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第１ はじめに 

 

 平成２７年１１月，取手市立中学校３年に在籍する女子中学生（以下「本件生徒」

という。）が自ら尊い命を絶った（以下「本事案」という。）。 

   本件生徒は，当日，音楽室のガラスが破損した件について，それに関わった一人と

して放課後残されて遅くまで指導されていた。泣きながら帰宅した本件生徒は，母親

に対して身の潔白を訴えていたところであり，本件生徒の突然の自殺はガラスの破損

に関する指導との関連性が疑われる事案であった。 

   また，本件生徒が死亡した後，さほど時を経ずして両親が発見した本件生徒の日記

には，１０月下旬という，自殺に近接した時期に「死にたい」「いじめられたくない」

等と綴られ，制服のポケットからは「くさや」と書かれた付箋が発見された。この事

実からは，本件生徒に対するいじめの存在も疑われた。 

   本件生徒の両親は，最愛の我が子の死亡という絶望の中で，亡き娘の死を無駄には

しないとの思いから，当初より，自殺に至った事情には上記ガラスの破損に関する指

導といじめの疑いを訴えていたものであり，本来であれば，学校または取手市教育委

員会は，いじめ防止対策推進法上にいう「重大事態」として，速やかに事実関係を明

確にするための調査を開始し，一定期間経過後には真相を究明していなければならな

かったが，同法の趣旨を正しく理解しない取手市教育委員会の誤った対応を主たる原

因として，取手市教育委員会のもとに設置された調査委員会が発足後１年程度の期間

を経て解散となり，本事案発生から２年も経過した後に当調査委員会に事実調査が委

ねられるという異例の経過を辿ることとなってしまった。この間，本件生徒の無念の

思いに報いようと真相究明を願ってきた両親の心痛は察するに余りある。 

   当調査委員会の調査は，このように，事案発生からすでに２年が経過した後に開始

されたものであり，関係者の記憶も薄れつつある中でのものとなってしまったうえ，

取手市教育委員会のもとに設置された調査委員会が収集し，あるいは自ら行った調査

の記録は全て廃棄されていたこと等から，事実認定における困難さは否定できないと

ころであった。当調査委員会としては現存している記録とヒアリングに協力いただい

た関係者の供述をもとにできる限り丁寧に事実を認定し，評価することを心がけたつ

もりである。第１回の委員会において，本件生徒の父親は，「娘が日記に『死にたい』

『いじめられたくない』という言葉を直接書いていることに向き合っていただきた

い」，「いじめられていない方，普通に生活を送っている方を基準にした調査ではな

くて，いったんは娘になりきっていただいて，娘の人物像をしっかりと把握していた

だいて，その上で娘に何が起きていたのかということを踏まえて，娘が自死してしま

ったという問題を捉えていただきたい」と述べられていた。本事案は，被害生徒の心

身の苦痛を基礎とするいじめ事案であることから，当調査委員会一同，この言葉を念

頭に置きつつ，本事案の調査，検証を進めてきたところである。 

   当調査委員会は，取手市が行う本事案に係る事実関係を明確にするための調査（並
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行調査）を茨城県が受託した結果，県知事部局のもとに置かれた委員会であり，委ね

られた役割は，事実関係の調査とそれに対する評価のみで，これらに基づく再発防止

策の検討は，取手市教育委員会のもとに新たに設置された第三者委員会に委ねられる

ことになる。 

   当調査委員会の調査結果を踏まえ，取手市教育委員会のもとに新たに設置された第

三者委員会には，本事案についての正しい認識のもとに，真に実効的な再発防止策の

検討に全力を傾注していただけることを強く期待する。また，取手市教育委員会は，

第三者委員会が示す再発防止策を待つことなく，本事案において明らかになった問題

性を正確に認識し，速やかに教育行政のあり方を是正するよう求めるものである。 

 

平成３１年３月２０日 

           取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会 委員一同 
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第２ 当調査委員会の設置と活動内容 

 

 １ 当調査委員会設置に至るまでの経緯 

 （１）平成２７年１１月１０日，本件生徒は自殺を図り，翌１１日未明死亡した。 

    本件生徒の自殺を受けて，取手市教育委員会（以下「市教委」という。）が中心

となって本件生徒の自殺の原因及び背景を調査し，本件生徒の両親に対し，本件生

徒へのいじめは認められないとして報告したが，両親は納得せず，調査委員会（第

三者委員会）の設置を求め，平成２８年３月１６日，市教委のもとに調査委員会（以

下「市教委調査委員会」という。）を設置することが議決された。 

    市教委調査委員会を構成する委員は，職能団体の推薦等に基づいて５名が選任さ

れ，平成２８年７月１２日に第１回目の委員会が開催された。第２回委員会におい

て，両親から女性委員の追加選任希望がなされたことを受けて，第３回委員会から

女性委員１名が加わることとなり，その後，継続的に委員会を開催し，ヒアリング

調査等を実施していた。 

（２）平成２９年５月２９日，両親は，市教委に対して，市教委調査委員会が，本事案

がいじめによる重大事態に該当しないとの平成２８年３月１６日付け市教委臨時

会の議決に基づいて設置されたもので，いじめ防止対策推進法第２８条に基づく調

査委員会ではないとの理由で，調査の中止と解散の申し入れを行った。 

市教委は，同月３０日，文部科学省の指導を受けて「いじめによる重大事態に該

当しない」との議決を撤回し，翌６月１２日，市教委調査委員会は，第９回委員会

会議をもって解散するに至った。 

 （３）その後，両親から，同年７月１１日，茨城県教育委員会（以下「県教委」という。）

及び市教委に対し，茨城県知事のもとにいじめ防止対策推進法の趣旨に基づく調査

委員会を設置すること及び委員人選等についての要望が出されたことを受け，同年

８月４日，県教委及び市教委は，両親に対し，茨城県が取手市から委託を受けるこ

とにより県知事のもとに調査委員会を設置すること，調査委員会の人選や調査の進

行等については遺族と協議する等の回答を行った。 

 （４）取手市は，本事案について，地方自治法第２５２条の１４第１項に基づき，いじ

め防止対策推進法第２８条第１項に定める調査と並行して取手市長が行う本事案に

係る事実関係を明確にするための調査を茨城県に委託するため，平成２９年第２回

取手市議会臨時会において，同年１０月３日に茨城県への事務委託関連議案を上程

し，同日に議決された。これを受けて，茨城県は，平成２９年第３回茨城県議会定

例会において，同日に「取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査に関する事務

の受託について」及び「取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会条例」

を上程し，同月３０日に議決され，翌１１月１日に調査を受託するとともに，知事

直轄の政策審議室（平成３０年４月１日以降は，政策企画部政策調整課）に「取手

市中学生自殺事案調査事務局」を設置した。翌２日付けで，「取手市立中学校の生
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徒の自殺事案に係る調査委員会条例」が公布・施行された。 

 （５）その後，当調査委員会委員の人選方法について，「いじめの防止等のための基本

的な方針」（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定，最終改定平成２９年３月

１４日。以下「文部科学省の基本方針」という。）に基づき両親の意向も踏まえな

がら調整し，委員長は日本弁護士連合会に派遣要請し，弁護士及び学識経験者等の

３名を遺族推薦，学識経験者等の２名を職能団体推薦とすることに決定し，以下の

とおり人選がなされた。 

 

委員長 栗山 博史 （弁護士） 

副委員長 市川 須美子（大学教授） 

委員 蒲田 孝代 （弁護士） 

委員 佐竹 由利子（臨床心理士） 

委員 竹村 睦子 （ソーシャルワーカー） 

委員 森嶋 昭伸 （大学教授） 

 

（６）なお，第１回委員会において専門委員２名を弁護士から選任することが決定され，

第２回委員会までの間に，以下の２名が専門委員に選任された。 

 

専門委員 髙橋 博丈 （弁護士） 

専門委員 飛田 桂  （弁護士） 

 

２ 当調査委員会の活動経緯・内容 

 

＜調査委員会等＞ 

回 期日・場所 内  容 

１ 
H29.12.20（水） 

茨城県庁 

委員の任命，遺族からの申し入れ趣旨説明，委員長・副委員

長の選出，調査委員会運営要領・調査方針・専門委員，資料

確認，聴き取り調査の検討等 

２ 
H30.1.29（月） 

都内 

専門委員の選任結果の報告，資料確認，調査方針・調査の進

め方（聴き取り調査等），遺族からの意見聴取等 

３ 
H30.3.5（月） 

都内 

教職員・生徒への聴き取り調査の検討，取手市に対する資料

の提出依頼，現地調査 等 

４ 
H30.3.22（木） 

都内 
教職員・生徒への聴き取り調査の検討，現地調査等 

－ 
H30.3.24（土） 

取手市内 

中学校平成27年度第3学年在籍生徒保護者会 

［市教委主催］ 



   

5 

 

－ 
H30.3.29（木） 

取手市内 
現地調査 

５ 
H30.4.26（木） 

都内 
教職員・生徒・市教委への聴き取り調査の検討等 

６ 
H30.5.24（木） 

都内 
教職員・生徒・市教委への聴き取り調査の検討等 

７ 
H30.6.22（金） 

都内 

遺族聴き取り調査結果，教職員・生徒・市教委への聴き取り

調査の検討等 

８ 
H30.7.24（火） 

都内 

教職員・生徒・市教委への聴き取り調査の検討，情報・事実

関係の整理等 

９ 
H30.8.16（木） 

都内 
教職員・市教委への聴き取り調査，情報・事実関係の整理等 

10 
H30.10.1（月） 

都内 
情報・事実関係の整理等 

11 
H30.10.22（月） 

都内 
調査報告書（案）に基づく事実認定，評価 

12 
H30.11.1（木） 

都内 
調査報告書（案）に基づく事実認定，評価 

13 
H30.11.12（月） 

都内 
調査報告書（案）に基づく事実認定，評価 

14 
H30.11.28（水） 

都内 
調査報告書（案）に基づく事実認定，評価 

15 
H30.12.5（水） 

都内 
調査報告書（案）に基づく事実認定，評価 

16 
H30.12.16（日） 

都内 
調査報告書（案）に基づく事実認定，評価 

17 
H30.12.26（水） 

都内 
本事案の評価の確認 等 

18 
H31.1.9（水） 

都内 
本事案の評価の確認 等 

19 
H31.1.20（日） 

都内 
国のガイドラインに基づく確認 等 

20 
H31.2.6（水） 

都内 
国のガイドラインに基づく確認 等 

21 
H31.2.17（日） 

都内 
国のガイドラインに基づく確認 等 



   

6 

 

22 
H31.3.4（月） 

都内 
調査結果の公表に係る確認 等 

23 
H31.3.20（水） 

茨城県庁 
調査報告書の決定 等 

 

＜遺族への聴き取り調査＞ 

期 日 出 席 者 

H30.6.17（日） ［遺族（両親）］２名 ［遺族代理人］４名 

 

＜教職員への聴き取り調査＞ 

回 期 日 対 象 者 

１ H30.3.18（日） 教諭２名（１名は担任教諭） 

２ H30.3.25（日） 生徒指導主事 

３ H30.5.19（土） スクールカウンセラー・学年主任 

４ H30.5.26（土） 教務主任 

５ H30.5.29（火） 教頭・校長 

６ H30.7.21（土） 教諭２名 

７ H30.7.29（日） 担任教諭（２回目） 

 

＜生徒への聴き取り調査＞  

回 期 日 対 象 者 

１ H30.3.27（火） 生徒２名 

２ H30.3.30（金） 生徒２名 

３ H30.3.31（土） 生徒２名 

４ H30.4. 2（月） 生徒１名 

５ H30.4. 3（火） 生徒２名 

６ H30.4. 4（水） 生徒２名 

７ H30.4. 8（日） 生徒２名 

８ H30.6.27（水） 生徒１名 

 

＜市教委への聴き取り調査＞  

回 期 日 対 象 者 

１ H30.7. 1（日） 教育参事・指導課長 

２ H30.7.21（土） 教育委員長・教育長 

３ H30.7.29（日） 教育部長 
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第３ 本件生徒が自殺に至るまでの経緯（当調査委員会の認定事実） 

 

 １ はじめに 

   いじめ防止対策推進法において，「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，とされている。 

   この定義からも明らかなとおり，いじめの認定で最も大切なことは，行為の対象と

された子どもが受ける心身の苦痛の内実を明らかにすることであるが，その検討にあ

たっては，当該行為の客観的内容を明らかにし，それが他者の心身の苦痛を招来し得

るかどうか，ということを検討するだけでは十分でない。 

   子どもは，就学によって，生活時間の多くの部分を学校という集団生活の場で過ご

し，他の子どもとの関わりの中で人格を形成し，社会性を体得していくが，その過程

において，他者と喜び合い，励まし合い，お互いを高め合うといった肯定的な作用に

限らず，他者を悲しませ，傷つけるという否定的な作用も生じるのは必然である。そ

のような集団生活において生じる他者との摩擦の中で，他者から何らかの否定的な行

為をされた子どもが，それを何とも感じないのか，軽く受け流せるのか，心身の苦痛

を感じるのかは，行為した子どもとされた子どもとの関係性，行為をされた子どもが

置かれた具体的な状況等によって大きく異なり得ることから，行為を受けた子どもの

心身の苦痛の内実，有無・程度を検討するにあたっては，それら関係性，状況等の検

討が不可欠である。 

   そこで，本事案における事実認定においては，本件生徒に対してなされた行為が本

件生徒に与えた影響を検討するにあたり，可能な限り，本件生徒の人柄や生活環境，

通学していた中学校生活の状況，クラス担任教諭との関係，友人関係等を把握するこ

とに努めた。 

 

２ 本件生徒の幼少期から小学生までの生活状況等 
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 ３ 本件生徒が進学した中学校について 

（１）本件生徒が進学した中学校の概要 

   本件生徒が進学した中学校（以下「当該中学校」という。）は，昭和５７年４月

に開校した。 

  当該中学校は，取手市内の３つの市立小学校の児童が進学する中学校である。 

平成２７年度は，各学年はいずれも４クラスあり，生徒数は合計４１４名，教職

員数は３８名であった。 

  同校の究極の教育目標は「豊かな人間性をもち，主体的に生きる力を育てる」と

いうものであり，学力の向上，豊かな心の育成，心身のたくましさの育成を３つの

柱として，それを実現するために，「夢を語り 学びをつなぐ 学校づくり」を目

指して， 

  〇言語活動の充実を通して，思考力・判断力・表現力の育成に努める。 

  〇生徒主体の教育活動を展開し，豊かな心の育成に努める。 

  〇学校・家庭・地域の連携を深め，安全安心な学校づくりを推進する。 

  〇組織の活性化と教員の資質・能力の向上に努める。 

という，より具体化した目標を掲げ，プログラムを策定している。 

（２）当該中学校の生徒指導の体制と問題状況  

平成２７年度以前から，当該中学校の生徒指導は，①各クラスの担任教諭（当該

中学校では１名が生徒指導担当を兼ねる）と学年主任で構成される学年会，②校長，

教頭，教務主任と各学年の主任に生徒指導主事が加わる学年主任会，③各学年の生

徒指導担当で構成される生徒指導部会等の会議での情報・意見交換等に基づいて実

施されていた。 

教員たちからみると，本件生徒と同学年の平成２５年度入学の生徒は，総じて落

ち着きの無い雰囲気の生徒たちが多かった。そして，２年生の後半から３年生に進

級するに及んで，この落ち着きのない不安定要因を抱えていると見られていた一部

の生徒が，授業妨害や授業エスケープ，教員への反発や暴力などをするようになり，

授業を担当していない他の教員が廊下に机と椅子を置いて授業エスケープやトラブ

ル防止のために待機，監視することがあった。本件生徒の担任教諭は，英語の授業

を担当していたが，当該教諭の授業でもそうした状況が見られることがあった。 

学校の統計から見ると，平成２５年度，２６年度は暴力行為の発生件数は少ない
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が，平成２７年度は，教員に対する暴力が６件，器物損壊が２０件という状態であ

り，学校全体として生徒指導上の課題を抱えていたことがうかがわれる。 

このような中で，特に指導対象生徒として名前の挙がる生徒は男子生徒の方が多

かったが，本件生徒と中学３年生で同じクラスになったＡは，         

                                     

 生徒の一人であった。 

 

 ４ 本件生徒の中学校入学後から中学２年生までの学校生活 

 （１）本件生徒の中学１年次及び２年次のクラス並びにクラス担任教諭は以下のとおり

であった。 

１年３組 担任 ａ教諭（生徒指導主事を兼務） 

２年２組 担任 ｂ教諭 

（２）本件生徒は，ピアノの練習・活動が忙しかったことから，中学校入学後，部活動

に所属していない。本件生徒は中学校卒業後の進路については，早い段階で音楽専

攻の高校に進学することを決めており，中学２年生の時点で明確に都内にある音楽

科の名門私立高校への進学を志望して準備を進めていた。この高校はピアノ部門に

おいても入学が容易ではない厳しい音楽専攻の高校の一つであり，本件生徒にとっ

てはこの高校に入学することは最大の希望であり目指すべき大きな目標であった。 

（３）本件生徒は，１，２年生時は，学業においては各教科に熱心に取り組み，成績も

良かった。ピアノの実力が卓越していることは校内では周知の事実になっており，

毎年，文化祭（合唱コンクール）では自分のクラスのピアノ伴奏者を務めた。また，

１年生のときには，急遽，ピアノ伴奏者が欠席した他のクラスでのピアノ伴奏も行

ったことがあった。 

（４）中学校入学後における本件生徒の性格は，穏やかで優しかったというのが教員，

生徒たちの感想であった。本件生徒は他者との争いごと，摩擦をできるだけ避けた

いという傾向があった。 

１年生の担任のａ教諭は，本件生徒について，授業態度は非常によく人の話をよ

く聞き，学力は高く,ピアノも頑張るが勉強もきちんと行い，自主学習や提出物はき

ちんとやっている生徒であり，自分の意見を即座に言う生徒ではなかったが，一歩

引いてよく見ながら答えるという感じの生徒であったと述べている。２年生の担任

であったｂ教諭は，本件生徒について，積極的に自分をアピールして目立つという

タイプではなく，どちらかというと，裏方としてやるべきことをコツコツと行うタ

イプであったと述べており，生徒指導要録に「きまりに従って行動できる姿勢は他

の生徒の模範となっていた。」と記載している。 

本件生徒は，このように，１，２年生を通じて，学校生活において遅刻などのル

ーズな行動場面はなく，当番活動など決められたことはしっかりとやる生徒であっ

た。 
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（５）本件生徒は中学校入学後，友人関係においては特別トラブルもなく，周囲にも配

慮のできる生徒であったというのがａ教諭とｂ教諭の共通認識であった。 

実際，本件生徒は１年，２年を通じて，友人とも良い関係を結んでおり，２年生

になってからは，とりわけ，同じクラスになったＢと気が合い，自宅が近いことも

あって，登下校はいつも一緒であった。二人の仲良しの様子はクラス内外で目立っ

ており，本件生徒はＢと仲良しであったＣ，Ｄとも仲良くなった。本件生徒は，２

年の時，ＮＨＫ交響楽団とのピアノ四重奏曲の共演コンサートをつくば市内で行っ

たところ，クラスの友人たちとｂ教諭が聴きに来てくれたことなどもあった。１，

２年時の本件生徒の友人たちの中には，本件生徒はおとなしいが話しをすると明る

くておもしろい子であったとか，音楽について質問すると丁寧に色々と教えてくれ

て嬉しかった等と述べる者もいた。このように，本件生徒にとって２年生時の生活

は，友人にも恵まれ，心理的にも安定し，充実して楽しいものであり，その様子は

本件生徒が残した日記からもうかがえるところである。 

 

 ５ 本件生徒の中学３年生時の学校生活及び自殺に至るまでの事実関係 

（１）本件生徒が所属した３年３組と担任教諭 

ア 本件生徒が３年生時に進級したクラスは３組であった。 

３組の担任教諭（以下，本件生徒が所属した３組の担任教諭を「担任教諭」と

いう。）は，平成２１年４月から当該中学校に勤務しており，本件生徒の学級担

任をしたのは，同校に赴任してから７年目であった。 

同学年の他の学級担任教諭は，１組がａ教諭，２組がｂ教諭，４組がｃ教諭で

あった。同学年の学年主任は音楽科の教諭が担っていた。 

イ 担任教諭は，生徒の規則違反等の問題行動については，善悪を截然と区別して

悪いものは悪いとして厳格かつ杓子定規に指導する傾向があった。複数の生徒か

ら，生徒の思いを十分に聴き取って寄り添うという教員ではないと見られており，

そのように見ている生徒からは，担任教諭は，「相談に乗ってもらえる先生」と

は受け止められてはいなかった。 

平成２７年７月６日に実施された学校生活に関するアンケートでは，「先生は

生徒の相談に親切に応じている」との項目に対し，３年３組の生徒は３６名のう

ち回答のあった３３名中，「そう思う」「だいたいそう思う」と回答した生徒が

２１名，「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した生徒が１１名，当

該アンケート項目のみ空欄とした生徒が１名であった。このアンケート結果を見

ると，３年３組の生徒のうち少なくとも３分の１の生徒は，教員が生徒の相談に

親切に応じていないと思っていることになる。このアンケートは，必ずしも「担

任の先生」に対する評価とはいえないが，最も身近に相談できる立場にいるのが

「担任の先生」であるとするならば，このアンケート結果は，担任教諭に対する

評価としてみても大きな誤りはないものと考えられる。 
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   ウ 担任教諭自身は，学年が上がるにつれて，生徒との距離が心理的に離れてしま

ったと感じたと述べており，生徒の方から担任教諭に腹を割って相談してくると

いう関係性が失われ，生徒に対する指導も上手くいかない状態となっており，そ

の思いを抱いて日々生徒に対応していた様子がうかがえる。 

担任の３組では，                            

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                担任教諭

は，これら生徒らの言動に対し有効な指導をなし得なかった。授業のエスケープ

や授業妨害などに対しては，その時間に授業を持たない教諭が廊下に机と椅子を

置いて見守りや監視をすることもあったことから，学年の各教員が協力して対応

していた様子はうかがえるが，担任教諭は，授業中や学級活動の場面において問

題行動に及ぶ生徒を適切に指導したり，粘り強く指導することはなく，これらの

生徒を放置したり，無視したりする一方で，日頃ルールを遵守する生徒には厳し

く指導する傾向が見られた。担任教諭は，問題行動を起こす生徒に対する具体的

指導のあり方について苦慮していた様子はうかがわれるものの，積極的に学年会

に諮るなどして他の教員らと有効な指導方法を協議し，工夫して対応していた様

子は見られず，一人で抱えて持て余していた様子がうかがえた。 

（２）３年生１学期の学校生活上の事実関係 

ア ３年生４月から６月上旬までの交友関係 

（ア）３年生進級当初 

本件生徒が進級した３組には，それまで比較的親しく付き合っていた友人は

いなかった。ＢやＣ，Ｄとも別々のクラスになった。           

                                   

                                   

                                   

                   本件生徒は，３年に進級した早い時期

から，小学校も異なり，従来の関係性が希薄であったＡと一緒に行動をするよ

うになっていた。 

なお，Ａは                             

                      生徒であった。これに対し，

本件生徒は真面目で穏やかな生徒であり，言動や性格が全く異なっていたこと

から，Ａを知っている教員や多くの生徒たちは，本件生徒とＡが一緒に行動す

る様子を見て，違和感を抱いていた。 
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（イ）「昼メン」のメンバーとの交流 

本件生徒は，３年生に進学してクラスが違っても，当初はＢやＣ，Ｄとは仲

良くしており，昼休みには，本件生徒（３組），Ｂ（１組），Ｃ，Ｄ（２組と

４組）と会って交流を温め，さらに，３年生の新しいクラスで知り合った自分

のクラスの友人を１名ずつ連れてきて８名のメンバーを組み，昼休みなどに一

緒に過ごしていた。本件生徒が３組から連れてきた新メンバーはＡであった。

このメンバー８名のことを本件生徒らは「昼メン」と呼んでいた。 

   （ウ）修学旅行の頃 

当該中学校では，平成２７年５月２４日から同月２６日にかけて２泊３日の

修学旅行が予定されていた。修学旅行の準備として，同室になる班（以下「修

学旅行班」という。）と行動を共にする班(以下「行動班」という。)のメンバ

ーをそれぞれ決める必要があった。担任教諭は，「修学旅行班」のメンバー決

めは，全て生徒たちの自由な決定に委ねたので，生徒たちは，同じ部活動で仲

の良い生徒等と一緒に班を作ることになった。 

本件生徒は，席が近く，当初から比較的一緒に行動するようになっていたＡ

に加え，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉの４名，計６名で修学旅行班を作った。行動班は，男

子と女子で組んでいたが，上記修学旅行班のうち，本件生徒と行動班が一緒だ

ったのはＡであった。 

５月に実施される修学旅行は，進級して間もない生徒たちが，宿泊を伴う班

活動を通じて緊密な関係になる重要な機会である。もともと部活動を同じくす

る生徒たちは一層強固な関係を結ぶようになり得るであろうし，他方，本件生

徒らはこれを機会に交流を持つようになる機会となる。修学旅行を終え，本件

生徒は実際，修学旅行を通じて親しくなったＦ，Ｇ，Ｈ，Ｉと交流を持つよう

になった。しかし，本件生徒とＡは，昼休みには「昼メン」のメンバーと集ま

っていたから，本件生徒はＡと一緒に行動することが多かった。 

   イ ６月上旬の「携帯持ち込み事件」 

（ア）「携帯持ち込み事件」と学校の方針 

平成２７年６月９日，Ａが，校内への持ち込みが禁止されている携帯電話（ス

マートフォン）を校内に持ち込んで生徒たちの写真を撮り，ＳＮＳに投稿した

という事件があった(以下「携帯持ち込み事件」という。)。ＳＮＳに投稿され

ているのを見た卒業生から学校に連絡が入り発覚した。 

当該中学校では携帯電話の持ち込みは禁止されている。過去にも携帯電話を

学校に持ち込む事件はあったが，このような場合，当該中学校では持ち込んだ

生徒から携帯電話を預かって保管し，後に保護者に返還するというやり方をと

っていた。しかし，この「携帯持ち込み事件」は撮影した生徒の写真がＳＮＳ

に投稿されたこともあり，学年会は，携帯電話を持ち込んだ生徒だけではなく，

写真に写った生徒の特定を行って写真に写るに至った経緯などを聴き取り，学
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年全体の問題として指導をすることにした。 

その日の放課後，ａ教諭らにおいて聴き取りをした結果，写真を撮影し，Ｓ

ＮＳに投稿したのはＡであり，写真に写っていたのは，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを含む

