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セーフ・フロム・ハームとは ＜Ｓａｆｅ ｆｒｏｍ ｈａｒｍ＞

セーフ・フロム・ハームは、世界スカウト機構（ＷＯＳＭ）が、

２００２年から取り組んでいるもので、あらゆる危害（いじめ、

虐待、ネグレクト、搾取等）から、青少年、それに関わる大人 

たちを守り、絶滅していくことを目指すという方針のことです。
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セーフ・フロム・ハーム シンポジウム 
 

 「いじめ・虐待のない青少年の環境を作ろう！！」をテーマに

青少年育成埼玉県民会議との共催で下記のとおりセーフ・フロ

ム・ハーム シンポジウムを開催しました。 

 当日は、前日からの大雪の影響で交通機関が大幅に乱れました

が、51 名の参加がありました。（参加申込 88 名） 

 主催者あいさつ及び、ご来賓の方々よりごあいさつを頂戴した

あと、基調講演として「いじめの現状と課題」というテーマでご

講演をいただきました。その後今回のテーマに沿って、パネルデ

ィスカッションを行い、活発な意見交換がなされました。 

 今回のシンポジウムを通じて「いじめ・虐待」の解消と撲滅に

向けて、「今、何ができるか」、「どう行動すればよいか」を考える

良い機会になったと思います。 

 併せて、今回配付しました「いじめ・虐待のない青少年の環境

を作ろう！」を今後の活動の参考にしていただければ幸甚です。 

 

開 催 日  平成 26 年 2 月 15 日（土） 

開 催 場 所 浦和コミュニティセンター 第 15 集会室 

基 調 講 演 講師 四阿 久修 様（埼玉県教育局県立学校部指導主事）

パネル 

ディスカッション

・コーディネーター  

    林 正紀 様 （カウンセラー養成学校校長） 

・パネラー   

  安藤美雅さん（保護者） 三浦尚子さん（保育士） 

  池田正義さん（ボーイスカウト指導者） 

  秋山喜江さん（ボーイスカウト指導者） 

  寺島早紀さん（青年代表） 中山拓也さん（青年代表）

参 加 者  

・参加者 51 名 ・スタッフ 15 名  合計 66 名 

【参加者内訳 地区・一般】 

みなみ（1）さいたま南（12）さいたま北（16） 

むさし（2）北武（0）東埼玉（3）ひがし（9） 

西部初雁（3）奥武蔵（0）経済同友会（2）一般（3）

ア ン ケ ー ト  48 名の参加者からご意見、ご感想をいただきました。 
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主催者挨拶 
理事長  牛山佳久 

 皆さん、こんにちは。本当に足元の悪いところ、たくさんお集

まり頂きましてありがとうございます。 

今日、セーフ・フロム・ハームのシンポジウムを開催する、そ

もそもの狙いということをお話をしたいと思います。 

その前に、フィギュアスケ

ートの羽生選手が金メダルを

獲得しました。私は実況中継

は見ていませんでしたけれど、

朝聞いてよかったなと思って

います。というのも、彼は被

災地のほうでスケートをずっ

とやってきていて震災により

練習する場所が無くなり、仙

台を中心にあちこちのスケー

ト場を回って、非常な困難を

克服して金メダルを獲得した

ということであります。 

今回のソチオリンピックを見ていると、十代がものすごく活躍

しているというイメージを感じます。 

私たちボーイスカウトは青少年教育団体ですけども、私たちの

中にいるスカウトたちがあの様に努力と勇気のある行動が取れる

ように是非成長させていきたいなということを、改めて思い直し

たところであります。 

ボーイスカウト活動は、あくまでも若者を中心として、社会に

出た時に立派に自信を持って生きられるようになれるまで、自然

体験活動を通じて育てていくというのが狙いです。 
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今日のシンポジウムは、セーフ・フロム・ハームという考え方

