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第１ はじめに 

 

     「宇部市いじめ問題調査委員会」（以下「調査委」という。）は、山口県宇

部市内の公立中学校（以下「当該校」という。）に通っていた当時中学１年生

の女子生徒（以下「当該生徒」という。）が、平成３０年６月以降不登校に至

った事案について、当該生徒及びその保護者である母親（以下「保護者」と

いう。）から、当該生徒がいじめを受けたとの訴えがあったことを受けて、い

じめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）２８条

１項に基づき調査し、平成３１年２月、「いじめ重大事態に関する報告書」（以

下「調査委報告書」という。）を提出した。 

本報告書は、調査委による調査結果に対し、法３０条２項に基づく調査の

申入れがあったことを受けて、「宇部市いじめ問題検証委員会」（以下「検証

委」という。）において、同項に基づき、調査委による調査結果を再調査した

結果を報告するものである。 

 

 １ 宇部市いじめ問題検証委員会 

  ⑴ 設置根拠 

検証委は、法３０条２項の規定に基づく組織として、宇部市いじめ問題

検証委員会条例（平成２７年３月３１日宇部市条例第１７号。以下「条例」

という。）１条に基づき、宇部市長の諮問機関として設置された。 

 

⑵ 委員の構成 

 

委   員 区  分 所属団体 

岡 田 卓 司（委員長） 弁 護 士 山口県弁護士会 

春 日 由 美（副委員長） 大学准教授 山口大学教育学部 

桾 本 知 子 公認心理師 山口県公認心理師協会 

谷 川 和 子 社会福祉士 山口県社会福祉士会 

中 嶋 善 英 弁 護 士 山口県弁護士会 

原 田 健一郎 医   師 山口大学医学部 

 

２ 再調査に至る経緯 

調査委報告書について、当該生徒及びその保護者（以下「当該生徒等」と

いう。）の代理人弁護士から、平成３１年４月１６日付けで、宇部市長宛てに、

法３０条２項に基づく調査の申入れがあった。 

宇部市長は、 

 ・調査等により、調査前には知り得なかった新しい重要な事実が判明してい
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るが、それに対して十分な調査が尽くされていない 

・調査事項等について、当該生徒等との間で、事前に十分な確認がなされて

いない 

として、文部科学省作成の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」

（平成２９年３月。以下「ガイドライン」という。）１５頁の「再調査を行う

必要があると考えられる場合」に該当するものと判断し、検証委を設置する

こととした。 

 

３ 検証委の活動状況 

 

実施年月日 検証委の会議 内容 

令和元年 ７月２２日 第１回会議 今後の方針を協議 

令和元年 ８月１９日 第２回会議 当該生徒等及び同代理人から

の意見聴取 

令和元年 ９月 ６日 第３回会議 聴き取り対象とする生徒、教

諭の選定 

令和元年 ９月１９日 第４回会議 聴き取り対象者への質問項目

の検討 

令和元年１０月１４日  当該生徒等（同代理人も出席）

への聴き取り調査 

令和元年１０月２１日 第５回会議 聴き取り対象者への質問項目

の検討 

令和元年１１月２５日 第６回会議 聴き取り対象者への質問項目

の検討 

令和元年１１月２９日  生徒、教職員等への聴き取り

調査 

令和元年１２月 ４日  教職員等への聴き取り調査 

令和元年１２月 ５日 第７回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和元年１２月 ６日  生徒、教職員等への聴き取り

調査 

令和元年１２月１０日  教職員等への聴き取り調査 

令和元年１２月１２日  教職員等への聴き取り調査 

令和元年１２月１９日  教職員等への聴き取り調査 

令和元年１２月２３日  教職員等への聴き取り調査 

令和元年１２月２６日 第８回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和元年１２月２７日  生徒への聴き取り調査 

令和２年 １月１０日  生徒への聴き取り調査 
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令和２年 １月２８日 第９回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和２年 １月３１日  生徒への聴き取り調査 

令和２年 ２月 ２日  生徒への聴き取り調査 

令和２年 ２月 ７日  生徒への聴き取り調査 

令和２年 ２月２０日 第１０回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和２年 ２月２７日  教職員等への聴き取り調査 

令和２年 ２月２８日  教職員等への聴き取り調査 

令和２年 ３月 ３日  教職員等への聴き取り調査 

令和２年 ３月 ６日  教職員等への聴き取り調査 

令和２年 ３月１９日 第１１回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和２年 ８月１８日 第１２回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和２年 ９月１７日 第１３回会議 聴き取り調査結果の情報共有 

令和２年 ９月１８日  教職員等への聴き取り調査 

令和２年１０月２０日 第１４回会議 聴き取り調査結果の検証 

令和２年１１月 ６日  教職員等への聴き取り調査 

令和２年１１月１８日 第１５回会議 聴き取り調査結果の検証 

令和２年１２月１７日 第１６回会議 聴き取り調査結果の検証 

令和３年 １月 ６日 第１７回会議 聴き取り調査結果の検証 

令和３年 １月１２日 第１８回会議 聴き取り調査結果の検証 

令和３年 １月２１日 第１９回会議 聴き取り調査結果の検証 

令和３年 ２月１２日 第２０回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ２月２５日 第２１回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ３月１２日 第２２回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ３月２６日 第２３回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ４月１６日 第２４回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ４月２７日  当該生徒からの意見聴取（文

書による） 

令和３年 ４月２８日 第２５回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ５月２２日 第２６回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ６月１８日 第２７回会議 報告書（案）の検討 

令和３年 ７月 ２日 第２８回会議 報告書（案）の検討 

 

※ その他、生徒に対し、文書による聴き取り調査を合計４回実施 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和２年３月１９日の

第１１回会議から、同年８月１８日の第１２回会議までの間、検証委の

会議や調査等の活動を一時中断している。 
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第２ 検証委による再調査 

 

１ 調査委による調査の検証について 

 ⑴ はじめに 

検証委において検証した結果、調査委による調査について、以下の問題

点が指摘できる。 

 

 

  【調査委による調査の問題点】 

①調査委の調査手法について 

    ア 調査実施前の説明がないこと 

    イ 先に学校側の説明を受けていること 

    ウ 調査の方法及び範囲 

②調査委報告書について 

ア 記載内容について十分に確認をした形跡がうかがえない 

イ 「いじめ」の有無について十分な検討をした形跡がうかがえない 

ウ 学校対応について具体的に調査した形跡がうかがえない 

 

 

⑵ ①調査委の調査手法について 

ア 調査実施前の説明がないこと 

ガイドライン７頁以下「第５ 被害児童生徒・保護者等に対する調査

方針の説明等」では、調査実施前に、被害児童生徒及び保護者（以下「被

害児童等」という）に対し、①調査の目的・目標、②調査主体、③調査時

期・期間、④調査事項、⑤調査方法、⑥調査結果の提供について、説明す

ることを求めている。 

ところが、調査委は、当該生徒等に対し、調査実施前の説明をするこ

となく調査に着手している。 

ガイドラインが調査実施前の説明を求めた趣旨は、法２８条１項の調

査を被害児童等に寄り添ったものとすることにより、調査の円滑を図り、

調査結果に対する被害児童等の信頼を確保するとともに、その調査の実

を上げることにあると考えられ、法の趣旨（法２８条の趣旨の一つとし

て、「被害児童自身やその家族（場合によっては遺族）への説明責任を適

切に果たすべく」1とされている。）に沿ったものと言える。 

したがって、調査においては、原則として、ガイドラインに従い、被

害児童等に対し、調査実施前に説明することが適切であると考えられる。 

                                                   
1  小西洋之（参議院議員）著「いじめ防止対策推進法の解説と具体策 法律で何が変わ

り、教育現場は何をしなければならないのか」（以下「解説」という。）１７７頁 
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調査委の調査に関する記録を確認した限りでは、調査委が当該生徒等

に調査実施前の説明をしなかったことについて、特段の必要性があった

ことをうかがわせるような記載はなく、調査委が当該生徒等に調査実施

前の説明をしなかったとの対応は、不適切だったと言わざるを得ない。 

 

イ 先に学校側の説明を受けていること 

調査委の議事録によると、第３回会議で当該生徒等からの聴き取りが

行われる前に、第２回会議で当該校からの説明を受けているが、このよ

うに、先に学校側からの説明を受けたことについては、以下の問題点が

ある。 

 

(ｱ)  調査対象を明確化するという観点からの問題点 

法２８条１項は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや、いじ

めにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき（以下「重大事態」

という。）に、調査を行うことを求めている。 

また、法１条は、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発

見及びいじめへの対処）のための対策を総合的かつ効果的に推進する

ことを目的として掲げているところ、重大事態への対処は、同法の掲

げる対策のうち、いじめへの対処に該当する。 

いじめへの対処に当たっては、『起きてしまったいじめについて被

害者の救出・ケア、加害者への指導やその原因解決の支援、再発防止

策の実施等の「事案の対処」を適切に行うこと』（解説２９頁）が求

められている。 

すなわち、いじめへの対処に当たっては、重大事態に至った原因を

可能な限り究明し、具体的事案における善後策を講じること及び調査

により明らかになった内容を同種の重大事案の再発防止のための処

方せんとして役立てることが求められるものと考えられる。 

そして、調査においては、児童等が訴える具体的なエピソードの有

無を調査・認定し、認定したエピソードがいじめに該当するか否かの

判断を行うことになる。 

したがって、調査委が調査を行う場合には、調査の対象となる具体

的なエピソードを明確化するという意味において、まずは当該生徒等

からその訴えの具体的内容を確認することが望ましいと言える。 

 

(ｲ)  調査委の調査への影響という観点からの問題点 

第三者調査委員会等の調査組織が、当該生徒等からの聴き取りに先

立って、学校や関係者からの聴き取りを行った場合、事案に対する先



 - 8 - 

入観を持ってしまい（一例として、調査委報告書「１ 事案の概要」

において、「学校は全教職員で本件を共有し、多くの目で見守る体制

をとっていた。」（同１頁）との記載がある。後掲１０頁以下のとおり、

検証委による教職員の聴き取り調査の結果を踏まえると、「全教職員

で本件を共有」していたと言えるだけの実態があったか疑問があるこ

と、調査委が教職員から個別に聴き取りを行っていないことを考える

と、上記記載は、当該校の説明内容に引きずられてしまったものであ

る可能性がある。）、当該生徒等の訴えに対し、予断なく聴き取りを行

うことができなくなるおそれがある。 

また、本件においては、当初、当該校において調査を実施していた

ところ、当該生徒等の代理人弁護士から、平成３０年７月３０日付け

で、当該生徒等と当該校との間の認識に隔たりがあることなどを理由

に、第三者による調査を要望され、調査委が設置されたという経緯が

ある。 

以上からすると、本件の調査委としては、当該校から説明を受ける

前に、まずは白紙の状態で当該生徒等の訴えに耳を傾けることが特に

求められていたと言える。 

 

(ｳ)  小括 

   以上の問題点を踏まえると、本件において、調査委が当該生徒等か

らの聴き取りに先立って、当該校から説明を受けたことは、適切では

なかったと思われる。 

 

ウ 調査の方法及び範囲 

(ｱ)  調査委による調査の方法及び範囲 

        調査委は、聴き取り調査とアンケート調査を実施している。 

聴き取り調査の対象は、当該生徒等、当該生徒等の訴えから浮かび

上がった３名の生徒、当該生徒等の代理人から要望があった生徒であ

る。また、第２回会議において、当該校からの説明の際には、教頭、

担任、副担任、養護教諭が出席しており、これらの教職員に対する聴

き取りもあったものと思われる。 

アンケート調査は、当該生徒等の代理人からの要望を受けて、平成

３０年１１月末頃から同年１２月初旬に上記３名の生徒を対象とし

て１回、同月１８日付けで全校生徒を対象として１回それぞれ実施し

ており、合計２回実施している。 

 

(ｲ)  聴き取り調査について 

調査委による調査は、いじめがあった時から比較的近い時期に行わ

れることが通常であり、関係者の記憶も比較的鮮明であること、関係
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者からの調査協力も得られやすいと考えられること（なお、検証委に

