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セーフ・フロム・ハーム シンポジウム ＰＡＲＴ２ 

 

 青少年育成埼玉県民会議の助成事業として｢いじめ・虐待のない青

少年の環境を作ろう!｣（いじめ・虐待をしない、させない）のセーフ・

フロム・ハームシンポジウム Part2 を開催しました。 

 主催者挨拶に続き、埼玉県青少年課課長渡邉哲様、埼玉経済同友会

の社会問題委員会委員長寺山昌文様よりご挨拶をいただき、埼玉県立

大学・大学院教授東宏行氏の基調講演とグループディスカッションそ

してまとめと続きました。 

 基調講演では「いじめと向き合い自分と仲間をまもろう」をテーマ

にスマホ時代のモラルと友達関係、いじめとケータイ・スマホ、ネッ

ト依存症や犯罪と扱われる場合等のお話がありました。 

 続いてグループに分かれ「いじめをなくすために、一番大切なこと」

をテーマに話し合い、「大切なこと」のキーワードを発表し、先生か

らの講評をいただき、 後に予防の早期発見、見たときどうするか、

解決の仕方、そして一番大切なことは「人を傷つけたと思ったら次は

しない。されて嫌だったことはしない」とまとめがありました。 

 今回のシンポジウムを通して、「いじめ、虐待をしない・させない」

ために一番大切なことを通し、何が出来るか、どう行動すればよいか

を考える機会となったと思います。 

開催日 ： 平成２７年１０月１８日（日） 

場 所 ： 武蔵浦和コミュニティセンター 第７、８、９集会室 

基調講演 ： 講師  埼玉県立大学・大学院教授  東 宏行氏 

参加者 ： 参加者３５名  スタッフ １２名   計４７名 

      参加者内訳  ＢＳ関係者 ２４名 一般 ２名 

         青少年団体 ３名（内ガールスカウト２名） 

         埼玉経済同友会 ３名 埼玉県青少年課 ３名 

アンケート ： ３１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 

埼玉県連盟     

理事長  牛山佳久 

 昨日まで肌寒い天気でしたが、

今日はとても良いお天気で、ど

ちらかと言うと外で何かをした

方が良いかなと言う環境で、お

集まりいただきありがとうござ

います。 

今日これからシンポジウムを

始めさせていただきますが、ボ

ーイスカウト関係の方が殆どだ

と思いますが、プログラムの裏

側にあるセーフ・フロム・ハー

ムの説明を簡単にしたいと思い

ます。これは私達の世界のボーイスカウトの取組状況を説明しており

ますけども、このセーム・フロム・ハームと言う取組みは大体１０数

年前から世界中で取り組んでおります。 

今年は、第２３回世界スカウトジャンボリーが行われましたが、 

１５５ヶ国３４,０００人が集まりました。この中でも１８歳以上のい

わゆる大人が、セーフ・フロム・ハームのネットによる事前研修をし

て、それを修了して、また修了証を持って会場に来ないと受付しない

と言う事になっていました。第 21 回の世界スカウトジャンボリーか

ら始まって、22 回、今回と、大分進化してまいりました。ですから

私達の運動は青少年教育団体ですけれども、青少年を守ると言う事と

それからお互いにいじめとか虐待を無くすように動くべきだと言う

事で、埼玉県連盟は３年以上前からずっと取り組んでおります。 

今回２回目のシンポジウムとなります。この問題は一般社会でも沢
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山起きている事ですし、私達の中にいる 4,000 名近いスカウトも、

少なからず意見を聞いてみますと、いじめの経験があるなどの深刻な

体験を克服して、高校生や大学生になった人が沢山いるという事実も

あります。ですからスカウト活動の中以外でも学校や地域でのいじめ

というものをできるだけ私達は率先して、青少年団体として取り組ん

で行きたいと言う事で、このシンポジウムを開催させていただいてお

ります。 

できれば私達のスカウトが、いじめを発見したら、「君そういう事

しちゃダメだよ。」というふうに注意できるような、また説得して止

めさせることができるような方向にもっていければ良いなという願

いがあります。 

私達大人も、この意味で今回このシンポジウムを通して、意識を高

めていただければと思っております。 

今日は、埼玉県立大学の東先生に、基調講演と全体のコーディネー

トをお願いしております。東先生はボーイスカウトの事はあまりご存

知ないと思いますけれども、学校や地域の様々ないじめの実態につい

て、相当の知識や経験やあるいは状況を把握しておられますので、是

非皆様講演を楽しみにしていただいて、積極的にグループワークなど

に取り組んでいただきたいなと思います。 

今日一日よろしくお願いします。 

  

埼玉県マスコット「コバトン」
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ご挨拶 

埼玉県県民生活部青少年課 

 課長 渡邉哲 様 

 皆さん、こんにちは。埼玉県県

民生活部青少年課長の渡邉でござ

います。本日はよろしくお願い致

します。 

「いじめ・虐待のない青少年の

環境をつくろう Part2」、セー

フ・フロム・ハーム シンポジウム

の開催に当たりまして、一言、ご

挨拶を申し上げます。 

ボーイスカウト埼玉県連盟の皆

様には、日頃、スカウト活動を通

じて青少年の健全育成に御尽力い

ただいている事に、厚く御礼申し上げます。 

また、ボーイスカウト埼玉県連盟様に置かれましては、このセー

フ・フロム・ハームの理念を実践し、さらにいじめや虐待の根絶に向

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ござい

ます。 

 平成２５年９月にいじめ対策防止推進法が施行されまして、いじめ

問題については学校の現場や教育委員会だけでなく、警察や行政と一

体となった対応に努めております。 

 「いじめを無くそう、絶対に許さない。」という社会全体のムーブ

メントづくりに向けて、行政として、様々な取組みをさせていただい

ております。 

その一つとして、「埼玉県民のいじめ行動宣言」があります。これ

は、NHK・Ｅテレの『いじめをノックアウト』という教育番組と連



- 5 - 
 

携して、子ども達にいじめを無くすために、何ができるか、行動宣言

を書いていただくものです。埼玉県では、いじめを無くすためのキャ

ンペーンとして実施をさせていただいております。 

昨年度は、県の人権啓発事業でございます、ヒューマンフェスタで、

ボーイスカウト埼玉県連盟様にお手伝いいただきまして、埼玉県民の

いじめ行動宣言のブースを立ち上げて取り組ませていただきました。 

今月１０日にＥテレで『いじめをノックアウト』の特別番組があり、

日本全国で 100 万件の行動宣言を集める目標なのですが、今月 5 日

現在で全国で 105 万件の行動宣言が集まりました。そのうち、埼玉

県の皆様の行動宣言は 17 万件、約 16％という事でございまして、

非常に多くの方にこの行動宣言に取り組んでいただいているところ

でございます。 

この行動宣言を書くことが、目標ではありません。私共としては、

いじめを無くす、いじめを止めさせる事を、きちっと社会の中で定着

させることが必要だと思っております。 

今のいじめはスマートフォンの普及などにより、インターネット上

昨
年
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
で
も
取
り
組
ん
だ
行
動
宣
言 
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でアプリを介して行われていることもあり、見えにくくなっています。 