から、いじめと虐待について、皆さんと共に考えて頂きたいと思

います。 

私たち埼玉県連盟には、約4,000 名以上の青少年がおります。

私はすぐには実現できないと思っていますが、今日、参加の皆さ

んがいじめや虐待について、こうしよう、ああしようということ

を少しでも気がついたことがあれば、それをスカウトの皆さんに

伝えて、やがては私たちの仲間である 4,000 名以上の青少年が

いじめをなくす方向で一歩でも二歩でも踏み出すことができ、い

じめを無くしていくことが実現できればいいなと思っています。 

そういう意味では、今日は全国で初めての試みだと思いますが、

いじめ、虐待についてボーイスカウトが主催をして皆さんとどの

ようなことを考えるべきか、行動すべきか、ということを作るき

っかけにしたいと思っていますので、このシンポジウムに集中し

て頂ければと思います。 

 本日は、本当に足元の悪いところありがとうございました。ど

うぞ、十分に内容を把握していただいて、明日からの活動に生か

して頂きたいと思います。本当にありがとうございました。 



- 4 - 
 

ご挨拶 

埼玉経済同友会・寺山昌文 様 

只今ご紹介いただきました埼玉経済同友会 社会問題委員会 委

員長の寺山と申します。どうぞ宜しくお願い致します。 

 本日のシンポジウム開

催に当たり、ボーイスカ

ウト埼玉県連盟牛山理事

長には、私ども埼玉経済

同友会にも参加のお声掛

けをいただき、誠にあり

がとうございました。心

より厚く御礼申し上げま

す。 

さて、弊会について簡

単にご説明させていただ

きますと、埼玉経済同友

会は 1983 年（昭和 58

年）県民の日、県内の企業経営者や経済団体の役員をメンバーと

して設立されました。その主な事業目的は、地域の様々な経済問

題や社会問題に関する調査研究を通じて、埼玉県知事、あるいは

市町村の首長等に対し政策提言を行うことであり、言わば、私ど

もは地域のオピニオンリーダーとしての役割を担っています。こ

れまでにさいたま新都心の建設や圏央道の整備に関わる提言、教

育問題に関わる提言、また 近では埼玉県内のエコタウンプロジ

ェクト、あるいは中小企業の人づくりや農業の活性化に資する提

言などを行っています。 

こうした中、社会問題委員会では 2011 年 10 月に滋賀県大津

市で起きた中学生自殺事件を問題視し、翌 2012 年より、いじめ
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問題について活発な議論を重ねてまいりました。折しも埼玉県は

2012 年 8 月に「いじめ問題対策会議」をスタートさせ、同年

11 月には関係機関・団体の連名により『いじめ撲滅宣言』を行

いました。その後、経済同友会は 2013 年 3 月に、県知事、県

教育長、さいたま市長、さいたま市教育長に対し『いじめ問題に

関する四つの提言』を手交致しました。その内容を簡単にご紹介

します。 

一つ目は、「いじめは犯罪につながる！」ことをアピールするポ

スターの作成と徹底した広報活動により、いじめ抑止を強化すべ

きこと。 

二つ目は、今、学校の現場を見ますと先生方は非常に多忙であ

ります。こうした先生方の業務を見直すことにより、教員と児童

生徒がしっかりと向き合う時間を確保すべきこと。 

三つ目は児童生徒自らがいじめ問題に主体的に取り組む学校風

土の醸成とその体制づくりを強化すべきこと。現在、川口市や戸

田市等の小・中学校でこうした動きが広がっています。 

四つ目として、いじめは学校だけの問題ではなく、家庭、ある

いは地域社会の問題でもあります。行政は地域住民が取り組む青

少年育成のためのボランティア活動に対し、人材、場所、情報発

信等の面で強力に支援すべきこと。これらが私どもの提言骨子で

す。 

一つ目のポスターは、弊会が1万3千枚を自費で作成しました。

本日もそのポスターを会場入口に貼っていただきましたので、ど

うぞご覧ください。名義後援には、埼玉県、さいたま市、青少年

育成埼玉県民会議、経済 6 団体、埼玉県倫理法人会、青年会議所

等にご参加いただきました。昨年 10 月よりポスターの掲示を開

始しましたが、上記名義後援の皆様に加えて、私立を含む県内全

ての小・中・高等学校、さらに多くの企業や団体の皆様にご協力

をいただいております。因みに私は県の仕事をしている関係もあ
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り、各学校を巡回した時には「きちっとポスターが貼られている

かどうか」を必ず確認しています。そうした中でも、本日のシン

ポジウムを共催されているボーイスカウト埼玉県連盟、青少年育

成埼玉県民会議の皆様にはポスター掲示に多大なご協力をいただ

いており、この場をお借りして心より深く感謝申し上げます。ま

た、私どもは他の三つの提言につきましても、引き続きフォロー

アップに努めてまいりますので、皆様のご支援ご協力をいただけ

れば幸いです。 

さて、本日のシンポジウムは『いじめ・虐待のない青少年の環

境をつくろう！』がテーマであります。将来に亘りこうした環境

づくりが「官民一体、県民総ぐるみの運動」として根付くように、

私どもも微力ながらこのテーマに積極的に取り組んでまいりたい

と考えます。 

結びに、昨日来の大雪が残る中、本日のシンポジウム設営にご

尽力いただきました関係者の皆様に重ねて御礼申し上げ、私のご

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
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ご挨拶 

埼玉県県民生活部青少年課 

 課長 大浜厚夫 様 

 このたびセーフ･フロム･ハームシンポジウムが開催されました

ことに対し、心からお喜びを申し上げます。 

 ボーイスカウト埼玉県連盟の皆様には、日頃から様々な活動を

通じて、青少年の健全育成に御尽力を賜っていることに厚くお礼

申し上げます。 

 また、こうした活動の中でも「セーフ・フロム・ハーム」の理

念を実践され、いじめや虐待の解消・絶滅に向けて取り組んでい

らっしゃることに、深く敬意を表する次第です。 

 埼玉県といたしましても、いじめ問題に関し平成２４年１１月

に、県や関係団体の皆様とともに「いじめ撲滅宣言」を行い、県

民総ぐるみでいじめ問題に取り組んでいます。 

 また、平成２５年度から１１月を「いじめ撲滅強調月間」とし、

その取組の一環として「埼玉県民の行動宣言」を呼び掛けています。 

 これは一人ひとりにいじめ問題について考えていただき、「元気

にあいさつをする」とか「人の悪口は言わない」など、自分自身

が出来る事を宣言してもらうものです。 

 既にボーイスカウト埼玉県連盟の皆様にも、多くの方々に御協

力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 今後とも、ボーイスカウト埼玉県連盟の皆様と、埼玉県、青少

年育成埼玉県民会議とともに連携して、子供たちがいじめや虐待

などに悩むことなく、のびのびと育っていけるよう全力で取り組

んでまいりたいと存じます。引き続き御協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 後になりますが、ボーイスカウト埼玉県連盟の益々の御発展

を祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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基調講演 「いじめの現状と課題」 

         埼玉県教育局県立学校部生徒指導課 

         指導主事   四阿久修 様 

1．いじめとは…いじめの具体的な行為 （参加者へ問いかけ） 

   無視・言葉の暴力・暴力行為(殴るける)・仲間外れ etc.  

