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第1部再調査に至る経緯

平成29年度に大分市立^中学校(以下「当該学校」という。)に在籍していた
女子生徒の^(以下「本生徒」という。)が不登校となった事案にっいて、大分市
教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、「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。)第28条第1項に規定する重大事態(平成29年

度第1号事案)として「大分市いじめ問題第三者調査委員会」(以下「原調査委員会」と

いう。)に諮問し、原調査委員会は、平成30年10月31日に調査報告を行った。この

調査報告に対し、本生徒とその保護者が意見書及び陳述書を提出して再調査を希望したた

め、「大分市いじめ問題再調査委員会」(以下「再調査委員会」という。)が再調査を実

施することとなった。

(経過)

・平成29年9月21日、本生徒は、本生徒の担任の^(以下け旦イ壬」とい
う。)に対し、男子生徒の生徒 Aから悪口を言われていること、人のことが信じら

れないなどの悩みを話した。当該学校は、同日、担任からの報告を受けて本生徒に関

する「いじめ防止対策委員会」を設け、同月27日に生徒 Aに注意をすることにし

ていたが、注意は行われなかった。

・平成29年9月29日、本生徒が生徒 Bと話していると、生徒 Aがその話に割り

込んだため同生徒がそれを制止すると、生徒 Aは生徒 Bに対し、本生徒と仲良く

するなという発言をし、本生徒の悪口を言った。本生徒は、このトラブルを担任に伝

え、同日放課後、担任、学年生徒指導の^(以下「学年生徒指導」という。)
及び生徒 Aの担任の^(以下「生徒 Aの1倒動という。)は、生徒
Aに注意、指導を行った。

・平成29年10月2日、本生徒から本生徒の机にマジックで「死ね(笑い)」という

落書きがなされていること、机の中に「死ね(笑い)」から始まる手紙(以下「3通

目の手紙」という。)が入れられていると訴えた。学校から連絡を受けた本生徒の母

は、本生徒の部屋から発見した2通の手紙を当該学校に持参し、落書き及び手紙は本

生徒が書いたのではないかと述べた。しかし、本生徒は、そのうちの1通は、同年5

月20日頃、机の中に入れられていたものであり、その手紙の現物は捨てたが、模写

して保存していたとし、 2通目は、同年9月3日頃、机の中に入れられていたもので

あるとして、いずれも自分が書いたものではないと主張した。

・平成29年10月4日、当該学校は、平成29年度「いじめ第一報」を市教育委員会

に提出した。

・平成29年11月21日、本生徒の母は、市教育委員会教育長三浦享二(以下「教育

長」という。)に対し、原調査委員会による調査の申し入れを口頭で行った。

・平成29年12月1日、市教育委員会は、大分市長佐藤樹一郎(以下「市長」という。)

に対し、いじめ重大事態について報告した。

・平成29年12月13日、第1回原調査委員会を開催し、平成31年3月7日まで計
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27回の委員会を開催して調査を実施した。

・平成30年10月31日、原調査委員会は、本生徒の母及び代理人^弁護士に
対し、調査報告を行った。

・平成30年11月13日、本生徒及び保護者は、代理人^弁護士を通じ、市長
あての意見書及び本生徒の陳述書を提出し、再調査を申し入れた。

・平成30年11月27日、市教育委員会(学校教育課)は、調査報告書、市長あて意

見書及び陳述書について市長に報告した。

・平成31年2月6日、本生徒の母が市長に面会し、市長あてに所見書補足を提出した。

この文書を受けて、市長の判断により再調査の実施が決定した。

上記の所見書補足において、本生徒の母は、原調査委員会において調査対象となっ

ていた平成29年10月2日の机の落書き及び机の中に置かれていた手紙は、本生徒

自身が書いたものであると報告した。

・平成31年3月,6日、第 1回再調査委員会が開催された。

第2部再調査委員会の概要

1 再調査委員会の位置付け

再調査委員会は、本市の設置する小学校又は中学校における法第28条第1項に規

定する重大事態に係る同項の規定による調査の結果についての調査等を行うため、法

第30条第2項の規定に基づく組織として、大分市いじめ問題再調査委員会条例に基

づき市長の付属機関として設置されている。

Ⅱ 再調査委員会委員の構成

委員

石井久子(委員長)

古賀精治(副委員長)

清田晃生

飯田法子

定宗瑛子

Ⅲ再調査委員会の開催状況

分野

法律

委員会

学識経験者(教育)

第1回

医療

学識経験者(心理)

日時

第2回

福祉

平成31年3月6日

所属等

第3回

弁護士(石井法律事務所)

平成31年4月23日

大分大学教育学部学部長

(福)別府発達医療センター大分療育センター所長

令和元年6月5日

大分大学福祉健康科学部准教授

大分市民生委員児童委員協議会会長

場所

大分市役所

大分市役所

大分市役所

内容等

協議
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第4回 令和元年7月7日

第5回

第6回

令和元年7月23日

第7回

令和元年8月7日

大分市役所

令和元年8月8日

大分市役所

第8回

本生徒側と申し出内容

の確認

(本生徒、本生徒の

母、本生徒代理人の冒
弁護士が同席)

大分市役所

第9回

令和元年8月21日

第10回

大分市役所

令和元年9月5日

第11回

事情聴取(本生徒の母)

令和元年9月10日

協議

令和元年10月4日

事情聴取(本生徒)

本生徒側と今後の調査

の進め方についての協

議

(本生徒の母、本生徒

代理人の^弁護
士が同席)

第12回

大分市役所

第13回

大分市立

中学校

令和元年11月7日

第14回

大分市役所

令和元年11月8日

第15回

大分市役所

事情聴取(生徒 A)

令和元年11月26日

第16回

事情聴取(生徒 B)

令和元年11月29日

事情聴取(担任)

令和元年12月4日

大分市役所

本生徒側の要望事項の

確認

(本生徒、本生徒の母、

本生徒代理人の^
弁護士が同席)

大分市立

中学校

大分市役所

大分市立

中学校

協議

大分市立

中学校

事情聴取(生徒 C)

事情聴取(学年主任)
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名、学年生徒指導)

事情聴取(関係生徒2

名)



第17回

第18回

令和元年12月16日

第19回

令和元年12月26日

令和元年12月27日

第20回

大分市役所

第21回

令和2年1月15日

大分市役所

第22回

大分市役所

令和2年2月12日

第23回

事情聴取(生徒A担任、

校長)

令和2年2月17日

第24回

事情聴取(教頭)

令和2年2月18日

大分市役所

本生徒側と今後の調査

の進め方についての協

議

(本生徒、本生徒の母、

本生徒代理人の^
弁護士が同席)

令和2年2月19日

第25回

大分市役所

第26回

大分市役所

令和2年2月25日

本生徒の母と本生徒側

の要望事項の確認

協議

大分市役所

令和2年2月26日

第27回

大分市役所

協当

第28回

令和2年2月27日

事情聴取(生徒指導主

事)

令和2年3月4日

事情聴取(スクールカ

ウンセラー)

大分市役所

第29回

本生徒側との協議

(本生徒、本生徒の母、

本生徒代理人の^
弁護士が同席))

協議

大分市役所

令和2年3月9日

大分市立

中学校

事情聴取(担任)

大分市役所

事情聴取(原調査委員

会委員長、市教育委員

会職員2名)

事情聴取(学年主任、校

長)

大分市役所

中間報告

(本生徒、本生徒の母、

本生徒代理人の^
弁護士が同席)

協議
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第30回

第31回

令和2年3月13日

第32回

令和2年3月17日

第33回

令和2年3月22日

第34回

令和2年3月25日

大分市役所

第35回

第3部再調査の内容について

1 再調査の目的

文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」では、学校の設置者

又は学校による重大事態の調査結果について、以下のような理由で調査が不十分であ

る場合、地方公共団体の長等は、再調査の実施について検討することとしている。

1 調査等により、調査時には知り得なかった新しい重要な事実が判明した場合又

は新しい重要な事実が判明したものの十分な調査が尽くされていない場合

2 事前に被害児童生徒・保護者と確認した調査事項について、十分な調査が尽く

されていない場合

3 学校の設置者及び学校の対応について十分な調査が尽くされていない場合

4 調査委員の公平性・中立性について疑義がある場合

今回の重大事態に関する原調査委員会の調査について、本生徒及び本生徒の保護者

は、上記の項目の2、 3、 4に該当することから、調査結果に不備があると意見書及

び陳述書等で主張し、特に本生徒に対する生徒 Aの悪口等によるいじめ加害行為の

疑いについて、調査報告書に全く触れられていなかったことから再調査を強く希望し
、^0

令和2年3月3 1日

大分市役所

令和2年4月6日

大分市役所

本生徒の母との協議

協議

大分市役所

事情聴取(市教育委員

会職員)

協議

大分市役所

大分市役所

協当
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協=

協議

再調査委員会は、市教育委員会から独立した中立の立場から、原調査委員会の調査

について、本生徒及び本生徒の保護者の調査要望を踏まえた上で、当該重大事態にお

いて起きたことについての事実認定、及び原調査委員会の調査の評価、また同種の事



態の再発防止について提言を行うことを目的とし、再調査を実施することとした。

Ⅱ再調査の方法

1 原調査委員会の調査及び資料の分析

原調査委員会の行った調査や調査対象とした資料について、市教育委員会から提

供を受け、内容についての調査及び分析を行づた。

2 関係者への個別の事情聴取

本生徒や本生徒の母、関係生徒、当該学校の教職員、市教育委員会職員、原調査委

員会委員などに対し、個別に事情聴取を行った。

3 筆跡の本鑑定

原調査委員会が行った筆跡簡易鑑定の鑑定対象資料(平成29年10月2日に発

見された本生徒が書いた手紙及び机の落書きを除く1通目の手紙及び2通目の手

紙)を用い、法科学鑑定研究所欄嘱託鑑定人^が筆跡の本鑑定を行った。
4 再調査に必要な新たな資料の収集

当該学校及び市教育委員会から再調査に必要な資料等の提供を受け、調査を行っ
、-0

第4部再調査における事実認定について

1 本生徒に関する「いじめ」について

1 生徒 Aの「ダニ」等の発言について

(1)本生徒の主な訴え

本生徒の意見書等(※)によれば、体育祭明けの平成29年5月後半頃から、

生徒 Aから、「ゴキブリみたいなやつ」「ダニみたいなやつ」といった悪口

を何度も言われ、また、廊下ですれ違う際に、ニヤニヤした目つきでずっと見

られ、その目つきが本当に苦痛と感じていた。

※本生徒の主な訴えに係る下記の資料については以下「意見書等」と記述する

・平成30年11月13日付意見書

・平成30年11月13日付陳述書

・平成31年2月6日付所見書補足

・令和元年7月4日付要望書

・令和元年12月25日付今後の調査に関しての要望

・令和2年3月10日付意見書

(2)事実の経過

・本生徒は、平成29年9月21日(木)の放課後、担任との面談の際、他のク

ラスの女子生徒の生徒 Cが悪口を言われていること、生徒 Aが「ダニ」
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と言ってくること、今でもニヤニヤして見てくることについて話をした。そ