いじめは学校などの現実空間だけでなく、ネット空間においても、

被害者と加害者の問題にとどまらず、周りで扇動したり、あるいは見

て見ぬフリをしたりする行為も、いじめに加担する行為だという認識

を共有する事が大切だと思っております。 

何がいじめに当たるのか、まずは子ども達がしっかり自覚すること、

いじめを受けたり見たりしたときは、周りに支援を求め、声を出して

発信すること。そして、子どもを支える大人が、しっかりとその声を

受け止めて、対応する事が必要だと考えております。 

牛山理事長から本日は天気が良いというお話がありましたが、本当

にそうですね。電車で荒川の鉄橋を渡りましたが、河川敷にコスモス

が咲いていました。そしてそこにモンシロチョウやモンキチョウが近

づいて飛んでいました。しかし、いじめられている子供たちは、こん

な良い天気に外に出られない。コスモスを見る気持ちにもなれない。

そして、明日、月曜日に学校に行くのをどうしようかと悩んでいるの

です。 

今日お集まりいただいた皆様は、そういったいじめに悩む子ども達

に共感できる方々だと思います。こういった取組みは、大変重要だと

思います。埼玉県としても、応援させていただきたいと思います。 

本日の基調講演とグループワークを、埼玉県立大学の東教授にお引

き受けいただきました。先生のご講演を以前聞かせていただきました

が、現場での数多くの経験と相談対応を基にした、大変、実践的で参

考となる内容でございました。東先生、本日は、講演とグループワー

クの方を、よろしくお願いいたします。 

後になりますが、本日のシンポジウムを主催されたボーイスカウ

ト埼玉県連盟様に重ねて御礼を申し上げると共に、ご参加いただいて

いる皆様にとっても、このシンポジウムが、大変有意義な機会になる

ことをご期待申し上げましまして、私の挨拶とさせていただきます。 
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ご挨拶 

埼玉経済同友会 社会問題委員会 

委員長 寺山昌文 様 

ただ今ご紹介頂きました、

埼玉経済同友会・社会問題委

員会の委員長をしておりま

す寺山です。どうぞ宜しくお

願い致します。 

本日はボーイスカウト埼

玉県連盟が主催されます「い

じめ虐待のない青少年の環

境を作ろう Part2」にお招き

頂きまして、本当にありがと

うございます。本日は良い天

気となりましたが、先程のお

話のとおり、昨年は大変な大

雪で私も仲間たちもやっとのことで会場にたどり着きました。そうし

た中で非常に多くの方が集まり、いじめ、あるいは虐待問題について

話し合い、大変勉強になり感動したことを覚えております。 

本日のシンポジウムには、埼玉経済同友会より私を含め 3 名が参加

させて頂いております。弊会について少しお話させて頂きますと、埼

玉経済同友会は県内に拠点を構える企業や団体等のトップを会員と

して、埼玉県の社会・経済の発展に資する活動を活発に行っておりま

す。地域が抱える諸課題に対し調査研究を進め、その解決策に向けて

皆で徹底的に議論する。それらを提言という形にまとめて県知事や市

町村首長へ建議する。言わば、弊会は地域のオピニオンリーダーとし

ての役割を担っております。 

こうした中、私が所属する社会問題委員会は、数年来、深刻化する
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“いじめ問題”を取り上げ、いじめ抑止に向けて地域社会がどう取り

組むべきかを継続して議論しております。これまでに県知事や県教育

委員会、さいたま市長などに提言したことは、一つ目に「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活用」、二つ目に

「多忙な教員の業務を見直し児童生徒と向き合う時間を確保する」、

三つ目に「児童生徒自らが、いじめ問題に主体的に取り組む風土の醸

成と体制づくりをする」、四つ目に「地域が取り組む青少年育成のた

めのボランティア活動への支援を強化する」等があります。 

一つ目のいじめ抑止ポスターは弊会が自費で１３,０００枚を作成

し、県内の小中高全ての学校に配布したほか、遊技場や駅構内等にも

掲示協力を依頼しました。ボーイスカウト埼玉県連盟の皆様にもお力

添えを頂き、本当にありがとうございました。お蔭さまで、徐々にで

はありますが、いじめ抑止の効果が出ているものと確信しております。 

さらに三つ目の児童生徒らの主体的な取組みでは、本年９月、八潮

市で「みんなでいじめをなくすための条例」が制定されたことを受け、

市内の５つの中学校の生徒たちが市長に“いじめ撲滅”の決意表明を

行うなど、いじめに関する問題意識が高まっている。子供たちが「い

じめは許さない」、そうした認識で自ら活動できていることは大切な

ことであります。いずれにせよ、今後とも家庭、学校、地域社会が一

体となり、この“いじめ問題”に積極的に取り組む輪をもっと拡げて

まいりたいと思っております。 

結びに、本日、シンポジウムの設営をして頂きました、ボーイスカ

ウト埼玉県連盟の皆様に心より深く感謝申し上げ、私のご挨拶と致し

ます。これからの時間、皆様と共にしっかり勉強させて頂きます。本

日は誠にありがとうございました。 
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基調講演 

 「いじめと向き合い自分の仲間を守ろう」 

－スマホ時代のモラルと友達関係－ 

         埼玉県立大学・大学院 教授 東 宏行 様 

 

はじめに（自己紹介） 

子どもから大人までの相談を行っています。小学生から大人ま

での相談を受けていて、おとなの場合はひきこもりの相談をして

います。いじめに関連する相談も非常に多いです。今日は、子ども

のいじめの話を中心に行っていきたいと思います。 

 この 2 年間は LINE や Twitter でのいじめの相談がとても多かった

です。ケータイ・スマホの使い方を含めていじめと向き合う方法を提

案できればと思います。 

 ２０１３年の夏頃をピ

ークに、いじめに関連して

LINE とパズドラの相談が

非常に多かった事を覚え

ています。２０１３年度か

ら全国の不登校の数も増

えました。スマートフォン

の影響もあるのかなと思

います。今日は大人の方も

子どもの方もいらっしゃ

るとお聞きしましたので、

どちらにも分かる話をしていきます。 

 いじめという事を考えて行った時に、小学校高学年以降、思春期の

人間関係の特徴について振り返っておきたいと思います。教育学では

よく言われていることですが、この年代の子ども達はある動物によく
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たとえられます。その動物は、ハリネズミと言われることもあります

