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（１）朝霞市いじめ問題対策連絡協議会の趣旨について 

（２）朝霞市いじめ防止基本方針について 
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（４）朝霞市いじめ防止月間の取組について 

３ 閉会 

会 議 資 料          

次第令和３年度第１回朝霞市いじめ問題対策連絡協議会 

委員一覧令和３・４年度 朝霞市いじめ問題対策連絡協議会委員 

資料１朝霞市いじめ問題対策連絡協議会の趣旨について 

資料２朝霞市いじめの防止等のための基本的な方針 

資料３朝霞市のいじめの現状について 

資料４朝霞市いじめ防止月間の取組について 

会 議 録 の        

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 
電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

会長による確認 

そ の 他 の          

 必 要 事 項          
傍聴人：なし 



  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）                             

１ 開会 

（事務局・横山） 

 ただいまより、令和３年度第１回朝霞市いじめ問題対策連絡協議会を開会いたします。 

まず始めに、委員の委嘱でございますが、本年度は、委員の改選の年でございます。令

和３年１０月１日より令和５年９月３０日までの２年間、皆様に委員を委任、委嘱させて

いただきます。皆様の机上に委任状、委嘱状を置かせていただきましたので、ご確認をお

願いいたします。 

（各委員及び事務局の自己紹介） 

（事務局・横山） 

 神田会長より、ごあいさつをいただきます。 

（神田会長） 

本日は、ご多用の中、朝霞市いじめ問題対策連絡協議会を開催いたしましたところ、皆

さまにはお集まりいただき、誠にありがとうございます。また、日頃から、各お立場にお

かれまして、本市の行政、教育行政等に多大なるご協力、ご尽力賜りまして、この場を借

りまして御礼申し上げます。 

さて、本協議会ですが、いじめ防止対策推進法の規定によりまして、設置されているも

のでございます。朝霞の子どもたちが、毎日、笑顔で過ごすことができるよう、いじめの

撲滅を目指し、関係機関や団体が連携し、いつでも協力し合える体制を築くことが目的で

あります。果たす役割は、大変大きいものであると感じているところであります。特に現

在、学校現場においては、感染症拡大防止対策に起因したストレスであったり、コロナ感

染への偏見など、新たないじめへの対応も求められてきていると感じております。 

いじめ防止対策推進法の第６条にも、地方公共団体の責務として、国と協力しつつも当

該地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有しております。これは学校だけの

問題ではございません。いじめ撲滅のため、皆様と連携を図りながら、全力で取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。 

結びにあたりまして、本日ご参会の皆様のご健勝とご活躍、また、何より、この会議が

子どもたちの明るい未来につながる有意義なものとなるようご祈念申し上げまして、簡単

ではございますが、私のあいさつとさせていただきます。 

（事務局・横山） 

本日、緊急の用務により、所沢児童相談所岡野部長、朝霞警察署生活安全課少年係稲葉

係長欠席となります。 

これより議題に入らせていただきます。条例第７条に従いまして、議事の進行を、神田

会長にお願いいたします。 

 

