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　今日，いじめによる「重大事態」への対応について，学校教育活動として個々の学校で教師が応
じていくための指針や提案，手引きが必要になっている．これはいわば急務といえる。本稿は，文
部科学省等の通知や報告などをもとに，学校や教育委員会による対応のあり方について考察する基
礎的研究である。教職員に，予防や早期発見・早期対応とは異なる調査・検証といった目的を含む「い
じめ防止対策等」をめぐる課題に従事する必要が生まれている。その中には，いじめ認知に関わる
教育指導，学校マネジメントと組織的対応，調査検証の方法技術（他職種との協働連携），そして
関係者や当事者へのケアをめぐる事後対応などへの実効性のある取り組みがある。今回は，いじめ
防止対策推進法に関わるいじめ防止対策をめぐるこうした課題を総説として論じる。
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はじめに
　「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議
の審議のまとめ」（2014年）によれば，自殺等の実態
分析の中で，「学校的背景」，「家庭的背景」，「個人的
背景」といったカテゴリーを用いて調査報告をまとめ
ている。
　「学校的背景」のサブカテゴリーとして，進路問題，
不登校又は不登校傾向，学業不振，友人関係での悩み

（いじめを除く），異性問題などがあり，「家庭的背景」
では，保護者との不和，保護者の離婚，経済的困難，
３つめの「個人的背景」として，精神科治療歴有，独
特の性格傾向，自殺念慮，自傷行為，孤立感，厭世（え
んせい）などが挙げられている。また，近年の内閣府

「自殺総合防止大綱」（2012年）は，自殺（自死）につ
いて精神的に「追い込まれた末の死」と示している。
このようなカテゴリーや対象理解がある一方で,「い
じめ防止対策推進法」にみる重大事態としての自殺に
ついて，いじめによる精神的苦痛との関係性は決して
明確とはいえない。
　児童生徒のトラブルやいじめから孤立感を強めると
いった状況， 学業不振など学習面でのつまずきによる
自尊感情の低下，家庭環境，学校や家庭からの精神科
治療へのサポートの脆弱さとの関連などが論じられて
いる程度である。
　いじめ防止と自殺防止をめぐる対応の相互関連には
いくつかの課題があるが，以下，本稿では，防止推進
への実践的方法や調査方法の総説について検討・考察
を行う。
　なお，2013年に成立したいじめ防止対策推進法（以
下，法と略す）の施行後，いじめ防止対策や自殺防止
対策をめぐる学校教職員と福祉や医療，心理，司法な
どの専門職の連携，とりわけ様々な調査活動をめぐる

専門職どうしの連携については，本稿のその⑵で論じ
る予定である。

１　いじめ防止対策における調査活動の
　課題
　「いじめの防止等のための基本的な方針」（2013年10
月11日文部科学大臣決定）は，「法第28条の各号に規
定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対
しておこなわれるいじめにあることを意味します。児
童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったと
いう申立てがあったときは，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」ものとしている。
　いじめが背景に疑われるかもしれないという場合で
あっても，法は調査による対応を義務づけし，調査組
織を設置した背景調査を欠かさずおこない，その設置
の義務はいかなる場合であっても調査主体に課される
ものである。
　「いじめがあったかどうか」といういじめの有無の
二者選択や加害者の特定といういわゆる「悪者探し」
は，この法の理念からみて課題がある。法の趣旨は，
学校や地域（関係機関），保護者，教育行政，報道機
関がこれまでの姿勢やあり方を見直し，それぞれに
しっかりと出来事と事実の間に立ち，みずから振り返
り，再発防止に向け積極的に関与することを促すこと
にある。
　さらに法は，2006年度に文部科学省が示したいじめ
の定義を，さらに実効性のある営みへと高める，ある
いは実効的なものに結びつけるため，いじめ認知を活
かした早期対応とその際の組織的対応の遵守を提起し
た。これまでよく見聞きされた「本人の申し出がない
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のでいじめとは考えなかった」や「複数のものが特定
のものを無視する」というような見方を「表面的・形
式的なもの」として問題視し，法28条が示す，「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」，「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」とし，いじめら
れた児童生徒の立場になっておこなうことを強調して
いる。
　被害者自身，いじめを受けているとはなかなか他者
に申し出たり相談することが難しい。このことは誰も
が了解しうることであろう。本人が苦痛と感じている
こと，また，周囲に居合わせた者が当事者の苦痛を感
じとったようなものも，いじめ認知の要件であり，被
害者の立場に寄り添うことが優先される。いじめの定
義といじめの認知とは同義であり，同一の行動基準を
課すものと読み取る必要がある。

２　背景調査と詳細調査の方法
　⑴　調査の目的と目標
　いじめの認定をめぐる調査といじめによる不登校や
自殺・自死の調査との区分をどう関係把握するのかは
新たな課題といえる。なぜなら，自殺についての調査
は，いじめ防止対策推進法とは別に設置された経緯が
あるためである。
　いじめ調査について，その実施根拠は，都道府県教
育委員会の「いじめ防止基本方針」と調査の実施主体
となる委員会の設置要綱などで示されるものである。
　その際，文部科学省による「子どもの自殺が起きた
ときの緊急対応の手引き」（2010年３月）や「児童生
徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方（通知）」

