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１　市長部局の取組について

青少年育成課資料　　

月 日（曜） 内　容 会　場　等

6 12（土） 青少年育成さいたま市民会議総会・講演会
さいたま市産業文化センター
ホール　　　　※総会のみ実施

上旬
社会を明るくする運動
　青少年非行根絶キャンペーン協力

大宮駅等　　※中止

15（木）

青少年健全育成研修会
「子どもの未来・地域の未来のために～コミュニ
ティ・スクールを核とした学校づくり・地域づくり～」
　講師　さいたま市教育委員会生涯学習部
　　　　　生涯学習振興課参与
　　　　　竹居　秀子　氏

さいたま市産業文化センター
ホール

16（金）
第1回
「いじめのないまちづくりネットワーク」 ときわ会館　

8 夏季青少年育成巡回活動 各地区で実施

青少年健全育成非行防止キャンペーン 各地区で開催

１２（金）
第2回
「いじめのないまちづくりネットワーク」

さいたま市立教育研究所

23（火） 「再会の機会」（令和３年成人式対象者） 埼玉スタジアム２〇〇２

10（金） 十日市青少年育成巡回活動 大宮氷川神社参道周辺　　※中止

12（日） 十二日まち青少年育成巡回活動 調神社周辺　　※中止

19（日）
さいたま市誕生20周年記念
令和3年度　青少年の主張大会

さいたま市産業文化センター
ホール

下旬 年末巡回活動 各地区で実施

1 10（月） 成人式 さいたまスーパーアリーナ

2 26（土）
さいたま市誕生20周年記念
第20回青少年育成推進大会

さいたま市産業文化センター
ホール

○毎月第3金曜日「少年を非行から守る日」などに、各地区において青少年育成巡回活動を実施

＜子供・若者育成支援強調月間＞

12

＜青少年の非行・被害防止全国強調月間＞

令和３年度　青少年健全育成事業の取組

7

11

○大宮駅周辺環境浄化パトロール　　第3金曜日実施予定（年間７回）

○いじめ防止のための啓発品の作成、配布
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児童いじめ相談受付件数（児童相談所） 

○令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで                                

（件） 

  ※「その他」の１件では、学校側に相談者の希望を伝えた１件をカウント。 

  （件） 

相談者別件数 

小学生 中学生 高校生 保護者 その他 不明 

２ １ ０ ２０ ０ １ 

※「不明」は無言電話１件をカウント。 

令和３年度・上半期【４～９月】 児童いじめ相談受付件数（児童相談所）

○令和３年４月１日から９月３０日まで                              （件） 

  （件） 

相談者別件数 

小学生 中学生 高校生 保護者 その他 不明 

５ １ ０ １２ ０ １ 

※「不明」は無言電話１件をカウント。 

【児童相談所によるいじめ電話相談】   

・平 日 ９：００ ～ １８：００   

 ・電 話 ０４８－７６２－７９２６（児童相談所内）

総件

数 

相談内容 いじめ相談の対応 

いじめ 虐待 
一般 

相談 
他市 

無言・ 

いたずら 

教育相

談室を

紹介 

他機関

を紹介 
助言 その他 

２４ ６ ０ １６ １ １ １ ０ ４ １ 

総件

数 

 相談内容 いじめ相談の対応 

いじめ 虐待 一般相談 他市 
無言・   

いたずら 

教育相

談室を

紹介 

他機関

を紹介 
助言 その他 

１９ １２ ０ ６ ０ １ ２ １ ９ ０ 
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２ 教育委員会の取組について 

さいたま市におけるいじめの現状 

１ 平成 30 年度からのいじめの認知件数の推移 上段:件 下段:1000 人当たりの発生件数（件） 

（公立小・中・中等教育・高等学校・特別支援学校） ※さいたま市の数値は独自調査による。

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

さいたま市 
１６５３ １４３３ １０９０

１６.１ １４.０ １０.６

国 
５３０,７４１ ５９９,０６６ ５０７,８３９

４５.６ ５２.１ ４４.３

２ 令和２年度いじめの認知件数     上段：件 下段：1000 人当たりの発生件数（件） 

※さいたま市の数値は独自調査による。 

小学校（公立） 中・中等教育（公立） 高等学校（公立） 特別支援学校（公立） 

さいたま市 
７４４ ３４５ １ ０

１０.９ １１.０ ０.３ ０

国 
４１６，８６１ ７８,５３７ １０,２３８ ２,２０３

６７.２ ２６.４ ４.８ １５.６

（件）

指導 2課 資料１ 
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令和３年度 「いじめ防止シンポジウム」アンケートまとめ 