よる再調査において、調査対象者から「何故、今頃になってまた調査

をするのか。」との声があったことを付言しておく。）からすると、調

査委による調査の段階で、可能な限り調査範囲を広めにしておくこと

が望ましい。 

前述した法の趣旨（当該生徒が重大事態に至った原因を可能な限り

究明し、具体的事案における善後策を講じること及び同種事案におけ

る処方せんを示す。）に照らしても、調査委が調査を尽くすことは極

めて重要である。 

本件では、少なくとも当該生徒のクラスメイト（同級生全員）、当

該生徒と関わりのあった当該校の上級生及び教職員に対しては、可能

な限り聴き取り調査を行うべきであったと考えられる。 

 

(ｳ) アンケート調査について 

そもそも、アンケート調査等の「質問票の使用」による調査は、特

に重要な手法であるとの立法意思のもとに、法２８条１項に敢えて

明記されたものである（解説１９７頁）。 

その背景には、「質問票の使用については、事案の当事者である児

童等のみならず傍観者的な児童等を含め全ての児童等を対象とし得

るものであり、過去の実際の事件の対処に際しても重要な意義を担

ったこと等が報告されている」ところ、「それにもかかわらずこれが

過去の事件において必ずしも適切に行われてこなかったとの認識」

がある（解説１９７頁）。 

このアンケート調査の重要性を踏まえ、調査委の調査を見ると、

以下の点が指摘できる。 

まず、調査委は、平成３０年９月６日開催の第１回会議から約３

か月後に各アンケート調査を実施しているが、時間の経過により関

係者の記憶が曖昧になることを考えると、アンケート調査は、より早

期の段階で実施することが望ましい。 

また、全校生徒対象のアンケートは、当該生徒について、「何らか

のうわさが立っていることを聞いたことがありますか？」、『「ある」

と答えた人は、その具体的な内容を記入してください。』と、代理人

の要望通りの質問を掲げるにとどまっており、やや漠然とした内容

になっている。当該生徒等の代理人から要望があった３名だけでな

く、全校生徒に対しても、具体的なエピソードについて質問すること

を検討してもよかったように思われる。当該生徒等の代理人からの

要望に応じるだけで終わらせるのではなく、アンケート調査の重要

性を踏まえ、調査委独自の観点からの質問項目を設ける、仮に最初の

アンケートは漠然としたものにならざるを得ないとしても、その後
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の調査結果を踏まえて、より具体的な内容のアンケートを再度実施

するなどの工夫があってもよかったように思われる。 

 

(ｴ) その他 

             当該生徒等の代理人が作成した平成３０年１０月２３日付け連絡

文においては、「前回のヒアリングから約３週間が経過しましたが、

現時点で、貴委員会より何らのご連絡をいただいておりません。」と

の記載がある。 

「前回のヒアリング」を実施した第３回会議の議事録を見る限り

では、同代理人から、調査の方向性や調査対象、調査方法、調査内容

等について具体化した段階で、連絡をお願いしたいとの発言はある

ものの、早期の連絡を求めるような記載は見当たらず、調査委が約

３週間以内に同代理人に連絡をしていないことをもって、直ちに不

適切であるとまでは断定し難いように思われる。もっとも、ガイド

ラインにおいては、調査方針の説明時の注意点として、「被害児童生

徒・保護者に寄り添いながら対応をすることを第一とし、信頼関係

を構築すること。」（同７頁）とされている。当該生徒等の代理人が作

成した上記連絡文の記載からは、当該生徒等と調査委との意思疎通

の不十分さがうかがわれ、望ましい状況であったとは言い難いよう

に思われる。 

 

⑶ ②調査委報告書について 

     検証委は、調査委による実際の調査の実態を詳らかに知り得る立場には

ないことを考慮し、調査委報告書の検証に当たっては、個別の内容の是非

を検証するのではなく、その作成経過や表現方法等の外形部分からうかが

われる点を検証の対象とすることとした。 

以下、検証の要点を示す。 

 

ア 記載内容について十分に確認をした形跡がうかがえない 

(ｱ) 全教職員による本件の共有について 

調査委報告書「１ 事案の概要」においては、「学校は全教職員で本

件を共有し、多くの目で見守る体制をとっていた」（同１頁）との記載

がある。 

しかし、検証委による各教職員の聴き取り調査では、一部の教職員

から、「彼ら（※担任、副担任、特別支援の先生）2の中では、そうい

う話が進行していたかもしれないが。」、「（※情報の共有化が）そのう

ち図られた。図られた時に、そうだったのかみたいな。」、「その時期（※
                                                   
2  ※以下の記載は、検証委が補足したものである。 
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情報の共有化が図られた時期）は、ちょっと覚えていない。５月中だ

ったのか、６月に入ってからだったのかはよく覚えていない。」、「（※

当該生徒がいじめられているかもしれないという話を知ったのは）当

該生徒が何日か連続して休みだしてから。」などの発言があり、「全教

職員で本件を共有」していたと言えるだけの実態があったのか疑問が

ある。 

調査委は、当該校の教職員４名が出席した第２回会議において、「全

体への指導とは？」と質問しているが、当該校からは、「生徒指導主任

が全教職員に対して示した文書であり、各学級で担任から指導した内

容である。」といった説明3しかなかった。調査委は、第２回会議以外

に、教職員に対する個別の聴き取りを行っていない。 

教職員による本件の共有の実態について、教職員から個別の聴き取

りを行わないなど、十分に確認をした形跡がうかがえないにもかかわ

らず、あたかも確定した事実であるかのように記載した調査委の対応

は、不適切であったと言わざるを得ない。 

なお、いじめ問題の調査に際しては、被害児童、加害を行ったとさ

れる児童、学校等の各関係者間において、それぞれ事実関係の認識が

異なることもあると思われる。そのような場合に、報告書の中で「事

案の概要」をまとめる際には、客観的な事実や争いのない事実をもと

に記載するなど、慎重な配慮が求められると言うべきである。 

 

(ｲ) 小学校との情報共有について 

            調査委報告書「６ 課題」においては、「Ａ（当該生徒）の通ってい

た中学校は出身小学校と十分な情報共有を図っていた」（同１３頁）と

の記載がある。 

しかし、検証委が当該校の各教職員に対し聴き取り調査を実施した

ところ、当該生徒の小学校時代の情報について、具体的に、いつ、誰

から誰に、どのような内容が引き継がれたのか明確に説明できる教職

員はおらず、「出身小学校と十分な情報共有を図っていた」と言えるだ

けの実態があったのか疑問があることが判明した。 

調査委は、当該校の教職員４名が出席した第２回会議において、「中

学校入学前に小学校から引き継ぎを受けると思うが、その時の内容

は？」と質問しているが、当該校からは、当該生徒が小学校に６年の

２学期から転校したと聞いているといった説明しかなかった。調査委

は、第２回会議以外に、教職員に個別の聴き取りを行っておらず、ま
                                                   
3  「かげ口や悪口を言ってはいけない。」、「嫌な思いをしたとき、仲間が困っているのに

気づいたときは、すぐに報告すること。」など、各学級で担任から生徒に指導すべき内容

を記載した文書が、全教職員が見ることができる（パソコン内の共有）フォルダーに入っ

ている、という趣旨の説明があったようである。 
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た、当該生徒の出身小学校の教職員にも聴き取りを行っていない。 

小学校との情報共有の実態について、当該校や出身小学校の教職員

から個別の聴き取りを行わないなど、十分に確認をした形跡がうかが

えないにもかかわらず、あたかも確定した事実であるかのように記載

した調査委の対応は、不適切であったと言わざるを得ない。 

 

イ 「いじめ」の有無について十分な検討をした形跡がうかがえない 

(ｱ) 小学校のキャンプのエピソードについて 

            調査委報告書１１頁においては、「Ａ（当該生徒）が小学校のキャン

プの手伝いの誘いを受けた翌日にＣから断られた事案」（後掲３１頁

No.18 参照）について、『周辺生徒が、「昼休みに教室で二人の時に、

Ｃからキャンプを断られたことを聞いた。元気がなかったのを覚えて

いる。」と聴き取り調査で証言している。』、『Ａ及び周辺生徒の証言か

らは、「特認校の生徒は行けない」と言われたことにＡが嫌な思いをも

ったことは確かである。』と認定しながら、結論としては、「明確ない

じめの事実確認はできなかった。」とされている。 

上記事案について、「いじめ」に該当しないとする明確な理由が示さ

れておらず、検討を十分に尽くさず「いじめ」に該当しないとの結論

だけを出したとも考えられ、疑問がある。 

 

(ｲ) 新たな噂や新事実について 

 調査委報告書１２頁には、『「ＬＩＮＥなどでいじめられているとい

うのを聞いたことがある」や「ネット上で何か嫌なことを書かれたと

いうのを聞いたことがある」など、新たな噂も確認できた。さらに、

周辺生徒の聴き取り調査からは､「Ａが１、２年生から、髪の毛のこと

でいじられているのを見たことがある」や、「嫌なことを言われている

現場は見たことはないが､嫌われているという雰囲気は小学校の時か

ら感じていた｣ という新事実を確認できた。』と記載されている。 

しかし、調査委が、新たな噂や新事実について掘り下げて調査を行

い、「いじめ」に該当するか否かについて、十分に検討したような形跡

はうかがえない。   

この点に関する調査委の意図は不明であるが、もしかすると、調査

委は、調査の対象を当該生徒から申告のあった事実に限定すべきと考

えていたのかもしれない。 

しかし、重大事態の調査の目的（重大事態に陥った原因を可能な限

り究明する）に照らすと、重大事態の調査に当たる調査主体は、被害

児童等から訴えがあったエピソードだけではなく、調査過程において、

重大事態と結びつく可能性のある事実が新たに浮かび上がってきた

場合には、当該事実についても検討することが求められるものと考え
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られる。 

その意味で、調査委が新たな噂や新事実について十分に検討しない

まま、「明確ないじめの事実確認ができなかった」との結論を出した

点は、調査として不十分であったと言わざるを得ない。 

 

ウ 学校対応について具体的に調査した形跡がうかがえない 

調査委報告書１２頁以下の「６ 課題」では、当該校の対応について、

調査委が課題と感じた点を指摘するにとどまっており、学校対応につい

て具体的に調査した形跡がうかがえない。  

一例を挙げると、同１３頁においては、「年度初めの早い時期からのき

め細やかな声掛けや教育相談等の実施について、検証が必要である。」と

指摘するにとどまっており、当該校において、実際に、年度初めの早い

時期からのきめ細やかな声掛けや教育相談等がきちんと実施されていた

かについて、調査委による調査がなされた形跡はうかがえない。 

調査委のこのような対応は、法２８条１項の趣旨に反するものと言わ

ざるを得ない。 

すなわち、法２８条１項は、重大事態が発生した場合の調査の目的と

して、「重大事態…に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防

止に資するため」と規定しているところ、「その核心的な考えは、第１条

（目的）及び第３条（基本理念）より、①いじめの被害児童等の尊厳を保

持・回復すること、②いじめの被害児童等への生命又は心身への危険、

教育を受ける権利への侵害、心身の健全な成長及び人格の形成への影響

等がどのように引き起こされ、そして、それに対し、学校等のいじめの

防止等の取組がどのようになされ（あるいは十分になされず）、結果にお

いて被害児童等の生命、心身又は財産の保護が果たせなかった場合には

その原因は何であったのか、それを果たすためにはどのような取組が必

要であったのか等の分析を事実関係に基づき専門的な観点から明らかに

して、同種の事態が当該学校において二度と決して生じないようにする

ための再発防止策（案）を策定すること」（解説１８６頁－１８７頁）に

ある。 

重大事態に至るプロセスは、いじめが被害児童等の心身に与える直接

的な影響の結果である場合だけではない。個々のいじめの被害児童等の

心身に与える直接的な影響は大きいわけではないが、学校が適切な対応

を取らなかったため、心身に与える影響が累積し、その結果重大事態に

至るという場合も想定できる。調査委としては、当該生徒のいじめに関

する訴えはもとより、これに対する学校の対応の実態がどうであったの

かについても、調査・検討の対象とすること、その上で、「同種の事態が

当該学校において二度と決して生じないようにするための再発防止策

（案）を策定すること」までもが求められるものと考えられる。 
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したがって、調査委が、学校対応の実態について、その検証を今後の

課題として挙げるにとどまり、具体的な調査・検討の対象としなかった

こと、当該校において同種の事態が二度と決して生じないようにするた

めの再発防止策（案）を策定しなかったことは、法の趣旨に反するもの

と言わざるを得ない。 
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２ 検証委による再調査の方針について 

 

