩壊した際、子どもたちだけの状況を作らないため

に教員が出入りしていたが、児童も見張られていると感じていた。見守ってやらなければな

らないが、大人の気持ちと子どもの気持ちの部分でギャップがある。 

【委 員】いじめの 2 つ目の事例でも「人間関係や特質として学校が見ていた」ということや、課長の

説明で「一線を越える」という単語があったが、その基準はどこか。自分の考えとして暴力

はあるべきではないと思っているため、目の前で殴る・蹴るなどの姿を見るとすぐに止める。

子どもたちのじゃれ合いだからと黙認していると、暴力との境界が曖昧になり、それが当た

り前だと受け取ってしまうのではないか。昔は大人が注意していたが、今は注意する姿を見

ない。むしろ大人も子どもと一緒になってふざけてほおっている姿を目にしたこともある。 

【事務局】今学校の方でも苦慮している。子ども同士で相手に対する引っかかりをぶつけ、受け取った

側が返し、それに周囲の子も関わるという状況が、昔は縦の人間関係の中で配慮出来ていた。

しかし今は子ども同士では難しくなり、大人がしなければならなくなっている。ある校長と

話した際、いじめがあったということで被害児童に話を聞いたところ、肉体的なダメージを

受けたわけではなく、疎外感を精神的に感じたということだった。先ほど自分が表現をした

「一線」についてはもうこれ以上負荷がかかるとだめになってしまうという一歩手前の人間

関係に関して復原力や命に関わることになるところまでに見極めて守っていく責任が大人に

はあるということ。 

【委 員】暴力は身体的な暴力だけではなく、言葉の暴力も含まれるため、耳にしたときにはすぐに指

導すべき。精神的暴力も感じ取ったのであれば介入していくべきではないか。 

【事務局】アンテナの感度を上げ、教員が連携していく。例えば図書館に一人でいる子どもに対し、本

が好きなのか、一人でいるのが好きなのか、それとも仲間に入れないから居場所として本を

持って一人でいるのか、など見極めていく力を教員は試されている。 

【会 長】前提として身体的・精神的暴力はあるべきではない。しかしそれと同時に、個々の子ども同

士のけんかの根本にある関係性が深ければ深いほど、反転した時の憎しみに繋がっていく。

非常に難しい面もあるが、関係性を教員が冷静に見て、捉えていくことがさらに重要。 

【委 員】現在、学校関係者がする調査の項目数や、家庭に対する情報が少なくなっている。個人情報

で管理が厳しくなっているが、予備知識として家庭環境の調査は必要。問題行動の起因に家

族・家庭環境が関わっていることもあるため、情報不足から適切な指導ができない状況にな

らないか懸念する。教員同士の引き継ぎ以外に個人情報を把握しやすい手段はないか。 

【委 員】学校が情報を集めにくくなっている状況で、民生児童委員が地域の情報をある程度把握し、

機関との連携として、注意が必要な子どもについて民生児童委員が情報提供して一緒に協議

している。しかし、民生児童委員がどれほどの人と関われているのか。保護者も地域の中で

居場所がない、大人同士の関わりが出来ていないことで子どもにしわ寄せが出ていると思う。

本来 PTA の役割かもしれないが、そこも衰退しているため大きな問題だと思っている。 

【事務局】就学援助制度のために民生児童委員から意見書をもらうことがあるが、何度家庭を訪ねても

留守で困っているという話を聞いた。当該家庭が就学援助の手続きをされる場合、民生児童

委員が家庭訪問することを伝え、連絡先や認定したか否かを教えてほしいと言われた。個人

情報を民生委員に伝えることについての了解を得て、民生児童委員が日常的に関わりを持つ

ことができるように学校にも周知した。個人情報が非常に問題になり、個人懇談で聞かせて



もらえるまで掴むことができない。根掘り葉掘り子どもから聞くことが憚られる状況になっ

ている。良好な人間関係を築くことができれば自分の方から開示して頂ける。それを学校の

体制として蓄積していく。様々な福祉機関との連携により、要保護児童対策地域協議会の個

別の支援会議として児童福祉法に位置付けられ、守秘義務をかけて、民生児童委員も含め、

児童相談所・子ども家庭課が必要に応じて学校・保育所・地域と連携して見守り体制を作る

組織も出来ている。 

【委 員】いじめとの境界が不明瞭な件について。別件ではあるが、児童虐待防止法に該当する行為と

して、親から子への虐待や悪影響について注意を入れる場合がある。どのような影響が出て

いるのか個に集中した見方をして、介入の必要性や緊急性などについても考えていく。その