（2011年６月１日），そして「子供の自殺が起きたとき
の背景調査の指針（改訂版）」（2014年）が調査実施に
関する行動基準がある。また，調査主体固有に「諮問
書」が発出される場合もある。
　さらに近年，全国的に相次ぐいじめー自殺の事案を
受けて，文部科学省は「いじめ防止対策推進法に基づ
く組織的な対応及び児童生徒の自殺予防について（通
知）」（初等中等教育局・2015年８月４日），「平成26年
度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す
る調査』の一部見直しについて（依頼）」（初等中等教
育局）などを発し，調査観点の精査を提起している。
　特に，「詳細調査」について，上述した「子供の自
殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）」と「教
師が知っておきたい子どもの自殺予防」（文部科学省・
2009年３月），「子どもの心のケアのために」（文部科
学省・2010年７月）への準拠を示している。
　ここでいう背景調査とは，基本調査と詳細調査から
構成される。
　基本調査とは，自殺又は自殺が疑われる重大事案に
ついて，事案発生（認知）後すみやかに着手し，公表・

非公表にかかわらず，学校がその時点で所有する情報
などを迅速に整備するものである。この基本調査の主
体は当該の学校であり，教育委員会（学校設置者）の
指導助言のもと，適切に実施される。
　また，詳細調査は，特別な事情がない限り，教育，
心理，福祉，司法などの外部専門家が参画する調査組
織によっておこなわれ，より詳細な調査や事実関係の
確認，及び自死に至る過程を丁寧に明らかにし，その
諸状況を解明し，それによって再発防止策を打ち立て
る指針や提言を公表するものである。
　まず，「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の
在り方（通知）」の概要は以下のとおりである。
　背景調査の目的は，①今後の自殺防止に活かすため，
②遺族の事実に向き合いたい希望に応えるため，③関
係者にとっても事実に向き合いたい希望に応えるため
とされる。これらの通知や指針は，自殺防止対策に関
わるすべての案件に対して実施がなされるものである。
　この調査は，民事事件や刑事上の責任追及や争訟へ
の対応を目的とするものではなく，防止対策への実践
的課題に資するものである。つまり，誰に対して調査
をおこない，いわば誰に読んでもらうのかである。
　この通知には，以下の点が指摘されている。
　○学校及び学校の設置者が，たとえ自らに不都合な
ことがあったとしても，事実にしっかりと向き合おう
とする姿勢が何よりも重要である。
　○学校及び学校の設置者は，調査結果を重んじ，主
体的に再発防止に取り組む。
　○背景調査実施に当たり，この趣旨，目的・方法・
得られた情報の取扱いなどについて遺族・保護者・子
どもに丁寧に説明しておく必要がある。
　次に，背景調査の目標については，①何があったの
か事実を明らかにする，②自殺に至る過程（①で明ら
かになった事実の影響）をできる限り明らかにする，
③上記の①②を踏まえ，今後の再発防止への課題を考
え，学校での自殺予防の取り組みの在り方を見直す，
と述べられている。この基本調査の目的と目標を見る
と，被害者の尊厳を第一義とし，遺族の知る権利の保
障をしっかりと押さえることにある。
　基本調査では，学校設置者（公立の場合，教育委員
会）の指導・支援のもと，個々の学校が主体となり，
遺族との関わりや関係機関への協力要請，関係者のみ
ならず，全校生や亡くなった子どもの学級や部活動と
いった「関係の深かった子ども」への聴き取り調査，
指導記録等の確認，全教職員や保護者，そして他の保
護者からの聴き取りなどがおこなわれる。ただし，こ
れらは事件発生，即，自動的な調査行動ではなく，た
とえば，自殺の事実が周囲に伝えられていない場合，
遺族の了解がない場合には，制約を伴うこともある。
　自殺の事実を在校生に伝えておこなう調査は，遺族
の了解，他の子どもや保護者の理解や協力，調査時前
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後の心のケア体制の整備がなされていることが前提と
なる。
　なお，調査主体でいう主体とは，「遺族の要望で動く」

「学校設置者から言われて動く」といった外発性では
ないという意味であり，すべてを学外の人材や組織に
依存するということではない。この基本調査では，既
存の資料や指導記録，委員会の記録，資料などの整理
が軸となる。しかし，学校で上述の質問紙による調査
などをおこなうことは，そのプロセスが見えづらく，
調査の意図が不適切な場合も生じることがあるため，
その調査実行者には外部人材による中立性が欠かせな
い。
　次に述べる検証や「鑑定」といった高度な専門性と
中立的な立場から外部の専門家が参画する調査組織に
よる「詳細調査」を必要とする際は，基本として，職
能団体からの推薦による専門家の招聘による。ただ，
日頃から個々の学校が弁護士や精神科医と契約をして
いるということは公立学校にあっては希有であろう。