  いじめという言葉から連想する行為は人さまざまであり、自

分がいじめているつもりがなくても、相手を傷つけているこ

ともある。 

２．いじめの現状            冊子１  P-15～16 

 (1)いじめの定義 

  ○【「文部科学省問題行動調査」から】 

   当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・

物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じて

いるもの。（なお、起こった場所は学校の内外を問わない。） 

  ○【「いじめ防止対策推進法」から】 

   児童等に対して、

当該児童等が在

籍する学校に在

籍する等、当該

児童等と一定の

人間関係にある

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
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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。 

 (2)文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に

関する調査統計」（平成 24 年度埼玉県版）から 

○いじめの認知件数と解消率の経年変化を表した図。 

○いじめの認知件数とは、年度内に学校がいじめを認知した

件数で、その数はいじめを受けた人数。 

○一定の人間関係のあるものから心理的・物理的行為を受け

た件数。 

○学校が認知すれば 90％以上のいじめは解消している。 

○解消していない 10％弱は本人が不登校生徒のため仲直り

ができない又は転校などのため。 

(３)平成２３年度・平成２４年度学年別の統計から 

  ○ひやかし・からかい・悪口・文句・嫌なことを言われる・

仲間外れ・集団的無視等暴力を伴わない行為が７0％以上。 

  ○いじめは半数以上が中学校 1、２年生で認知されている。 

 (４)その他の問題行動 

  ○暴力行為・いじめ・長期欠席・不登校・中途退学・自殺 

○窃盗（万引き）・喫煙･飲酒(未成年者法令違反)・薬物乱用

は所持しているだけで罪を問われる。 

※法令違反は毅然とした態度で対応する。 

  ○深夜徘徊 深夜とは 23 時から翌朝 4 時迄 

※保護者には 18 歳未満を、深夜に外出させない努力義

務がある。 

  ○マナー違反（問題行動）電車内 自転車走行等 

  ○ネット問題 ネットを介してのトラブル 

  ※ツイッター、ブログ、 ライン等 
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3．いじめ防止への取組 

 (1)いじめ問題の基本的認識 

  ○いじめ発生の仕組み 

いじめる側にとって簡単に勝てそうな都合のいい相手と

大人からは言い逃れができそうな口実があり、見つかりに

くい行動があるといじめにつながる。 

○いらいらや不機嫌が高まるといじめが発生する可能性が

高い。 

   いらいら不機嫌の原因は友人関係のトラブルや勉強や活

動での競争又それ以外の、家庭の問題大人との関係等。 

  ○暴力が伴わないいじめは、いじめる側といじめられる側が、

状況によって簡単に入替るのでいじめはどの子にも起こ

りうる。 

  ○いじめの分類 

   けんか・いじわる型 

    新しい集団作り時に多く起こる。 

    悪口や単純な嫌がらせ。 

    誤解や意思の疎通のなさから起こる。 

   ふざけ型 

    無視 

    小学校高学年から中学生に多くみられる,  
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    恨みやうっぷん晴らしの中で継続的に起こる  

   非行型  

    恐喝 暴力(強要･恐喝は犯罪であり警察と連携を取る) 

中学生以上多くみられ非行傾向で継続的に行われるこ

とが多い。 

(2)いじめの発見 

  ○チェックリスト          冊子１  資料 P-13 

 (3)いじめの予防  

  ○いじめ問題の基本的認識  

  ○いじめが発生しない土壌を作る。 

日常的にいじめの要因を作らないことが大切である。相手

との関係性で本人が嫌と思うか満足しているかを見極め

ることは他人から見て難しい。 

○大人が直接的、間接的にいじめを生み出している場合もあ

る。 

不適切な指導や指導があいまい等の不用意な言動がいじ

めの発生を許容していることがある 

｢望ましい行動を自ら示す」ことが肝要。 

人は見たことをやりたくなる傾向がある。 

○子供の心を傷つける言葉の例 

    ・「なんでそうとろいんだ。人の迷惑も考えろ。」 

   ・「全くあきれたわね。しょうがないわね。」 

   ・「何を考えているのか全く訳の分からない奴だお前は。」 

   ・「なんでこんなこともできないんだ。ばかやろう。」 

      →このような言葉を発することにより他の子供に負の

メッセージを与えることになる。 

   ○子供が輝く「とっておきの言葉」キラキラ言葉 

（小学校編） 
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   ・あなたの気持ち、先生にも分かるよ。 

   ・わたしも苦手でしたよ。でも、あきらめないでいっしょ

に努力していきましょう。 

   ・そういう考え方もあるね、よく考えたね。 

   ・ここがいいね、これがいいね。 

   （中･高校編） 

   ・君には君の可能性がある。大事にしなきゃ。 

   ・約束だよ、信じてるから。 

   ・幸せになって欲しいからだよ。 

   ・君たちが必要なんだ！ 

    →いじめを予防するため、教師に望まれること。この「教

師」を「指導者」や「班長・先輩スカウト」等に読み

替えてみる。                        

(4)警察等外部機関との連携について (いじめと犯罪の関係) 

