
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

いじめは、当該児童生徒が一定の人間関係にある他の児童生徒から、心理的、物理的な影

響を受けることにより、心身の苦痛を感じさせられる行為であり、全ての子どもにとって、

人格形成や基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。 

こうしたいじめは、絶対に許してはならないものであり、全ての市民を挙げて、その根絶

に向けた取組を推進しなければなりません。 

しかし現実として、いじめの多くは学校で発生しており、いじめの問題の解決にあたって

は、学校が中心となり、「いじめは人間として決して許されないものである」という強い認

識に立ち、いじめられている子どもの立場に立った取組を展開していかなければなりません。 

また、いじめの問題に関しては、教師一人一人が、いつでも、どの子にもいじめは起こり

うるものであるという危機意識をもち、子どもに寄り添った指導を行うとともに、子どもが

主体となった未然防止の取組を、意図的・計画的に学校全体で推進することが肝要です。 

さらに、いじめの早期発見・早期対応に努め、日頃からの情報共有や問題への対応など、

学校が機動的な組織体となって取り組まなければなりません。 

本市においては過去に、いじめが原因で子どもが自らの命を絶つという痛ましい事件が起

こり、二度と子どもにそのような思いをさせてはならないという強い決意のもと、未然防止

と再発防止に関わる様々な取組を推進するとともに、関係機関との連携を確かなものとして

きました。 

それらの取組の一環として、いじめの問題について、教師一人一人が認識を深め、子ども

の気持ちに寄り添った指導を行うとともに、校内の指導体制を整え、保護者や関係機関と連

携した取組を展開することができるよう、平成２１年に「滝川市いじめ問題指導マニュアル」

が作成されました。 

しかしこの間、「いじめ防止対策推進法」が成立したことを受け、本市においては平成２

６年に「子どものいじめの防止等に関する条例」を制定、「いじめ防止基本方針」を策定す

るなど、いじめの問題に関わる状況は大きく変化してきました。また、いじめの態様につい

ても、ＳＮＳ等によるインターネット上のいじめへの対応が一層求められるといった現状に

あります。 

そうしたことを踏まえ、学校におけるいじめの問題への対応が一層充実したものとなるよ

う、「滝川市いじめ問題指導マニュアル」の内容を見直し、教職員の研修資料として改訂す

ることとしました。 

各学校におかれましては、本資料を効果的に活用し、これまで以上に教師一人一人がいじ

めについての認識を深め、指導の在り方や校内体制を見直すとともに、保護者や地域住民、

関係機関と連携した実効ある取組を推進されますことを期待しております。 

 

平成３０年３月 

滝川市教育委員会教育長 山 﨑  猛 
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Ⅰ いじめの理解 

１ いじめの定義                      いじめ防止対策推進法から 

 

 

 

 

 

 

 

＊「一定の人間関係のある」 

学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の児童生徒、塾やスポーツク 

ラブ等で当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何

らかの人的関係を有していることをさす。 

＊「物理的な影響」 

身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせら 

れたりすることなど。 

＊「心身の苦痛を感じているもの」 

いじめには多様な態様があることを鑑み、いじめ防止対策推進法（次ページ以降は

「法」）の対象となるいじめに該当するかを判断するに当たっては、「心身に苦痛を感じ

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に努める必要がある。 

＊けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、

背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否

かを判断する。 

 

２ いじめの構造 

いじめに関わる集団は、いじめを受ける「被害者」及びいじめを企ていじめを行う「加

害者」と、学級や部活動などの集団における、はやしたてたり面白がったりする「観衆」、

周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」等で構成されます。教師は、子どもの状況を

注意深く観察し、対象に応じて的確に指導するとともに、いじめの非人間性やそれが人

権を侵す行為であることに気づかせることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍観

観衆 

仲裁

加害 被害

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等

当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒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も含む。）であって、当該行為の対象と

なった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の

内外を問わない。 

＜被害者への指導＞ 

・訴えを親身になって聞き、安心感を与え、心のケア

と安全確保に努めるとともに、いじめを解決する方

法を共に考える等により自尊心の回復を図る 

＜加害者への指導＞ 

・いじめの行為の事実を確認するとともに、いじめた

理由や動機を聞き本人の心の内を理解し、いじめの

非に気づかせ、被害者への謝罪の気持ちを醸成させ

る指導の方針を考える 等 
（北海道教育委員会 学校教育の手引き参照） 
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３ いじめの問題性 

いじめは、癒すことのできない心の傷を子どもに残すとともに、次の視点から、子ども

の人権にかかわる重大な問題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜観衆への指導＞ 

・いじめをはやし立てたり、傍観したりすることも、いじめの行為と同様に許されない

ことであるという認識をもたせる等 

＜傍観者への指導＞ 

・いじめを止めたり、教師や保護者などに相談したりすることは、正しい行為であるこ

とを理解させる等 

 