の他、小学校時代のいじめ、人が信じられないこと、りストカットをするこ

と、倉庫に首を吊るような口ープがあったが、そんなことしてもしょうがな

いと思っていたことなどを話した。

担任が目視した本生徒のりストカットの傷跡は、手首の静脈上ではなく、手

の甲の皮膚上に白い線状の跡が残る程度であった。しかし、担任は、重大な事

案だと考え、直ちに学年主任の^(以下「学年主任」という。)に
報告し、当日、いじめ防止対策委員会が開かれた。本生徒は、本生徒の母に話

してほしくないと言っていたが、りストカットがあるため、いじめ防止対策委

員会は、 9月22日に家庭訪問を行い、本生徒の母に相談することを確認し

、^0

・9月22日(金)、担任は、休暇をとっていたが、緊急の案件として家庭訪問

を行い、本生徒の母に本生徒の悩みやりストカットをしていることなどを告

げた。

・ 9月25日(月)、本生徒は、 4限前に登校し、週末に行ったりストカット跡

を担任に見せた。担任が生徒 Aに注意をすることを話すと、「後が心配だか

ら待ってほしい。」と言ったが、放課後、担任に「生徒 Aには、学年主任の

^から話をするのがいい。」と告げに来た。
・9月26日(火)、学年主任が本生徒と面談すると、本生徒から夏休みに口ー

プを首にかけたら死ねるという発言があり、生徒 Aには、「優しく聞いてほ

しい。」とのことだった。そして、同日行われたいじめ対策会議では、すでに

重大な事案であるので早急に対策を練った方がよい、せめて生徒 Aへの指

導だけでも先にした方がよいという結論になり、明日9月27日(水)に学年

主任が生徒 Aに指導することを確認した。

しかし、 27日、 28日に、学年主任から生徒 Aへの指導は行われなかっ

、^0

・ 9月29日(金)昼休み、本生徒が生徒 Bと話をしていると、そこに生徒

Aが生徒 Bと話そうとして割り込んできたので、本生徒がそれを制止す

る発言をすると、生徒 Aは、

皿、本生徒の悪口を言った。これに対して、本生徒も生徒 Aに言い返し、
この出来事を担任に話した。

当日、学年主任は、出張していたので、担任と学年生徒指導、生徒 Aの担

任が生徒 Aに指導した。生徒 Aは、反省していることや本生徒に謝罪した

いと言った。

教師から「好意を持っているか

その際、

らちょっかいをだしたのか。」と聞かれても、生徒 Aは^
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^否定した。
同日、担任が本生徒に生徒 Aに指導したことや生徒 Aが謝罪したいと

述べていると伝えた。本生徒は、生徒 Aが反省していることを知って少し安

心したが、まだ謝罪を受け入れられる気持ちではないと担任に伝えた。

同日、生徒 Aの母にこの件を連絡すると、生徒 Aの母から本生徒と本生

徒の保護者に詫びたいとの申し入れがあったが、まだ本生徒が謝罪を受け入

れられないと伝えて生徒 A及び生徒 Aの母からの謝罪は保留となった。

・10月2日(月)に本生徒の机に「死ね」と落書きがされ、手紙が入っていた。

筆跡から生徒 Aの可能性は、否定されるものであった。

・10月2日以降の日(日付け不明)、生徒 Aは、 9月29日の件について再

度、学年主任、生徒指導主事の^(以下「生徒指導主事」という。)
から厳しく指導された。その際、生徒 Aは、学年主任らに対しても29日と

同様の説明をして泣いて反省している態度を示した。

(3)調査結果

9月29日、本生徒と生徒 Aとの言い争いの場にいた生徒 Bは、争いは

見たものの、二人がどのような発言をしていたか記憶していない。

しかし、 9月21日、担任が本生徒から聞き取った内容からすると、 6月頃

に、生徒 Aからのダニ等という何らかの発言はあったと解される。ただし、担

任は、 9月21日の聞き取り.の際、本生徒に対し、生徒 Aから「ダニ」と言わ

れるのは、何回もあったのか、今でも言われているのか確認すると、本生徒は、

6月の1度だけだが、生徒 Aからニヤニヤして見ら.れていることが苦痛であ

ると言ったことをヨ己庶していた。

その他、生徒の聞き取りにおいても生徒 Aが本生徒に悪口を言つていると

ころを目撃した者はいなかった。

生徒 Aが「ニヤニヤして本生徒を見ていた」という行為について、'生徒 A

は否定している。

ただし、生徒 Aは、夏休み前、本生徒と小学校が一緒だったと気づき、■
^挨拶などの声掛けをしていたと述べており、本生徒の受け止め
方として、このような生徒 Aのかかわり方を負担に感じていた可能性がある。

「いじめ」とは、児童に対して、当該児童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間関係がある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為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(法第2条)。
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前述の事実からすると、たとえ回数は少なくても「ダニ」「ゴキブリ」「ダン

ゴムシ」などと言われたことで本生徒は、苦痛に感じ、かつ心理的負担を感じて

いたものであるから、生徒 Aの発言は、いじめに該当する。

2 2通目の手紙の鑑定(本鑑定)

(1)本生徒の主な訴え

本生徒の意見書等によれば、原調査で審議した3通の手紙のうち、 3通目の

手紙は本生徒自身が書いた旨を述べでいるが、 1通目と2通目の手紙は、間違

いなく他者が本生徒が認識できるよう置いたものであり、改めて本生徒の認識

を聴取し、必要な調査を尽くすよう述べている。

^

10
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Ⅱ学校の対応について

1 担任の対応について

(1)本生徒が生徒 Aについて相談した内容の回答

①本生徒の主な訴え

本生徒の意見書等によれば、平成29年9月29日(金)放課後の担任と

学年生徒指導、生徒 Aの担任による生徒 Aへの聞き取り・指導の後、担

任から本生徒に話した際、今回のことは許してあげてほしいと言われた、ま

た、「ダニ、ゴキブリというのは聞き違いで、本当はダンゴムシと言った。

00 (本生徒)ちゃんのことが好きで、どう接すれば良いのかわからず、そ

ういう言葉がけが続いた。」との説明を受けたとしている。

②事実の経過

・平成29年9月29日(金)、放課後、担任と学年生徒指導、生徒 Aの担

任とともに、生徒 Aから聞き取り、指導を行った。

・10月10日(火)、担任が家庭訪問を行い、本生徒に生徒 Aの件につい

て話す中で、生徒 Aが本生徒に謝罪をしたいという思いがあることを再

度伝えた。

③調査結果

再調査における個別の聞き取り調査において、担任は、9月29日の指導の

際、

^学年主任が後日改めて生徒 Aに聞き取りを行った際「本生
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徒と友達になりたいと思ってます」という話を学年主任から聞き取り、10月

10日の本生徒の家庭訪問の際、本生徒の気持ちを少しでも和らげたいとい

う気持ちで「00 (本生徒)ちゃんが悪いとかじゃなくて、友達になりたいと

か、そういうのがうまく言えなくて、あんな変なことを言っちゃったみたいよ」

と言ったと証言している。

また、「生徒 Aを許してあげてね」という発言については、絶対に言って

いないと証言している。

本生徒に好意があるという発言については、担任は「友達になりたい」とい

うのは伝えた記憶はあるが、好きと言ったかどうかは好きと言ったかもしれ

ない・し、言ってないかもしれないと証言し、はっきり覚えていなかった。

また、生徒 Aに聞き取り及び指導を行った学年主任及び生徒指導主事も、

生徒 Aが本生徒に好意があるとは言っていないと証言している。

具体的な文言は明確にはならなかったが、好意があると伝えられた可能性

はある。しかし、好意があるから許してあげてと言ったかどぅかは誰の証言か

らも明らかにならなかった。ただし、好意があるからといっていじめを正当化

する理由にはならず、指導上の配慮が必要な状況であったと考えられる。

(2)不登校傾向を示している本生徒への対応

①本生徒の主な訴え

ア教室入室時の「拍手」の促し

本生徒の意見書等によれば、生徒 Aのいじめ等による心理的ストレスを

受ける中で登校し、教室に入るときに、担任が「みんな、 00 (本生徒)ち

やんが来たよ、拍手」等、本生徒が登校してきたことを学級内でことさら強

調し、他の生徒に拍手するよう促した。生徒の視線が自分に集まることに強

いストレスを感じるとともに、登校への圧力を感じるようになった。本生徒

は、次第に視線恐怖というべき強いストレス、不安を抱くようになり、これ

以降、登校することへの抵抗感が増したとしている。

イ他生徒に対して学校に行けなくなったことを防新力と説明したとする点

本生徒の意見書等によれば、「3回目の手紙で担任はようやく大変なこと

が起こっていると気付いてもらえたようだが、学校に行けなくなったことを

『旅行』に出かけていることにされてしまい、ズル休み扱いされてしまい、

こんなことでは学校にとてもいけなかった」としている。

ウ長欠児童生徒調の欠席理由

本生徒の意見書等によれば、個人情報公開請求により入手した情報である

「長欠児童生徒調の欠席理由」は、「人間関係」ではなく「不安」という理

由が選択され続けていた。
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②調査結果

ア教室入室時の「拍手」の促し

再調査の個別の聞き取り調査において、担任はみんな大事だという話を普

段からしており、本生徒が登校したときは知らん顔や過剰な反応をするの、で

はなくて、普通に「あー、 00 (本生徒)ちゃん」つて言って普通に接して

いいよ、というような言い方を学級の生徒に対して行い、メッセージを書く

などして、みんなで温かく迎えるようにしていた。このため、本生徒が来る

と学級の生徒は嬉しくて「あ一来た」という感じで(拍手をしたが)、拍手

しなさいと指示した訳ではないと認識している。また、「みんなが拍手で出

迎えた時はとても嬉しそうな表情」であったことから、「どちらかというと

この子にはそっちの方が元気が出そうだな、喜んでいるなというのがあった」

と証言している。

学年主任は「00 (本生徒)ちゃんが来たよ」という場面は見たことがあ

つたが、「00 (本生徒)さん自身が嫌そうな顔をしていなかったので、 0

0 (本生徒)さんはこういうふうにした方がしW)のかなと思っていた。今老

えるとそこはちゃんと顔色をもう少し読むべきだったと思います」と証言し

ている。「拍手」と担任が言ったかどぅかについては聞いていないと述べた。

他の生徒で、その場面について、「拍手」という言葉を覚えているものは

いなかった。

つまり、本調査の結果からは、アの訴えのように「拍手」という促しは確

認されなかったが、迎え入れるために担任が意識して作っていた教室の雰囲

気は、本生徒にとっては心理的な負担となっていたと思われる。本生徒を温

かく迎えようという1出壬によるクラスの雰囲気作りに若干の違和感を持っ

ていた教員もいたがJ出壬が教育相談に関するべテラン教師であったことか

ら異論を唱える者はいなかった。

イ他生徒に対して学校に行けなくなったことを防矢行」と説明したとする点

担任は聞き取りにおいて「旅行に行っていたということについて本人から

もお母さんからも聞いていない」とし、そのような説明は行っていないと明

確に否定した。

関連する内容として、「本生徒は旅行に行っていると言っているが、そん

なことを言うと、みんなにズル休みと思われるのではないか」と心配して私

に言ってきた子がいたが、それを肯定も否定もできず「そうなんだ、そんな

風に周りの子に話してるんだなというふうに思った」と証言している。

クラスメイトには本生徒がLINEに京都に行っている写真を挙げてい

たことから京都の旅行の話が噂になっていたことを覚えていた者がいたが、

そのようなことを知らない者もいた。また、旅行に行っていたという担任の
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説明を聞いたという者はいなかった。