【シンポジウムの参加者からのアンケ ト】

１ 児童・生徒より 

・人によっていじめだと思う境界線が違うこと、些細な出来事が大きなことにつながってしまうと

いうことに改めて気づかされました。今のコロナ禍だから起こってしまういじめもあると思うの

で、前よりももっと相手のことを考えた行動や言動をとるのが必要とされてくるのではないかと

私は考えます。また、他校の取り組みや、いじめに関する私とは違う視点でとらえた意見を聞く

ことができてよかったと思いました。

・アンケートがその場で集計されて結果が分かったり、意見を述べたりして、各自が話合いに参加

することができて良かったです。

・いじめを起こさない雰囲気をつくるためには、周囲の「いじめがある」という危機感が必要なの

だと感じました。その上で、周りを和ませられる人と、周りの人を巻き添えにして楽しむことが、

いじめに対する意識に対する土台になると思いました。

・私だけではでない考えなどを教えていただいて、たくさん学ことができました。まだまだ学校で

も課題があって、今月のシンポジウムで自分を見直すことができました。貴重な経験をありがと

うございました。

そう思う
82%

どちらかと言えばそ
う思う
18%

どちらかと言えばそう思わない 0% そう思わない 0%

いじめ防止シンポジウムに参加する前よりも、いじめ防止にむけて
取り組んでいこうという気持ちが高まった。

そう思う

どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わない

そう思わない

そう思う
87%

どちらかと言えばそ
う思う
13%

どちらかと言えばそう思わない 0% そう思わない 0%

いじめ防止シンポジウムに参加することで、いじめの問題について
考えるよい機会となった。

そう思う

どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わない

そう思わない

指導２課 資料３
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２ 保護者・地域より 

・保護者や地域ではいじめの意識に関して、まだまだ情報が古く、いじめへの感度が低いところも

あるので、学校やＰＴＡで情報を共有して意識して取り組んでいきたいです。

・オンラインという制限された中でしたが、場面をアンケートで考える機会を設けていただいて、

児童も主体的に考えることができました。考えの違いを実感することができました。

・中学校の生徒の皆さんが、自分の問題として、また相手の立場に立って考えることが、大切であ

ることを、組織的に対応をすることを考えられていることが素晴らしいと思いました。

・いじめに対する取り組みや、子どもの持っている考えや気持ちを知る良い機会となりました。

３ 教職員より 

・小学生や中学生、高校生等さまざまな子どもの視点での意見を聞けて、勉強になりました。特に、

パネルディスカッションのアンケート結果が興味深かったです。やはり、教員が「いじめである」

とこたえる割合が高いのだなと思いました。本日はありがとうございました。

・考える場面１、２が、児童達にとって起こりうる場面であったため、積極的に意見がでました。

今回、本校では代表児童２名に参加してもらいましたが、このいじめ防止シンポジウムで考えた

ことをクラスでも考えてもらいたいと思いました。ありがとうございました。

・大砂土中の実践やアンケート結果は非常に参考となりました。いじめの理解が深まることで一人

一人が責任感を感じた結果が、あのアンケート結果につながったのではないかと感じました。ま

ずは、いじめの理解が第一歩だと改めて感じさせられました。

・いじめに関する児童生徒の率直な意見を聞くことができ、とても勉強になりました。いじめと判

断する子、いじめではないと判断する子、それぞれの考え方に触れることができ、いじめの判断

の難しさを再確認できました。また、いじめの定義を知ったからこそ、いじめに関わってしまっ

ていないか、判断が難しくなるという点は、大変おもしろいな、と思いました。

・以前の、会場に一同に介して行うシンポジウムよりも、自分の意見を発信できる機会があり、今

回のオンラインディスカッションの方が参加児童にとってもいじめの防止について考える有意

義な時間になったと思います。

・弁護士の先生に、「法律上」の視点からお話しいただけたのはよかったです。今回のように、いじ

めの目を詰むこと、根を絶やすことにつながる話し合いは有意義だと思いました。ぜひ、全校生

徒に見せたいです。
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総合教育相談室資料 

いじめ相談件数（相談先別）の推移について 

（件） 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

教育相談室 

（相談延べ件数） 
１７４ ２８１ １６８ ９７ ９９ 

２４時間子どもＳＯＳ 

窓口 

（入電件数） 

６６ １３４ １４４ １７０ ８８ 

ＳＮＳを活用した 

相談窓口 

（相談延べ件数） 

  １５ ３２ ２１ 

スクールカウンセラー 

（相談延べ件数） 
６２３ １，３４１ １，３９９ １，０１４ ７７１ 

スクールソーシャル 

ワーカー 

（相談延べ件数） 

２ 

（実件数）

５８ ３４０ １７８ １１０ 

さわやか相談員 

（相談延べ件数） 
４，３５０ ３，４１７ ４，４０９ ３，０３６ １，３４４ 

合 計 ５，２１５ ５，２３１ ６，４７５ ４，５２７ ２，４３３ 

○教育相談室（北・堀崎・あいぱれっと・岸町・美園・岩槻） 

 ・学校生活、本人の性格や行動などについての幅広い相談を行う。 

○２４時間子ども SOS窓口 

 ・夜間休日を含めて、２４時間フリーダイヤルで電話相談を行う。 

○ＳＮＳを活用した相談窓口 

 ・令和３年４月１５日から令和４年３月３１日までのうち月曜日と木曜日。一部期間は毎日実施。 