・いじめ自体の陰湿性から教師や保護者に見えにくく、執拗に繰り返される。 

・いじめられる側の子どもは、訴えることができないことが多い。 

・いじめは巧妙に偽装され、いじめる側の罪悪感が薄い。 

・いじめられる側、いじめる側の双方の人格形成に「ゆがみ」をもたらす。 

平成２５年９月２８日、いじめ防止対策推進法が施

行されました。滝川市においては、道と時を同じくし、

「滝川市子どものいじめの防止等に関する条例」を制

定し、「滝川市子どものいじめ防止基本方針」を策定し

たところです。法及び条例において、各学校は「学校

いじめ基本方針」を策定することとされており、すで

に各校で整備がされているところです。このように、

いじめ問題に対する状況は大きく変わっており、学校

が求められる責務等について、改めてしっかりと確認

することが大切です。 



４　いじめの進行と変遷

群れ

遊び

萌芽

恐れ

・周囲の仲間の反応を気にして見ている。

諦め

・暴力行為等をしばしば繰り返す。

被害者

いじめの態様・内容

加害者等

中
期

無力

・周囲の仲間、友だちの行動や態度が
　気になる。（いじめのサイン）

訴え

・無関心を装い、傍観的な態度の友だ
　ちを見て「訴え」を諦める。

前
期

（支配・服従関係の萌芽）

・度重なるふざけ、からかいなどを不
　快に感じるようになる。

・多人数による「いじめ」に恐れを感
　じるようになる。

（支配・服従関係の成立）

初
期

・遊びや生活をとおして、互いにふざけあったり、じゃれ合ったり、いさかいが
　あったりする。（「遊び仲間」対等・平等の関係）

（自己のいじめの隠蔽）

・立場を入れ替えながら、ふざけ・いじ
　わる・からかいなどを行うようにな
　る。

（支配・服従関係の萌芽）

・ターゲットを固定し、仲間を誘い複数
　で「いじめ」を繰り返す。

（自己否定の考え方の実行）

後
期

末
期

否定

・暴力行為の他に金品の強要、使い走り
　等が生じる。
　（チクリ・訴え等の絶無の感触）

・暴力行為や金品の強要などが学校内外
　でますます激しくなる。

（「無法」と言える状態への発展・継続）

自尊

・耐えきれずに「自殺・転校」等を考
　えるようになる。

・親や教師に訴えた後の報復や暴力な
　どを極端に恐れる。

（訴える気持ちになれない状況）

（本人及び周囲の友達に対する「チクリ」の防止策）

（自尊感情の動揺）

・「いじめ」そのものの事実を自ら否
　定する。

（仲間の存在、安心感）

・周囲の動向を見定め、仲間に「いじ
　め」を示唆、命令する。

（見て見ぬ振りをする人間関係）

個の行動・状況

（いわゆる「チクリ」の心配）

複数の行動・状況

・遊び

・ふざけ

・ケンカ

・いじわる

・からかい

第一段階

・心理的ふざけ

・心理的いじめ

・物理的ふざけ

・物理的いじめ

第二段階

「いじめ」と「ケンカ・ふ

ざけ」を見極めるポイント

・対等な関係があるか

・一定のルールがあり、役

割の交代があるか 第三段階
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５　発達段階によるいじめの特徴

・非行を伴う場合は、学校全体でいじめられて
いる子どもを守る体制をつくり、いじめている
子どもに対しては、いじめ、非行の背景にも着
目して学校全体で指導するとともに関係機関と
の連携も必要である。

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

中
学
校

・教師や周囲の子どもにはいじめかどうか見分
けにくい事象が増えている。子どもの小集団の
動向や日常の友好関係に十分目を配り、いろい
ろな仲間と集団を作ることができるように配慮
することが大切である。

・「しつこく悪口を言う」「仲間はずれにす
る」「無視する」など、心理的ないじめが多く
なる。

・いじめが実際に起こっていても、「いじめが
ある」と認める割合も減少すると言われてい
る。

・男女の特性の違いに配慮する必要がある。女
子には、不安定な思春期の心理特性が早く表れ
ることを配慮して、学級内での集団形成や個別
の子どもの行動や心理に目を配りながら、指導
することが求められる。

・大集団によるいじめが発生する可能性がある
ので、学級内外の小集団の関係の変化に留意
し、学校全体での情報交換や共通理解を図るこ
とが必要である。

・仲間集団が固定化され、その緊密さや対抗意
識が激しくなり、それが基になりいじめに発展
することが多い。

・「リーダー格」の子どもが現れて、小集団で
の支配欲がいじめに発展することがある。

・小集団内で仲間同士の悪口を言うことから生
じるいじめ、仲間内で優位性を誇示しようとす
ることから生じるいじめ、仲間の結束を図るこ
とから生じるいじめなどが多く見られる。