  ○名誉棄損、金品強要、脅迫、強要、恐喝、暴行、傷害等、

場合によっては警察と連携することも必要。暴力において

は明らかに犯罪あり毅然とした態度で警察に連絡する。 

 (5)いじめ防止対策推進法といじめ防止基本方針 

  ○いじめ防止対策推進法 

   国や県、学校等がいじめを生まないようにするための取組

が定められている。 

  ○いじめ防止基本方針 

   いじめ防止対策推進法を実行するための具体的な事項 

    現時点では各学校において、学校のいじめ防止基本方針を

策定している。是非基本方針について関心を持っていただ

きたい。 

 (6)いじめに関する研究       

  ○国立教育政策研究所がいじめについて行った調査研究で、 

   ある中学校で 1 年生の入学時から 3 年生の卒業迄、年間 2
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回の計 6 回、仲間外れ・無視・陰口など暴力を伴わないい

じめ被害を受けているかを問うアンケートを行った結果

である。 

  ○この調査では、いじめの被害を報告した生徒は随時入れ替

わり、 終的に全体の 7 割以上の生徒が 3 年間のどこか

で、いじめの被害を報告しているということがわかった。 

   すなわち、いじめはどの子にも起こり得るのである。 

  ○別の調査では、小学 6 年生のときに低学年のお世話活動を

経験した学年は、中学校に入学後にいじめや暴力行為の発

生が少なくなったと報告されている。 

  ○小さな子供の世話をやくことによって自分は役に立つ存

在であると感じる経験をさせる事が望ましい行動を促す

ことになる。 

４．おわりに 

      誰かがやらなければならないことがあるとき、自分がそ

のだれかになる勇気を人任せではなく相互に助け合おうと

する自分がだれかになる勇気を持ちたいものです。 

       本日、多くの方々にご参加いただき、このように関心を

持っていただいていることに感謝申し上げます。 

      いじめ防止は学校、家庭、地域が一体となり取り組んで

いくことが大切であると思います。 
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パネルディスカッション 

  コーデイネーター      林 正紀先生 

  パネラー保護者代表     安藤美雅さん 

      保育士       三浦尚子さん 

      青年代表  Ａ   中山拓也さん 

      青年代表  Ｂ   寺島早紀さん 

      ＢＳ指導者 Ａ   秋山喜江さん     

      ＢＳ指導者 Ｂ   池田正義さん 

林  それでは一人ずつ自己紹介代わりにお話し下さい。 

保護者 基調講演で６年生の児童が１年生のお世話をするといじ

めがなくなるとのことを聞き、きっと１年生に「ありが

とう」と言われ、その言葉の中に自分の存在価値を認め

てくれて嬉しかったのだと思います。 

保育士 保育士として子供たちに対して気を付けている言葉は、

「何回言ったらわかるの」「まったく」のような言葉で

子供たちを傷つけてしまうので、どのような言葉で声掛

けをすればよいのかを考えています。 

青年Ａ 子供と大人の中間の立場で、指導者としてどのように指

導したらよいかを学んでいきたいです。 

青年Ｂ ボランテイア活動に参加した際、小学生の子供たちへの
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プラスの声掛けの大切さを知りました。プラス言葉を掛

けられた子供が、リーダーシップを取るようになりました。 

指導者Ａ ＣＳ隊長時代、男の子にからかわれて「いじめられるの

でやめたい」と言って退団した隊員がいました。指

導者として気

付かず、申し

訳なかったと、

今でも汚点に

なっています。

保護者との信

頼関係が出来

ていたらと思

っています。 

指導者Ｂ ＣＳ隊長として、今大切にしていることは、地域の中で

何ができるかを考え、朝通学時におはよう運動をしてい

ます。地域へ自分の持っているノウ･ハウをいかに活用

できるかを考えています。 

 林  できるだけまとめることができるように原因・要因・背

景の順で話を進めていきます。 

原因について 

指導者Ａ BS 活動においては月１～２回の活動であり、人間関係

ができていない上で言葉を発するので、嫌がらせやいじ

めと捉えられてしまいがちになります。  

 林  信頼関係どころか人間関係ができていないので、よく分

からないからいじめられているような気がするのでし

ょう。 

保育士 子ども達が地域の中で育っていないので、親の価値観の

もとでだけの考え方になっていて、いろいろな考え方を

知らないです。 
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 林 いわゆるマンション文化で、近隣づきあいがないため多 