検証委は、調査委の調査に以上の問題点があることを踏まえ、以下の方針

で再調査を行った。 

また、ガイドラインにおいて被害児童等に説明すべきとされている各事項

については、当該生徒等の意向を踏まえながら、検証委において協議の上、

決定した。    

 

⑴ 調査事項について 

第２回会議において、当該生徒等以外の調査対象者に対する聴き取り調

査に先立ち、当該生徒等及びその代理人から、その要望を聴取した。 

最終的には、後掲１７頁以下のとおり、当該生徒から再調査の要望があ

ったエピソード（No.1～No.23）に加えて、再調査の中で検証委が調査を

要すると考えたエピソード（No.24～No.28）についても、調査事項に加え

ることとした。 

 

⑵ 調査方法について 

検証委において、調査対象者を選定の上、原則として、調査対象者に対

する聴き取り調査を実施することとした。 

聴き取り調査の了解が得られない場合には、書面調査を依頼することと

し、その了解が得られた調査対象者には、書面調査を実施した。 

なお、当該校において、当該生徒等を含め広く利用されていたＬＩＮＥ

に関する事情について、全校生徒を対象として書面調査を実施した。 

この書面調査では、「当該生徒に関することが、ＬＩＮＥに書かれている

のを見たことや聞いたことがありますか。」などの質問をしたところ、「あ

る」との回答をした生徒が１名いたが、具体的な内容の記述はなかった。

同生徒に対する聴き取り調査を実施できなかったため、結局、ＬＩＮＥに

関する書面調査の結果を事実認定の資料として用いることはできなかっ

た。 

  

⑶ 調査対象について 

ア 生徒 

          当該校の生徒のうち、当該生徒を含めた同級生１４名、当該生徒と関

わりのあった上級生７名の合計２１名を調査対象にすることとした。 

そのうち、了解を得られた８名の生徒に対する聴き取り調査を実施し、

２名の生徒に対する書面調査を実施した。 

 

イ 教職員 

当該校の教職員のうち、当該生徒等と強い関わりがあったと考えられ
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た９名、当該生徒が卒業した小学校の教職員のうち、当該生徒等と強い

関わりがあったと考えられた３名の合計１２名の教職員を調査対象に

することとし、上記合計１２名の教職員に対する聴き取り調査を実施し

た。 

 

ウ その他 

当該生徒等から要望があった元教職員（校長経験者）１名、いじめ問

題に取り組んでいる民間ボランティア１名を調査対象にすることとし、

両名に対する聴き取り調査を実施した。 
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３ 検証委による調査結果について 

 

⑴ 検証委が調査対象とした各エピソード及び「いじめ」の認定の有無・学

校対応に関する検討について 

 

 

【説明】 

・ 検証委が調査対象とした次頁以下の各エピソード（合計２８件）の

うち、No.1 から No.23 は当該生徒側から提示されたもの、No.24 か

ら No.28 は検証委が検討を要すると考えたものである。 

 

・ 検証委は、これらのエピソードのうち、No.12、16、18、22（No.の

下に「＊」を付した。）については、次頁以下のとおり、その全部又は

一部の事実につき「いじめ」を認定できると判断した。 

 

・ ここで、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童

等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通

じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等

が心身の苦痛を感じているもの」（法２条１項）を言う。 

 

・ 次頁以下の各エピソードのうち、教職員の言動に関するものについ

ては、教職員が「いじめ」の主体たる「児童等」（法２条３項）ではな

い以上、その「いじめ」を認定することはできないが、これらのうち

No.7、8、9、16、17、21（No.の下に「＊＊」を付した。）については、

次頁以下のとおり学校対応に問題があった可能性が否定できないも

のと考えられる。 

 

・ なお、令和元年７月２２日に検証委の第１回会議が開催された時点

で、これらのエピソードがあったとされるときから既に１年以上経過

しており、記憶が判然としない関係者や、調査への協力を得られない

関係者も複数いたため、調査には自ずと限界があったこと、また、当

然ではあるが、「重大事態の調査は、民事・刑事上の責任追及やその他

の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、いじめの事実の

全容解明、当該いじめの事案への対処及び同種の事案の再発防止が目

的であること」（ガイドライン２頁）には留意されたい。  
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No. 調査対象としたエピソード 「いじめ」の認定の有無・ 

学校対応に関する検討 

No.1 平成３０年４月１０日、駅の

ホームで、生徒Ａから「○○

中学に特認で入学したのは、

私学受験に失敗したからや

ろ？」と言われた。当該生徒

が生徒Ａに対して「誰がそん

な事を言っているの？」と聞

くと、生徒Ａは、「生徒Ｂが皆

に言っている」と答えた。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので「いじめ」

も認定できない。 

No.2 平成３０年４月１１日、教室

で、生徒Ｂが、当該生徒の筆

箱の中を物色しながら「シャ

ーペン持っていないのか」と

当該生徒に尋ねた。当該生徒

が「持っていない」と答える

と、生徒Ｂは「シャーペン持

っていないの？お父さんがい

ないから買ってもらえんのや

ろ？」と言われた。中学生に

なっても鉛筆である事をお父

さんおらんから買ってもらえ

ないと言われる。そばにいた

生徒Ｃが当該生徒に対して

「貧乏やから」と言った。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・なお、検証委の調査の中で、上級

生の生徒から、当該生徒が鉛筆を

使っていることを生徒Ｂ他数名か

らバカにされていたとの話を上級

生の教室で聞いた旨の書面が提出

された。しかし、書面上、この上級

生の生徒は、当該生徒がバカにさ

れていた場面を直接目撃していな

いことがうかがわれたので、目撃

者の認識を確認する必要があった

ところ、誰が上記の話をしていた

かも分からないとされており、目

撃者の名前すら確認できない状況

であった。加えて、この上級生の生

徒が検証委による聴き取り調査に

は応じない意向であり、具体的な

事情を十分に確認できなかったこ

と（なお、検証委は、この上級生の
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生徒に対し、合計３回の書面照会

を実施している。）を考え併せる

と、やはり左記事実を認めるには

足りないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

No.3 

 

平成３０年４月１２日、教室

で、当該生徒、生徒Ｂ、生徒Ｃ

の３名が携帯電話についての

会話をしているとき、生徒Ｂ

と生徒Ｃが当該生徒に対して

「中学生になっても、もしか

してキッズ携帯なのか」とか

らかった。当該生徒が返答し

ないでいると、生徒Ｃが「だ

ってお父さんがいないので買

ってもらえない」と馬鹿にす

るような調子で言った。前日

の話の流れにあるものであ

り、当該生徒の経済状態をあ

ざけるいじめである。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

No.4 

 

平成３０年４月１３日、教室

で、生徒Ｂが、当該生徒の筆

箱を物色して、「やっぱりシャ

ーペン持ってない」と言った。

当該生徒が「持っている」と

伝えると、生徒Ｃが「制服購

入の際、全員もらえるタツヤ

のシャーペンやろ。それは持

っているうちに入らんよ」と

言った。 

 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・なお、No.2 で記載したとおり、上

級生の生徒の回答書面の存在を踏

まえても、左記事実を認めるには

足りないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 
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No.5 

 

平成３０年４月１６日、教室

で、春休みの旅行についての

会話中、生徒Ｃが当該生徒に

対して、「何でいつもＴＤＬば

っかりなん？他の所に連れて

行ってもらえんのやろ。お父

さんおらんから」と言った。

生徒Ｃと生徒Ｂは、当該生徒

がＴＤＬのキーホルダーをカ

バンにつけているのを見て、

「うわあー、可愛くない」「変

なのー」とけなした。 

なお、当時、生徒Ｂ、Ｃ、Ｅの

３名は、休憩時間やトイレに

行くとき等いつも行動を共に

していた。それゆえ、生徒Ｂ

とＣが当該生徒の席まで嫌味

を言いやってくるときはいつ

も、生徒Ｅも一緒にその場に

いた。生徒ＢとＣが当該生徒

に対して嫌味を言い、当該生

徒が困惑したり、泣いたりす

るのを、生徒Ｅはいつもニヤ

ニヤ笑いながら側で見てい

た。当該生徒は、生徒ＢとＣ

から与えられたのと同様の苦

痛を生徒Ｅからも与えられ

た。生徒Ｅの行為は、当該生

徒に心理的な影響を与える行

為であって当該生徒に心身の

苦痛を与える行為であるか

ら、法のいじめに該当する。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、当該生徒がカバ

ンにつけていたＴＤＬのキーホル

ダーが話題になっていたことにつ

いては、検証委による調査内容（検

証委が実施した聴き取り調査の聴

取内容や検証委が収集した諸資料

の記載内容。以下同様とする。）と

も概ね整合するので、事実として

認めることができる。 

・しかし、生徒Ｃ及びＢがけなした

ことや生徒Ｅがニヤニヤ笑いなが

ら側で見ていたことを含め、その

余の事実については、調査を実施

できた限りでは、認めるに足りる

証拠はないと言わざるを得ない。 

・認定できる事実を前提とする限り

では、「いじめ」を認定できない。 

No.6 

 

平成３０年４月１８日、放送

室で、当該生徒が初めて放送

委員会に出席したとき、当該

生徒が鉛筆を使用しているの

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証
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を見て、生徒Ｄが「本当に鉛

筆を使っているんだ」と笑っ

た。当該生徒が鉛筆を使用し

ていることが３年生にまで知

れ渡っていることに当該生徒

はショックを受けた。当該生

徒が鉛筆を使っていることを

普段からからかっていた生徒

Ｂが、同じバレー部の生徒Ｅ

に広めたものと思われる。  

拠はないと言わざるを得ない。 

・なお、No.2 で記載したとおり、上

級生の生徒の回答書面の存在を踏

まえても、左記事実を認めるには

足りないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

No.7 

＊＊ 

平成３０年４月１９日、通級

学習部屋で、当該生徒が入学

以来の事を話すも、教諭ａは

「あの子達がそんな事すると

は考えられない」と述べ、い

じめの可能性を見過ごした。

当該生徒は、教諭ａが加害生

徒をかばったものと受け止

め、教諭ａに被害申告しても

無駄との思いから「もういい

です」と述べた。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

ただし、学校対応に問題があ

った可能性は否定できない。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、当該生徒が教諭

ａに入学以来の事を話したことに

ついては、検証委による調査内容

とも概ね整合するので、認めるこ

とができる。 

・しかし、教諭ａの「あの子達がそん

な事するとは考えられない」との

発言を含め、その余の事実につい

ては、調査を実施できた限りでは、

認めるに足りる証拠はないと言わ

ざるを得ない。 

・教諭ａは、「いじめ」の主体たる「児

童等」（法２条３項）ではない以上、

その「いじめ」を認定することはで

きない。 

   

［学校対応に関する検討］ 

・当該生徒の受け止め方からする

と、教諭ａによる対応が安心感を

与えるものではなかった可能性も

否定できない。学校側は、いじめを

訴える生徒に対し、安心して相談
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ができるような姿勢で対応する必

要がある。 

No.8 

＊＊ 

平成３０年４月２１日、図書

室教材部屋で、保護者が、入

学以来のいじめ被害を訴えた

が、教諭ａと教諭ｂは「娘さ

んが調査しなくて良いと言う

ので、学級としては調査しま

せん」と回答した。保護者は、

特認校には様々な生徒がやっ

てくることを生徒たちに説明

してほしいと訴えたが、教諭

ｂは「そんな特別なことはで

きません」と答えた。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

ただし、学校対応に問題があ

った可能性は否定できない。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、保護者が入学以

来のいじめ被害を訴えたこと、当

該児童が調査しなくてよいと言っ

たこと、保護者が特認校には様々

な生徒がやってくることを生徒に

説明してほしいと訴えたことにつ

いては、検証委による調査内容と

も概ね整合するので、認めること

ができる。 

・しかし、「学級としては調査しませ

ん」との回答を含め、その余の事実

については、調査を実施できた限

りでは、認めるに足りる証拠はな

いと言わざるを得ない。 

・教諭ａ及びｂは、「いじめ」の主体

たる「児童等」（法２条３項）では

ない以上、両名の「いじめ」を認定

することはできない。 

   