　⑵　詳細調査の実施
　詳細調査の活動は，概ね次に挙げる項目となる。

調査組織の設置，
調査の目的と計画の策定，
調査実施（アンケート調査・聴き取り調査，照会等）
自殺に至る過程や心理の検証，
自殺予防と再発防止への提言，
報告書のとりまとめと遺族等への説明，
調査結果の報告，
再発防止のための報告書の公表と活用の方策，等

　このように，調査や検証の目的，方法，そして事例
の概要，調査から明らかになった問題点や課題，その
問題点や課題に対する提案や提言，今後の課題となる。
　そのほかに，関係委員会の会議開催や経過，委員会
の委員名簿，参考資料などとなる。こうした詳細調査
は先の基本調査から一定の判断や必然を持って移行す
るものであり，その判断は，学校設置者が，校内の基
本調査の報告を受け，背景調査の深化や再検討，意義
申してへの対応，補足など，その判断理由自体を明確
して実施される。その際に，第三者的な立場の機関に
意見を求めたり，外部専門家の意見を求めるなど，そ
うした意見を尊重する姿勢が望ましい。
　文科省の通知などによれば，すべての事案が詳細調
査の対処となることを求めている。しかし，「難しい
場合は，少なくとも次の場合に詳細調査に移行する」
としている。
　ア）学校生活に関係する要素（いじめ，体罰，学業，
友人等）が背景に疑われる場合。イ）遺族の要望があ
る場合。ウ）その他必要な場合。
　例え，遺族が詳細調査を求めない場合があったとし

ても，学校生活に関する要素が疑われるときは，遺族
に詳細調査の実施を提案し，その検証結果を学校の防
止対策等に活かすという積極性も求められる。
　多くの場合想定されることであるが，事件や事故の
発生時，校内や関係者の動揺や混乱がある。平常から
法に定める調査組織が稼働していても困難な場合も多
く，対応する組織や役割，人材，支援体制などがあっ
たとしても適切な調査活動が実施されないこともあ
る。ただ，アンケート調査や聴き取り調査の時期を逸
しないために，詳細調査への移行を判断する前に，こ
うした調査行動が詳細調査よりも先行し，緊急的に実
施するかどうかを判断することもある。
　「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方
について（通知）（2011年６月１日）において，「背景
調査を行う際の留意事項」が示されている。以下はそ
の一部抜粋である。
　〇詳しい調査を行うに当たり，事実の分析評価等に
高度な専門性を要する場合や，遺族が学校又は教育委
員会が主体となる調査を望まない場合等においては，
具体的に調査を計画・実施する主体として，中立的な
立場の医師や弁護士等の専門家を加えた調査委員会を
早期に設置することが重要であること。なお，学校又
は教育委員会が主体となる調査を行う場合において
も，適切に専門家の助言や指摘を受けることが望まし
いこと。
　〇詳しい調査を行うに当たり，調査の実施主体は，
遺族に対して，調査の目的・目標，調査委員会設置の
場合はその構成等，調査の概ねの期間や方法，入手し
た資料の取扱い，遺族に対する情報提供の在り方や調
査結果の公表に関する方針など，調査の計画について
説明し，できる限り，遺族と合意しておくことが重要
であること。また，在校生及びその保護者に対しても，
調査の計画について説明し，できる限り，その了解と
協力を得つつ調査を行うことが重要であること。なお，
詳しい調査の過程において，必要に応じて随時，遺族
に対して，調査の状況について説明することが重要で
あること。
　〇背景調査においては，自殺等事案が起きた後の時
間の経過等に伴う制約のもとで，できる限り，偏りの
ない資料や情報を多く収集し，それらの信頼性の吟味
を含めて，客観的に，また，特定の資料や情報にのみ
依拠することなく総合的に分析評価を行うよう努める
必要があること。したがって，調査で入手した個々の
資料や情報は慎重に取り扱い，調査の実施主体からの
外部への安易な提供や公表は避けるべきであるととも
に，外部に提供又は公表する方針がある場合は，調査
の実施に先立ち，調査対象となる在校生やその保護者
に説明し，できる限り了解を得ることが重要であるこ
と。
　この「留意事項」はさらに，「子供の自殺が起きた
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ときの背景調査の指針（改訂版）」（2014年）として「改
訂」が発出され，幾点かの見直しを示している。その
理由は，法理上の原理というよりも，全国的な事案の
事後対応への教訓や課題検証により明らかになってき
たことという後追いの部分もある。
　この「改訂版」のポイントは以下の通りである。学
校はすべての事案で必ずすべき情報収集と整理を「基
本調査」とし，外部の専門家を加えた調査組織による
ものを「詳細調査」とすること。調査委員会を設置し
ないで「詳しい調査」を実施するものではないという
こと。「詳細調査」に移行するかどうかの判断は，学
校の設置者がおこない，調査組織の構成が組織の中立
性を担保するために，職能団体等の推薦等によって人
選することなどである。
　アンケート調査の実施と得られた資料の遺族等への
提供について，その整理や調査で得た情報の扱いは，
調査実施前に遺族と相談し，扱いを決めた上で在校生
や保護者へ協力を求める。さらに遺された者への心の
ケアと調査のあり方との関係が重要となり，単に調査
実施が先行することなく，調査活動自体においても心
のケアの観点と配慮目標の必要性と，その充実のため
に関係機関との連携が示された。
　以上，自殺案件に関する諸指針を論じてきたが，こ
れはいじめ防止対策推進法との関係では，先に述べた
ように，いじめが疑われるかどうかに関わらず，自殺
に関わる事案のすべてを対象としたものである。その
中で，いじめが疑われる場合，いじめ防止対策推進法
に基づく対応となる。この改訂版の指針は，調査等の
個々の手順において，いじめ防止対策推進法の条項が
踏まえられていることに注意しなければならない。