様な価値観を得ることができないのですね。 

保護者  ストレスのある環境で育っているので、心の平穏やリラ

ックスを吸収できないことと、地域で育っていないので

自分本位の考え方しかできないのだと思います。 

林  いじめは攻撃的ともいい、自然界ではえさを取ることが、

人間界ではストレス発散

のためであり、我慢する

ことに耐える力がないの

でしょう。欲しいものは

すぐ買えることや暴力的

模倣が多いので、リラッ

クスできる場所の提供が

必要です。 

指導者Ｂ 核家族化と子供が忙しすぎること(習い事・塾)や、ゲー

ムの影響(遊ぶ場所がない)等、人間関係の希薄化が進ん

でいると思います。   

青年Ｂ 人間関係の分業化がされ過ぎて、近隣との人間関係が希

薄になっていると思います。先日行ったインドでは、こ

どもが泣いていたら近所のおばさん・お姉さんがあやし

てくれていて、周りの大人みんなが子育てにかかわって

いました。 

 林  ５０年前は日本もそうでした。                 

青年Ａ 子供たちの部屋あそびが増えて、外遊びができず人付き

合いができない子どもが増えています。 

 林  子供の遊びの環境が変わってきて、遊びたいけれど遊べ

る時間・仲間・場所がなくなってきています。これらは

高齢化社会へのスピードと変化が子供にも影響を与え

ています。 
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現状は 

青年Ａ ラインはずし、無視、見えないところでのいじめが増え

ていると思います。 

青年Ｂ 子供同士のけんかに大人が介入し、その結果仲直りの仕

方がわからなくなっています。 

 林  兄弟がいないからでしょうか。 

指導者Ａ 子どもの頃のことは、体で感じて覚えていると思います。

今は兄弟が少ないので、取っ組み合いのけんかをした経

験が少ないために、いじめがエスカレートして暴力的に

なるのではないかと思います。又体験をしていないから

加減がわからないのだと思います。   

保育士 小さい子にけがをさせてはいけないと思いますので、け

んかになった時に見守ることが難しいです。なぜけんか

になったか、聞き出す手伝いをすることが多いです。 

 林  けがをさせない。汚いものは触らせない。という考え方

が強く出てきているのですね。 

保護者 親の世代も人とのかかわりが少ない世代になり、付き合

いも狭く人間関

係が希薄の上、

コミュニケ－シ

ョンが足りない

ことも多いです。

また、ママ友の

悪口を子供に話

し、ママ友同士

の人間関係が悪

くなる様子を子

供が見聞きしているのも現状です。 

林  子供は親の背中を見て育つわけですからね。 
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指導者Ｂ 今の子供は基本的に良い子ばかりです。良い子過ぎて、

何かあった場合の対応ができないことが多いです。親も

子供に何かあった場合に対応しきれないのが現状です。

大人が適確なアドバイスができないのでは、子供からの

発信があっても大人が気付いてやれません。子供一人一

人を把握出来ているのだろうかと思います。今の子ども

たちはテレビの影響で、人の悪口を言ったり、いじめに

近い言葉遣いをしたりしています。 

林  キモイ・うざいなどテレビの影響が、大いに言葉遣いに

ありますね。 

指導者Ａ いじめの前にからかいがあります。リーダーに構って貰

いたい子が、リーダーにちょっかいを出す構って貰いた

い症候群があります。大人が忙しく、家で構って貰えな

い子が多いので、構って貰いたいがために手を出し、だ

んだんエスカレートし「ごめんね」、「いいよ」ですまな

くなり、暴力的になってくることもあります。 

保育士 保育園では暴力的なことはあまりありませんが、強いて

言えば仲間外れです。

「遊ぼう」と言ったの

に入れてくれない時

に、「一緒に遊ぼう」

の大人の一言で、子供

の気持ちは変わるこ

とがあります。「うち

の子はいじめられて

いる」というような相

談を受ける様ないじめはありません。 

 林  いじめで、たとえば「起立・着席」で椅子を引くなどと

いう行為はありませんか。 
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青年Ｂ 毎日いじめられていた子が、頭からのりをかけられたり、

お互いに殴り合っ

て我慢をする遊び

（カタパン）をやら

されたりしていまし

た。我慢することが

自慢で一方的に殴っ

ていました。見た人

は止めてはいました

が、根本的にやめて

いなかったようです。 

保護者  ラインについて、既読したらすぐに返信しないといけな

いのですか。 

青年Ｂ 既読してすぐに返信をしないと、愛想が悪いと思われ、

返信しないことによって、ラインから外され(仲間外れと

なる)不信感が生まれます。 

  林  殴るとか、蹴るとかそのような行為はありませんか。現

状はラインだけですか。 

保護者 ラインなどに書き込む内容は、顔が見えないからいいの

かなと思える誹謗・中傷はちょっとひど過ぎると思いま

す。顔が見えたらとても言えないようなことを平気で書

くこともあります。 

青年Ａ 学校裏サイトで、学校の生徒がイニシャルで誹謗、中傷

を書き込み、ネット上での言葉のいじめをしていたとい

う話もあります。 

青年Ｂ ラインを使っている人のグループ機能があり、グループ

内でのトラブル・悪口・無視等があり陰湿な行為です。 

指導者Ａ ラインから外した子の写真などを出して、いじめるとい

うこと聞きました。 
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指導者Ｂ 自分も２０年前は、先程寺島さんが話されたカタパンな

る行為をやっていました。ラインの話ですが、私もイン

ターネットのコメントを

見ますが、非常に攻撃的

であり支離滅裂です。そ

のコメントを子供も見て

いるわけですから大人の

していることを子供が真

似します。ラインのこと

はわかりませんが、返信

しないと仲間外れになる

なら、外されたままで良

いのではないですか？ラ

インも大切だけど、外されたことによって傷つくような

子が、もっと強くなるような別の考えや、別の世界があ

ることを教える必要があるのではないでしょうか。 

 林  現代ならではのいじめが、もっとあるのではないでしょ

うか。考えようのないいじめを想定します。いじめはな

くならない。なぜなくならないかというと、１人でいる

ときにはいじめは起こりません。２人になると対立が起

こります。３人になると派閥が生じます。３人以上人が

集まればいじめは起こります。ではいじめが起こるのな

らどう対応すればいいのでしょうか。 

保護者 ストレス耐性を強くするには、信頼と愛される経験でス

トレス耐性は強くなります。自己肯定感は、人が好き、

人から愛されることによって自信が生まれて育まれま

す。心を強くする関係は、異年齢とのつきあいによって

多くの経験をすることで作れます。 

保育士 大人が子供を褒める言葉を増やし、表現する言葉をたく
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さん知ることや、色々なものを見聞きし感情と知性を磨