・中心となっている子どもに対する継続的個別
的な対応を行うとともに、周囲にいる子どもを
含む集団に対して、いじめの不当性を徹底して
指導する必要がある。

・子どもの集団形成が多様化・拡大化すること
から、大集団における嫌悪感を伴ったいじめ
や、反発・報復感を伴ったいじめが目立つよう
になり、さらに愉快感を伴ったいじめもしばし
ば見られるようになる。

いじめの特徴 指導上の留意点

小
学
校
低
学
年

　各種調査等から、いじめは、子どもの発達段階によって下表のような特徴があること
が明らかになりました。教師は、いじめの特徴と子どもの発達段階を踏まえ、適切な指
導を行うことが大切です。

・これらの子どもの人間関係について、教職員
全員で見守ったり、保護者などと連携を深めた
りすることが重要である。

・教師とのつながりが強いことから、教師が適
切な指導を行うことによって、いじめられてい
る子どもが大きな打撃を受けることを未然に防
止できる可能性が高い。

・学級全体への指導とともに、いじめる子ども
一人一人へのきめ細やかな指導、日常的な友人
との接し方や集団のルール、自己表現を促す指
導が大切である。

・低学年のいじめの特徴に加えて、「仲間はず
れ」「無視」などが加わり、心理的ないじめが
目立つようになる。

・ちょっかいを出すような「たたく」「蹴る」
「悪口を言う」「人の嫌なことをする」などの
言動が多い。

・同性の小集団が形成されるこのころ、集団に
なじめないケースや集団とは異なる雰囲気を
もった子どもを排斥するケースが見られるよう
になる。

・男女によって事象の現れ方が異なるが、小集
団による嫉妬心や支配欲を伴う事例が多い。

・自分の感情を上手に表現できないことからい
じめが発生することが多い。

・仲間を求めて行うものや、欲求不満から行う
ものが多い。
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６いじめの態様

＜いじめの態様と具体例＞

・あだ名、悪口を言う　・悪意のある噂を流す　・やじる、はやし立てる　　

・「○○死ね」　・授業中に咳払いをしたり、口まねをしたり笑ったりする　

・こそこそ話をする　・悪口を書いた手紙を机等に入れたり回し読みをする

・「きもい」「うざい」「殺す」　　・黒板などに嫌がる落書きを書く

・殴る、蹴る、小突く、つねる　　・わざとぶつかる　　・物をぶつける

・頭髪を引っ張る　　・水をかける　　・泥などを服につける

・プロレスごっこに見せかけ痛めつける　　・けんかをさせる

・足を掛けて転ばせる

・周囲を囲み、ズボンや下着を下げる

・相手にしない　　・知らん振りをする　　・話しかけない　　・にらむ

・手紙やメールで「○○を無視しよう」という指示がまわる

・遊びや運動に入れない　　・話合いに入れない　　・近くに寄らずに避ける

・物品や金銭を要求する　　・食べ物をおごれと強要する

・家から金銭を持ち出すように命じる

・万引きするように命じる　　・持ち物を借りて返さない

・物品の交換や、いらないものを買うように要求する

・「チクルとただではすまないぞ」「ひどい目に遭わせるぞ」

・言われたくないことを何度も言う

・相手が落胆している姿を見て楽しむ

・落書き　　・机を離す

・持ち物にいたずらをする　　・持ち物を壊す　　・持ち物を隠す

・インターネット上の掲示板やブログに誹謗・中傷の情報を掲示する

・インターネット上に虚偽の噂を流す

・SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）のグループから故意に外す

・いたずらや脅迫のメールを送る

・嫌がる姿や写真を携帯電話やカメラで撮影する

・トイレ、着替え、食事等の際にのぞき込む

・用事を言いつけ、相手を酷使する

・言いがかりをつけ、不快そうな表情や素振りをする

・異性に抱きつかせたり、性的行為の強要をしたりする

・笑われるようなことや恥ずかしいことを無理やりさせる

　いじめの多くは、暴力的な行為ではなく、「いじわるな言動」や「否定的な態度」と
いった一見目立たない些細な行為で繰り返されます。

いじめの態様

言葉によるいじめ

暴力

そのいじめの態様については、小・中学校ともに、「冷やかしやからかい、悪口や脅し
文句、嫌なことを言われる」が最も多く、次いで、「仲間はずれ、集団による無視」と
なっています。一方、パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされるなどが、学
年が上がるにつれて多くなっています。