６名で，近くにいたとされるのが，本件生徒，Ｆ，Ｈを含む４名であることが

判明した。 

この段階で，学年の各教員の共通認識としては，携帯電話を持ち込んだ生徒，

写真に写っていた生徒，周りで見ていた生徒，というように分けて指導するこ

とが必要と考え，関与の程度に応じて指導方法を変えることが賢明と判断した。

Ａを含む６名の生徒を，放課後，会議室に集めて学年主任が中心となって携帯

電話の持ち込みは禁止されていること，ルールを守ることの大切さや最上級学

年としての自覚を持つことを指導し，合わせてこれらの生徒については，指導

の経過を各家庭に連絡した。近くにいた本件生徒を含む生徒４名に対しては，

クラス担任に指導が委ねられた。 

   （イ）担任教諭の指導と本件生徒の反応 

担任教諭は，写真に写っていなかった本件生徒，Ｈ及びＦに対して，近くに

いたことは携帯電話を持ち込んだＡと「同じように悪い」として指導し，３名

に対し，Ａが今後同じことを繰り返さないよう，様子を見ていてほしいと依頼

したうえで，生徒らに指導したことを家庭にも報告した。 

担任教諭は，指導の一環として，本件生徒宅へ電話をし，本件生徒の母親に

対し，スマートフォンを持ち込んだ上で写真撮影をしていた生徒がいたこと，

本件生徒も近くにいたこと，携帯電話を学校に持ってきてはいけないという規

則に違反している友だちを見たならば，その友だちに注意すべきであること，

教員に報告すべきであること，見ていただけならば同じように悪い旨を伝えた。 

この担任教諭からの電話を受けた母親は，本件生徒に対して担任教諭の考え

を伝えたところ，本件生徒は，近くにいたことは認めたものの，「そんなこと

できるわけはない。みんな持ってきているのに，私がそんなことを言ったら逆

にいじめられる。」と言って，Ａに携帯電話を持ち込まないように注意したり，

教員に報告するようなことができるわけはないと強く反発した。 

ウ 「携帯持ち込み事件」以後の交友関係の変化 

（ア）「昼メン」の崩壊 

「携帯持ち込み事件」は本件生徒の交友関係を大きく変えることとなった。 

すなわち，それまで「昼メン」として仲良く交流をしていたメンバーが集ま

らなくなったのである。「昼メン」のメンバーからすると，Ａの「携帯持ち込

み事件」は，Ａが主導し，勝手にＳＮＳに投稿したものであるにもかかわらず，

学校で指導されてしまったのであり，これ以上，Ａの同様の行動に巻き込まれ

たくないと考えて距離を置くのは自然な行動であった。また，ＡがＢも携帯電

話を持ってきていると教員に告げ口をしたらしいということも噂で流れており，
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このことも「昼メン」のメンバーがＡを敬遠する理由になった。このようにし

て「昼メン」は自然に解散するに至った。 

この「携帯持ち込み事件」を受けて，母親は，本件生徒に対し，Ａと距離を

置いたほうがよいとアドバイスした。本件生徒としても，もともと真面目な性

格であり，Ａと一緒に行動することによって教員の指導を受けるようなことに

なれば不本意であることから，母親のアドバイスに従い，Ａとの距離を置こう

とした。 

   （イ）本件生徒に対するＡの非難と本件生徒の苦悩 

「昼メン」は解散し，本件生徒以外のメンバーはＡと距離を置くことができ

たが，本件生徒はＡと同じクラスに所属しており，他のメンバーと事情が異な

っていた。 

本件生徒がＡと距離を置き始めると，Ａは「●●（本件生徒を指す）から無

視されている」などとクラスの生徒たちに言いふらし，本件生徒に対する不信

感をあらわにするようになった。Ａは，クラスの中では友人に対して乱暴な物

言いをし，教員に対しても平然と暴言を吐くことがあり，クラスの他の生徒た

ちは，Ａとの関わりを回避し，このようなＡの言動に対して注意や助言をする

ということはなかった。本件生徒は，Ａと距離を置いたのち，主としてＩと行

動をともにすることが多くなったが，Ｉは，Ｆとも交流があり，Ｆは，「●●
（本件生徒を指す）から無視されている」と述べるＡに同調し，Ａと一緒にな

って言っていたこともあったから，本件生徒がＡを避けて主としてＩと行動す

るようになったといっても，本件生徒にとって安定した関係とはいえなかった。

本件生徒は，Ａと距離を置くようになった後，クラス内において，Ａから非難

される一方で，それを跳ね返すことができるほどの，自分の居場所はここであ

ると思える安定した友人関係を形成することができていたとはいえず，現に，

この時期，本件生徒が一人で窓際に立って辛そうな顔をしている状況が目撃さ

れている。 

   （ウ）本件生徒からＡへの「接近」 

本件生徒は，Ａからその言動を非難された後，二度とクラスの友人たちの前

で無視されたとか不本意な悪口を言われたくはないとの思いを抱き，やむなく，

Ａと表面的であっても仲良くするしかないと考え，Ａに対して，本件生徒の方

から仲良くしたいと申し出て，再び，Ａと行動をともにするようになった。 

本件生徒は，Ａと距離を置きたいと思っても，逆に，悪く言われ，他の生徒

のサポートも受けられず，他の生徒との間に安定した友人関係も形成すること

ができない中で孤立する状況も生まれ，このような心理的に苦しい状況から抜

け出すために，自分の方からＡに近づいていったと認められる。 

   エ 担任教諭の進路指導（７月の三者面談） 

本件生徒は，３年生の６月頃，志望校である都内の音楽科の高校の学校案内を
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担任教諭に提出するとともに，７月に行われた進路に関する三者面談の際に，母

親とともに，同校を単願とする進路希望を伝えた（なお，２学期に入って，１０

月には，これまでに獲得したピアノコンクールの賞歴等，自らが希望する進路に

関わる資料を提出している。）。 

本件生徒と母親のこの進路の申し出に対し，担任教諭は，         

                                単願では

なく，併願校を決めるよう指導した。 

本件生徒及び母親は，普通科高校に進学を希望する場合と異なり，音楽高校に

進学する場合には，志望校の課題曲をさらうだけでも精一杯であり，他の音楽高

校の課題曲を同時に準備するとなれば，かえって第一志望校の受験準備が疎かに

なってしまうと考え，他の音楽高校を併願とする意思など毛頭なかった。しかし，

担任教諭の指導を受けて，形だけでも，県立高等学校の音楽科を併願校とするこ

とを申し出て，担任教諭に伝えた。これに対して，担任教諭は，本件生徒及び母

親に対し，私立高校を第一志望とする場合，県立高校を併願することは認められ

ていない旨述べるとともに，本件生徒の単願受験をすることを認めるかどうかは，

今後の生活態度を見て決めるという趣旨の発言をした。 

   オ 担任教諭の席替え 

担任教諭は，３組の生徒の席の配置については，席の配置の順に従って日直当

番が一回りするごとに席替えを行っていた。 

担任教諭は，生徒の座席を決める前に，生徒それぞれから誰の隣になりたいか

を回答させるアンケートを取っていたが，担任教諭は，担任クラス内の指導困難

な生徒に対する十分な指導を怠り，それを補完する役割を担わせるために，その

ような生徒の隣の席に，その生徒の「面倒を見る」役割の生徒の席を配置すると

いうことを行っていたこと（ＡやＥの席の隣にそのような役割の生徒を配置して

いた。），当調査委員会での聴き取りで，席替えのアンケートをよく覚えていな

いと回答した生徒がいたことなどからすると，担任教諭は，生徒の希望は聞くも

のの，自らの学級運営に資するかどうかということを重視して座席配置を決めて

いたことがうかがえる。 

担任教諭は，平成２７年７月中旬頃の席替えにおいて，本件生徒の席を，最後

列窓側の，Ｅの隣の席に配置した。担任教諭は，              

                         この席替えは，担任教諭

自身によるＥに対する指導を補完する役割を本件生徒に担わせたものであった。

Ｅは，                                 

              言動があったが，この席替えが奏功して，本件生

徒がＥの隣の席になってからは，本件生徒がＥと会話をしてくれるようになり，

Ｅの         問題行動も少なくなった。 

 （３）３年生２学期の学校生活上の事実関係 



   

17 

 

   ア Ｈの本件生徒に対する嫉妬 

     ＨはＥと      。本件生徒が１学期の７月中旬にＥの隣の席になり，親

しげに話すようになると（ただし，本件生徒にＥに対する特別な感情があったも

のとは認められない。），Ｈは本件生徒に嫉妬するようになり，あからさまに不

機嫌な顔をしたり，本件生徒との距離を置くなど，嫉妬心を態度に表すようにな

った。 

     席替えは，７月中旬に引き続き，１０月中旬にも行われた。担任教諭は，本件

生徒を再びＥの隣の席に配置したことから，Ｈの本件生徒に対する嫉妬心は高ま

ったことが容易に推認される。 

     担任教諭は，ＨがＥと      ことは認識していたが，本件生徒が二度に

わたってＥの隣の席になることにより，Ｈが嫉妬心を抱いていたことを認識して

何らかの配慮をするということは見られなかった。 

   イ 本件生徒に対してなされた行為 

   （ア）耳打ち及び口パク 

Ｈの嫉妬心は，ＡやＦにも伝わるところとなり，Ａ及びＦがＨと一緒になっ

て，本件生徒を揶揄するような行動をとるようになった。 

例えば，本件生徒に対してわざと視線を送りながら本件生徒がＥと仲良くし

合っていることを耳打ちしたり，声に出さずに視線や口元を動かし（口パク），

本件生徒のことを非難するような態度をとった。このような仕草は授業中にも

見られていた。また，Ｈがうつぶせになるなど不機嫌になる仕草をすると，Ｆ

などがＥのところへ来て，「●●（本件生徒を指す）とあまり話さないで」と

言うなどした。こういった行動は毎日のようにあった。 

   （イ）個別アルバムへの書き込み 

当該中学校では，卒業時に，「個別アルバム」が各生徒に手渡される。 

この個別アルバムは，３年生時に，行事などがあると，思い出として，友人

からのメッセ―ジなどを書き込むものであった。 

Ａ及びＨは，９月１２日に実施された体育祭の後，本件生徒の個別アルバム

に，本件生徒本人や         について書き込みをしていた。Ａは，

「●●（本件生徒を指す）ってほんとうんこだよ，クソってるね！     

                          キモーｗ まぁ，がんばれ

よ 好きとかいってあげる」と書き込み，Ｈは「●●（本件生徒を指す）きら

ーい。うざーい。まじないわー。クソやろー。とくに      とかｗくそ

わろたｗ うっそよーん♡ 大好き♡ あいしてる♡ うふふ♡」と書き込んだ。 

   （ウ）「くさや」発言等 

  本件生徒は，ある時期から「くさや」と呼ばれるようになった。「くさや」

は，ＴＶのお笑い番組のネタがきっかけであったが，Ｆが言い出し，ＨやＡも

同調して繰り返し「くさや」と呼ぶようになった。 
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本件生徒は，９月下旬あるいは１０月上旬頃からは，Ｉ，Ｆ及びＨと一緒に

登校するようになったが，Ｈが本件生徒に対して，朝の挨拶として「おはよう，

くさや」などと言うことが複数回あった。 

また，Ａ，Ｆ及びＨは，教室内やバスケットボールの授業中に，本件生徒を

示して「●●（本件生徒を指す）臭ーい」「臭いからくさや」などと言うこと

もあった。クラスの生徒がなぜ本件生徒を「くさや」と呼ぶのか質問したこと

があったが，「臭いからだよ。」と説明した。Ａ及びＦが，本件生徒の手を引

っ張って，複数の生徒に対して，本件生徒を示しながら「嗅いでみて。」「臭

くない？」などと言ったことすらあった。相手の同級生が，これに同調せず，

否定した時は，Ａ及びＦは，この返答に納得せず，「えー？」などと受け答え，

あたかも臭いということに同調しない方がおかしいとでもいうような反応を示

した。 

「くさや」と呼ばれても，苦笑いなどをしてその場をやり過ごそうとしてい

る本件生徒を見た周囲の生徒は，本件生徒のことをかわいそうだと思いながら

も，Ａらに対して，そういう呼び方は良くないと注意して止めさせることはし

なかった。 

ところで，両親は，本件生徒の死後，制服のポケットから「くさや」と書か

れた付箋を発見している。この発見された付箋そのものの「くさや」の文字を

誰が書いたかを当調査委員会の調査において特定することはできなかったが，

本件生徒を「くさや」と呼んでいた生徒は限られていたから，発見された付箋

の「くさや」も「くさや」と発言していた生徒の誰かが書いたものとみるのが

自然である。 

（エ）バスケットボールのチーム決めにおける仲間はずし 

ａ ９月下旬から１０月下旬にかけて，体育の授業ではバスケットボールの活

動が行われた。体育の授業は３組及び４組の生徒が同じ時間帯に実施され，

バスケットボールについては，コートが２面あるため，１面ずつ男女に分か

れて行われるものであった。 

バスケットボールの活動が行われた授業時間は合計１０時間程度であり，

各回の授業時間の中で基本的技能を身に付ける練習と試合が行われたが，１

０時間程度の授業のうち，後半になると試合の時間数が増えた。試合は，３

組女子で２グループ，４組女子で２グループ，合計４グループを編成し，リ

ーグ戦形式で行われた。試合の１チームの人数は５名であるため，グループ

メンバーをさらに５名ずつ２つに分け，必ず全員が試合に出場することとし，

チーム人数が５名に満たない場合には，誰かが２回出場することとされた。 

グループ分け，チーム分けのいずれも，体育を担当していたａ教諭は関与

せず，生徒たちによる自主的決定に委ねられた。本件生徒が所属したグルー

プは９名であり，メンバーは，本件生徒のほか，Ａ，Ｆ，Ｈ，Ｉ，Ｇ，Ｊ，
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Ｋ，Ｌであった。 

ｂ ５名のチームを編成するにあたり，当初は，チーム力が同等になるように

チーム分けをしていたが，後半の数回は，同じ部活に所属するＪ，Ｋ及びＬ

の３名は，仲が良いということで一緒のチームになることが予め決まり，残

り６名をチーム分けすることになった。つまり，６名のうち５名を１チーム

に編成し，１名は上記の３名と同じチームになり，さらに誰か１名が２回目

の出場としてそのチームに加入することとなる。 

このチーム分けを，いわゆるグーパーで決めることになったが，本件生徒

を「うざい」と考えたＨが本件生徒を別チームにすることを画策すると，Ａ

及びＦがこれに同調し，Ｇ及びＩに対し，グーを出すよう指示した。本件生

徒だけがパーを出すことによってはずれることを狙ったものであったが，１

回目のグーパーではチームが決まらなかった。このとき，Ｇは，本件生徒を

はずすための画策であることに気付き，２回目のグーパーでは，自分が別チ

ームになれば良いと思ってあえてパーを出し，Ｇがチームからはずれること

になった。この出来事については，授業が終わった後，本件生徒はＩに対し，

「さっきグー出してって言っているのを聞こえちゃった」と言いながら泣い

てしまい，これを聞いたＩは，今後，「そういうことを言われても絶対に従

わないから」と答えて本件生徒を励ました。 

   ウ 本件生徒を巡るさまざまな出来事 

     以下に認定する事実は，上記イに記載した事実関係とは異なり，本件生徒に対

して直接的に行われた行為といえるものではないが，いずれも２学期中の事実で

あり，本件生徒に対して心理的な影響を与えた出来事，あるいは，本件生徒の心

理が現れている行動等として，当調査委員会が重視する事実である。 

   （ア）本件生徒がＡやＦとともに一緒に行動していたこと 

 ａ Ａ及びＦと本件生徒は，休み時間や教室の移動等で，一緒に行動すること

が多かった。トイレに寄るときに，ＡやＦがトイレに入り，髪を整えたり，

話をしたりしている間，本件生徒が廊下等でＡやＦの教材等を持って待って

いるということが複数の生徒や教員によって目撃されている。 

 ｂ ａ教諭が学校に残っている生徒を帰宅させようと駐輪場に行ったところ，

本件生徒が，いったんその場を離れて教室の方に戻ったＡやＦらを待ってい

たことがあった。本件生徒は「どうしよう，どうしよう。帰らなければいけ

ない時間なんです。」と述べ，勝手に帰宅したら後で何か言われるかもしれ

ないというようなことを気にしているような様子であったため，ａ教諭は，

「帰ったことを伝えておくから大丈夫だよ」と言って本件生徒を安心させ帰

宅させたことがあった。 

   （イ）授業の遅刻と担任教諭による叱責 

本件生徒は，３年生１学期まで，授業の開始時間に遅刻するなど，時間を守
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れていないということはほぼなかったが，２学期になると，ＡやＦに合わせて

行動していたことにより，担任教諭の担当する英語の授業に３名揃って遅刻し

てしまうということが時々あった。 

担任教諭は，本件生徒，Ａ及びＦの３名を教室の前に呼び出したが，Ａ，Ｆ

がその指示に従わず，本件生徒のみが指示に従い担任教諭のもとに来ることに

なった。すると担任教諭は，本件生徒のみを他の生徒たちの前で「遅れた理由

を言いなさい」などと叱責した。なお，Ａ，Ｆに対し，再度指示をしたり，そ

の後に指導を行った形跡はない。 

その後，一度目の遅刻のみならず二度目の遅刻があった後も，担任教諭は，

Ａ，Ｆが指示に従わない可能性が高いにも関わらず，３名まとめて呼び出し，

指示に従った本件生徒のみを指導の対象とし続けた。また，３年生２学期にな

って，本件生徒が授業に遅れてくるようになったことについて，担任教諭は，

その場の指導をする限りで，本件生徒の変化を確認するなどの原因を探すこと

をしなかった。 

以上のように担任教諭が遅刻した３名のうち本件生徒のみを叱責する状況

については，複数の生徒が理不尽なことだと思っていた。 

   （ウ）Ｂとの仲違い 

ａ 本件生徒は中学１年の時から登下校を一緒にしていたＢとはとりわけ仲が

良かったが，９月下旬から１０月上旬頃の間，本件生徒は，駐輪場に置いて

あるＢが登下校時に用いる自転車用のヘルメットの中に，「月曜日から一緒

に学校に行けない」旨記載したメモを入れた。 

このメモを見たＢは，本件生徒から突然に登校を一緒にしたくないという

意思を示されたと理解して，当日直ちに自分の気持ちを手紙に書き，本件生

徒の自宅のポストに入れた。 

以後，Ｂは，本件生徒とは会話をしなくなり，無視するようになった。Ｂ

と仲良くしていたＭ，Ｎ，Ｃ，Ｄも，その雰囲気を察して，Ｂの行動と呼応

するように，本件生徒とは言葉は交わすものの以前のように親しく会話をす

ることもなく，距離を置くようになった。 

     ｂ なお，本件生徒がＢのヘルメットの中に入れたメモについては，     

                                   

                   Ｂは述べている。 

たしかに，メモの作成者については本件生徒自身ではなく，Ｆによって作

成された可能性も否定できないが，これが本件生徒の意思に反していたとま

では認められない。すなわち，上記のとおり，Ｂはヘルメット内のメモを見

たその日のうちに，本件生徒に対する返事の手紙を本件生徒宅のポストに投

函しているところ，もし，このメモが本件生徒の意思に反するものであれば，

本件生徒が直ちに真意ではないと弁明するであろうと思われるが，そのよう
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な反応はしていない。また，本件生徒の１０月２２日の日記に記載している

内容である「          」との文言や１１月６日，７日の日記に

記載されている「                         」

「                 」という表記は，Ｂとの仲違いの原

因が本件生徒の意思に基づいていることを示唆するものといえる。さらに，

Ｂの供述によれば，本件生徒からメモを受け取る直前の時期，本件生徒は登

校時，遅れてくるＢを待たずにどんどん先に行ってしまった事実があり，本

件生徒は，Ｂが遅れてくることに苛立っていたと思われること等も勘案する

と，メモをヘルメットに入れた行為が本件生徒の意思とは無関係に行われた

ものとは認定できないのである。 

ｃ 本件生徒は，Ｂに対し，一緒に登校しないことを告げたものの，メモを見

たＢが怒り，無視されるような事態になるとは全く想像していなかったが，

結果的には，Ｂが本件生徒を無視するようになっただけでなく，Ｍ，Ｎ，Ｃ，

Ｄとの間にも距離ができてしまい，本件生徒はクラス外の生徒との関係にお

いても孤立するようになった。 

   （エ）バスケットボールでの授業中再びひとりぼっちになったこと 

バスケットボールのチーム決めにおける仲間はずしがあった後の体育の授

業で，バスケットボールの試合が行われていたときに，５名のチームメンバー

のうちすでに４名がＡ，Ｈ，Ｆ及びＧと決まっている状況のもとで，あと１名

足りないということで，体育館のステージに上がって座っていた残りのグルー

プメンバーであるＩ，本件生徒，Ｊ，Ｋ，Ｌの５名から１名がチームに加わる

ことになった。 

すでにコートに入っている４名から１名加わるよう声をかけられたときに，

Ｉは即座に反応してコートに入り，チームメンバーに加わった。体育館のステ

ージ上には，４名が残ったが，Ｊ，Ｋ及びＬの３名は同じ部活に所属していて

仲が良く一緒に会話するなどしていたのに対し，本件生徒はこの３名とは離れ

ており，Ｉがコートに入ったことによって孤立してしまった。 

この出来事について，体育の授業が終わった後，本件生徒は，Ｉに対して「Ｉ

はＡのところには行かないって言ったのに（どうして行ってしまったの？）」

と泣いて訴えた。Ｉによれば，                     

                                   

                                   

            とのことであった。 

   （オ）文化祭（合唱コンクール） 

      １０月２４日は文化祭（合唱コンクール）が実施された。土曜日に実施され，

保護者が招待されていた。文化祭で披露する楽曲は自由曲と課題曲があり，本

件生徒は自由曲のピアノ伴奏を担い，自由曲の指揮はＦの希望によりＦが行う



   

22 

 

ことになった。 

文化祭（合唱コンクール）の本番に向けて，音楽の時間に練習が行われたが，

Ａを中心として真面目に取り組まない生徒も多く，また，Ｆの指揮もなかなか

上達しなかったことから，伴奏者であった本件生徒は苦労していた様子がうか

がわれた。他の生徒が，Ａに対して真面目に練習しようとは自分からは言いづ

らく，本件生徒がＡといつも一緒にいるので，本件生徒に「言える？」と尋ね

たところ，本件生徒は「言えないよ」と答えた。 

本番が近づいてもＦの指揮が上達しないので，教員間では指揮者を交代させ

ることも検討されたが，結局のところＦが続投することになり，本番を迎えた。

音楽の授業を担当していた学年主任の評価では，本番では演奏は無事に終わっ

たということであったが，演奏直後の本件生徒は，両親から見ると，これまで

に見たこともないような沈鬱な表情をしていた。 

   （カ）                   

                                   

                                         

                                   

                            

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

             

                                   

                                  

（キ）交換ノートにおけるＦの態度の急変に対する本件生徒らの対応 

  Ｉ，Ｆ及び本件生徒の３名は，２学期から交換ノートを行っていた。３名が

順番に学校や自宅でノートに書き込んでは次の人に回すというもので，１０月

上旬から下旬まで，頻繁にノートが交換されていた。 

１０月２２日，本件生徒は，「                    

  」と書くとともに，「                」と書いた。こ

れに対し，翌２３日，Ｆは「                      

                               」「  

   」と書いたところ，本件生徒は「                 

          」「      」と返事を書いた。 

１０月２９日になって，Ｆは，Ｉと本件生徒の態度に反発する形で，「  



   

23 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  」などと書いて，３名での交換ノートを止めると切り出した。 

  本件生徒は，Ｆの態度の急変に慌て，同月３０日，「           

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

        」と書いた。 

  Ｉは，同日，本件生徒の上記書き込みに続いて，「           

                                    

                                    

                」などと書き込んだ。 

  本件生徒とＩの上記書き込みを受けて，Ｆは，「             

                                   

                                   」

と書いているが，これに対し，Ｉは，           と書き込みをい

れた。 

   （ク）県立高校を併願できないとした７月の進路指導の訂正 

      担任教諭は，前述のとおり，１学期の７月の時点においては，私立高校を第

一希望とする場合，県立高校を併願することは認められないと述べていたが，

本件生徒が県立高校に確認をし，県立を第２志望にして併願受験をすることが

できることを確認し，担任教諭に伝えると，担任教諭は，平成２７年１１月に

なって，県立高校の併願受験が可能だというように認識を改め，同月６日，そ

の旨本件生徒に伝えた。しかし，担任教諭は先の間違いを正すために，本件生

徒の保護者には連絡することはなかった。 

なお，そもそも，当該中学校において，私立高校を第一志望とする場合に県

立高校の併願を認めないという取扱いはされておらず，７月の三者面談時点に
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おける担任教諭の進路指導は明らかな誤りであった。担任教諭は，７月に，県

立高校の併願は認められないと誤って告知したまま，１１月に至るまで長期間，

自らの過ちに気付かずに是正しなかったことになる。 

   （ケ）Ｂとの仲直り 

      前述のとおり，Ｂとの仲違いは，本件生徒にとって想定外の事態であり，約

１ヶ月にわたって，２年生まで最も仲が良く心のよりどころであったＢから声

もかけてもらえないという状況は本件生徒にとって耐え難い状況であった。本

件生徒は，Ｂとの関係悪化を気に病んでおり，Ｉ及びＦとの間で交わされた交

換ノートの中で相談したり，あるいは周囲の生徒にも相談していたが，１１月

６日に至って，Ｃの仲介により，ようやくＢとの仲直りを実現することができ

た。 

      本件生徒は，翌週同月９日頃，Ｂに対して，手紙を書き，「３年になって，

Ｂとはなれて，Ａとかと一緒にいるようになったけど，Ｂといる時と違ってス

トレスたまるし，疲れるし，文句言えないし…だから，Ｂにもイライラしてい

たのかもしれない。ごめん…先週，Ｂと話して学校であんなに落ちついたのは

久しぶりだった。」などと心情を述べた。 

   エ 音楽室のガラス破損事件と校内での指導等の経緯 

     本件生徒が自殺行為を行った当日である１１月１０日には，学校でガラスが割

れる事件（以下「ガラス破損事件」という。）があり，本件生徒は，Ａ及びＦと

ともに指導を受けている。ガラス破損事件と校内での教員の指導の経緯，生徒ら

の言動，本件生徒の様子等の事実関係は以下のとおりである。 

   （ア）平成２７年１１月１０日，掃除の時間が終わり，学級での帰りの会の前，Ａ

が，本件生徒及びＦを誘って，４階音楽室前に飾ってある絵を見に行った。本

件生徒はＡ，Ｆと一緒に４階まで上がった。本件生徒は，普段はＡやＦと行動

をともにするときに，自分一人だけ途中で別行動をとるということはほとんど

見られなかったが，この日は，一足先にその場を離れ，教室に戻るために４階

から３階に下りていった。 

本件生徒が音楽室前を離れた後，Ａは，音楽室の出入口扉を背に立っている

Ｆに向かって，２回にわたって両手でいわゆる「壁ドン」をしたところ，扉の

ガラスが割れてしまった。本件生徒は，４階から３階の階段を下りていったと

ころでガラスが割れる音を聞いたので，何があったかと思い４階に向かって上

がろうとしたところ，ＡとＦが４階から下りてきた。Ａ及びＦと本件生徒が一

緒になって４階と３階の間の踊り場にいたところに，ちょうど，ガラスが割れ

る音を聞いて階段を上がってきたｄ講師がやってきた。ｄ講師が，「音がした

けど何があったの？」と尋ねると，３名のうち１名が「ガラスを割りました。」

と答えた。 

ｄ講師は，３名の生徒の名前を確認してメモを取り，帰りの会のために教室
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に戻らせた後，ｂ教諭にメモを示して報告するとともに，職員室にいる学年主

