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第３回大津市いじめの防止に関する行動計画の策定等に係る意見聴取会 議事録  

開 催 日 時 令和４年５月３０日（月） 午前 1０時３０分～午後０時３０分  

開 催 場 所 大津市役所  新館２階災害対策本部室  

議 事 

（１） 令和４年度意見聴取会開催スケジュールについて 

（２） 第３期行動計画の策定方針・骨子案について 

出 席 委 員 

神月 紀輔 委員（座長） （京都ノートルダム女子大学 教授） 

須永  祐慈  委員（ＮＰＯストップいじめ！ナビ 事務局長）  

中山  仁美  委員（滋賀弁護士会 推薦者）  

西川  千穂  委員（大津市ＰＴＡ連合会 推薦者）  

教 職 員 皇子山中学校 教諭 古蒔 

事 務 局 

政策調整部いじめ対策推進室 柴田、福井、森 

教育委員会事務局児童生徒支援課 橋本、小西、永元、御館  

株式会社名豊（行動計画策定支援業務委託先） 
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（１） 令和４年度意見聴取会開催スケジュールについて 

    関係資料：資料１（会議日程及び内容（案）） 

事務局  （令和４年度意見聴取会開催スケジュールについて資料に基づき説明。）  

事務局 委員の皆様からこの資料１に関して何かご意見・ご質問はございますか。 

委員 児童会・生徒会サミットというのはどのような会ですか。 

事務局 児童会・生徒会サミットは、市立小中学校から児童生徒の代表者が出席し、各学

校でのいじめの防止の取組を意見交流するものです。 

他の学校で行っている取組を知ることで、自分の学校でもできるというものを見

つけてもらえればと、去年は ZOOM会議で中学校ブロック毎に交流する時間をつ

くりました。 

ここ数年新型コロナウィルスの関係で一堂に会しては行えていないのですが、過

去には全小中学校の代表者を会議室に集めて、交流を図ったり、プレゼンをした

りということもしていました。 

今年につきましても、現在計画中です。 

事務局 今年度のサミットは、現時点では８月５日に開催予定です。コロナの状況次第で

すが、可能であれば小中学生が集まって、学校の取組をお互いに紹介したり、意

見交換をしてもらえればよいということで、検討中です。子どもたちがどのよう

な取組をしているのか等、子どもたちの声を聞いていただく機会にしてもらえれ

ばと思います。委員の皆様にも、ぜひご都合が合えばご参加いただきたいと思っ

ています。 

座長 児童会とか生徒会の代表者が集まる会で、私も一回ワークショップをしました。

その時はすごく前向きの姿勢、子どもたちも一生懸命考えてやっていたので、見

ていてこっちも勇気をもらえました。すごくよいなと思いました。 

委員 おそらく今年度の意見聴取会は第１回、第２回と違って、計画の策定の意見交換

の場だと思うので、これから第５回ぐらいまでは中身の濃い時間になるというこ

とでよいですか。 

事務局 はい。計画の策定作業に入りますので、今後は事務局側の説明も、情報量が多く

なると思います。 

ただ、事務局の説明ばかりで終わるのではなく、出来るだけ委員の皆様のご意見

をいただけるようしたいと思っています。 

事務局 今回は骨子案についてご説明しますが、その内容だけではなくて、大津市のいじ

め対策ということで、大きい目で見て、自由にご意見をいただければと思ってい

ます。 

骨子案に含まれていないことでも、次の素案等でできる限り反映させていきます

ので、自由にご意見をいただけるとありがたいです。 
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（２） 第３期行動計画の策定方針・骨子案について 