が、正式にはヤマアラシです。大人になりはじめている子どもの気持

ちは「ヤマアラシのジレンマ」と言われています。 

この年代の子ども達は、親しく近づきたいけれど、近づこうとする

とお互いに傷つけてしまうのです。全身の針で、近づくと傷つけてし

まうという年代なのです。私は、いじめを無くすということは当然の

ことだと思うのですが、実は、子ども達はちょっと近づきながら、お

互いに傷つけてしまう経験を通して、人との距離感を学んでいるのだ

と思います。そして、お互いを傷つけない距離を、一生懸命学んでい

る。これが思春期の子ども達の特徴だと思います。だから人を傷つけ

てしまったなと思う経験を通して、「もう二度としない」と思う事が

大切だと思います。 

 これからグループワークの中で、沢山の体験談や事例が出てくると

思います。私の相談活動の経験でも、傷ついた経験をひきずってしま

い、ひきこもってしまったという例も多くあります。埼玉県では、保

健所等でひきこもりへの対応、支援に力を入れています。高校中学ま

では相談する場所が沢山あり、教育委員会の相談窓口等、多様な窓口

があります。高校生までは、学校にスクールカウンセラーがいれば相

談できます。けれど、高校中退したとか、卒業した後所属がないとい

う若者にとっては、相談できる窓口は極端に少なくなって行きます。 

私は保健所等でひきこもり相談をしているのですが、長期にわたっ

て、いじめられた経験をひきずっておられる方がいます。小中高の間

にいじめられた経験があって、なかなか社会に出ていけない、高校卒

業した後どこにも相談の窓口がないまま 10 年 20 年経ってしまった、

といった事例は結構あります。私は、特に学齢期の段階で、いじめと

言う問題をきちんと解決に導くことが、とても大切な事だと思ってい

ます。 
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１．いじめとは、どんなこと？ 

文部科学省は、毎年いじめに関する統計調査をしています。レジ

ュメにも載せましたが、いじめというのはどういう事なのかを確認

しておきたいと思います。文科省の調査上の定義では、次のことを

いじめの例としています。 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

・仲間はずれ、集団による無視をされる。 

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりす

る。 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられた

りする。 

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 

これは SNS や LINE で恥ずかしい画像を流したりする。この

比率は近年、顕著に上昇しています。高校生では、２番目に多い

いじめの態様になっている。対応方法を真剣に考えなければいけ

ない部分だと思います。 

・金品をたかられる。 

 

いじめがどうして起きてしまうのか、この問題が非常に重要なの

ですが、充分に解明されていると言えないです。これは、私たち研

究者の責任もあると思いますが、一方で非常に多様な理由が重なっ

て、いじめに至ってしまうということでもあると思います。いくつ

かの理由や原因については、ある程度知っておく必要があると思い

ます。文科省が出している『生徒指導提要』は、生徒指導や教育相

談、カウンセラー、研究者等、多様な専門家によって執筆されたも

のです。この中で、中々鋭い分析がされています。いじめの特徴と

して、3 点、重要な指摘がされているので、紹介しておきたいと思

います。 
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２．いじめの特徴 

① 訴える意欲を奪われ、無力感に陥る 

いじめられたら誰かに相談するのが良い、というのはその通り

です。ですが、いじめられている子どもは、自分から訴える意欲

を奪われている、ということです。つまり、誰に相談しても無理

だという気持ちに陥っている。この指摘は、その通りだと私は思

います。 

要するに「助けてと言ってもどうせ無理だと」言う気持ちにな

ってしまう。「助けてと言ったらもっといじめが酷くなってしまう

のではないか」「だから絶対言わない、誰にも言わない我慢しよう」

こういう感覚になってしまい、訴える意欲を奪われてしまう。こ

れが第一の特徴なのです。 

② 傍観者がいることで成り立つ 

いじめる側といじめられる側だけでいじめが成立している訳で

はないという特徴があります。いじめと言うのは傍観者がいるこ

とで成り立っている。周りで見てみぬフリをしている人がいじめ

をしやすくしている状況を作り出しているのです。このことは、

研究上もかなりの蓄積があり、データもあります。第三者が、い

じめをどう考えているかで、随分と変わるのです。例えば、クラ

スの中で、やめろよと言わないまでも「アレって良くないよね」

と言う気持ちを、ほとんどの人が持っていると、いじめは起きに

くくなる。けれど、周りが、かかわりたくない、知らないと言う

だけで、どんどんいじめが加速していくのです。傍観者がどうい

う目で見ているかで、いじめを生みやすい環境ができたり、逆に

しにくい環境になるのです。いじめ撲滅の標語を作るとか、いじ

め撲滅キャンペーンをする、行動宣言を出すといったことでは、

いじめはなくならないと考える人がいるかもしれない。実はそう

ではないです。標語や行動宣言が、傍観者がいじめをどう見てい

るのかという雰囲気が広がって行く。「いじめはダメだよ」と雰囲

気を作るだけで、いじめは退化して行く、これが重要なのです。 
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③ いじめの被害者となることへの回避行動 

自分が被害者にならない様にする為にいじめる側に回るという

特徴があります。簡単に言いますと、自分がいじめの被害者にな

ることへの回避行動が、いじめに協力したりいじめを後押しした

りする心情につながっているという事です。特に閉鎖的な空間の

中では、いつ自分がターゲットになるか分からない。ターゲット

にならないために、 もよい方法は、いじめる側に回っちゃう事、

と考えるのです。いじめる側の強い人に付いてしまう事で自分を

守るのです。そうしておけば自分はターゲットにならないと言う

事を子どもたちは良く知っている。 

『生徒指導提要』では、結構鋭い分析をしているなあと思います。

私も実際に子どもたちと接して同じことを考えます。同調しなき

ゃ、自分がターゲットになってしまう。自分がターゲットになっ

てしまったら、どうしようもない。だから、いじめている側につ

いてしまう。子どもたちの本音なのだと思います。確かに、いじ

めは怖いよね、と思うのですが、これがいじめを後押ししてしま

う要因になっているのです。 

私は、だからこそ絶対に周りが守るという意思を子どもたちに

伝えて行くことが大切だと考えます。「私を守ってくれる人たちが

いる」という安心感があったら、こうした行動は取らなくなる。

だから「守ってくれる人が必ずいるんだ」と言う雰囲気をどう作

って行くのか、これが大人側にも求められている。もちろん子ど

も同士でもそうなのです。こうしたことが、『生徒指導提要』に書

かれている事ですが、非常に重要な点だと思っています。 

 

３．いじめとケータイ・スマホ 

SNS(ソーシャル ネットワーキング サービス)は非常に便利で、

仲間を作ったり、励まされたりする事が気軽にできるものです。

子どもたちが使っているアプリや SNS には沢山の種類がありま

す。 
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2014 年の総務省の調査「高校生のスマートフォン・アプリ利