［学校対応に関する検討］ 

・「被害児童生徒・保護者が詳細な調

査や事案の公表を望まない場合で

あっても、学校の設置者及び学校

が、可能な限り自らの対応を振り

返り、検証することは必要となる。

それが再発防止につながり、又は

新たな事実が明らかになる可能性

もある。このため、決して、被害児

童生徒・保護者が望まないことを

理由として、自らの対応を検証す
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ることを怠ってはならない。」（ガ

イドライン２頁）。当該生徒等の受

け止め方からすると、当該校が「可

能な限り自らの対応を振り返り、

検証することは必要となる。」との

認識で対応していたのか疑問が残

る。 

No.9 

＊＊ 

平成３０年４月２５日、当該

生徒の自宅で、家庭訪問に来

るなり、教諭ａは当該生徒の

保護者に対して、開口一番、

「娘さんはうそつきなんでし

ょう」と言った。当該生徒の

保護者は「どういうことです

か」と尋ねたが、教諭ａは答

えなかった。当該生徒のいじ

め申告を虚偽であると言いた

い様子であった。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

ただし、学校対応に問題があ

った可能性は否定できない。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、教諭ａが家庭訪

問をした際に、当該生徒のうそに

関する話があったことについて

は、検証委による調査内容とも概

ね整合するので、認めることがで

きる。 

・しかし、教諭ａが当該生徒のいじ

め申告を虚偽であると言いたい様

子であったことを含め、その余の

事実については、調査を実施でき

た限りでは、認めるに足りる証拠

はないと言わざるを得ない。 

・教諭ａは、「いじめ」の主体たる「児

童等」（法２条３項）ではない以上、

その「いじめ」を認定することはで

きない。 

   

［学校対応に関する検討］ 

・当該生徒のうそに関する話は、当

該生徒自身が「今の私 中一の自

分」という書面の中で「自分の直し

たい所」として「うそをつく所」と

記載していたことを受けてのこと

と考えられるが、保護者の受け止

め方からすると、教諭ａの配慮が
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足りなかった可能性も否定できな

い。「被害者である児童生徒やその

家庭に問題があったと発言するな

ど、被害児童生徒・保護者の心情を

害することは厳に慎む」（ガイドラ

イン２頁）よう改めて留意すべき

である。 

No.10 平成３０年５月２日、学校の

廊下で、生徒Ｂが先輩男子と

二人で当該生徒に近づいて来

て、男子生徒が当該生徒に対

して「笑った顔もブサイクや

ね」「○○ちゃん（生徒Ｂ）の

がすごく可愛いよね」と言っ

て去った。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

No.11 平成３０年５月２２日、教室

で、福祉体験学習の行き先決

めの時、生徒Ｃが「特認はバ

スやけえ」と言う。この場に

いた生徒のうちで特認制度の

利用者は当該生徒だった。生

徒Ｃは、当該生徒のことを「特

認」と呼び、嫌な思いをさせ

た。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

 

No.12 

＊ 

平成３０年５月２３日午前中

に、教室で、生徒Ｂ、Ｃ及びＥ

から、中間テストの点数をし

つこく聞かれた。答えたくな

いと言ってもしつこく聞いて

きた。 

なお、当時、生徒Ｂ、Ｃ、Ｅの

３名は、休憩時間やトイレに

行くとき等いつも行動を共に

していた。それゆえ、生徒Ｂ

［結論］一部の事実について「いじ

め」と認定できる。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、生徒Ｂが中間テ

ストの点数を当該生徒に少なくと

も１回聞いたこと、当該生徒が自

分の中間テストの点数を答えたく

ないと言っていたことについて

は、検証委による調査内容と概ね

整合するので、認めることができ
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とＣが当該生徒の席まで嫌味

を言いやってくるときはいつ

も、生徒Ｅも一緒にその場に

いた。生徒ＢとＣが当該生徒

に対して嫌味を言い、当該生

徒が困惑したり、泣いたりす

るのを、生徒Ｅはいつもニヤ

ニヤ笑いながら側で見てい

た。当該生徒は、生徒ＢとＣ

から与えられたのと同様の苦

痛を生徒Ｅからも与えられ

た。生徒Ｅの行為は、当該生

徒に心理的な影響を与える行

為であって当該生徒に心身の

苦痛を与える行為であるか

ら、法のいじめに該当する。 

る。  

・しかし、「しつこく聞かれた」こと

や生徒Ｅがニヤニヤ笑いながら側

で見ていたことを含め、その余の

事実については、調査を実施でき

た限りでは、認めるに足りる証拠

はないと言わざるを得ない。 

・認定できる事実を前提として、当

該生徒の中間テストの点数を聞く

という「他の児童が行う心理的…

な影響を与える行為」（法２条１

項）があり、かつ、当該生徒が答え

たくない中間テストの点数を聞か

れて「心身の苦痛を感じている」

（同項）と評価できる以上、「いじ

め」と認定できる。 

・なお、「いじめ」の認定を検討する

中で、①教室内で生徒同士が中間

テストの点数を互いに聞き合って

いる状況の中で、他の生徒に対す

るのと同様に、当該生徒に対し、そ

の点数を１回聞いただけで、「いじ

め」と認定してよいのか、②仮に当

該生徒だけには中間テストの点数

を聞かないとした場合、点数を聞

かないことで、当該生徒に疎外感

を感じさせ、「いじめ」になってし

まうのではないか、③仮にそうで

あれば、当該生徒に点数を聞いて

も、聞かなくとも、「いじめ」にな

ってしまうのではないか、との疑

問も呈された。しかし、『個々の行

為が「いじめ」に当たるか否かの判

断は、表面的・形式的にすることな

く、いじめられた児童生徒の立場

に立つことが必要である。この際、

いじめには、多様な態様があるこ

とに鑑み、法の対象となるいじめ
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に該当するか否かを判断するに当

たり、「心身の苦痛を感じているも

の」との要件が限定して解釈され

ることのないよう努めることが必

要である。』（いじめの防止等のた

めの基本的な方針（最終改訂平成

２９年３月１４日）４頁）とされて

いること、本件では、前述のとお

り、少なくとも「いじめ」の定義（法

２条１項）に該当する事実が確認

できることから、結論としては、

「いじめ」と認定することとした。 

No.13 平成３０年５月２３日、社会

と保健体育の間の１０分間休

憩時間中に、トイレで、生徒

Ｂ及びＣが、当該生徒に近寄

ってきて、「中間テス卜順位が

わかったよ」「１位、２位で私

学受験するのはわかるけど、

５位で受験ってバカじゃな

い」と言った。「○○ちゃん（生

徒Ｅ）はすごいよね。中間テ

スト１位やったんやろう。数

学だって９９点やし、○○ち

ゃん（生徒Ｅ）が受験出来た

んやないの」と言って、泣き

出した当該生徒を残して立ち

去った。 

なお、当時、生徒Ｂ、Ｃ、Ｅの

３名は、休憩時間やトイレに

行くとき等いつも行動を共に

していた。それゆえ、生徒Ｂ

とＣが当該生徒の席まで嫌味

を言いやってくるときはいつ

も、生徒Ｅも一緒にその場に

いた。生徒ＢとＣが当該生徒

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 
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に対して嫌味を言い、当該生

徒が困惑したり、泣いたりす

るのを、生徒Ｅはいつもニヤ

ニヤ笑いながら側で見てい

た。当該生徒は、生徒ＢとＣ

から与えられたのと同様の苦

痛を生徒Ｅからも与えられ

た。生徒Ｅの行為は、当該生

徒に心理的な影響を与える行

為であって当該生徒に心身の

苦痛を与える行為であるか

ら、法のいじめに該当する。 

No.14 平成３０年５月２３日昼休み

中に、体育館で、生徒Ｂ、生徒

Ｃ、生徒Ｅ達のバレーボール

がバドミントンをしていた当

該生徒の下へ転がって来た

時、「取って」という声で拾っ

てあげようとすると、生徒Ｂ

及び生徒Ｃが近づいて来て、

「やっぱ、○○ちゃん（生徒

Ｅ）が受験すべきやったね」

「だって、○○ちゃん（生徒

Ｅ）１位やし、△△ちゃん（当

該生徒）は５位やしね～」と

言ってバレーコートに戻って

行く。 

なお、当時、生徒Ｂ、Ｃ、Ｅの

３名は、休憩時間やトイレに

行くとき等いつも行動を共に

していた。それゆえ、生徒Ｂ

とＣが当該生徒の席まで嫌味

を言いやってくるときはいつ

も、生徒Ｅも一緒にその場に

いた。生徒ＢとＣが当該生徒

に対して嫌味を言い、当該生

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 
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徒が困惑したり、泣いたりす

るのを、生徒Ｅはいつもニヤ

ニヤ笑いながら側で見てい

た。当該生徒は、生徒ＢとＣ

から与えられたのと同様の苦

痛を生徒Ｅからも与えられ

た。生徒Ｅの行為は、当該生

徒に心理的な影響を与える行

為であって当該生徒に心身の

苦痛を与える行為であるか

ら、法のいじめに該当する。 

No.15 平成３０年５月２５日、福祉

体験当日、教室で、生徒Ｃが

当該生徒に対して、「特認はバ

スか。センチュリー２１（老

人ホームのこと）だね」と言

った。この場にいた生徒のう

ちで特認制度の利用者は当該

生徒だった。生徒Ｃは、当該

生徒のことを「特認」と呼び、

嫌な思いをさせた。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

 

No.16 

＊ 

＊＊ 

平成３０年５月３１日、保健

室で、教諭ｃから、「ティック

トックをやったことがある

か」と聞かれた。教諭ｃによ

れば、当時中学３年生の女子

生徒からそのような情報提供

があったとのことであった。

当該生徒は、自身に関する虚

偽の情報が３年生にまで広ま

っていることにショックを受

けた。自分のいじめの訴えは

取り合ってくれない一方で、

出所不明の噂話については調

査するという教諭の姿勢にも

［結論］「いじめ」と認定できる。 

また、学校対応に問題があっ

た可能性は否定できない。 

………………………………………… 

・左記事実は、検証委による調査内

容とも概ね整合するので、認める

ことができる。なお、教諭ｃによ

ると、情報提供があった時期は、

平成３０年５月３１日とされてい

る。 

・当該生徒からティックトックの話

を聞いた生徒が、３年生の生徒に

まで話をするという「他の児童が

行う心理的…な影響を与える行
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ショックを受けた。 為」（法２条１項）があり、かつ、

当該生徒の受け止め方を踏まえ、

当該生徒が「心身の苦痛を感じて

いる」（同項）と評価できる以上、

「いじめ」（同項）と認定できる。 

・教諭ｃは、「いじめ」の主体たる「児

童等」（法２条３項）ではない以上、

その「いじめ」を認定することは

できない。 

   

［学校対応に関する検討］ 

・当該生徒は、教諭ｃの左記対応を

受けて、自分のいじめの訴えは取

り合ってくれないのに、出所不明

の噂話は調査するものと受け止め

てしまっており、いじめを訴える

当該生徒の心情に当該校が十分に

寄り添うことができていなかった

可能性も否定できない。 

No.17 

＊＊ 

平成３０年６月６日、保護者

は、いじめアンケート記入の

件で呼ばれた。校長室で、校

長は、「今までの一件は当該生

徒の勘違いではないか」「心の

持ちようなのではないか」

「○○ちゃん（当該生徒）が

かまってちゃんやから、ドラ

イな担任とうまくいかないの

ではないか」と言った。保護

者は、ろくすっぽ調査を実施

することもなく、いじめはな

かったと述べる校長の態度に

幻滅した。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

ただし、学校対応に問題があ

った可能性は否定できない。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、保護者と校長が

話をしたことについては、検証委

による調査内容とも概ね整合する

ので、認めることができる。 

・しかし、その余の事実については、

調査を実施できた限りでは、認め

るに足りる証拠はないと言わざる

を得ない。 

・校長は、「いじめ」の主体たる「児

童等」（法２条３項）ではない以上、

その「いじめ」を認定することは

できない。 
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［学校対応に関する検討］ 

・保護者の受け止め方からすると、

保護者への対応に際して、校長の

配慮が不足していた可能性も否定

できない。『学校の設置者及び学校

は、詳細な調査を行わなければ、

事案の全容は分からないというこ

とを第一に認識し、軽々に「いじ

めはなかった」、「学校に責任はな

い」という判断をしないこと。状

況を把握できていない中で断片的

な情報を発信すると、それが一人

歩きしてしまうことに注意するこ

と。また、被害者である児童生徒

やその家庭に問題があったと発言

するなど、被害児童生徒・保護者

の心情を害することは厳に慎むこ

と。』（ガイドライン２頁）につい

て、これらの疑念を抱かせるよう

な言動を控えるべきことをも含

め、改めて留意すべきである。 

・また、『被害児童生徒や保護者か

ら、「いじめにより重大な被害が生

じた」という申立てがあったとき

（人間関係が原因で心身の異常や

変化を訴える申立て等の「いじめ」

という言葉を使わない場合を含

む。）は、その時点で学校が「いじ

めの結果ではない」あるいは「重

大事態とはいえない」と考えたと

しても、重大事態が発生したもの

として報告・調査等に当たること。

児童生徒や保護者からの申立て

は、学校が知り得ない極めて重要

な情報である可能性があることか

ら、調査をしないまま、いじめの

重大事態ではないとは断言できな

いことに留意する。』（ガイドライ
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ン４頁）。 

No.18 

＊ 

平成３０年６月８日午前中、

生徒Ｃは、前日に皆をキャン

プに誘っていた。当該生徒も

誘われていたので、教室で、

生徒Ｆとキャンプの話をして

いたら、横から生徒Ｃが割っ

て入って、「特認は来んでええ

から」と言った。当該生徒が

トイレに駆け込み泣いている

と、３年生の生徒Ｄが来て、

１年の教室に泣いている事を

知らせに行った。当該生徒が

泣き止んで、教室に戻り、席

に着くと、生徒Ｃが自分の席

から「キャンプ行かれんけえ

ってバカみたいに泣きよるん

か」と言ってきた。この日以

降、当該生徒は学校にいかな

くなった。 

 