くことが大切です。 

林  ボキャブラリーを増やし、美しい日本語を大切にしてい

くことですね。 

青年Ａ 本人の折れない心

（体験を通して自

信やたくさんの経

験をすることによ

る）を育て、そして

相談できる信頼関

係を学校や家庭以

外に第２の環境を

作ってあげることです。 

林  経験に勝るものなしですね。自殺者が減っては来ていま

すが、若年層の自殺者は何としても無くさなくてはなら

ないことです。それには、折れない強い心を育てること

にあります。 

保育士  満天の星空を見た経験のある子供は、強く豊かな心が持

てるそうです。 

林  ほんのちょっとしたことに、感動したり笑ったりできる

感受性の強い子供になるように、沢山の体験や経験をさ

せることです。  

青年Ｂ 子供たちに体験や経験のできる場所を作り、色々な人間

関係を作ってあげることです。自分の体験から、幼い時

からたくさんの人に育ててもらって今の自分がありま

す。（保育園—学童—地域の人—ボーイスカウト等）親

以外に自分のことを思ってくれる人がいることに感謝

できました。 

指導者Ａ いじめる子をなくすことが大切です。いじめはいじめる
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方が悪いです。いじめられた子の心のケアをして、いじ

めている子の話を聞いて対処することも大切です。 

 林  ケアということではなく、強い心を皆で育てることです。

親でもなく教師でもない第３の大人です。 

指導者Ｂ 大自然の中での体験が体と心を強くしていると思います。

そこで培った人と人との人間関係、一人一人のスカウト

をもっとよく見てどう向き合うかコミュニケーション

をはかり、もっともっと人間関係を深めていくことです。 

林  これだけは言っておきたかったことはありませんか。 

保護者  まわりの環境まわりのサポートがよければ、心は折れな

いと思います。 

対応 

林  私は対応の一例として、こんな言葉を投げかけます。 

①ＹＯＵ ことば あなたが（こういうことすると） 

② Ｉ  ことば わたしは（悲しい） 

③ Ｗｅ  ことば わたしたちは（２人でいっしょよ）

①②③の言葉を投げかける。今日を境として、この問題

を広げていくきっかけになればと思っています。 
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セーフ･フロム･ハームシンポジウム 

アンケート 集計 

１．参加者 ※( )内は、うちボーイスカウト関係者以外の一般参加者数 

 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

以上 
合計

男性 ０ ０ １ １０ 
１１
(１) 

１１
(１) 

３３

女性 ０ ０ ２ 
７ 

(１) 
３ 

３ 

(１) 
１５

小計 ０ ０ ３ １７ １４ １４ ４８

２．本日のシンポジウムを、どのように知りましたか。 

※複数回答あり 

友人から 
新聞など 

の情報 

ボーイスカウト

関係者の情報 

その他

(経済同友会より)

０ ２ ４６ １  

３．基調講演の内容について 

① 大変よくわかった ２５ 

② どちらかといえばわかった ２２ 

③ どちらかといえばわからなかった ０ 

④ あまりわからなかった ０ 

回答なし （遅参のため） １ 

 ご意見、ご感想等 

・いじめの認知件数のグラフにて、平成２３年から２４年にかけ 

大幅に増加した理由を、説明していただけると良かったと思う。

認知後にどの様に解決したのか、具体的な説明があると良い。 

・いじめの現状が良く分かった。話し方等とてもわかりやすい講 

義を、ありがとうございました。 

・三分の二の生徒がいじめのターゲットになり、またいじめをし

ていることを知りショッキングだった。 
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・教育現場だけでは難しい。地域のコミュニティをひっくるめて 

対応するのが望ましい。一番つき合いの深い大人は親なので、

親が良いと子も良い。子は親の鏡。親がいじめていれば子も絶

対いじめる。そんなかわいそうな子を生み出さないようにした

い。 

・大変難しい問題だと思う。私の小学校時代を考えると、確かに

「いじめ」はあったが、現在のような重大な問題にはならなか

ったように思う。現代の小・中学生たちは何でもそろい、与え

られる環境の中で育っているので、ゆとり世代の人間ではない

が、自分の考え方を無視されると我々の時以上にきずつき、処

理ができなくなるのだろうか。 

・パネル等を利用してもらい理解しやすかった。 

・現在のいじめについて、多少は理解出来たと思う。ありがとう

ございました。 

・県の取り組みが良くわかった。教育現場の先生方の言動に問題 

のある場合が見受けられる。（いじめられる子供が悪いと言う考 

え方でいる先生） 

・６年が１年を世話する(ありがとう)の言葉は印象に残った。個

人の立場を認めてくれると世話する子が良いことをすることに

また、快い感じを持つことによってよりよい、十の言葉が更に

十を生むことがあるという。言葉（母親、父親）の一つ一つが

子供にどんな感じを与える事かを考える。これは日常から気を

つけていかなければと考えさせられた。 

・教育委員会の方が、現職時代の経験談も交え、大変分かり易く 

講演下さり、貴重な体験をさせてもらった。 

・いじめはいつの時代にもあると思っていたが、今は時代が違っ 

て悪質ないじめが増えているように感じた。中学１，２が多い 

というのもびっくりしました。 

・どこからがいじめなのか分からない時がある。子供同士のふざ 
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け合いも大切だとは思う。あまり慎重になり過ぎると、子供に 