　⑶　聴き取り調査の課題
　聴き取り調査とはそのあり方において，その面接や
その内容自体が関係者にとってのケアになるという点
が欠かせない。筆者の経験としても，「マスコミや心
無い・いわれなき流言からあなたを守るため」，「あな
たは調査対象者ではなく，私たちの調査協力者です」
という趣旨の姿勢が重要であると考える。調査組織の
あり方としても，「教育現場の生徒や教員に寄り添い，
その言葉に傾聴すること」，「亡くなった生徒がなぜ自
死を選んだのか（生徒の視点）を大切にすること」，「学
校を信頼しわが子を託してきた学校で，何があったの
かを知りたいという願いに応えること」，「自死の背景
要因・因果関係に関与している，あるいは現時点で推
定できる関係者の視点をしっかり受け止めること」，

「いじめの有無やトラブルの程度ではなく，事実をも
とに聴き取りがなされる必こと」が大切になる。
　聴き取りは，誰もが不慣れであり，「事件」という
響きや「第三者」「調査委員会」という外部組織から
の介入のため不安感や不信感が生じるのは当然であ

る。その際に，聴き取り対象の体調不良などで面接調
査ができない場や拒否，不同意の場合も想定し，聴き
取り調査の承諾あるいは拒否をもらう際（本人，生徒
の場合は保護者，教員の場合は学校管理者）に対し，
入念な準備をもって対応していくことが求められる。
　大切なことは，不幸な出来事をいかにこれからの防
止や予防に導けるのかを可能な限り「語り合うこと」
である。関係者の思いや悩み，考えを汲み取りつつ，
何度も同様なことを聞かれている辛さを理解し，事実
確認面接について専門的な技術･技法の熟練も求めら
れる。
　調査者による聴き取りに応じてもらえるのか，本音
で語ってもらえるのか。その心情を受け止めることで
あり，物事の追求ではない。遺族への聴き取りにあっ
ても，調査に関わる説明などを誠意を持って丁寧にお
こない，当事者でありつつも，調査活動への「協力者」
であるという相互理解が欠かせない。 

４　学校独自の取り組みについて
　⑴　学校の「いじめ防止基本方針」の確認
　こうした調査や検証の視点から，法に定める各学校
に策定設置が求められている「いじめ防止基本方針」
について検討する。
　福島県では2014年４月に設置された個々の学校にお
ける「いじめ防止基本方針」がある。以下，そのプロッ
ト項目を列記する。

はじめに
基本理念
基本方針
　⑴　いじめの定義
　⑵　いじめの防止等の対策のための組織
　⑶　いじめの未然防止のための取組
　⑷　いじめの早期発見のための取組
　⑸　いじめに対する措置
　　　　＜重大事態とは＞　＜重大事態の報告＞
　⑹　年間計画
　⑺　評価と改善

　この基本方針（文書）をめぐる検討点について論じる。
　①いじめのとらえ方について，いじめの発生自体に
ついて否定的評価をおこなわず，いじめの防止等の制
度や対策を適切に行っていないこと自身が設置の目標
であることを明記し，いじめに関する情報を積極的か
つ主体的に開示することを明記しているかどうか。
　②学校の基本方針では，現場主体で参考となるよう
な年間のいじめ防止プログラムの例や早期発見・事案
対処マニュアルなどの例が明示され，現実的実効的な
もので，抽象的な理念的表現や項目になっていないこ
と。つまり，個々の教師にすべてを任せ，押し付ける
ものになっていないことである。
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　③学校の組織については，毎年，必ず学級担任・教
科担任を組織に参加させ，最終的にはすべての教職員
がいずれかのタイミングで組織に参加することを明記
していること。
　④外部の有識者を積極的に参画させ，いじめに関す
るすべての情報が組織に集約することを明記している
こと，などが挙げられる。
　基本方針の「はじめに」では，法の成立や制定を根
拠にするのではなく，積極的にいじめがもつ個の尊厳
への侵害と教育活動の本質が語られていることが求め
られる。
　「基本理念」では，自治体独自の特性や課題を示す
具体的な内容が記されているか。読み手に対して胸を
打つものであるかどうか。単に法律等を引き写しただ
けのものになっていないか。そして年間計画や実施内
容などの期日が具体的に記載されているか。さらに，
定期的なアンケート実施やアンケート項目や分析結果
の公表などが付加されているかどうか。
　調査の指針などが示すように，校内会議への外部人
材の参画だけではなく，定期的にこうした基本方針文
書の見直しやその時期を示し，さらにその見直しにあ
たり，外部専門家からの意見を取り入れる旨を明記す
ることも大切になる。
　学期毎に実施される定期的なアンケート調査の分析
と基本指針の見直しとの関連も重要であり，スクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカー，ＰＴＡ
関係者，地域の青少年健全育成関係者などの意見も視
野に入れる必要がある。

