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（仮称）東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例（案）の基本的な考え方に関する意見募集（パブリックコメント）の結果 

 

  

１．案件名 （仮称）東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例（案）の基本的な考え方 

２．担当所管 

（１）名称 東村山市教育部指導室 

（２）所在地 〒189-8501 東村山市本町 1-2-3 いきいきプラザ 4階 

（３）電話番号 042-393-5111（代表） 内線 3436 

３．概要 

（１）意見募集期間 令和元年 7月 3日（水）～令和元年 7月 22日（月） 

（２）周知方法 東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま令和元年 7 月 1 日号、資料設置場所

でのポスター掲示 

（３）資料等の設置場所  

４．ご意見をお寄せいただいた人数 
計 10名（内訳：各施設での提出 2名、郵送での提出 1名、ファクシミリでの提出

0名、市ホームページでの提出 7名、） 

５．お寄せいただいたご意見の数 10件 

６．お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方 別紙のとおり（ご意見については、原文のまま記載） 
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№ ご意見 市の考え方 

１ ①いじめ問題について、委員会として扱う案件として、重大事態に

関するものとされているが、重大事態とはどのような事態を指すの

か明記されていないので、そもそも扱う気があるのかないのか分か

らない。子どもにとって重大とは、自分がやられていなくても他人

が嫌なことを言われたら自分のことのように感じるときも、ひどく

落ち込む時もある。扱う案件は、生きる死ぬの段階に至る前にどう

対応するかにかかっている。委員会としてどのように考えるかは大

事な事と思います。子どもがなくなった親が申請する委員会に、し

てしまっては駄目だと思います。真相を究明する委員会であれるの

か。基本的な考え方として、抜けている部分があるとしたら、再考

をお願いします。 

 

本条例における「重大事態」とは、いじめ防止対策推進法第 28 条第 1 項

で定められている事態、すなわち、①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。②

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。を指しております。 

また、本条例で定めるいじめ問題調査委員会においては、上記重大事態に

係る事実関係を明確にするための調査及び同種の事態の発生防止のための措

置等に関することを主な所掌事項としております。 

２ ・２の「所掌事項」に防止の観点からの事項を明確に入れるべきで

あると考えます。「同種事態の発生防止のための措置等に関するこ

と」では、重大事態が起こってから、同じようないじめの防止しか

できないと読めますし「・その他いじめ問題の解決に向けた処置等

に関すること」とありますが具体的ではありません。「いじめ防止教

育に関すること」のように具体化するか追加するべきではないでし

ょうか。調査委員会は基本的には重大事態の発生後に力を発揮する

組織であるとは理解しますが、そもそも重大事態は起こってほしく

ないものです。起こる前の防止についても取り組む組織となって欲

しいと考えます。 

 

 

 

 

 当市におけるいじめ防止のための取組みについては、従前より「東村山市

いじめ防止等のための基本的な方針」を定めており、これに基づき進めてい

るところです。 

具体的には、学校いじめ防止基本方針への指導・助言等を行うこと、また、

実態把握と防止に向けた効果的な対策等について、定期的に情報交換及び協

議をするために「学校生活指導連絡協議会」を開催し、いじめ問題を含む児

童・生徒の生活指導に関わる事案等について生活指導担当管理職を含めた関

係機関のメンバーで情報交換等を行い、東村山市立小・中学校における生活

指導上の問題の未然防止・早期対応に努めております。 

なお、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針については、以下のペ

ージでご覧いただけます。 

⇒ https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/sydou.html 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/sydou.html
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３ 「(仮称)東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例（案）の基本

的な考え方について」は、ほとんどが組織体制についてで、具体的

な行動指針やガイドラインが書かれていない。読んでいて「結局ど

ういうつもりなのか」が全く分からなかった。いじめが発生したと

きの情報伝達・情報共有・ガイドラインなど、被害児童・生徒を守

るために必要な迅速対応について、何も書かれていなく、これでは

良し悪しを判断できない。あたりまえのありきたりのことしか書か

れていない。「市民から意見を」とあるが、それ以前の問題である。

市・条例の方針をまとめた書類としては、ずさんであると思う。 

 