以上、本調査の結果からは、イの訴えについては、担任はそのような説

明はしていないと判断される。

ウ長欠児童生徒調の欠席理由

長欠児童生徒調の欠席理由に、(いじめによる)「人間関係」ではなく「不

安」という理由が選択された点にっいて、^校長(以下「校長」とい
う。)は、「いじめ(手紙や落書き)のことについても(当初本生徒の母が

本生徒が書いた可能性を伝えた点を含めて)誰が書いたかわからない」とい

うことと、「掲示物を見ても目玉にみえるなどは手紙の前の段階から言って

おり、最初四月21印の話も十くらい色々な要因があってイライラして

きてりストカットをするというのがあり、色んな意味の不安があった」こと

から、「不安」が選択されたことを証言している。

担任は、9月21日に聞き取った内容についてりストカットと生徒 Aと

の関連があると感じたかどうかの質問に対して、「生徒 Aから言われたこ

とがきっかけになって、そのくらいからっていう言い方をしたので、1つの

きっかけみたいな言い方というふうに感じた」と証言している。

つまり、再調査の結果からは、ウの長欠児童生徒調の選択内容については、

本生徒の不登校にはいじめ以外にも様々な要因があることを念頭においた

判断であったと考えられる。

2 ^の担当教諭や部活動の顧問の対応にっいて
(1)本生徒の主な訴え

本生徒の意見書等によれば、^の活動の中で、先生が用意した原
稿を読み上げるように指導され、その通り原稿をそのまま読み上げたところ、

学年主任が原稿通り読んでいる本生徒に向かって「うすっぺらい」と言い、ま

た、学年主任は本生徒に対し「^とはどんなものか言いなさい」と厳しく
問いかけてきた。本生徒は何も答えられず下を向くばかりで何もできなかった。

他の先生は見ているばかりで、何もフォローしてくれなかったことから、悪い

のは自分だけで、誰も助けてくれないんだとひどく落ち込んだ気持ちになり、

また、先生にも裏切られたような気落ちした状態になり、本生徒は先生を信頼

することができなくなったと述べている。

討郵活動(^)に知、ても、^の活動も釣、練習経
れることが何回もあったが、顧問の先生からとても嫌な顔をされ、他の部員が

いる前で、本生徒のせいで練習が進まないということを繰り返し言われ、本当

にっらい気持ちになったこと、また、担当^の講師からとても厳しい指導を
受け、「前の課題、どうしてできないの」「次にできていなかったらキレるか

らね」「次はないよ」と強い口調で叱られたと述べている。
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(2)調査結果

再調査における校長への個別の聞き取り調査及び平成30年1月から3月頃

に校長が作成した市教育委員会への報告書(メモ)によれば、校長は平成30年

明18即本断超飢諏後、^財賠薪釦^(以下け暗
教諭」という。)に聞き取りを行った。校長の聞き取りによると、担当教諭は、

^で話をする原稿樹誠し、本断越はじめ咋の^1皷す
とき、「この原稿の内容通りではなく、自分の思いを加えて伝えよう。」と話し

た。しかし、本生徒が原稿通りにそのまま話したため、担当教諭は「(事前に指

導した「思いを加えて」と)違うのではない?」と本生徒に言ったとしている。

学年主任は「うすっぺらい」という言葉は言っていないが、原稿どおりではな

く自分の気持ちをということは言ったかもしれない、また、本生徒だけ指導し

たっもりはないが、^はそんなもんではないよという指導はしたと証言し
ている。さらに、本生徒を含め(^の)みんなはこっちをちゃんと見ていた
ので、落ち込んでいるというふうには読み取れなかったと証言している。

部活動(^)での外部講師の言動にっいても、当時部に在籍していた1
年から3年生の全部員を集め、部担当の教諭が質問し、顧問が記録する形で聞

き取りを行った。その際「嫌な気持ちになったこと」として話が出たことは、本

生徒と同じ^の部員から「(自分が) 2年生と比べられた時に、『2年生は
できているけど、 3年生はできていない』と言われた。」ことを聞き取ったと、

校長は証言した。

これらの証言は、^活動や部活動における指導のすべてを明らかにする
ものではないが、一般的に^活動や部活動においては、その性質上厳しい
指導がなされることもある。しかし、現在の子どもの背景事情は様々であるこ

とから、傷つきやすい子どもが多数存在することを想定し、個々の生徒の心情

に配慮した発言を心掛けることが求められる。

3 学校の対応について

(1)生徒 Cのいじめ被害の聴取の遅れ

①本生徒の主な訴え

本生徒側からの意見書等によれば、生徒 Cのいじめ被害について記名式

アンケートを通じて学校に報告していたが、夏休みの明けの時期まで学校と

しての対応がなされなかったことで、本生徒の学校及び教員に対する信頼が

大きく損なわれたとしている。

②事実の経過

・ 7月、本生徒が生活アンケート(7月)に生徒

記載した。
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・ 8月、本生徒が生活アンケート(8月)に生徒 Cのいじめ被害について

記載した。

・7月、8月ともにアンケート実施後に担任が本生徒に記載内容についての聞

き取りを行い、聞き取った内容にっいて生徒 Cの担任の^
(生徒 Aと同じ担任、以下「生徒 Cの担任」ともいう。)に情報提供し、

さらに学年主任に報告した。生徒 Cの担任が生徒 Cに聞き取りを行っ

た後、学年の教員間で指導内容の共有がなされた。

・担任の記憶では、 9月20日(水)欠席していた本生徒の家庭訪問を行い、

本生徒から「生徒 Cが悪口を言われているのを聞くと学校にいきたくな

い気持ちになる」という話を聞いた。

・9月21日(木)、担任は職員朝礼で昨日の情報を報告した。午前中に生徒

Cの担任が生徒 Cへの聞き取りを行った。担任は^ノートの記載
末尾(9月19 印の欄に「先生たちもひそかに動きます」と記載した。昼

休みに担任も生徒 Cから聞き取りを行い、放課後に本生徒に「もう一度聞

いていい?」と再度聞き取りを行う中で、りストカットや生徒 Aからのい

じめの話を聞いた。学年主任に報告した後、いじめ防止対策委員会で協議を

1テつた。

③調査結果

聞き取りによれば、生徒 Cの担任は生徒 Cから「クラスの人達に言い方
がきつかったのか、そういうこと(悪口)を言われる」と話をされたことを覚

えていたが、アンケート内容についての記憶は不鮮明であった。

担任、学年主任、生徒 Cの担任はアンケートの情報を共有し、対応してい

た。生徒 Cのいじめに関して、学校に第一に求められることは事実確認とそ

の解消であり、学校はそのための取組を行っていたと考えらえる。

ただし、学校はその経過について本生徒に伝えていなかった。即ち、学校側

は本生徒のアンケートの記載に基づいて対応していたが、本生徒にその経過

を知らせていなかったことが、本生徒に不信感をもたらしたものと推察され
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る。

(2)生徒 Aへの指導

①本生徒の主な訴え

本生徒側からの意見書等によれば、生徒 Aからの暴言を繰り返し受けた

ことで著しい精神的苦痛を受け、りストカットにまで発展する事態となった。

生徒 Aに対し、適切な指導が迅速になされていれば、本生徒の被害が拡大

することがなかったとしている。

②事実の経過

第4部 1-1-(2)に同じ。

③調査結果

当初、 9月27日(水)に行われる予定であった生徒 Aへの指導が9月2

9日(金)となったことについては、再調査における個別の聞き取り調査にお

いて、学年主任は学校に来られない子が少し増えた時期であり、色々なところ

に声をかけていたから指導が延びたかもしれないと証言した。また、すぐに注

意しなければいけなかったと今は思っており、タイミングが一歩遅くなった

というのも反省点だと思いますと証言している。

一方、校長はその時期に、他の生徒の緊急を要する案件が立て続けに起こり、

いろいろなことに対応していたことは確かであり、そのため生徒 Aの対応

は検討されていたが、、指導したかどうかの確認までは行っていなかった。うち

の学校の失敗といえば失敗ですと証言している。

しかし、本事案は9月26日のいじめ防止対策委員会で取り上げられ、9月

27日の指導の予定は共有されていた。この日に別の案件の問題が立て続け

に起こったという事情も理解できるが、結果的に27日に実施できていれば、

9月29日の問題やそれ以降の問題は発生しなかった可能性は否定できない。

いじめ問題に対しては、対応の迅速さと組織での対応が要求されることは

いうまでもない。

学校は多忙を極める現場であるからこそ、緊急事態に備え、複数名で指導で

きるよう情報を共有し体制を整えておくことが望まれる。

(3)スクールカウンセラーへの繋ぎ及び専門機関への相談・受診の勧め

①本生徒の主な訴え

ア 9月21日にスクールカウンセラーに繋がらなかったこと

本生徒の意見書等によれば、平成29年9月21日の時点で生徒 Aか

らのいじめとりストカットを担任が把握していたものの、本生徒が相談し

た当日に来校予定日だったスクールカウンセラーに繋がらなかったという
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点についての疑義が示されている。

イスクールカウンセラーの予約に誤りがあったこと

本生徒は、9月28日にスクールカウンセラーのカウンセリングを受ける

つもりで学校に行ったが、下駄箱の周辺で担任から今日はできなくなりまし

たと言われたことがあると証言している。

ウ病院を探すよう勧められ、10月2日までスクールカウンセラーに繋が
らなかったこと

本生徒の意見書等によれば、本生徒の母は、担任から病院を探すように勧

められ、10月2日まで更にスクールカウンセラーに繋がらなかった点につ

いての疑義を示している。

②事実の経過

・平成29年9月21日(木)、放課後に担任と本生徒が面談を行った際、

担任がスクールカウンセラー^(以下■SC,という。)にアドバ
イスをもらおうと本生徒に提案、本生徒も了承した。担任は学年主任に面

談内容を報告した後、 16時30分から「いじめ防止対策委員会」に出席

し、本事案にっいて協議を行った。同日、酉SCは来校(8時30分から
11時、 13時から 17時15分の勤務)していたが、別の面談を行って

いたので、この日の面談は設定できなかった。同日、校長は保護者に本生

徒からの聞き取り内容を伝えるよう指示したオ田壬は冒SCの勤務日を早
めて欲しいと^教頭(以下「教頭」という。)に相談し、教頭が日
程調整を行った。

・9月22日(金)、担任は家庭訪問を行い、本生徒の母に21日に本生徒

から聞き取った内容を伝えた。また、冒SCは本来10月12日勤務の予
定だったが、予約、を10月2日に早めてもらうことや、専門機関は他にも

あること(エデュ・サポアトおおいた、大分大学相談室、大分大学医学部

等)を伝えた。

・ 9月2、5日(月)、本生徒から再びりストカットをしてしまったと担任に

相談があり、担任は昼休みに本生徒の母に連絡した。その後、担任は■S
Cに電話でりストカットの程度(傷の深さの程度等)を伝え、医療機関に

ついての紹介を求め、「中央町こころのクリニック」の情報を得た。その

後、本生徒の母と電話で話した際に病院の紹介を求められたため、「中央

町こころのクリニック」を紹介した。

・9月26日(火)、本生徒は本生徒の母と一緒に同クリニックを受診した。

・10月2日(月)、■SCが来校し、本生徒及び本生徒の母と面談した。
この日の早朝に3通目の手紙、机の落書きの事件が発生している。
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・ 9月22日~10月1日の間、圃S Cの来校実績はない。
・ 10月12日(木)、本生徒は第2回目のカウンセリングを受けた。

