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学校で起きた問題の解決

全ての児童および青少年に学ぶ権利があります。お子様の学習ニーズが満たされていないのでは
ないかと不安になったり、学校で心配なことが起きたりすることもあるでしょう。

そんな時は、まずクラス担任にご相談
ください。問題が発生した時点で速や
かに学校関係者へ相談することが重
要です。
そのほかにも、家族や友人、地域の人
や支援団体、部族の長老や代表、特
別支援学級の職員など、話しやすい
人に相談してもよいでしょう。
お子様の身近にいる学校教職員との
話し合いで不安が解消されなかった
場合、以下の手順が役立つかもしれ
ません。ご相談の際は、必要に応じて
ご家族や友人を同伴することもできま
す。ひとりですべてを解決しようとしな
くても大丈夫です。

苦情取り扱いの方法は学校によって
異なります。学校関係者との話し合い
では、以下の点にご注意ください。

ステップ 1 – 学校について知り、
相談窓口を確認する
学校憲章、戦略計画、特別支援学級（
旧称：特別学級）の目標と苦情取り扱
いに関する資料を請求します。

担任との間で問題が解決しなかった
場合、次に相談すべき相手を確認し、
話し合いの日時を決めます。次に相談
すべき相手とは、学校長のほか、大規
模校の場合、副校長、教頭、主幹など
の上級職員になります。

また、話し合いの日時を約束すること
が重要です。問題解決には、関係者が
全力を集中する必要があります。あら
かじめ面談日時を設定しておかない
と、忙しい教師や校長はその場しのぎ
の対応しかできないかもしれません。

そうした状況にならないようにしまし
ょう。手短に問題を説明し、「I (or we) 
really want to be able to discuss this 
without interruptions.（会話が中断さ
れない場所でお話ししたい）」と伝えま
しょう。

面談日時を設定することは、問題解決
プロセスの重要な第1歩です。それが
いかに大切な問題であるかを明確に
意思表示し、きちんと相談の場を設け、
前向きな解決策を導き出す時間的な
余裕を生み出すようにしましょう。

ステップ 2 – 準備
出来るだけ正確な情報を収集します（
メモしておくと便利です）。問題点を的
確に説明できますか？不安になるよう
な出来事はありましたか？具体的に説
明できるようにしましょう。 

また、信頼できる相手に相談してみまし
ょう。同伴者を誰にするかなども含め、
面談の際にどのようなオプションがあ
るかの説明や事前の計画づくり、学校
との交渉方法をアドバイスしてくれる
かもしれません。

お子さん本人とそのニーズを熟知した
専門家や関係者に相談してみてもよ
いでしょう。

学習支援を必要とする児童や青少年のご家族、保護者の皆様へ 
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ステップ 3 – 話し合い
面談の際はメモを取りましょう。誰かを
同伴すると心強いかもしれません。担
任又は校長のほかに、学校関係者が
同席する場合もあります。

話し合いの席では、感情的にならない
ようにしましょう。

» お子さんの未来について、前向きに
考える。

» 問題解決に集中する。

» 当該の問題、お子さんのニーズ、不
安な点について話し合い、個人攻撃
にならないようにする。

» 考えられるすべてのオプションを検
討し、お子さんにとって最善の解決
策を選ぶ。

» 学校側の見解、ニーズ、問題点を聞
いたうえで、事態をより良くするため
の意見を提供する。

» 常に建設的に考える。

» 長期的な視点に立ち、こまめな情報
交換を欠かさないようにする。

ステップ 4 – 問題解決
学校側と同意に達した内容を文書に
して実践計画を立てます。計画の進捗
状況を確認するため、改めて面談の機
会を設けてもよいでしょう。

問題が解決しなかった場合
多くの場合、学校側との話し合いで解
決策を見出し、同意に至ります。しか
し、担任や校長との話し合いで問題が
解決されなかったと感じる場合、別の
方法で支援を求めることも可能です。
例えば、保護者の支援グループや障
害者支援団体にアドバイスやサポート
を求めてもよいでしょう。 

また、教育省の苦情解決プロセス
（Dispute Resolution Process*）を通
じて仲介者をたてることもできます。こ
れは学校と保護者の間を取り持ち、協
力して問題解決を目指すためのツー
ルです。

あるいは、学校運営の最終決定権を
握る理事会に手紙を書いてもよいで
しょう。

教育省の苦情解決プロセス
教育省の苦情解決プロセスを利用す
る場合、仲介者が保護者と学校の間
を取り持ち、早急な問題解決に努めま
す。これは学校と保護者に対する無償
の公共サービスです。

担任や校長との話し合いで解決策が
見出せなかった場合、このサービスを
利用できます。

サービスを利用できないケース：

» すでに学校の理事会に相談し、その
決定が出ている場合

» 人権委員会又はオンブズマン事務
局へすでに苦情申請している場合

教育省の仲介：保護者と学校の同意
に基づいて、教育省に有資格の仲介
者派遣を依頼できます。仲介者は学校
と保護者に協力し、実用的な解決策を
探すお手伝いをします。

教育省のレビュー：仲介者による話し
合いでも解決策が見出せなかった場
合、保護者と学校は教育省にレビュー
の実施を申請できます。レビューでは、
なすべきことが適切に行われたかどう
かを確認します。

独立した調停：教育省が有効であると
判断し、全関係者の同意が得られる場
合、利害関係者から独立した調停を実
施します。調停員が全関係者の意見を
公平に聞く場を設け、保護者と学校の
両方が合意に至り、お子さんにとって
最善の解決策を見つけ出すように尽
力します。