任らにも報告した。ｄ講師は，学年主任らに対し，「３人が逃げた」という趣

旨の報告をした。 

（イ）Ａ，Ｆ及び本件生徒は，帰りの会に参加するために教室に戻ったところ，帰

りの会が始まる時間を過ぎていたため，担任教諭は３名に対し，遅れた理由を

質問したところ，Ｆが「あとで言う」と回答した。 

本件生徒は，自席の隣にいたＥに対して「私，何もやっていないのになんで？」

などと理不尽だと思う感情を表出しながら，怒りのやり場がないといった様子

で，やや乱暴に自席に着席した。これを見た周囲の生徒は，本件生徒が普段は

このような様子になることがなかったので印象的であったと述べている。 

（ウ）帰りの会の後，Ａは担任教諭に対し，音楽室のガラスを割ってしまった旨を

伝えた。他方，Ｆと本件生徒は，Ｉと音楽室前の出来事を話していたところ，

教員の誰かに話をした方がいいということになった。本件生徒らは，担任教諭

はＡと話をしており，担任教諭とは話せない状況であると感じたため，Ｉの所

属する部活の顧問であった３年２組の担任のｂ教諭に話すこととし，３年２組

の教室において，ｂ教諭に話をした。このとき，ｂ教諭から見た３名は，「ど

うしよう，どうしよう」というふうに，ひどく狼狽した様子であった。Ｉは，

「●●（本件生徒を指す）はいなかった。そのときはもう階段降りていて，そ

の割った瞬間を見てないんです。」，「だから●●（本件生徒を指す）は悪く

ないんです。」と慌てた様子で強く訴えており，本件生徒は，その近くで頷く

しぐさをしていた。Ｆは，本件生徒がいなかったこととともに，「Ａが壁ドン

をしてきてガラスが割れた。」というように，この場で初めて「壁ドン」でガ

ラスが割れたことを話した。 

ｂ教諭は，Ｆの服にガラスが入っているといけないから確認した方がよいと

述べ，Ｆ，本件生徒及びＩを更衣室へ向かわせた。その後，Ｆと本件生徒は，

割れたガラスの片付けを行うよう促された。ｂ教諭は，本件生徒らから聴き取

ったことを担任教諭に報告した。もっともｂ教諭は詳細を聴き取ってはおらず，

ガラス破損は壁ドンによって割れたこと，本件生徒はその場にはいなかったこ

とを担任教諭に伝えた。このとき，ｂ教諭は，本件生徒は無関係で悪くないと

いうＩらの訴えを直ちに受け入れることはできないと思っており，担任教諭も

同様の認識であった。 

（エ）学年主任，ｅ教諭及びｆ講師の３名が音楽室前において破損したガラスの片

付けを始めていたところに，Ａ，Ｆ，本件生徒がやってきて片付けに加わろう

としたが，学年主任は，「片付けの前に，まず言うべきことがあるんじゃない

の？」と問いかけ，ガラスが割れたいきさつ等を尋ねた。このとき，Ａが「絵

を見に上がってきて，自分が手をついたらガラスが割れた」と答え，Ｆは「一

緒にいただけ」と述べたが，本件生徒は何も述べなかった。 
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学年主任は，このとき，ガラスが破損した時点で本件生徒は一緒にいたとい

う認識であり，本件生徒が具体的にどこにいたのか，という点については確認

しなかった。 

（オ）その後，Ａ，Ｆ及び本件生徒が片付けを始めてから，Ｉも加わった。ガラス

は入口扉を挟んで，廊下側と教室側の双方に飛び散っていたところ，本件生徒

とＩは，ｅ教諭とともに，教室側の片付けをした。片付けをしている最中，本

件生徒は，「いやだな，いやだな」と独り言を言ったので，これを聞いたｅ教

諭が本件生徒に声をかけたところ，「下に降りようとしていて，割った現場は

見てないんです。」と本件生徒は説明し，独り言のように「上がらなければよ

かった。」と述べた。 

（カ）片付けが終わった後，学年主任は，Ａ，Ｆ及び本件生徒の３名に対し，「簡

単には割れないので気を付けるように。担任の先生に話して，教頭先生にも報

告するように」と指導した。この前後，ｅ教諭は，学年主任に対し，本件生徒

が「４階に上がらなければよかった，割ったところは見ていない」と述べてい

たことを伝えている。 

（キ）学年主任の指導の後，担任教諭が，Ａ，Ｆ及び本件生徒の３名と話をするこ

とになったが，３年３組の教室は，他の生徒がいるなどしたため，担任教諭は

保健室に３名を呼んだ。この時の担任教諭は，３名に対して，「今回悪かった

のは何？」と，３名が「悪かった」ことを前提に質問したところ，Ａが「ガラ

スを割ったこと」と話し，Ｆが「その後の行動。４階へ行ったこと」と答えた。

このとき，本件生徒は何も答えなかった。担任教諭は，本件生徒が何も答えな

かったことについて特段質問を重ねたり，本件生徒から個別に聴き取りを行う

等の対応はしなかった。担任教諭は，３名に対し，「ここに残っているという

ことは，何かしら自分が悪かったと反省しているからだと思います。」，「掃

除の後にはすぐ帰りの会があるので，余計なことをしなければこんなことにな

らなかった。」，「生活を引き締めるように」などと言って３名とも同じ責任

があるということを強調した。そして，担任教諭は，３名に対し，「こうなっ

た以上，元に戻さなければいけない」と述べてガラスの弁償の必要について話

をした。これに対してＡは「私が割ったので弁償します」と答えた。担任教諭

は，ガラスの破損については，直接的にはＡの行為によって生じた結果である

ものの，一緒に行動していた３名の連帯責任であると考えていたため，３名に

対し，弁償については保護者の方に確認する旨伝えた。このとき，Ａは，本件

生徒はガラスの破損に関係ないのに，それでも本件生徒の自宅に電話するのか

と担任教諭に尋ねたが，保護者に連絡するという担任教諭の方針は変わらなか

った。 

その後，担任教諭は，３名に対し，「他に何か言っておきたいことはありま

せんか。」と聞いたところ，特に何も返答がなかったので，教頭へ報告するた
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め３名を連れて職員室へ行った。 

（ク）職員室前の廊下において，教頭は，Ａ，Ｆ及び本件生徒から報告を受けるこ

とになった。この時点で，担任教諭は，本事案のガラスの破損に至る経緯，３

名の生徒たちの関与の状況などについて詳細な聴き取りをしていないため，教

頭に対して，本件生徒がガラスの破損時に離れた場所にいたこと等について報

告しなかった。 

教頭は，３名に対して，誰がガラスを割ったのかを確認し，Ａから「自分が

割りました」との報告を受けた上で，「社会に出ると自分がやった行動の責任

をきちんととらなければならない」旨を話し，今後気を付けるようにとの指導

をした。 

（ケ）教頭へ報告をした後，担任教諭は，３名に対し，「明日からしっかり生活す

るように」と述べた上で，帰宅を促した。Ａは，担任教諭に帰ってよいと言わ

れたので昇降口の方に向かったが，Ｆと本件生徒はその場に残った。そして，

本件生徒は，担任教諭に対して，「Ａが割ったのはただ割れたのではなく，壁

ドンをして割ってしまったこと」を訴えた。Ｆも「いきなり壁ドンを私にして

きて，そのときは割れなかったけど，もう一度壁ドンをした時，ガラスにＡさ

んの手が当たった時割れました。」と述べ，Ａ一人の行動でガラスが割れたと

伝えた。この本件生徒とＦからの発言について，担任教諭は，「なぜ，それを

さっき言わなかったの？」と聞いたところ，本件生徒は「友達を裏切ることに

なるから」と返答した。 

担任教諭は，「Ａさんがなぜ一人でやったといったのか，その意図はわから

ない。でも，事実はきちんとはっきりとさせた方がいいこともある。ここに２

人で残ることにも彼女は不信感を抱くかもしれない。明日，なぜＡさんがそう

言ったのか聞いてみます。」と述べた。 

   （コ）本件生徒は，担任教諭から指導を受けた後，教室に戻った。教室で本件生徒

は泣いており，担任教諭に厳しく叱責されたといい，自分は関係ないと訴えて

いた。本件生徒の周りには，Ｉ，Ｈ，Ｅがいた。この時の本件生徒は周りの生

徒から見て，顔全体を真っ赤にし，それ以前には見せたことのない激しい泣き

方だった。言葉を詰まらせ，嗚咽に近いもので，自分の意見がスムーズには言

えないほどの泣きようであった。Ｉらの後にやってきたＢは，余りに激しく泣

く本件生徒を抱きしめて慰めた。 

本件生徒は，叱責されただけでなく，ガラスの弁償もしなければならなくな

ると思っており，弁償の代金がいくらかかるのかを心配していた。 また，  

                   「もっと早く４階から教室に帰って

いればよかった」，「ｄ先生のせいでやってしまったことになっている」など

と述べていた。その後，下校時刻になったため，本件生徒はＩらに付き添われ

て下校した。本件生徒はＩらと帰途についたが，後に待ち合わせをしていたと
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ころでＢと落ち合い，Ｂと一緒に帰宅した。 

   オ 帰宅後の経緯及び本件生徒の様子 

   （ア）１１月１０日の夕刻は，雨が土砂降りであり，本件生徒は，土砂降りの雨の

中を１７時４０分頃帰宅した。家に着いた途端，母親に対して，ガラスの弁償

をしなければならないかもしれない等と述べた。母親は何のことだか分からず，

帰宅時刻が遅いこともあり，「どうしたの？」，「この時間まで何をしていた

の？」と本件生徒に尋ねた。本件生徒は，「Ａがガラスを割った。」，「私は

関係ない，知らない」等と述べたが，本件生徒の様子は尋常ではなく，話が要

領を得なかったことから，母親は担任教諭に電話をして事態の把握に努めよう

とした。 

（イ）担任教諭は自宅に電話をする予定であったが，担任教諭が電話をかける前に

本件生徒の母親から電話があったので，担任教諭は，壁ドンをしてガラスが割

れてしまった，本件生徒自身が割ったわけではないが，本件生徒が逃げる態度

をとったことが悪かった，などと述べるとともに，本件生徒が「給食時間など

開始の時間に席についていない」とか「今回も帰りの会に遅れたことが悪い」

などと話した。 

担任教諭は，母親に対し，「●●さん（本件生徒を指す）には，こうなる（ガ

ラスが割れる）ということは，元に戻さなければいけないよね，と言いました。

●●さん（本件生徒を指す）は何て言っていますか」と母親に尋ねた。母親が

「泣いています。関係ない。知らないと言っています」と答えると，担任教諭

は「泣いているということは本人も反省をしているということです。」と述べ

た。母親は担任教諭の発言内容と本件生徒の言い分とが噛み合っていないこと

から一旦電話を切り，改めて本件生徒に確認することとした。 

   （ウ）母親が本件生徒に改めて確認すると，本件生徒は「違う。違う」，「１人ず

つ聞いてくれなきゃ」，「自分は何も知らなかった」，「先に教室に帰るねと

言って，階段を降りたところで起きたこと。逃げてなんかいない」，「３人一

緒で聞かれて，私は知りません，やってません，とか本当のことが言えるわけ

がない」，「明日にらまれる」と泣きながら述べるだけであった。母親は本件

生徒の発言を受けて，「なんでにらまれるの？何でまたＡと一緒にいるの？」

と尋ねると，本件生徒は「１学期の携帯電話の件でＡと離れたら，私から無視

されていると言いふらされて，嫌がらせを受けた。」，「今日も何もしていな

いけど，明日，二人からにらまれる」，「行きたくない」，「学校行きたくな

い」と答えるとともに，「担任は，いじめられている子には冷たく，いじめて

いる子にやさしい」，「先生は全然見ていない。何も分かっていない。」と泣

きながら述べた。 

母親が，別のクラスの幼なじみの子と仲良くするのはどうかなどと話して何

とか気持ちを和らげようとしたが，本件生徒は，「同じクラスでないとだめな



   

29 

 

んだ」，「孤独は恐いんだよ」と述べて泣いた。母親が，「卒業まであと３ヶ

月。我慢できないの？」と尋ねると，「３ヶ月は長いんだ。大人はみんなそう

言うんだ。」と答えた。 

（エ）本件生徒は，携帯電話の管理を母親に委ねていたが，この日は，母親の許可

を得て，Ｂに電話をした。Ｂは，今後の学校生活について，本件生徒に，Ａや

Ｆではなく，ＩやＧと一緒にいればいいのではないかとアドバイスをしたが，

本件生徒は，Ｉ及びＧについて，「何を考えているか分からない」から不安に

思う旨返答をした。Ｂは，もしそうなら，クラスは違うけど行けるときには私

が行くし，本件生徒の方からＢのクラスの方にいつでも来てもよいと答えた。 

                                  

                                   

                                   

                  

                                  

                                   

                          

（オ）その後本件生徒は，母親が運転する車でつくばへ行き，ピアノの座学レッス

ン（ソルフェージュ）を受けて帰宅した。本件生徒は，車中では，いつもは好

きなＣＤを選んでかけながら口ずさむことが多かったが，この日は往復の車中

で全く歌うことをせず，普段は連れて行かない愛犬を同乗させ，静かに抱きか

かえているだけであった。 

                                  

                                   

                                   

                                   

    

   カ 本件生徒の自殺 

この日は，平日だったこともあり，母親は風呂の準備などの家事が忙しく，３

名揃ってゆっくり話をするという状況ではなかった。 

本件生徒は，帰宅後，車中と同様，とても静かにしており，母親は，当日の出

来事があまりにもショックだったのだろうと推測し，後日，本件生徒の気持ちが

落ち着いてからゆっくり話を聞いてあげようと考え，深く立ち入って話しかける

ことを控えた。母親は，２階の自室に上がっていく本件生徒に対して，「もう明

日の用意はしなくていいからお風呂に入りなさい」と声をかけたが，本件生徒は，

そのまま２階の自室に上がっていった。本件生徒は，２３時頃，自室にて自殺を

図り，翌１１日未明に死亡が確認された。 
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 ６ 本件生徒の日記 

   本件生徒の遺書は存在しなかったが，両親は，まもなく本件生徒の日記を発見した。 

日記には，自殺した日の約３週間前と３日前，本件生徒が自身の心理的に苦しい状

況が綴られていた。この日記の内容は，本件生徒の心情を理解するうえで重要であり，

当調査委員会は，本事案の評価に際しての重要な基礎資料と位置づけた。 

以下は１０月下旬から１１月上旬に綴られた内容の全文である。 

   なお，日記の中では，生徒の個人名は，実名のほか，ニックネームで表記している

箇所もあるが，特に両者を区別せずに，これまで同様，アルファベット表記としてい

る。 

2015.10.22 

もうやだ・・・あんなに学校が楽しいって思ってたのに…たのしくない 

気付かってばっかで自分が出せない 自分の性格もきらい。いやだ… 

Ｉがいなかったら，自殺してた。ありがとう。あとごめんね。本当に 

ＡとＦなんか変わっちゃった。 

どーしたの？自分は何にもしてないのに 

ひどい…。傷付く。ストレスがたまる。気分屋がきらいってＡ言ってたけど 

おまえもだよ  なんにも自覚してない。 

                    

                 

                                  

友達がいなくなるのが怖い。本当にこわい。 

怖い。いついなくな  ゃう（原文ママ）のかな。 

人付き合い上手くないからな… なんでだろう。心配でしょーがない。 

この気持ち だれも分かってくれない。いやだ もう 学校きらい 

○○（当該中学校名の略称）がきらい…になった。３年のある日突然から。 

２年は，こんなことなかった。３－３は幼なすぎるみんな。 

Ｉに文句ばっか言ってる自分がきらい。死にたいくらい。 

ピアノも勉強も，友達も なにもかもが上手くいかない。 

だから，死にたい。こんなふうになりたくなかった。 

自分が出せない自分に腹が立つ。なんで？ 

スマホ持ってないからかな。LINEしてないからかな。なにが悪いんだろう。 

                 

                     

                    

                            

３－３は，みんな冷たい。怖い。いじめられたくない。ぼっちはいやだ。 

自分の気持ちをだれかにぶつけたい。…だれかに‥ 
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今はピアノにぶつけてる。…でもそれじゃ 本当の音楽じゃない。 

でも受け止めてくれるのは ピアノだけ。全てを…何を言っても 

やりかえしてこない。ありがとう。苦しい。悲しい。さびしい。 

つらい。心が痛い。 

Ａお願いだから，耳打ちは，やめて おねがい。本当に。 

自分もつらい目に あってたでしょ？だから分かるよね…Ａ。 

信じてたい。こんなうちにも話し  てくれる（原文ママ）人に 感謝してる。 

ありがとう。ごめんね。ごめんね。言っても言っても足りないよ…Ｉ。 

10.23 

毎日が怖い。今日は，上手くいくのか いかないのか。 

家に帰ってからも，そのことばっかり 考えて，疲れた。明日も，ぼっち？ 

それとも上手くいくのかなって…怖くてしかたがない。 

毎日，不安な夜を過ごしてる。疲れがピーク。 

上手くいく日は，朝から分かる。だから，なおさら怖い。 

大丈夫。大丈夫。って自分に言いきかせても，目に涙があふれてくる。 

それを自分でごまかそうとしてる。いや…ごまかしてる。 

目は涙目だけど。学校では，泣きたくない。 

安心して楽しく学校生活を送りたい。ホッとしたい。 

明日は，ぼっちにされるのかな？ それとも上手くすごせるのかな？ 

不安。…大丈夫。おねがい…私を１人にしないで。おねがいだから。 

今日みたいな日が毎日だったらどれだけ楽しいか。 

Ａ Ｆ Ｈ Ｉ Ｇ …おねがい。これ以上苦しめないで。 

11.6,7 

自分が一番一緒にいて，落ちつくのは‥やっと気付いた。だれなのか。 

Ｂだったんだって。 

自分が今日まで（11.6）Ｂにどれだけひどいことをしたんだろう。胸が苦しい。 

二人きりで，話したらＦとかと違って顔見れなかった。 

罪悪感と不安とはずかしさで… 

うちにとってＢは必要だったんだ。もちろん，Ｉとかだって大好き。 

でも，Ｂはなにかがちがう。自分の中では姉みたいな存在だった。 

今は，クラスで生きていくためには，Ｉたちが必要…。 

Ｉたちは，友達の中で一番好き。Ｂは，‥分からない。 

友達，親友って何？15年生きてるけど分からない。 

Ｍ，Ｎ，Ｃ，Ｄ。→Ｂと仲良くしてたらうちと仲良くして， 
うちがＢを離したらもう終わり…なにそれ…？本当，分からない 
Ｂは，自分よりも大人だった。今も気使ってる…たぶん，それも苦しい 
一日だけ，一日だけでいいから，Ｂのそばにいたい。 
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そばにいって，言いたい事全て言いたい。 
Ｂは，うちの事きらいだよね。聞きたいけど… 
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第４ 本件生徒の自殺後市教委調査委員会解散までの経緯（当調査委員会の認定事実） 

 

１ 当該中学校に本件生徒の自殺が報告された１１月１１日当日の経過 

（１）５時３０分頃，市教委指導課長から教務主任の携帯電話に，当該中学校の生徒が

自殺を図って病院に搬送されたとの連絡があった。 

６時３０分頃，母親より学校に，本件生徒が死亡したとの電話連絡がなされた。 

７時３０分頃，教頭，学年主任，担任教諭が本件生徒の両親宅を訪問し，両親よ

り１１月１０日の下校後の様子について聴き取った。 

    ８時頃，校長が遅れて弔問し，同様の話を聴いた。 

（２）９時１０分頃，市教委教育参事及びｇ指導主事が来校して校長から聴き取りを行

い，今後の対応について協議を行った。 

    ９時４５分頃，教頭が本件生徒の両親宅に電話して，本件生徒の死亡理由につい

て外部者，全校集会等でどのように伝えるべきか（自殺であることを公表してよい

かどうか），両親の意向を確認した。その時点において，父親は葬儀打合せ中であ

ったため，両親で話し合って検討することとなり，一旦電話を切った。その後，１

０時４０分頃，両親からは，学校宛に死亡理由が自殺であることを公表してよいと

の回答があった。 

（３）１０時４０分頃，校長は市教委に対し，緊急連絡用事故報告（第１報）をＦＡＸ

送信した。 

（４）１４時３０分頃，県南教育事務所ｈ指導主事，市教委指導課長及びｇ指導主事が，

校長と打合せを行い，以下の点が確認された。 

① １２日に全校集会を実施すること 

② 生徒及び保護者の動揺を考慮し，「不慮の事故」とすること 

③ 調査を継続すること 

④ 保護者会の開催について 

⑤ 外部に対する伝え方について 

上記②及び⑤については，すでに死亡理由が自殺であることを公表することにつ

いて両親の了承を得ていたが，県南教育事務所からの提案により，全校集会や外部

に対しては，「思いがけない突然の死」という内容で伝えるのが相当であるとの判

断に至った。 

そこで，教頭は急遽本件生徒の両親宅に赴いて，両親に対してその旨説明し，了

承を得た。 

また，死因の公表をしないことから，両親の意向により保護者会も開催しないと

いうことになった。 

このとき，教頭から両親に対し，今後調査を実施していくこと（アンケートをと

る場合は事前に内容を両親に見せ，アンケート結果を両親に報告すること）が伝え

られた。 
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両親からは，ガラス破損に関する指導の件で，３名まとめて指導されたが，どう

して娘の言い分をもっと調べて聞いてくれなかったのか，との批判的意見が出され

た。 

（５）１９時から平成２７年第２回市教委臨時会が開催された。 

教育長が出張で不在だったため，教育部長が教育長職務代理者として指定され，

同人から，本件生徒の自殺の件につき，自殺に至るまでの１０日の概略的事実経緯

や，自殺に至った理由がわかるような聴き取りや調査を行い，調査結果を両親に伝

えることを確認されたこと等が報告された。 

（６）１９時２０分にスクールカウンセラーが来校し，事実確認，生徒の心のケア及び

今後の対応について打合せを行った。 

 そして，これを踏まえ，同日２１時から，３学年職員及びスクールカウンセラー

で打合せが実施された。 

 スクールカウンセラーは，「初期の対応で配慮すべきことは，デマを防ぎ，憶測

を生まないようにすることです。この無責任なデマや憶測によって傷つく人がでる

のを抑えなくてはなりません。このようなことを防ぐためには，いつ，どこからど

のような情報が入ったかを全職員でオープンにして共有していくことが今後も大切

になると思われます。これから緊急支援を行っていくうえで大切にしていきたいこ

とは，次の２点です。①今回のことで受けたショックがこれ以上深くならないこと。

②１日も早く先生や生徒のみなさんが安全と安心感をとり戻し，自然に通常の学校

生活に戻ることができるように……」などと記載したメモを配付するなどして，教

職員に対して注意喚起した。 

 この日のうちに，翌１２日の５校時までは通常日課とし，１４時５０分から全校

集会を開催し，その後，引き続き，３年生のみ残って学年集会を行うことが決定さ

れた。また，学年集会後は，３組の生徒は全員，１，２，４組の生徒は希望者のみ，

各クラスの担任教諭等による「カウンセリング」を実施することとされた。 

 

２ １１月１２日全生徒への報告と教員との面談 

（１）予定通り，１４時５０分から全校集会が開催され，本件生徒の死亡については「思

いがけない突然の死」として報告された。 

その後３年生の学年集会及び各クラスの担任教諭等による「カウンセリング」が

実施された。 

（２）教育部長は，取手市議会議員に対し，本件生徒の死亡が「思いがけない突然の死」

であると報告した。 

 

３ スクールカウンセラーによる生徒との面談（カウンセリング） 

（１）スクールカウンセラーは，１１月１３日以降１２月１７日までの間に，合計１５

名の生徒との面談（カウンセリング）を実施した。 
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（２）スクールカウンセラーは，生徒との面談（カウンセリング）にあたっては，生徒

に対し，スクールカウンセラー自身に守秘義務があることを伝えて話を聴いたが，

カウンセリングの内容について，担任，学年職員，市教委ｉ指導主事との間で情報

共有していた。 

 

４ 本件生徒の日記が発見された後の両親と市教委・学校とのやりとり等 

（１）１１月１６日，本件生徒の両親は，本件生徒自身が記載していた日記を発見した

として，学校に連絡した。 

同日，教頭と学年主任は，本件生徒の両親宅を訪問し，日記の存在及び内容を確

認し，市教委に報告した。 

（２）１１月１７日，教頭がガラス破損時の教員の対応について関係職員から聴き取り

を実施し，市教委に報告した。同日，指導課長が当該中学校に来校し，ガラス破損

時の対応と日記の内容を確認した。 

（３）１１月１８日，父親は，事実関係の調査を「公平な第三者」にお願いしたいとの

意向を示していた。 

（４）１１月１９日，校長は市教委を訪問し，生徒アンケート，生徒聴き取り調査につ

いて打合せを行った。 

同日，市教委はスクールカウンセラーに対し，日記に基づいて生徒から聴き取り

を行うことを依頼したが，スクールカウンセラーはこれを断った。 

（５）１１月２２日，本件生徒の両親，祖父，叔父が学校を訪問し，校長，教頭，担任

教諭及び指導課長同席のもとで，ガラスの破損の状況について，書面に基づいて説

明を受けた。 

（６）１１月２５日，指導課長は本件生徒の両親宅を訪問し，本件生徒の日記のコピー

を受領した。 

（７）教頭は，関係職員からの聴取結果に基づいて，１１月２９日付け「ガラス破損の

指導の記録」を作成した。この書面の中で，教頭は，「ガラスの指導」の問題認識

として以下の４点を指摘した。 

① 個別の対応が不足した指導であった点が課題 

→一人一人の状況が異なっていたので状況に応じた個別の対応が必要であ

った。 

② 先生の間の連携の不足が課題 

→ガラスの破損ということはもちろんだが破損時の状況について，指導する

先生の間で共有して指導につなげる必要があった。 

管理職への報告時にも情報共有が必要であった。 

③ 生徒の思いをくむという配慮が足りなかった点が課題 

→生徒が何も言わなかったという状態を「何も言えないその思いを聞く」と

いう配慮が必要であった。 



   

36 

 