用とネット依存傾向に関する調査」では、東京都の都立高校生約

15,000 人から回答を得ています。この調査では、どの様なアプ

リを使っていますかと質問したところ、LINE と Twitter が圧倒的

に多かった。一番使われているのは LINE で 2 番目が Twitter だ

った。 

私が相談の中で聞くトラブルも、この 2 つの SNS に絡んだ事

例が多いです。SNS には、それぞれ特徴があり、LINE は非常に

閉じたグループ内でコミュニケーションをとるのが得意なアプリ

だと思います。 

例を挙げるとクラスのメンバーで LINE グループを作ってやり

取りすると、非常に便利です。あるいは、特定の仲良しグループ

で LINE グループをつくって、コミュニケーションを取る事ができ

る。そのメンバーにならないと、会話の内容が一切分かりません。

だから子どもたちだけの会話を守る、そういうことが得意なアプ

リなのです。もちろん色々なやり方があって、タイムラインに載

せると、一定の集団に広げて発信することもできます。 

Twitter が使われることで、高校や大学等の入学式は様変わりし

ました。中学生が高校に合格が決まった時点で「XX 高校に入学し

ます。よろしく。」と書き込みます。すると、同じ高校に進学する

人たちが次々に書き込みます。結果的に、入学式の時点では、面

識はないがほとんどの人たちが Twitter 上の友達になっている。

どこの誰かをお互いに知っている状態です。入学式の時点で、す

でにいくつかの集団ができていて、話が弾んでいる状態だと、入

学時点からそうしたグループの中に入って行けなかった、学校に

行きづらいという相談もよくあります。SNS の普及によって、今

や入学式で初めて出会う緊張感の質は大きく変わってきたと言え

ます。 

ケータイ、スマホをめぐってよくある相談を紹介しておきたい

と思います。次の 4 つは 2013 年あたりから非常に多くなってき
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た相談です。 

① 自分の知らないところで、自分にとって嫌なことが書かれ、た

くさんの人に読まれている。 

これは、悪口・陰口といういじめにあたると言えます。間違っ

たことがうわさで流され、多くの人がそれを読み、接し方も変わ

ってきた。とてもつらい、といった相談はよくあります。 

② LINE のグル—プから退出させられた。 

2013 年夏ごろまで非常に多い相談でした。LINE ではグルー

プのメンバーを退出させる事が出来る。その通知も”XX さんが

YY さんを退出させました”と出るのでは無く”YY さんが退出

しました”としか通知されない。誰が退出させたのか分からない

わけですから、退出させられた子は怖くて学校に行く事が出来な

い。これはかなり広がりました。ですが、2013 年夏過ぎ頃から、

誰が退出させたかが表示されるようになりました。その結果、こ

うした相談例はなくなって行きます。 

③ LINE のグループから、みんなが退出して、自分だけ残った 

それ以降、かわって増えてきた相談は、自分が退出させられる

のではなく、自分だけ残され、他のメンバーがいなくなっていた

という相談です。私もびっくりしたのですが、いたちごっこのよ

うに、LINE グループを使ったいじめは起きていたのです。 

④ お願いしても LINE グループに入れてもらえない   

この相談も多いです。仲間はずし、しかと・無視といういじめ

に該当すると思います。LINE グループに入れてほしいと頼んで

も、何かと理由をつけてグループに入れてもらえないのです。グ

ループのメンバーが招待しない限り、グループには入れないため

に起きるのです。「今度招待するね。」と言われても、いつまでた

っても招待してもらえない。緊張して、ドキドキしながら招待さ

れるのを待つしかない。その間、仲間はずしにあっているのでは

ないか、と思い悩み、苦しんでいるわけです。結果的に、仲間は

ずしを簡単にできる道具になってしまっているようです。 
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４．ケータイ・スマホのいじめは何故起きるのか？ 

LINE を含めた SNS は、気軽にコミュニケーションをとれる。

しかも匿名でいろいろなことができる SNS も多い。その中で、

SNS を武器にして攻撃をすると、SNS で報復され、どちらがい

じめる側で、どちらがいじめられているのか分からないような事

態も起きています。ですが、相互に仕返しの繰り返しで、両者と

も疲れ果ててしまうこともあります。 

① 仕返しの武器？ 

例えば、次のような例に、時々直面することがあります。 

ある子が学校でいじめられていて、苦しんでいたが、どうして

いいか分からなかった。LINE で「学校へ行きたくない」と書き

込んだら、周囲が、善意から「XX ちゃんどうしたの？」と心配

して問いかける。でも、その子はいじめられていることは言わな

かった。書き込みを見ていた誰かが、「誰かにいじめられている

んじゃないか？」と書き込んだ。周りが、いじめている加害者の

詮索を始め、広めて行った。いじめは許せないと言う、子どもた

ちの良心が、ネット上での犯人特定を加速して行った。その結果、

いじめていた側だと思われる子どもの名前がネット上で広がり、

糾弾されて行った。多くの LINE グループで、そのいじめた子へ

の非難が続き、仲間はずし、しかと等のいじめが始まった。 

こうしたことが起き得るのが、今の SNS を介したいじめの非

常に難しい所だと思います。どちらがいじめていて、誰がいじめ

ているのか分からなくなってくる。結果的に、両方が傷つき、疲

れ果ててしまうということが起き得るのです。子ども達の良心や

善意が、事態を予想もしない方向へ向かわせてしまう事があり得

るのです。 

② 不安だから、ネット上のグループから抜けるのは難しい 

大人の発想では、LINE 等の SNS を介したトラブルを防ぐに

は、使用を制限する必要がある、と考えがちです。確かにそうし

た発想は間違いではありません。ですが、子どもたちの気持ち、
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何故やめられないのか、グループから抜けたりすることが難しい

のかを理解しておくことも必要だと思います。 

いじめられないためには、どこかのグループに所属しておく、

味方をつくっておきたいという気持ちは当然起きてきます。その

グループ内で、もしかしたらいじめかもしれない、と思われるこ

とがあったとしても、それを指摘したら「仲間外れになってしま

うかも・・・」という不安を持ちます。ですので、そのグループ

から抜けるなんてことはできないし、はっきり書き込むこともで

きない状況に立たされます。だから勇気を持った行動ができない。

LINE や SNS で戸惑っている子ども達は、いつ自分が仲間はず

れにされるかと言う不安を抱いているのです。 

 

ケータイ・スマホのいじめは、こうしたことを背景にして、な

かなかなくならない。やはり一番の特徴は、する側とされる側が

ころころと入れ替わってしまうことにあるのかなあと思います。

これが今の携帯スマホ時代のいじめの内容です。簡潔にまとめる

と「する側とされる側が入れ替わりやすいから、どちらもつらく、

苦しい」と言えるでしょう。こうした現状や特徴を踏まえ、中学

生あたりの年齢になったら、本人を大人扱いし、自己責任で行動

することを求める対応も必要になってくると思います。 
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５．ケータイ・スマホについて、知っておいてほしいこと 