たかり

脅し

いやがらせ

その他

具　　体　　例

仲間はずれや集
団による無視

ネットによるいじめ
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Ⅱ いじめの未然防止等を図る取組 

 １ いじめの未然防止等を図る校内体制の確立 

   いじめの未然防止等を図るには、いじめ問題を学級担任・部活担当者などだけで対応するのではなく、教職員のそれぞれの役割を明確にして組織的に対応する校内体制の確立

が必要です。 

 

《校内体制例》 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《児童会・生徒会》 

いじめの防止等に資する児童生徒の自主的な企画運営による活動 

☆いじめ撲滅集会  ☆いじめ根絶標語作成  ☆ボランティア体験 

☆仲間意識を高める諸活動  ☆地域の方を招いての活動 

「滝川市子どものいじめの防止等に関する条例」 

関係行政機関 地域住民 

「学校いじめ防止基本方針」 

「滝川市いじめ防止基本方針」 

校内いじめ対策委員会 

・いじめを学級だけの問題にせず、 

校内の指導体制を確立する。 

・情報の収集及び伝達を適切に行う。 

 

☆いじめ未然防止に係る取組の確認 

☆効果の検証 

☆学校評価の検証と改善策の提示 

 

 

《校長》学校経営目標の具現化を図る学校経営の重点化 

・いじめ事案の指導方針や方法等について学校としての明確な指

導方針を示し、全教職員の共通理解を図り指導体制を確立する

とともに、いじめの未然防止、早期発見・対応等を図る。 

《教頭》 

目標・情報の共有化、関係機関との連携を図る体制づくり・学

校を挙げていじめの未然防止等に向けた協力体制の確立に努

める。 

・いじめの具体的な指導の留意点などについて教職員間の共通

理解・情報の共有化を図る。 

・PTA、町内会、家庭児童相談室、児童相談所、市教委、他校

等との連携体制を構築する。 

《生徒指導部》生徒指導の具体的な方針を示す 

・教育相談の充実など積極的な生徒指導を推進する。 

・学級担任を精神的に支える。 

☆「ほっと」「Q-U」などの実施・分析  ☆教育相談研修 

《学年部》 

「担任を支える体制づくり」と「同年代の集団における交流 

や集会等自主的な活動の企画・運営体制づくり」 

・学年間の和を図り、親和と意欲の醸成に努める。 

・学年・学級の学習や生活の様子に目を配り、いじめなどの

問題の未然防止に努める。 

☆学年集団として実施する体験活動   

☆学年委員会等を機能させた活動や集会 

 

《教科担任・専科》指導の工夫改善 

・子どもが楽しく、分かる授業を展開するとともに、生

徒指導の機能を生かした授業展開に努める。 

《養護教諭・スクールカウンセラー・学びサポーター》 

子どもにとって安心できる場所、人としての機能と心に寄り添う教育相談 

・把握した情報は、秘密を厳守した上で、正確に担任、校長・

教頭等に伝える。 

・信頼され安心できる保健室・相談室の雰囲気づくりに努め、

あらゆる場面をとおして、人間関係の大切さに気付かせる。 

 

《学級担任》望ましい学級集団づくり 

・子ども同士がふれあい、互いの理解を深める場や活動

を設定する。 

・いろいろな立場の子どもたちの思いをとらえさせる場

を設定して対応する。 

☆話し合い活動の充実 ☆道徳授業 ☆情報モラル教育 

☆学級における仲間意識を高める諸活動  ☆人権教室 

職員会議 

保護者 

児童生徒 保護者 地域住民 

見直し 点検 
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２　いじめの未然防止等を図る取組

関 係 機 関 と の 連 携

●地域社会と連携した職場体験活動●人との関わりや体験活動の充実
（福祉体験、農業体験、国際交流体験など）●ボランティア活動の推
進●社会教育と連携した事業への参加奨励●異学年交流の積極的推進

●『いじめ防止宣言』『いじめ撲滅宣言』の策定●いじめ根絶に関わ
る寸劇●いじめ撲滅運動の実施●仲間意識を高めるレクリエーション
や集会の企画・運営●挨拶運動の継続

●日常の授業改善●支持的風土あふれる居場所づくり（学級経営の充
実）●いじめ根絶やネットトラブル防止に関わるポスター・標語・シ
ンボルマークコンクール等への参加●学校だより、HPを活用した地
域への情報発信●外部講師の招聘による情報モラル教育の実施●道教
委「子どもの心に響く道徳教育推進事業」を活用した外部講師による
講演