   関係資料：資料２（策定方針）、資料３（骨子案）、いじめ事案報告書（様式） 

事務局 （第３期行動計画の策定方針について資料２に基づき説明。） 

事務局 （骨子案について資料３に基づき説明。） 

事務局 （「２４時間以内の報告方法の改善」について、いじめ事案報告書（様式）に基

づき、令和４年度時点の見直し状況を説明） 

・学校から教育委員会への報告にあたっては、詳細な対応の経過等を記入する副

申書は、全件記入するのではなく、深刻化する可能性がある、または対応に苦慮

している事案とする。 

・ただし、副申書以外の事案の概要等については、これまで通り報告を求めると

ともに、対応の経過についての記録の保存も徹底する。 

委員 副申書に記載が必要な事案は、どれくらいありますか。 

事務局 この４月からの試みで、確定した数字は持っていませんが、肌感覚としては、副

申書に記載がある報告件数は、全体の１割程度だと思います。 

事務局 重篤である、ないということに関わらず、必ず２４時間以内に第一報を教育委員

会にいただく仕組みになっています。 

ただし、細かい入力に時間がかかる副申書の部分については、学校で記録は残す

ようにした上で、入力を省略するような形で運用しています。 

事務局 （骨子案についての説明・再開） 

座長  資料２（策定方針）につきましては、これまでの動きをまとめていただいたもの

ですが、ここで何かご意見はございますか。 

（特になし） 

座長 それでは、資料３（骨子案）の部分をメインに議論したいと思います。 

特に左側の「検討方針の計画への反映案」についてご意見をいただき、その後、

全体的ないじめ対策についてご意見をいただくということにします。 

資料２（策定方針）の「策定方針」と色が同じになっています、①②③の３つの

検討方針について、事務局において、行動計画への反映案を検討いただいていま

す。 

①の「第２期行動計画に位置付けられている取組を基本に、更に一人ひとりの子

どもに寄り添ったいじめ対策の取組を推進していく」という部分についてです。 

まず「子ども支援コーディネーター」について、前回の会議で、安定した対策が

取れるのではないかというご意見もいただいているのですが、ご意見いかがでし

ょうか。 

座長 私としましては、子ども支援コーディネーターの研修や、どうやって育成するの

かが気になっています。 
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事務局 取組としては、右側の施策体系のＡ－１－（３）「（新規）子ども支援コーディネ

ーターの対応能力の向上（初任者等への個別指導、事案対応ノウハウの共有）」

を新規で入れさせていただきました。 

子どもの支援コーディネーターは、関係教員・関係機関を支援に巻き込んでいく

のが役割ということで、高いスキルやノウハウが求められる重要な役回りです。

学校の中でもエース級の先生が、子ども支援コーディネーターを担当されている

と聞いています。 

ただ、初めて担当になられた先生や、能力だけでは補えない経験・ノウハウが必

要な部分もありますので、特に初めて子ども支援コーディネーターになっていた

だいた先生に対しては、当課の指導主事や、校長 OB 等が、直接学校へ訪問し

て、個別に指導をできればと考えています。特に年度当初は、指導主事が学校を

訪問して、「子ども支援コーディネーターはこのような役割を期待されている」

ということの指導を検討しています。 

また、初めて担当になられた先生には、重点的に研修をしていくことも検討して

います。 

さらに、学校から事例を募集し、Ａ４両面程度の簡単な資料にしたものを、各学

校に配付してノウハウの共有を図るなど、対応能力の底上げを図れたらと検討し

ているところです。 

座長  全体的に教員不足になっていますが、その中で子ども支援コーディネーターにエ

ース級を抜いていくということになると、担任とか学校現場で重要な人たちが減

ってしまうという怖さもあります。 

６年間の計画なので今後のことも考えた時に、安定的に子ども支援コーディネー

ターをしっかり置いて、しかも周りの先生がそれを支えていくというようなこと

をやらなければいけない。 

それから、学校現場の年齢構成が若い先生ばかりになってしまって、活気はある

のかもしれないけれども、経験の継承ができていないということもあると思う。

このあたりとの連動をしっかりしていく必要があると思います。 

若い教員がいじめに気付いた時に、いじめだけではなく何かおかしいなというこ

とにも気付けるようになる研修を、これからきちんとやっていかなければならな

いだろうと思います。 

委員 子ども支援コーディネーターの位置づけ、どういう役割でどういうことを具体的

に日常でやっていくのかということがテーマになると思います。 

子ども支援コーディネーターには、先生方が直接子どもの状況を見たりする、子

どもへのアウトリーチという役割もありますが、子ども支援コーディネーターが

いることによって、情報共有や他の先生のスキルアップも図れるという役割も求

められていることが、示されつつあるのかなと感じていました。 
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座長がおっしゃった部分は、おそらく後者の、他の先生をサポートできる、スキ