［結論］一部の事実について「いじ

め」と認定できる。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、生徒Ｃが特認校

の生徒はキャンプに行くことがで

きないという趣旨の発言をしたこ

とについては、検証委による調査

内容とも概ね整合するので、認め

ることができる（なお、当該生徒

は、当時、特認校就学制度により

当該校に就学していた。）。 

・しかし、生徒Ｃの「キャンプ行かれ

んけえってバカみたいに泣きよる

んか」との発言を含め、その余の

事実については、調査を実施でき

た限りでは、認めるに足りる証拠

はないと言わざるを得ない。 

・認定できる事実を前提として、特

認校の生徒はキャンプに行くこと

ができないという趣旨の発言をす

るという「他の児童が行う心理的

…な影響を与える行為」（法２条１

項）があり、かつ、当該生徒の受け

止め方を踏まえ、当該生徒が「心

身の苦痛を感じている」（同項）と

評価できる以上、「いじめ」と認定

できる。 

・なお、生徒Ｃがその母から言われ

た内容 （ＰＴＡ会長から、毎年、

○○地区以外の子どものキャンプ

参加については断っていると言わ

れたこと） を、悪意なくそのまま

当該生徒に伝えたにすぎない可能

性も否定できず、仮にそうであれ

ば、生徒Ｃに当該生徒を傷つけよ
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うとの意図があったとまでは断定

できない。ただ、「いじめ」の定義

（法２条１項）においては、その

ような意図が要件とされていない

以上、生徒Ｃにそのような意図が

なかったとしても、「いじめ」がな

かったということにはならないと

考えられる。 

・調査委報告書では、『「特認校」とい

う言葉自体は決して差別的な言葉

ではない』（同１１頁）とされてい

る。しかし、同報告書においても、

『当該生徒は、「特認校制度を使っ

て通学している生徒にとっては、

特認校と言われるのは線を引かれ

るようで嫌な気持ちになる。先生

たちは地元の生徒と特認校の生徒

は何の違いもなく普通に接してい

ると言っているが、子どもの世界

の中では、やはり線を引かれてい

ると感じる。」と、聴き取り調査で

証言している。』、『当該生徒及び周

辺生徒の証言からは、「特認校の生

徒は行けない」と言われたことに

当該生徒が嫌な思いをもったこと

は確かである。』（同１１頁）とさ

れており、特認校に関する発言と

いう「他の児童が行う心理的…な

影響を与える行為」があって、当

該生徒が「心身の苦痛を感じてい

る」以上、やはり「いじめ」があっ

たと認定できる。 
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No.19 （いじめを訴えた後）学校に

いじめを訴え出た事で、担任

（教諭ａ）に数学の時間はず

っと無視され続けた。手を挙

げても当たる事はなく、手を

挙げなければ、やる気がない

のかと罵られる日が続いた。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

No.20 （入学後ずっと）学校規定を

きちんと守って購入したカバ

ン、靴について、下駄箱近く

の廊下で出会う度に、教諭ｂ

から「皆と同じものを買って

もらえないのか」と嫌味を言

われる日が続いた。当時、当

該校で指摘されたカバン等

は、今も転校先できちんと使

えている。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

 

No.21 

＊＊ 

（不登校後）不登校になって

以後は、当該校から教材等も

配布してもらえなかった。も

う生徒ではないという感じだ

った。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

ただし、学校対応に問題があ

った可能性は否定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじ

め」も認定できない。 

   

［学校対応に関する検討］ 

・当該校側の対応として、仮に保護

者と直接話ができない状態であっ

ても、例えば、家庭訪問や手紙の投

函、教材等の送付について当該生

徒等の代理人に学校側から提案す

るなど、より積極的な支援・働きか

けがあってもよかったように思わ



 - 34 - 

れる。 

No.22 

＊ 

（入学後ずっと）髪の毛につ

いては、クラスメイト、廊下

で出会う先輩達から「すごい

ね」「パンチパーマかけてん

の」等、登下校、汗をかいた

りして、チリチリになる時は

毎回言われてきた。 

［結論］一部の事実について「いじ

め」と認定できる。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、不特定の生徒か

ら当該生徒の頭髪に関して指摘さ

れていたことについては、検証委

による調査内容と概ね整合するの

で、認めることができる（なお、左

記事実があった時期は、当該生徒

が当該校に入学した平成３０年４

月頃から、当該生徒が不登校に至

った同年６月頃までの間と考えら

れる。）。 

・しかし、「すごいね」「パンチパーマ

かけてんの」等の発言を含め、その

余の事実については、調査を実施

できた限りでは、認めるに足りる

証拠はないと言わざるを得ない。 

・認定できる事実を前提とした場

合、当該生徒の頭髪に関して指摘

するという「他の児童が行う心理

的…な影響を与える行為」（法２条

１項）があり、かつ、当該生徒の主

張内容を踏まえ、当該生徒が「心身

の苦痛を感じている」（同項）と評

価できる以上、「いじめ」と認定で

きる。 

No.23 （入学後ずっと）日焼け止め

については、女子更衣室でク

ラスメイトからも入れ替わり

で更衣室に入ってくる先輩達

からも「くさい」と言われ続

けた。 

 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施でき

た限りでは、認めるに足りる証拠は

ないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじめ」

も認定できない。 
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No.24 平成３０年５月頃、給食当番

と放送委員の当番が重なり、

配膳台の準備ができなかった

ときに、生徒Ｃ及びＧから、

ずっと配膳していないから、

あなたがしたらと言われた。

やり方がわからないから教え

てと言ったが、教えてもらえ

なかった。そしたら、生徒Ｈ

がやり方を教えてくれた。 

以上は、無視のいじめであ

り、当該生徒は、無視された

ことによって心身の苦痛を感

じた。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実のうち、生徒Ｇから、給

食当番をやってと言われたことに

ついては、検証委による調査内容

と概ね整合するので、認めること

ができる。 

・しかし、配膳のやり方を教えても

らえなかったことを含め、その余

の事実については、調査を実施で

きた限りでは、認めるに足りる証

拠はないと言わざるを得ない。 

・認定できる事実を前提とする限り

では、「いじめ」を認定できない。 

No.25 平成３０年５月２５日朝、バ

スを待っているときに、同級

生が、教諭ａに、「今日、当

該生徒の誕生日なんですよ」

と言ったら、「今、関係ない

でしょう」と言われた。誕生

日の日は、生徒全員で牛乳で

乾杯をすることになっていて

楽しみにしていたが、バスが

学校に到着してからも教諭ａ

は、もう遅いからみんな早く

給食を食べてとだけ言い、誕

生日のお祝いはしてくれなか

った。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記事実について、調査を実施でき

た限りでは、認めるに足りる証拠は

ないと言わざるを得ない。 

・事実を認定できないので、「いじめ」

も認定できない。 

 

No.26 （いじめを訴えた後）教諭ｂ

から、一日に何度も呼び出さ

れ、お母さんに虐待されてい

るのではないかと問い詰めら

れた。このことが連日続き、

威圧感から教諭ｂのことが怖

い存在となった。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記の事実のうち、教諭ｂが当該

生徒を呼んで、複数回話を聞いた

ことについては、検証委による調

査内容と概ね整合するので、認め

ることができる。 
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 ・しかし、その余の事実については、

調査を実施できた限りでは、認め

るに足りる証拠はないと言わざる

を得ない。 

・教諭ｂは、「いじめ」の主体たる「児

童等」（法２条３項）ではない以上、

その「いじめ」を認定することはで

きない。 

No.27 全校集会の日、教諭ｂが、甘

い匂いのするものをつけてい

る生徒がいると注意し、生徒

みんなが怒られて不安そうに

していると、先輩たちにもこ

っそりとシーブリーズを持っ

てきている生徒がいるのに、

女子生徒の一人が１年生の女

子で日焼け止めクリームを使

っている生徒がいるので、そ

の生徒ではないだろうかと言

われた。 

以上は、犯人として名指しさ

れるいじめである。当該生徒

の名前を名指しされたわけで

はないが、「１年生の女子で

日焼け止めクリームを使って

いる生徒」と言えば当該生徒

しかおらず、発言をした女生

徒が当該生徒を指して発言し

ていることは明らかである。

当該生徒は、全校集会の場で

犯人として名指しをされるこ

とによって心身の苦痛を感じ

た。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記の事実のうち、教諭ｂが、全

校集会で、生徒に対し、匂いに関

して注意をしていたことについて

は、検証委による調査内容と概ね

整合するので、認めることができ

る。 

・しかし、女子生徒の発言を含め、

その余の事実については、調査を

実施できた限りでは、認めるに足

りる証拠はないと言わざるを得な

い。 

・認定できる事実を前提とする限り

では、「いじめ」を認定できない。 

・教諭ｂは、「いじめ」の主体たる「児

童等」（法２条３項）ではない以上、

その「いじめ」を認定することは

できない。 
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No.28 （入学後ずっと）学校の先生

の許可を取って髪をお団子に

しているのに、上級生から校

則違反だと言われた。 

以上は、校則違反者であると

非難されるいじめである。こ

れはいわゆる「中和の技術」

によるいじめである。「中和

の技術」とはマッツァとサイ

クスが提唱した非行少年の自

己正当化の技術のことであ

り、責任の否定、損害の否

定、被害者の否定、非難者へ

の非難、より高度な忠誠心へ

の訴え、の５つから成る。

No.28 のいじめは、より高度

な忠誠心への訴えに該当し、

校則を違反するような者は虐

げられても構わないという論

理である。この種のいじめは

加害者の言い分がもっともら

しく聞こえることから、その

分だけ被害者が不当にも悪い

立場に立たされがちであり、

このいじめにおいても校則違

反者であると非難されること

によって当該生徒は心身の苦

痛を感じた 。 

［結論］「いじめ」と認定できない。 

………………………………………… 

・左記の事実のうち、当該生徒が髪

をお団子にしていたことについて

は、検証委による調査内容と概ね

整合するので、認めることができ

る。 

・しかし、上級生から校則違反だと

言われたことを含め、その余の事

実については、調査を実施できた

限りでは、認めるに足りる証拠は

ないと言わざるを得ない。 

・認定できる事実を前提とする限り

では、「いじめ」を認定できない。 

 

  



 - 38 - 

⑵ カテゴリー別 

 

調査対象内容 No. いじめの認定 

特認校に関すること（計３件） 

 

 

No.11 

No.15 

No.18 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

一部いじめと認定できる 

中学受験に関すること（計２件） 

 

No.1 

No.14 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

中間テストの点数に関すること 

（計２件） 

 

No.12 

No.13 

一部いじめと認定できる 

いじめと認定できない 

容姿に関すること（計４件） 

 

No.10 

No.22 

No.23 

No.28 

いじめと認定できない 

一部いじめと認定できる 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

鉛筆・シャープペンシルに関する

こと（計３件） 

 