２ 議題 

（神田会長） 

議事の進行を努めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。本日お手元に用意し

てございます議題、４点用意してございます。順に進めてまいります。（１）の朝霞市い



じめ問題対策連絡協議会の趣旨ということで、事務局から説明をお願いします。 

（事務局・横山） 

資料１をご覧ください。朝霞市いじめ問題対策連絡協議会は、平成２５年に公布されま

した国の「いじめ防止対策推進法」第１４条の規定により、平成２７年度に設置されたも

のでございます。朝霞市いじめ問題対策連絡協議会は、第３条にございますとおり、いじ

めの防止等のために必要な事項について協議を行っていただきます。この後の議題（３）

から（５）について、本市で行っております、いじめ防止の取組への皆様のご意見を頂戴

できればと考えております。 

（神田会長） 

法律に基づく、且つ、市の条例設置の協議会であるという説明でした。皆さまから質問

がありましたら伺いたいと思います。よろしいでしょうか。 次に、（２）朝霞市いじめ

防止基本方針についてということを議題といたします。事務局お願いいたします。 

（事務局・川村） 

資料２をご覧ください。国の「いじめ防止対策推進法」、県の「埼玉県いじめの防止等

のための基本的な方針」を受けまして、朝霞市では、平成２９年２月に「朝霞市いじめ防

止基本方針」を制定いたしました。この基本方針を基に、各学校では、学校いじめ防止基

本方針を策定しております。国、県の方針に変更がございませんので、「朝霞市いじめ防

止基本方針」は平成２９年に制定し、運用してまいりましたが、記載されている資料が変

更されたこと、現状行っている取組が変更になったことを受け、昨年度、一部、修正、改

訂いたしました。この朝霞市いじめ問題対策連絡協議会の皆様にご意見をいただき、朝霞

市教育委員会にお諮りをし、市のホームページ等で公開する予定となっております。 

（神田会長） 

資料２として載せられているものが、本市の基本となる事項ということでございます。

何かご質問などありましたらお願いします。よろしいですか。継続的にこの基本方針に則

って、朝霞市としての姿勢を示し、進めてまいりたいと思いますので、適切な運営をお願

いいたします。 

続きまして、議題の（３）として、朝霞市のいじめの現状について議題としますが、内

容に個人の情報に関わる部分がある時には、その部分について非公開として扱いたいと思

いますが、委員の皆さまよろしいでしょうか。適宜その部分について非公開という扱いで

運用したいと思います。本日は傍聴人はおりませんので、運用上の確認ということでお願

いいたします。 

（事務局・横山） 

資料３をご覧ください。令和２年度のいじめの認知件数は、小学校５２件、中学校１５

件の合計６７件でございました。前年度と比較して、大幅に減少いたしましたが、年度当

初の臨時休校の影響が、少なからずあったと考えられます。 

全体的な傾向といたしましては、月別に見ますと、小学校では、休校明けの６月と７月

の認知が多く、臨時休校によるストレスの影響が推測されます。中学校では、行事や、部

活などで、人間関係が複雑化する、２学期に、認知が増加する傾向にあります。また、学

年別に見ますと、小学校では、１・２・３年生での増加が顕著に見られ、いじめの低年齢

化が、心配されています。また、例年、５年生で認知の多さがあり、丁寧な対応を必要と



しております。中学校では、１年生に、多くの認知が見られました。やはり、原因といた

しましては、臨時休校の影響が推測されます。いずれにいたしましても、学年、男女問わ

ず、いつ・どの学年でもいじめが起こりうる状況でございますので、今後も注意深く、経

過を観察していく必要があると捉えております。 

なお、解消件数が少ないのは、いじめを認知し、問題が解決してから３か月間の見届け

を行った後、問題がないと判断された場合に解消といたしますので、解決から解消までに

時間差があるためでございます。対応がされていないということではございません。 

次のページをご覧ください。令和３年度、４月から７月までのいじめの認知件数でござ

います。昨年度同時期に比べれば、小学校、中学校ともに増加しておりますが、臨時休校

のなかった、平成３１年と比べて、大きな増減はございません。 

各学校においては、小さなトラブルについても積極的にいじめとして認知し、早期対応

、丁寧な見届けを行っており、その成果が今年度少しずつ表れ、いじめの件数が減少して

いるものと捉えております。今後も、引き続き、早期発見、早期対応、丁寧な見届けを徹

底してまいります。 

（神田会長） 

解決と解消の定義を教えてください。 

（事務局・横山） 