私が、中学生を対象にした講演等で話している内容を紹介しま

す。次の 3 つぐらいのことをよく話題にします。 

① 「ネット依存症」は病気扱いになるかもしれないです。 

「ネット依存症」は、依存症という病気として扱われる可能性

があります。そこで、日本の厚生労働省は、2013 年 8 月に、

全国の中学生、高校生を対象に大規模な調査をしました。その結

果、「ネット依存」の疑いがある中学生は約6％、高校生は約9％、

推計で５２万人の中高生がネット依存の疑いがあると公表しま

した。つまりそれだけ多くの子ども達が、治療が必要なレベルに

達しているとも言えるのです。これは非常に高い数値です。全国

の小中学校の不登校の数が 12 万人位で、中高生だと約１５万程

度です。ですから、それよりも遥かに多い子ども達がネット依存

の状態なのです。 

先ほど紹介した、2014 年の総務省の調査「高校生のスマート

フォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査」では、ネッ

トに依存している子ども達、高校生も悩んでいることがある点を

示してくれました。ネット依存傾向が高い人ほど、困っているこ

とが多いようです。特に次の項目については、悩んだり負担に感

じているようです。 

○ 自分の投稿した事に後悔している。（ネット依存傾向が高

い人の 51.9%が、悩んだり負担に感じている。） 

○ 既読の数にストレスを感じている。（ネット依存傾向が高

い人の３６．２%が、悩んだり負担に感じている。）   

○ SNS 内の人間関係に悩んでいる。（ネット依存傾向が高

い人の３３．３%が、悩んだり負担に感じている。） 

  

中学生ぐらいになると、依存症という病気について話しても理

解できます。  

WHO(世界保健機構)の国際疾病分類にネット依存症という病気
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を、正式に入れるかどうかについても議論が進められてきたと聞

いています。既に依存症の中に分類して病気として扱っている医

師や専門家もいます。子ども達だけでなく、大人もネット依存で

苦しんでいる人も多い。いじめという問題の予防には、ネットに

依存への対応が必要になってくる。そうした意味で、いじめの予

防のためにも、ネットに依存しない生活を送るのが大切だと思い

ます。 

② いじめ防止対策推進法（２０１３年９月施行）では、いじめは   

違法行為です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律で禁止されているということを示すと、多くの中学生は、

ハッとした表情を見せます。 

③ ネット上の書き込みが、犯罪として扱われる場合もある 

兵庫県警と竹内和雄（兵庫県立大）が協力して実施した、神戸

市の小学校での実践では、ネット上の書き込みが犯罪になる可能

性を教材化しました。例えば以下のようになります。 

・「この学校を爆破する」とネット掲示板に書き込む。 

→これは、「威力業務妨害罪」になる可能性があります。 

・「おまえを殺す」と LINE に書き込む。 

→ これは、「脅迫罪」になる可能性があります。 

・「○年○組の○○はカンニングをした」とツィッターでつぶやく 

→ これは「名誉棄損罪」になる可能性があります。 

・「××きもい（きしょい）」と LINE に書き込む。 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対し

て、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的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をいう。 
 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 
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→ これは、「侮辱罪」になる可能性があります。 

・人のホームページを勝手に書き換えた。 

→ これは「不正アクセス禁止法」違反になる可能性があります。 

 

小学生の低学年では、脅しになってしまうかもしれませんので、

慎重に教えて行くことが必要ですが、犯罪とはどういうことなの

かを理解できる年齢になったら、こうしたルールを伝えて行くこ

とも大切だと思います。発達段階に応じて、これが犯罪になると

いうことを伝えて行かなければならないと思います。 

 

６．ケータイ・スマホの使い方－私からの提案： 自分と仲間を

守るためにできる８つのこと 

私たち大人は、中学生ぐらいから、スマホを使う際のルールを作

るのは大切と考えています。実際は小学校４年生ぐらいからスマホ

を持つ子どもが増えてくるので、対象年齢についても考えて行く必

要があります。ルール作りは、使用時間や使用場所に関するものが

多いようですが、全員が守れるかというとそうではないように思い

ます。そこで、私は中学生対象の講演会等では、まずは出来るとこ

ろからルールを作って行こうと提案しています。「仲間を傷つけな

い・傷つかないための８つのコツ」として、以下の事をよく提案し

ています。参考のために紹介しておきます。 

① 相手が武器にしていると思ったら、私は武器にしない。つまり、

相手に書かれた事で自分が傷ついたと思ったら、自分はやらない

ということです。 

② 自分宛にもらった画像や言葉はコピーしたり転送したりしない。 

③ 本人に直接言えない言葉は（特に私の気持ち）は書かないで、我

慢する。 

④ プライベートなこと、個人的なこと、人との関係は直接会って話

す・聞く。  

⑤ ＫＳ（既読スルー）されても嫌われているわけじゃない。ＫＳ（既
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読スルー）したら、嫌味を言う人は友達じゃないと考えよう。 

⑥ 他人の欠点や悪口を絶対に書かない。 

⑦ 他人が写っている写真を勝手に使うのはやめる。必ず本人の同意

をもらおう（肖像権）。 

⑧ 困った時は大人や信頼できる先輩に相談しよう。 

 

こうした提案をしながら、全部すぐには無理でも、自分を守り仲

間を守るために、できるところからはじめてみよう、と投げかけて

います。いじめ、特にネットやスマホを介したいじめが問題になっ

て来た現代では、ケータイ・スマホの使い方や、危険性を伝え、考

える機会がとても大切だと感じています。 

さて、 後にまとめをしておきたいと思います。「いじめをなくす

ために一番大切なこと」は何でしょう。今日参加された皆さんの経

験をもとに、一緒に考えて行きたいと思います。 

では、この問題を、グループワークの中で、皆さんに考えて頂き

たいと思います 

 

※注 この基調講演の内容は平成２７年当時の状況を踏まえた

ものですが、世界保健機関（ＷＨＯ）は、2018 年 6 月、オンライ

ンゲーム等のやり過ぎで日常生活が困難になる「ゲーム障害」を新

たな疾病として認定した。 
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グループワーク 

ディスカッション 

(1) 講師より、ディスカッションテーマの説明（おおよそ以下の内

容を説明） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ディスカッションの進め方 

「いじめをなくすために、一番大切なこと」がテーマですが、

いじめが起きた時にどうすればよいのか、あるいは、いじめが起

きないために、どんなことをしたらよいのか、という内容になっ

てもよいです。 

   ① 自己紹介【約５分】 

（名前は紹介してもらってよいですが、在籍学校名、先生、 

生徒の名前は言わないよう指示する） 

   ② いじめの事例・現状を出し合う【約１５分】 

（全員に、経験したり、見たり、聞いたりしたいじめについて発

言していただくよう促す。自身の経験を話したくない場合は、

見たり聞いたりしたことでよい。） 

   ③ いくつかのいじめの事例について、どうすればいじめを防げ

たのかを話し合う【約２０分】 

（全部の事例を話すのは無理だと思うので、司会が２～３の事例

をピックアップする。または、いくつかの事例をまとめて提案

する。） 

④ キーワードまたは簡単な文にまとめ、シートに記入し、発表

「いじめをなくすために、一番大切なこと」について話し合

ってください。話し合ったら、各グループでＡ４のシート１枚

にまとめて、発表用の準備して下さい。シートには、大切だと

思われるキーワードか簡単な文を記入して下さい。キーワード

の代わりに、標語や絵、図、漢字一文字等にしてもよいです。

時間はシートへの記入も含めて５０分です。 
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方法を決める【約１０分】 