　⑵　校内における組織的対応をめぐって
　教育委員会には「いじめ問題対策連絡協議会」（法
14条１項）やいじめ防止等の対策を実効的に行うため
の付属機関「いじめ調査委員会」の常設化（条例化）
が求められ，弁護士，医師等の外部の有識者を組織に
入れる努力義務がある。
　一方，法22条の組織である学校内部の組織はその設
置が義務とされる。これは従来の生徒指導関係の校内
委員会とは別置される性格のものである。いわゆる「校
務分掌」の組織の特化や代替とは異なるものであり，
従来の校務体制とは異質な印象を持たれるものであ
る。多くの自治体が，いわゆる外部人材であるスクー
ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を日
常的に学校の組織に入れることを義務づけている。こ
の組織は，自己が担当する児童生徒かを問わず，いじ
めの情報及びいじめの疑いに関するすべての情報につ
いて，報告を受けるものである。早期発見のための
チェックリストの作成・実施・分析・公表であったり，
児童生徒や教職員が直接，相談ないし通報できる窓口
でもある。この委員会の構成員には，いじめの発生自
体について否定的評価をしないこと，いじめに関する

情報を積極的かつ主体的に開示することも求められる。
　いじめの通報を受けたとき，あるいはいじめを受け
ていると思われるときは，速やかに，当該児童生徒に
かかわるいじめの事実の有無の確認をおこなうととも
に，その結果を生徒指導委員会や教頭を経由して校長
に報告する。事実の確認によりいじめがあったことが
確認された場合には，子どもの心身の安全を確保し，
再発を防ぐ。子どもの学び直しの手立て，いじめを受
けた子どもやその保護者に対する支援，いじめを行っ
た子どもに対する指導，その保護者に対する助言など
を継続的に実施する。いじめが犯罪行為として取り扱
われるべきものであると認められ，いじめを受けた生
徒の生命，身体又は財産に重大な被害が生じるおそれ
があるときは直ちに警察署に通報し，適切に援助を求
める。こうした判断や，組織的な議論も，記録として
残されていることが大切になる。
　さらに，この委員会の重要性は，被害者家族への対
応である。本質的に何をおこなえばその家族とともに
スタートラインに立てるのかを見極め，学校としてで
きることが何であったのか。たとえ学校として都合の
悪いと思われることがあったとしても，それと向き合
う覚悟を持ち，遺族に対して積極的に学校としての方
針を示し，遺族との共通理解を図ってゆく努力である。
多様な要望や意見について遺族や被害者への個々の応
答的対応に終始するだけでなく，「見える化」を心がけ，
専門家の意見を聞きつつ，管理職や担当者個人の独自
な判断ではなく，妥当な根拠を持った取り組みを思考
する組織的対応の拠点となることである。このことが
被害者家族から学校が信頼されるための第一歩になる。

　⑶　子どもが主体となる機会づくり
　こうした委員会は，学校全体の道徳教育（いじめ防
止等），人権教育などへの提案や子どもの自主的活動
に対する支援，さらには保護者会などへの窓口組織と
なる。「学校いじめ防止等対策組織」はその設置でもっ
て法の理念に事足りるものではない。日常の教育活動
において子どもたちの社会性や規範意識，思いやりと
いった「豊かな人間性を育む」道徳教育や学校安全・
学校保健などに関する総合的な視点からも委員会の運
営が求められる。こうした組織は教師や大人が主導に
なりがちであるが，生徒会・児童会，学級会・ＨＲ，
関連する児童生徒の委員会などを通じて，児童生徒に
おける自治的主体的活動の醸成にも目を向ける必要が
ある。いじめを見ていたり，同調していた児童生徒へ
も，自分の問題として捉えさせ，いじめを受けた者の
立場になって，そのつらさや悔しさについて考え，相
手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて，行動
の変容につなげる。校内の教育課程におけるデザイン
を提起する立場と意義を踏まえたい。
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がいずれかのタイミングで組織に参加することを明記
していること。
　④外部の有識者を積極的に参画させ，いじめに関す
るすべての情報が組織に集約することを明記している
こと，などが挙げられる。
　基本方針の「はじめに」では，法の成立や制定を根
拠にするのではなく，積極的にいじめがもつ個の尊厳
への侵害と教育活動の本質が語られていることが求め
られる。
　「基本理念」では，自治体独自の特性や課題を示す
具体的な内容が記されているか。読み手に対して胸を
打つものであるかどうか。単に法律等を引き写しただ
けのものになっていないか。そして年間計画や実施内
容などの期日が具体的に記載されているか。さらに，
定期的なアンケート実施やアンケート項目や分析結果
の公表などが付加されているかどうか。
　調査の指針などが示すように，校内会議への外部人
材の参画だけではなく，定期的にこうした基本方針文
書の見直しやその時期を示し，さらにその見直しにあ
たり，外部専門家からの意見を取り入れる旨を明記す
ることも大切になる。
　学期毎に実施される定期的なアンケート調査の分析
と基本指針の見直しとの関連も重要であり，スクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカー，ＰＴＡ
関係者，地域の青少年健全育成関係者などの意見も視
野に入れる必要がある。