ルアップできるような役割を担う者としても位置づけて考えていく方がよいのだ

ろうと。そのあたりを意識化しておくことが、一つポイントかと思います。 

座長 それでは次の「家庭と連携したいじめ対策の推進」という部分について、いかが

ですか。 

委員 学校も大事ですけれど、家庭も大事だと思います。保護者向けの情報提供もあり

がたいと思います。 

また、年齢に応じて子どもと保護者の関係も変化するので、提供内容も何パター

ンかあるとよいと思います。 

委員 保護者がどのように、いじめ対策に主体的に取り組んでいくかということが、議

論され始めています。保護者がどういう姿勢であるとよいか、家庭がどういう環

境であったらよいか、親子がどういう関係性であるとよいかといった、保護者に

よるいじめ対策の在り方も議論され始めています。 

全国のいじめ事案では、親の怒りから学校・教育委員会とものすごく対立してし

まい、教育委員会・学校が守りに入らざるを得ないため余計に冷たい態度になっ

てしまって、こじれるケースがたくさんあります。 

そこは教育委員会や学校の問題ももちろんあるけれども、また、今までの議論は

そのような形であったけれども、保護者自身がパニックになっていたり、子ども

の気持ちより親の気持ちが優先されてしまっているのではないか、保護者はどう

あるべきかという議論もでてきました。 

そういうところから、骨子案の内容に戻ると、保護者への情報提供や、市はこう

いう取組をしているという広報は、丁寧に力を入れていったほうがよい。 

いじめの未然防止だけではなく、何か起こった時に、保護者が「学校は何もして

くれない」となると対話ができなくなるということを防ぐ意味を含め、いじめ対

策の取組を知っておくだけで保護者は、こういうことしてもらっているが、これ

が足りないと具体的に言える部分も出てくる。 

情報提供や、いじめ対策への姿勢、こういう思いでやっているということが少し

でも伝わる形で、重点的にやっていく方がよいのではないかと思います。 

座長 私が住んでいる神戸市の学校では、ＰＴＡが今年完全に廃止され、保護者会とい

う形になりました。そのために、学校が保護者に対して色々な情報を提供する機

会を、非常に多く持つようになっています。 

学校公開・授業公開の時には必ず運営委員会というのが開かれます。これには全

員参加してもよく、そこで教員が「今学校でこういうことをやっています、こう

いうことに力を入れています。」というようなことを紹介する機会を、２か月に

１回位のペースで設けておられる。先生方は大変だと思いますが、大変受けがよ

くて、保護者が学校を信頼するという一つの糸口になっていると思います。 
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そういう普段からの風通しのよさを推進していくということが大事なのかと思い

ます。 

委員 「いじめのことについて」と学校から連絡が来るだけで、加害者側も被害者側も

どちらもパニックになると思うのです。そうならないように、保護者にも事前説

明と趣旨説明をして、ご理解を得ておくということですね。 

座長 委員、その辺り、今の大津の現状はどうですか。このような、保護者への情報提

供の機会を持っていただいているような実感はありますか。 

委員 今はあまりないような気がします。新型コロナウィルスの関係で、学校のことを

知る機会も少なくなってしまったので、わからないという部分が多いと感じま

す。 

委員 紙だけ配られてきても、そんなに読む機会がないので。 

座長 それこそ動画などを使ってもよいと思います。 

神戸市の学校ですが、自然学校の案内が動画だったのです。息子がタブレットを

持ってきて、「これを保護者と一緒に見なさい。」と学校で言われたと。 

保護者と一緒に見て、持ち物をそこでチェックしていくようなことを一緒にやっ

ていました。動画といっても音も入っていないし、スライドが流れるだけなので

すが、その方が逆に話しながらできるのでちょうどよかったと感じました。 

そういった、子どもを通じて保護者とコミュニケーションをとる機会も入れなが

ら、案を事務局で色々と提示していく形にして、各学校で実際にどのように取り

組むかを考えていただくということはあったほうがよいのかと思います。 

そういう意味で、この家庭との連携が、かなり重要な取組になるのではないかと

いう気がします。 

事務局 ぜひ委員にお聞きしたいのですが、保護者への情報提供で、少しでも見ていただ

けるようにということでリーフレットだけでなく、「学校だより」の活用を検討

したのですが、いかがでしょうか。 

委員 「学校だより」は見ます。全員見られているかどうかはわかりませんけれど。 

事務局 配布物なら「学校だより」を活用し、それに加えて、新型コロナウィルスの状況

にもよりますが、集会等の機会があれば「子ども支援コーディネーター」や「何

かあったらすぐに連絡してくださいね。」ということを保護者の方に紹介できれ

ばと考えています。 

委員 「今の親」という言い方も一般的過ぎて正しくないのですが、今の親世代の感覚

として、学校に対して少しネガティブなイメージを持っている気がします。 
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そういう人達には、いわゆる人間味が伝わったほうがよいので、動画でもリアル