④ 弁償という金銭に関わる内容についてわかるように伝えなかった点が課題 

→弁償は保護者への説明と了解により進める部分であり生徒に理解できる

ような伝え方が必要であった。 

（８）１１月２９日，教育参事及び指導課長は，本件生徒の両親宅を訪問し，両親及び

祖母に対し，６月の「携帯持ち込み事件」時の指導過程，ガラスの破損時の指導に

ついて報告するとともに，今後の聴き取りの進め方について話し合った。 

このときは，まずは，生活アンケートを実施し，何らかの記載を行った生徒から

の聴き取りを行うという方向性で合意がなされ，両親も，日記に名前が記載された

生徒にいきなり質問するのは個人攻撃になるから適切ではないとの意見を持ってい

た。 

（９）１２月１日，母親から市教委に電話連絡があった。その内容は，娘はいじめられ

て悩み，自殺したと思うので，クラス生徒全員及び日記に名前が記載された生徒か

らの聴き取りを希望するというものであった。 

応答した指導課長は，慎重に進めるべきことなので，電話での「やります」「や

りません」の返答はできません等と述べて回答を留保した。 

同日，教頭は，文化祭（合唱コンクール）前後の本件生徒の様子について関係職

員から聴き取りを行った。 

（１０）１２月２日の２０時頃，教育参事及び指導課長が本件生徒の両親宅を訪問し，

両親との間で，生徒からの聴き取りの進め方及び聴き取りの内容について話合いを

行った。 

 教育参事及び指導課長は生活アンケート用紙を改善したとして，両親に示し，理

解を求めた。父親は，「聴き取り時には，『娘が１０月～１１月にかけて書いてい

たものがあり，そこには友だち関係で悩んでいたことが記されている』ことを伝え

て良い」などと述べ，「アンケートには娘へのいじめ項目を具体的に含めたい」と

要望した。 

 これに対して，教育参事及び指導課長は，（それは）「難しい」，「アンケート

はこの形が妥当」，（持ち帰り記述式なので）「書く生徒は書ける」等と答え，結

局のところ，アンケートにおける「いじめ」に関する質問の中には，本事案に即し

た具体的な質問事項は盛り込まれなかった。 

 １２月１日に母親から要望のあった，日記に名前が書かれた生徒からの聴き取り

については，３年３組の生徒全員からの面接を行うことによって，日記に名前のあ

った生徒のうち５名の聴き取りが可能であるとし，他組の４名（原文ママ）の生徒

については，アンケートの記入状況等を踏まえて対応すると回答した。 

（１１）その後，教育参事及び指導課長は，母親の要望を入れてアンケート項目の修正

を行った上で，１２月４日，本件生徒の両親宅を訪問して，アンケート用紙の完成

版を示すとともに，面接の質問項目についても確認するなどした。 

（１２）１２月７日の午前，母親から指導課長に対し，本件生徒の制服のポケット内に
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「くさや」と書かれた付箋が発見されたとの連絡があった。 

同日夜，教育参事及び指導課長は本件生徒の両親宅を訪問し，「くさや」と記載

された付箋の存在及び内容を確認した。 

このとき，教育参事及び指導課長は，生徒から聴き取る項目を提示した。 

父親からは，今後，いじめ防止対策推進法に照らして進めたいとの意向が示され

た。 

 

５ 市教委による調査（アンケート及び面接）と両親への報告 

（１）アンケート用紙は，１２月７日の放課後に配付され，翌８日の朝回収された（９

日に残り分が回収された）。 

（２）１２月９日の午前中，指導課長及びｉ指導主事ほかによる３年３組の生徒３４名

（Ｅは未実施）からの聴き取りが実施された。 

    聴き取りの方法は，男子生徒と女子生徒に分けて，聴取者２名が対象者１名から，

マニュアルに基づいて所定の用紙を用いて聴き取る方法で実施された。記録上，３

時間（１８０分）で１７名から聴き取っているので，１名あたりの聴き取り時間は

平均して１０分余りとなるが，この点，指導課長は長くて１０分程度，短い人は３

分程度であると述べている。 

    この日の聴き取りにおいて，Ｆからは，「                  

                                      

                                     

                            」などと述べた。 

（３）アンケート用紙は，１２月１０日，学校から市教委に提出された。学校は，調査

に携わっているのは市教委であるとの認識のもと，アンケートの内容を確認してお

らず，市教委と情報共有をしていない。 

（４）１２月１０日，Ｂ，Ｃ，Ｄを含む４名（１２月９日聴き取りにおいて，「他のク

ラスでも本件生徒のことでわかると思う友だちはいますか」の質問に名前があがっ

た生徒）からの聴き取りが実施された。 

     この日の聴き取りにおいて，Ｃからは，「                  

                                      

         」との発言があった。 

（５）同日，２０時，教育参事及び指導課長は本件生徒の両親宅を訪問した。 

３８名分（３組在籍生徒３４名＋他クラス４名分）の聴き取りメモの生徒の名前

を匿名にしたものを両親の閲読に供した。 

この聴取結果を読んだことを受けて，両親は，１組，２組，４組の全生徒からの

聴き取りを強く希望した。 

（６）１２月１１日，両親の「早急に述べたいことがある」との申し出を受けて，教育

参事及び指導課長は本件生徒の両親宅を訪問した。 
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  両親からは，「家庭の厳しさを述べている生徒が数名いる。」，「娘の自殺の原

因が家庭の厳しさにあったように結論づけられないか」との懸念が表明された。 

 

６ アンケート及び面接調査後の両親と市教委・学校とのやりとり等 

（１）１２月１４日，教育参事及び指導課長は本件生徒の両親宅を訪問した。 

本件生徒の両親宅にはＰＴＡ関係者等が同席していた。 

このとき，両親，市教委，学校，ＰＴＡの４者が一堂に会し，「この１ヶ月を振

り返る会談を学校で持ちたい」との提案がなされ，同月１６日，「４者会談につい

て（案）」と題する，以下の内容が記載された書面が両親から提出された。 

① 目的 

本件生徒を取り巻く教員とクラスメートとの人間関係とそれを背景として

周辺で発生した各トラブルの全容解明と把握を目的とする。 

② 進め方 

いじめ防止対策推進法に基づいた調査，分析，指導，対策，各種手続きの有

無と経過，内容を遺族とＰＴＡ有志の方へ学校または設置者から報告する。

当報告に対し，遺族を代表としたＰＴＡ有志の方々の要望，意見を十分に聴

取し，その後のプロセスに反映することによって中立性，公平性，透明性の

確保を図る。 

③ 懸案骨子 

ⅰ）携帯の件，ガラス破損の件の全容 

ⅱ）本件生徒の日記に書かれたいじめの全容 

ⅲ）本件生徒と担任のかかわり全容，担任と日記登場人物，保護者とのかか

わり全容 

ⅳ）調査，資料を踏まえた総合的な分析，検証 

ⅴ）学校関係者（遺族，ＰＴＡ，全保護者，全教員，設置者上位機関）へ 

   の情報発信 

④ 期間 

平成２７年１２月１８日～平成２８年１月３１日 

但し，遺族希望により延期も可能とする。 

（２）１２月１８日，指導課長及びｉ指導主事らが，午前中に１組，２組の生徒，４組

の生徒数名から聴き取りを行った（４組の残りの生徒は２１日に実施）。 

（３）同日，２０時から当該中学校において第１回目の４者会談が行われた。 

出席者は，両親，市教委（教育参事，指導課長），学校（校長，教頭，教務主任，

学年主任，担任教諭），ＰＴＡ関係者であった。 

指導課長から，アンケート及び生徒からの聴取結果の概要が報告され，本件生徒

に対するいじめについては，いじめと思われることを見た・聞いたとの回答がなか

ったことが報告された。 
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  父親は，「いじめ防止法における重大事態ではないのか。日記がある。苦しんで

いた記述がある。死んでいる。」と訴えたが，指導課長は，「いじめ防止対策推進

法で…原因となったいじめがあったのかどうかのための調査が，まさに今回のアン

ケートであり，生徒面接による聴き取り。直接，生徒に調査する，面接して聴き取

るのが正確であり，国内での他の事例でも同様に調査が進められる。岩手，名古屋

等。アンケートではいじめについて自分以外の他の生徒のことについても回答でき

るような形式。その結果はいじめ回答はゼロでした。面接でも，本件生徒に関して

友人関係の悩みはあったと答えているが，いじめがあったと答えている生徒はいな

い，ということが面接でわかったのです。調査から判断させていただくといじめに

よる自殺であったとは判断できない，ということです。」などと述べて，本事案が

「重大事態」（いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号）であることを明確に

否定する回答をした。 

  両親は，ガラス破損事件については，関係している生徒本人から事実経緯等を詳

しく聴き取ることを求めるとともに，本件生徒の日記に名前の出てくる生徒とその

親に対する聴き取り調査を依頼した。指導課長は，後者の調査依頼について，「調

査の依頼希望はここでお聞きできるが，今，この場でやる，やらないと言うことが

できない。……特に３年生の１２月ということは，１月に受験を迎える直前であり，

承諾がなくて進められることではない」，「調査は保護者の承諾がなければできな

い任意のものであり，今ここで私が調査できるか否か回答することはできない」な

どと述べた。 

  この４者会談の最後に，両親は，「私らの提案（日記に名前のある生徒とその親

への聴き取り，ガラスの件でさらに生徒への聴き取り）に関して何らかの回答を示

してほしい」と述べた。 

（４）教頭及び学年主任は，１２月２２日にＡから，同月２４日にＦから，それぞれ，

ガラス破損に関する経緯について聴き取りを行った。 

（５）１２月２４日の２０時頃，教頭及び指導課長は，本件生徒の両親宅を訪問し，両

親に対し，ガラス破損事件に関するＡ及びＦからの聴取結果について，書面を示し

て報告した。 

  このとき，両親は，日記に名前の出てくる生徒からの聴き取りを要望したことに

ついての学校の対応について確認したところ，指導課長は，生徒の保護者の承諾を

得て行う任意の調査であること，受験期間に入るため保護者の判断を尊重しながら

学校側と調整する必要があることを述べた。 

（６）１２月２８日，校長，教育参事，指導課長は，１６時頃，本件生徒の両親宅を訪

問した。 

父親は，すでに２名の生徒に自宅に来てもらって話を聴いたとして，聴取内容の

メモを提示したうえ，日記に名前が記載されている生徒からの聴き取りについて，

生徒の保護者への働きかけの状況について確認したところ，指導課長は，時期的に
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は１月下旬が適当であると述べ，校長も，働きかけはしていきたいと思うが，入試

が終わった生徒について随時実施することを考えていると回答した。 

両親が，急いでいる，もっと早く実施してもらいたいという希望を強く述べたと

ころ，結局，日記に名前が記載された生徒の保護者には，１月４日から６日の間に

聴き取りを実施することについて了承を得る方向で働きかけ，もし保護者からどう

しても難しいと言われれば，受験が終了した後に実施することについて了承を得ら

れるべく働きかけることとなった。 

なお，この日のやりとりの中で，日記に名前のある生徒からの聴き取りは，市教

委ではなく当該中学校の教員が実施することが確認された。 

（７）両親は，当該中学校の生徒を自宅に呼んで，本件生徒に対するいじめの事実，交

友関係，担任教諭との関係性等，本事案に関する諸事実について聴き取りを行った。 

 １２月２１日から１月１７日までの間に聴き取りを行った生徒は合計１８名であ

り，４月１日以降も新たに９名の生徒から聴き取りを行った。 

 

７ 両親による聴き取り調査を踏まえた市教委・学校とのやりとり等 

（１）１月７日，教頭及び指導課長は本件生徒の両親宅を訪問した。 

１２月２８日以降，両親は，当該中学校の生徒からの聴き取りを精力的に実施し

ており，その内容を説明するとともに，教頭に対し，日記に名前のある生徒からの

聴き取りについて保護者に依頼した結果の報告を求めた。 

  両親による聴き取りの結果，本件生徒を「くさや」と呼ぶなど，本件生徒に対す

るいじめの存在が明らかであるとして，Ｇ，Ｉについては，自宅で話した内容を学

校でも再確認してほしいと求めた。 

（２）当該中学校においては，１月８日から２９日までの間，本件生徒の日記に名前が

記載されていた生徒からの聴き取りに加え，すでに両親が聴き取りを行った生徒の

うち，Ｅ及びＪからの聴き取りが実施された。 

（３）２月３日の１９時３０分頃，教頭及び指導課長は本件生徒の両親宅を訪問し，両

親に対し，上記の生徒らからの聴取結果の記録を開示した。 

 父親からは，「なぜ，娘の日記に自分の名前が書かれていると思うか？と尋ねな

いのですかね。なぜ，私たちが記述した以上のことを聞き出そうとしないのですか

ね。問題意識がないからそういう聞き方になるのではないですか。これでは聴かれ

る生徒は自分がなぜ娘の日記に名前が出るのか問題意識を持たないのではないか」

との発言があり，これを受けて，教頭は，日記を適宜読み上げながら，また，本件

生徒の両親宅メモを確認しながら尋ねたことを伝えた。 

 さまざまなやりとりの後，指導課長は，「日記に名前がある生徒から聴き取るこ

とについては，１２月からどの時期にどのように行うかを慎重に検討して来た。ま

た聴き取った後で，それを文字にして，再度，生徒に，この内容で良いかどうかの

確認を行った。また，聴き取りの時には，●●さん（本件生徒の両親を指す）の意
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向を汲んで，日記の該当箇所を読み上げながら尋ねた。聴き取りについては，これ

が最後になります。」と述べた。 

 ３時間半にわたる面談の最後の頃，父親からは，これで聴き取りが終了だという

のであれば，第三者調査委員会での調査としたい，との発言がなされた。 

（４）２月１０日の２０時から，当該中学校において，第２回目の４者会談が実施され

た。 

出席者は，本件生徒の両親，代理人弁護士４名，市教委（教育参事，指導課長），

学校（校長，教頭，教務主任，担任），ＰＴＡ関係者であった。 

市教委からは１２月に実施した生徒のアンケート回答及び全生徒からの面接聴取

結果の説明がなされ，学校側から，１月に実施した生徒からの聴取結果として，「く

さや」の件，「耳打ち」の件，バスケットボールのチーム決めの件，連れ回しの件，

Ｂとの喧嘩の件，文化祭（合唱コンクール）の件等，具体的な説明がなされた。 

校長からは，自殺に至るまでの原因，状況がはっきりしないとの見解が示された。 

両親の代理人は，本件生徒の自殺に至るまでの事実関係の解明のため，第三者委

員会の設置を申し入れるとともに，独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下

「スポーツ振興センター」という。）の災害共済給付申請につき，両親や代理人と

情報共有しながら災害報告書等の必要書類の作成について協力しつつ行うことを求

めた。 

第３回目の４者会談を３月１６日に実施することが決まった。 

 

８ 保護者会開催に至るまでの経緯 

（１）その後，両親から学校に対し，臨時保護者会を開催してほしいとの申し入れがな

され，２月２２日，同保護者会に代理人弁護士を参加させたいとの意向も表明され

た。 

（２）２月２５日，校長から両親に対し，保護者会を３月１２日に実施すること及び同

保護者会においてはこれまでの調査の経緯のみを説明することを伝えた。 

（３）２月２６日，両親の代理人は，当該中学校に対し，３月１２日に予定されている

保護者会において，遺族の独自調査結果の説明の機会を与えることを申し入れた。 

（４）２月２９日，校長が本件生徒の両親宅を訪問し，保護者会の内容の打合せを行っ

た。３月１２日に予定されている保護者会では，学校側のみから，調査の経過説明

だけにとどめるとの意向に変わりはなかった。 

（５）３月１日，両親は嘆願書を持参して当該中学校を訪問し，校長に対し，賛同者署

名付きの嘆願書を提出し， 

① 保護者会開催日を卒業式（３月１０日）前に設定すること 

② 学校説明において本件生徒にあったことの調査経過のみならず，学校・教育

委員会によって行われた調査の内容，結果に関して説明を行うこと 

③ 保護者会への両親及び代理人の出席を許可すること 
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④ 両親から，本件生徒の人物像に関する説明を許可すること 

⑤ 両親からの独自聴き取り調査の背景・目的・調査内容・結果に関して説明を

許可すること 

を求めた。 

（６）この後，学校側と両親との間で保護者会について協議を継続し，３月８日に臨時

保護者会を開催することが決まり，同月７日に開催通知が発送され，同月８日，１

９時３０分から同保護者会が開催された。 

   保護者会には，全保護者３７７名中２５６名が参加した。 

   保護者会においては，教頭から，本件生徒の自殺以降学校側として行ったことの

経過説明がなされ，他方，父親からも聴き取り結果を踏まえた事実関係等が示され

た。 

   教頭は，父親の説明について，独自の調査結果であり，学校側が行った聴取結果

とは食い違いがあるため，「今後，学校側及び市の教委で調査した結果により専門

家で構成されるメンバーによって調査を行う予定でおります」と述べ，その結論が

出た時点で，生徒及び保護者に対して説明をする予定であると説明した。 

 

９ 市教委臨時会による「いじめによる重大事態に該当しない」との議決及び市教委調

査委員会設置に至るまでの経緯等 

（１）３月４日，校長は，市教委と協議の上，市教委に対し，重大事態発生報告書を提

出した。 

 同報告書において，校長は，重大事態の態様について，「児童生徒や保護者から

いじめによって重大事態に至ったという申し出があった」としたが，当該中学校の

見解として，「いじめかどうかおよび学校生活と自死との関連は判断できない」と

記載した。 

（２）両親の代理人は，３月１４日，スポーツ振興センターの災害共済給付の申請にあ

たって必要な「災害報告書」を校長に提出し，校長の了承を得ていたと理解してい

たが，両親の代理人は，市教委から，校長がスポーツ振興センターに対し，本件生

徒の自殺の原因を判断できないと報告する予定であると聞いたため，校長に対して，

意向を確認するとともに，災害報告書案に疑義があるのであれば，３月１６日に開

催される予定の第３回４者会談で明らかにするよう要望した。 

（３）３月１６日の平成２８年第１回市教委臨時会の開催に先立ち，市教委事務局は，

本事案について，「重大事態発生報告書が提出されたので，この事案が重大事態に

該当するかの判断を求める」議案（議案第８号）を提出し，事前に教育委員に対し，

議案と関連資料が送付された。 

本事案においては，生徒の自殺が発生しているのであり，両親がその原因につい

ていじめであると訴えているのであるから，文部科学省の基本方針によれば，いじ

め防止対策推進法第２８条第１項第１号の重大事態に該当するのであって，市教委
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臨時会が重大事態の該当性の判断をする必要性は全く無いが，その点について，こ

の議案提出前，市教委事務局において提出議案の検討会が実施されたときには，教

育長，教育部長，教育参事及び指導課長の誰一人として，かかる議案を提出するこ

とを疑問視する者はいなかった。 

（４）３月１６日，平成２８年第１回市教委臨時会が開催された。 

  市教委臨時会では，指導課長が事務局として議案説明を行うとともに，教育委員

の質問に対して，教育長とともに回答した。 

  教育委員に配付されていた資料は，以下のとおりであり，この中には，文部科学

省の基本方針や当該中学校が１月に生徒から聴き取りを行った結果を記載した書

面は含まれていなかった。 

・平成２８年３月４日付け校長名の重大事態発生報告書 

・平成２７年１１月１１日付け校長名の緊急連絡用事故報告（第１報） 

・いじめ防止対策推進法抜粋（第２８条の部分） 

・資料１ １１月１３日付け教頭名の緊急連絡用事故報告（第２報） 

・資料２ 「１１月１０日（火）の『ガラス破損』について」 

・資料３ １２月７日配付の生活アンケート用紙 

・資料４ １２月９日に市教委が実施した聴き取り事項メモ 

・資料５ アンケート及び面接の結果 

・資料６ 両親の調査結果のまとめ 

・資料７ 平成２８年２月１０日付け両親の代理人の災害共済給付申請の申 

入書 

・資料８ 本件生徒の日記 

（５）指導課長は，「いじめがなかったと結論づけた理由は何か」との教育委員の質問

に対し，全生徒へのアンケート結果，３年生全生徒との面接の結果から，本件生徒

に対するいじめについて他の生徒の発言がなかったことを根拠に挙げた。 

教育委員から，保護者と学校側の聴き取りの食い違いを質問されると，「保護者

は…明らかに事故者がいじめられていたという前提のもとに」聞いているとして，

第三者性に欠け，信用性が乏しいものであるかのような回答をし，学校側の聴き取

りにおいても基本的には保護者が聴き取りを行った事実と同様の事実関係が明らか

になっていることを報告しなかった。 

他方，教育長は，本件生徒の日記の内容を詳細に紹介しながら，いじめの有無に

ついて，「いろいろ交友関係の中で悩んだりしていることが読み取れるけれど，い

じめられているという事実がいろいろ書かれていると判断するのは難しいのかなと

感じがしております。」と述べ，また，「アンケートでも面接でも，そして，その

後の日記に書かれていることについての面接を通しても１人ぼっちではなかったし，

いじめられているのを見たとかいう表現はないので，いじめがあったということは

非常に判断しにくいかなと思っております」と述べた。さらに，いじめと自殺との
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因果関係についても，本件生徒が自殺行為をした当日の両親の発言を受けて本件生

徒が「自分の気持ちは誰にもわからない」という発言をしたことからすると，当日

の突発的な事が大きかったという気がするなどと，自身の意見を表明した。 

（６）市教委臨時会の第８号議案審議の中では，保護者がいじめにより自殺に至ったこ

とを疑い，主張していることが明らかになっており，前述のとおり，この時点で法

的には明らかに「重大事態」（いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号）とい

えるものであるが，市教委臨時会に出席していた教育委員の誰一人として，そのこ

とに気付く者はなく，教育委員長自身も事務局から用意されたシナリオに基づいて，

漫然と議事を進行し，市教委臨時会として「いじめによる重大事態に該当しない」

と議決するに至った。 

なお，かかる議決がなされた後，市教委臨時会として，両親からの申し入れがあ

ったことを踏まえ第三者委員会を設置することについて異議なしとの結論に至って

いる。 

（７）同日，１７時１５分から取手市役所において，市教委による臨時記者会見が行わ

れた。 

  市教委からは，教育長，教育部長及び指導課長の３者が出席した。 

  この記者会見において，市教委は，アンケート及び面接の結果から，いじめが認

められることはなかったと述べた。 

（８）同日２０時過ぎ頃から当該中学校において第３回４者会談が実施された。 

  出席者は，両親，代理人弁護士４名，市教委（教育参事，指導課長），学校（校

長，教頭，教務主任，学年主任，担任教諭），ＰＴＡ関係者であった。 

  この会談において，２月１０日に要請のあった第三者委員会の設置について，市

教委臨時会で設置が承認されたことが報告されたが，その前提として「いじめによ

る重大事態に該当しない」と議決されたことの報告はなされなかった。 

  両親の代理人から，自殺の原因が判断できない理由を尋ねられると，校長は，第

三者委員会の判断に委ねたいと回答した。 

（９）３月２２日，校長は，平成２７年１１月１２日から平成２８年１月２９日までの

間に当該中学校全生徒及び教員を調査対象としたアンケート調査，聴き取り調査の

経過と内容をまとめた「調査資料」を作成した。 

 

１０ 市教委調査委員会の解散と記録の廃棄 

（１）上記のとおり，平成２８年３月１６日，市教委のもとに調査委員会を設置するこ

とが議決され，同年７月１２日以降，継続的に市教委調査委員会が開催され，ヒア

リング調査等が実施された。 

市教委調査委員会は，第三者性を確保すべく，市教委事務局が関与しない形で調

査活動を継続していたところ，平成２９年５月２９日，両親から，市教委に対して，

市教委調査委員会が，本事案がいじめによる重大事態に該当しないとの平成２８年
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３月１６日付け市教委臨時会の議決に基づいて設置されたもので，いじめ防止対策

推進法第２８条に基づく調査委員会ではないとの理由で，調査の中止と解散の申し

入れがなされた。 

（２）市教委は，同月３０日，文部科学省の指導を受けて「いじめによる重大事態に該

当しない」との議決を撤回した。 

同月３１日，市教委は，文部科学省からヒアリングを受け，経緯を説明したとこ

ろ，文部科学省からは，①日記，友人の証言などを改めて確認し，いじめを認めて

スタート地点に立ち返ること，②今回の事案を，文部科学省の基本方針により，い

じめの重大事態としてしっかり認識すること，③ご遺族に寄り添うよう努めること，

④原点に立ち返り，調査委員会の組織について見直しも視野に検討すること，とい

う助言がなされた。 

（３）同年６月２日，平成２９年第３回市教委臨時会が開催され，市教委調査委員会の

解散を求める申し入れを受諾するとの議決がなされ，同月１２日，市教委調査委員

会は，第９回調査委員会をもって解散するに至った。同日，両親より，市教委調査

委員会の調査結果公表差し止めを求める申入書が提出された。 

その後，市教委調査委員会の調査内容が記録された資料が廃棄されたとのことで

あるが，市教委に確認したところ，市教委調査委員会の解散後，市教委が，市教委

調査委員会委員に対し，同委員会の調査内容が記録された資料の提出を依頼したと

ころ，市教委調査委員会からは，調査内容は不完全なもので，遺族から調査結果を

公表しないでほしいとの要望があるため，今後開かれるであろう新たな調査委員会

への影響を考慮し，調査内容については一切報告せず，審議経過の概略のみ報告し，

併せて，調査資料の一切を廃棄する，との回答を受けたとのことであった。 
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第５ 事案の検証及び評価 

 

 １ はじめに～本事案の特徴 

（１）第３に記載した認定事実のとおり，本事案においては，本件生徒の学校生活は２

年生までは，友人にも恵まれ，心理的にも安定し，充実して楽しいものであったの

に対して，３年生になると，交友関係も大きく変化した。１学期終わり頃には，「携

帯持ち込み事件」を契機としてＡと距離を置こうとしたが，Ａから「●●（本件生

徒を指す）に無視されている」と言いふらされるなどの「反撃」にあって苦しい状

況に置かれ，本件生徒の方からＡに近づいていくということがあり，このようにし

て形成された関係性を背景にして，２学期以降は，耳打ちをされ，「くさや」と言

われるなど，本件生徒は，同じクラス内の生徒からさまざまな行為をされるように

なったのである（２（３）で後述するとおり，これらの行為は，本件生徒に対して

心理的苦痛を与えるものであり，「いじめ」に該当する。）。 

（２）ところで，認定した事実の経緯からは，本件生徒に対するいじめの背景には，担

任教諭の学級運営や指導等の言動が少なからず影響していることが浮かび上がっ

ている。 

たとえば，２学期に入って本件生徒に対して繰り返された耳打ち・口パク，「く

さや」発言の行為者の１人であるＨがこのような行為に及んだ主たる動機は，   

  であったＥの隣の座席になりＥと仲良く話していた本件生徒に対する嫉妬であ

ったが，この嫉妬を招来したのは担任教諭によって行われた席替えであった。担任

教諭が本件生徒をＥの隣の席にしたのは７月であり，１０月も同じ席にすることに

よって，Ｈの本件生徒に対する嫉妬心は高まったといえるが，担任教諭にはこのよ

うな状況に対する配慮は全く見られなかった。 

また，２学期になって，本件生徒は，休み時間や教室の移動等で，ＡやＦと一緒

に行動することが多く，英語の授業等では，授業開始に遅刻してくることが時々あ

り，Ａ及びＦが担任教諭の指示に従わないので，担任教諭は，結果的に，本件生徒

のみを指導し続けることとなったが，このことは本件生徒に対する理不尽な思いを

抱かせただけでなく，本件生徒の周囲にいる生徒のその後の行動，Ａ及びＦのその

後の行動にも少なからず影響を与えたのであり，結果として，Ａ及びＦと本件生徒

との間の「いじめ関係性」（この意味は，２（２）イで後述する。）を固定化し，

新たないじめを誘発させうる土壌を作ってしまった。そもそも，本件生徒は，Ａ等

と行動するようになる前は遅刻してくることなどなかった模範的な生徒だったので

あるから，担任教諭としては，このような本件生徒の変化にこそ気付いてそのよう

な行動の背景を探るべきであったのに，そのような配慮も見られなかったのである。 

さらに，本件生徒が自殺行為をした当日のガラス破損事件においては，本件生徒

は，ガラスが割れた時点では，その現場にいなかったのであるが，担任教諭は，ガ

ラスの破損についてＡ，Ｆ及び本件生徒の連帯責任であると決めつけて本件生徒を
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指導したため，本件生徒は，ガラスの破損はＡ一人に責任があると弁明をせざるを