　⑵　校内における組織的対応をめぐって
　教育委員会には「いじめ問題対策連絡協議会」（法
14条１項）やいじめ防止等の対策を実効的に行うため
の付属機関「いじめ調査委員会」の常設化（条例化）
が求められ，弁護士，医師等の外部の有識者を組織に
入れる努力義務がある。
　一方，法22条の組織である学校内部の組織はその設
置が義務とされる。これは従来の生徒指導関係の校内
委員会とは別置される性格のものである。いわゆる「校
務分掌」の組織の特化や代替とは異なるものであり，
従来の校務体制とは異質な印象を持たれるものであ
る。多くの自治体が，いわゆる外部人材であるスクー
ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を日
常的に学校の組織に入れることを義務づけている。こ
の組織は，自己が担当する児童生徒かを問わず，いじ
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でもある。この委員会の構成員には，いじめの発生自
体について否定的評価をしないこと，いじめに関する

情報を積極的かつ主体的に開示することも求められる。
　いじめの通報を受けたとき，あるいはいじめを受け
ていると思われるときは，速やかに，当該児童生徒に
かかわるいじめの事実の有無の確認をおこなうととも
に，その結果を生徒指導委員会や教頭を経由して校長
に報告する。事実の確認によりいじめがあったことが
確認された場合には，子どもの心身の安全を確保し，
再発を防ぐ。子どもの学び直しの手立て，いじめを受
けた子どもやその保護者に対する支援，いじめを行っ
た子どもに対する指導，その保護者に対する助言など
を継続的に実施する。いじめが犯罪行為として取り扱
われるべきものであると認められ，いじめを受けた生
徒の生命，身体又は財産に重大な被害が生じるおそれ
があるときは直ちに警察署に通報し，適切に援助を求
める。こうした判断や，組織的な議論も，記録として
残されていることが大切になる。
　さらに，この委員会の重要性は，被害者家族への対
応である。本質的に何をおこなえばその家族とともに
スタートラインに立てるのかを見極め，学校としてで
きることが何であったのか。たとえ学校として都合の
悪いと思われることがあったとしても，それと向き合
う覚悟を持ち，遺族に対して積極的に学校としての方
針を示し，遺族との共通理解を図ってゆく努力である。
多様な要望や意見について遺族や被害者への個々の応
答的対応に終始するだけでなく，「見える化」を心がけ，
専門家の意見を聞きつつ，管理職や担当者個人の独自
な判断ではなく，妥当な根拠を持った取り組みを思考
する組織的対応の拠点となることである。このことが
被害者家族から学校が信頼されるための第一歩になる。

　⑶　子どもが主体となる機会づくり
　こうした委員会は，学校全体の道徳教育（いじめ防
止等），人権教育などへの提案や子どもの自主的活動
に対する支援，さらには保護者会などへの窓口組織と
なる。「学校いじめ防止等対策組織」はその設置でもっ
て法の理念に事足りるものではない。日常の教育活動
において子どもたちの社会性や規範意識，思いやりと
いった「豊かな人間性を育む」道徳教育や学校安全・
学校保健などに関する総合的な視点からも委員会の運
営が求められる。こうした組織は教師や大人が主導に
なりがちであるが，生徒会・児童会，学級会・ＨＲ，
関連する児童生徒の委員会などを通じて，児童生徒に
おける自治的主体的活動の醸成にも目を向ける必要が
ある。いじめを見ていたり，同調していた児童生徒へ
も，自分の問題として捉えさせ，いじめを受けた者の
立場になって，そのつらさや悔しさについて考え，相
手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて，行動
の変容につなげる。校内の教育課程におけるデザイン
を提起する立場と意義を踏まえたい。
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小括
　以上では，いじめ防止対策推進法に関わるいじめ防
止対策をめぐる課題の総説として，調査検証のあり方，
校内委員会での組織的対応，調査書の作成，公表，い
じめ基本方針の運用などについて論じた。いじめと自
殺（自死）が切り離される，あるいは程度や対象の違
いという理解や判断ではなく，「個の尊厳」という観
点から同義的な教育活動として，とらえていく必要が
あろう。

（付記）
　なお，以下に，本稿の付属資料として，いじめ防止
対策の総説に関わる指針･提言を記す。これは，2015
年９月「会津地方の高校における自殺（自死）事件に
関する調査」後に，本件調査に携わった筆者が作成執
筆し，福島県教育委員会の承諾（2016年３月16日）を
得て，社会的貢献上の有用性の観点から公表している
ものである。

