
中山町いじめ防止基本方針改訂（案）に対する 

パブリック・コメントの結果について 

 

１ 意見募集の内容 

いじめ防止対策推進法の施行状況や、国及び山形県のいじめ防止基本方針の変更や改訂等を

勘案し、「中山町いじめ防止基本方針」の改訂作業を進めています。 

改訂にあたって、町民の皆さまからの意見を募集しました。 

 

２ 実施概要 

件     名 中山町いじめ防止基本方針改訂（案）について 

意見の募集期間 平成 30年 3月 1日㈭から平成 30年 3月 15日㈭まで 

意見の周知方法 持参、郵送、ファックス、ホームページからの投稿 

結果の公表方法 中山町ホームページ 

 

３ 結果の概要 

 ⑴意見を提出した人数             ⑵意見総数  6件 

内    容 提出人数 

持参 1人 

郵送 0人 

公共施設での回収 1人 

ファックス 0人 

ホームページからの投稿 0人 

 

４ 意見の概要及び意見に対する町の考え方 

№ 意見の概要 意見に対する町の考え方 

1 「6 いじめ防止等に係る組織 ⑷学校

に置くいじめ対策組織 ①構成員」につ

いて、以下の要望をします。 

①民生委員・児童委員の前に「主任児童委

員」を加える。 

②人権擁護委員に訂正する。 

①について、「主任児童委員」の活動の一

つに、学校などの関係機関等と児童委員と

の連絡調整があることから、いじめ問題の

解決のために必要と考えます。ご指摘通り

「主任児童委員」を加筆します。 

②について、正式名称が「人権擁護員」

ではなく「人権擁護委員」でありますので、

ご指摘通り訂正します。 

2 中学校 2年時 14歳になると少年法が適

用され、場合によっては、刑法等の規定に

抵触し犯罪となります。その旨を保護者・

生徒に啓蒙する必要があると考えます。

具体的には、以下の 3点です。 

①「5⑸子どもたちの責務と役割」に、次

の下線部を挿入する。「場合によって

は、犯罪として刑罰を受けたり、被害者

から訴訟（裁判）をおこされたりするこ

①について、この部分は、子どもを取り

巻く関係者の責務と役割、その中で、子ど

もたちが果たすべき責任と義務、役割を明

記しているところです。14歳で少年法が適

用され、場合によっては犯罪になることに

ついては、子どもたちの責務と役割には該

当しないと考えますので、現状の記載でご

理解をお願いします。 

②について、この部分は、「いじめが起き



とがある。特に、14 歳になると大人と

同等の責任能力があると認められ、そ

の言動の社会的責任を問われ償うこと

が求められる場合がある。」 

②「Ⅱいじめの防止等の基本的施策 1未

然防止の取組 ⑵児童生徒理解に基づ

くきめ細やかな教育の推進 （ｲ）」に事

例として盛り込む。 

③同頁(ｷ)に、以下、下線部を挿入する。 

「管理職をはじめ、教職員の「危機管理能

力」を高める研修（例えば関係法規や判

例等にも触れる等）を通して、資質・能

力を高めること。」 

にくい」「いじめを許さない」環境づくりを

効果的に行うために、学校いじめ対策組織

が児童生徒及びその保護者に対して周知

し、啓発活動を充実させることについて明

記しています。「いじめが起きにくい」「い

じめを許さない」環境づくりのために、ま

ずはいじめの定義やいじめ方針、いじめ防

止等の取組について理解増進を図ることが

必要であり、少年法の適用等は必要に応じ

て啓発すると考えていますので、現状の記

載でご理解をお願いします。 

③教職員の資質・能力を高めるために、

関係法規や具体的な判例等から研修を行

い、共通理解を図ることが重要と考えます

ので、ご指摘通り下線部を加筆します。 

3  いじめの加害には、「聴衆」「傍観」も該

当する旨について、「Ⅰいじめの問題に対

する基本的な考え方 3 用語の定義 ③

「具体的ないじめ態様の例」の後に、④と

して次の下線部分を加筆することを要望

します。 

いじめは、「観衆」としてはやし立てた

り面白がったりする存在や、周辺での暗

黙の了解を与えている「傍観者」の存在に

よって成り立つ。よって、「観衆」や「傍

観者」も直接的な言動をしていないとし

ても、いじめの加害行為であることを十

分に認識し、児童生徒への周知、並びに保

護者等への啓蒙を図ることも重要であ

る。 

文部科学省から出されている生徒指導提

要 P173 には、「いじめは、いじめる側（加

害者）といじめられる側（被害者）という

二者関係だけで成立しているのではなく、

「観衆」としてはやし立てたり面白がった

りする存在や、周辺で暗黙の了解を与えて

いる「傍観者」の存在によって成り立つの

です。」と記載されています。「観衆」の行

為によって被害者が心身的な苦痛を感じた

場合、法の趣旨からいじめに該当すると考

えますが、「傍観者」については、「助けた

いけど勇気がない」という場合も考えられ、

いじめの認知は被害者の立場に立って行う

ことを大原則としながらも、丁寧に判断す

る必要があります。 

そこで、国のいじめ防止基本方針に則り、

次の一文を「Ⅰいじめの問題に対する基本

的な考え方 3 用語の定義」の③いじめの

態様の後に、「④いじめの理解」を新たにお

こし、「いじめは、加害・被害という二者関

係だけでなく、学級や部活動等の所属集団

の構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞

性）、「観衆」としてはやし立てたり面白が

ったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与

えている「傍観者」の存在にも注意を払い、