 当市におけるいじめ防止のための取組みについては、従前より「東村山市

いじめ防止等のための基本的な方針」を定めており、これに基づき進めてい

るところです。 

なお、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針については、以下のペ

ージでご覧いただけます。 

⇒ https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/sydou.html 

４ 1.すでに「東村山市いじめ問題調査委員会に関する規則」があるの

に、なぜ今、条例化なのでしょうか？ 再調査委員会についての規

則を追加すればよいのではないでしょうか？ 変化の速い教育現場

の情勢に迅速に対応するためには条例よりも規則の方がよいと思う

のですが。 

2.2013年 6月に「いじめ防止対策推進法」が制定され、東村山市は

1年後の 2014年 11月に「東村山市いじめ問題調査委員会に関する

規則」を制定しましたが、再調査委員会については規則も何もつく

っていません。なぜなのでしょうか？ 

3.「3 組織」なのですが、規則では「臨床心理士」となっていたと

ころが「心理専門家」となったのはなぜですか？ 

4.「3 組織」で、「小児科医」となっていたところが「小児科の診

療に相当の経験を有する医師」となったのはなぜですか？ 

5.「3 組織」に弁護士が加わったのはなぜですか？ 

6.「3 組織」に、他市のいじめ調査問題委員会でよく見られる、福

祉関係者、人権擁護委員、児童精神科などの人たちが入っていない

のはなぜですか？ 

1．平成 30年 7月に東村山市議会より、現在規則で設置している「いじめ問

題調査委員会」について、その委員に子どもの人権や権利擁護に詳しい弁護

士を加え、条例で定める附属機関として設置することが望ましい旨の提言が

なされました。提言を受け、市及び教育委員会で検討を進めた中で、本調査

委員会に弁護士を加え、また、本調査委員会の調査の内容についても適正で

あったか再調査をするための附属機関をあらたに設置する必要があるものと

判断し、この度の条例（案）の基本的な考え方をお示ししております。 

 

2．1に記載のとおりです。 

 

3．現在、心理職の国家資格として公認心理師についても創設されているため、

それらを含めて心理専門家という表記にさせていただいております。 

 

4．文言整理として表記を見直しております。 

 

5．1に記載のとおりです。 

 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/sydou.html
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7.「3 組織」で、委員の人数が規則では 5人だったのが、今回 6人

になりました。その理由は？ 

8.「4 委員の任期」が規則では 2年だったのが、3年になりました。

その理由は？ 

9.「5 臨時委員」はどういう人物を想定していて、最大何人まで任

命できるのでしょうか？  

10.「10 庶務」が、規則では「教育部指導室」となっていたのが、

「教育委員会事務局」と変わっています。その理由は？ 

11.「10 庶務」に「教育委員会事務局」とありますが、実際には「事

務局」は存在しないと思います。例えば、教育委員会の開催などに

携わっているのは総務課庶務係です。会議録では「事務局」という

呼称が使われているかもしれませんが、市議会の議会事務局と違い、

教育委員会には「事務局」はないと思うので、変えるべきだと考え

ます。もし「事務局」という単体の部署が存在するのであれば、ホ

ームページの教育委員会組織図の訂正をお願いします。 

12.いじめ問題再調査委員会の委員数が、いじめ問題調査委員会より

1人少ない 5人となっているのはなぜでしょうか？ 

13.いじめ問題調査委員会には入っている、小学校教職員経験者と中

学校教職員経験者が再調査委員会には入っていないのはなぜでしょ

うか？また、弁護士が入っていないのはなぜでしょうか？ 

14.いじめ問題調査委員会には入っていない、福祉に関する専門家が

再調査委員会に入っているのはなぜでしょうか？ 

15.「いじめ防止対策推進法」第 30条第 3項には再調査結果の議会

への報告が義務付けられています。市長への答申を条例に明記する

のであれば、議会への報告も条例で明文化するべきではないでしょ

うか？ 

6．1に記載のとおりです。 

 

7．1 に記載のとおり弁護士を委員に加えたため委員の人数が 1 人増えまし

た。 

 