No.2 

No.4 

No.6 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

キッズ携帯に関すること（１件） No.3 いじめと認定できない 

東京ディズニーランド（ＴＤＬ）に関

すること（１件） 

No.5 いじめと認定できない 

給食配膳当番に関すること（１件） No.24 いじめと認定できない 

ティックトックに関すること（１

件） 

No.16 いじめと認定できる 

教職員に関すること（計１１件） 

 

No.7 

No.8 

No.9 

No.16 

No.17 

No.19 

No.20 

No.21 

No.25 

No.26 

No.27 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 

いじめと認定できない 
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⑶ 小括 

前述のとおり、検証委が調査対象とした各エピソードのうち、No.16 に

ついて、「いじめ」を認定できる。また、No.12、18、22 のうち、一部の

事実について、「いじめ」を認定できる。 

「いじめ」に該当する行為は以下のとおりであり、これらの「当該児童

等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある

他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為」の対象となった

当該生徒は、「心身の苦痛を感じているもの」（法２条１項）と考えられる。 

 

 

   【「いじめ」に該当する行為】 

・生徒Ｂが、平成３０年５月２３日午前中、当該生徒に対し、中間

テストの点数を少なくとも１回聞いたこと〔No.12〕 

・当該生徒からティックトックの話を聞いた生徒が、平成３０年５

月頃、３年生の生徒に対してまで、当該生徒がティックトックを

やっているとの話をしたこと〔No.16〕 

・生徒Ｃが、平成３０年６月８日午前中、教室で、特認校の生徒は

キャンプに行くことができないという趣旨の発言をしたこと（な

お、当該生徒は、当時、特認校就学制度により当該校に就学して

いた。）〔No.18〕 

・不特定の生徒が、平成３０年４月頃から同年６月頃までの間、当

該生徒に対し、その頭髪（いわゆる天然パーマ）に関して指摘し

ていたこと〔No.22〕 

 

 

また、検証委が調査対象とした各エピソードのうち、No.7、8、9、16、

17、21 については、ガイドラインに沿った基本の対応や当該児童等への

配慮等の点で、学校対応に問題があった可能性も否定できない。 

これらのエピソードを踏まえ、あえて学校対応の問題点を抽出するとす

れば、以下の２点が挙げられる。 

 

 

   【学校対応の問題点】 

①ガイドライン等に沿った基本の対応ができていなかったこと 

②当該生徒等との信頼関係を十分に築けなかったこと 

 

 

以上の「いじめ」や学校対応があった後に、当該生徒が不登校に至って

いるという経緯からすると、「いじめ」や学校対応が当該生徒の不登校の原

因となった可能性も否定できないものと考えられる。 
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⑷ いじめ問題に対する基本の対応について 

検証委は、いじめ重大事態の調査の目的である「いじめの事実の全容解

明、当該いじめの事案への対処及び同種の事案の再発防止」（ガイドライ

ン２頁）のうち、「いじめの事実の全容解明」については、前頁までのとお

り、時間の経過に伴う記憶の忘却など、調査に限界がある中で、当該生徒

等が主張するエピソードを中心としつつ、検証委が検証を要すると考えた

エピソードをも踏まえ、できる限りその全容解明に努めてきた。 

他方で、「当該いじめの事案への対処」については、当該生徒が転校し、

既に中学校を卒業するに至っていることから、現時点では、具体的な対処

はできないものと言わざるを得ない。 

そこで、検証委は、当時、当該校がどのように対処すべきであったかと

いう観点から、「同種の事案の再発防止」の観点をも踏まえ、本件の検証を

進めていったところ、結論として、まず何よりも、当該校がいじめ問題に

対する基本の対応を組織的に徹底して行うことが重要であると考えるに

至った。 

この基本の対応に関して、本件のいじめに対する当該校の対応に即して

考えると、以下の４点が指摘できる。 

 

【いじめ問題に対する基本の対応】 

①当該生徒や保護者に寄り添った早期対応 

②管理職のリーダーシップ下での組織的対応 

③スクールカウンセラー等の活用 

④小中連携 

 

 

以下では、この４点について、いじめ問題に対する学校対応の指針と考

えられる「当該校いじめ防止基本方針」（平成３０年３月改訂）（以下「中

学方針」という。）、「宇部市いじめ防止基本方針」（平成２９年１０月改定）

（以下「市方針」という。）、「山口県いじめ防止基本方針」（平成２９年１

２月最終改定）（以下「県方針」という。）、「山口県教育委員会問題行動等

対応マニュアル」（平成２８年３月版）（以下「県マニュアル」という。）を

引用しつつ、検討することとする。 

なお、関連するエピソードの No.を文章内に括弧書きで記す。 
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ア ①当該生徒や保護者に寄り添った早期対応 

(ｱ) 当該校の対応 

当該校作成の資料によると、当該校の対応の概要は、以下のとおり

である。 

平成３０年４月１９日午前中、保護者から電話があり、当該生徒が

学校に行きたくないと言い出したこと、友達から悪口を言われている

ことなどについて話があった（教諭ｃ対応）。 

同日夕方頃、担任である教諭 a が当該生徒に聴き取りを行った。そ

の際、教諭 a が加害者とされる生徒に注意をしたいと言ったところ、

当該生徒が「それはやめてほしい。」と言った。 

同月２１日〔No.8〕、教諭 aは、土曜参観授業後に１０分程度、保護

者と話をした。その際、保護者は、加害者とされる生徒には「直接話

を聴いたり確認したりしないでほしい。」と言った。 

同月２４日、教諭 a が当該児童宅を家庭訪問し、約１時間保護者と

話をした（なお、〔No.9〕では、家庭訪問は４月２５日とされている。

また、記録上、家庭訪問の趣旨は不明であるが、時期を考えると、い

じめの訴えを受けての家庭訪問というより、全生徒を対象として年度

初めに通常行う家庭訪問であった可能性もある。）。その際、保護者は、

「当該生徒も言い返す口を持っているので、もう学校で何もしなくて

いい。」と言った。 

その後、同年６月１日に、保護者からティックトックの件〔No.16〕

で問い合わせがあったこと（この際、保護者は、「あれから何もないけ

ど、どうなっているのか。」、『娘が「生徒Ｂや生徒Ｃに聞いてほしくな

い。」と言ったから何もしないのか。』、「別な方法で対応ができるんじ

ゃないのか。」などと述べていた。）を受けて、教諭 c が連絡するまで

の間、当該校の教職員がいじめの件について当該生徒等と話をした記

録はない。なお、記録がないことについて、校長からの聴き取りによ

ると、「書くべき内容のものがなかったということ。とりたてて訴えが

あった訳ではないし、２４日の時点で話をしているし、保護者としては

言って欲しくないと。」とされている。一方で、同年５月３１日〔No.16〕

には、教諭 c が、他の生徒からの話をもとに、当該生徒に対し、ティ

ックトックで動画を投稿していないか事実確認をしている。 

同年６月６日、校長が保護者と話し合った結果、保護者から、他の

生徒への聴き取りを開始することの了解を得た（なお、この際、保護

者は、校長の態度に幻滅したと述べている〔No.17〕。）。 

 

(ｲ) 方針やマニュアルとの照合 

ａ 早期の情報収集 

「中学方針」では、「いじめの疑いが生じた場合、日常の観察やい



 - 42 - 

じめの早期対応・聴き取り等により、状況等の詳細を把握します。」

（同４頁）とされている。 

「市方針」では、「いじめの全容解明が必須である。また正確な事

実確認による初期対応が重要である。そのため、校長のリーダーシ

ップの下、迅速・的確かつ組織的に対応すべく、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーとも連携し、早期解決に資する

取組をより実効的に行う必要がある。」（同２１頁以下）、「いじめの

疑いが生じた（あるいは申し出等があった）場合、日常の観察や聴

き取り等により、状況等の詳細を把握する。その際、いじめの四層

構造を踏まえ、内容、時期、関係した児童生徒などについて明確に

し、５Ｗ１Ｈに留意して、記録する。」（同２２頁）とされている。     

「県方針」では、「いじめの疑いが生じた（あるいは申し出等があ

った）場合、日常の観察や聴き取りなどにより、いじめを受けた児

童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保した上で、状

況等の詳細を把握する。」（同４０頁）とされている。 

「県マニュアル」では、「周囲の児童生徒からの情報収集（いじめ

の情報収集と知られないよう配慮）」（同事例別マニュアル３２頁）

とされている。 

本件では、当該生徒への聴き取りや保護者とのやりとり以外に、

当該校が早い段階から具体的に状況等を把握しようとしていたこ

とを示す記録は見当たらなかった。また、上記のとおり、校長は、

記録がないことについて、「とりたてて訴えがあった訳ではない。」

などと述べており、いじめの疑いのある事態を認知した場合に、状

況等の詳細を把握すべきことを十分に理解していなかった可能性

も否定できない。 

 

ｂ 対策会議の開催 

「県方針」では､「いじめ対策委員会」は、『学校の組織的ないじ

め対策の中核として､「学校基本方針」に基づくいじめの防止等に

係る各取組をより実効的に行うとともに､学校評価の評価項目に位

置付け、ＰＤＣＡサイクルによる検証等を行い、恒常的に改善を図

る。』（同１３頁）、『学校として情報共有を基に、「いじめ対策委員

会」を中核として､全校体制でいじめ解決に向けた取り組みを行う。』

（同４０頁）､『把握した事実を基に、今後の対応等について、「い

じめ対策委員会」を開催し、協議する』（同４１頁）とされている。 

「県マニュアル」では、初期対応として、「いじめ対策委員会」

（生徒指導部会等）を開催し、情報集約や被害加害双方の児童生徒・

保護者や他の児童生徒への対応をすること、事案により職員会議を

開催し、「全教職員への周知と共通認識」（概要をまとめた資料を用
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意する。）や、「今後の対応策の検討と役割分担」を行うことなどが

示されている（同事例別マニュアル３３頁）。 

「市方針」では、「校長をリーダー、教頭をサブリーダーとするい

じめ問題対策会議を設置し、学校基本方針に基づくいじめの防止等

に係る取組について、学校評価等を活用して、ＰＤＣＡサイクルに

よる検証等を行い、より実効性ある取組となるよう改善を図ること

とする」（同９頁）とされており、いじめ問題対策会議の役割とし

て、「早期発見・早期対応」（同９頁）が掲げられている。 

「中学方針」では、「市方針」に準拠した形で「いじめ問題対策会

議」について記載されており、その役割に「早期発見・早期対応」

が含まれていることも「市方針」と同様である。 

以上のとおり、「いじめ対策委員会」、「いじめ問題対策会議」な

どの対策会議の開催が求められているところ、当該校では、本件に

関する「いじめ問題対策会議」が開催されたことを裏付ける具体的

な記録は残っておらず4、本件について、少なくとも正式な「いじめ

問題対策会議」は開催されていなかったと考えられる。 

その理由について、校長は、検証委による聴き取り調査の中で、

『「言ってくれるな」という要望もあったので。』、『構成員にＰＴＡ

も入るので開けなかった。表に出せなかった。「だすな」という状

況の中で対策会議の形が取れなかった。』と説明している。 

しかし､ＰＴＡが「いじめ問題対策会議」の構成員に入っている

としても、ＰＴＡ以外の構成員を招集するなどして、いじめ問題対

策会議を早期に開くことは可能であったと考えられる（そもそも

「県方針」では、「いじめ対策委員会」の構成員にＰＴＡを含めて

おらず5、「県方針」と「市方針」・「中学方針」との間に、ズレが生

じていることに留意すべきである。）。 

また、仮に特定の構成員を外すことに支障があったとしても、い

じめ問題対策会議ではなく、「県方針」や「県マニュアル」で指摘
                                                   
4  当該校の記録上、備忘録と題する書面に「相談があったことにより校内いじめ対策委員

会に置いて協議が行われ対応してきた。」との記載がある。この記載について、調査委の

第２回会議において、当該校から、「校長、教頭、生徒指導主任、教育相談，担任に、場

合によってはＳＣも入り、その都度協議しながら対応してきたということである。」との

説明があったものの、「協議しながら対応」に関する具体的な記録は見当たらない。 
5  「県方針」で言うところの「いじめ対策委員会」の構成員については、「管理職､ 生徒