集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形

成されるようにすることが必要である。」を



加筆します。 

4  いじめ発生の背景としての子どもの精

神発達・心理的要因について加筆を要望

します。 

①「Ⅰいじめの問題に対する基本的な考

え方 4 いじめの認知」の次に、「5 い

じめが起こる背景 ⑴子どもがいじめ

をおこす心理と家庭環境」を新設し、以

下、下線部の内容を挿入します。 

・いじめの背景には、不安や葛藤、劣等感、

欲求不満などが潜んでいることが少な

くない。とりわけ、いじめの衝動を発生

させる原因として、①心理的ストレス

（過度のストレスを集団内の弱い者へ

の攻撃によって解消しようとする）、②

集団内の異質な者への嫌悪感（疑集性

が過度に高まった学級集団などにおい

て、基準から外れた者に対して嫌悪感

や排除意識が向けられる）、③ねたみや

嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤

いじめの被害者となることへの回避感

情などが挙げられる。 

・これらの背景には、子ども達の愛着の問

題、特に乳幼児のときに母親を中心と

する家族から温かく受け止められ、自

分の心の居場所を家庭に見いだせない

ままに育った子どもは、いわゆる心の

寂しさ、愛着の不安をいじめとして言

動を発することが懸念される。さらに、

ADHD やアスペルガー症候群、自閉症ス

ペクトラム障がい等の発達障がいやそ

の傾向の児童生徒、また、身辺自立とし

ての朝食の摂取がなされていない生

徒、ゲーム・メディア依存傾向があり朝

の起床がままならない子どもなどは、

絶えずイライラ感を抱き、いじめの加

害や被害にあいやすい傾向があろう。 

・また、大人からの暴行体験等、家庭環境

の影響がいじめ加害につながることが

明らかになっている。 

②「Ⅰいじめの問題に対する基本的な考

え方 5 子どもを取り巻く関係者の責

①について、本いじめ防止基本方針は、

国や県の基本方針に則り、いじめ防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に推進する

ために策定しています。 

子どもがいじめを起こす背景について

は、各関係機関が十分な認識をもつ必要が

あると捉えていますが、関係機関の責務を

明らかにして、いじめの防止対策を推進す

る内容にすることが大前提であることか

ら、記載する必要はないと考え、現状の記

載でご理解をお願いします。 

今後、「いじめの背景」等については、各

関係機関が連携して周知活動を行ったり、

保護者や地域を巻き込んだ研修会等を開催

したりして理解を深める取組を検討してい

きます。 

②について、いただいた意見は、いじめ

の防止等の取組において重要なことと考え

ます。よって、「⑵学校及び教職員の責務」

ではなく、「Ⅱいじめの防止等の基本的施策 

1 未然防止の取組 ⑺教職員等の資質能力

の向上 ②特別支援教育、生徒指導に係る

研修会や講座の実施」の上から 5 行目途中

に次の下線部分と加筆します。 

「このようなことから、児童生徒に対する

適切な対応や支援・指導が必要であり、発

達障がいやその傾向にある児童生徒につい

て、幼保小中間で移行支援シートを確実に

引継ぐなど連携を相互に深めるとともに、

それに応じた教員の資質・能力の向上に取

り組む。」 



務や役割 ⑵学校及び教職員の責務

⑦」の文末に、「特に、発達障がいやそ

の傾向にある児童について、小学校は、

幼稚園・保育園へ積極的に情報提供を

求めるなどの連携を深め、さらに、中学

校の日常に寄与する移行支援計画を確

実に送付するなど、各校種等間の連携

を相互にさらに深めること。」を加筆す

る。  

5  改訂のポイントと方針の文言を照合し

ようと思ったのですが、改訂のポイント

の番号と方針の番号が合っていないので

どの部分がどのように変わろうとしてい

るのかが分かりにくかったです。ポイン

トの一覧にどこの何番のように明記する

か、方針にラインを引くかあったらよい

と思いました。 

 方針の中でどのように改訂されたのか分

かりにくかった点について、お詫びいたし

ます。大変申し訳ありませんでした。ご指

摘のように、実際に改訂された箇所にライ

ンを引くことや、改訂された頁数を記載す

るなどの手立てをとるべきだったと反省し

ております。わかりやすいパブリック・コ

メントになるよう、今後検討していきます。 

6 「いじめはどこでも誰にでも起こり得る」

という考えや、最近の様々な状況に対応

したありとあらゆる方向から想定された

基本方針を文書化しマニュアル化するこ

とは必要なことと思います。しかし、実際

にプリントアウトした際、40 頁弱という

量になると、通常なかなか目を通せない

ことも事実です。いじめはないにこした

ことはないですが、大小様々とはいえ起

こることがあります。改訂を機に、少し大

きな用紙にいじめが起きた場合の対処フ

ローチャートを作成し、子ども達の目に

付くような場所に提示したりすると、防

止効果があるのではないでしょうか。 

ご指摘のとおり、いじめの定義やその対

策等の理解増進を図ることは大変重要なこ

と捉えています。方針の P4～5「⑵学校及び

教職員の責務 (ｴ)」及び P10「Ⅱいじめの

防止等の基本的施策 1 未然防止の取組 

⑵児童生徒理解に基づくきめ細やかな教育

の推進 ①児童生徒理解の推進 (ｲ) 」の

中に、児童生徒や保護者に対して、方針の

内容やいじめ防止等の取組を説明すること

を記載しています。 

今後、学校と連携しながら、どのように

周知を行っていくかを検討していきます。 

 

 