得なくなり，Ａ一人を悪者にしたことがＡに知られてしまうと翌日からいじめられ

るのではないかと怖れるような心理に至った。結果的には，本件生徒はこの直後自

殺したため，Ａの更なるいじめが表面化することはなかったが，このときの担任教

諭の言動は，新たないじめの火種となり得たのである。 

 （３）担任教諭の指導等の言動は，クラス内の生徒によるいじめに影響を与えたという

のみならず，本件生徒の心理状態にも直接の影響を与えてきたという点も軽視する

ことができない。 

    ７月の三者面談（進路指導）では，都内の音楽科の高校の単願を希望する本件生

徒に対し，単願受験を認めるかどうかは，今後の生活態度を見て決めるという趣旨

の発言をしているが，この発言は，本件生徒に対し，学校を欠席することは控えな

ければならないとの思いを抱かせるとともに，クラスの中でＡ，Ｆ等と行動をとも

にすることによって不本意に遅刻し，叱責されている本件生徒に対し，進学に向け

ての不安感，焦燥感を与えたことが推認される。そして，１１月のガラスの破損に

関する指導では，教員側に問題行動と位置づけられることによって進学に不利に働

くことへの不安は高まったものと見られるうえ，ガラスの弁償にも言及され，本件

生徒はそれまでになかったほどに顔全体を真っ赤にし，嗚咽に近い状況で激しく泣

いていたというのであって，本件生徒の心理的な傷つきの程度は極めて高かったも

のということができる。 

 （４）以上述べたとおり，本事案は，担任教諭の学級運営や指導等の言動が，クラス内

の生徒の関係性に変化をもたらし，本件生徒に対するいじめを誘発し，助長した，

という点に大きな特徴がある。行為者は生徒と教員という，全く別の主体であり，

かつ，生徒と教員が意図するものは全く別のものであるが，客観的な事実経過の中

では，両者はいわば一体的に，補完し合いながら，本件生徒の心理に影響を与えて

いったとみることができるのである。 

学校内でいじめなどの問題行動があり，エスカレートしていった場合に，担任教

諭一人の学級運営，指導等の問題として捉えるのは不十分であって，校長，教頭等

の管理職をはじめ他の教員のフォローがどうなっていたのか等も検討すべきことは

いうまでもないが，それでも，担任教諭の言動は，意識的なものであれ無意識的な

ものであれ，当該クラス内の生徒の関係性に与える影響は大きいといわざるを得な

いのであるから，本事案の特徴を上記のように分析する必要性は高いのである。 

 （５）当調査委員会は，以上のような基本視点に立って，本事案の評価を行うものであ

る。 

本件生徒の自殺に至る事実経過の中では，生徒の行為と教員の行為が混在してい

るが，評価としては，行為者ごとにそれぞれの行為の内容及び問題性を捉えたうえ

で，それらと自殺との関連性を論じることとした。 
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 ２ 本件生徒に対してなされた行為及び本件生徒を巡る出来事の評価 

 （１）いじめを考察するに際しての留意点 

ア 本件生徒の立場に立って心身の苦痛の有無を考えるべきこと 

いじめ防止対策推進法上，「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。 

このように，いじめは被害者の心身の苦痛に基礎を置く概念であり，本事案に

おいて，本件生徒が心身の苦痛を感じるような行為を他の生徒が行ったのかどう

か，という観点からいじめ該当性を検討する必要がある。そして，本件生徒の心

身の苦痛の有無及び程度の検討については，行為者の行為そのものの性質から，

一般的に考えて心身の苦痛を感じる程度の行為であるといえるものもある一方，

一般的には必ずしも心身の苦痛を感じる程度の行為とはいえないものであっても，

本件生徒が当時置かれていた，他の生徒との関係性も含めた具体的な状況を踏ま

え，本件生徒と同じ立場に立った場合に心身の苦痛を感じる，といえるものもあ

る。 

文部科学省の基本方針は，「個々の行為が『いじめ』に当たるか否かの判断は，

表面的・形式的にすることなく，いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要

である。」「この際，いじめには，多様な態様があることに鑑み，法の対象とな

るいじめに該当するか否かを判断するに当たり，『心身の苦痛を感じているもの』

との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。」とし

ているところ，このような問題意識は，当調査委員会のいじめ認定においても当

然に妥当するものである。 

     このように，いじめに該当するかどうかは，行為の対象者の立場に立って考え

るべきであるから，行為を行った生徒が，遊びやふざけであり悪気はなかったな

どと弁明したとしてもいじめの成否には影響しない。また，いじめを行った生徒

の方に，指導にあたって配慮すべき個人的または家庭的事情等があるとしても，

それは指導にあたって留意されるべき事情であって，いじめの認定にあたり躊躇

することがあってはならない。 

   イ いじめ集団の四層構造について 

     いじめは，いじめる子どもといじめられる子どものほか，いじめをはやしたて

面白がって見ている子どもたち（観衆）と見て見ぬふりをしている子どもたち（傍

観者）の四層構造が密接に絡まり合った学級集団全体の中で起こっていると古く

から指摘されている。「観衆」がいじめる子どもを積極的に是認し，いじめに加

担する存在であることはいうまでもないが，「傍観者」も，いじめを抑止するど

ころか，かえっていじめを黙認し，いじめっ子を支持する存在となる（（森田洋
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司・清永賢二「新訂版 いじめ 教室の病い」１９９４年，４８～４９頁）。 

     本事案において，いじめがあったのか，それを誰が行ったのかという認定は重

要であるが，その点にとどまらず，周囲にいた生徒たちが，いじめを目の当たり

にしてどのような態度を取っていたのか，それがいじめの継続や本件生徒の心理

状態にいかなる影響を及ぼしたのかという考察を欠かすことはできない。 

   ウ いじめ空間の閉鎖性について 

（ア）一般的に，いじめは，疎遠な間柄や日頃から仲の悪い子どもたち同士で起き

ると考えがちであるが，実態は逆で，「よく遊ぶ友だち」の間でいじめが起き

ているケースが最も多く，特に女子のいじめはその傾向にあるとされている。 

学校や学級のような「組織」を逃れることは容易ではないのに対し，友人関

係は逃れようとすれば逃れられると考えがちであり，事実，深刻ないじめに遭

っている子どもに，教員やカウンセラーが，いじめる子どもたちとの関係を絶

って，別のグループの子どもたちと付き合うよう勧めることがある。しかし，

それでも依然として関係を切ろうとしない場合が少なくない。たとえいじめが

あろうとも，親密な友人関係は，彼ら（彼女ら）の居場所であり，それなりに

充足感を与えてくれるからである（森田洋司「いじめとは何か」２０１０年，

９０～９２頁）。 

森田は，いじめ空間の閉鎖性について，学級集団のような「物理的閉鎖性」

とは区別して，「集団や社会関係へのかかわり方のなかで築き上げられ，囲い

込まれてゆくもう１つの檻」である「社会的閉鎖性」を観念し，その１つとし

て，「人間関係による囲い込み」を挙げている。人間関係のしがらみをかぶせ

て人と人をつなぎ止めたり，集団と個人とを結びつけようとする傾向は日本人

に特に強く見られる傾向であり，個人が他者に依存したり，どこかのグループ

の傘の中で自分の存在を確保しようとする志向が強ければ，その個人はそれだ

け人間関係のしがらみにつなぎ止められることになるという。いじめっ子とい

じめられっ子の関係は，学級の中では遊び仲間であり，教員の眼には仲の良い

友だち同士として映っていることも少なくない。いじめられる側もこれらの社

会的な呪縛があるために，いじめられても再び彼ら（彼女ら）と一緒に行動す

ることになるのである。このように物理的閉鎖性と社会的閉鎖性は，両者が相

俟っていじめられた子どもの逃げ場を狭めつついじめの広がりを拡大している

と指摘しているのである（森田洋司・清永賢二「いじめ 教室の病い」１９９

４年，６３～６５頁）。 

（イ）上記のような学級集団の閉鎖性については，いじめられている生徒の内心の

変容という観点からの説明もなされている。 

特に，からかい・悪口・陰口・仲間はずれや無視など，暴力を伴わないいじ

め（心理的いじめ）がなされたとき，学級集団の中では，通常の市民社会と異

なり，いじめを行う生徒とも同じクラスの仲間として付き合っていかなければ
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ならないから，いじめをされた生徒は，いじめをする生徒とも仲良くしてもら

おうと必死になる。通常の市民社会の自由な人間にとっては，いじめをする者

を友だちとせず，気楽に互いの真実を語り合える者を友だちとするのは通常の

ことであるが，閉鎖的な学級集団の中では，自分を傷つける「友だち」との関

係に苦しむとき，より美しい関係を求めて友だちの選択をするのではなく，ク

ラスの「友だち」とうまくやっていけるよう自分の内心の方を変容することが

強いられると指摘されている（内藤朝雄「いじめの社会理論」２００１年）。 

同じクラス内のいじめが行われる場合，いじめをされた生徒は，いじめをし

ている生徒を遠ざけるのではなく，「仲良くしてもら」い，更なるいじめを受

けないようにするために，一緒になって行動するということがよく起こる。こ

のような行動をとらざるを得ない生徒にとっては，外形的・表面的には自由意

思に基づいていると見える場合であっても，心理的には半ば強制され，苦痛を

感じている場合があることに留意しなければならない。 

（２）本事案における「いじめ」評価の方法 

  ア 当調査委員会が取り上げる「いじめ」について 

いじめ防止対策推進法上，生徒が一定の人的関係にある子どもに対し，何らか

の心理的又は物理的な影響を与える行為を行い，行為対象となった子どもが心身

の苦痛を感じるということがあれば「いじめ」に該当する。 

この法律上の「いじめ」の概念は，行為の内容や程度，継続性の有無，行為者

の主観を問わず，行為の対象となった子どもの心身の苦痛に基礎を置くものであ

るところ，「いじめ」をこのような広い概念で捉えるのは，「いじめ」は，これ

を放置し，あるいは教員が適切な対処を行わないと，徐々にエスカレートし，子

どもの人格形成に重大な影響を与えるだけでなく，ときには，生命・身体に重大

な危険を生じさせるおそれがあるため（同法第１条），学校現場におけるいじめ

の早期発見と適切な対処を可能にすべく，射程を広げたものと位置づけることが

できる。 

もともと学校は子どもの集団生活の学びの場であり，複数の人格のぶつかり合

いの場である以上，傷つけ・傷つけ合いが起こることは必然である。その中には，

必ずしも援助者である教員の介入がなくても，教員の見守りの中で，子ども自身

の能力によって解決に向かうものもある一方，子ども同士の関係性（ただし，固

定的なものでなく流動的なものである。）から，それを放置し，または適切な対

処をなさないことによって，行為の対象となった子どもの心を傷つけ，人として

の尊厳を侵害し，生命の危険を招来する場合もある。教員は，子どもたちの様子

を不断に観察することによって，子どもたちを巡る数多い事象の中から，高度の

専門性をもって，教員による適切な介入が必要な事象を適切に拾い上げて対処す

る必要がある。 

当調査委員会の調査目的は，中学３年生の自殺という痛ましい事件が発生した
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ことを受けて，主として，自殺に至るまでの事実関係を解明し，これを踏まえて，

究極的には，本事案と同種の事態の発生を防止することにあるから，援助者たる

教員の介入が明らかに必要だと認められる「いじめ」を取り上げることとした。 

   イ 個々の行為を超えて生徒間の関係性を俯瞰的に捉えることの重要性 

生徒間に優位・劣位の関係性が構築され，いじめが行われるようになると，と

りわけ閉鎖的な学級集団の中では，いじめられる子ども（劣位にある子ども）が，

いじめている子ども（優位にある子ども）と仲良くしてもらい，更なるいじめを

受けないようにと必死になり，自分の心を変容させることが起こり得ることはす

でに述べたとおりである。 

いじめを受けている子どもの学校生活は登校時から下校時まで継続するが，い

じめている子どもといじめられる子どもとの優位・劣位の関係性がひとたび形成

されてしまうと，その関係性の中の学校生活上の出来事には，加害者から被害者

へのいじめ行為と，被害者から加害者への「接近」あるいは「迎合」行為が，そ

れらを明確に区別することが困難なほど混淆し，いわば一体化することから，そ

の関係性全体を俯瞰する必要がある。心理的いじめをされている子どもは，いじ

めを受けているときに心理的苦痛を感じるだけでなく，閉鎖的な学級集団の中で

生きていくため必死に心を変容させる過程でも心理的苦痛を感じるのであるから，

個々のいじめ行為による心理的苦痛のみを問題とするのでは，いじめの本質に迫

っているとはいえないのである。 

また，いじめを受けている子どもは，学校にいる時間帯だけでなく，自宅に帰

った後でも，翌日の学校生活を想像して不安にさいなまれ，宿題が手に付かず，

余暇を心から楽しめず，ぐっすりと眠ることもできない。このように，いじめら

れている子どもにとっての心理的苦痛はまさに２４時間継続するのである。そう

だとすれば，個々のいじめ行為を超えて，子どもに苦痛を与え続ける，いじめて

いる子どもとの関係性そのものを正しく捕捉し，介入し，援助することが重要と

なる。 

そこで，当調査委員会は，このような，いじめ加害者から被害者に対してなさ

れる個々のいじめ行為，被害者から加害者への「接近」あるいは「迎合」行為を

包摂した，被害者に心理的苦痛を与え続ける生徒間の関係性全体を「いじめ関係

性」と位置づけ，さらに考察を加えることとした。他の生徒による本件生徒に対

する何らかの行為を観念し，あるいは，証拠上認定することが困難な場合であっ

ても，広く「いじめ関係性」の中に位置づけられる出来事については，これを積

極的に捉えることによって，周囲からは見えにくいいじめの本質につき注意を喚

起したいと考えたからである。 

ただし，上記のとおり「いじめ関係性」の中に位置づけられる出来事について，

証拠上は明らかにならないが本件生徒を心理的に傷つけるいじめ行為が存在して

いる，ということも十分にあり得ることに留意すべきである。 
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 （３）本件生徒に対してなされた行為のいじめ該当性 

上記（１）のいじめを考察するに際しての留意点を踏まえつつ，（２）の「いじ

め」評価の方法に基づいて，まずは，本件生徒に対してなされた行為がいじめに該

当するかどうかを判断する。 

   ア 耳打ち及び口パク 

Ａ，Ｆ及びＨが，本件生徒に対してわざと視線を送りながら本件生徒がＥと仲

良くし合っていることを耳打ちしたり，声に出さずに視線や口元を動かして（口

パク）本件生徒のことを揶揄したりするなどした言動は，３名対１名という人数

比で，本件生徒の言動を陰湿な方法で非難し，仲間はずれにするというものであ

り，こういった言動を連日のように繰り返された本件生徒の不安感，孤立感は容

易に想像することができる。 

本件生徒は，１０月２２日に，日記に内心の苦しさを赤裸々に吐露している。

「苦しい。悲しい。さびしい。つらい。心が痛い。」と綴った後で「Ａお願いだ

から，耳打ちは，やめて おねがい。本当に。自分もつらい目にあってたでしょ？

だから分かるよね…」と，耳打ちをされることによる心理的苦痛を訴え，止めて

ほしいと強く願っていることがわかる。本件生徒は，このように感じながらも，

Ａらに対して直接は言うことができず，心の苦しさを，日記を綴ることで吐き出

していたのである。 

このように，行為の性質からしても，本件生徒が心理的苦痛を現実に訴えてい

たことからしても，耳打ち及び口パクがいじめに当たることは明らかである。 

   イ 個別アルバムへの書き込み 

     Ａ及びＨによって行われた「個別アルバム」へのメッセ―ジの書き込み，すな

わち，Ａによって行われた「●●（本件生徒を指す）ってほんとうんこだよ ク

ソってるね！                            キモ

ーｗ 」との書き込みや，Ｈによって行われた「●●（本件生徒を指す）きらー

い。うざーい。まじないわー。クソやろー。とくに      とかｗ くそわ

ろたｗ」との書き込みは，本件生徒の人格を誹謗中傷する文言であることは否定

できない。将来にわたって手元に残るアルバムにこのような書き込みをされれば，

心理的苦痛を感じるのが一般的であり，本件生徒に対するいじめと評価すべきで

ある。 

なお，お互いにふざけあって書いただけであり，本件生徒が傷ついているとい

うことはないとの弁明がなされているが，このような書き込みが冗談として許容

されるのは，少なくとも，ＡやＨと本件生徒との間に，強い信頼関係で結ばれ，

相互に冗談で書き合えるような対等な関係性が存在する場合でなければならない。

そのような関係性があれば，書き込みが単なる冗談として本件生徒に対して心理

的苦痛を与えないという場合も稀にあり得るかもしれない。しかしながら，本件

生徒は，ほぼ同じ時期に，Ｈのアルバムには，「Ｈとは違って正直に書くんで！
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『○○（Ｈが所属していた体育祭のグループ名）』に負けたのマジ悔しい…Ｈ→

ＬＯＶＥ！！ なんてねｗｗ（早く教えろよー）」と書いており，Ｈの人格を誹

謗中傷するような書き込みを一切していないのである。両者の書き込みを比較す

ると，Ｈの書き込みは明らかに一方的であり，相互にふざけて書いたといえるよ

うな対等な関係性は認められない。 

本件生徒は，「うんこ」「くそ」などと書かれることが嫌なことであるという

明確な認識があったがゆえに，本件生徒からは，「正直に」書くことしかできな

かった（したくなかった）のであって，本件生徒には，たとえ嫌なことであった

としても，ＡやＨの書き込みを無抵抗に受け入れざるを得なかったという，両者

の力関係の差違がうかがわれる。 

ＡやＨが冗談半分であったとの弁明をしたとしても，書き込みをされた本件生

徒から見ればどのように感じるかということが重要であり，また，本件生徒の立

場からすればこのようなことを書いてほしくないことは明確であるにもかかわら

ず，本件生徒が強く言い返してこないという関係性の中で，誹謗中傷する汚い言

葉を書いたという事実に着目する必要がある。アルバムへの書き込みのいじめ該

当性は，Ｈが「うっそよーん♡ 大好き♡ あいしてる♡ うふふ♡」と冗談である

ことを書き込んだからといって減殺されるものではなく，Ａ及びＨの書き込みは

いじめに当たるというべきである。 

ウ 「くさや」発言等 

くさやは，いうまでもなく，独特の臭いをもつ魚の干物を指し，この呼称で呼

び続けることは「臭い」と言い続けることに等しい。仮に，くさやというものの

存在を知らなかったとしても，くさやの語感からして「臭い」を連想させるもの

であるから，意味を知らずに「くさや」と言っていたとの弁明がその行為を正当

化することはない。 

「くさや」と連日のように言われ続ければ誰もが心理的苦痛を感じることは明

らかであって，Ａ，Ｆ及びＨが，本件生徒を「くさや」と呼び続けることは明ら

かにいじめである。 

また，Ａ及びＦは，それだけでなく，本件生徒の手を引っ張って，複数の生徒

に対して，本件生徒を示しながら「嗅いでみて。」「臭くない？」などと言って

いたのであり，思春期の中学生が同級生の前で何度もこのように言われ続けるこ

との屈辱感は容易に想像することができる。 

本件生徒がこのような行為をされたとき，本件生徒は，苦笑いをしていた。周

囲の生徒は，「臭くない？」と言われ「臭くないよ」と答えるなどして，Ａ及び

Ｆに同調しなかったことは認められるが，そのようなことをされている本件生徒

に対して，かわいそうだと思っても，止めさせるような行動や態度をとることが

できなかったのであり，本件生徒は，屈辱感に加え，クラスの中で味方がいない

ことに著しい孤立感を感じていたものと推測される。そして，クラス内の他の生
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徒の傍観者的対応が，いじめの継続を容認，促進してしまったといえる。 

このように，本件生徒を「くさや」と呼び，臭いと触れ回ったうえ，さらに，

付箋に「くさや」と書いて本件生徒のノートに貼り付ける行為はいじめであり，

本件生徒の自尊心を著しく傷つけるものであるといわなければならない。 

エ バスケットボールのチーム決めにおける仲間はずし 

体育の授業のバスケットボールのチーム分けが生徒による自主的決定に委ねら

れた場合，チーム分けをいわゆるグーパーで決めることはよくあることである。 

本事案においては，本件生徒を「うざい」と考えたＨが本件生徒を別チームに

することを画策し，ＡやＦがこれに同調し，ＧやＩに対し，グーを出すよう指示

し，本件生徒だけがパーを出すことによってはずれることを狙ったものであり，

Ｈ，Ａ及びＦによる，本件生徒を仲間はずれにするいじめに当たることは明らか

である。 

このグーパーにおいて，Ｈは，本件生徒は運動が苦手なため，本件生徒と一緒

のチームになると試合に勝てなくなるから，強いチームにするために本件生徒を

はずすことを画策したのではないかとの見方もあり得るが，Ｈが，この当時，本

件生徒に対する嫉妬心を有しており，本件生徒を「うざい」と言っていたことは

周囲の生徒の供述からも明らかであり，Ｈの意図は，強いチームにするためでは

なく，主として本件生徒をはずすためであったものと推認される。 

また，百歩譲って，Ｈが，強いチームを作りたいという目的で本件生徒をはず

すことを画策したのだとしても，グーパーという偶然性によってチームを決める

というルールの中で，本件生徒以外の全員が，実は意図的に本件生徒をはずそう

としていたということを本件生徒が認識したとしたら，本件生徒が疎外感，孤立

感を抱くことは明らかである。本事案においては，Ｈらの画策が，結果的に，本

件生徒の認識するところとなってしまったため，本件生徒は疎外感，孤立感を抱

き，Ｉに泣いて訴えたのである。 

したがって，本事案におけるバスケットボールのチーム決めにおける仲間はず

しは，Ｈらの動機にかかわらずいじめに当たるのである。 

 （４）本件生徒を巡るさまざまな出来事についての評価 

    次に，他の生徒によって本件生徒に対してなされた行為とまではいえないものの，

すでに述べた「いじめ関係性」の中に位置づけられる出来事と評価し得るかどうか，

検討する。 

   ア １学期末における本件生徒からＡへの「接近」について 

本件生徒に対するいじめはいずれも２学期に行われており，「本件生徒を巡る

さまざまな出来事」として事実認定した出来事も２学期に起こっていることであ

るが，すでに１学期の終わり頃の時点で，本件生徒とＡとの関係性が形成され，

この関係性に基づいて，２学期以降のＡによるいじめ行為が行われたものと位置

づけることができることから，まずこの点に言及する。 
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本件生徒は，携帯持ち込み事件の後，Ａから距離を置こうとすると，Ａから「●
●（本件生徒を指す）から無視されている」などとクラスの生徒たちの前で非難

されるようになり，二度とクラスの友人たちの前で無視されたとか不本意な悪口

を言われたくはないとの思いを抱き，一方，クラス内の他の生徒と安定した友人

関係を形成することができなかったこともあり，やむなく，Ａと表面的であって

も仲良くするしかないと考え，Ａに対して，本件生徒の方から仲良くしたいと申

し出て，再び，Ａと行動をともにするようになった。 

本件生徒は，Ａと距離を置こうとしたものの，結局心理的に苦しくなり，その

状況から抜け出すために，自分の方からＡに近づいていったのであるが，このよ

うな本件生徒の行動は，閉鎖的な学級集団の中では，通常の市民社会と異なり，

自分が真に付き合いたいと思っていない生徒とも同じクラスの仲間として付き合

っていかなければならないから，そのような生徒とも仲良くしてもらおうと必死

になる行動として説明することが可能である。閉鎖的な集団の中では，一旦形成

された「友人関係」のしがらみに捕らわれてしまい，互いの気持ちが通じ合う者

を友だちとすることができなくなってしまっているのである。本件生徒は，一旦

距離を置こうとしたものの，やはり仲良くしたいとＡに申し出たことによって，

Ａが本件生徒を仲間に入れてあげたということで，Ａの本件生徒に対する優位性

が確立されたと見ることができる。 

   イ 本件生徒がＡやＦと一緒に行動していたことについて 

Ａ及びＦと本件生徒は，休み時間や教室の移動等で，一緒に行動することが多

かった。トイレに寄るときに，ＡやＦがトイレに入り，髪を整えたり，話をした

りしている間，本件生徒が廊下等でＡやＦの教材等を持って待っているというこ

とがしばしばあり，また，本件生徒が，本当はピアノのレッスンのために帰宅し

なければならない時間なのに，ＡやＦらのことを気にして帰宅することができな

いことがあった。本件生徒が自殺行為を行った当日も，掃除の時間が終わった後，

学級での帰りの会の前に，本件生徒はＡに誘われてＦとともに４階音楽室前に飾

ってある絵を見に行っている。 

本件生徒がＡやＦと一緒に休み時間等に行動していたことが，Ａらから強制さ

れてのものだったという事実までは認定できないが，２学期は，本件生徒に対し

て複数のいじめがほぼ同時期に集中して行われていたこと，ＡやＦと一緒に行動

しているときの本件生徒の様子が決して楽しそうではなく暗い表情であったとい

うことが複数の生徒の供述から明らかになっていること，Ａと本件生徒との間に

は，１学期末の時点で優位劣位の関係性が形成されていたこと等からすれば，本

件生徒の行動は，先にも述べたとおり，閉鎖的な学級集団，「友人関係」の中で

形成されたしがらみに捕らわれた行動であるとみるのが自然である。本件生徒は，

いじめを行うＡやＦとの間でも，「仲良く」してもらいたい，仲間はずれにされ

たくないと思い，自身の心を変容させて，必死にしがみついていこうとしていた
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のではないかと推測される。 