（資料）
子どもたちの尊厳にねざしたいじめの防止対策を
二度と悲しい出来事を起こさないために　

いじめ防止対策は個の尊厳から考える
　「いじめ」，「自殺」，「重大事態」という言葉は，多
くの教育現場に対して，即，「対応や対処」といった
近視眼的な問題解決への衝動を招きます。さらに，地
域社会やマスコミなどに対しても，「いじめの有無」
など狭い局面に関心を向けさせやすいものです。いじ
め防止対策推進法についても，第２条の「いじめの定
義」だけが語られ，実効性のある再発防止や中長期的
な事後対応については，十分に語られない風潮があり
ます。
　それでは，「どうしていじめの防止なのか」という
根っこの部分を深めることになりません。改めて，い
じめ防止対策推進法の第1条（目的）をご確認ください。

「いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に
推進する」目的は，「児童等の尊厳を保持する」ためです。
これは，「いじめはいかなる人間関係や環境において
もあってはならないもの」という，普遍性を考えるこ
とです。学校のなかに，他者の尊厳を守ることへの学
びをつくりあげていくことです。

自殺（自死）は防ぐことができる
　自殺にいたる心理には，自殺（自死）以外の選択肢
が考えられない状態になること，社会と個人とのつな
がりの減少，役割喪失感や与えられた役割の大きさに
対する過剰な負担感などが挙げられます（「内閣府：
自殺総合対策大綱」（平成24年８月）。多くの自殺が，
個人の自由な意思や選択の結果ではなく，様々な悩み
により精神的に「追い込まれた末の死」といわれてい
ます。
　世界保健機関（ＷＨＯ）は，「自殺はその多くが防

ぐことのできる社会的な問題」，「社会の努力で避ける
ことのできる死である」と示しています。このことは，
世界共通の認識となりつつあります。子どもたちを取
り巻く集団の慣行や制度の見直し，あるいは相談や支
援の体制整備という社会的な取り組みによって自殺を
防ぐことが可能になるという考え方です。
　自殺（自死）予防には，組織的対応が大切です。そ
れは，１つの学校や子どもの周囲にいる個々の関係者
によるものだけでなく，地域的国家的な規模と視野で
推進するものです。

児童生徒の生活環境への関心をもつ
　「小１プロブレム」や「中１ギャップ」という言葉
がよく聞かれます。高等学校においてもこの「ギャッ
プ」という視点が必要になります。教師が生徒たちと
向き合うのは，目に見える教室や学校生活だけではあ
りません。生徒の入学前の生活経験や生活環境にも関
心をもつことが大切になります。入学後の学業や部活
動，交友関係などにも「高１ギャップ」が影響を与え
ます。
　生徒たちがそれまでにどういった体験をしてきたの
かに寄り添うには，特に高等学校では教師みずからの
高校生活や受験生時代の経験則による，「勉強も部活
も気合いを入れてとことんがんばればよい」という考
え方は改めねばなりません。その意味でも，今日のア
クティブ・ラーニングの提唱は，授業づくりだけでな
く，生徒と教師との人間関係づくりにおいても真摯に
受け止められねばなりません。

部活動の問い直しを
　中学校や高等学校では，３年生の引退後の生徒集団
内のトラブルがもとになり，いじめや不登校・長期欠
席生徒が生じるケースが増えています。３年生引退後
の部活運営を牽引しなければならない重圧や，伝統や
実績を引き継ごうとするあまり，下級生や同輩とのト
ラブルが生まれてくることも看過できません。
　しかし，これらは生徒たちにその責任を問うもので
はありません。大人として指導者として生徒たちに関
わる実践力を高める必要が求められています。さらに，
教師自身にとって，そうした時間の確保や様々な気づ
きを振り返る時間的空間的余裕も大切になります。な
によりも「部活は本来，誰のものか」という問いが求
められます。
　学校の部活動は児童生徒のみならず，保護者や地域
の願いが刻み込まれたものです。改めて，競技やコン
クールなどを主催する組織や保護者会などと，「子ど
ものための部活動」という視点から対話する機会が欠
かせないと思われます。心理的な圧迫は，「暴力を伴
わないいじめ」を呼び起こしかねないものです。
　部活の運営はその専門性にもよりますが，指導者の
個性や興味関心によって大きく左右されます。スペ
シャリストの視点のみならず，種目や分類・種別の異
なる指導者論の共有など，外部的な視点を踏まえた指
導者研修や講習が求められるかもしれません。
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ＳＮＳ文化への対応
　高校入学時にスマホを買ってもらう。塾通いのため
に小中学生が携帯を持つ。こういった風潮は昔のもの
です。すでに子どもたちは，幼児期からネット環境の
中で生活をしています。児童生徒がどんな経験や体験
をしてきているのかについて，教育関係者のみならず
保護者も関心を高めねばなりません。
　近年のいじめやその重大事案の背景には，ネット環
境の問題が少なくありません。
　ただ，LINEやネットの不適切な使用を禁じるよう
な対処は後追いになります。児童生徒たちがLINEや
ネットを不適切に使用してしまうのはどうしてなの
か。そこに目を向けることが大切になります。これは

「会議では発言せずに，会議が終わってから個別に意
見を言う」という大人の慣習とあまり変わりがありま
せん。まずは，私たち大人の会話や対話，コミュニケー
ションのあり方から見直していくことも大切です。