いじめの未然防止を図る具体的な取組例

●幼稚園・保育所・中学校との連携（小学校）●小学校・高校との連
携（中学校）●滝川市教育委員会との連携●滝川市家庭児童相談室・
岩見沢児童相談所との連携●滝川市家庭児童相談室と連携したケース
会議の開催●空知教育センターとの連携●滝川警察署との連携●滝川
市人権擁護委員協議会と連携した人権教室の実施

●相談ポスト・悩みごと相談カードの活用●チャンス相談の実施●定
期的な教育相談週間の設定●児童生徒理解を深める教師と子どものコ
ミュニケーションの充実●教職員を対象としたカウンセリング研修会
の実施・参加●スクールカウンセラーによる教育相談●相談室の整
備・話しやすい雰囲気づくり●スクールソーシャルワーカーを活用し
た教育相談

●道徳教育研究に係る空知教育センターとの連携●道徳教育に係る研
究の充実●道徳科の授業の記録化●道徳の時間の保護者・地域・他校
への公開●地域の方の協力を得た道徳授業における指導の工夫●情報
モラル教育の推進

●報告・連絡・相談の徹底●生徒指導部を中心とした教育相談・生徒
指導体制の確立●毎朝の生徒指導交流会●月一度の生徒指導交流会●
生徒指導事例の記録化と共有化●スクールカウンセラー、相談員、養
護教諭との連携●「いじめ問題対応マニュアル」の校内的な作成・改
善●いじめアンケートの定期的な実施・分析●望ましい人間関係をは
ぐくむ学級づくりに関する研修●学級通信・委員会通信・クラブ活動
通信等の教員間の交流

●保護者への連絡等の徹底と継続的な連携強化●学年・学級懇談会に
おけるいじめ根絶に向けた認識の共有化●PTAボランティアによる
絵本の読み語り●町内会・育成会との連携・協力（街頭指導等）●保
護者等を対象とした教育講演会の実施●いじめ問題に関わるPTA研
修会の実施

地域・保護者との連携

体 験 活 動 の 充 実

児童会・生徒会活動の充実

そ の 他

いじめの未然防止等を図るためには、いじめ根絶に向けた意識の共有化に努めると
ともに、教育相談体制の充実、保護者・地域・関係機関との連携を講じるなど自校の
実態を踏まえた取組が大切です。

項目

生 徒 指 導 体 制 の 充 実

教 育 相 談 体 制 の 充 実

道 徳 教 育 の 充 実
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３ いじめの未然防止等を図る学校・家庭・地域の役割 

 

  いじめの防止等のための対策は、次の３点を基本理念として行われる必要があります。 

 

（１）いじめが全ての子どもに関係する問題であることから、子どもが安心して学習その他

の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるよう

にすることを基本として行われなければなりません。 

（２）全ての子どもがいじめを行わず、他の子どもに対して行われるいじめをはやし立て

ず、及びこれを認識しながら見逃すことがないようにするため、いじめが子どもの心と

体に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する子どもの理解を深めることを基本とし

て行われなければなりません。 

（３）いじめを受けた子どものいのちや心と体を保護することが特に重要であり、いじめを

受けた子どもに責任はないという認識に立ち、学校、家庭、地域住民、行政その他の関

係者が相互に連携協力し、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われ

なければなりません。  

 

  このことから、いじめの未然防止を図るためには、学校・家庭・地域社会がそれぞれの

役割を果たしながら連携を深めることが必要です。 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

基本的な生活習慣の育成 

社会性・道徳性の育成 

学校をはじめ関係機関への相談・協力 など 

学校と協働した児童生徒の体験活動等の実施 

地域行事への参加促進 

子どもへの日常的な声かけや挨拶 

子どもの様子に変化や不安を感じた際の、学校

等への通報・相談  など 

子どもにとって安全・安心な支持的風土の醸成 

心が通う対人関係づくり（自己有用感の向上） 

授業改善（規律ある授業・わかる授業） など 
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Ⅲ いじめの早期発見のための取組 

 

１ 教育相談の充実 

いじめは、「巧妙に偽装される」「子どもが訴えることができない」などの理由から、

教師が発見しにくい場で発生するものです。 

このことから、学校は、「いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも

起こりうる」という認識に立ち、教育相談の充実を図るなど、日頃から子ども一人一人

の様子に気を配り、いじめの早期発見に努めることが大切です。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