     閉鎖集団の優位劣位の関係性の中で，本件生徒が心理的苦痛を感じながら行動

していたであろうことは容易に推認し得るところであり，本件生徒の行動は，「い

じめ関係性」の中の出来事と説明することが可能である。 

   ウ ９月下旬から１０月上旬頃のＢとの仲違いについて 

本件生徒は，９月下旬から１０月上旬頃の間，駐輪場に置いてあるＢが登下校

時に用いる自転車用のヘルメットの中に，「月曜日から一緒に学校に行けない」

旨記載したメモを入れ，結果的には，このメモを見たＢが怒り，無視されるよう

になっただけでなく，Ｍ，Ｎ，Ｃ，Ｄとの間にも距離ができてしまい，本件生徒

はクラス外の生徒との関係においても孤立するようになった。自宅も近く，一番

の仲良しであったＢから無視され，話もできない状態になるなどということは，

本件生徒は全く想像もしていないことであったが，自分自身の行為によって，結

果的にこのような事態に至ってしまったことで，いじめに苦しんでいた本件生徒

がさらに大きな心理的ダメージを受けたことは容易に推測される。 

ところで，このメモをヘルメットに入れた行為が本件生徒の意思とは無関係に

行われたものと認定できないことはすでに述べたとおりであるが，本件生徒のこ

の行動が本件生徒の本心からの行動であったのかどうかは疑問が残るところであ

る。 

もちろん，Ｂと一緒に登校することによって，学校に遅刻してしまい，その態

度を担任教諭から咎められるなどして進学に影響するかもしれないという不安が

あっての行動ではないかと思われるが，他方で，この当時，本件生徒は，クラス

の中でいじめられ，孤立しないようにと必死になっていたと思われる時期であり，

同じクラスに所属しているＩ，Ｆ，Ｈと一緒に通学して「仲良く」しなければな

らないと思い，Ｂと登校することを止めたという見方もできる。また，すでに形

成された学級内の閉鎖的な「友人関係」をより強固にしようとするＦらの心理的

圧力に押された結果，本件生徒がそのような行動を選択したという可能性も否定

できない。 

当調査委員会は，Ｂのヘルメットの中にメモを入れたという行為をしたときの

本件生徒の心情を確定的に認定することはできないが，本件生徒とＢの従来の関

係性からして，本件生徒の行動の不自然さは否めず，そこに，周囲の生徒との関

係性に配慮しての複雑な心情を推測せざるを得ないのである。この本件生徒の行

動は，「いじめ関係性」の中の出来事と説明することが可能である。 

   エ Ｉ及びＦとの間の交換ノートについて 

     Ｉ，Ｆ及び本件生徒による交換ノートは本件生徒が自殺する直前まで継続され，

１０月上旬から下旬まで，３者により頻繁に書き込みがなされており，３名は全

く問題なく仲良くしているようにも見える。 

     すでに認定したように，Ｆから本件生徒に対する複数のいじめがなされたこと
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を前提とすると，この三者間の関係性をどのように捉えるべきかとの疑問が呈さ

れるかもしれない。 

しかしながら，１０月下旬に，Ｆが突然態度を急変させ，交換ノートを続ける

のを止めようと言い出すと，本件生徒がＦに対して即座に謝り，Ｆを引き留めて

いるというやりとりをみると，ここでも，自分に対していじめを行う生徒とも同

じクラスの仲間として付き合っていかなければならないという閉鎖空間の必然性

の中で，何とか「仲の良い」関係性を継続し，「安定」を求めようと必死に自分

の心を変容させている行動としてみることができる。一般論として，特に女子の

場合，一緒に仲良くしているように見える者同士の間でもいじめが起こっている

こと，そして，いじめがあっても，その関係性を解消し新たな関係を求めること

が困難であることを指摘したが，Ｆとの関係においても，同様のことが指摘でき

るのであって，「いじめ関係性」の中の出来事と説明することが可能である。 

なお，本件生徒の１０月２３日の日記には，本件生徒が，「明日もぼっちにさ

れるのか」「それとも上手く過ごせるのか」と毎日不安を抱えて過ごしているこ

とが訴えられており，最後の方には「今日みたいな日が毎日だったらどれだけ楽

しいか」と，１０月２３日は，不安に怯えながらの日々の中で，ほんの束の間，

本件生徒にとって心が安らぐ日だったことがうかがえる。この１０月２３日に対

応する交換ノートの記述を見ると，「                    

   」と書いた本件生徒に対し，Ｆが「                  

            」と書き，本件生徒が「              

             」「      」と返事をしている記述がある。

このやりとりから推測するに，本件生徒はこの日ＩとともにＦから      

   などしており，本件生徒にとって，継続的に繰り返されるいじめを一時的

に忘れさせてくれるような時間であったことが推測される。このように，継続的

にいじめられる子どもの学校生活は，毎日びくびくと不安を抱えながら過ごしつ

つも，今日は何事もなく過ぎ去ったと安堵の胸をなで下ろす刹那もあるのが実態

であるが，本件生徒の日記のように，いじめられている子どもの心は決して安ま

ることがなく，苦しみの連続である。 

いじめられている子どもの心理的苦痛は，個々の行為のみならず，生徒間の関

係性そのものから生じているということをすでに述べたが，そのことは，本件生

徒の日記の内容からも十分にうかがい知ることができるのである。 

 

 ３ 本事案における学校及び教員の対応 

 （１）はじめに 

   本事案は，すでに述べたとおり，担任教諭の学級運営や指導等の言動が，クラス

内の生徒の関係性に変化をもたらし，本件生徒に対するいじめを誘発し，助長した，

という点に大きな特徴があり，生徒のいじめと担任教諭の指導等が，いわば一体的
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に，補完し合いながら，本件生徒を心理的に追い詰めていったとみることができる

事案である。 

   そこで，指導等の問題性については，指導等の個別の内容ごとに検討を行うこと

とするが，その前に，本事案は，本件生徒に対するいじめが厳然と存在していたに

もかかわらず，教員が誰一人としていじめを認識せず，何らかの対処もしなかった

という事案であるから，まずは，その点についての教員及び学校の体制の問題性に

ついて論じ，次に，指導等の問題性について検討する。 

 （２）当該中学校の教員が本件生徒の自殺前にいじめを認知できなかったことについて 

   ア いじめの早期発見 

（ア）いじめは大人の目の付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあい

を装って行われたりするなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われる

ことが多いから，たとえ，ささいな兆候であっても，いじめではないかとの疑

いを持って早い段階から複数の教職員で的確に関わり，いじめを隠したり軽視

したりすることなく，積極的に認知する必要がある。 

そのためには，日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め，生徒が示

す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに，教職

員相互が積極的に生徒の情報交換を行い，情報を共有する必要がある。 

なお，指導に困難を抱える学級や学校では，学校の対応がそちらに注力され

ることとなり，暴力を伴わないいじめの発見が一層難しくなることに注意しな

ければならない。 

   （イ）いじめの早期発見のための措置 

      いじめの早期発見を可能とするため，学校は，定期的なアンケート調査や定

期的な教育相談の実施等により，いじめの実態把握に取り組むとともに，生徒

が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気を作る必要がある。この雰囲気を作ると

いうことの中には，生徒がいじめを訴えたり，見聞きしたことを伝えたりした

場合，そのことによって自己に不利益が及ぶことはないということを十分に説

明し，安心感を持たせるということが含まれる。生徒が書いたり話した内容に

ついて，学校側がその情報を不用意に漏洩するなどといったことがないよう慎

重な配慮が求められることは当然である。また，生徒が勇気を出して情報提供

しても，提供された情報が適切に活用され，いじめへの対処・解決につながっ

ていかなければ，その後の情報提供を期待することは難しい。このようにアン

ケートや教育相談はただ実施すれば良いというものではなく，それによって得

られた情報をどのように取り扱い，活用するのかという学校側の方針を明確に

立て，それを生徒たちにも積極的に知らせ，相互理解を進めることによって，

いじめを訴えやすい雰囲気を粘り強く醸成することが重要なのである。 

      また，定期的なアンケートや教育相談以外にも，いじめの早期発見の手立て

は，休み時間や放課後の雑談の中などで生徒の様子に目を配ったり，個人ノー
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トや生活ノート等，教職員と生徒の間で日常行われている日記等を活用して交

友関係や悩みを把握したり，個人面談や家庭訪問の機会を活用したりすること

などが考えられる（以上，文部科学省の基本方針別添２「学校における『いじ

めの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」）。 

      なお，当該中学校は，いじめの早期発見のための取組として，以下の①から

⑧を挙げている。 

① 教員と生徒の普段のかかわり 

② 組織での検討 

③ 学校生活アンケートの実施 

④ 教育相談の充実 

⑤ 「いじめ防止」に向けた保護者の啓発 

⑥ 家庭及び地域との連携 

⑦ 関係諸機関との連携 

⑧ いじめ問題に対する研修の充実 

   イ 本件生徒に対するいじめを認知しなかった学校・教員の体制の問題性 

   （ア）本事案において，本件生徒が自殺する以前において，当該中学校の教員は誰

一人として，当調査委員会が本件生徒に対するいじめに当たると認定した事実

そのものを認知していなかった。この点は，生徒の認識とは対照的であった。

もとより，いじめが大人に気付かれにくい場所・時間に行われることは否定で

きないが，当該中学校の教員がいじめを全く認知できなった理由，背景として

以下の事実を指摘することができる。 

   （イ）すでに指摘したとおり，３年生の１学期である平成２７年７月６日に実施さ

れた学校生活に関するアンケート結果から，３年３組の生徒のうち少なくとも

３分の１の生徒が，担任教諭を，生徒の相談に親切に応じていない教員である

とみており，担任教諭自身も，生徒の方から担任教諭に腹を割って相談してく

るという関係性が失われていたと思っていた。クラス内で行われる，教員にと

って見えにくいいじめを発見するには，教員が生徒の日常的な様子を把握する

こととともに，教員と生徒の間に，教員が生徒から自然に情報を得ることがで

きるような信頼関係が形成されていることが必要であるが，担任教諭とクラス

の生徒との間にはそのような信頼関係が形成されていなかった。もし，担任教

諭が，生徒からもたらされた情報に基づいて，いじめを行っていたＡ等に対し

ても毅然と対処することができ，それによって事態が好転することを期待でき

ると生徒から思われるような教員であれば，本件生徒に対するいじめについて

担任教諭のもとに情報がもたらされた可能性があるが，担任教諭に対して生徒

がそのような期待を抱くことのできる状況はなかったのである。 

   （ウ）また，担任教諭が，生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようにす

るためのアンテナを張っていなかったということも指摘することができる。 
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      まず，生徒が書いたアンケートに基づいて何らかの対処を行った形跡がない

ということである。前記７月のアンケートでは，すでに述べたとおり，クラス

の３分の１の生徒が「先生は生徒の相談に親切に応じている」とは感じておら

ず，また，「いじめなどを心配しないで安心して生活している」というアンケ

ート項目について「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した生徒が

３名いるが，このような回答をした生徒が具体的にどのような事実に基づいて

そのように回答したのか，ということを聴き取るなどの試みはなされていない。

アンケートは記名式でなされているから，個別の聴き取りを行うことは可能で

あるし，行うべきであるが，担任教諭は行わなかった（なお，このアンケート

は学年教員で共有しているものと思われるので，担任教諭個人の問題にとどま

らないことに留意すべきである。）。 

本件生徒に対するいじめについていえば，２学期になって，個別アルバムに，

本件生徒に対する誹謗中傷の書き込みがなされているところ，これは書き込み

がなされた後，教員によって一旦回収されるものであるから，担任教諭が書き

込みの内容を確認していれば，本件生徒に対する書き込みについても認識する

ことができたはずである。にもかかわらず，担任教諭は，本件生徒の個別アル

バムへの具体的な書き込み内容について，全く気付くことがなかった。 

      さらに，本件生徒は３年生に進級したのち，ＡやＦとともに授業の開始時刻

に遅れるという，それまでにはなかった行動が見られるようになった。   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                         

   （エ）なお，本件生徒の小さな変化に気付けなかったという問題性は担任教諭に限

らない。当該中学校においては，３年生になって，性格が全く正反対ともいえ

る本件生徒がＡと一緒に行動していることについて違和感を抱いていた教員は
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複数おり，本件生徒がＡほか周囲の生徒を気にして思うように行動できない様

子を目撃していた教員もいた。そのような生徒間の関係性を直ちに疑い介入す

るというのは難しいかもしれないが，                  

                                 教員

間の情報共有を密にし，本件生徒の様子に注意を払うことは可能であったと思

われる。しかしながら，当該中学校は，平成２７年度は，学校全体としては教

員に対する反発や器物損壊などをする男子生徒の指導の方に大きな課題を抱え

ており，そのような陰で，本件生徒の変化を十分に捉えることができなかった。 

ただ，それでも，Ａは，                       

     生徒の一人だったのであるから，Ａに対する指導のあり方を検討す

る中で，本件生徒との関係性についても注意を払っていくことは可能であった

と思われ，やはり，いじめの発見のための取組が十分に行われていたとはいい

がたい。 

（オ）以上見てきたとおり，当該中学校は，いじめの早期発見のための取組として

①から⑧を掲げるが，本事案の経過や対応を見る限り，こうした取組が十分に

行われていたとは到底いえない。 

 （３）担任教諭が行った指導等の問題性 

   ア はじめに 

すでに述べたとおり，担任教諭の学級運営や指導等の言動は，クラス内の生徒

の関係性に変化をもたらし，本件生徒に対するいじめを誘発し，助長したもので

ある。生徒のいじめと担任教諭の指導等が，いわば一体的に，補完し合いながら，

本件生徒を心理的に追い詰めていったとみることができる事案である。 

担任教諭は，生徒たちとの間の信頼関係を形成することができず，そのためク

ラス内の他の生徒によるいじめの発見をなし得る状況になかったことに加え，本

来的に効果的な指導をなし得ない状況にあったのであるが，そのような生徒との

関係性のもとでも，教員としての職責を果たそうと，「威厳」を保持した指導者

として，毅然と生徒に接することに努めたことがうかがえる。しかし，それは，

生徒の心に通うものではなく，本件生徒を心理的に傷つけ，また，本件生徒に対

するいじめを誘発，助長する結果を招来してしまったのである。 

  以下，担任教諭の指導等のあり方を具体的に指摘するとともに，本件生徒の心

理に与えた影響，生徒間の関係性に与えた影響等に言及する。 

イ ６月の携帯持ち込み事件に対する指導について 

 本事案では，Ａが携帯電話（スマートフォン）を学校に持ち込み，写真を撮影

し，これをＳＮＳに投稿した。学校の規則により，携帯電話の持ち込みは完全に

禁止されていたのであるから，携帯電話を持ち込んだ生徒のみならず，持ち込ん

だものを使用している場に一緒にいた生徒に対して指導を行うことは，規則を守

るという教育の観点から，一定程度理解できる。 
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しかしながら，持ち込みを行った生徒本人との関係で，周りの生徒が不公平感

等を抱かないように，指導は慎重に行う必要がある。 

本事案では，学年教員内では，持ち込みを行ったＡ本人，写真に写った者，及

び周りで見ていた者というように，関わりの度合いに応じて指導を行うことが確

認されていたところ，担任教諭は，周囲で見ていた本件生徒，Ｈ及びＦに対して

も，近くにいたことは携帯電話を持ち込んだＡと「同じように悪い」として指導

し，３名に対し，Ａが今後同じことを繰り返さないよう，様子をみていてほしい

と依頼したものである。 

担任教諭は，携帯電話を学校に持ってきてはいけないという規則に違反してい

る友だちを見たならば，その友だちに注意をし，教員に報告すべきであって，そ

れができないようであれば，携帯電話を持ち込んだ生徒と同様に悪いとの考えを

もっているが，携帯電話を持ち込んだ生徒と近くにいた生徒の問題性を同レベル

で考えること自体不合理なことである。また，携帯電話を持ち込んではいけない

という規則があるにもかかわらず，あえて持ち込んだＡのような生徒に対して周

囲の生徒が注意するなどというのは事実上不可能であり，そのようなことを期待

すれば生徒の心理的負担は大きい。このような手法は，教員が生徒指導のために

生徒を利用したと評価されてもやむを得ない。 

ウ ７月の進路指導について 

（ア）中学校生活の中で，進路は生徒にとって重要な位置を占めるものであるから，

教員の対応・指導は，殊に丁寧に行うべきものである。 

   （イ）教員としては，本人の希望をよく聞き，できる限りその希望に寄り添い，本

人のためになるような助言をすべきであるが，担任教諭は２点において，不適

切な指導を行っている。 

１点目は，本件生徒及び母親が，都内の音楽科の私立高校を単願としたいと

の希望を出したことに対して，万が一に備えて併願校を考えた方がよいとアド

バイスしているが，私立高校を第一志望にする場合には県立高校を受験するこ

とができないという誤った理解のもと，本件生徒が県立高校を併願校としたい

旨を申し出たにも関わらず，私立高校を併願校にするよう指導した点である。

担任教諭は，７月の進路相談において行った，このような指導の誤りを，１１

月上旬に至るまで気付かなかった。 

（ウ）２点目は，このような誤った理解に基づいて，都内の音楽科の私立高校の１

校受験でよいかどうかは，「今後の生活態度を見て決める」と述べた点である。

受験にあたっては，生徒に対する生活態度等も含む学校の評価が進学先に伝え

られることが通常であることから，その評価を行う権限を持つ学校に対して，

生徒及び保護者は，一定程度おそれを抱く可能性があるから，学校としては無

用な不安を与える行為を行うべきではないのであり，このような担任教諭の指

導は，殊に不適切な指導である。このようなことを言われ，本件生徒と母親は，
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２学期は学校を休むことができないと考えるに至っており，本件生徒をして，

２学期のいじめで苦しんでいる中でも，進学のために学校を休んではいけない

と思いこませた可能性は否定できない。担任教諭は，このように本件生徒らに

言い渡しながらも，途中からは「結局は都内の音楽科の私立高校一本で行くん

だろう」と思っていたという。しかし，担任教諭は，当該高校１校のみを受験

することを認めるということを本件生徒にも母親にも伝えていない。担任教諭

としては，自らの発言が生徒や保護者に与える影響の大きさを考慮して，自身

の考えが変わったというのであれば，それを本件生徒や保護者に伝えるべきで

あったが，担任教諭は，そのような配慮は全くしていないのである。 

（エ）このように，本事案では，生徒にとって重要な進路に関する指導において，

不適切な指導がなされ，本件生徒の心理的負担になっていった可能性は十分に

ある。いじめで苦しんだとき，学校に行かずに身を守るというのは一つの選択

であるが，本件生徒が絶対に学校を休むことができないと思いこんでいたとす

れば，担任教諭の発言の影響を否定できないのである。 

エ 授業を遅刻した際の指導について 

（ア）授業の開始に遅刻した生徒に対し，時間を守るよう指導をすることは，一般

的なものであり特段問題はないが，本事案では，Ａ，Ｆ及び本件生徒の３名の

生徒が一緒に遅れてきた際，担任教諭の呼びかけに応えた本件生徒のみを指導

し，一度のみならず二度目以降も同様の指導をしたという点に問題がある。 

（イ）均等に指導されるべき生徒３名のうち，１名のみを指導するということが一

度でも行われれば，指導された生徒に不公平感を抱かせることになる。そして，

Ａ及びＦが担任教諭の呼びかけには応じず，全く指導をなし得ない状況のもと

で，さらに二度，三度と実質的に本件生徒のみを指導するということが続けば，

本件生徒はさらに強い不公平感，理不尽な思いを抱くに至ったことは容易に推

測できる。 

また，本事案では，前述のとおり，本件生徒は，担任教諭の生活態度の評価

によって，自らの進路が決まってしまうという思いを抱いており，その中で，

実質的に本件生徒のみが授業遅刻の指導の対象になるということは，本件生徒

に，担任教諭が否定的な評価をしており，自らの進路に影響するかもしれない

という不安を与えることになり，心理的に追い詰められたことは想像に難くな

い。 

（ウ）担任教諭の指導は，上記のような本件生徒の心理に与える影響のほか，クラ

ス内の他の生徒やＡ及びＦに与える影響という観点から見た場合も問題性が大

きい。 

すなわち，まず，担任教諭のこのような指導の反復は，担任教諭がＡ及びＦ

から軽く見られ，担任教諭が両名に対し何ら有効な指導をなし得ないというこ

とを，クラス内の他の生徒に対して公然と示す結果をもたらしていることに留
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意すべきである。このような状況下では，Ａ及びＦによって何らかの問題行動

がなされて，他の生徒がこれを止めさせたいと思ったとしても，担任教諭に訴

えて解決することはないと思っているので，他の生徒は担任教諭を頼ることは

しない。また，正義感に基づいてＡやＦに直接働きかけをしようにも，ＡやＦ

と対立してしまったときに担任教諭から守ってもらえることはないという予測

がつくから，そういう行動を取ることも控えるようになる。このように，Ａや

Ｆの問題行動があったとしても，他の生徒は，無力感や無関心に支配され，こ

れを抑止する行動に出るということは事実上不可能になるという事態を招くの

である。 

他方において，Ａ及びＦにとっても，担任教諭から指導も注意もされないと

いう経験を通じて，担任教諭に対して優位に立っているという意識を自然に持

たせることになり，本件生徒に対するいじめ等の問題行動を繰り返すことに罪

悪感を抱かせず，問題行動を助長する結果をもたらすことになる。 

（エ）このようにして，担任教諭は，本件生徒に対するいじめを発見することがで

きなかったというだけでなく，本件生徒だけを区別して指導するということに

よって，本件生徒を心理的に苦しめたうえ，本件生徒の周囲にいる生徒のその

後の行動，Ａ及びＦのその後の行動にも少なからず影響を与えたのであり，結

果として，Ａ及びＦと本件生徒との間の「いじめ関係性」を固定化し，新たな

いじめを誘発させうる土壌を作ってしまったのである。 

オ 席替えの中での本件生徒の席の固定化 

席替えは，教育的観点からすると，クラス内のいろいろな生徒と交流させると

いう積極的側面を持つとともに，前の席の方が後ろの席と比較して教員の話が聞

きやすく授業に集中しやすいことから，学習上の利益に対する公平な配慮もあり，

一定期間ごとに定期的に実施されるのが一般である。また，個々の生徒にとって

は，一定期間，ともに近くで生活する生徒が誰になるのかが決められるものであ

るため，重大な関心事となるものである。 

本事案における担任教諭の席替えの配置決めについては，クラス管理・運営上，

これを直ちに問題だということはできないかもしれないが，生徒間でのトラブル

を生じさせないためにも，不公平感などを抱かせていないかどうか，配慮して様

子を見守る必要がある。 

また，このような座席の固定化が，指導の困難な生徒に対する十分な指導を怠

り，それを補完する役割を担わせるためであり，かつ，座席の場所も最後列窓側

だとすれば，そのような役割を担わされた生徒の心理的負担や学習面での不利益

は大きいから，担任教諭による当該生徒の経過観察，周囲の関係性へのきめ細や

かな配慮が必要になると考えられるが，担任教諭には本件生徒に対し，そのよう

な配慮を行った形跡はなく，担任教諭の意図や感謝の意を伝えてすらいない。 

   このように，担任教諭の席替えを用いたクラス運営は不適切さを抱えるもので
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あった。 

なお，本件生徒の席の固定化は，結果的に，Ｅと      Ｈの嫉妬心を引

き起こし，Ｈの本件生徒に対するいじめのきっかけになっている。担任教諭も，

ＨがＥと      ことは知っていたのであり，十分な注意を払って情報収集

を行っていれば，Ｈの態度の変化に気付いておかしくないが，担任教諭はクラス

運営を円滑に進めることを優先させ，そのような状況に対する配慮を欠いたので

ある。 

   カ 小括 

     以上，担任教諭の指導等には多くの問題点があるが，とりわけ，進路に関する

指導，遅刻に関する指導は，本件生徒の不安感を高めるなど，本件生徒の心理に

大きな負担を与えた可能性がある。また，席替えの中における座席の固定化は，

結果的にいじめを誘発する土壌を作り出し，授業に遅刻した３名のうち１名を指

導することは，本件生徒に対する理不尽な思いを抱かせただけでなく，３名の生

徒間の「いじめ関係性」を承認する効果をもたらしたといえるのである。 

     本事案における担任教諭の指導等の問題性は，本件生徒に対するいじめを発見

できなかったという不作為にとどまらず，指導等の作為によって，結果的に，い

じめを誘発し，助長する結果を招来してしまったということであって，担任教諭

には，教員の言動の影響力の大きさに対する自覚と深い反省が求められる。 

 （４）自殺当日のガラス破損に関する指導について 

  ア 本件生徒が自殺行為をした当日になされたガラス破損に関する指導は，当該中

学校の複数の教員が関わって行われているところ，以下の問題点を指摘すること

ができる。 

イ 第一に，指導の前提としての事実確認が十分に行われなかったことである。 

  生徒の問題行動が起こった場合には，まずは，問題行動を行ったとされる生徒

から迅速に事実確認をしなければならない。生徒の立場からすれば，これは自己

の弁明を述べる重要な機会であって，生徒は，自分が問題行動を行ったのかどう

か，行ったとすれば，どのような行為を行い，どのような経緯でそのような行為

に及んだのか等の事実関係について教員に正確に聴き取りをしてもらう権利を有

している（子どもの権利条約第１２条に定められた意見表明権）。他方，教員の

立場からすれば，問題行動の事実を正確に把握し，その原因や背景を明らかにし

なければ，指導の対象とすべき者とそうでない者を的確に分別することができず，

また，指導の対象となった者に対して効果的な指導を行うための指導方針を検討

することができない。また，そもそも，生徒が，自分の話を十分に聴いてもらえ

なかったと思ってしまったとすれば，教員が何らかの指導を行ったとしても，生

徒や保護者の納得が得られず，生徒指導の効果を発揮しないことは明らかである

から，その観点からしても，当該生徒からの事実確認は極めて重要である。 

  そして，問題行動について複数の生徒の関与が疑われる場合には，複数の生徒
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を同席させて事実確認すると，相互に自由な発言をなし得ない可能性が高いから，