でも、校長先生の「相談してくださいね。」というメッセージがあると、保護者

は少しハードルが下がると思います。 

座長 学校が「こちらの話を聞いてください。」と言うよりは、「そちらの話を聞かせて

ください。」と、そういう姿勢が常に出ているとよいですね。 

先生はいかがですか。 

教諭 保護者の方への情報提供というところで、３番目の項目にある「教員向けダイジ

ェスト版」はとても大切だと感じますが、これが教員用だけでなくて、保護者の

方に向けたものでもあってほしいと思います。 

学校の取組内容を保護者の方にも把握していただいていると、先ほどお話があっ

たように、話が非常に進みやすくなると感じたところです。 

ありきたりな言葉ですけれど、保護者のみなさんに対して開かれた学校づくりを

進めていく上で、「子ども支援コーディネーター」という存在はもちろん大事で

すが、管理職の先生による取組も大事だなということを、今お話を聞いていて改

めて感じました。 

座長 続いて、「その他の取組検討案」の部分ですが、発達障害に関してはなかなか難

しいですね。多様な考え方を理解するという簡単に言えばその一言なのですが、

子どもたちの状況から行くとそれを理解するというのもなかなか難しい。また、

保護者のお気持ちというのも結構重要な部分があり、何でもオープンにするとい

うわけにもいかないと思うのです。取組としては大変難しいと思います。 

だからと言ってやらないわけにいかない。難しいとは思いますが、実施する方向

で検討いただければと思います。 

座長 では、次に、インターネットを利用したいじめの防止の充実についてです。 

現在では、インターネットを使わないということは無理なので、適正に使ってい

くというのがまさに社会的スキルであって、そういったものを考えなければいけ

ないのかなと思います。 

文科省の新しい教育方針の中で、「デジタル・シチズンシップ」という言い方を

しています。モラルの教育ではなくて、社会性や市民性というところにシフトし

ていかなければならない。「こうしなさい。」ではなくて、「君たちが社会に出て

いくにはこういうようになっていかないといけないね。」という方向に。 

少し自分の専門のことばかり言ってしまいましたが、今後そういうところを考え

る必要があるのかなというふうに思います。 

「子ども安全見守り隊」は、参加者の負担感の無いようにしていただければよい

かなと思います。こうしなければいけないと思ってしまうととても大変なので。

見守り等も、当番制より当番がなくなった方が、人が出てきます。 

委員 安全見守り隊は保護者ですか、地域ですか。 



- 8 -  

事務局 両方です。学校から、ＰＴＡ、自治会、自主防災会等に依頼をしていただいて有

志の方が来てくださっているという形です。 

今は夏休み明けの１か月等を中心に実施いただいています。 

もちろん、この取組で、いじめが劇的に減ったり、事案が多く見つかったりとい

うことではないのですが、隊員からの意見や感想では、子どもたちが頑張ってい

るとか、挨拶をしっかりしてくれるとか、子ども達の頑張りを地域の方に知って

もらえる機会にもなっていて、そういう意味でもよい取組だと思っています。 

各学校にはこの取組をできるだけ長い期間に設定していただいて、その代わり、

座長もおっしゃっていただいたとおり、「来られる日に来てください。」というよ

うにハードルを下げて推進していきたいと思っています。 

座長 神戸市の学校で呼びかけがあったのは、通勤時にできるだけ通学路を通ってくだ

さいということでした。 

いちいち見て声掛けなどしなくてよいので、まずは通学路を通ってほしいと。す

ると、子どもの方から大人に声をかけてくるのです。見守っているというわけで

はないですけれど、そういう状況下ではなかなか悪いこともできないので、そう

いう取組みもあるとよいのかなという気がします。 

委員 今の話に関連して、東京では、防災無線を通じた呼びかけをやっています。東京

は防犯の危機意識が高いから、新宿区などでは、午後２時半に「小学校の児童の