中で個人の主観での判断には感覚により個人差が出てくる可能性がある。組織として判断す

るため人数を集めて考えていく。単独では判断できない場合もあるため、関係機関の方々に

も協力してもらい情報共有し、どのように捉えられるかの意見を聞きながら、あるいは直接

関わる方には役割を相談しながら対応していく。「見守り」という判断ががくせ者で、何もし

ない可能性もある。具体的に決めておかなければ見守り後の評価ができない。 

 個人情報の問題について、要保護児童・要支援児童に対応する組織として要保護児童対策

地域協議会が各市町村に整備されている。当然、児童虐待や非行についても個人情報の収集

に支障がないように対応してもらっている。いじめの問題と要保護児童が同一ではないが、

加害側・被害側の家庭環境や背景に要保護性・要支援性が関係してくる可能性がある。その

場合には市の事務局に相談してもらい、個人情報の収集に役立ててもらうことも仕組みとし

ては可能。ただし闇雲に使えるわけではなく、要保護性・要支援性をもって判断してもらわ

なければならない。 

【事務局】個人情報の収集の難しさに関連して。先日あった主任児童委員の会で、要保護家庭の金銭的

な援助だけでなく、地域の民生委員や主任児童委員が学校に集まり教員と一緒に、要保護家

庭だけではなく地域の中で気になる子どもについて情報交換をしているという話を聞いた。

地域で子どもたちを見守ってくださっていることを本当にありがたく感じた。家庭介入にお

いては、いかに母親を支援していくかが大事になっている。SSWr だけを繋ぐのではなく、

学校としてまず支援会議を開いてもらい、保護者が学校教育課・SSWr と顔を合わせ、話し

合うことから信頼関係を築き、家庭へ介入していくという段階を踏んでいる。今後小中連携

をさらに進めていく。各中学校区に SSWr を配置し、SSWr の増員をして、この人なら信頼

できるという SSWr や SC の配置を整えていきたいと考えている。 

【委 員】校区の主任児童委員にきてもらい、不登校の生徒のリストアップをした。学校としても、家

庭訪問しても保護者に会えない時もあり、児童民生委員に学校の方からも連絡させてもらう

と伝えている。学校だけでなく地域の民生委員と双方からのアプローチにより初期の段階か

らも手を打てないかと手広く行っている現状。それでも難しい、課題が多い場合は要対協を

開いてもらい対応策の相談をしている。 

【委 員】高城では一つの地区に子どもが 1 人だけ・一家庭しかない状況等があり、子ども会活動がな

い。同じ地区内での親同士のネットワークがない。村の行事にはおじいさんおばあさんが参

加し、行事を通じた助け合いも希薄になっている。スポ小も他の学校と合同でしなければな

らず、送り迎えができないことが理由で参加できない。保護者が孤立している。保護者への



支援が難しく、どこまで立入って良いかの判断が課題となっている。そのためには地域との

繋がりが大切なのだろうと強く思っている。 

 また、地域学校委員会に参加した際、子どもの言葉遣いについて話が出た。親から子ども

に対する言葉遣いがひどい、頭に血が上った際にとんでもない言葉遣いで叱責している。そ

れをそのまま子どもは真似している。学校において、教員が駄目出しをすると「叱る」にな

るため、肯定的評価で見守る、良いところに対しての声掛け・自尊感情を高める形を、教員

も研修しながらしている。それに反して、何かあった時に家庭でひどい言葉遣いで叱責され

てしまう。困っている保護者をいかに支援するかが課題。今回聞いた、主任児童委員・民生

児童委員・学校が協力しての話し合いは良い情報だと感じた。 

【教育長】連携の在り方について、教員としてどれだけ子どもの背景を読み取る力があるかは大きな問

題。また実際の民生委員との連携の場というのは、何か事象が起きた時なのだと感じている。

それに対応するための体制は出来てきている。報告したいじめの 2 例は両方とも学校からで

はなく、保護者から市教委に相談があり、それを学校に戻し解決を図れた。これは市教委と

して良かったとは思うが、本来は学校と相談しながら解決する段階を飛び越えて市教委に来

た。先ほど保護者の孤立の話もあったが、相談する先が無くすぐに市教委に話が来る。その

ような事案が今年になってから増えている。保護者も相談したいが、どう解決していいか分

からない。子どもたちからもサインがない。 

【委 員】自分はアンケートに記入がないことが引っかかる。書いて良いことがあった積み重ねがない

ため、小さい学校になるほど親にも、教員に対しても出しにくい。「いじめは絶対いけません」