・キーワード等ではなく、標語、絵、図、漢字一文字等でもよ

い。（各グループ２分程度の発表。全員で前方に出て、ＯＨＣで

投影したシートを説明する形式で、キーワード等を発表するこ

とを前提に準備。数人で発表してもよいですし、全員でひとこ

とずつ感想を言う形でもよい。） 

 

発  表 

 第１グループ 

 （講師コメント）  

当事者の話をよく聴

くことは、とても大切な

ことです。 

いじめの相談現場で

思うことは、結構、憶測

や推測で話が進んでい

ってしまうこと。「いじ

めがあったんじゃない

か、いじめで苦しんでい

るんじゃないか」と大人

の勝手な思い込みのま

ま、対応が進んでしまうことがあります。 

大切なことは当事者の子どもたちの生の声を聞くことです。特に、

いじめられていると感じ、言葉を発せないでいる子どもの声を直接

聞ける工夫が必要です。そうした本音を出せる関係づくりを日常的

にしていくことが、いじめ防止につながると思います。 
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 第２グループ 

（講師コメント） 

大人の倫理観や行動

の影響を、子どもたちが

受けていることは無視

できない問題だと思い

ます。いじめをしたこと

はない、相手を傷つけた

ことは一度もないと断

言できる大人は、どれほ

どいるだろうか、と振り

返ってほしい。大切なの

は、人を傷つけてしまっ

たと感じた後の行動で

す。 

だから、身近なところ

で、そうした行動をとれる、信頼できる大人の姿を見せることが必

要です。また、日常生活の中で、身近な所に信頼出来る人がいるこ

とが重要です。 

地域での心がけも大切になります。例えば地域での「おはよう」「お

かえり」「こんにちは」などの声掛けがいじめ防止や相談できるチャ

ンネルを増やす対応になります。キーワードに、「信頼」を追加して

もよいかなあと思えた報告でした。 
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第３グループ 

（講師コメント） 

広く多くのコミ

ュニティ、関係を持

つことが大切だと、

あらためて考えさ

せられました。  

LINE 有料化とい

うのも興味深い提

案だと思いました。

商業戦略に乗ってコミュニケーションを増やすより、直接話せるコ

ミュニティをどのように広げていくかが課題であると感じました。 

また、一番重要なことは、特別な対策を講じるというよりも、多

くの人々が、直接話す中で相互理解を深める機会を広げて行くこと

だ、ということを再確認させてくれる報告でした。 

 

第４グループ 

（講師コメント） 

異年齢集団での活動が大切で

あるということを考えさせられ

ました。まさにボーイスカウト活

動は、そうした実践だと思います

し、異年齢集団の活動を広げるこ

とが大切だと思います。社会の中

で、同年齢の集団と言うのは極め

てめずらしいもので、学校生活だ

けが同年齢集団です。                      

本当に困った時に話せるのは、親や先生だけでなく、信頼できる

先輩、お姉さん、お兄さんであることも多く、信頼出来る先輩を持

てることで、いじめ等の相談は格段にしやすくなります。 
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第５グループ 

（講師コメント） 

「関」をキーワードにしたことで、

全体を俯瞰できました。いじめ防止

や対応について、客観的に見ること

の必要性を考えさせられた報告でし

た。 

あとは、日常の身近な関係の中で、

信頼できる関係をいかに作るかを考

えて行くことが大切であると思いま

す。また、具体化できるアイデアを

多く出していくとよいでしょう。正しい方法、正解といったものは

ないという姿勢で考えるのがコツです。実際にやってみて、うまく

行かなかったら修正すればよい、と考えることです。 

教育は、失敗を恐れていたら何もできない。いじめの対応ではス

ピードが求められることが多く、素早く具体化、行動化できるよう

にしておきたい。一方で、一歩ひいて冷静に見る視点も必要です。 

 

第６グループ 

（講師コメント） 

子どもたちが、自分の世界を

持ち始めるのは、小学校高学年

ぐらいからが多いです。親が子

どもの LINE グループ等の会話

内容を見たり、ケータイ・スマ

ホ上の友達関係を見れるのは、

小学校までだと考えておきた

い。高学年では、同意なく見る

ことで、親子関係が悪化し、相

談する関係を持ちづらくなることもあります。 
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中学生以上だと、無断でスマホ上の会話を見たりするのは難しく

なるし、しない方がよいです。従って、スマホ・SNS のことにつ

いて、本人が困った時に親を含めた周囲に相談しやすい関係づくり

をしておくのが大切です。 

スマホを購入前にルールを作ることも大切だが、同じ機種、同じ

アプリを使うことにより、操作方法を子どもから聞くことで、話を

しやすくなることもあります。そうしたことが、いじめについても

相談しやすい関係づくりにつながります。 

 

 第７グループ 

  

・保護者としての対応 

 ・自分自身の体験の中から多様性を認め合う 

(いじめること・いじめられることを学ぶ) 

 ・自分自身で決める（自分で決め行動をする）

（講師コメント） 

  ギャングエイジ（小学校高学年ぐらい）の年代での体験は、極め

て大切だけれど、近年はそうした機会が失われているという考え方

があります。親が見守る中で、いろいろな経験ができることが必要

です。 

教育学では、その年代に、小さな不道徳を経験することで、大き

な不道徳を知る、という考え方があります。ささいないじめ的な体

験や、傍観していたことを後悔したりといった体験が大切であると

も言えます。そうした経験を通して、子どもが自分で決めて行動す

ることが大切です。周囲から「いじめはいけない」と何度言われて

も、子どもの心には届かないことも多いです。 

小さな不道徳を経験することが、大きな不道徳を防ぐという意味

で、大切な視点を報告していただきました。 
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 ま と め 