対しての制限が大きくなってしまう不安もある。だからと言っ 

て私自身の判断も正しいのか自信もない。まずはいじめの発生 

をさせない環境を作ることが、私達に出来ることなのだろうと 

感じる。 

・学校側や指導者側での認知率で、いじめの数が解消すること。 

また、教育側がいじめの環境づくりを知らずに作ってしまって 

いることがあるのではないか、と言うお話が印象に残った。そ 

ういった環境があることを指導者・保護者が理解し、逆にいえ 

ばいじめをするという発想が生まれないような環境作りに、も 

っと積極的に取り組んでいかなければならない時代がきている 

様な気がした。 

・教師の立場から資料等をつかい、わかりやすく話をしてくださ 

っていたので良かったと思う。 

・大人(指導者)の声かけによって「いじめ」をおこしてしまう環 

境を作ってしまうか否かが分かれてしまう、と言う話はために 

なりました。 

・難しい問題をわかりやすく話していただき大変勉強になった。 

スカウトに対する私の一言が、間接的に「いじめ」を生み出す

こともあり得る。と心の中にとめて活動します。たとえ相手が

子どもでも、１人の人間として私もスカウトを尊重できるリー

ダーになりたいと思った。 

・いじめの原因分析、対応、対策がわかり、そのとおりと賛同し 

た。しかしながら、学校で言えば、教師が生徒とゆっくり向き 

合えない多忙さが、増々大きくなる現状ではむなしく思える。

教師の多忙はどこでも言われているが、具体的な手立てはなさ

れず、法律とかマニュアルのみがどんどん出来ている。 

・私のまわりには(孫からも)いじめを聞かないので驚いた。        
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４．パネルディスカッションについて 

① 大変参考になった ２１ 

② どちらかといえば参考になった  ２１ 

③ どちらかといえば参考にならなかった ４ 

④ あまり参考にならなかった ０ 

回答なし ２ 

ご意見、ご感想等 

・いじめという点からは希薄な気もしたが、内容は参考になった。 

・皆様の貴重な意見が聞けて良かった。今後の活動や子供達との

ふれ合いの場で実践して行きたいと思う。 

・討論のテーマに対してパネラーの方にもう少し準備してもら 

っていた方が良いのではないか。具体的な現状のいじめの内容

について、大人に聞くのは酷なのではないか。一般的な話かボ

ーイスカウト内での話か、前提をはっきりしておいた方が良か

ったのではないかと思う。 

・神と国に誠をつくしおきてを守ります。いつも他の人々を 

助けます。身体を強くし心を健やかに徳を養います。本当にち 

かいをたてたのか。自ら実践できるよう努力したい。 

・ボーイスカウト活動の良い点を再認識出来た。 

・心を育む教育の大切さが認識出来た。その手段として野外活動･ 

自然体験活動も重要な取組と理解している。 

・単なる「いじめ」についてではなく、我々大人と子供、子供と

子供との関係を考えていくきっかけを与えて欲しい。 

・昔のガキ大将文化を復活させる事が必要なのではないか。全て

がマニュアルになる事は逆向きと思う。 

・スカウト活動における環境作りも、非常に大切であると感じた。 

・時代の変化が大きな要因の１つである。小さい時から兄弟げん

か等の経験が少ないために、どこまでやると痛みの限界なのか
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が分からない。それゆえ同年代の人に対してもやり過ぎてしま

うのではないか。両親の育て方、考え方も子供に大きく影響を

与えているので、親の側にも大きな責任がある。 

・現在のいじめが仲間はずし(無視)、自分の子供時代とはかけ離

れたことで、いじめがわからない。 

・同じ考え方の人がいると自信となっていく。 

・自分の団と町会との係わりがある。その会長や地区の人々と関

わりを大切に子供たちがＢＳ活動ばかりではなく、スカウト達

が多くの大人の見守りを受けて成長してよりよい社会人に成長

していくことになるのでは、それで彼らが自分たちのふるさと

を大切に思い、その体験を自分の仕事や家庭に生かしていく。 

・色々な体験をさせること、広い視野を持つことが、親にも子に

も大切なことが改めて良く分かった。 

・子供に対する接し方などとてもわかりやすくためになったと思

った。自分の子供に対しても言葉づかいには気をつけようと思

った。 

・「昔はこうであった。」と言う意見が多かったと感じる。「今はこ

うだから」の部分にきちんと対処出来る方法が必要なのだと感

じつつ、いじめの本質は決して変わっていないので、私達指導

者がやるべき事を、自信を持ってやるだけだと思う。 

・共感する部分もあったが、うわべだけの意見交換だったと思う。

また小中学校での実情が全くわかっていないようなのでがっ

かりした。 

・Line 外しのきっかけがこうして生まれるのだなど、時代の変化、

核家族化、テレビ、メディア、ゲームの影響、時代を戻すこと

はできないので、今の時代に合ったいじめのない環境づくりを

考えていかなければならないのではないかと思った。地域の目

が行きわたらない分、学校や習い事の中で、勉強や専門知識を

教えるだけでなく、人とのかかわりを学びつつ勉強や専門知識
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を学べる様な教育現場の変化も必要だと思った。 