＜定期相談＞ 

・年間計画に教育相談週間（月間）を位置づけ、 

担任や副担任、SC などが、個別に子どもと話 

をする時間を確保する。 

・事前にアンケート用紙などを作成し、「相談し 

たいこと」「悩んでいること」などを子どもに 

書かせるなどの準備をする。 

※「いじめの実態把握のためのアンケート」も活用 

＜チャンス相談＞ 

・登下校時、休み時間、給食・清掃時などの学校 

生活のあらゆる場面で、意図的に子どもたちに 

声をかける。子どもとの何気ない会話を契機に 

継続的な相談へと発展させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談の形態

個別相談
グループ

相談

チーム

相談

教育相談の機会

呼び出し
相談

子どもの

自発的な相談

いじめ未然防止の取組も年間を通

じた PDCA サイクルに基づいて

行われる必要があります。 

「いじめ未然防止モデルプログラム」（北海道教育委

員会）を活用した年間の取組計画を作成する取組も

効果的です。 
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教育相談の場面では、次のような傾聴の姿勢で、子どもの話をじっくりと聞くことが大

切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談の方法

面接相談 手紙相談 メール相談

いじめの早期発見は学校だけが担

うものではありません。子どもや

保護者・地域住民に、様々な相談

の場があることを周知することも

大切です。 

《スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとの連携》 

いじめの問題には、それに関わる子ども一人一人の抱える背景が異なるという特徴

があります。早期発見のみならず、その後の早期対応、再発防止の取組をより実効性

のあるものとするために、教育相談の結果等についてスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーと積極的な情報共有や活用を進めることも大切です。 

 

 

 カウンセリングや臨床心理学の理論・技術を身につけている専門家です。校内いじ

め対策委員会への参加により、臨床心理学的な視点を学校に与え、教員の児童生徒理

解が深まるなどの効果が期待されます。また、スクールカウンセラーを講師とした教

育相談の技法に関わる研修の実施により、より効果的な教育相談を実施することが可

能となります。 

 

 

 社会福祉の専門的な知識・技能を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に

働きかけ、家庭・学校・地域の関係機関をつなぎ、子どもの悩みや抱えている問題の

解決に向けて支援を行う専門家です。校内いじめ対策委員会への参加により、中立的

な立場で問題を見つめ、客観的な視点から助言を受けることができるなどの効果が期

待されます。また、学校と協働して、子どもを取り囲む環境を整える役割を担います。 

• 「なるほど」「うんうん」など相手の話を受け入れる

•「もう少し聞かせて」など開かれた質問

•子ども：「○○と思います」

•教 師：「○○と思うんだね」
相手の話を繰り返す

•「～ということですね」など相手の話を要約する

•○○さんは、「～と考えているのですね」など相手の話を明確化する



【１日の生活と教育相談の考え方を生かした教師の関わり】

生活場面

・登校の様子（何人で登校？） ・教師から、声かけをする ・玄関で、声かけをする

・あいさつ ・あいさつの大切さを伝える

（子ども同士や教師と子ども）

・体調や心理状態の把握 ・副担任等も適宜指導する

・欠席の理由の確認

・発言者の発言を聴く態度

・１日の予定の見通し

・学習用具・提出物の確認 ・学習の雰囲気づくりをする

・学習への意欲や態度

・家庭学習の状況

・休み時間の過ごし方

・遊びの様子

・給食の準備、後片付けの様子 ・一緒に準備や後始末をする

・食事の様子 ・グループに入り、対話する

・食べ物の好き嫌い、量、速さ

・１日の生活を振り返る態度

・１日の生活の様子

・活動の様子（積極性、協力）

・下校の様子

・諸活動の様子

①子どもの考えや言葉を引き出し、心を込めて聞くことに努める
②子どもの言葉に耳を傾け、受け入れて情緒の開放を図る
③子どもの立場に立ってつまづきや心情、言葉の意味を理解しようと努める
④子どもの自己決定、自己選択を促す

観察の視点 教育相談的な配慮 教師の活動

・朝自習や朝読書の態度、子
ども同士の教え合いや班活動
等の協力を奨励する

・入室する子どもへの声かけ
をする

・担任や副担任は、教室や廊
下で声かけをする

・早く登校する子ども、遅く登
校する子どもや友人関係を把握
する

・欠席した子どもを気にかけ
ていることが伝わるような確
認をする

・日直・委員の発言内容を尊
重し、協力させる

・存在感や自己有用感をもた
せる工夫をする

・教育相談の機能を生かした
授業実践を行う

・授業終了の時刻を守り、休
み時間を確保し、子どもとの
対話を心がける

・廊下、教室等で子どもとの
関わりをもつ

登 校 前

始 業 前

朝 の 会

授 業 中

休み時間

・細やかな心配りが伝わる声
かけをする

放 課 後

・受容的、共感的な態度で接
する

・心身の疲れや友人関係に配
慮する

・自主的、積極的な活動を大
切にする

・担任や担当教諭が指導援助
を行う

給食時間

帰りの会

清 掃

・担任は準備から後始末まで
指導援助、副担任等も適宜指
導援助を行う

・１日の生活を振り返り、自
己を見つめさせる

・担任、副担任等協働して指
導援助を行う

・教室、廊下等で対話しなが
ら指導援助を行う

・一緒に活動するように心が
ける

・仕事を分担させ、協力させ
る

例えば授業では、教育相談の機能を生かす

ために次のことに留意することが大切です。
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２ 早期発見のための観察のポイント（学校・家庭・地域） 