8．「いじめ問題調査委員会」は、教育委員会の附属機関として設置する常設

型の組織であり、各委員は重大事態発生時のみならず、平素より当市のいじ

め等の実態について十分な情報共有等を行うことを想定しております。こう

した視点を踏まえ、各委員がより切れ目なくかつ継続的に当市の実態を把握

できている状態をなるべく維持できるよう、本条例（案）の基本的な考え方

においては、その任期を 3年とさせていただいております。 

 

9．いじめに係る重大事態発生時における調査を進めるにあたり、弁護士委員

を追加で配置する場合や、被害児童が特定の性別の委員のみとしか対話でき

ない等の事情がある場合に対応するため設けた規定です。そのため人数につ

きましては、個々の事案により異なるものと考えています。 

 

10．今後、組織改正等の状況により庶務担当所管が変更となった際には、そ

の都度条例改正に係る手続きが発生することが予想されることから、本条例

（案）の基本的な考え方においては、当該庶務担当を教育委員会事務局と規

定させていただいております。 

 

11．「教育委員会事務局」につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第 17 条及び東村山市教育委員会事務局設置規則に規定がございま

す。ホームページの表記につきましては、本文上には教育委員会事務局の文

言記載はございますが、今後の参考とさせていただきます。 
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12．いじめ防止等のための基本的な方針（平成 25 年 10 月 11 日文部科学大

臣決定、最終改定 H29.3.14）において、再調査の附属機関については、「弁

護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家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の専門的知識及び経験を有する者であ

って」との例示があり、このことを踏まえ委員を 5人以内としております。 

 

13．ご意見として賜り、今後の参考とさせていただきます。なお、弁護士に

ついては法律に関する専門的な知識を有する者等にあたるものとし、附属機

関の構成委員として想定しております。 

 

14．12に記載のとおりです。 

 