   早期発見、予防策としては、「相談しやすい関係を作ること」「い

ざという時に信頼して相談できる関係」を日常生活の中でつくっ

ておくことが、一番大切な事だと言えます。グループの報告では、

この視点でのキーワードが多かったように思います。 

実際に起きたいじめへの対応、解決のために必要な視点もあり

ます。いじめを見たときや相談を受けた時に、必ず守るよ！味方

になるよ！絶対守るよ！という姿勢で接することが大切です。そ

れが信頼関係をつくる。孤独で無力感を持つ子どもにとって必要

なのは、信頼できる味方なのです。 

また、いじめた側の本人や、いじめられた側の本人から、直接

話を聞くことが大切です。いじめは、憶測や思い込みで話が進ん

で行くことも多いように思います。憶測や推測だけで話しを進め

ないことが大切です。  

グループワークの中で、本当に貴重な視点が出されたと思いま

す。一番大切なことはなにか、という問いに対して、私自身は子

どもの立場に立ってまとめてみました。それは、「人からされて

嫌だったことは、自分はしない。人を傷つけてしまったと思った

ら、二度としない。」ということだと考えています。 
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シンポジウム アンケート 集計 

１、性別（ 男性 ・ 女性 ） 

男性 １１ 女性 １７ 未記入 ３ 

  年代（ １０代・２０～３０代・４０～５０代・６０代以上 ） 

１０代 ２０～３０代 ４０～５０代 ６０代以上 

１ ３ １６ １１ 

  所属（ 一般参加者 ・ ボーイスカウト関係者 ・ その他団体 ） 

一般参加者 ボーイスカウト関係者 その他 未記入

３ ２４ ３ １ 

（その他団体） ボランティア団体、ガールスカウト 

２、本日のシンポジウムを、どのように知りましたか。 

  （ 友人から ・ ボーイスカウト関係者の情報 ・ その他 ） 

友人から ボーイスカウト関係者の情報 その他 

０ ２８ ３ 

（その他） サークルの紹介、チラシ（武蔵浦和図書館）、 

青少年課から 

３、基調講演の内容について 

① 大変よくわかった ２６ 

② どちらかといえばわかった ４ 

③ どちらかといえばわからなかった １ 

④ あまりわからなかった ０ 

 ご意見・ご感想等 

・私たち親の世代のいじめと今の時代のいじめの仕方、品が変化

していることにびっくりしました。 

・ラインなどを使ってのいじめはしない方が良いと思った。 
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・具体的な身近な話や例もあり分かりやすく良かった。(2 名) 

・いじめは子供だけの問題ではありません。大人のあり方が問わ

れていると思います。 

・ＳＮＳについては、知らない事が聞けて良かった。 

・ＳＮＳの問題点に気がついた。 

・実例により理解が深まりました。重い内容を東先生の話術で素

直に楽しく伺うことが出来ました。今後もスカウト活動を楽し

みたいと思います。 

・具体的な話を盛り込んでいただきながら、対策なども聞くこと

ができて良かった。 

・先生の豊富な経験から広げられる講義はわかりやすさと想像し

やすさがあり、後のグループワークに繋がりやすかったと思う。 

・年齢が年々下がって来ているのがとても気になります。 

・もっと詳しい話しが聞きたかった。 

・講演の話し方が聞き取り安かった。 

・何回か聞いてきたが非常にわかりやすかった。 

・ＳＮＳの現状など、知らなかった事が多かったので、子どもた

ちが病んでいることを感じた。 

・ＳＯＳを出してもらわなければ、周りは分からないと思ってい

ましたが、「訴える意欲を奪われ、無力感に陥る」と東先生の話

を聞いてなるほどな～。「生きる気がない」という子どもたちの

キモチが少しだけ理解が出来た。 

 

４、グループディスカッションについて 

① 大変参考になった ２７ 

② どちらかといえば参考になった  ２ 

③ どちらかといえば参考にならなかった ０ 

④ あまり参考にならなかった ０ 
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 ご意見・ご感想等 

・いろんな事例を聞くことができ、参考になりました。(2 名) 

・子どもの為にすばやく動くこと、相談しやすい環境作りを地域、

家庭、学校で築く。 

・皆さんの色々な経験が聞けて参考になりました。(3 名) 

・実際にいじめとは何なのかどうして起こるのかを討議できた。 

・「当事者の話を良く聞くことが大切」⇒自分に欠けている事で   

した。子どもとの関係を信頼し合えるものにしたいです。 

・様々な立場、考えとそれをアウトプットする空間があって有意

義だったと思う。 

・中学２年生のスカウトの話を聞くことができました。（まだ携   

帯はもっていない、特に不便・いじめ等はない） 

・コミュニケーションが取れて良かった。 

・もっと問題出しに特科してもよかったのでは。 

・様々な現状、意見が出て大変為になった。印象に残ったのは、  

「いじめにあったあとの人たちを」どうするのか？という段階   

にきているということ。 

・各世代の方々のイジメ体験、いろんな方々の思い、目撃談を聞

けていつの時代にもあるんだな～と実感しました。 

５、今回のシンポジウムに参加して「いじめ・虐待をしない、させな

い」ために大切だと思われたことや感想をお書きください。 

・思いやる心、人と人とのコミュニケーション。 

・日頃から信頼しあえる関係を築いていきたいと思いました。家

庭でも団、隊内でも。 

・子供を見て守ること。 

・いじめは犯罪。自分がされて嫌だと思ったことは人にはしない。 

・「信頼される大人」になれるように人との関係を築いていきた

いと思う。 

・なくならないがいじめが少ない世界を作りたい。 
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・本音で話し合える関係づくり、そく対応。 

・便利であっても LINE ばかりに頼らず、直接会って話し合うこ

とが大切。使わなくても大人も LINE について知る。 

・子供の困ったときはいつでも相談にのれる人間関係を作る。 

・「されて嫌なことはしない」という事を実行し、人にも伝えて   

いきたい。 

・今日学んだ事を伝え実行していくこと。 

・大人として見て見ぬふりをしないこと。コミュニケーションの

大切さ。 

・筋の通ったしっかりした存在が必要でコミュニケーションをと  

るということ。 

・親・友達とのコミュニケーションを大切にする。幼児期の親の

育て方も大切。 

・大人が世の中を監視して見る必要が大切と思います。大人が姿

勢を正すことが大事と感じました。 

・小さい時に小さい間違いを経験させる。 

・まず、受け留めるということが必要ではないか。 

・子供にとって多用性を理解する体験や思いやりをはぐくめる体

験が重要だ。 

・十人十色の考え方が聞けてためになった。「信頼できる大人」。

大人の責任は重いと思った。素晴らしい講演だった。参加した

意義があった。 

・人を傷つけたなと思ったら次はしない!!。人は間違いを起こす  

もの、次はしないということ。大切だと思いました。(2 名) 