 

子どもの発する言動等の変化を、いち早く把握することが、いじめの発見では重要です。 

日頃から、子どもとのふれあいの時間を大切にするとともに、子どもの様子や持ち物を

観察し、いじめのサインを見落とさないようにすることが大切です。また、家庭・地域で

も気をつけてもらうよう保護者・地域にお願いしておくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校では（集団での様子） 

□発表するとやじられたり、笑われたりする。 

□あだ名がつけられ、からかわれる。 

□グループ分けで、なかなか所属が決まらない。 

□皆が嫌がることを押し付けられる。 

□ゲーム中にパスが回らない、ボールを拾いに行かされる。 

□休み時間に呼び出されたり、授業に遅れたりする。 

□遊びの中でいつもおなじこと（かくれんぼの鬼など）をさせられている。 

□教師が褒めると周りの子どもがしらける。 

□通行のじゃまをされたり、逆にそばを通ると避けられたりする。 

□ふざけた雰囲気の中で、班長や代表に選ばれる。 

□学級会等で不自然な反対意見や批判を受ける。 

 

学校では（個人の様子） 

□学習意欲をなくしている。 

□遅刻、早退が目立つ。 

□授業中うつむいている。 

□休み時間や放課後、用もなく職員室に頻繁に来たり、前をうろうろしたりする。 

□机、教科書、ノートなどに落書きされる。 

□机、教科書、ノートなどが隠されたり、なくなったりする。 

□理由のはっきりしない打撲や傷跡がある。 

□衣服が汚れたり、破れたり、ボタンが取れたりしている。 

□ケンカが多くなる。 

□一人で掃除や後片付けをしていることが多い。 

□保健室に出入りすることが多くなる。 

□休み時間にトイレなどに閉じこもる。 

□机が離されている。 
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＜子どものサインを見逃さない＞ 

＊日頃から、子どもとのふれあいを大切にし、子どもが心

を開く関係を築く。 

＊全教職員・保護者が協力して子どもを見守る目を絶えず

もち続ける。 

＊いじめる側、周囲の子どもが発するサインにも注意する。 

 

＜子どものサインを発見したら＞ 

＊直接その子どもから話を聞くなどして、慎重に事実確認

を行うとともに、迅速に対応する。 

地域では 

□公園等で数人に囲まれたり、言い合ったり、小突かれたりしている。 

□コンビニなどでジュースやお菓子をおごらされている。 

□登下校中で、一人の子が他の子の荷物を持たされている。 

□道ばたや公園などで、一人でぽつんとしている。 

□自分から友だちに話しかけずに、さそわれるままに元気なくついて行っている。 

□一緒に遊んでいるように見えても、表情がさえず、おどおどした様子が見られる。 

□近所の年下の子どもとしか遊んでいない。 

□（お店で）いつも同じ子がスナック菓子等をたくさん買いにきたり、子どもにしては

お金を使いすぎたりしている。 

家庭では 

□持ち物を頻繁になくしてくる。 

□学校に行きたがらない。 

□家族に度々お金を要求したり、金品を持ち出したりすることがある。 

□衣服を汚してきたり、あざや傷をつけてきたりする。 

□急に口数が少なくなる。 

□無気力になったり、食欲がなくなったりする。 

□頻繁に電話がかかってくる。 

□表情がさえず、おどおどした様子が見られる。 

□友達からの電話で、夜や休日に呼び出されるようになる。 

□家族との接触を避け、何か隠しているような気配が感じられる。 

□家族に八つ当たりをしたり、反抗したりするなど、感情の起伏が激しくなる。 

□携帯電話等に嫌がらせのメールがある。 

□携帯電話等を手放さず、常に連絡を気にしている。 

 

いじめのサインを見逃さない 

ために、こんなことを心がけ 

ましょう。 
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Ⅳ いじめが発生したときの指導 

１ いじめ問題に対応する校内体制の確立 

いじめが生じた際に学級担任・部活動担当者など特定の教員だけが対応するのではな

く、各学校に設置されている「学校いじめ防止会議」等を機能させ、学校全体で組織的

に対応することが重要です。そのための、連絡・報告のルートや校内における指導体制

を日頃から確認しておくことが大切です。 

 
 
 
 

 

                                                 

                                            

                                                 

                                                

                                                                                           

                                               

                                                      

                                                

    

 

                                                     

                                           

 

                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《学級担任・学年部・生徒指導部・（全教職員）》   ※ ○は対応段階、◎は指導段階を想定 