・聞いているだけという事がとてもつらかった。こういうシンポ

ジウムを開くと言う事は、とても大切で良かったと感じている。

前にいた方に共感したり、えっ？違うと思うと感じたりしなが

ら聞いていたが、今度は参加している人達も話し合いできる会

になったら、発展した話し合いになるのではないかと感じた。

パネラーの方々は、自身がいじめにあったりしたり子供もその

ような目にあってない方なのだなと感じた。今回はボーイスカ

ウトのいじめについての第１歩かなと感じた。 

・具体的にどんな対応をすればいいのか、もっと詳しく聞いてみ

たかった。いじめの例については他にも聞いてみたら（聞いて

いる方）もっと出たかもしれない。 

・多様な立場の方々の意見を聞く事が出来た。 

・ネットいじめは、予想を越えた怖さだった。「大人が子どもの手

本となること」の大切さや「ボキャブラリーを増やすこと」の

目的を再確認した。 

・自分自身が痛みを知り、人に対する思いやりを持つ事が大切で 

ある。地域での見守りを強化することでいじめを予防すること 

も必要である。 

・いろいろな立場の方から意見を聞くことが出来て良かった。 

５．あなたの身の回りで、いじめや虐待を見かけたことがあり 

  ますか。 

 ある ２１ ない ２４ 回答なし ３ 

  「ある」と答えた方に質問します。 

  その時、何らかの声がけをしましたか。 

 

した １６ しない ２ 回答なし ３ 
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 どのような言葉がけをしましたか 

・あいさつ等の声かけ。 

・いじめを受けた側であったが、相談する窓口がない。SOS を

出しても周りの大人は分からなかった。 

・相手はどんな気持ちか聞いた。原因と相手の心情を聞く。今何

をしたのか聞いた。 

・実際は後日知った。指導者であった時、班長が班員にいやがら

せをしたことを、卒業してから班員から申告された。よく頑張

っていた班長なのでショック。気付かなかった自分にショック。 

・いじめている子を叱った。 

・ことばのやりとりからはげしくなり、手を出してしまう子供が

いた。原因はどの様な事なのか聞いて、仲直りする様にした。 

・人を傷つける事は悪い事。 

・やめなさい！  

・加害者をさとした。 

・何があったのかな？ 

・年賀状で一言メッセージを大きくなっても覚えていてくれたり

ダメな隊長をスカウト達の一言で姿勢を直すきっかけになった

りと、スカウト活動で大いに学んでいる。（いじめと関係ないも

しれませんが。） 

・先生に言うように「イヤなことはイヤと言うように」 

・「良く考えてごらん」 

・高校時代(女子校)時にいじめられていた子が、クラス内にいた。

掃除の時いじわる女子グループが水の入ったバケツをわざと

倒し「これ○○ちゃん（いじめられている女子）が拭きなよ！」

と言っていたのを聞いて「それは違うよ」と言い「一緒に拭こ

う」と一緒に拭いた。 

・双方には、「せっかく出会ったのだから世界で一番かっこいいグ

ループ（友達どうし）になろうよ」と全体に言う。いじめた子
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には→人生での中でいじめることって簡単にできる。いじめな

い優しい心をずっと持っていることの方がよっぽど難しい。せ

っかくならかっこいい、難しい方のことをできる事が多い人生

にしようよ。いじめられた子には→いじめられてつらかったね。

でも優しすぎてやり返さなかったという事は、実はいじめてい

る子よりずっと心が強いことなんだよ。あなたは本当はいちば

ん強い子なんだよと話した。 

・見守り、共感しそれからその子に(人)自信や前向きになる言葉

（特にこの言葉というものはない）いじめとけんかは違うが解

決はない。いじめる子、いじめられる子の、将来の人生のかて

になるよう言葉かけをしていきたいと思う。 

・子供が小学生中学年の時、学校へ相談したり、教育委員会に Tel

したりして話を聞いた。子供にも良く話を聞き、必ず助ける事、

心の持ち様等をくり返し話した。どうしてもの時は、学校を休

んでいいと言った。（休まずに済んだが。） 

・スカウト活動において、両親が多忙のためかリーダーたちに愛

情を求めるかのように手のかかる子どもがいた。私は両親の心

理的虐待やネグレクトを疑ったこともあったが、その両親に確

認しないままその子は退団していった。プログラムをこなすだ

けでなく、その子の話をゆっくり聞いてあげれば良かったと思

っている。 

・スカウツオウンを活用して、「ちかい」と「おきて」についての

話を全体にした。 

・小学校高学年の女子５人の中で、のんびりした子を仲間はずれ

にしていたが、役割を与えて協力し合う事を教え、その子の良

さを皆にわからせるようにした。 

・自分の子供が学校帰りに近所の男の子にいじめられていたが、

目に力を込めて「次にやったら絶対に許さない。」と言ったらそ

れ以来なくなった。 
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資料（当日配布） 
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資料（当日配布） 
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資料（当日配布） 
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資料（当日掲示ポスター） 

 

 

 

 
 



あ と が き 

前回の冊子１は、２月１５日に開催しました「セーフ・フロム・

ハーム」シンポジウムの開催当日に作成・配付を開始致しました。 

この冊子２は、そのシンポジウムの記録集として作成したもの

です。 

なぜ、ボーイスカウトが、「いじめ・虐待のない青少年の環境を

つくろう！」というコンセプトのもとに「セーフ・フロム・ハー

ム」という考え方に取り組んでいるのか、より理解して頂けるこ

とを目指して当日の基調講演とシンポジウムの概要を記録集とし

て提供させて頂きます。 

今後も、ボーイスカウト活動の中だけの課題として捉えるので

はなく、日本国内に広がる「いじめ・虐待」の現状により理解を

深める努力をすることで、その克服に向けて私たちボーイスカウ

トも積極的に取り組んでいきたいと思います。 

私たちの活動には、より逞しい多くの青少年が日々の活動に参

加しています。彼らがこの重い課題に、前向きに取り組み始めら

れることが私たちの目標です。 

皆様のご意見を是非お寄せ下さい。 

 ２０１４年６月１日 

ボーイスカウト埼玉県連盟 理事長 牛山佳久 
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