生徒からの事実確認は別席で個別に行うことが望ましく，そのうえで，生徒相互

の供述に齟齬・矛盾が見られる場合には，細部まで確認する作業が必要になる。 

  このようにして事実確認を行った後，明らかになった事実関係に基づいて教員

間で指導方針を検討し，教員間の十分な共通理解を図った上で，校内での指導，

家庭への支援・措置等の措置を講じなければならないのである（文部科学省「生

徒指導提要」平成２２年３月 参照）。 

本事案においては，本件生徒の自殺後の調査の結果，ガラスの破損の原因は，

Ａによる壁ドンが原因であり，Ａの壁ドンがなされた時点においては，すでに本

件生徒は，ＡやＦから離れて，教室に戻ろうとして４階から３階への階段を下っ

ているところであったことが明らかになっている。したがって，ガラスの破損に

関しては，本件生徒には責任がなく，ガラスが破損したことについて本件生徒が

指導を受ける理由は全くなかった。 

本事案において，教員集団は，破損したガラスの片付けを生徒にさせることを

優先するのではなく，まずは，複数の教員が手分けをしてＡ，Ｆ及び本件生徒か

ら個別に，それぞれの行為・行動や経緯等について十分な事実確認をすべきであ

った。仮に，指導の前提としてこの点を詳しく聴き取り，聴き取りを行った事実

関係に基づいて学年において指導方針を検討していれば，少なくともガラスを割

ったという問題行動そのものについて本件生徒を指導する理由は全くないとされ，

本件生徒に対する指導や注意の方針は変わっていた可能性があった。しかるに，

前提たる事実確認が不十分であったために，そのような認識に至らなかったので

ある。 

ウ 第二に，担任教諭において，上記のとおり，ガラスの破損を巡る事実関係につ

いての詳細が明らかになっていなかったにもかかわらず，Ａ，Ｆ及び本件生徒の

３名に連帯責任があるとして指導したことである。 

担任教諭は，上記のような具体的な状況に関する認識を欠いたまま，３名一緒

に絵を見に行ってガラスが破損したのであるから，３名とも連帯責任である旨強

調し，３名に対し，「こうなった以上，元に戻さなければいけない」などと述べ

てガラスの弁償の話をし，保護者の方に確認する旨伝えたのであるが，明らかに

不適切な指導である。帰りの会がまもなく始まろうとしているところに３名が４

階の絵を見に行き結果的に帰りの会への参加が遅れたという行動を，担任教諭が

注意や指導の対象とすること自体を否定するものではない。しかし，ガラスの破

損は，３名が４階に絵を見に行ったという行動とは無関係にＡの行為によってそ

のような結果が生じたものであり，３名が４階に上がった行為とガラスの破損と

の間には因果関係がないのであるから，これらを峻別したうえでの指導あるいは

注意が必要なのである（そうでなければ，生徒の納得は得られず，指導の効果も

薄れてしまうことに留意すべきである。）。 



   

67 

 

担任教諭は，ガラスの破損に関して本件生徒が関与していないということがす

でに明らかになっている，当調査委員会の聴き取りの時点においても，３名が時

間を守らない行動をとっていたこと自体が問題だとして，３名に対する指導の仕

方が誤った指導だったとの理解はしておらず，他の教員の認識との間に隔たりが

認められた。 

なお，そもそも，生徒（保護者）に対して，校内で破損した物品を弁償させよ

うというのであれば，物品の破損についての当該生徒の責任の割合（寄与割合）

を検討する必要があり，そのためには詳細な事実確認が必要になるが，担任教諭

はそのようなことは一切していない。弁償をさせる場合の前提となる事実が明確

になっていないのであるから，この時点で弁償を論じること自体時期尚早という

ほかない。 

   エ 第三に，本件生徒は，複数の教員に対して，ガラスの破損については無関係で

あることを訴えていたところ，教員は，これを聞きながら，教員間で情報の共有

をせず，その結果，学年主任や教頭からの指導の際にも，前提となる事実認識が

誤り，あるいは曖昧であったことである。 

本事案において，ｂ教諭は，Ｉ及び本件生徒から，ガラスが割れたとき，本件

生徒はすでに階段を下りていて，その割った瞬間を見ていないことを聞き，これ

を担任教諭に報告したが，ガラスの片付けを始めるにあたって指導をした学年主

任には伝わっていなかった。学年主任は，３名一緒に，ガラスの破損に至る経緯

や具体的な状況を確認したところ，ＡやＦと異なり，本件生徒は一言も発しなか

ったため，本件生徒がガラス破損の現場にいなかったことを把握しなかった。 

その後，本件生徒は，ＡやＦと離れて片付けをしている最中，ｅ教諭に対し，

「下に降りようとしていて，割った現場は見てないんです。」と述べたため，ｅ

教諭は，学年主任に対し，本件生徒のそのような発言内容を伝えたが，それを踏

まえて，３名から改めて個別に聴き取りが行われることはなく，そのまま教頭に

よる指導へとつながっていった。 

     このように，本件生徒は，Ａのいないところでは，教員に対し，自分が関わっ

ていないことを積極的に伝え，一部の教員はそれを聞いていたのであるが，教員

間で情報の共有がなされることはなく，学年主任や教頭の指導の前提事実として

引き継がれることがなかったのである。 

   オ 第四に，教員はガラスの破損に関与したと疑った生徒３名から同時に聴き取り

を行った際，本件生徒が沈黙していたのに，その沈黙の意味を考えず，個別に聴

き取りを行うなどの工夫をすることなく，指導を行ったという点である。 

本件生徒は，ガラスの片付けが始まる前，学年主任から事情を聞かれた際，Ａ

やＦと異なって，沈黙して何も答えず，その後，担任教諭の指導の際にも黙って

おり，教頭の際の態度も同様であった。 

生徒の沈黙は，教員の指導に対して異議がないというだけでなく，言いたいこ
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とが言えないという状況が想定される。とりわけ，Ａと本件生徒の関係性や性格

の違いからすれば，本件生徒がＡの面前で言いたいことが言えないということは

十分に考えられるのであり，本件生徒から個別に丁寧に事情を聞くことが行われ

てしかるべきであった。 

すでに述べたとおり，本事案のように，問題行動について複数の生徒の関与が

疑われる事案においては，複数の生徒を別席で個別に事実確認を行うべきであり，

指導の前提としてそれが行われていないこと自体が問題であるが，上記のように

本事案の具体的な経過の中で，本件生徒が現に沈黙しているという状況があるに

もかかわらず，これを察知して個別に対応するという配慮もしていないのであっ

て，教員側の対応は二重の意味において不適切だったというほかない。 

   カ なお，教頭は，本件生徒の自殺後，ガラスの破損に関する指導について関係職

員からの聴取結果に基づいて，平成２７年１１月２９日付けで「ガラス破損の指

導の記録」をまとめ，その中で，ガラスの破損に関する指導の問題点として，①

一人ひとりの生徒の異なった状況に応じた個別の対応が必要であった点，②破損

時の状況について，指導教員間で情報共有して指導につなげる必要があった点，

③生徒が何も言わなかったという状態を「何も言えないその思いを聞く」という

配慮が必要であった点，④弁償という金銭に関わる内容について，保護者への説

明と了解により進める部分であり，生徒にわかるように伝えなかった点を挙げて

いる。 

しかし，このような総括は，問題の本質を正しく捉えていない。 

すでに述べたように，本事案のガラス破損に関する指導においての最大の問題

点は，指導の前提の事実確認が不十分であるという点である。個々の生徒に対す

る事実の確認が十分になされていれば，上記①は解消するし，上記②についても，

詳細な事実関係が確認された後の情報連携でなければ意味がない。上記③も，問

題性を指摘できることはすでに述べたとおりであるが，本来あるべき個別の事実

確認を行っていれば生じ得ない問題なのである。 

なお，上記④については，すでに述べたとおり，そもそも前提となる事実が異

なっている。 

担任教諭は，ガラスの破損については，一緒に行動していた３名の連帯責任で

あると考えており，この時点で，本件生徒が弁償する必要がないとは考えていな

かったのであって，だからこそ，３名に対し，弁償については保護者の方に確認

する旨伝えたのである。このとき，Ａが担任教諭に，本件生徒はガラスの破損に

関係ないのに，それでも本件生徒の自宅に電話するのかと尋ねたのに対し，担任

教諭は，本件生徒の保護者にも連絡するという方針を変えなかった。この時点で

本件生徒に弁償をさせる必要がないと考えていたのであれば，本件生徒の保護者

に連絡する必要はなかったのであるから，担任教諭の内心としては，少なくとも

誰が弁償すべきか，ということについては明確に決まっていなかったとみるのが
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自然である。 

したがって，弁償については，生徒にわかるように伝えなかったことが問題な

のではなくて，そもそも，３名の連帯責任として，本件生徒にもガラスの破損の

責任があると判断したこと自体が問題なのである。 

すでに述べたとおり，本事案においては，ガラスの破損についての本件生徒の

関与の有無という事実確認が十分になされないにもかかわらず三者連帯責任の指

導となり，それが弁償の話につながっていった。弁償をさせる，すなわち不法行

為責任をとらせるという判断の前提としては，事前に法的責任の検討が必要不可

欠であるが，そのために必要な事実確認はなされていない。平成２７年１１月２

９日付け「ガラス破損の指導の記録」は，この点について無自覚といわざるを得

ない。 

 

 ４ いじめと自殺の因果関係について 

 （１）因果関係の考え方 

いじめは，被害者が子どもの場合，それが物理的なものであろうと，心理的なも

のであろうと，継続し，または，複合すれば，対象となった子どもの尊厳を著しく

侵害し，一般的に自殺を招来し得るものであることは承認されていることから，本

事案においても，行為の客観的内容及び行為をされた本件生徒の心理的苦痛の状況

をつぶさに検討し，もし，いじめが存在していなければ，自殺することはなかった

であろう（いじめ以外に自殺を招来し得る他原因の存在を特段指摘することができ

ない）と判断し得る場合には，因果関係を認めるべきであると考える。 

なお，この因果関係は，いわゆる事実的因果関係であり，本件生徒の自殺につい

ての民事上の法的責任について論じるものではない。すでに述べたとおり，本事案

は，担任教諭の学級運営や指導等の言動が，クラス内の生徒の関係性に変化をもた

らし，本件生徒に対するいじめを誘発し，助長した，という点に特徴があり，民事

上の法的責任という観点から見た場合には，生徒のいじめ行為のみならず，担任教

諭を含めた学校側の言動・対応等についても検討せざるを得ない。しかし，ここで

は，本件生徒が自殺するに至った経緯を，本件生徒が置かれた状況や心理状態等を

もとにして明らかにするのが目的であるから，法的責任問題とは峻別したうえで，

因果関係を検討するものである。 

ところで，本事案においては，本件生徒が自殺行為をした日の当日，学校におい

てガラスの破損に関し教員による指導がなされているので，この教員の指導が本件

生徒の自殺にどのような影響を与えたのかという点についての検討も必要である。

ガラスの破損に関して教員の指導がなされたのが本件生徒の自殺の直前であり，こ

の指導の後，本件生徒が心理的に不安定になっている状況は，すでに認定した事実

関係から明らかであって，本件生徒の自殺に与えた影響力は容易に推認される。 

そこで，いじめと自殺の因果関係を詳細に検討する中で，本件生徒の自殺の直前
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における教員の指導の影響についても合わせて検討する。 

 （２）自殺の心理 

    自殺に追い詰められる子どもの心理について，「教師が知っておきたい子どもの

自殺予防」（平成２１年３月 文部科学省。以下「子どもの自殺予防」という。）

は以下のとおり指摘している（同５頁）。 

① ひどい孤立感 

「誰も自分のことを助けてくれるはずがない」「居場所がない」「皆に迷惑を

かけるだけだ」としか思えない心理に陥っている。現実には多くの救いの手が

差し伸べられているにもかかわらず，そのような考えにとらわれてしまうと，

頑なに自分の殻に閉じこもってしまう。 

② 無価値感 

「私なんかいない方がいい」「生きていても仕方がない」といった考えがぬぐ

いされなくなる。その典型的な例が，幼い頃から虐待を受けてきた子どもたち

である。愛される存在としての自分を認められた経験がないため，生きている

意味など何もないという感覚にとらわれてしまう。 

③ 強い怒り 

自分の置かれているつらい状況をうまく受け入れることができず，やり場のな

い気持ちを他者への怒りとして表す場合も少なくない。何らかのきっかけで，

その怒りが自分自身に向けられたとき，自殺の危険は高まる。 

④ 苦しみが永遠に続くという思いこみ 

自分が今抱えている苦しみはどんなに努力しても解決せず，永遠に続くという

思いこみにとらわれて絶望的な感情に陥る。 

⑤ 心理的視野狭窄 

自殺以外の解決方法が全く思い浮かばなくなる心理状態である。 

また，「子どもの自殺予防」は，自殺の危険因子の１つとして，「孤立感」を挙

げている（同８頁）。 

すなわち，大人は自分の家庭以外にも，自分自身の親や兄弟姉妹，職場の人間関

係，学生時代の友人，趣味の仲間など生活圏が多岐にわたっているが，子どもの場

合は，人間関係が家庭と学校を中心とした限られたものになっている。そのなかで

問題が起きると，大人とは比べものにならないストレスが子どもを襲う。とくに思

春期には，友だちの存在が大きな意味を持っている。仲間からのいじめや無視によ

って孤立感を深めることは，大人が考える以上に大きなダメージとなって，心の悩

みを引き起こす。時には，そのような不安を隠そうとしていつも以上に元気そうに

ふるまう場合もある，と指摘されている。 

 （３）本件生徒が自殺行為を行う直前の時期の本件生徒の心理状態 

   ア １０月下旬の本件生徒の日記からうかがわれる本件生徒の心理状態 

（ア）本件生徒は，１０月２２日及び同月２３日，自分の思いを日記に綴っている。 
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１０月２２日の日記には，自殺への言及があり，「友達がいなくなるのが怖

い。本当にこわい。怖い。いついなくな ゃう（原文ママ）のかな。」「３－

３は，みんな冷たい。怖い。いじめられたくない。ぼっちはいやだ。」と，ひ

とりぼっちになることへの強い恐怖心を綴っている。 

また，翌２３日の日記には「毎日が怖い。今日は，上手くいくのか いかな

いのか。家に帰ってからも，そのことばっかり 考えて，疲れた。明日も，ぼ

っち？それとも上手くいくのかなって…怖くてしかたがない。毎日，不安な夜

を過ごしてる。疲れがピーク。」「大丈夫。大丈夫。って自分に言いきかせて

も，目に涙があふれてくる。」「安心して楽しく学校生活を送りたい。ホッと

したい。明日は，ぼっちにされるのかな？ それとも上手くすごせるのかな？

不安。…大丈夫。おねがい…私を１人にしないで。おねがいだから。今日みた

いな日が毎日だったらどれだけ楽しいか。」などと記載されており，ひとりぼ

っちになることへの恐怖心によって完全に支配されており，「今日みたいな」

「楽しい」日ですら，疲れを感じ涙があふれてしまうような危機的な状況に陥

っている。 

「Ａ Ｆ Ｈ Ｉ Ｇ …おねがい。これ以上苦しめないで。」と記載され

ていることや，「３－３は，みんな冷たい。怖い。いじめられたくない。ぼっ

ちはいやだ。」と記載されていることからは，積極的に本件生徒に対していじ

めをしたＡらだけではなく，それを止めなかった周囲の傍観者の生徒も，本件

生徒にとっては本件生徒を「いじめ」て「ぼっち」にすることに関わってみえ

ていることが明らかである。 

以上のような日記の内容からは，「子どもの自殺予防」が自殺の心理として

挙げる「ひどい孤立感」を本件生徒が抱いていたことが明らかである。 

   （イ）他方で，本件生徒は，日記の中で，「気付かってばっかで自分が出せない 自

分の性格もきらい。いやだ…」「自分がきらい。死にたいくらい」「こんなふ

うになりたくなかった。自分が出せない自分に腹が立つ。」（１０月２２日）

などと綴り，自分の性格を否定し，「死にたいくらい」とまで表現している。

 本件生徒は，自分自身に対する自己肯定感を完全に喪失してしまっている状

態であった（「子どもの自殺予防」が自殺の心理として挙げる「無価値感」を

抱いていた）とみることができる。 

   （ウ）すでに述べたとおり，本件生徒に対して集中的ないじめが行われたのが２学

期（９月～１０月頃）であり，本件生徒は，１０月下旬頃，上記のとおり，日

記の中で，ひどい孤立感を訴え，自己肯定感を喪失している。 

日記の中には，本件生徒に対するいじめの態様が詳細に綴られているわけで

はないが，本件生徒は「いじめられたくない。ぼっちはいやだ。」と訴え，「耳

打ちはやめて おねがい 本当に」と書いていることからして，本件生徒のひ

どい孤立感の原因が，２学期に入って集中的に行われたいじめであることは明
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らかであるといわなければならない。 

本件生徒は，耳打ちのほか，連日のように「くさや」と呼ばれ続け，バスケ

ットボールのチーム分けにおいても仲間はずれにされたのであって，このよう

なことが短期間に集中して行われれば，本件生徒が孤立感を深め，自己肯定感

を喪失し，日記に綴ったように心理的に追い詰められることは容易に推認され

るところであり，当調査委員会が認定したいじめの事実と本件生徒の日記の記

載内容は矛盾なく整合するといえる。 

     なお，本件生徒が孤立していたかどうか，「ぼっち」であったか否かについ

て，本件生徒の自殺後，市教委による生徒からの聴き取りにおいて，これを肯

定する回答をした生徒は一人もいないが，これは，クラス内でぽつんとひとり

ぼっちでいたか否かという外形的な側面のみに着目した質問及び回答であると

うかがわれ，本件生徒の心理面にまで踏み込んだ質問及び回答とはいえないか

ら，この聴取結果をもって本件生徒の日記の内容の信憑性を否定することはで

きない。本件生徒は，クラス内の複数の生徒によるいじめに苦しんでいても誰

も助けてくれないという状況を捉えて，心理的に孤立していることを訴えてい

るとみることができるのである。 

   イ １１月６日のＢとの仲直りについて 

本件生徒は，９月下旬から１０月上旬頃，それまで仲の良かったＢとの仲違い

が生じ，それ以降Ｂから無視され，関係が断絶していた。この時期は，本件生徒

に対する集中的ないじめが行われ，本件生徒が心理的苦痛を感じていた時期であ

り，その後，１１月６日に仲直りをするまでの間，１ヶ月程度にわたって，クラ

ス内で苦しかっただけでなく，クラスの外でも，自分が安らぎを得ることができ

る友人との関係性を失っていたのであり，本件生徒の心理に与えたダメージは大

きかったものと推測される。 

１１月６日にＢと仲直りし，２人の関係性が改善されたことは，Ｂとの関係断

絶を気に病んでいた本件生徒にとってはこのうえなく嬉しいことであり，クラス

内の複数の生徒によるいじめとクラス内での孤立に苦しんでいた本件生徒にとっ

て光明であったことは疑いを入れない。 

しかしながら，そもそもＢは本件生徒とはクラスが違っており，Ｂとの関係性

が改善されたからといってクラス内の関係性に変化が生じるわけではない。本件

生徒の１１月６，７日の日記に「今は，クラスで生きていくためには，Ｉたちが

必要…。」と書いていることはその点を如実に物語っている。 

また，本件生徒は１１月６，７日の日記において，「Ｉたちは，友達の中で一

番すき。Ｂは…分からない。友達，親友って何？１５年生きてるけど分からない。

Ｍ，Ｎ，Ｃ，Ｄ→Ｂと仲良くしてたらうちと仲良くして，うちがＢを離したらも

う終わり…なにそれ…？本当，分からない。」と綴っており，Ｂとの仲直りを経

てもなお，友人関係に悩んでおり，孤立感を深めていた様子が認められる。 
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Ｂについても，「自分が一番一緒にいて，落ち着くのは」…「Ｂだったんだっ

て。」と書きつつも，「自分が」「Ｂに」「ひどいことをした」ため，二人きり

で話しても，「Ｆとかと違って，顔みれなかった。罪悪感と不安とはずかしさで

…」。「Ｂは，うちの事きらいだよね。聞きたいけど…」と結んでおり，Ｂと仲

直りをしたものの，会っても顔が見られなかった，聞きたいことを聞けない，自

分のことを嫌っていると感じているなど，本件生徒は自信を喪失し，最も仲の良

かったＢに対してさえ自分自身を心理的に劣位に位置づけ，距離感を感じている

様子を読み取ることができる。 

本件生徒の心は，Ｂと仲直りすることによって救われたとはいえるが，当然の

ことながらクラス内の他の生徒との関係性には変化が見られず，本件生徒を巡る

学校生活の環境が大きく変わるものではなかった。また，当時，本件生徒は，ク

ラス内の複数の生徒による集中的ないじめにより孤立感を深め，自己肯定感を喪

失しており，一番仲の良かったＢに対してでさえ，自分は嫌われているのではな

いかと思ってしまうほどの危機的な心理状態に陥っていた。Ｂは，本件生徒にと

って重要な存在であり，Ｂとの関係改善は本件生徒の励みにはなったが，クラス

内でのいじめと孤立への不安，自信の喪失で満たされている本件生徒の心の状態

は改善されることがなかったのである。 

（４）１１月１０日のガラス破損に関する指導の影響 

   ア はじめに 

     上記のとおり，本件生徒は，２学期になって集中的に行われたいじめによって

孤立感を深め，自己肯定感を喪失しており，そのような心理状態は，１１月６日

のＢとの仲直りによっても改善されることがなかった。 

     このような心理状態に陥っていた本件生徒に対し，１１月１０日の教員の指導

がどのような影響を与えたのか，について，当日の本件生徒の言動等を踏まえつ

つ考察する（なお，教員の指導のあり方の問題性についてはすでに言及しており，

ここでは，本件生徒が当時置かれていた状況を踏まえ，本件生徒の心理状態に与

えた影響という観点から検討を行うものである。）。 

イ 教員の理不尽な決めつけに対する怒りと絶望 

本件生徒は，Ａに誘われて音楽室のところに貼っている絵を見に行ったが（前

述のとおり，この行動は「いじめ関係性」の中の出来事と説明することが可能で

ある。），ＡとＦより一足先に教室に戻ろうとして階段を下りていった。本件生

徒は，普段はＡやＦと行動をともにするときに，自分一人だけ途中で別行動をと

るということはほとんど見られなかったが，この日は，二人と離れて自分一人だ

け先に階段を下りていった。本件生徒は，高校進学を控えている大切な時期に，

帰りの会に遅刻して担任教諭から生活態度が悪いなどとみられることを避けたい

と考えて，本件生徒なりに必死の思いでとった行動ではなかったかと推測される。

ところが，ガラスが割れる音を聞いた後の本件生徒の行動と教員の思いこみによ
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って，結局のところ，本件生徒も指導対象となってしまった。 

本件生徒は，４階から３階の教室に戻ってきたときに，周囲の生徒から見て，

本件生徒には普段見たことのないような怒りの感情が感じられたというのであり，

悪いことをしていないのに注意されるという理不尽さに対する憤りの感情が高ま

っていたことは明らかである。 

本件生徒は，帰りの会が終わった後にはｂ教諭に対し，破損したガラスを片付

けている際にはｅ教諭に対し，自分自身はガラスの破損には無関係であることを，

機会を捉えて必死に訴えたが，その訴えは聞き入れてもらえなかった。本件生徒

は，教員のあまりにも理不尽な対応への不満，怒りと，絶望の感情を抱いたので

はないかと推認される。 

そのような怒りと絶望の淵に立たされながらも，本件生徒は最後まで諦めなか

った。Ａがいないところで，担任教諭に真実を伝えたのである。しかし，本件生

徒のこの必死の行動は，かえって本件生徒自身を苦しめることになってしまった。

Ａ一人を悪者にしたことについて後からＡから何を言われるかわからない，また

いじめられるかもしれない，という極度の恐怖心を抱いたものと考えられるので

ある。 

   ウ いじめの継続とクラス内での孤立が止まないことに対する恐怖感 

（ア）本件生徒は，帰宅後，母親に対し，「明日，二人からにらまれる」「学校行

きたくない」「同じクラスでないとだめなんだ」「孤独は恐いんだよ」と話し

た。また，本件生徒は，母親に対し，担任教諭は「いじめられている子には冷

たく，いじめている子にやさしい」「全然見ていない。何も分かっていない。」

と泣きながら訴えた。本件生徒は，以前より，ＡやＦと行動をともにしていて

授業時間に遅れたときなどに，ＡやＦの行動に合わせた結果として不本意にも

遅れてしまったにもかかわらず，自分だけが注意されることには理不尽な思い

を抱いていたと推測されるが，ガラス破損に関する指導でも，以前と同様に理

不尽なことが起こったことから，今後も，担任教諭や他の教員によって助けて

もらえることはあり得ないと諦め，絶望感を抱いたのではないかと推測される。

さらに，本件生徒の訴えを受け止め，寄り添ってくれると思っていたＩやＧに

ついても，「何を考えているか分からない」との不安をＢに吐露しており，繰

り返されるいじめに対して，クラス内の誰にも助けてもらえないという孤立感

を強く感じていたものと推測される。 

   （イ）クラスでの孤立を訴える本件生徒に対し，母親が，「卒業まであと３ヶ月。

我慢できないの？」と尋ねると，本件生徒は「３ヶ月は長いんだ。大人はみん

なそう言うんだ。」と答えている。 

客観的に見れば，２学期が終わるまで１ヶ月余りで，３学期に入れば受験の

真っ只中，それが終われば卒業で生徒それぞれの進路も違うから，クラス内の

いじめとそれによる孤立という本件生徒の苦しみの原因は，忙しい日々を過ご
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すうちに３ヶ月で解消する可能性が高かった。しかし，本件生徒は，「３ヶ月

は長い」と訴えており，本件生徒の心理的苦痛はピークに達しており，もう耐

え難いという心理状態であったと推認される。 

      本件生徒にとっては，３ヶ月先を見通す余裕など全くなく，今ある苦しみは

決して止むことがなく，解決することがないと思いこんでしまっている心理状

態であり，「子どもの自殺予防」が自殺の心理として挙げる「苦しみが永遠に

続くという思いこみ」が存在したことがうかがわれる。 

   （ウ）本件生徒がここまで心理的に追い詰められている状態であれば，客観的には，

学校に行かないという選択肢も当然あり得たが，本件生徒は，担任教諭から，

生活態度を見られているとの思いもあって，本件生徒の心の中では，学校を欠

席するという選択肢は最初からなかったものと思われる。 

本件生徒の心の中では，翌日もいつもどおり登校するしかないが，そうなれ

ば確実にいじめられる，孤独は耐えられないという思いを払拭することができ

ず，解決方法を見つけることができなかったと思われる。 

本件生徒が，解決方法は自殺しかないと思いこんでしまうような状況は明ら

かに存在しており，「子どもの自殺予防」が自殺の心理として挙げる心理的視

野狭窄の状態を認めることが可能である。 

   （エ）なお，本件生徒は，担任教諭や教頭による指導のあと，友人らの前で号泣し，

母親に怒られることを極度に気にしていた。 

担任教諭からは，１学期の３者面談において，受験校を都内の音楽科の私立

高校１校に絞ってよいかどうかは，今後の生活態度を見て判断すると言われて

いたこともあり，日頃の生活態度が悪いと思われている，という本件生徒の認

識は，受験にも影響するかもしれないという危機感に直結し，本件生徒には焦

燥感があった可能性がある。また，母子ともに二人三脚で都内の音楽科の名門

私立高校への進学に向けて頑張ってきた中，担任教諭によって，ガラスの破損

についても本件生徒自身の問題行動として認識され，家庭にも報告されること

は，それが誤解であるがゆえに，本件生徒には耐え難い苦痛であるとともに，

母親から，「受験を控えた大切な時期に何をやっているの？」と怒られるので

はないか，との気持ちになったことは想像に難くない。 

ただ，その後帰宅した本件生徒は，母親が自分の味方になってくれたことで

安堵したと考えられることから，本事案において，母親に対する何らかの否定

的な思いが存在し，それが自殺に影響を与えたとは到底考えられない。 

本件生徒としては，自分の行動や思いが教員に全く理解されず，理不尽さに

対する怒りを感じながらも，自身は無力であり，これまで懸命に自分を支えて

くれた母親の期待を裏切ってしまったことについての自責の念も抱いていた可

能性を否定できない。 

 （５）いじめと自殺の因果関係 
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中学３年生の２学期以降（９月以降）本件生徒に対して集中的にいじめが行われ，