『絶対』という言葉があるため、特に被害側はいじめられている惨めな自分を出したくない

気持ちが働く。学校側も保護者も「いじめられたら言いなさい」と言っても表面的なものに

なるため、それ以外での関わりが必要になる。 

 また、問題行動に関しても先生に問われて言わなければ、「この子は嘘をつく子」とレッテ

ルを教員は張ってしまう。そのような状況では子どもはどんどん言わなくなる。「小学校の時

から怒られ、自分はやっていないのにいつも目を付けられてきた」という子どもにもよく出

会う。根本的に、良い自分も悪い自分も出していい、受け入れられる基盤が作られていない。

元々日本人は悪いとこを出したくない民族であり、子どもも親にほめられたいと思っている。

自分の悪い所を出すことから始まる。「よく言ってくれたね」という体験の積み重ねが無いた

め、友達と諍いがあっても言わない。言っても返ってくる言葉を子どもの方が分かっている。

子どもはいろんなところでサインを出している。特に小さい時のサインを見つけていかなけ

れば子どもたちはサインを出さなくなり、不特定多数が見る匿名のネット上でしかサインを

出せなくなる。アンケートを書いて自分だけ呼び出されて事細かに詳細を聞かれる経験はし

たくないため、アンケートは書かなくなる。自分を出して良かったと思う経験を積み重ねて

いくことが大事。 

【会 長】子どもへの対応と同時に、各学校の相談室が子どもの本音が言える・学校体制の中で距離を

おけるような場になる必要がある。言葉遣いに関して、保育所では家庭での言葉遣いを保育

士が親の代わりに直している。保育士の養成力かもしれないが、教員にも対応力が求められ

るように感じた。また、それぞれの学校で研修はあるが、個々の教員が経験をベースに具体

的な対応を話すワークショップ型の研修を増やした方が児童生徒に対して有効ではないか。 



【委 員】ワークショップに関連して、高齢者の傾聴ボランティアがよくされている。大人もだが子ど

もも自分の気持ちや話を聞いてもらえていない。専門の人に傾聴に関するセミナーを開いて

もらい、どのように聴き・声をかけるかの取り組みをしてもらいたい。子どもは自分の主張

を聞いてもらえないから行動に出てしまう。ネットに関しても、家庭の中で自分の気持ちを

出せないため、ネットに向かってしまう。 

【委 員】中学校市 P 連でも傾聴に関して県から指導員に来てもらった。PTA 役員と話してみても、

傾聴講習のあり方についても考えなければならないと感じた。 

【会 長】傾聴・聴くことは非常に難しく、一定期間のトレーニングを必要とする。しかし、教員側が

傾聴のノウハウを知るか知らないかで大きく変わってくるように感じる。同時に、子どもた

ちに道徳性を身につけさせるとき、「道徳」を教員側から活用し、道徳性をいかに発展させて

いくかも重要。いじめ問題の課題解決の 1 つとしても道徳教育が挙がっていることも事実。 

【教育長】教員の研修では教育相談についてもしているが、担当の教員が対象で個々の担任にまでは降

りていない。教職員の研修の場面で、灘本委員からあったような研修を深めていくように、

来年度検討していく必要がある。 

【委 員】児童生徒のいじめに対する啓発として、道徳教育の場面で DVD 研修などのビジュアル的な

物を活用することで理解が深まるのではないか。教員の研修も有効ではあるが、児童生徒側

の教育も力を入れていかなければならないと感じた。 

 保護者から市教委に相談があった件について。小学校ではコミュニティが狭いため、児童

も保護者も学校に相談しにくい環境であったので、市教委に相談できる・発覚すること自体

は良かった。どのルートかは大きな問題ではない。市教委としては大々的に、学校だけでは

なく市教委でも解決できるのだと懐を広げた方がいいと感じた。 

【委 員】研修について。SC の立場として色々な研修をさせて頂きたいと思い、心理教育として傾聴

トレーニング・自分のことを知って人との関係を考えるロールプレイングなどをやっている。

PTA などでは子どもの成長と傾聴トレーニングについてかなり興味を持ってもらえている。

小学校 1 年生から自分のストレスマネージメントや人の話を聞く方法（SST）も含めて、年

齢にあった指導は出来ると思う。1 時間が難しければ 10 分 20 分でも自分の体に意識を向け

ることで感情のコントロールがしやすくなる。短時間でも学校教育で取り入れることができ

る。保護者とも一緒に勉強し、教育的な部分から自分や他人のことも知っていくことで、い

じめの予防にもなってくる。 