・ 10月26日(木)、本生徒は第3回目のカウンセリングを受けた。

・以降、本生徒はカウンセリングを受けていない。

いじめ防止対策委員会への■SCの参加実績はない。
・カウンセリングを受ける前に、本生徒は担任より、担任と皿SCとは親し
い間柄である話を聞いている。

19

③調査結果

ア 9月21日にスクールカウンセラーに繋がらなかったこと

再調査の結果からは、21日の相談当日に本生徒が皿SCに相談出来な
かったことについては、既に他の面談がなされており、また、当日の時間

的な流れからみて致し方なかったものと判断される。

イスクールカウンセラーの予約に誤りがあったこと

学校側の聞き取りによれば、担任は9月21日に本生徒と面談を行った

その日うちに冒SCの予約を教頭に依頼している。しかし、次回の勤務日
は10月12日であったため、勤務日の調整を依頼し、、10月2日に早め

てもらえることになったと証言している。また、翌日(9月22 印に本

生徒の母に会いに行った際、■SCの日程の話を初めてしたとしており、
本生徒が証言している行き違いはなかったと証言している。

学年主任も同様に行き違いについては記憶にないと証言している。

教頭も自分が勤務している間は■SCが急にキャンセルするというこ
とはなく、ほぼ予定通りの勤務であったと証言している。

亜SCは、 10月は中旬しか勤務しない予定であったが、それだと遅い
であろうということで、急遮10月2日に面談を入れるために勤務を変え

たと証言している。

また、予約を管理していた教頭は9月28日に■SCに来校を依頼して
いないと証言し、皿SCも28日の来校依頼は受けておらず、予約の管理
ミスなどについても聞いていないと証言している。

9月28日に本生徒は2限目の音楽の時間が終わると早退したと出席

簿には記録されている。

以上より、イにおいて本生徒の訴える、■SCの予約の誤りにっいては、
根拠に乏しいことから、誤りがあったと断定することはできない。

ウ病院を探すよう勧められ、 10月2日までスクールカウンセラーに繋が
らなかったこと

再調査委員会における本生徒の母からの聞き取りによれば、9月22日に



担任から専門機関への相談を提案された際、りストカット等の状況からその

緊急性は分かるものの、本生徒は家庭ではいじめや学校の先生の問題を本生

徒の母に語っていたため、本生徒の母としては外部に相談するよりも、スク

ールカウンセラーに繋がることを望んでいた。大学相談室などは予約を取り

にくく、加えて精神科は本生徒の母にとってハードルが高いため、スクール

カウンセラーに繋がることを望んでいたとのことである。また、学校の先生

の問題については、当事者である先生に話しにくいと感じていたと証言して
いる。

ア及びウの訴えからは、本生徒の母が最初に専門機関ではなくスクールカ

ウンセラーに繋がりたかった思いや精神科の受診に複雑な思いを抱えてい

たことが想像された。

一方で、学校側の判断は危険性を予見し、専門機関への繋ぎを迅速に行っ

た点で評価できる。また、■SCの勤務状況やりストカットの状態(傷の深
さの程度)などを総合して判断すれば、 10月2日の予約の設定も対応とし

て妥当であったと考えられる。

他方、学校側が専門機関を紹介する際には、保護者は口に出さないものの、

保護者に複雑な思いが生じていることを想像する必要性、つまり、生徒や保

護者が受診を承諾したとしても、その思いには複雑な思いが含まれているこ

とを想像する必要性が示唆された。そのためには、難しいことだが、保護者

の思いを学校側に十分に語ってもらえる関係性を構築する必要がある。でき

れば担任など学校への不満も語ってもらえるよう、担任が一人で生徒や保護
者に向き合うのではなく、複数で支援する体制があれば良かっただろう。ま

た、様々な思いを抱いている生徒や保護者の思いに寄り添うための方策とし

て、養護教諭、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等を

含めた委員会等の開催により支援の在り方が検討されていることが望まし

い。

(4)市長への報告について

①本生徒の主な訴え

本生徒側からの意見書等によれば、平成29年9月には本生徒が担任に対

して苦しい気持ちからりストカットに及んでいること、死にたいくらいの気

持ちであることを伝え、その後不登校状況になっていたにも関わらず、最終

的に本事案が市長に報告されたのは、平成29年12月1日で、しかも口頭

の説明であったとしている。

②事実の経過

・平成29年10月4日(水)、平成29年度「いじめ第一報」を市教育委
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員会に提出した。

・ 10月18日(水)、本生徒の保護者(父、母)と学校にて面談した。

・10月25日(水)、学年集会において全体指導(本生徒も参加)、アンケ

ートを実施した。

・ 11月2 1日(火).、本生徒の母は、教育長に対し、原調査委員会による調

査の申し入れを口頭で行った。

・12月1日(金)、市教育委員会が市長へいじめ重大事態について報告した。

③調査結果

再調査における個別の聞き取り調査において、校長は、平成29年10月

4日 0拘にいじめ第1報を市教育委員会に送付しているが、 3通目の手紙

と机への落書き事件があった10月2日(月)には電話で連絡をしたと証言
している。

その際に手紙や落書きだけでなく、生徒 Aとのトラブルのことも全部報

告したと証言している。その上で、手紙は本生徒が書いた可能性があるとい

う本生徒の母の発言もあったので、学校としては慎重に本生徒の意思を確認

し、相談しながら対応することをいじめ防止対策委員会の対策方針とした。

学校はそのことを市教育委員会に報告した。市教育委員会からは、本生徒及

び本生徒の保護者に確認をとりながら慎重に対応するよう助言され、学校は

その通りに対応したと証言している。

大分市いじめ防止基本方針第3条には「学校が重大事態を認知した場合、

直ちに発生の報告を行う」として「学校⇔教育委員会⇔市長」の流れが示さ

れており、市長への報告を行うのは学校長ではなく市教育委員会であること

から、本事案への疑義は市教育委員会に対するものと判断される。

Ⅲ市教育委員会の対応について

1 市長への報告の遅れ

(1)本生徒の主な訴え

第4部Ⅱ一 3 -(4)一①に同じ。

(2)事実の経過

第4部Ⅱ一 3-(4)一②に同じ。

(3)調査結果

再調査における個別の聞き取り調査において、市教育委員会職員は、遅らせ

るとか遅滞をさせるとかそういうことではないが、本事案の内容について、あ

る一定程度整理しないと報告ができないところがあり、当然、そういったこと
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が整理されたのち速やかに報告することになると証言している。

また、手紙や落書きについては、本生徒の母が当初学校側に伝えた内容も踏

まえ、本生徒が書いた可能性も視野に入れ、本生徒の(心や体の)安心や安全

を第一に芳え、慎重に対応するように指導をしていた。その配慮が市長への報

告が12月1日になったことと関係していたと、市教育委員会の当時の担当者

が証言している。

上記の事情からすると、その指導については妥当であると考えられ、報告

までに一定の期間を要したことは是認できる。

さらに、速やかに報告する期間の基準が国のガイドライン等に定められて

いる訳ではなく、本事案については、その報告が遅かったと断言することは

できない。

2 原調査委員会委員長の選任

(1)本生徒の主な訴え

本生徒側からの意見書等によれば、^委員長(以下「原調査委員会委
員長」という。)は、大分市学校問題解決支援チーム(以下「学校問題解決支

援チーム」という。)の専門委員を兼ねており、原調査委員会が調査を開始す

る以前の平成29年11月29日に実施された平成29年度第5回チーム定

例会議において、学校問題解決支援チームの立場で本事案について教育委員会

から相談を受け、質疑をしている。支援チームのメンバーとして案件の相談を

受けていながら、その後、原調査委員会の委員として調査を行うことは、中立

性の観点から重大な問題があるとしている。

(2)事実の経過

・平成29年11月2 1日(火)、本生徒の母は、教育長に対し、原調査委員
会による調査の申し入れを口頭で行った。

・11月29日(水)、平成29年度第5回学校問題解決支援チーム定例会議

を開催した。

・12月1日(金)、市教育委員会が市長へいじめ重大事態について報告した。

・ 12月13日(水)、第1回原調査委員会を開催した。

(3)調査結果

再調査における個別の聞き取り調査において、市教育委員会職員は原調査委

員会の委員と学校問題解決支援チームのメンバーが重複することについて問

題意識や違和感を抱いたことはなかったと証言している。

また、原調査委員会委員長は、本事案について原調査委員会を設置するとい

う話が進んでいたので、学校問題解決支援チームでは取り扱わないで原調査委
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員会で精査することを確認し、内容には踏み込まなかったと証言している。

しかし、原調査委員会委員が事前に本事案の内容を知ることは、先入観を抱

きかねず、公平性・中立性を害する恐れがあり、第三者調査委員会の趣旨を鑑

みると適切でないと考える。

3 文書管理の在り方

(1)本生徒の主な訴え

令和元年8月7日「再調査の進め方についての協議の申入れ」によると、

被害者が原調査委員会に提出した資料が、再調査委員会には提供されていな
いとしている。

(2)事実の経過

・令和元年7月23日(火)、第5回再調査委員会の本生徒の母の聞き取りにお

いて、本生徒の母が作成した資料が再調査委員会に提供されていないことに

気付き、その後再調査委員会に全ての資料を確保する手続を執ってもらうよ

う要請した。

・令和元年8月9日(金)、再調査委員会委員長は市教育委員会に「大分市いじ

め問題第三者委員会資料の提供等について」という文書を送付し、以下を求
めた。

①原調査委員会及び事務局が所有するすべての資料の再調査委員会への貸与
②原調査委員会の目録を作成し提供すること

③提供されていない資料の提供

④平成31年3月に再調査委員会が事務局を通じて、原調査委員会報告書に

関係するすべての資料のりストと資料の提供を依頼した際、本生徒母親が

作成した本事案に至る経緯及び本事案発生後の関係者の対応をまとめた

表、資料に対する訂正・補足説明の書面がりストに無く、資料が提供され

なかったことについての経緯

・令和元年8月23日(金)、市教育委員会は再調査委員会委員長に「大分市

いじめ問題第三者委員会調査資料の提供等について(回答)」という文書を

送付し、以下のように回答した。

①原調査委員会、及び事務局が所有するすべての資料の再調査委員会への貸

与

②原調査委員会の目録を作成し、提供すること

③提供されていない資料の提供を行った

④「被害生徒の母親が作成した本事案に至る経緯及び本事案発生後の関係者

の対応をまとめた表、資料に対する訂正・補足説明の書面」については、

他意無くりストから漏れており、結果的に再調査委員会に提供できてい
なかった
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(3)調査結果