調停員には、どちらか一方の弁護や、
調停結果を行使する権限はありませ
ん。調停員の役目は、保護者と学校が
協力して問題解決に当たるように促す
ことです。 

* 教育省の苦情解決プロセス（Dispute Resolution Process*）を現在利用できる地域：オークランド、ファンガヌイ/マナワツ、ネルソン/マールボロ/ウェストコースト、 
ウェリントン、ホークスベイ/ギズボン、ベイオブプレンティ/ワイアリキ 
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又は

問題が解決されなかった
場合、保護者と学校は 

オプション 1又はオプシ
ョン 2を選択

保護者と学校が教育省の 
仲介を申請

オプション 1 –  
問題解決プロセス

オプション 2 –  
学校の理事会

教育省の手配による仲介
の実施 

問題解決 未解決の場合、保護者と学校は 
レビューを依頼

苦情処理が適切に実施されたかどうかを教育省教育課長がレビュー

又は
教育課長が他の解決策を

提案
関係者全員が同意する場合、教育

課長は独立した調停を承認

教育省が保護者と学校のために独立した調停を手配

又は問題解決 問題が解決しない場合、保護者は
オプション 2を選択可能

保護者による理事会への 
苦情申し立て（書面）

理事会の決定

又は問題解決
保護者は外部機関（人権委員
会、オンブズマン事務局など）

へ相談

保護者と担任及び/又は
校長の話し合い

注：
» 保護者はいつでも苦情解決プロセス（オプション 1）を中

止し、学校理事会（オプション 2）へ書面で苦情申し立て
を行えます。

» すでに理事会で検討し、決定が出されている問題に関し
ては、苦情解決プロセス（オプション 1）を利用できませ
ん。

» 保護者はいつでも外部機関（人権委員会、オンブズマン
事務局など）へ相談できます。すでに人権委員会又はオ
ンブズマン事務局で検討し、決定が出されている問題に
関しては、苦情解決プロセス又は学校理事会への苦情申
し立てはできません。

理事会への苦情申し立て
理事会への苦情申し立ては、必ず書面
で行います。理事会では、毎月の締め
切り日までに受理した苦情申し立てを
月例会議で取り上げます。

苦情内容の説明のため、申立人が理
事会に呼び出されることもあります。
苦情内容によっては、理事会で苦情調
査委員会を設置することがあります。

理事会に出席する際は、家族や友人
を同伴してもよいでしょう。

理事会では、校長に対する苦情を除
き、すでに通常の苦情申し立て手続き
をすべて経たものという前提において
苦情処理を行います。

学校に対する苦情申し立て
理事会が正しい苦情取り扱い手続き
を踏んでいないと思う場合、あるいは
苦情処理手続きの一部に反対の意
思表明をしたい場合は、お住まいの
地域の教育省教育課長（Director of 
Education）へお問い合わせください。

また、オンブズマン事務局への苦情申
し立てもできます。オンブズマンは理
事会の苦情処理手続きを調査し、勧告
を発令します。

そのほかにも、人権委員会（Human 
Rights Commission）や子どもコミッシ
ョナー（Children’s Commissioner）へ
いつでもお問い合わせください。

学校で起きた 
問題の解決
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education.govt.nz

役立つ連絡先
Ministry of Education（教育省）：

Auckland regional office 
（オークランド地区事務局）
電話：09 632 9400
Eメール：enquiries.auckland@education.
govt.nz

Whanganui/Manawatu regional office 
（ファンガヌイ/マナワツ地区事務局）
電話：06 349 6300
Eメール：enquiries.whanganui@education.
govt.nz

Nelson/Marlborough/West Coast 
regional office（ネルソン/マールボロ/ 
ウェストコースト地区事務局）
電話：03 546 3470
Eメール：enquiries.nelson@education.
govt.nz

Wellington regional office 
（ウェリントン地区事務局）
電話：04 463 8699
Eメール：enquiries.lowerhutt@education.
govt.nz

Hawkes Bay/Gisborne regional office 
（ホークスベイ/ギズボン地区事務局）
電話：06 833 6730
Eメール：enquiries.napier@education.govt.
nz

Bay of Plenty/Rotorua/Taupo 
regional office（ベイオブプレンティ/ 
ロトルア/タウポ地区事務局）
電話：07 349 7399 
Eメール：enquiries.BoP-Waiariki@
education.govt.nz

National office（全国事務局）
電話：0800 622 222
Eメール：Disputeresolution.Process@
education.govt.nz

学生の権利に関するサービス：
Community Law（地域の法律相談）
無料ダイヤル：0800 499 488
http://studentrights.nz/

Office of the Ombudsman 
（オンブズマン事務局）：
無料ダイヤル：0800 802 602
Eメール：info@ombudsman.parliament.nz

Office of the Children’s Commissioner 
（子どもコミッショナー事務局）：
無料ダイヤル：0800 224 453 
Eメール： advice@occ.org.nz

Human Rights Commission 
（人権委員会）：
無料ダイヤル：0800 496 877 
Eメール：infoline@hrc.co.nz

お問い合わせ：
苦情解決プロセスの詳細：

学校関係者 http://www.education.govt.nz/working-with-parents-to-
resolve-problems-about-learning-support

保護者 https://parents.education.govt.nz/resolving-problems-about-your-
childs-learning-support