15．再調査結果の議会への報告はいじめ防止対策推進法第 30 条第 3 項にて

明文化されているため、当然に議会への報告は行うものと考えるため、本条

例には明記しておりません。 

５ 非常に悲しむべきことに、日本全国ではいまだにいじめによる自

死などの報道が絶えない。いじめによる心身の苦痛は本人家族にと

って長期間続くことがあり、その影響の深刻さは大きく、教育のみ

ならず地域社会の問題として理解すべきであろう。また、いじめに

関しての教育機関などの対応についても社会的関心が寄せられてお

り、まさに市民全体がいじめ問題に取り組むべきであると言えよう。 

 平成 25年に施行された「いじめ防止対策推進法」によれば、いじ

めとは児童生徒が他の児童生徒から心理的・物理的（インターネッ

ト含む）な影響を与える行為で、対象となった児童生徒が心身の苦

痛を感じているもの、である。 

 私は心理の専門家として、学校や心理支援施設において多くのい

じめや不登校の問題に関わってきたが、そこから学んだことを以下

当市におきましても、いじめ問題への対応は最重要課題の一つとして捉え

ており、「東村山市 いじめ防止基本方針」を策定しております。 

各学校におきましても、「学校いじめ防止基本方針」を定めるとともに、「学

校いじめ対策委員会」を校内に設置し、いじめの未然防止、早期発見、早期

対応、重大事態の対処に向けた実効的な対策を講じております。また、児童・

生徒への定期的なアンケート調査やいじめに関する授業、学校いじめ対策校

内委員会や研修会を実施しております。 

今後も教員研修や学校生活指導連絡協議会、いじめ問題調査委員会等を通

して、行政と学校・家庭・地域、その他の関係機関が連携を図り、いじめの

未然防止・早期発見・早期対応に向けて、児童・生徒の人権意識を育む仕組

みづくりや取組を行ってまいります。 
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に挙げてみたい。 

 ・いじめはどこでも起こりうるし、またどの子どももいじめの被

害をうける可能性があること。また逆に加害者にもなりうるこ

と。 

 ・いじめによる心身の傷つきは、当事者が大人になっても続く深

刻なものになりうること。 

 ・いじめの未然防止には、教育関係者がいじめを許さない環境づ

くりを進め、深い児童生徒理解を心がけるべきこと。 

 ・いじめの対応では、それぞれの専門性や権限をもった関係諸機

関との連携が有効であること。 

 ・いじめの解決には、保護者や地域の理解と協力が重要であるこ

と。 

 深刻ないじめの重大ケースでは、学校と保護者の関係が良好でな 

かったために信頼関係を作ることができず、問題が長期化すること 

が多い。初期の対応や問題の理解が十分であれば、ある程度建設的 

な支援ができるので、いじめなどへの危機対応や組織的な体制強化 

が不可欠であろう。現在も、行政や福祉・心理などの諸機関が協力 

しあって、いじめへの対応をすすめている自治体が増えつつあるが、 

こうした取り組みを当市も行うことが求められるだろう。 

 そして、一番大切なことは、いじめ対応の根本は、「それが事実で 

あったか否か」という視点の前にまず「そこに苦しんでいる子ども 

がいる。その子のために何ができるかを真剣に考える。」ということ 

であろう。 



別紙 

６ 条例案件の基本的な考え方について希望すること 

私たち市民が委員に求めたいのは経験値や専門性も大切なのかも

しれませんが、被害者とその家族の気持ち、声にならない声が正確

に理解でき、事実をねじ曲げるような行為をしない人達であること

です。どのような立派な条例が制定されたとしても人選を間違える

と市民の不利益になるだけです。学校教職員経験者や心理専門家だ

から安心、とならないように慎重に人選をおこなってください。そ

の為の対策も講じた条例の制定を望みます。現場の職員には、高圧

的な態度、身振り、マインドコントロール等をもちいて被害者・加

害者とその保護者が話しにくい状況になるような環境設定をおこな

い、聞き取り調査をすることを禁止してください。聞き取りされる

側が気遣いせず、話しやすい設定を心がけていただきたいです。 

 

こどもがいじめにあったらその程度に関係なく市にこの条例があ

ることを、校長の責任において必ず書面（口頭ではなく）でいじめ

被害者の保護者に伝えていただきたいです。現場である学校などへ

声をあげにくい被害者のためにお願いします。 

 

 

 

いじめ問題調査委員会は、調査内容をいじめ被害者の保護者に書

面で（口頭ではなく）報告していただきたいです。担任など学校関

係者からのアドバイスや指導ではなく、家庭での対策はあくまでも

家庭で。親子で考慮できるようにするためです。 

 

 

 

 

⇒1．いじめ問題調査委員会の構成委員の人選につきましては、専門性のみな

らず、当該事案に係る調査の公平性・中立性を確保する観点より、本条例（案）

の基本的な考え方「３ 組織」に記載の委員を職能団体や学会等からの推薦

等により選任することを想定しております。また、構成委員については、当

該事案に係る被害児童生徒・保護者に対し、十分な説明を行うことも想定し

ております。専門性と公平・中立性が十分に確保された組織において、当該

事案に係る客観的な事実認定を行えるよう配慮をしていくとともに、調査に

係る聴き取り等を受けた側が事実を語りやすい環境の醸成にも努めてまいり

ます。 

 

 

 

⇒2．いじめ防止対策推進法第２３条第５項では、学校は、いじめを受けた児

童生徒の保護者といじめの事案に係る情報を共有するための措置を講ずると

されています。学校は、いじめ事案に組織的に対応するために、学校いじめ

対策委員会を組織し、当該保護者が正確な事実に基づき、関係児童生徒にと

って最良の解決方法を協議するなどの機会を早期に設定するよう努め、適時・

適切な方法で情報提供も行ってまいります。 

 

⇒3．いじめ防止対策推進法第２８条第２項では、同条第１項の規定による調

査を行った際には、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒・保護者に対し

て、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任がある旨が規定されてい

るところです。当該調査に係る情報の提供にあたっては、他の児童生徒等の

関係者のプライバシー保護等に十分配慮し、適時・適切な方法で情報提供を

行ってまいります。 
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条例案３の組織についてその他教育委員会が必要と認める者⇒そ

の他教育委員会、いじめ被害者・加害者とその保護者が必要と認め

る者、にしてください。弁護士はいじめ被害者とその保護者に必ず

面談することを義務づけてください。 

 