当初、再調査委員会に手渡された資料と後日提供された全資料の目録を比較

したところ、複数の資料が手渡されておらず、その中には本生徒の保護者が作

成し、訂正を求めたものなど再調査委員会において重要と思われる資料も多数

含まれていた。

また、市教育委員会職員2名からの聞き取りにおいては、電話や訪問におけ

る学校とのやりとりや保護者への対応など、公文書以外の対応の記録について

は、メモ書き以外に記録が残されていないと証言している。

市教育委員会が提供する情報の取捨選択に漏れや偏りがあれば、第三者調査

委員会委員や再調査委員会委員は適正な調査を行うことができない。別紙1の

ように大量の資料が再調査委員会に提出されなかったことは、極めて問題であ
る。

Ⅳ原調査委員会の調査について

1 調査の概要

原調査委員会の任務は①本事案の事実関係の調査、②学校の対応及び再発防止に

関する提言となっている。原調査委員会は本生徒及び本生徒の母の主張に沿いなが

ら、関係資料の収集、本生徒及び本生徒の父母の事情聴取、当該学校側(平成29

年度の本生徒の担任、校長、教頭、学年主任、学年生徒指導、生徒指導主事、養護

教諭、スクールカウンセラー)の事情聴取、関係機関の事情聴取(ポランの広場指

導主事、教育相談員)、平成30年度の2年生及び3年生生徒全員を対象とする本

事案のアンケート調査、関係すると考えられる生徒の事情聴取、当該学校及び本生

徒自宅の現地調査、手紙及び本事案落書きの筆跡鑑定、本生徒主治医の事情聴取、

大分市教育委員会からの経過報告ないし事情聴取等の調査を行った(原調査委員会

調査報告書から引用)。

2 再調査委員会としての評価

(1)調査対象について

①本生徒の主な訴え

本生徒側からの意見書等によれば、生徒 Aによる「ダニ」等の発言につ

いて調査を求めていたにもかかわらず、原調査委員会の「調査報告書」には

生徒 Aの発言について全く触れられておらず、この点に関する調査が不十

分であるとして、再調査を希望している。

②事実の経過

平成30年1月18日、原調査委員会委員長は、本生徒と本生徒の母に対し、

原調査委員会が行う仕事について、 i平成29年10月2日に本生徒の学校

24



の机にあった落書きと自殺を唆すような手紙があったことの事実関係の調査、

iiその事案に対する学校の対応と再発防止に関する提言をすることの2つが、

原調査委員会の仕事であるとの説明を行った。その際、本生徒の母から「(平

成29年)9月21日に本生徒が担任に相談をした時に、男の子との会話の近

辺にりストカットが始まったということをお伝えしています。なので、そこを

省いて調査が入られると、全体の背景が見えてこないのではないかと思いま

す。」との発言があった6それに対し、原調査委員会委員長は「わかりました。

その点を含めて、あとでゆっくり話を聞かせてください。」と答えた。

原調査委員会の調査報告書には、生徒 Aによる「ダニ」等の発言について

の記載はなく、調査報告書における「いじめを疑われた出来事」とは、 3通の

手紙と落書きのことだけを指していた。第22回原調査委員会議事録には「念

のために他にいじめがあったかどうかというのに触れるか触れないかですが、

触れるとしたら生徒 Aの件になる。不登校の主な原因はこれでショックを受

けたと本生徒も本生徒の母も言っていたが、生徒 Aの件について調査してく

ださいという依頼は受けていないので、削除していいのではないか。」との記
載があった。
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③調査結果

再調査における個別の聞き取り調査において、原調査委員会委員長は「原

調査委員会の任務は2つぁって、ーつは平成29年10月2日に本生徒の学
校の机に落書きと自殺を唆す手紙が発見された本事案の事実関係の調査、 2

つ目はその本事案に対する学校の対応と今後このような事態が起きないよう

にするにはどうしたらいいか、再発防止に関する提言をすることということ

で、本生徒と本生徒の母に確認をさせてもらい、それに対して特に異議がな

かったので、それが調査対象だということでずっと調査を進めていきました。

その背景事情で生徒 Aの悪口云々という経緯もあったということは伺って

いましたので、生徒 Aがその犯人であるかどうかの可能性も含め、生徒 A

自身にも聞き取りを行っています。ただ結論として主訴が手紙と落書きの犯

人は誰かということに対する答えの報告書であったので、生徒 Aの悪口がど

うこうというのは報告書自体には触れられていなかったのかもしれないで

す。」と証言した。

再調査委員会委員からの、本生徒が不登校になったことに関連し、生徒 A

による「ダニ」等の発言を報告書に盛り込むべき要望だと認識していなかった

かどぅかとの質問に、原調査委員会委員長は「その時は主訴は手紙、机の落書

きの・ー、犯人が誰なのかわからないっていう所で、調査のその後の過程でも、

そっちばっかりに目が行って、正直、あとでこんなことになるなんて、という

気持ちです。」と答えた。また「『あとでゆっくり話を聞かせてください』と

いう発言については『事情聴取の中で聞きますよ』という主旨で発言している



と思います。委員会の事前の説明とはまた違って、中身に立ち入ってきてしま

つたので、そのまま事情聴取を続けるつもりはなく、いっぺん区切ってから

(改めて本生徒、本生徒の母からの事情聴取を)やろうと思っていましたので」

「実際、多分事情聴取のところでも本生徒本人には聞いていると思います。」
と証言した。

原調査委員会が市教育委員会から何をどのように諮問されたかについての

調査結果は、以下の通りであった。

再調査における聞き取り調査において、市教育委員会から諮問があったか

どぅかという質問に、原調査委員会委員長は「文書はないですね」と答えた。

その上で原調査委員会委員長は「(平成30年1月18 印本人とお母様にこ

ういうこと(註:前述の2つの任務)でいいかということで確認をとった。」

と証言している。

また、再調査委員会による市教育委員会の当時の担当者に対する個別の聞

き取り調査において、市教育委員会からは生徒 Aのことについては触れず、

手紙についての諮問のみだったのかとの質問に、当時の担当者は「いや、生徒

Aのことも私は触れたと記憶はしてます。」と答えた。第1回原調査委員会

における諮問内容や本事案の概要などの資料は保管されていないか、との質

問には、「実は、諮問は文書は作成をしておりません。」「(原調査委員会を)

立ち上げるにあたって、私の記憶では原調査委員会委員長の事務所の方に足
を運ばせていただいて、そこで口頭でお願いしたっていうのが最初なんです。
だから、おっしゃられる通り、文書はすいません作成しておりません。」と答

えた。市教育委員会としては生徒 Aのことは背景事情ではあるので、調査対

象に含めず手紙について調査するよう諮問したのかとの質問には、「いや、そ

ういうつもりはないです。」「当然、手紙のこともありました。生徒 Aの件

でりストカット、自傷行為をしてるんだと、だから命が奪われないように、安

全・安心を確保して欲しいんだというのが、お母さんの中の願いなんだろうな

という話はした記憶があります。」と答えた。行き違いが生じた理由を問う質

問には、「ちょっとー・」と答えている。
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以上のことから、第1回原調査委員会において市教育委員会か、ら具体的な

諮問事項を明示した資料は配付されていなかったことがわかる。さらに市教

育委員会から原調査委員会に、調査事項は何かについて口頭でも明確に諮問
されていたとも言い難い。これらのことから、市教育委員会と原調査委員会

の間で調査事項に関する明確な合意形成がなされていなかったと考えられる。

一方、本生徒側からも原調査委員会に対して「生徒 Aのいじめについて

調査してもらいたい」との要望を含めて、調査を希望する事項を記した書類

は提出されていない。また、本生徒側が市教育委員会からそのような要望書等



の提出を求められることもなかった。

そこで原調査委員会は、平成30年1月18日(木)'の本生徒と本生徒の母

との聞き取り調査の中で、本生徒と本生徒の母と具体的な調査事項について

の合意形成を図ろうとしたのだと考えられる。原調査委員会委員長が、原調査

委員会の任務はi平成29年、10月2日の落書きと手紙に関する事実関係の

調査、iiその事案に対する学校の対応と再発防止に関する提言の2つである

ことを本生徒と本生徒の母に伝え、両人から特に異議がなかったことから、原

調査委員会は本生徒と本生徒の母と調査事項はiとiiの2つであるとの合意

を得られたと認識し、その後一貫して落書きと手紙を書いた者の特定を任務

として調査を進めることになったと考えられる。そのため生徒 Aによるい

じめ行為は犯人を特定する上での参考(=背景事情)とみなされることはあっ

ても、その行為自体が調査対象とみなされることはなく、原調査委員会委員長

の眺吉論として主訴が手紙と落書きの犯人は誰かということに対する答えの

報告書であったので、生徒 Aの悪口がどうこうというのは報告書自体には

触れられていなかった」という証言になったと老えられる。

このように、原調査委員会は、落書きと手紙の事実関係の調査及び学校の対

応と再発防止に関する提言の2つが任務であり、終始「生徒 Aの件について

調査してくださいという依頼は受けていない」と認識していたため、調査報告

書の中で生徒 Aによるいじめについて触れなかったのだと結論づけられる。

では、平成30年1月18日に本生徒の母が「(平成29年) 9月2 1日に

本生徒が担任に相談をした時に、男、の子との会話の近辺にりストカットが始

まったということをお伝えしています。なので、そこを省いて調査が入られる

と、全体の背景が見えてこないのではないかと思います。」と発言したにもか

かわらず、なぜ「生徒 Aの件について調査してくださいという依頼は受けて

いない」とみなされたのであろうか。

本生徒の母によるこの発言は、本生徒と本生徒の母と手紙と落書きの犯人

の特定が原調査委員会の任務であるとの合意を得たと思っていた聞き手にと

つて、必ずしも明確に「生徒 Aによる『ダニ』等の発言について調査してく

ださい」という要望であると受け取ることができるものではなかったのでは

ないかと推察される。

さらに「全体の背景が見えてこない」といった多義的な表現を含む発言であ

つたため、本生徒の母が真に伝えたかったことが原調査委員会にストレート

に伝わらなかった可能性が高いと吉えられる。「全体の背景」を「背景事情」、

つまりあくまでも「背景」と解釈した原調査委員会は、手紙と落書きを書いた

者を特定するための有力な情報提供(過去に本生徒とトラブルがあった生徒

の情報)として、本生徒の母が「男の子との会話」の話をしたのだと受けとめ

たのではないかと思われる。このことが原調査委員会委員長の「生徒 Aがそ
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の犯人であるかどぅかの可能性も含め、生徒 A自身にも聞き取りを行って

います。」という発言に繋がっているのではないかと考察される。

その後、市教育委員会からも、本生徒または本生徒の母からも、原調査委員

会に対して、書面でも口頭でも「生徒 Aによるいじめについて調査して欲し

い」との直接的で明確な要望がなかったことにより、原調査委員会は最後まで

「生徒 Aの件について調査してくださいという依頼は受けていない」とい

う認識のもとで調査報告書をまとめたものと推察される。

(2)調査時の対応について

①本生徒の主な訴え

令和元年10月4日の本生徒側と再調査委員会との協議において、教員に

よる生徒 Aへの指導が平成29年9月29日に行われたにもかかわらず、

原調査委員会における聞き取り調査の時に、本生徒が原調査委員会の^
冒副委員長(以下「原調査委員会副委員長」という。)より「生徒 Aへの指
導は9月27日にしている」との前提で質問されたことについて調査するよ

う要望がある。

②事実の経過

平成30年1月18日(木)、原調査委員会が行った本生徒への聞き取り

調査において、教員が生徒 Aを指導した日について、本生徒が「27日に

指導したっていうのは聞いてないです」と発言したのに対し、聞き手の原調

査委員会副委員長は「してたよ。 27日に指導して」と発言しており、両者

の発言に凱語が生じた。

③調査結果

再調査における電話による個別の聞き取り調査において、原調査委員会副

委員長は「『いじめ防止対策委員会議事録』の中に『9/27 (水)に指導

をすることを確認する。』という記載を見たことから、そのような発言にな

つた。その後、その他の記録から平成29年9月27日に注意したという記

載は不正確であったと判明した。」と証言している。

以上の調査結果から、原調査委員会における聞き取り調査の時に、教員が

生徒 Aを指導した日にちについて、本生徒の発言と原調査委員会副委員長

の発言に朗語が生じたのは、原調査委員会が生徒 Aの指導日について「い

じめ防止対策委員会議事録」の記載のみに基づいて、指導日を9月27日だ

と誤認して発言したことが原因だと結論づけられる。
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第5部本事案における不登校の考察