指導担当教員、学年主任、養護教諭、学級担任、教科担任、部活動指導に関わる教職員、

さらに、可能な限り心理や福祉の専門家である SC、SSW、弁護士、医師、少年安全サポ

ーター等の外部専門家を当該組織に参画させ、実効性のある人選とする必要がある。」（同

１２頁。なお、同１５頁の図も参照）とされており、その構成員にＰＴＡは含まれていな

い。これに対し、「市方針」や「中学方針」で言うところの「いじめ問題対策会議」の構

成員には、保護者代表やＰＴＡ代表を含むものとされている（「市方針」１１頁、「中学方

針」２頁）。 
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されているような「調査や情報共有のための部会や、日常の対応を

行う実働的な部会等」を開催することにより、全教職員に本件を周

知して共通認識を持つことや、今後の対応方針を明確に示すことも

可能だったのではないかと考えられる。 

なお、本件において、当該校が正式な「いじめ問題対策会議」を

開催しなかった一因として、「中学方針」上、当該校における「管

理職を含めた協議の場」（同４頁）6と「いじめ問題対策会議」7との

役割分担が明確でなかったことも挙げられるように思われる。本件

において､「管理職を含めた協議の場」でどのような議論がなされ、

どのような対応方針が決定されたのか、教職員間の役割分担をどの

ように定めたのか等については、記録上明らかではないが、当該校

が「いじめ問題対策会議」を開催せずとも、「管理職を含めた協議

の場」のみで本件に対応できるものと考えた可能性はあるようにも

思われる。 

 

ｃ 家庭訪問の実施 

「県方針」では、「いじめの事実を認知後、直ちに状況を整理し、

できる限り早期に保護者に正確に伝えることが肝要である。また、

家庭訪問の了解を取った上で、担任と管理職等複数の教職員で訪問

し、保護者の心情に寄り添いながら、学校管理下で起こったことに

対する謝罪、状況や今後の対応方針等の説明、解決に向けての協力

依頼等、誠意をもって対応する。」（同４２頁）とされており、「市方
                                                   
6  「中学方針」では、「把握した事実を基に、管理職を含めた協議の場を設定します。ま

た、状況に応じて、臨時職員会議を開催します。」（同４頁）とされている。 
7  「いじめ問題対策会議」の役割について、「中学方針」上は、必ずしも判然としない。

そこで、「市方針」を見ると、その役割として、「早期発見・早期対応」（同９頁）を掲げ

る一方で、「発見したいじめに対する学校の対応のイメージ」（同２５頁）の中では、「い

じめ問題対策会議への報告と検証」、「※重大事態の場合 いじめ問題対策会議を母体に調

査委員会を設置」との記載しかなく、個別のケースにおいては、むしろ「関係者による対

策会議」が中心に活動することが予定されているように思われる。いじめ問題に関する

「会議」として、①いじめ問題に対する一般的な対応全般について統括する会議、②いじ

めが疑われる個別のケースに対応するための会議があり得るところ、「市方針」の上記記

載からすると、「いじめ問題対策会議」は、主に①が予定されているように読める。これ

に対し、「県方針」が言うところの「いじめ対策委員会」は、前述のとおり『学校の組織

的ないじめ対策の中核として､「学校基本方針」に基づくいじめの防止等に係る各取組を

より実効的に行うとともに､学校評価の評価項目に位置付け、ＰＤＣＡサイクルによる検

証等を行い、恒常的に改善を図る。』（同１３頁）、『学校として情報共有を基に、「いじめ

対策委員会」を中核として､全校体制でいじめ解決に向けた取り組みを行う。』（同４０

頁）､『把握した事実を基に、今後の対応等について、「いじめ対策委員会」を開催し、協

議する』（同４１頁）とされており、①②とも予定されているようにも読める。この点

で、「市方針」・「中学方針」においても、「いじめ問題対策会議」の②の側面を積極的に示

すことが検討されてもよいように思われる。 
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針」でも同趣旨の記載がある（同２３頁） 

「県マニュアル」でも、「家庭訪問の了解を取る。」、「担任と管理

職等複数で実施する。」、「詳細を説明し、誠意ある対応をする。」、「学

校の対応方針等への理解を得て、協力を依頼する。」（以上、同事例

別マニュアル３４頁）とされている。 

他方、「中学方針」には、いじめ（疑いを含む）の事実を認知した

後の児童及び保護者に対する説明や情報の収集・提供等を目的とし

た家庭訪問の実施について、明確な記載はない。 

本件では、平成３０年４月１９日、教諭 cが保護者からの電話で、

当該生徒が悪口を言われていることなどを把握した後、当日中に、

教諭 aが当該生徒から話を聞いているが、家庭訪問は実施していな

い。翌々日である同月２１日の土曜参観授業後に、担任が保護者と

１０分程度話すといった対応にとどまっている。同月２４日又は２

５日に、教諭 aが家庭訪問をしているが、複数の教職員によるもの

ではなかった。また、記録上、家庭訪問の趣旨は不明であるものの、

時期を考えると、いじめの訴えを受けての家庭訪問というより、全

生徒を対象として年度初めに通常行う家庭訪問であった可能性も

ある。 

 

ｄ 生徒・保護者に寄り添った対応 

「市方針」・「県方針」では、いじめを受けている児童生徒・保護

者への対応として、これまでの心の痛みや不安感等を共感的に理解

するとともに、「絶対に守り通す」、「必ず解決する」との姿勢を示す

こと、被害児童生徒の要望等を聴きながら、学校生活のいろいろな

場面で、支え、励まし、被害児童生徒の良さを認めることによって、

自信を回復させ、精神を安定させていくよう努めること、また、速

やかに保護者との面談の時間を設定し、保護者の思いを傾聴するこ

と、教職員が保護者と一緒に考え、被害児童生徒のためにいじめを

解決していく姿勢を示すこと、いじめを受けている児童生徒の保護

者の心情を理解した上で対応すること、時間はかかっても、より正

確な事実の確認に基づいた保護者への説明を行うことなどが示さ

れている（「市方針」２２頁以下、「県方針」４１頁以下）。また、「県

方針」では、「いじめの解消には、長時間の継続的指導が必要な場合

が多い。保護者の全面的協力を得るためにも、より一層緊密な連携

を図る。」（同４７頁）とされている。 

「県マニュアル」では、「被害児童生徒の思い（悔しさ・悲しさ等）

を傾聴する。」（同事例別マニュアル３３頁）、「被害児童生徒の不安

（疎外感・孤独感等）の払拭に努め、教職員が支えることを約束す

る。」（同３４頁）、「いじめを訴えても、学校が真剣に対応してくれ
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ないという声を、保護者・児童生徒から聞くことがある。…被害児

童生徒本人や保護者を理解し、寄り添いながら、解決に向けて粘り

強く取り組む必要がある。」（同４０頁）とされている。 

「中学方針」にも、「教職員は、いじめられている生徒が相談しや

すい対応を行います。」、「いじめられている生徒の保護者へ誠意を

もって対応を行います。」（同４頁）との記載がある。 

本件では、いじめの訴えがあった後、当該生徒が不登校に至るま

での間に、当該生徒に関する記録がない期間が続くなど、当該校の

教職員による具体的な対応が判然としないことに加えて、当該校の

対応に対する当該生徒や保護者の受け止め方をも踏まえると、当該

校の教職員が当該生徒や保護者にしっかりと寄り添いながら対応

できていたか疑問がある。 

 

(ｳ) 学校対応の問題点 

上記のように、当該校のものを含む各方針やマニュアルでは、いじ

め（疑いを含む。）の初期対応として、全容解明（いじめの情報収集と

知られないよう配慮しながらの周囲の生徒からの情報収集を含む。）

と家庭との緊密な連携（複数での家庭訪問を含む。）が必要とされてい

る。 

また、本件の聴き取り調査の中で、校長経験者や小学校教職員から

は、いじめの初期対応として、「いじめを見たかどうかとか。とにかく、

それが起こったら、すぐやる。」、「最初のところが…効果的。やっぱり

ちょっと時間が経つと、はっきりしなくなる。」などの発言があり、い

じめの対応として早期対応が重要であると言える。 

しかし、本件では、保護者が『娘が「生徒Ｂや生徒Ｃに聞いてほし

くない」と言ったから何もしないのか』、「別な方法で対応ができるん

じゃないのか」などと述べており、周囲の生徒からいじめの情報収集

と知られないように配慮しながら情報収集した形跡はうかがえない。 

また、当該校の「管理職を含めた協議の場」（「中学方針」４頁）に

おいて、対応方針や役割分担についてどのような議論がされたのかに

ついての記録（議事録、ケース記録）がなく、当該生徒への聴き取り

という最低限の対応のみにとどまっており、いじめの全容解明をしよ

うとしていたとは言い難い。 

家庭との密接な連携については、複数の教職員で対応していないば

かりか、担任である教諭 aも、いじめの訴えがあったにもかかわらず、

当日又は翌日の家庭訪問をしていない。さらに、平成３０年４月２４

日から１か月以上の間、保護者に対し、当該校がいじめの訴えにどの

ように対応しているか報告もされていない。 

このように、いじめ（疑いを含む。）の初期対応で行われるはずの対
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応がほとんどなされないままの状況であれば、当該生徒等の立場では、

当該校から何もしてもらえないと受け取ってしまいかねず、少なくと

も、当該校が自分達に寄り添って対応してくれているとは感じ難いと

思われる。 

 

イ ②管理職のリーダーシップ下での組織的対応 

(ｱ) 当該校の対応 

前述のとおり、検証委による各教職員の聴き取り調査では、一部の

教職員から、「彼ら（※担任、副担任、特別支援の先生）8の中では、

そういう話が進行していたかもしれないが。」、「（※情報の共有化が）

そのうち図られた。図られた時に、そうだったのかみたいな。」、「その

時期（※情報の共有化が図られた時期）は、ちょっと覚えていない。

５月中だったのか、６月に入ってからだったのかはよく覚えていな

い。」「（※当該生徒がいじめられているかもしれないという話を知っ

たのは）当該生徒が何日か連続して休みだしてから。」などの発言があ

り、「全教職員で本件を共有」していたと言えるだけの実態があったの

か疑問がある。主に情報共有や検討に関わっていたのは担任・養護教

諭・生徒指導・管理職と考えられ、当該生徒が後に感謝の手紙を書い

た教職員も含め、他の教職員には、本件のいじめに関する対応状況が

ほとんど伝わっていなかった可能性も否定できない。 

また、当該校作成の資料には、情報共有等を行ったという記載は複

数あるが、管理職のリーダーシップ下で組織的な対応をしたことがう

かがえる記録は、ほとんど見当たらなかった。平成３０年６月６日の

「（※当該生徒の訴えを他の教員（担任、生徒指導等）に伝え、関係生

徒からも話を聞きたいと伝えたところ、当該生徒が拒否したため）他

の生徒への聴き取りをしないわけにはいかないことを説明し、当該生

徒の気持ちを再度聞くこと、聴き取りを開始することを伝えるため校

長室に来室させた」という記録（なお、同日の聴き取りの内容や状況

については、上記記録の内容と当該生徒等の認識との間に食い違いが

ある。）と、同月１２日の「全員への指導」以外には、電話対応や聴き

取り内容などの対応記録がほとんどであり、組織として本件にどのよ

うに対応するかといった基本方針等に関する会議の記録と考えられ

るものは見当たらなかった。 

 

(ｲ) 方針やマニュアルとの照合 

「中学方針」では、いじめへの早期対応として「いじめ問題は、教

職員が一人で事案を抱え込むことなく、情報を共有し、校長のリーダ
                                                   
8  ※以下の記載は、検証委が補足したものである。 
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ーシップの下、全校体制でいじめの解消に向けた取組を推進します。」