皆さんの下校時間です。皆さんお散歩など外に出て見守りましょう。」と防災無

線が流れる。 

事務局 それは毎日流れているのですか。 

委員 毎日流れています。だからみんな癖になっているので生活リズムに入っていくと

いう。よい取組かと思います。 

座長 次に、②「アンケート結果や自己評価の結果を踏まえ、より実効性の高い取組と

する」という取組の改善に関する部分ですが、特にこの「いじめ（疑い）の２４

時間以内の報告方法の改善」について、ご意見やお気づきの点ございますか。 

委員 学校いじめ対策委員会というのは、どれくらいの規模でどれくらいの時間開催さ

れるのか教えていただけますか。 

事務局 規模としましては、管理職は必ず入るとしており、その他は、関係する教職員と

なっています。例えば教頭先生、担任の先生、子ども支援コーディネーターで、

そこに学年主任が入ったり、校長が入ったりという場合もあります。ケースバイ

ケースだと思います。 

時間についてもケースによりますが、５分で終わる場合もあれば 15分～30分と

いう場合もあります。 
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座長 「いじめ事案報告書」について、一部記入する内容を省略したという状況だと思

うのですが、弊害は特にないですか。それが重大事案になっても、どこかに記録

はしていて、後で見ることはできるのですか。 

事務局 これまで、副申書の部分にどのような対応をしたかの経過の詳細について、報告

を求めていました。 

もう一方で、学校の記録としても、聞き取りのシート、それから会議録、全部き

れいに残しなさいということを指導してきました。 

そうすると、それらの記録と報告書の内容がかなりダブってくる。これが負担に

なるであろうということで、会議録はしっかり残しつつ、対応の詳細な経過の報

告は簡略化する形にしました。 

座長 私の私見ですが、実際に事案が起こっているわけなので、その対応を負担という

のは少し違うのかなと感じます。 

もちろん同じことを何回もするのは負担でしょうが、報告を求められていること

によって、今まで気づけていなかった人もいじめの疑いを適切に見てくれると

か、そういう面もあると思います。 

また、後々色々なことがあったときに支障がないかだけが心配です。 

委員 先生の負担が軽減したのはすごくよいなと思っていて、先生がすごくお忙しいの

で、全部に関して副申書を出しておられたのが、随分減ったと。また、対応が困

難なのはごく一部で、それ以外のものが多いのだということがわかって少しほっ

としました。何かあれば対応していただけるというのであれば、負担が軽減され

てよいのではないかと思います。 

座長 これについては、まずはやってみて、状況を見ていくということですね。 

それではもう１つの「いじめ防止市民フォーラム取組方法の改善」についてはい

かがですか。 

委員 保護者も忙しいので、どこかに出かけて行って何かを聞いて、というのは少しハ

ードルが高いという感じはあります。子どもを置いて行かなければならないな

ど。 

座長 先ほど言ったように、動画配信にするというのもよいかもしれません。 

委員 動画配信ならば、中学生とのパネルディスカッションも配信にしたほうが、後々

利用が可能になりますね。 

誰か有名な方を呼んで来て大きな会場で、という今までのスタイルがあります

が、保護者の方からすると、わざわざ子どもを置いて会場まで来て、３～４時間

話を聞かないといけないということになる。 

むしろ参加型、ワークショップのような開催形式も考えられるかもしれない。聞

きっぱなしではなく参加者が意見を言える・話せるというのは、最初はなかなか

参加しにくいと思うのですが、自分の意見が言えるとか、自分の気持ちを整理す
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る場になるのだという意識の人が増えてくると、もしかしたら参加動機が少し増