 いじめが認知されて、被害生徒、加害生徒に指導を行い、特に加害生徒に指導を行い、

謝罪し、保護者への説明が終わった段階を解決としております。その後、さらに３か月間

、朝霞市においては県の通知より１か月長く４か月間の見届け期間を取っております。こ

の見届け期間中に再びいじめが起こらなかった場合、解消としております。 

（神田会長） 

 時系列的にいけば、解決、見届け、解消という流れでよろしいですか。 

（事務局・横山） 

 そのような形になります。 

（神田会長） 

 そうすると表の並びが逆転している。見届けが終わり、終わったという認識を持った時

に解消とする。それは学校の中で判断していく、作業するということで理解しました。そ

れでは、議題（４）としまして、いじめ防止月間の取組を議題としたいと思います。 

（事務局・川村） 

埼玉県では、１１月をいじめ撲滅強調月間と設定しております。これを受けまして朝霞

市では、１か月前倒しし、１０・１１月の２か月をいじめ防止月間と設定し、各学校にお

いて、いじめ防止のための取組を計画し、実行しております。今年度の各学校におけるい

じめ防止月間の計画を、資料４に掲載しております。これは、各学校の取組のうち、一部

を抜粋したものでございます。計画について、ご助言がありましたらお願いいたします。

（神田会長） 

 学校それぞれ状況に応じた取組項目を挙げております。個々の内容についても含めて、

気になる点がございましたら、また、本日に限らず、ご発言、ご意見等があれば頂戴して

いきたいと思います。よろしいですか。引き続き取り組みを進めていただきたいというこ

とでまとめておきたいと思います。 



 ここまでのところ、何か全体を通して、また、ご発言があればいただきたい。せっかく

の機会ですから、気になる点など、いただければと思います。渡邉さんには、連合会を代

表してということではなく、普段、日常的にお気づきの点などありましたら。 

（渡邉委員） 

今、学校ではタブレット学習というのが盛んに行われていて、他市でタブレットを使っ

たいじめにあって亡くなられたという事例をニュースで知って、それはすごく心配だとい

う気がしています。やはり、ご家庭によって、学校でルールを作ったとしても、家庭の中

でのルールがあるのが問題になっていると感じております。タブレットの使い方、携帯電

話もそうですが、ＳＮＳ等、タブレットが普及したことによって、携帯電話が欲しいとい

う欲求に繋がるお子様も多かったり、その使い方というのが本当に必要だと思いますし、

昔より低年齢化もしていると思いますので、指導が学校でも必要でしょう。家庭で行うの

が何よりですが、働きかけはどのような形がいいのかはわりませんが、必要と思っていま

す。 

（事務局・松本課長） 

 ありがとうございます。最後は家庭でと言っていただいたのは、ありがたいお言葉であ

ったと思いましたが、町田市で６年生の女子児童がいじめを苦に自殺をされたというとこ

ろで、タブレット端末の中で誹謗中傷や、なりすましがあったということがクローズアッ

プされているかと思います。私ども教育指導課といたしましても、非常に重大な事態であ

ると受け止めて、考えましたのが、町田市の事件はタブレット端末がなかったらいじめそ

のものがなかったのかなと考えると、決してそうではなかった。やはり違う形で出てきた

と思います。まずは、教育委員会として、その背景に、お子様に何があったのかというと

ころをしっかり、見届けていくことが必要と思いました。校長会議ですとか、折に触れて

各学校へ指示させていただきました。タブレットもなりすましができるという状況もあり

ましので、朝霞市のタブレット端末のセキュリティの設定につきましても、改めて見直し

をしまして、今、各学校で、タブレット端末にパスコードを設定できるように作業を進め

ています。先週、先生方に集まっていただいて、実施について指示をしておりますので、

町田市のタブレットとは同じようにはならない状況を作ることはできていると考えてお

ります。また、学校だけでは限界がありますので、今回、改めてお願いしたのは、家庭で

、タブレットをどう使うかを、お子さんと保護者でしっかり話し合うように促してくださ

いというお願いを学校にはしていますので、促しがあると思います。使っているといろい

ろな課題は出てくると思います。今後、タブレット端末、ＩＣＴ機器と無縁に、子どもた

ちが社会に出ていくということはあり得ないと思いますので、ＩＣＴというのは、そのメ

リットを享受できるようにという視点で、子どもたちの指導を各小中学校で行っておりま

す。課題の一つ一つを、より良い生活のために、改善を図っていきたい、学校と連携して

進めていきたいと考えております。 

（神田会長） 

 三木先生、いかがですか。 

（三木委員） 

 タブレットに関しては、色々な課題が、ここにきて使えない子供たちも使い慣れてきた