・多様性（ダイバーシティ）。傷つきやすい人もいることへの理  

解。ホームグランドを多くする。 

＊ひとを傷つけたと思ったら、次はしない 

＊されて嫌だったことはしない。 

・人の意見、考えを聞くということは大変良いことだと思いまし

た。 
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セーフ・フロム・ハームとは 

（safe from harm） 

セーフ・フロム・ハームの意味は、「safe」＝「安全」、「from」＝

「から」、「harm」＝「危害」、つなげると「危害から守られた安全」

というような意味です。 

セーフ・フロム・ハームの概念は、スカウト運動の目的とその目的

を達成するための方法と深く関わりを持っています。 

B-P（創始者：ベーデン・ポウエル）は貧富の差や男女の差がなく、

「個人」というものを大切にして、広く社会に開かれたスカウト運動

をスタートさせました。 

世界スカウト機構（WOSM：World Organization of the Scout 

Movement）憲章の第 1 章第 1 条に定められているように、スカウ

ト運動は、教育運動ですが、そのねらいは青少年の発達を援助し、よ

りよい社会を作り出すことに貢献することです。 

この目的を達成するために、発達段階に応じてボーイスカウト独特

のスカウト教育法を用いて活動を行っています。しかし、現代社会で

は、子どもも大人も「いじめ」、「体罰」、「セクハラ」、「パワハラ」等

の事象が起きており、社会・学校・家庭としての問題が多くなってい

ます。  

スカウト運動は、社会から隔離された存在ではなく、社会に基盤を

置く運動です。従って、現代社会のこれらの問題に影響を受けること

になりますが、スカウト運動の目的を達成するにあたっては、参加す

る者すべてが、あらゆる危害から守られた安全・安心な環境の下で、

健康的に成長することを 優先としています。このことは、広く青少

年の成長にとって欠くことの出来ないことでもあります。  

セーフ・フロム・ハームは、いじめ・身体的虐待・心理的虐待・性

的虐待・ネグレクト（無視）・搾取(児童労働)等のあらゆる危害につい

て、スカウト（子ども）同士、スカウト（子ども）と大人、そして大

人同士の問題としてその予防と対処法を学び、撲滅に向けて実践する
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ことです。  

これまで取り上げられてきた「チャイルドプロテクション」は、大

人とスカウト（子ども）との間に起こりうる虐待等の危害から、スカ

ウト（子ども）が守られていることでしたが、これに対して、セーフ・

フロム・ハームは、スカウト（子ども）同士、大人同士も含み、チャ

イルドプロテクションを包括しています。  

いじめ・身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクト（無視）・

搾取(児童労働)、の定義は、世界保健機構（ＷＨＯ）とチャイルドプ

ロテクション・ツールキットで用いられたものです。 

チャイルドプロテクション・ツールキットとは、ヨーロッパ地域で

作られたＷＯＳＭとＷＡＧＧＧ（ガールガイド・ガールスカウト世界

連盟）の共同文書のことです。 

「いじめ」とは、ある人に対して否定的な言動が何度も繰り返される

こと、よく体格や地位の部分で優れた立場にいる人によっ

て行われます。 

「身体的虐待」とは、意図的に怪我や危害を青少年に加えること、身

体的虐待は、その対策が無防備な時に起こるものです。 

「心理的虐待」とは、誰かの言動を通し、言葉や振る舞いが青少年の

精神的な状態や自尊心を傷つけること、子どもたちが     

社会生活を営む上で、情緒的、社会的、道徳的、精神的     

な発達に必要な環境が与えられない時に起こります。 

「性的虐待」とは、児童が理解していない状況また強制される形で     

性的な活動に関与させられることです。加害者は、大人、     

また年上か力が勝る子どもであり、被害者が加害者に扶     

養されている状況下で起こることもあります。 

「ネグレクト（無視）」とは、青少年の面倒を見る立場の大人が青     

少年の基本的なニーズを満たすことを怠る時に起こる     

ものです。十分な食料、衣服、安心できる住環境、教育、

医療など利用可能な状況にありながら与えないということ

も該当します。 



- 35 - 
 

「搾取(児童労働)」とは、児童が労働者として働かされ、また他の     

者の利潤目的の活動をさせられる時に起こります。児童の

健康、教育、発育に悪影響のある活動が、搾取に該当しま

す。この中には児童労働、少年兵、児童買春といったこと

が該当します。  

ＷＯＳＭのセーフ・フロム・ハームの取り組みは、1989 年の第４

４回国連総会で採択された国際条約「児童の権利に関する条約」に基

づく考え方で、1990 年に日本国は署名し 1994 年に批准しました。 

「児童の権利に関する条約」は、「生きる権利」、「守られる権利」、

「育つ権利」、「参加する権利」の 4 つの柱からなっており、世界の多

くの児童（児童については 18 歳未満のすべての者と定義）が、今日

なお、飢え、貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ、世

界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものであり、

本条約の発効を契機として更に一層、児童生徒の基本的人権に十分配

慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。 

WOSM の取り組みは、1990 年パリで開催された第 32 回世界ス

カウト会議において、各国連盟に対し、国連決議 [児童の権利に関

する条約]について、全ての指導者への理解を進め、国家に対してこ

の条約を批准するための努力をすること、また大人や子どもたちにも

啓蒙することを、決議しました。  

２002 年ギリシャのテサロニキで開催された第 36 回世界スカウ

ト会議において”Keeping Scouts Safe From Harm ”（スカウト

達を危害から守る）が採択されました。そして全ての国のスカウト組

織が、いじめ・身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクト（無

視）・搾取(児童労働)などの防止に取り組んでいくように奨励すること

となりました。  

WOSM 加盟国の取り組みでは、アメリカ連盟はこの分野において

20 年以上の歴史と実績があり、「家庭との協働」を重要な方針として

います。イギリス連盟は指導者の登録更新の５年毎に義務化しており、

スウェーデン連盟は、研究を重ね、予防手続きとして、セーフ・フロ
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ム・ハームの e-learning を実施し、加盟登録する指導者の義務とな

っています。  

2011 年 の 22WSJ で は ホ ス ト 国 と し て 、” Keeping 

ChildrenSafe From Harm”の会議が開催され、この問題の重要性

を再認識されるとともに、参加する IST メンバーに教育プログラムが

実施されました。  

日本連盟の取り組みは、2010 年の第 15 回日本ジャンボリーにお

いて大会本部要員サービス部が、「チャイルドプロテクション（スカ

ウトを危害から守る）方針」の説明と同意書提出を大会本部要員の研

修の一つとして取り上げました。  

2011 年 3 月には、「チャイルドプロテクション」に関する通達が

日本連盟コミッショナー名で配信され、成人指導者に対してチャイル

ドプロテクションの重要性の周知、ならびに成人指導者研修での参加

者への意識喚起等の取り組みについて明示されました。  

また第 16 回日本ジャンボリー/第 30 回アジア太平洋地域スカウ

トジャンボリーでは、事前研修として、参加指導者、大会運営スタッ

フ、国際サービス要員（IST）を対象に虐待についての対処の仕方を

e-ラーニングにより行われました。 

そして、２０１５年に日本で開催された第２３回世界スカウトジャ

ンボリーでも、１８歳以上のＩＳＴや大会運営スタッフに対して、e-

ラーニングによるセーフ・フロム・ハームの修了が義務付けられまし

た。  



  



 