不登校は複数の要因が複雑に絡み合って生じることが多いとされている。また不登

校は疾患概念ではないため、発現要因も学校という外的環境と家族内環境の間を揺れ

動く、児童・思春期の子どもに特有な内的葛藤の一表現形態と考えるべきである。

不登校の発現要因を歴史的にみると、母子間の分離不安、失敗や傷つきへの予期不

安、学習された回避反応、父性の不在、管理教育やいじめといった学校要因などの多

彩な発現メカニズムに関する仮説が存在する。しかし、これらはすべて不登校の一面

を描いたものであり、このうちのーつで不登校発現のメカニズムを説明できるもので

はない。不登校は、子ども本人、家族、学校の三領域の諸要因の総和あるいは相互作

用として発現すると理解するのが実際的かつ妥当だと考えられる。

子ども要因については、学校適応の様式という視点からの分類がある。 1つは過剰

適応的姿勢に基づくもので、過剰な頑張りが失敗や恥への過敏性を増大し、環境から

のストレスが質的・量的に増大する悪循環を招き、結果として不登校に至るものであ

る。第2は、周囲に圧倒され心身ともに萎縮し、不安・緊張が高まった結果として生

じた不登校である。第3に、生来の衝動性の制御が未熟であり、自己中心的な言動が

繰り返された結果、仲間集団から孤立し不登校に至るタイプがある。さらにこの三者

が混在した混合型も想定される。

文部科学省による平成30年度の不登校児童生徒の割合は、小学校で0.フ%、中

学校では3.6%であり、中学校では小学校の5倍となっている。中学生で不登校が

多い理由には様々な要因があると思われるが、仲間集団の変化やその結果生じる親か

らの心理的分離の遷延化、思春期年代特有の自己愛の肥大と挫折への傷つきやすさの

亢進なども関連要因の1つと考えらえる。

上記のような不登校の一般的理解に基づき、本事案の関連要因について考えたい。
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第6部再調査を踏まえた本事案の課題と再発防止へ向けての提言

1 学校(一般教員、管理職)の課題と提言

1 加害生徒への指導

調査結果からは、生徒 Aへの指導が数日ではあるが予定より遅れている。もし

この日の指導がなされていれば、今回のように再調査に至る問題に発展しなかった

可能性も考えられる。

今回の加害生徒への指導が遅れた理由については、校長は「他の生徒の案件が立

て続けに起こり、いろいろあたっていたことは確かにあった」と証言し、学校側は

予定日に指導が行えなかった非を認めている。

学校では日々様々な予期せぬトラブルが生じるものである。しかし、今回のよう

な不測の事態に備え、教員はいじめに係る情報を共有して代替者が指導をすること

ができるよう、指導を一人の教員のみに任せることのない組織作りを行う必要があ

る。

2 本生徒への支援の在り方

先述のように、再調査において、担任が「拍手」と他生徒に指示したかどうかは

確認できなかった。しかし、本生徒が主張したいことは、・担任の学級運営が当時不

登校傾向にあった自分の意思に添うものではなかったことであろう。つまり、不登

校生徒の登校をクラスメイトで喜び合うという、一見すれば大切な仲間作りで、当

人が喜ぶと思われる学級運営が、実は本生徒へのプレッシャーになっていたという

点である。

一般に不登校傾向の生徒は、その表情からは判断できない複雑な心理状態にある

ため、教師側が判断を誤ることも多い。従って、学級運営に関しても複数の教員だ

けでなく、スクールカウンセラー等を交え協議を重ねる必要がある。また、本生徒

や保護者に対しても、学級に来た場合にはどのように出迎えてもらいたいのか、学

級でどのような扱いをしてもらいたいか等、繰り返し気持ちを確かめる慎重さが求
められる。

さらには、医療機関からの助言を得て指導の方向性が確認されることは、行き違

いを防ぐことにも繋がるものと思われる。
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3 学校組織としての動き

担任は、 9月21日に本生徒から生徒 Aのいじめの話を聞いた後、いじめ防止

対策委員会に挙げるなど迅速かつ組織的に動いている。担任は本生徒の話から、い

じめはりストカットや欠席のきっかけではあるが、他にもいくつもの要因が重なっ

ていると感じていた。そのためにも担任は、スクールカウンセラーや専門機関に相

談する必要があるとして動き、その認識は校長を中心とするいじめ防止対策委員会
に共有されていた。

■SCの次の勤務日は早めても10月2日であったことから、担任は専門機関を
本生徒側に紹介したが、それは本生徒側にとっては不本意なものであった。・なぜな

らば、当時本生徒や本生徒の母は、生徒 Aからのいじめや友人の悪口に係る学校

の対応に不信感を抱いていたためである。本生徒の母としては、相談するならば、

それらの話ができる内部のスクールカウンセラーに繋げたいと考えており、同時に、

精神科を受診することのハードルの高さも感じていた。しかし、当事者である担任

にその思いを伝えることは難しかった。

一般に、不登校やいじめによる問題などを抱えている生徒側は、学校側の指導に

異議を唱えることは難しい。本事案でも担任が良かれと思って行った様々な働きか

けの結果、むしろ要所要所で本生徒側との間に理解や思いのズレが生じ、ズレは解

消されることなく積み重なり、生徒側は不信感を強めたものと思われる。

証言から、担任は教育相談のべテランであり、他の教員のモデルとなる存在であ

つたことが分かっている。しかし、例えべテラン教師であり迅速に動いたとしても、

担任への不満は生じる場合があること、その不満は担任に伝えにくいこと、そのよ

うな中J田壬が本生徒側への対応を行うことは困難であったことなどの課題が本事

案から浮き彫りになった。

ではこのような場合、学校側はどのように対応することが望まれるのであろうか。
この局面で要となるのは、前面で対応している担任を組織的にバックアップする

システムが細やかに存在していることであると老える。つまり、学校側への不満も

含めた生徒側の思いを中立的にしっかりと受け止め、軌道修正も提案できる体制が

整っていることが必要であった。例えば養護教諭など担任とは距離のある中立的な

立場の教員がその役割を担っていれば、ズレが軽減された可能性もある。一般には

スクールカウンセラーはその存在として適している一人だが、本事案においては、

勤務の都合上の問題や、担任と親しいことが生徒側に伝わったことから、その機能

を果たすことは出来なかった

また、教員の中には、担任が冒SCと親しい関係であることが、却って本生徒側
の相談を難しくさせる危険性も感じ、加えて、クラスで担任が行う本人対応に、若

干の違和感を覚えているものもいた。しかし、ベテランである担任の対応は正しい

という思い込みがあり、意見を伝えてはいない。もし、その思いを封じていなけれ

ば、別の展開が生まれた可能性も考えられる。
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この点は学校組織の在り方として重要な点であると考える。つまり、教師として

の力量や経験の有無を問わず、組織員が様々な意見を率直に交換することは問題を
回避する可能性を秘めており、そのような組織を作ることが管理職に求められると

いうことである。

法第22条においては、学校いじめ対策組織は「当該学校の複数の教職員、心理、

福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される」とされ、

また、文部科学省の「いじめ防止等のための基本的な方針」には、「当該学校の複

数の教職員」の中に養護教諭も含まれており、「心理、福祉等に関する専門的な知

識を有する者」としてスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等が例
示されている。

しかし、本事案では、養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーが、一度も会議メンバーとして参加していなかった点も問題があったと考え
られる。

今後、同様の事案においては、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等を会議において積極的に活用し、多面的な支援策を浮かび上がら

せ、その方向性を共有する組織的な対応が求められる。

ただし、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは非常勤勤務であ

ることから、学校現場には活用したくてもできないというジレンマがある。行政側

にはその点を汲み、今後、改善策を検討していく方向性が求められる。

いずれにしても、学校への不満を含め、複雑な思いを抱いている生徒や保護者の

思いに寄り添い、生徒の精神的な問題への改善に寄与するためにも、組織的な対応

が重要であることを本事案は示唆している。

Ⅱ市教育委員会

1 記録管理について

再調査において、市教育委員会が学校に対して口頭で指導した内容の記録や保護

者が電話で相談した内容等の記録が残っていないことが明らかとなっている。この

ことにより、重要な情報が漏れ、調査を進める上で支障になった。

また、このような日常的な記録管理の不備は、通常業務にも重大な支障を来たし
かねない。

再発を防ぐためには、情報が得られた段階で担当者間で共有できる記録を残す必

要がある。公文書管理の基本としては、学校からいじめの報告を受けた以上、学校

との連絡や保護者とのやり取りなどについて記録を残すべきである。

2 市長への報告について

法第30条及び文部科学省の「いじめ防止等のための基本的な方針」において

は、地方公共団体の長へのいじめ重大事件の報告の期間が明確に定められてはお

らず「大分市いじめ防止基本方針」第3条には学校が重大事態を認知した場合、
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直ちに発生の報告を行う」として「学校⇔教育委員会⇔市長」の流れが示されて

いることから、速やかに報告することが望ましいと老えられる。

しかし、速やかに報告する期間の基準が定められている訳ではなく、本事案に

ついては、その報告が遅かったと断言する根拠に乏しい。ただし、今後について

は、文部科学省や大分県教育委員会と適切な報告時期の目安について協議するこ
とが望まれる。

さらに、報告の方法については、口頭ではなく、後に第三者が確認できるよう文

書で報告することが妥当である。

3 調査委員会委員の選任について

原調査委員会委員が原調査委員会と問題解決支援チームの両方に属していたこ

とは、公平性・中立性からみて問題がある。
＼

専門性を持った人材が不足している現状もあるが、市教育委員会は第三者調査委

員会委員を可能な限り増員し、個々の事案ごとに利害関係のない委員を選任できる

体制を構築する必要がある。

4 調査委員会への情報提供について

市教育委員会が提供する情報の取捨選択に漏れや偏りがあれば、第三者調査委員

会や再調査委員会は適正な調査を行うことができない。検証に遺漏がないようにす

るためにも情報の扱いは大変重要である。

今後、このような問題が生じないようにするためには、市教育委員会は、得られ

た情報の全てに通しのナンバリングを行い、目録を作成するなどして、全てが調査

委員会に手渡されるよう、注意を払う必要がある。また、関係者から提供された資

料についても同様にその日付を確認してナンバリングを行い、目録を作成するなど

して調査委員会に提出するよう注意を払う必要がある。
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Ⅲ原調査委員会

本事案において、本生徒の母が生徒 Aによるいじめに関する調査を要望したにも

かかわらず、調査報告書の中でそのことについて触れられなかったのは、本生徒側、
原調査委員会、市教育委員会の間で、具体的な調査事項に関する合意形成がきちんと

行われていなかったことが原因だと考えられる。

今後、このような問題が生じないようにするためには、例えば、市教育委員会から

被害者に原調査委員会に対して調査して欲しい事項を書面にして提出するよう求め、

提出された書面に基づいて被害者と原調査委員会の両者で調査事項について確認す

る機会を設け、確認したことをさらに書面にまとめてから調査を開始するなど、被害

者と原調査委員会の間で調査事項についての合意を形成するための方法と手順を整

備しておくことが必要だと考えられる。



第7部おわりに

再調査を終えて、以下、付言する。

原調査委員会に求められる公正性・中立性の確保は、重大な課題である。本案で生

じたように原調査委委員会委員(長)と市教育委員会の他の委員会の兼務により、原

調査委員会の案件に関して事前の情報取得によって、予断を生じる可能性があり、原

調査委員会の公正性・中立性に関する疑義が生じるおそれがある。これは、原調査委

員会への不信感となり、原調査委員会の調査内容自体への疑義に繋がる。この手続的

問題を早急に解決しなければ、原調査自体が無駄になる。したがって、第6部Ⅱの3

で述べたとおり、今後は、事案ごとに利害関係者を除いて原調査委員会を構成できる

ように予備委員を含めた委員の増員等により公正性・中立性を確保することが必要で

あり、喫緊に改善を求めるところである。

また、学校はイ注意が遅れた点に関し、いじめについて再認識し、決して軽視する

ことなく、組織として迅速な対応をとることが必要である。

市教育委員会は、原調査委員会への諮問事項が書面化されていないことやいじめ報

告を受けた後の記録が残されていないなどから、今後、書面化、記録化を行っていく
べきである。

そして、今回の調査では、学校と本生徒の保護者、原調査委員会と本生徒の保護者

との意思疎通の不十分さが問題となっているので、本調査で述べたとおり、今後は、

相互に十分な意思疎通を図ることが必要である。

その他、調査報告書のとおりの報告と提言を行う。

再調査委員会は、本生徒及び本生徒の保護者、代理人弁護士との話合い、関係者生

徒や中学校・市教育委員会の教職員への聴取、委員会での協議を延35回に渡り行っ

てきた。再調査委員会としては、本生徒及び本生徒の保護者の思いを聴くように努力

したが、すべての要望に応えることは困難であった。しかし、本質的と考える点は、

すべて検討し、できる限りの調査を尽くした。

再調査委員会の全員は、本生徒が今後の人生を有意義に、そして充実して生きてい

くことを心から願い、本生徒の保護者がこれまでと変わることなく本生徒を大切に思

い、その成長を支えていかれることを祈念している。
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別紙1 当初、再調査委員会に手渡されなかった資料