ところで、出てきているのが現状です。いじめまでは当然いってはいないですけれども、



学習とは関係ないものを検索したり、それがデスクトップに残っていたり、色々なことで

親からも、保護者の方からも、こんな使い方でよいのかといったお声をいただいたりして

います。ご家庭によっては、もちろん、しっかり話し合いをしてルールを決めてやってい

るところもあるようですけれども、なかなか、その機会が取れないご家庭については、や

はり、子ども任せになっていたりして、自由な使い方をする危険性は十分にあると思いま

すので、学校の方でも、これは学習に使うために、貸し出されているのだという話を、ク

ラスや学年集会などで、今、話をしているところです。 

タブレットとは関係ないが、この後、いじめ防止月間、１０、１１月のところで先ほど

もありましたけれども、「心と生活アンケート」というのが朝霞市の学校では行っていま

す。そんなところでも、色々な悩みを子どもたちは書いてくれますので、そこから担任が

拾い上げて、多くの学校が子供と担任の二者面談を１１月の頭あたりで設けるとおもいま

すので、そういったところからもタブレットの使い方等も含めた話ができるかと思いまあ

す。学校といたしまして使い方に関して見守っていきたいと思っているところです。 

（神田会長） 

 難しいですね。今の先生や父兄というのは大変だと思いました。 

 コロナに関して、久瀬委員は、ご苦労されておりますけれども、このコロナの影響を受

けて、学校、子どもとは限らず、やはり、届くお話が、変わってきた部分はあるものです

か。ご相談を受けられたり、日常的なことも含めて、コロナに関して、今までと違うとい

う受け止めはあるのでしょうか。 

（久瀬委員） 

 人権擁護委員活動そのものは、休止していた時がありまして、法務局の方で電話相談を

受けておりますけれども、こんな時こそ、本当に電話に、出てあげたいと思っている期間

が、ちょうど休みになり、全て本局の方で対処をしていたようです。この間は、お手紙も

、お電話も多かったそうです。極端に「死にたい」とか、そういう話が飛び込んできたの

で、人権擁護委員にとても対応できるような内容ではなかったり、その間は大変であった

とおしゃっていました。学校が徐々に始まり出して、今、人権の花運動で小学校に行きま

すが、それも密にはなれないので、人数少しずつ分けて行っている。そんな時は、子ども

さんたちみんなお元気で、悩みがあったらこういうところへ相談してという話をしていま

す。なるべく、低学年の方に聞いて欲しい。低学年から人権意識を持っていただければ。

なるべく人権教室を行いたいが、先生方も今、授業の遅れを取り戻さなければいけないの

で、なかなか時間がいただけない。コロナが始まる前は、保育園とか幼稚園とか、たくさ

ん人権教室のオファーが来ていたが、みんな駄目になり、きっとその子たちは学校へ上が

ってしまったと思います。これから動けるようになったら、低学年、幼稚園等で、人権を

みんなが守って、守られているのだと伝えていきたいと思っているところです。 

（神田会長） 

 ありがとうございます。そうやって、長いこと日々のお声かけとか活動が、やっぱり大

事だと思いますし、ここでコロナの状況が落ち着いてきたことも含めて、活動を行ってい

ただきたいですし、やはり、子どもの相談窓口や、大人の安心の見守りというお声かけと

いうか、繰り返し行われることが大事だと感じます。 

 



（原口委員） 

 コロナが頻発してから、子どもたちにかかるストレスが非常に強くなっている。そのス

トレスを学校としてもなるだけ解消できるように、通常の生活に戻れるようにやっている

ところですけれども、学校経営しながら迷うところです。いつどこで次の波がやってきて

、本当に今までやっていたこととは、また違う視点でフットワークよくやらなければいけ

ないというのをよく感じる。そのためにも子どもたちを一人一人よく見なきゃいけないと

職員には改めて話している状況です。 

（神田会長） 

 それぞれのお立場で、ご苦労があるということが伝わりまして、引き続き、皆さまのお

力添えがあればと思うところであります。こういう機会で、議題以外にも、それぞれがお

感じなったことを共有していくというもの、非常にこの会議の有意義な点になろうかと思

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、議事の方を事務局にお返し

いたします。 

 

３ 閉会 

（事務局・横山） 

円滑な進行、ご協議をありがとうございました。以上をもちまして、令和３年度第１回

朝霞市いじめ問題対策連絡協議会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 