（同３頁）、「把握した情報を基に、管理職を含めた協議の場を設定し

ます。」、「複数の教職員が、いじめている生徒への対応を行います。」、

「複数の教職員が、周囲の生徒への対応を行います。」（以上、同４頁）

とされている。 

同様に「市方針」でも、いじめを認知した場合、「特定の教職員が事

案を抱え込まずに、学校として組織的に対応する。」、「いじめは、教職

員が一人で事案を抱え込むことなく、…学校として情報の共有を基に、

校長のリーダーシップの下、全校体制でいじめの解消に向けた取組を

推進していくことが重要となる。」（以上、同２２頁）とされている。

また、いじめられている児童生徒への対応として、「いじめられている

児童生徒が相談しやすい教職員が担当する。」（同頁）とされている。

さらに、「いじめ問題対策会議は、いじめの防止等の中核となる組織と

して、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を

基に、組織的に対応できるような体制とすることが必要である。特に、

事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うことが必

要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担う」

（同１０頁）とされている。 

前述のとおり、本件で、ＰＴＡを含む正式な「いじめ問題対策会議」

を開くことができなかったとしても、参加者を校内の教職員に限定し

た会議を開き、事実の把握や情報共有をした上で、組織的対応を行う

ことは可能であったと考えられる。 

当該校作成の資料から、ケース会議や打ち合わせは複数回なされて

いたことがうかがえるが、その記録は電話や聴き取り内容の対応記録

に留まっており、組織的に情報の収集と記録、共有を行っていたとま

では評価し難いように思われる。 

また、当該生徒からいじめを行っていると名前が挙がった生徒やそ

の他の生徒に対する観察をも含めた具体的対応について、複数の教職

員により行われていたことがうかがえる記録は見当たらなかった。 

さらに、当該生徒は、不登校後、２名の教職員に手紙を送っており、

これらの教職員には打ち解けていたことがうかがえるところ、当該生

徒への対応に際して、これらの教職員の関与を検討したような記録も

見当たらなかった。 

 

(ｳ) 学校対応の問題点 

   当該校は、小規模校（平成３０年度の全校生徒数は６１名であった。

なお、当該生徒の在籍学年である１年生は１４名であった。）であるに

も関わらず、上記のとおり情報を共有していたと考えられる教職員は

少数であり、全校を挙げて組織的に対応しようとした様子が見られな
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かったばかりか、当該生徒が打ち解けていたと思われる教職員が対応

に関与した形跡もうかがえない。 

また、「中学方針」が言うところの「管理職を含めた協議の場」（同

４頁）がいつ開催されたのか、会議に誰が出席し、どのような事柄が

検討され、その結果、最終的にどのような方向性が確認されたのかと

いった、いじめ問題に対して組織的に対応（後日の検証も含む。）する

ために不可欠な情報の記録がほとんどなく、管理職が具体的にどのよ

うに指示していたのかについても、ほぼ不明であった。 

本来であれば、管理職を中心に情報が共有され、随時校長のリーダ

ーシップのもと明確な方針が示され、当該生徒に関わる教職員がその

方針を理解した上で、対応するはずである。しかし、今回調査をした

限りでは、校長が明確な方針を示す、当該生徒に打ち解けていたと思

われる教職員を含め、教職員全員で十分に情報共有を行うなどといっ

た、組織的な対応が十分であったとは言い難いように思われる。 

 

ウ ③スクールカウンセラー等の活用 

(ｱ) 当該校の対応 

平成３０年４月１９日、保護者からの電話で、当該生徒が学校に行

きたくないと言っていることが伝えられた際に、スクールカウンセラ

ーとの面談希望があったため、同年５月１８日の面談の予約を受け付

けた。 

 

(ｲ) 方針やマニュアルとの照合 

「市方針」では、いじめの早期対応として、「いじめの全容解明が必

須である。また、正確な事実確認による初期対応が重要である。その

ため、校長のリーダーシップの下、迅速・的確かつ組織的に対応すべ

く、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとも連携し、

早期解決に資する取組をより実効的に行う必要がある。」（同２１頁以

下）とされている。 

「県マニュアル」では、いじめの初期・中期対応として、「教育相談

担当やスクールカウンセラー等による心のケア」（同事例別マニュア

ル３４頁）が挙げられている。 

「県方針」でも、いじめられている児童生徒や保護者への対応とし

て、積極的にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと

連携することが記載されている（同４４頁、４６頁）。 

一方で、「中学方針」では、いじめの早期対応の箇所で、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携に関する記載が

ない。 

当該校においては、初期の段階から、スクールカウンセラーが会議
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のメンバーとして参加していた記録がなく、当該校から当該生徒にス

クールカウンセラーとの面談を勧めた記録もなかった。 

 

(ｳ) 学校対応の問題点 

本件では、上記のように、保護者からスクールカウンセラーとの面

談の希望があったが、面談日は、面談希望があった日から約１か月後

とされた。スクールカウンセラーの直近の勤務日が約１か月後だった

可能性はあるものの、保護者は、スクールカウンセラーとの面談を希

望する電話の際に、いじめに関連すると考えられる内容を教諭 cに話

している。この時点で、当該校がいじめの疑いがあると認識し、早期

対応が必要であると考えていたのであれば、スクールカウンセラーの

勤務予定を調整し、保護者との面談日をできる限り早めるよう検討す

ることもできたのではないかと思われる。 

また、当該校において、当該生徒に対し、スクールカウンセラーと

の面談を促すことも検討すべきではなかったかと思われる。 

「中学方針」に、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーの活用に関する記載がなかったことからすると、当該校において

は、そもそもこれらの専門家との連携が重要視されてなかった可能性

も否定できない。 

 

エ ④小中連携 

(ｱ) 当該校の対応 

当該校作成の資料によると、当該生徒が不登校に至った後の平成３

０年６月１４日、当該生徒が通っていた小学校校長からの入電の内容

として、「６年生の当時の担任が、すばらしい対応をしてくれた。６年

生時の担任はすぐにでも、動いてくれると言っていますので、何かあ

れば協力するので言ってください。との連絡あり。ありがたい。」との

記載がある。 

一方で、検証委の聴き取り調査において、当該校の校長は、「外に出

すなが前提ですので。」、「僕らはそう聞いている状態でどうこうは言

いません。」、「整合がなかなかとれないで何が本当か分からない状態

で小学校にお願いするというのは難しい。」、「こちらが過去に行って

掘り下げて、今あることについて確認作業をするのもおかしいという

話になるので。」などと述べ、小学校に協力を求めることには消極的な

姿勢であった。 

教職員に対する聴き取り調査においては、当該生徒の小学校時代の

情報が当該校に引き継がれていたことについては、多くの教職員が認

めるものの、具体的に、いつ、誰から誰に、どのような内容が引き継

がれたのかについて、明確に説明できる教職員はいなかった。 
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また、担任である教諭 aに対する聴き取り調査においては、小学校

から引き継がれていた当該生徒の情報を積極的に活用しようと考え

ていた様子はうかがえなかった。 

 

(ｲ) 方針やマニュアルとの照合 

「市方針」には、「いじめの対応については、未然防止、早期発見、

早期対応の取組はもとより、小中での情報の共有や切れ目のない支援

体制の構築等が重要であるため、小中連携の一層の促進に努めること

とする。」（同１２頁）との記載があり、「中学方針」にも、ほぼ同趣旨

の記載がある（同２頁）。 

「県方針」でも、同様に「異校種間の情報共有や児童生徒への切れ

目のない支援体制の構築等が重要であるため、校種間連携の一層の促

進に努める。」（同２６頁）とされている。 

 

(ｳ) 学校対応の問題点 

            近時、異校種間連携の重要性が指摘されており、「中学方針」におい

ても、小中連携の一層の促進が掲げられていたが、本件の当該校の具

体的対応においては、小学校との連携が必ずしも十分ではなかったよ

うに思われる。 

上記のとおり、当該校の校長は、当該生徒が不登校に至った後、小

学校から、当該児童に対する対応実績がある教職員による協力の申出

があったにも関わらず、結局、この申出に応じていない。 

また、児童生徒の抱える問題に適切に対応し、その成長を支えてい

くためには、児童生徒を深く理解することが必要不可欠であるところ、

当該校では、当該生徒を深く理解するために重要である小学校時代の

情報を教職員間で共有し、活用しようとしていた様子がうかがえない。 

当該校では、小学校時代の教職員や情報を積極的に活用しようとす

る姿勢がうかがえず、小中連携の重要性が十分に意識されていなかっ

た可能性も否定できない。 

 

オ 小括 

以上見てきたとおり、当該校においては、①当該生徒や保護者に寄り

添った早期対応、②管理職のリーダーシップ下での組織的対応、③スク

ールカウンセラー等の活用、④小中連携といった、いじめ問題に対する

基本の対応が必ずしも十分でなかったように思われる。 

本件を踏まえ、今後、当該校においては、これらのいじめ問題に対す

る基本の対応を組織的に徹底して行うことを求めたい。 

 

 



 - 52 - 

第３ いじめ問題再発防止のために～当該校への提言～ 

 

１ はじめに 

これまで述べてきた検証委の調査結果により、本事案における学校対応の

問題点は、当該校が、①いじめ問題に対して、ガイドライン、「中学方針」、

「市方針」、「県方針」、「県マニュアル」に基づいた対応（以下「基本の対応」

という。）を必ずしも十分に行わなかったこと、②当該生徒等との信頼関係

を築けなかったことの２点であることが確認できた。 

本事案と同種の事態を二度と決して生じさせないために、当該校において

は、この２点の問題を課題とし、課題の解決を図る必要がある。 

以下に、課題解決のための改善策を示し、当該校への提言とする。 

 

２ 当該校への提言 

本事案と同種の事態を二度と決して生じさせないために、当該校へ示す改

善策は、次の２つである。 

第一に、当該校がいじめ問題に対する基本の対応について再認識した上で、

組織的に徹底して行うこと、第二に、いじめ被害を受けている、あるいはい

じめ被害を受けていると思われる生徒（以下「本人」という。）及び保護者と

の信頼関係を築くことに留意したいじめ対応を実践することである。 

    

⑴ いじめ問題に対する基本の対応を組織的に徹底して行う 

    当該校においては、基本の対応を一から学び直し、教職員一人一人がど

のような状況でどのように行動するのか、そして、校長のリーダーシップ

の下、チームとしてどのように対応していくのかをシミュレーションし、

準備を整えておかなければならない。その上で、いじめ問題が発生した際

には基本の対応を、組織的に徹底して行うことが求められる。 

基本の対応のなかでも、とりわけ以下の４点については、徹底して実践

することを求めるものである。 

 

① 初期対応として、いじめ問題（疑いも含む。）の全容解明のために

情報を収集し、本人と保護者に寄り添いながら緊密な連携をとる。 

② 管理職を中心に情報を共有し、校長のリーダーシップの下で示さ

れた明確な方針に則り、各役割を担う教職員が適切に対応を行う。

その際、○ア具体的なケースに対する学校としての方針の定立、○イ当

該方針に則って学校が行った具体的な対応、○ウ当該具体的な対応の

結果のいずれについても、後日検証できるような形で記録に残して

おくことが求められる。 

③ スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを積極

的に活用する。 
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④ 小中連携の重要性を十分に認識し、生徒理解のために小学校から

の情報を活用する。 

   

 

⑵ 本人及び保護者との信頼関係を築く 

いじめ問題に対する基本の対応は、ただ行えばよいのではない。本人や

保護者が「教職員は自分のことを真剣に考えてくれている」、「いじめを本

当になくそうと考えてくれている」と心から実感でき安心できるように、

対応する教職員が本人及び保護者との関わりを深め信頼関係を構築しな

がら、基本の対応を行っていくことが求められる。対応に当たる教職員が

本人及び保護者の思いにしっかりと耳を傾け受け止める、これが基本中の

基本である。加えて、教職員一人ひとりがなぜその対応を行う必要がある

のかを、本人及び保護者の視点から考えることも重要になる。 

本人及び保護者との信頼関係を構築していくために、教職員の対応力の

向上を図ることが重要である。校内研修会を定期的に開き、対応方法につ

いての研修を重ねていくだけでなく、校種を越えていじめ問題解決等の成

功例をもつ教職員から具体的な対応方法を直接学ぶことができれば、教職

員一人一人の対応力のさらなる向上につながると考えられる。 

一方で、対応力の高い教職員であっても、本人や保護者とのコミュニケ

ーションがうまく取れない場合が考えられる。例えば、本人が担任にいじ

め被害について話したがらないときには、本人にとって話しやすい教職員

が直接本人に関わるように配置する、あるいはスクールカウンセラーが本

人と担任との仲介役を務めるなど、きめ細かな配慮を講じつつ柔軟に対応

することが求められる。 

最後に、教職員と本人及び保護者との信頼関係を築いていくことは、い

じめ問題への基本の対応の一つであると同時に、いじめ問題に限らず学校

教育現場における重要課題であることを言い添えておく。 

以上 

 

 

 