す可能性があるかなとは思います。 

市や学校の先生たちと一緒に考えられる場なのだ、私の意見も言えるのだという

参加ができるという感覚の方が、ハードルが低くなるのではないかと思います。

開催方法として参加型というのが、一案としてあります。 

また、一般の市民の方に対しては、動画配信などを考えていく方がよいと思いま

す。 

市として話題作りも含めて、アピールの場にするということであれば、有名な方

を呼んできて人が集まるなら、それはそれで案としてあってよいのかなとは思い

ますが、目的を明確にしたプランを考えられる方が、更によいと思います。 

キーワードは参加型。いかに参加者が意見を言えるか、話せるか、考えられる場

になるかどうかというところがポイントだと思います。 

事務局 フォーラムについては、もう少し地域と一緒にやっていく形を検討していきたい

と考えております。 

具体的に言うと、各地域では色々な団体がいじめに関する集会を開催されていま

す。そういったところとタイアップして、地域に合った形式、例えば講演会であ

ったりパネルディスカッションであったり、地域で行われているいじめ対策の取

組の発表をしてもらうなど、地域のニーズに応じた形を組み合わせるようなフォ

ーラムを、今後検討していければと思っています。 

委員 具体的なロールモデルとして、ＮＰＯ「カタリバ」の情報はチェックしてくださ

い。 

今、校則に関するメーキングプロジェクトという、校則をみんなで考えるような

ワークショップを学校主体でやれるような仕組みを用意しているので、参考にな

ると思います。 

座長 その他の取組事項についてはいかがですか。 

委員 ＧＩＧＡ端末の活用が効果的であるということが少しずつ分かりはじめていま

す。タブレットに相談窓口アプリを入れるとアクセスしやすいということが話題

になってきています。ぜひ検討したほうがよいだろうと思います。 

保護者向けも含むというのも重要ですね。 

座長 現在の大津市の運用では、学年が上がっても端末の持ち上がりはないのです。 

そこで気になるのは、１つはずっと同じ端末を使えないということです。また、

情報が端末に入ってしまった時に、違う子どもに見られるのではないかという心

配もあります。 

委員 それでは、技術的にブラウザベースで検討するしかないですね。アプリベースで

はなくて。 
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座長 ３つ目の検討方針「学校で使いやすい計画に」ということについては、先ほど言

っていただいたようにダイジェスト版の作成は非常によいでしょう。かなり効果

的だと思います。 

読んでもらうためには、ここが大事という部分だけを出して、必ず読んでもらえ

るようにしないといけないですね。そう考えると保護者版というのもあってもい

いのかなという感じはします。 

それから、90取組は取組の数として見ただけでしんどいなというイメージを実施

側としては持ってしまいます。また、90 のうち 66 の取組みが重点事業だと言わ

れても、何が重点なのかとなってしまいます。 

似たような取組は統合して、重点取組も 10 個以内くらいになるのがよいのでは

ないかと私は思います。いかがでしょうか。 

委員 教育委員会の取組と、市としての取組、学校としての取組と別れていますね。 

その取組主体ごとに重点取組はいくつという言い方をしたほうが、おそらくよい

と思います。 

委員 個人的には、取組主体ごとに重点取組５つくらいだったらよいのではと感じま

す。10を超えると何が重点か分からないという受け止め方をされてしまう。中身

ではないですが、見え方の問題として。 

座長 それでは最後に、全体的にご意見等があればお願いします。 

委員 いじめ対策だけに関することではないのですが、学校の先生が、子どもたちに接

するときに、少しにっこりしてくださるとよいなと思います。 

お忙しいとは思いますし、普段の授業でも、子どもを注意しなければいけない場

面はあると思うのですが、雰囲気を柔らかくしていただくだけで、教室の雰囲気

がよくなるのではないかと常々思っています。 

座長 先生、いかがですか。 

教諭 本当に大切なことだと思います。 

委員 教員のメンタル面についての支援が必要でしょうか、それとも教員のスキルアッ

プが必要ということでしょうか。 

教諭 当然、両面あると思います。 

全体として、教員に余裕がなくなってきていると感じます。 

また、特に若い教員は「しっかりしないといけない」というようなプレッシャー

を必要以上に強く感じていることもあるのではないかと感じます。 

委員 前回の話で、基本方針のところなのですが、基本方針３の「地域社会全体」を

「家庭、地域、学校」という言い方にされていると思うのですが、この順番は何

だったかなと。地域が２番目に来る意味は何でしょうか。 
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事務局 この順番については、上位計画の教育振興基本計画大津市教育大綱の表現を踏ま

えて、その並びとしています。 

文言を改めた主旨は地域社会というだけではなくて、「家庭」や「地域」と連携

してやっていきたいということが少し明確になるような表現とさせていただきま

した。 

事務局 学校ではいじめの指導や、未然防止も含めて取り組んでいるのですが、やはり家

庭の力を借りないとうまくいかない。 

また、見守りという意味でも、今日も色々な安全見守り隊の話が出てきましたけ

れども、地域の温かい目で見ていただく、子どもたちの活動に声をかけていただ

く、そういう取組も必要かと思います。 

そういった思いで、具体的な表現に改めたものです。 

座長 地域社会というより具体性があってよいと思います。 

委員 少し気になるのは、国の方でいじめ防止対策推進法の改正論議がよく出てきま

す。 

おそらく６年と考えると途中で改正される可能性もあるので、改正された際にど

のように途中で計画を変えるか、予測も立てておいたほうがよいのかと思いまし

た。 

事務局 もし法改正があれば、３年目の中間見直しの際に併せて反映させたいと考えてい

ます。 

 