本報告書の資料2 「平成29年度第1号事案関係資料りストに係る資料」のうち

1 学校関係資料

・(1)会議記録等の「5 生徒指導部会記録(平成29年4月25日~平成29年
1 2月、 5日)」

(4)アンケート等の「1 6月2日(金)緊急学年集会を終えて『■中生としての
プライドを持とう』」「3 生活アンケート(定期実施分平成29年、4月~平成29

年1 2月)」のうち「2 9年11・ 12月分」及び「6 関係生徒の加Per-QU結果」
・(5)その他の「7 保健室力ード(様式)」

36

2 第三者調査委員会関係資料

・(1)関係者の聴取記録等の「3 母親の聴取記録(平成30年1月1'8日、 1月2

9日、 2月2 1日実施)のうち、「2月2 1日分」

・(3)その他の「1 いじめ問題第三者調査委員会の議事録(平成29年12月13

日~平成3 1年3月7日)」のうち、平成3 0年11月5日以降のもの、及び「4 調

査報告書公開版【正式】」から「19 関係生徒聴取計画(平成30年7月26日)」

までの各資料

3 当該生徒の母親、代理人関係資料

・「1 本事案に至る経緯及び本事案発生後の関係者の対応をまとめた表」から「5

連絡(平成3 0年11月1 3日)」、及び「8 意見書(平成3 0年11月2 0日)」か

ら「11 意見書」の各資料

4 教育委員会関係資料

・「1 重大事態発生時対応フロー」から「10 大分市いじめ問題第三者調査委員タ

イムスケジュール」まですべての資料

ご



資料1 調査対象資料一覧表
番号

1.{学校ゞ教育委員会関係資料
資料名

(1)本生徒及び関係生徒等に関ずる資料^弐シ
本生徒の小学校児童指導要録

2 本生徒の小学校児童生徒健康診断票
3 スクーノレカウンセラー勤務記録簿(平成29年9月分一・7日、14日、21日)
4

5大分市学校問題解決支援チーム第5回定例会議

(2)その他
6 大分市学校問題解決支援チーム定例会議録(平成29年度第5回)

中学校校長報告書(

゛1

工

大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供等について(回答)

、

2 大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供について(回答)
3

丈ノ、.+エ
多上リ5、エ

2.'j大:う)

1

大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供について(回答)
4 大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供等について(回答)

市いじめ問題第三者調査委員会関係資料
平成29年度第1号事案関係資料りスト(当初分)

2

3.'再調査委員会関係資料.

平成29年度第1号事案関係資料りスト(差し替え分)
3 平成29年度第1号事案関係資料りストに係る資料

(1)関係者の聴取記録等1

リ1ぐ』字;气

作成印実施日

'、、气

本生徒の聴取記録

等の聞き取り)

2

2 関係生徒の聴取記録(7名分)
3 本生徒の母の聴取記録
4

平成29年3月31日

担任の聴取記録
5

平成29年3月31日

学年主任の聴取記録
6

平成29年9月

学年生徒指導の聴取記録
7

平成30年1月~3月

ノ

生徒指導主事の聴取記録
8

平成29年11月29日

頁数

生徒 Aの担任の聴取記録
9

平成29年11月29日

教頭の聴取記録
10

備考

校長の聴取記録
Ⅱ

令和元年8月23日

SCの聴取記録
12

8

令和元年12月27日

いじめ問題第三者委員会委員長の聴取記録
13

2

令和2年3月4日

平成31年3月7日提供

教育委員会職員の聴取記録(3名分)
14

7

令和2年3月17日

平成31年3月7日提供

いじめ問題第三者委員会委員への確認について
15

(2)そ

2

令和元年9月9日提供

本生徒担任の追加質問及び回答の報告

6

令和2年1月10日提供

の他

1

令和元年8月23日

令和2年3月17日提供

いじめ問題再調査委員会の議事録
2

令和2年3月17日提供

大分市いじめ問題再調査委員会の開催に伴う職員の派遣について(依頼)

1

3 大分市いじめ問題再調査実施に係る資料等の提出について(依頼)
4

1

面談開始に伴う委員との事前打ち合わせについて(ご案内)
5

1

令和元年8月8日

大分市いじめ問題再調査委員会委員との面談について(ご案内)

2

6

令和元年8月21日~12月4日

大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供について(依頼)

7

令和元年7月23日

教育委員会から提供を受けている資料

2

8

令和元年9月10日、令和2年2月25日

大分市いじめ問題第三者調査委員会資料の提供等について

4

9

令和元年11月26日、令和2年2月27日

大分市いじめ問題再調査委員会委員との面談の実施に伴う職員の派遣について(依頼)

10

令和元年11月29日

大分市いじめ問題再調査実施に係る資料等の提出について(依頼)

令和2年2月17日

資料2参照

Ⅱ
再調査委員会委員の利害関係の範囲及び調査の方法に
つぃての事務局に対するお尋ね(回答)

令和元年12月16日

39

12

令和元年12月26日

原調査の資料に関する問い合わせへの回答の再依頼(回答)

116

13

令和元年12月16日、令和2年2月27日

大分市いじめ問題再調査委員会への資料提供時の対応について(お願い)

40

14

令和2年2月18日

大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供について(依頼)

67

15

令和2年2月26日

大分市いじめ問題再調査委員会実施に係る資料等の提出について(依頼)

44

16

令和2年2月26日、令和2年3月17日

鑑定申込書について

21

17

令和2年2月7日

31

「ご連絡」に対する検討結果について(回答)
18

令和2年3月18日

犬分市いじめ問題第三者調査委員会資料の提供等について(再依頼)

17

19

平成31年3月6日~令和2年4月6日

56

平成31年2月28日

14

平成31年3月7日

26

令和元年6月27日

60

令和元年7月18日~令和2年3月16日

1

令和元年8月7日

3

令和元年8月8日

令和元年8月9日

304

令和元年9月6日~令和2年3月16日

3

令和元年9月9日

1

令和元年12月3日

2

21

令和元年12月3日

1

令和元年12月3日

1

令和元年12月25日

1

令和2年1月10日

7

令和2年2月20日

1

令和2年2月26日

37

令和2年3月2日

1

2

1

1

1

1
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番号 資料名

19 再調査の中間報告について(ご案内)
20 大分市いじめ問題第三者調査委員会調査資料の提供等について(依頼)
21

4.本

筆跡鑑定書
22 手紙、落書き等に関するアンケートに関するお尋ねについて(回答)

徒の母、代理人関係資料
要望書

2 再調査の進め方についての協議の申入れ
3 疑問内容
4 当時の担任教諭への聴き取りを希望する事項
5 時系列表
6 10月4日再調査委員会との協議における要望事項
7 相談記録及び電話相談記録
個人情報部分開示決定通知書
(調査報告書(平成29年度第1号事案)の関連する資料・
月1採氏の項目・生徒の聴取・筆跡鑑定書資料1~7に係るもの

8

9 ご連絡
10 ご連絡
Ⅱ 生徒さんへの聴取事項について
12 臨時学年集会

令和元年Ⅱ月19日提供

作成日・実施日

令和2年3月3日

再調査に関する御連絡
15

令和2年3月5日

長欠児童生徒調(平成29年度10月~12月分)
16

令和2年3月6日

生徒のいじめ事案について
17

の聴取事項について

令和2年3月24日

第三者調査委員会第3回1月18日(木)当事者への説明
18 本生徒との面談(担任)
19

令和元年7月4日

いじめ対策委員会会議録
20

中学校アンケート

令和元年8月7日

頁数

修正を求めた個所一覧(生徒のいじめ事案について)
21

令和元年8月7日

再調査に関する御連絡
22

1

備考

令和元年9月9日

教員に対する聴取等に関する要望
23

2

令和元年9月9日

被害生徒の陳述書
24

87

,

令和元年10月4日

母親の陳述書
25

1

平成29年10月5日

再調査に関する御連絡(補足資料の送付)
26 補足の資料について
27

5

平成31年1月11日

いじめ事案への対応について
28

2

平成27年度第2回大分市総合教育会議資料
29

1

令和元年10月7日

大分市学校問題解決支援チーム構成メンバー(平成26~30年度)
30

3

令和元年10月16日

大分市いじめ・不登校対策協議会委員名簿(平成26~30年度)
31

6

令和元年10月21日

教育相談・特別支援教育推進協議会(平成26~30年度)
32

4

大分市子ども・子育て会議委員名簿
33

3

令和元年10月25日

「大分県幼児教育振興プログラム改訂会議」委員
34

令和元年10月30日

令和元年10月4日提供

教育懇談会出席者(平成29年度第2回教育懇談会)
35

4

平成29年度大分市学校問題解決支援チーム第4回定例会議の開催について(依頼)

36

平成29年11月20日

令和元年10月4日提供

平成29年度大分市学校問題解決支援チーム第4回定例会議委員謝礼金支払調書

37

1

平成30年1月18日

平成29年度「いじめ第一報」
38

39

40

1

平成29年9月21日~9月29日

欠席連続7日目連絡シート(平成29年度)

4

平成29年12月8日

4

学校生活「教育相談」アンケート
41

1

令和元年Ⅱ月6日

令和元年10月21日提供

1学期の教育相談について(案)
42

1

学校いじめの問題重大事態案件

2学期の教育相談について(案)
43

3

臨時学年集会
44

9

令和元年10月30日提供

平成29年度第1号事案大分市いじめ問題第三者調査委員会議事を取らない秘密会の回数

45

5

令和元年11月19日

令和元年10月30日提供

大分市いじめ問題第三者調査委員会議事録(平成29年度第1号第1回)