「修復的な対話」について
　「学校におけるいじめの防止等のための組織」は，
児童生徒のしあわせと権利擁護を目標とします。その
設置だけでいじめ防止対策推進法が定める「設置」と
はいえません。いじめに関する早期発見や安全配慮や
防止活動について，具体的な実践的提案をおこなう組
織でもあります。そこでは対処や指導のみならず，関
係者相互の「修復的対話」といった新たな視点をもつ
活動が大切になります。
　いじめ事案を見ると，「教師や大人により一定の解
決がなされた」あとに激化し，深刻な状況になる場合
が見られます。一例を挙げると「ケンカ両成敗」や教
師による加害者から被害者への謝罪型の取り組みで
す。これは教師（大人）側の思いや対処であり，子ど
もたちに正しく根付いていくと考えるのは表層的で
す。周囲にいる児童生徒への対応が欠かせません。
　いじめ防止対策推進法は，学校の中に創造的な教育
実践を生み出す起点であるととらえてはどうでしょう
か。いじめの認知や認定は，「悪者探し」ではありま
せん。その後の生徒指導や教育相談，再発防止への営
みをセットして考えるものです。しかも，事後対応の
みならず，予防を旨とするものであると理解しなけれ
ばなりません。

「チームとしての学校」と専門職の育成
　いじめは，その発見や確認が難しく，まさしく構造
的なもの（可視化しにくいもの）です。ゆえに，教育，
心理，司法，福祉などの多面的な視点を持ってはじめ
て「見立て（アセスメント）」が可能になるものです。
さらに，個々の専門的な援助技法や理論も大切ですが，
組織的対応において大切なことは，こうした専門職を
束ねるコーディネーターの存在とその役割です。
　福島県「いじめ防止基本方針」は，スクールカウン
セラーとスクールソーシャルワーカーの活用を明記し
ています。今後，その活用のあり方について，教育現
場から十分な理解と承認を得なければなりません。そ

して，スクールカウンセラーとスクールソーシャル
ワーカーに共通した行動指針づくりや相互の協働が求
められます。
　文部科学省中央教育審議会答申（2015年12月）のい
う「チーム学校論」は，一見，校内における専門職の
参画と分業がイメージされます。しかし，分業は，個
別的な対処や目の前の問題解決的な取り組みに止まり
がちになります。教師の多忙化解消を目的にして，生
徒指導の分業が生まれてしまっては，児童生徒と教師
との「絆」が弱まります。学校の中で，教育職，心理
職，福祉職が協業できる力量を相互に高めていかねば
なりません。

実効性のある学校・家庭・地域の連携を
　いじめ防止対策推進法は，「いじめの定義」を以下
のように述べています。
　「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をいう」。
　「児童等」や「在籍している等」のように「等」が
付されています。「児童等」とはそこに生徒も含まれ
ることを指しますが，幼児や園児も含まれます。子ど
もたちがはじめて家族の元を離れて集団生活をする幼
稚園や保育園などの幼児期にも視野が向けられねばな
りません。
　また，「在籍している等」と記されるのは，卒業生
や休学，退学などの状態にある者にも目配せする意味
です。さらには，地域生活においては，学校のみなら
ず，放課後のスポーツ少年団や文化活動の諸組織，学
童保育，塾，子ども会なども含まれます。
　いじめ防止対策推進法の特徴は，学校や教職員のみ
ならず，家庭や専門機関を含む地域住民が三位一体と
なることを明示している点です。従来，「いじめ防止等」
は学校や教師の役割とされがちでした。しかし，この
定義は三者の共同と連携を求めています。

地域の関係機関の連携を
　学校は，保護者はもとより，地域の専門職団体との
連携も欠かせません。
　「いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，
複数の教職員，心理，福祉，司法等の専門家などの関
係者により構成される組織を置く」。
　これは，専門家が学校を外部から支援したり，補佐
することだけではありません。それぞれの専門職団体
自身も，主体的にこの法律の実効性の担い手となるこ
とを喚起しています。
　個別のいじめに対して，学校が講ずべき措置には，
①いじめの事実確認，②いじめを受けた児童生徒又は
その保護者への支援，③いじめを行った児童生徒に対
する指導又はその保護者への助言・指導などがありま
す。その後，進学や社会に出ると，学校でのこうした
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役割は地域にバトンタッチされ，地域社会が受け皿に
なります。その意味でも，地域の関係機関の役割は大
きいといえます。
　いじめ問題は極めて声があげにくいものです。ゆえ
に，声を上げたくなる，ＳＯＳを出したくなる相談や
支援の機関のあり方も求められます。

学校は子どものいのちを預かっている
　保護者は，教師や学校を信頼して我が子を学校に託
しています。教師は，子どもたちのいのちを学校で預
かっているといっても過言ではありません。
　教職員の方々には，是非，手元にある各学校や各自
治体が制定（設置）した「いじめ防止対策基本方針」
を改めて確認していただきたいと思います。そして，
これをもとに，保護者や児童生徒との対話を促進して
いただきたいと思います。
　この法律は，学校への社会的信頼を回復し，かつ高
めていく「指南書」です。
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