条例制定に関わる全ての方に周知していただきたいことが２点あ

ります。いじめは様々な人間関係があり、全面的な情報公開は難し

いのでしょうが誰に対しても締め切った情報公開がなされないよう

な条例にはしないでください。それから被害者と加害者は学校内で

は隔離し、学年が上がった時のクラス編成で、同じクラスにはなら

ないようにしてください。たとえ被害者やその保護者が拒否しなか

ったとしても、です。（言いにくいものです）最後に...失礼なのは承

知の上で、申し訳ありませんが言わせていただきます。私は教育委

員会をまったく信用しておりません。今後、どれだけ人事異動があ

り、人が入れ替わっても、組織編制がなされたとしても一生信用し

ないと思います。ひどい言いようですみませんが本当のことです。

（この意見書は市議会議員の●●さんにもお渡ししておきますこと

をご承知おきください）以上です。 

 

⇒4．1に記載のとおりです。 

 

 

 

 

⇒5．ご指摘のとおり、本調査委員会については極めて重要な個人情報を取り

扱うことから、調査委員会の議決があったときは非公開とすることができる

ものとしています。なお、3に記載のとおり、被害児童生徒・保護者に対して

は、調査に係る情報提供及び調査結果の説明を適切に行ってまいります。 

また、いじめの対応を図る際には、いじめを受けている児童生徒の安全確

保及び不安解消のために、複数の教員による見守りを行うとともに、教職員

全体で断固としていじめの被害児童生徒を守り抜く姿勢を明確にしておりま

す。学級編制の際には、いじめの被害児童生徒の状況や他の生徒との人間関

係等を考慮し、編制を行っております。 
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７ これまでは、重大事態に対応する制度が全くなかったのか。学校

でのいじめ調査などは実施しているのか。委員の謝礼額も記載する

必要がある。予算を先に議会にかける必要がある。 

当市におけるいじめ防止のための取組みについては、従前より「東村山市

いじめ防止等のための基本的な方針」を定めており、これに基づき進めてい

るところです。現在、規則で設置しているいじめに関する重大事態発生時に

おける調査組織や学校におけるいじめ調査等の内容についても、上述の方針

の中で記載されております。 

なお、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針については、以下のペ

ージでご覧いただけます。 

⇒ https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/sydou.html 

 なお、委員の報酬等につきましては、本条例（案）の基本的な考え方の中

では記載せず、予算につきましては、会議の開催数が現時点では未定のため、

別途適切な時期に市議会への提案を予定しています。 

 

８ 基本的な考え方の項目３ 組織〇 調査委員会について委員に、公

募またはいじめを体験した当事者を追加して欲しい。７ 会議〇 調

査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となります。会議は、

市民による要求によって開催する（当事者としたいが、認定しない

と当事者になれないので） も追加して欲しい。 

 

 

 

 

 

いじめ問題調査委員会の構成委員につきましては、専門性のみならず、当

該事案に係る調査の公平性・中立性を確保する観点より、本条例（案）の基

本的な考え方「３ 組織」に記載の委員を職能団体や学会等からの推薦等に

より選任することを想定しております。いじめ問題につきましては、専門性

と公平・中立性が十分に確保された組織において、客観的な事実認定を行え

るよう配慮する必要があることから、調査対象となる当該事案の関係者と直

接の人間関係又は特別の利害関係を有するものについては、構成委員とする

ことはできないものと考えております。 

なお、調査委員会は、いじめ防止対策推進法第 28 条第 1 項に規定される

「重大事態」が発生した際に、当該重大事態に係る事実関係を明確にするた

めの調査等を行うために設置・開催するものとしておりますため、市民の方

の要求によって開催することは想定しておりません。 

 

９ いじめダメ、ゼッタイ ご意見として賜ります。 

 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/sydou.html
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１０ ☆いいと思います。 

☆いじめを受けて嫌な思いをしたことがある、「絶対にいじめは許

さない」という熱意がある人に、出来るだけ委員になってほしいで

す。 

☆くれぐれも、保身、隠蔽の無いように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見として賜ります。 