46

4

令和元年11月19日

令和元年10月30日提供

いじめ対策委員会会議録

10

47

令和元年10月30日提供

平成29年度新任教職員着任のごあいさつ

10

48

平成27年8月31日

令和元年10月30日提供

平成29年度教職員離任"のごあいさつ

1

令和元年10月30日提供

17

中学校アンケート

2

令和元年Ⅱ月6日提供

3

令和元年11月6日提供

1

令和元年11月6・日提供

4

2

平成27年9月22日

3

令和元年11月19日提供

5

平成27年10月4日

令和元年11月19日提供

5

平成27年10月16日

令和元年11月19日提供

5

令和元年11月19日提供

1

令和元年Ⅱ月19日提供

1

平成29年5月23日

令和元年Ⅱ月19日提供

1

平成29年11月22日

令和元年11月19日提供

1

令和元年Ⅱ月19日提供

1

令和元年11月19日提供

1

平成29年12月13日

令和元年11月19日提供

1

令和元年Ⅱ月19日提供

2

平成29年4月10日

令和元年11月19日提供

認

1

令和元年11月19日提供

平成30年3月29日

1

令和元年11月19日提供

2

令和元年11月19日提供

4

令和元年11月19日提供

1

令和元年11月19日提供

4

令和元年Ⅱ月19日'提供

1

令和元年11月19日提供

1

令和元年Ⅱ月19日提供

1

令和元年11月19日提供

ノ
ノ

゛
"
゛

玲
H



番号f資料名
49

50「チーム学校」始動に向けて
51 大分市役所職員名簿
52 大分市の人事異動(平成20年3月28日付大分合同新聞)

1

ニユース

今後の調査に関しての要望
55 再調査に関するご連絡
56

ノート(8月~10月)

ご連絡について
57 再調査に関するビ連絡
58 第三者調査委員会第3回当事者への説明

59
2020年1月15日に再調査委員会へ提出した音声データに
ついての説明

60 音声ファイル反訳料請求書

61
大分市学校問題解決支援チーム定例会議録
(平成29年度から令和元年度第6回まで)

62 大分市学校問題解決支援チーム第5回定例会議
63 2020年1月15日再調査委へ提出(電子媒体)
64 再調査に関する御連絡(聴取要望事項の送付)
65 原調査委員会関係者への聴取要望事項
66

作成日・実施日

教育委員会関係者への聴取要望事項

平成27年4月17日

67
被害生徒・保護者への説明案(被害者保護者が個人情報
開示により取得したもの)

68
反訳文(2017年11月21日の児童生徒支援室における
保護者と職員との会話の録音データを保護者が反訳したもの)

平成20年3月28日
ノ

69

平成29年9月19日、 22日

2020年2月26日再調査委員会へ母親から提出した
CD-R内データや資料の補足説明

令和元年12月25日

70

令和2年1月14日

頁数

2017年11月21日大分市教育委員会に電話照会
71

令和2年1月22日

第三者調査委員会1月29日音声ファイル内1 13:18

1

備考

令和2年1月29日

72
個人情報部分開示決定通知書
(調査報告書(平成29年度第1号事案)の関連する資料・
呂1俳氏の項目・生徒の聴取・筆跡鑑定書資料1~7に係るもの

1'

平成30年1月18日

令和元年Ⅱ月19日提供

7

令和元年Ⅱ月19日提供

73

令和2年1月29日

2

大分市いじめ問題第三者調査委員会委員報酬支払調書

令和元年11月19日提供

74

3

平成30年2月8日~9月6日

2020年2月26日再調査委員会(電子媒体)

令和元年Ⅱ月19日提供

75

3

意見書

令和元年11月19日提供

76

平成29年6月26日~令和元年10月9日

3

再調査委員会への質問事項(手紙、落書き等に関するアンケート関連)

フフ

5、.、事務

3

いじめに関するアンケート調査(様式)

平成29年11月29日

78

2

令和2年1月29日

いじめアンケート集約

6

局、関係資料

令和2年2月26日

令和2年2月26日

大分市いじめ問題再調査委員会委員名簿

令和2年1月29日提供

3

2

令和2年2月26日

大分市いじめ問題再調査委員会条例
3

8

大分市いじめ問題再調査委員会の開催について

43

令和2年1月29日提供

t二1丸

平成29年11月2〕日

12

令和2年1月29日提供

令和2年1月29日提供

令和2年2月26日

1

平成29年11月21日

2

平成30年1月29日

3

1

平成31年1月11日

令和2年2月26日提供

25

平成29年4月26日~平成30年3月15日

令和2年2月26日提供

令和2年2月26日

1

令和2年3月10日

2

令和2年3月13日

2

令和2年2月26日提供

令和2年2月26日提供

4 令和2年2月26日提供

4

ぐ、、

令和2年2月26日提供

平成31年2月28日~令和2年4月6日

' 5

1

3

6

令和2年3月13日提供

令和2年3月13日提供

1

3

18

諦

郭
熨



資料2 平成29年度第1号事案関係資料りストに係る資料(大分市いじめ問題第三者調査委員会)
番号

1.学校関係資料

資料名

(1)会議記録等

職員会議録
2 学校日誌
3 企画会議事録
4 いじめ防止対策委員会議事録

(2)

5 生徒指導部会記録

談記録等

当該生徒と学校との面談記録
2 当該生徒の保護者との面談記録

(3)当
3 校長作成の報告書

該生徒及び関係生徒に関する資料
いじめ第一報(当該生徒分)

2 欠席連続7日目連絡シート(当該生徒分)
3 当該生徒の指導要録
4 関係生徒の指導要録
5 当該生徒の保健調査票
6 関係生徒の保健調査票
7 当該生徒の健康診断票
8 関係生徒の健康診断票
9 当該生徒の通知表

10

作成日1・実施日

関係生徒の通知表
Ⅱ 当該生徒のテスト成績通知表
12 保健室対応記録(1年生全クラス分)

(4)ア

13

」

学級日誌・・・班の記録(当該生徒の学級分1、2学期)

平成29年4月3日~11月22日

平成29年4月1日~11月30日

ケ]卜等、

6月2日(金)緊急学年集会を終えて『

平成29年5月1日~11月20日

2 臨時学年集会後のアンケート(全クラス分)

平成29年9月21日~11月15日

3 生活アンケート(定期実施分)

平成29年4月25日~12月5日

4 いじめに関するアンケート調査(2、3年生分)

頁数'

5 当該生徒のhypel-QU結果

平成29年9月21日~9月29日

6

備考

関係生徒のhypel-QU結果

平成29年9月21日~11月20日

(5)その他、

7 hyper-QU結果(1年生全クラス分)

平成29年11月20日

342

244

1学校要覧

平成29年10月4日

2

14

平成29年10月18日

3

、ιιツ'

9

校内いじめ問題、不登校マニュアノレ
4

12

学校のきまり

中学校いじめ防止基本方針

5

生としてのプライドを持とう』154名

出席緯(1年生全クラス分平成29年度1学期)
6

2.第三者調査委員会関係資料

4

出席簿(1年生全クラス分平成29年度2学期)
7

6

保健室力ード(様式)

(1)関係者め聴取記録等、

9

1

当該生徒の聴取記録
2

1

関係生徒の聴取記録(10名分)
3

8

母親の聴取記録

平成29年4月10日!、12月1日

4

19

父親の聴取記録
5

3

担任の聴取記録
6

9

学年主任の聴取記録

平成29年6月2日

7

2

学年生徒指導の聴取記録

平成29年10月25日

8

6

生徒指導主事の聴取記録

平成29年4月~12月

9

2

養護教諭の聴取記録

平成30年6月28日

10

6

教頭の聴取記録

平成29年6月16日

Ⅱ

、

2

校長の聴取記録

平成29年6月16日

180

平成29年6月16日

64

28

171

1464

1009

平成29年4月1日~7月31日

平成29年8月1日~12月7日

3

42

22

平成30年1月18日

17

平成30年7月27日~8月31日

2

平成30年1月18日、 29日、 2月21日

ム之

3

平成30年2月21日

269

平成30年3月12日

266

平成30年3月12日

1

平成30年3月12日

卯

平成30年3月12日

平成30年3月12日

30

平成30年3月12日

140

平成30年3月12日

28

18

39

23

12

20

18

19

17

{
}{←

゛
、



番号 資料名

12 SCの聴取記録
13 当該生徒とSCとの面談記録
14 ボランの広場職員の聴取記録

(2)

15 主治医の聴取記録
紙及び落書きに関する資料
筆跡鑑定書

2 当該生徒の筆跡が分かる資料(人権作文)
3 他の生徒の筆跡が分かる資料(人権作文7人分)
4 平成29年10月2日机の中に入れられていた手紙(原本)
5 平成29年10月2日机に書かれた落書き(画像を印刷したもの)
6 平成29年9月3日ごろ当該生徒宛てに書かれた手紙(写し)

(3)そ

7 当該生徒が再現した書面(写し)
の他'

いじめ問題第三者調査委員会の議事録
2 調査報告書
3 調査報告書公開版【案】
4 調査報告書公開版【正式】
5 筆跡鑑定のお願い
6 主治医事情聴取のご協力のお願い
7 調査報告書公開版作成にあたっての意見書提出のお願い
8 今後いじめ問題第三者調査委員会が行う調査における助言(主治医作成)
9

作成日・実施日

いじめ問題のアンケート調査ご協力のお願い(保護者あて)
10

平成30年3月15日

いじめ問題のアンケート調査ご協力のお願い(生徒あて)
Ⅱ

平成29年10月2日、 12日、'26日

いじめ問題の面談調査ご協力のお願い(10名分)
12 被害生徒・保護者への説明案

平成30年3月6日

13

平成30年8月1日

平成30年1月玲日(木)実施・被害生徒母事情聴取事項案
14 平成30年2月21日(水)実施・被害生徒父事情聴取事項案
15 平成30年3月6日(火)実施・ポランの広場事情聴取事項案

平成30年6月20日

16 平成30年3月12日(月)実施・学校関係者事情聴取事前説明
17 学校関係者聴取計画

頁数

18

3」1当言亥

平成29年10月2日

関係生徒事情聴取事項案
19

22

備考

平成29年10月2日

関係生徒聴取計画

2

生徒の母親、代理人関係資料,

平成29年9月3日頃

35

本事案に至る経緯及び本事案発生後の関係者の対応をまとめた表
2

19

生徒のいじめ事案について(資料に対する訂正・補足説明の書面)
3 委任状

平成29年12月13日~平成31年3月7日

4

10

ご連絡

平成30年10月31日

5

5

ご連絡

平成30年10月31日

6

35

意見書

平成31年3月7日

7

1

陳述書

平成30年5月23日

8

1

,思j包'書:

平成30年7月6日

9

1

調査報告書公開版に関する意見

平成30年12月21日

10

1

委任状

平成31年2月6日

Ⅱ

4.教育

意見書

平成30年6月27日

12

26

所見書補足(市長あて)

平成30年6月27日

37,

平成30年7月20日、27日

員会関係資料

17

重大事態発生時対応フロー
2

12

平成30年度大分市いじめ問題第三者調査委員会委員名簿

平成30年1月17日

3

3

平成30年2月20日

大分市いじめ問題第三者調査委員会条例
4

1

個人情報目的外利用申請書

平成30年3月5日

5

1

個人情報目的外利用可否決定通知書

平成30年3月10日、14日

6

1

大分市いじめ問題第三者調査委員の推薦について

平成30年3月12日

7

1

平成30年7月22日

大分市いじめ問題第三者調査委員会委員委嘱状
8

3

平成30年7月26日

兼業委嘱状

10

9 大分市いじめ問題第三者調査委員会の開催について(第1回~第27回)

5

13

6

平成30年6月14日

4

平成30年7月20日

25

平成30年11月13日

1

平成30年11月13日

32

平成30年11月13日

1

平成30年11月20日

平成30年12月25日

16

平成31年2月13日

10

1

平成31年2月6日

1

1

5

11

3

平成29年11月29日

4

平成29年11月30日

1

41

1

平成30年4月1日

3

平成29年12月12日、平成30年4月1日

平成29年12月7日~平成31年2月25日

1

2

4

1

1

23

10

3

107



番号 資料名

10 大分市いじめ問題第三者調査委員タイムスケジュール

作成日・実施日

ノ

頁数

甲

7

備考

コ

呪

ノ