 ・対象は市立中・高等・中等教育学校の生徒。 

○スクールカウンセラー 

 ・全ての市立小・中・高等・中等教育学校に配置 

○スクールソーシャルワーカー 

 ・全ての市立小学校に配置。要請に応じて、市立中・高等・中等教育・特別支援学校へ派遣。 

○さわやか相談員 

 ・全ての市立中・中等教育学校に配置。要請に応じて、小学校へ派遣。 
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３  参 考 資 料 
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さいたま市規則第１７１号 

   さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク規則 

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市いじめ防止対策推進条例（平成２６年さいたま市条

例第１０３号）第９条第７項の規定に基づき、さいたま市いじめのないまちづくり

ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

 （委員長及び副委員長）

第２条 ネットワークに委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、会務を総理し、ネットワークを代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき

はその職務を代理する。

 （会議）

第３条 ネットワークの会議は、委員長が招集する。

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。

３ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

 （庶務）

第４条 ネットワークの庶務は、子ども未来局において処理する。

 （その他）

第５条 この規則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、委

員長がネットワークに諮って定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、さいたま市いじめ防止対策推進条例第９条第７項に基づ

き、さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク（以下「ネットワーク」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（構成）

第２条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関等により構成する。

（会議の公開） 

第３条 ネットワークの会議は、原則公開とする。ただし、ネットワークの決

議により非公開とすることができる。

（会議の傍聴）

第４条 ネットワークの会議の傍聴を希望する者は、会場で受け付けをし、係

員の指示に従い会場に入室するものとする。

２ 傍聴の受付は先着順で行い、５人になり次第受付を終了するものとする。

３ 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 ネットワークの会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により、

公然と可否を表明しないこと。

 騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。

 会場において、飲食及び喫煙をしないこと。

 会場において、委員長の許可なくネットワークの会議の模様を撮影し、

又は録音等を行わないこと。

 その他、会場の秩序を乱し、ネットワークの会議の支障となる行為をし

ないこと。

４ 傍聴者が前項の規定を守らないときには、委員長は、これを制止し、その

命令に従わないときには、これを退場させることができる。

（事務局） 

第５条 ネットワークの事務局は、子ども未来局子ども育成部青少年育成課に

置く。

  附則

 この要綱は制定の日から施行する。

附則 

 この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、令和 3年 6月 1日から施行する。 
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　別　表

団体名

1 学識経験者 　国立大学法人　埼玉大学

2 関係団体 　埼玉弁護士会

3 関係団体 　さいたま市４医師会

4 関係団体 　さいたま市自治会連合会

5 関係団体 　さいたま市ＰＴＡ協議会

6 関係団体 　青少年育成さいたま市民会議

7 関係団体 　さいたま市子ども会育成連絡協議会

8 関係団体 　さいたま市民生委員児童委員協議会

9 関係団体 　ＮＰＯ法人　こころとまなびどっとこむ

10 関係団体 　公益財団法人さいたま市スポーツ協会

11 関係団体 　株式会社　国大セミナー

12 関係団体 　埼玉県公認心理師協会

13 関係団体 　埼玉中央青年会議所

14 関係団体 　さいたま商工会議所

15 関係団体 　さいたま市社会福祉事業団

16 関係団体 　さいたま市立小学校校長会

17 関係団体 　さいたま市立中学校長会

18 関係団体 　さいたま市立高等学校校長連絡会

19 関係団体 　さいたま市立特別支援学校校長代表

20 関係行政 　埼玉県警察

21 関係行政 　さいたま地方法務局

22 関係行政 　さいたま人権擁護委員協議会

23 関係行政 　さいたま市こころの健康センター

24 関係行政 　さいたま市児童相談所

25 市職員 　副市長

26 市職員 　副教育長

いじめのないまちづくりネットワーク関係機関等一覧
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