これとほぼ時期的に重なる１０月下旬から１１月上旬にかけて，本件生徒の日記に

いじめを原因とするひどい孤立感や自己肯定感の喪失等が現れていること，本件生

徒が自殺行為をしたのがこの時期と近接した１１月１０日であること，１１月１０

日のガラスの破損に関する指導後，本件生徒自身がクラス内の他の生徒によるいじ

めとクラス内での孤立を極度に怖れ，これ以上その苦しみが続くことが耐えられな

いとの趣旨の発言をしていること等の事実関係を合わせ考えると，いじめがなけれ

ば本件生徒の自殺はなかったであろうと推認され，本事案において，いじめと自殺

の因果関係（事実的因果関係）を認めることができる。 

いじめから自殺に至る過程の中で，特に，本件生徒が自殺行為を行った当日にお

いて，担任教諭及び他の教員の不適切な指導が介在しているが，この当日の指導が，

結果的に，本件生徒がそれまでに抱いていた孤立感や恐怖感を高めさせ，さらに，

怒り，絶望の感情までをも抱かせた事実は重要である。１１月１０日の指導は，い

じめにより心理的に追い詰められていた本件生徒を，さらに深い苦しみへと陥れた

ものであり，本件生徒の自殺の引き金になったといえる。 

ところで，本件生徒がピアノの練習・活動が忙しかったことで，部活動に所属せ

ず，平日はもちろん休日も友だちと一緒に遊ぶ時間が制限されていたことを捉え，

「家庭が厳しかった」などと述べて，これを本件生徒の悩みや自殺原因に結びつけ

ようとする一部関係者がいたが，音楽にしろ，スポーツにしろ，専門的な分野を極

めていこうとする場合に，自由に遊べなかったり，友だちとの自由な交際ができな

かったりするということはよくあることであって，このような場合をそうでない場

合と単純に比較し，「家庭の厳しさ」を論じ，しかも本件生徒の悩みや自殺原因と

短絡的に結びつけようとする思考はあまりにも浅慮というほかない。 

本件生徒は，自主的に音楽の道を志し，音楽を専門とする名門高校への進学に向

けて努力していたのであって，本事案において，家庭に自殺原因を見いだすことは

できない。 

 

 ５ 自殺後の学校・市教委等の対応について 

 （１）いじめが原因であると疑われる自殺が生じたときの対応について（総論） 

   ア いじめ防止対策推進法では，「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」は，学校の設置者

又はその設置する学校は，その事態（以下「重大事態」という。）に対処し，及

び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため，速やかに，当該学校の

設置者又はその設置する学校の下に組織を設け，質問票の使用その他の適切な方

法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとされ

ている（同法第２８条第１項）。 

     この重大事態の意味については，文部科学省の基本方針において，「児童生徒
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や保護者から，いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは，

その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」

と考えたとしても，重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。児童生

徒又は保護者からの申立ては，学校が把握していない極めて重大な情報である可

能性があることから，調査をしないまま，いじめの重大事態ではないと断言でき

ないことに留意する。」とされている。 

   イ 当該中学校においては，いじめ防止対策推進法第１３条に基づき，「いじめ防

止基本方針」が定められ，同方針では，同法第２２条に定めるいじめ対策組織と

して，生徒指導主事，各学年主任又は学年生徒指導担当，養護教諭，子どもと親

の相談員，スクールカウンセラー等を構成員とする「いじめ防止委員会」を定時

的に開催するとし，また，「重大事態」発生時には，教育委員会と協議のうえ，

校長，教頭，生徒指導主事，各学年主任又は学年生徒指導担当，養護教諭，教育

相談担当，いじめた及びいじめられた生徒の所属する学年の主任，担任，部活動

顧問，子どもと親の相談員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカ

ーを構成員とする「重大事態対応緊急いじめ対策委員会」を設置し，事実関係を

明確にするための調査をする，としている。 

   ウ 文部科学省の基本方針においては，いじめ防止対策推進法第２８条第１項にお

いて調査主体が設置者又は学校というように選択的に定められていることについ

て，「学校は，重大事態が発生した場合には，直ちに学校の設置者に報告し，学

校の設置者は，その事案の調査を行う主体や，どのような調査組織とするかにつ

いて判断する。調査の主体は，学校が主体となって行う場合と，学校の設置者が

主体となって行う場合が考えられるが，従前の経緯や事案の特性，いじめられた

児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ，学校主体の調査では，重大事態への対

処及び同種事態の発生の防止に必ずしも十分な成果を得られないと学校の設置者

が判断する場合や，学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には，

学校の設置者において調査を実施する。」と定められている。 

     そして，同基本方針は，調査組織の構成については，「弁護士や精神科医，学

識経験者，心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャ

ルワーカー等の専門的知識及び経験を有する者であって，当該いじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）について，職能

団体や大学，学会からの推薦等により参加を図ることにより，当該調査の公平性・

中立性を確保するよう努めることが求められる。」と定めている。 

 （２）１２月の時点で市教委は調査組織を設置すべきであったことについて 

   ア １１月中下旬には，「公平な第三者」に調査をお願いしたいという父親の意向

を受けて，市教委が生徒へのアンケート及び生徒からの聴き取りを実施すべく両

親と調整していたところ，１２月１日，母親から市教委に電話連絡があり，「娘

は，いじめられて悩み，自殺したのだと思うので，クラス生徒全員及び日記に名



   

78 

 

前が記載された生徒からの聴取を希望する」という訴えがあった。 

イ 文部科学省の基本方針によれば，このように母親からいじめを原因とする自殺

であるとの訴えがなされ，それを前提とする調査依頼があった場合には，いじめ

防止対策推進法第２８条第１項に定める重大事態であることは明らかであり，こ

の時点で，市教委は，市教委のもとに調査組織を設置するか，又は学校内に調査

組織を設置する必要があった。 

ウ 本事案においては，父親からは「公平な第三者」に調査を依頼したいとの意向

が示されていたこと，本件生徒が自殺行為を行った当日には，ガラス破損事件に

関する教員の指導があり，当該事件が本件生徒の自殺に影響を与えていた可能性

があり，学校内には利害関係を有する教員が複数存在していたこと，調査対象と

なる生徒は高校受験を目前に控えた難しい時期にあり，教員を中心とする学校内

調査組織が（たとえ第三者が組織に加入したとしても）被害者側の視点と関係生

徒側の視点を同時に持ちつつ対応することは極めて困難であると考えられること

等を踏まえると，学校内組織では公平性を確保した調査を期待できない状態にあ

ったといえるから，市教委は，速やかに，市教委のもとに第三者委員会を設置し，

同委員会にその後の調査を委ねるべきであった。 

また，百歩譲って，この時点で第三者委員会を設置せず，ひとまず緊急にアン

ケートや生徒からの聴き取りを行うということが許容されたとしても，その後，

１２月１８日に行われた第１回目の４者会談においては，父親が，「いじめ防止

法における重大事態ではないのか。日記がある。苦しんでいた記述がある。死ん

でいる。」と訴えたのに対し，指導課長が，市教委の回答として，「調査から判

断させていただくといじめによる自殺であったとは判断できない，ということで

す。」などと述べるなど，両親と市教委の認識の対立が先鋭化しているのである

から，遅くとも，この時点で調査組織を立ち上げる必要があることは明白である。 

   エ 市教委は，両親から，本事案がいじめ防止対策推進法上の重大事態ではないの

か，との疑問を真正面から呈されているにもかかわらず，この訴えを真摯に受け

止めることなく，文部科学省や県教委等に確認することもなく，法令に対する無

理解から，同法第２８条第１項に基づく調査委員会の設置を怠ったのであり，そ

の対応は違法というほかない。 

 （３）市教委の調査方法について 

ア 市教委は，上記のとおり，３年生に対するアンケート調査を実施するとともに，

聴取者２名が対象者１名から，マニュアルに基づいて所定の用紙を用いて聴き取

りを行う方法でのヒアリングを実施した。 

   イ 市教委は，このヒアリングの結果，本件生徒に対するいじめの事実は出てこな

かったということをその後の保護者等への説明の中で繰り返し述べているが，こ

のヒアリング結果をもって，本件生徒に対するいじめの事実が確認されなかった

と結論づける市教委の対応には多大なる問題がある。 
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     このヒアリングは，「公平な第三者」に調査をお願いしたいという父親の意向

を受けて市教委が担うことになったものだが，そもそも個々の生徒との日常的な

関わりがほとんどない市教委職員が，いくら教員経験があるとはいえ，短くて３

分，長くて１０分という限られた時間の中で本件生徒に関わる重要な事実を聴き

取ることは困難である。そもそも生徒は，自己が提供した情報が慎重に取り扱わ

れ，情報を提供したことによって生徒自身に不利益が及ばないという安心感がな

ければ，同じ学年の生徒によるいじめの事実を申告しにくいのであるから，生徒

からの聴き取りを，市教委職員のような，生徒との関係性が希薄な大人が実施す

るのであれば，生徒に安心感を抱かせるために，時間をかけて丁寧に対応する必

要がある。生徒に対して次から次へと矢継ぎ早に質問を浴びせ，回答がなければ

次に進むというやり方では，仮に生徒が何か重要な情報を持っていたとしても，

それを上手く引き出すという方向には作用しないのである。 

ウ また，市教委は，この短時間のヒアリングにおいて供述された気になる内容に

ついても，これを見過ごし，更なる確認作業に進んでいないという問題も指摘す

ることができる。 

１２月９日のＦからの聴き取りにおいて，Ｆは「               

                                      

                                     

                                  」な

どと述べているが，これを見ると，本件生徒に対する他の女子生徒の嫉妬という

感情から，人間関係に変化が生じたことが容易に読み取れるのであり，少なくと

も，Ｅと「       」生徒，「修メン」の生徒からの追加の聴き取りが必

要になると考えられるが，この聴き取りを踏まえてそのような追加調査は一切行

われていない。 

なお，学校は，１２月２４日，主としてガラスの破損の件についてＦから聴き

取りを行い，その際，合わせて，Ｈの嫉妬やバスケットボールのチーム決めで本

件生徒をはずそうとしていたこと，本件生徒がそれに気付いていたことを供述し

ているが，これが追加調査につながった形跡もうかがわれない。 

   エ いじめに関する調査は，被害者である生徒が自殺している場合，他生徒からの

情報に頼らざるを得ない反面で，他生徒からは，一般的になかなか情報が得られ

にくいことから，僅かな情報も見逃さず，それを端緒として更なる調査につなげ

るという粘り強さが求められるところ，市教委が実施した調査は，いわば表面的・

形式的に実施されただけで，調査の実質を備えていないといわざるを得ない。 

すでに述べたように，市教委は，重大事態として調査組織を設置する義務を怠

っただけでなく，極めて不十分な調査を実施して本事案の結論を導こうとしたも

のであって，その姿勢は容認されないものである。 

 （４）スクールカウンセラーのカウンセリング情報の取扱い 
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ア 本事案発生後，当該中学校の生徒に対する心理的ケアが必要であるとの認識の

もと，同校のスクールカウンセラーが，同校への勤務時間を増やして生徒との面

談（カウンセリング）を実施することになった。 

イ この面談は，本事案に関する事実調査を目的とするものではなく，あくまで生

徒の心理的ケアを目的とするカウンセリングであることを踏まえ，スクールカウ

ンセラーは，生徒に対し，スクールカウンセラー自身に守秘義務があることを伝

えて生徒の話を聴いた。 

  スクールカウンセラーが面談時に得た情報は，面談の相手方たる生徒のプライ

バシーに関する情報であり，スクールカウンセラーが生徒に対してスクールカウ

ンセラー自身に守秘義務があることを前提として生徒の話を聴いた以上，生徒の

同意がない限り，原則として，守秘義務に基づき，これを教員その他の第三者に

情報提供することは相当でないというべきであるが（生徒の生命・身体の危険が

迫っているなど緊急性が高いと判断される場合などには慎重な配慮のもとで一部

の情報を教員その他第三者に提供することは可能とされる場合もある。），スク

ールカウンセラーは，面談時に生徒が話した内容について，生徒の同意を得るこ

となく，担任，学年職員，ｉ指導主事との間で情報共有していた。 

ウ このようなスクールカウンセラー，教員及び市教委職員の対応は，心理的ケア

のカウンセリングに対する生徒や保護者の信頼を損なうもので，相当とはいえな

い。スクールカウンセラーの姿勢・対応も問題であるが，指揮監督権を有する市

教委から情報提供を求められれば，スクールカウンセラーとしては事実上情報提

供せざるを得ないという関係性にあることからすると，スクールカウンセラーの

守秘義務に対する配慮のないまま安易に情報提供を求める市教委の姿勢・対応も

問題である。 

また，カウンセリングによって得られた情報は，真実性については必ずしも信

憑性が高いとはいえない情報が多々包含されているものであるにもかかわらず，

本事案においては，この面談によって得られた情報に基づき，本事案の調査過程

において，市教委や学校側に不当な偏見，先入観をもたらしたおそれがあり，も

しそうだとすれば，本事案の真相究明を阻害し逆行する結果をもたらしたという

可能性は否定できない。 

（５）平成２８年３月１６日の市教委臨時会における違法な議決 

   ア 平成２８年３月１６日の市教委臨時会においては，本事案がいじめ防止対策推

進法に基づく重大事態に該当するか判断を求める議案が市教委事務局から提案さ

れ，市教委臨時会の討議の結果，「いじめによる重大事態に該当しない」との議

決がなされた。 

本事案においては，自殺の結果が発生しており，両親がその原因についていじ

めであると訴えていることから，「重大事態」（いじめ防止対策推進法第２８条

第１項第１号）に該当することは明らかであり，これに反する議決を行うことは
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違法であるが，議案提出側の市教委事務局も，審議する市教委臨時会に出席して

いた教育委員の誰一人として，かかる議案を疑問視する者はなく，市教委臨時会

として「いじめによる重大事態に該当しない」と議決するに至った。 

当調査委員会は，市教委臨時会がこのような違法性が明白な議決に至った理由

を解明すべく，複数の関係者へのヒアリングを実施したが，文部科学省の基本方

針に対する正確な理解が欠如していたとの回答が異口同音に返ってくるだけであ

った。 

議案提案者である市教委事務局は，第三者委員会が設置されることを前提に，

本件生徒に対するいじめの存在と，本件生徒の自殺の原因がいじめであったとの

判断はいずれもできなかったことを明確にしておきたかったようであるが，今後，

第三者委員会で調査が実施されるにもかかわらず，その前段階でなぜ議決が必要

なのかは理解に苦しむところである。 

   イ ところで，３月１６日の議決は，重大な法令違反であるということにとどまら

ず，以下に述べるとおり，市教委臨時会に出席していた教育委員からの質問に対

し，教育長をはじめとする市教委事務局が「いじめによる重大事態に該当しない」

との議決を導くために，ミスリードするような発言をしていることを忽せにする

ことはできない。 

     すでに述べたように，指導課長は，「いじめがなかったと結論づけた理由は何

か」との教育委員の質問に対し，全生徒へのアンケート結果，３年生全生徒との

面接の結果から，本件生徒に対するいじめについて他の生徒の発言がなかったこ

とを根拠に挙げた。しかし，市教委事務局は，保護者による聴き取りの内容を踏

まえて学校側が平成２８年１月に改めて生徒から聴き取りを行った結果，少なく

とも事実関係については保護者による聴取内容と学校の聴取内容に齟齬がないこ

と（つまり，保護者による聴取結果は，事実関係においては信用性があること）

を認識していたのであって，「いじめがなかった」と結論づけるのであれば，平

成２８年１月の聴取結果を加えた結果としてどうなのかの説明が不可欠である。

にもかかわらず，指導課長は，あえて，「保護者は…明らかに事故者がいじめら

れていたという前提のもとに」聞いているとして，第三者性に欠け，信用性が乏

しいものであるかのような回答をし，学校の聴取結果をも証拠資料から排除して

答弁しているのである（なお，保護者の聴取資料は資料として提出されているも

のの，この内容の信憑性を確認した学校の聴取結果は資料として提出されていな

い。）。 

ウ 他方，教育長は，実際には，少なくとも事実関係については保護者による聴取

内容と学校の聴取内容に齟齬がないこと（つまり，保護者による聴取結果は，事

実関係においては信用性があること）を認識し，生徒たちから聴き取られた事実

の中には，本件生徒に心身の苦痛を与える程度の「いじめ」が存在していたとの

認識を明確に有していたにもかかわらず，市教委臨時会の答弁においては，「い
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じめがあったということは非常に判断しにくいかなと思っております」などと自

己の真の認識に反する内容をあえて述べているのである（教育長は，自殺につな

がるようないじめはなかったという趣旨で発言したとの説明をしているが，３月

１６日は，いじめの有無といじめと自殺の因果関係を明確に区別して発言してお

り，到底信用できない。）。 

   エ 以上述べたとおり，３月１６日の市教委臨時会においては，明らかに法令に反

する議案が提出され，そのとおり議決がなされたという問題性のみならず，その

ような議決を導くために，市教委臨時会に出席していた教育委員の質問に対して

市教委事務局（教育長，指導課長）が自己に都合の悪い情報を提供せず，教育委

員をミスリードするような姿勢が認められるのであって，不当極まりない。 

 （６）解散された市教委調査委員会の記録を全て廃棄したことについて 

   ア 本事案においては，市教委のもとに調査委員会（第三者委員会）が設置され，

平成２８年７月１２日以降，継続的に市教委調査委員会が開催され，ヒアリング

調査等が実施されたが，両親から，市教委調査委員会がいじめ防止対策推進法第

２８条に基づく調査委員会ではないとの理由で調査の中止と解散の申し入れがな

されたことを受けて，平成２９年６月１２日，同委員会は，第９回調査委員会を

もって解散するに至った。 

イ 市教委調査委員会が活動を開始した後に解散に至った理由は，まさに平成２８

年３月１６日の違法な議決であり，議案提出者である市教委事務局と議決者であ

る市教委臨時会の責任は極めて大きいものであるが，さらに問題なのは，市教委

調査委員会を解散するのと併せて，市教委調査委員会の記録が全て廃棄されてい

ることである。 

市教委調査委員会が実施した調査の記録はいうまでもなく公文書であり，地方

自治体の文書管理規則等に基づいて適切に管理することが求められる。 

市教委調査委員会がいじめ防止対策推進法に基づいて設置された委員会でない

としても，現に本事案について関係者からの聴き取り等を実施し，記録を作成し

ていたのであるから，一般的に記録に価値があることは明らかであり，これを自

由に廃棄するなどということが認められてよいはずがない。もちろん，当調査委

員会のように新たな第三者委員会が設置された場合，その資料内容を引き継いだ

委員会がその資料内容を精査し，独自の視点から信用性の評価を加える必要があ

ることは当然であるが，そもそも資料が存在しなければ，そのような検討すらな

し得ないのである。とりわけ，いじめの調査のように，一般的に客観的な資料に

乏しく，いじめを認定する証拠を主として関係者の供述に依拠せざるを得ないよ

うな場合に，事案発生から比較的時間が経過しない時点で供述された内容は事実

認定において貴重である。さらに，本事案においては，一度ヒアリングに協力し

たから２回目は協力したくないと述べて当調査委員会の聴き取りを拒否した関係

者もいたことから考えると，市教委調査委員会の記録の廃棄が当調査委員会によ
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る円滑な調査遂行を阻害したことは否めない。 

   ウ 本事案において調査委員会の解散がやむを得ないとしても，記録の取扱いは全

く別問題であって，このような文書廃棄は断じてあってはならない。 

 （７）小括 

本件生徒が１１月に自殺した後３月に第三者委員会の設置が決定されるまでの市

教委の対応は，いじめ防止対策推進法に基づく正しい対応とはおよそかけ離れたも

のであった。 

本件生徒の自殺後，１ヶ月も経たない時点で，両親から，「公平な第三者」によ

る調査の要望と，いじめを原因とする自殺であるとの訴えがなされたのであるから，

市教委は，いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号に基づき，速やかに調査の

ための組織（調査委員会）を設置すべきであったにもかかわらず，これを怠り，さ

らに，その後，１２月中には，両親の方から，重大事態（同法第２８条第１項第１

号）であるとの直接的な指摘があったにもかかわらず，調査のための組織（調査委

員会）を設置しなかった。このような対応の違法性はすでに指摘したとおりである。 

両親が，このような市教委の対応に不信感を抱き，生徒たちの協力を得て聴き取

り調査を精力的に実施して調査結果を提出したことから，当該中学校において，そ

の内容を確認する作業が実施された。この作業が実施された１月の時点において，

市教委は，いじめであると判断し得る事実を確認していたのであるが，３月に開催

された第三者委員会設置を決める市教委臨時会では，教育委員をミスリードして「い

じめによる重大事態に該当しない」との議決をさせた。この議決の違法性は明白で

あって，翌年の第三者委員会解散の原因となった。 

行政の執行が法令に基づいて行われるということは，市民の行政に対する信頼を

確保するうえでの最低限の要請であるが，本事案における市教委の対応は，法及び

行政自身が定めた指針に明らかに反するものであった。両親にとって，子どもがい

じめによって自殺したという事実だけでも耐え難い苦しみの日々の連続であるのに，

市教委の法軽視の対応によって，さらに深く傷つけられることになった。 

本事案のような自殺事案において，市教委及び学校側の対応のあり方についての

振り返りは，同種事案の再発防止のために何をなすべきかという観点のみならず，

現に子どもを失った被害者遺族に対してどう向き合うべきか，という基本姿勢が問

われているという意味でも極めて重要であるということに留意しなければならない。 
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第６ 今後の再発防止に向けて 

 

１ 本件生徒は，クラス内の複数の生徒によるいじめとクラス内での孤立が続くことに

耐えられず，自ら命を絶った。いじめの行為者は特定の生徒ではあるが，クラス担任

教諭の学級運営や指導等の言動が，クラス内の生徒の関係性に変化をもたらし，本件

生徒に対するいじめを誘発し，助長してしまったといえる事案である。また，本件生

徒の孤立感の背景には，直接いじめ行為を行った生徒ではない周囲の生徒たちの言動

も影響しており，いじめという特定の行為だけでなく，周囲の生徒との関係性も，本

件生徒に対して心理的な苦しみを与えていたということができる。 

指導者たる教員の言動は，当該教員が意識する，しないに関わらず，学校という狭

い空間の中で生活している生徒たちに対して圧倒的な影響力を与えるものであると

いうことは古くから指摘されているが，本事案は，担任教諭の複数回にわたる無自覚

な言動が，本件生徒を心理的に追い詰めていった事案であり，こういう事態が今後決

して生じることのないよう，再発防止策についての検討が必要である。本事案におい

て，本件生徒が自殺に至るまでの経過の中で，担任教諭の関わりがどのようなもので

あったのか，それらが生徒の行動や心理にどのような影響を与えてきたのかを仔細に

検討し，再発防止策に活かすことを期待するものである。 

また，本報告書で認定したいじめの事実や，いじめを行った生徒と本件生徒との間

の「いじめ関係性」については，本件生徒が自殺する以前は，当該中学校の担任教諭

をはじめとして教員は誰一人として気付いていなかった。しかしながら，校内で定期

的に実施していたアンケートの内容を精査したり，生徒の性格や行動の変化等を注意

深く観察し，さらに複数の教員が連携して考察していけば，いじめやその背景事実が

浮かび上がってくるものであり，当該中学校においてそのような実践が不十分であっ

たことは否定しようがない。また，教員がいじめ等の生徒間の関係性を巡る情報を得

るためには，教員と生徒との間の日常的な信頼関係が醸成されていることが欠かせな

いが，その点も疎かにされていた。この点，現場の教員の中には，指導困難な生徒が

複数いるとか，生徒の個人的または家庭的な事情等も複雑で，現実的には対応が困難

ではないか，といったように，学校現場の限界を指摘する者もいるかもしれない。し

かし，そういう事情があるのであれば，教員の加配，専門職の配置等の措置で対処す

ることが不可欠であり，学校現場の個々の状況によって，いじめ対策を怠ってよいも

のではない。 

再発防止策を検討するにあたっては，学校現場の実態を把握し，真に実効的な対策

を打ち出していただきたいと考えるものである。 

 ２ ところで，すでに「第１ はじめに」で述べたとおり，当調査委員会の発足は，本

件生徒の自殺という重大事態が発生してから２年が経過した後である。 

   本件生徒の自殺の後，市教委が前面に出て事実関係の調査を行ったが，その経過を

見ると，それは両親が求めるような，真相解明のための公平・中立な調査ではなく，
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あたかも，いじめが自殺の原因ではないとの結論を先取りしたうえで，調査を形式

的・表面的に行い，都合の良い資料を引用して結論を説明するというような，恣意的

と評されてもやむを得ないような「調査」であった。 

  市教委は，本事案がいじめによる自殺事件だという両親の訴えがあった後，速やか

にいじめ防止対策推進法に基づいて調査のための組織（調査委員会）を設置して調査

を開始すべきであったのに，そのような組織を設置することなく，市教委としての形

式的・表面的「調査」を継続するという違法な対応を行った。 

その後，両親の要望に基づき，翌年３月の市教委臨時会で，ようやく第三者委員会

の設置が決定されたが，市教委関係者の法の無理解により，「いじめによる重大事態

に該当しない」との議決がなされた。この議決がなされたことを原因として，発足し

て１年間にわたって活動を継続した第三者委員会がいじめ防止対策推進法第２８条

に基づかない第三者委員会であったとして解散を余儀なくされ，事案の解明がさらに

先延ばしになってしまった。事案が複雑なゆえに真相解明に時間がかかる場合のある

ことは否定できないが，本事案は，悉く，上記のような市教委の対応の不適切さが原

因となって，いたずらに時日が経過してしまったのである。 

いじめによる自殺が疑われるとき，同法は再発防止のため，事実関係を明確にする

ための調査を求めているが，この調査は，我が子を失った，被害者遺族の親の立場か

らすれば，我が子に何が起こったのか，我が子は何に苦しんで自殺をしたのか，とい

う最も基本的なことを知りたいという切実な要求に応えるものである。同法が制定さ

れる以前は，調査を法的に義務づける直接的な規定はなかったので，学校側が明らか

にする説明に納得できず，真実を明らかにしたいと思えば，事実上，訴訟提起するし

か方法がなかったが，これは遺族に対し，時間的にも経済的にも多大な負担を強いる

ものであった。同法は，いじめによる自殺の疑いがあれば当然に調査のための組織（調

査委員会）の設置義務があるとすることによって，真相解明を求める遺族の思いに寄

り添う，というところに重要な意義があるのである。 

市教委は，同法及びこれを具体化した文部科学省の基本方針等を正しく理解し，そ

の趣旨に基づいて迅速かつ適切に手続を進める義務のあることを自覚すべきである。

本事案のような法に基づかない対応は断じてあってはならず，市教委は本事案の対応

を猛省していただきたい。また，他の教育委員会も，本事案を他山の石として，今後

の重大事態調査を適切に進めていただきたいと切に願うものである。 

 以上 