【委 員】今回の会で保護者の立場が一番問題になっているように感じた。保護者間の連携を保つため

に、倉吉市のモデル地区のようなものを作り、親同士の連携がさらに進むような取り組みを

示してもらいたい。保護者同士の繋がりが深まることによって少しでも解決する方向になっ

たら良いと感じた。 

【委 員】PTA 研修会に来ない保護者に日常場面で会ったら声を掛けて、そこで傾聴する。そういった

スキルが保護者同士でも身に付けられたら横の連携も出来る。相手を敬遠してしまわないこ

とが大切。 

【会 長】保護者対応の在り方について意見はないか。 

【教育長】社会教育の観点からみると、学校教育を除いたすべてが生涯学習の範疇に入る。市教委も第

2 期の教育振興計画を作る上で考えているのは、誕生してからの生涯の中で、どういった場



面に教育の機会があるか考えている。幼児教育では福祉保健課から健診の際に研修を受けて

いる。高齢者は勉強の機会が多くある。一番勉強が不足しているのは 20 代～30 代。ある公

民館表彰を受けられた地域は、PTAで培ったノウハウや勉強が地域活動に繋がっている。PTA

参観日に、おじいさんおばあさんの年代が親世代に「子育ての上で学級懇談は大切だから行

ってきなさい。子どもの面倒は自分たちが見るから」という取り組みをしている。PTA と家

庭教育などの講演会を定期的に出来ないかと模索しているところ。少しでも参加する人数を

増やすことに繋げていきたい。 

【会 長】講演などでは受け身になってしまうため、実際にお茶を飲みながら気軽に話せる雰囲気づく

りが必要ではないかと考えている。大学でも市民と学生が繋がるために、「哲学カフェ」を考

えている。学生と市民が交流すると、学生は知らないことがたくさんある。「地域にこんなこ

とがあるのか」と改めて倉吉の地域性を感じて勉強に立ち入っている。PTA でも同じように

気軽に話すだけでもお互いの理解力や気付きが深まり、間接的に子どもへのいじめ防止対策

の 1 つになる。時間はかかるかもしれないが。傾聴や PTA のお茶会についても、なにかネー

ミングを付けて活動することは今後有効ではないか。 

【教育長】問題行動について。全体的には以前に比べると問題行動の数は減ってきている。しかし、特

定の子どもが何度も行うことに関しての問題を感じている。 

【事務局】万引きに関して、以前は特定の商店で芋づる式に万引きした児童生徒が発覚することがあっ

た。しかし、今はコンビニなどで特定の子どもが万引きしている傾向がある。衝動的なもの

ではなく、確信犯的に行われるケースもあると感じている。 

【会 長】まとめ。 

① 保護者への対応、特に母子家庭への対応が不登校の児童生徒の観点からも必要。保護者へ
の個別の対応も含めた研修の在り方について検討すべき。 

② 教職員側が子どもたち・保護者の言葉遣いを考えていかなければいけない。実際に研修を

重ねてスキルを高めること、心理学的な勉強も必要。 

③ 学校全体・個々の教員での取り組みも必要だが同時に、学校が気付かないような面も第 3

者の視点から見ることも必要。保護者、地域、学校、第 3 者の公的機関を含めたものと、

一番重要なのが子ども自身、これらの 5 つの連関がさらに必要だと感じた。 

次回に向け、意見を深めてもらえたらと思う。 

【委 員】子どもたちは家庭で朝起きて、登校して学校生活を過ごし、放課後は児童クラブで保護者の

迎えを待ち家庭に帰る生活をしている。昔と家庭環境や家族構成が異なってきた。祖父母と

暮らす家庭が少なくなり、親は忙しく仕事をしている中で、子どもたちは学校に通う。家庭・

地域・学校も色々な形で変わってきているが、社会環境の違いや現代社会の観点からも、未

来ある子どもたちにどう対応していくかとても大切なことだと今日の話を聞かせてもらった。 

 

４． 閉会 

【教育長】幸い今年度は皆さんに調査をして頂く重大案件が無かった。しかしいじめというものは、ど

んな社会でも集団がある以上トラブルはある。それをいかに解決していくか、道筋を教えて

いかなければいけない。私たちも青少年問題対策協議会で意見をもらえたことを非常にあり

がたく思う。来年は研修について、教職員や保護者・子どもたちへの講習に力を入れていく



必要があると感じた。組織としての連携は前進できてきた。また、不登校についても次回話

していきたい。小規模校になり手が入っている中でもどうして不登校が数多く起こっている

か。皆さんの力を借りたいと思っている。 

 

 

次回：平成 27 年度 第 1 回倉吉市青少年問題対策協議会  8 月を予定 