○被害児童生徒や保護者からの事実確認    ◎学級（学年・部活動・全校）全体への指導 

○加害児童生徒からの事実確認        ◎被害児童生徒への継続的なケア 

○学級・学年等の児童生徒からの事実確認   ◎加害児童生徒への継続的な見守り・教育相談 

○加害・被害児童生徒への指導・支援     ◎学校関係者等への説明 

○加害・被害児童生徒の保護者等への説明   ◎ＳＣ・ＳＳＷ等との連携     など 

学校教職員の取組 

 

受 理

教職員 
校長・教頭 

教育委員会 

事実確認調査 概要報告  

結果報告 調査指示 

 「〇〇学校いじめ防止会議」 

  〇〇学校職員会議 

共有 

速報(様式１） 

《時期：随時報告》 通報内容 

報  告 

【対応の流れ】 通報 

滝川市 学校におけるいじめに関わる『通報・相談』受理後のフローチャート より 

施行日：平成 26 年 4 月 1 日 

 

留 意 事 項 

滝川市内全ての小

中学校においてこ

うした対応の流れ

となっています。 
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２ いじめが発生した場合の事実把握における留意点 

いじめ問題への適切な指導には、正確な状況を的確に把握することが大切です。その 

ためには、確認すべき事項・教員等の役割分担・配慮すべき事項等について共通理解を 

図ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《いじめを発見したケース毎のポイント》 

 個々の事案に応じて柔軟かつ適切に対応を行う必要がありますが、以下にまとめたポイン

トについては、あくまでも「組織」としての方向性を決めた後の取組例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的な事実の確認のポイント＞ 

・関係した子どもから事実の確認（いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうした）をする。 

・関係した子どもが複数の場合は、別々の部屋で行う。 

・生徒指導担当者等が、それぞれの情報を整理し、一致しない点があれば担当者に、どこ

の部分を再度確認するのかを指示する。（指示系統の明確化） 

・事実の確認は生徒指導担当者等の指示で同時に終わるようにする。その後、関係の子ど

もを集めての事実の確認や指導を行う場合もある。 

・必要に応じて、保護者に連絡する。特に、関係の子どもの帰宅時間が遅くなる場合は、

家庭への連絡を行い、保護者の了承を得る。 

アンケート等による記載からいじめを発見した場合

•「よく教えてくれたね」「必ず守るからね」など勇気づける言葉や態度を示す。

•「○○から聞いた」など、情報提供者が特定されないよう配慮する。

•当事者だけでなく「見たり聞いたりしたことがある」と記載した子どもからも事実
確認を行う。

授業中、放課後等に教職員がいじめを発見した場合

•当事者だけでなく周囲の子どもからも事実確認を行う。

•いじめられている子どもには、本人がもっとも相談しやすい教職員があたる。

•「先生は絶対にあなたを守るからね」「あなたが悪いのではない」などの言葉とと
もに、子どもの気持ちをしっかり受け止める。

•被害・加害の子どもを別にし、同じ部屋では事情を聞かない。

•話を聞く場所や時間について、子どもの負担にならないように配慮する。

いじめられている子どもから訴えがあった場合

•いじめられている子どもの立場に立ち、その子どもの悩みをしっかり受け止めて、
「大変だったね」「よく頑張ってきたね」などの共感的な態度で話を聞く。

•「よく話してくれたね」「必ず守るからね」「あなたが悪いのではない」など勇気
づける言葉や態度を示す。

•教職員が一方的に話をするのではなく、本人の話をじっくり聞き、時間をかけて話
し合う。

•話を聞く場所や時間について、子どもの負担にならないように配慮する。
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 例えば、学級担任が被害児童生徒と加害児童生徒を呼びつけて、その場で仲直りさせたと

の報告があっても、既に「いじめは解決済み」などと判断してはいけません。トラブルを発

見した時点での対応や指導とは別に、いじめの事実が確認された場合には、改めて「組織」

の責任の下に指導やケアを行う必要があります。 

 

参考資料：文部科学省『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』（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者から訴えがあった場合

•その日のうちに、家庭訪問等を行い、じっくり時間をかけて詳しく話を聞く。

•担任一人で対応するのではなく、教頭や生徒指導担当者など複数で対応する。

•保護者の怒り、不安、悲しみ等を真剣に受け止める。

•保護者の話を聞いた後、「すぐに事実を調べます。」「学校では～の対応をしま
す。」など誠意をもって対応する。

地域・関係機関からの情報提供があった場合

•電話での対応で済ませるのではなく、その日のうちに複数の教職員が直接出向いて
話を聞く。

•学校に連絡した人に直接会ってお礼を言うとともに、学校の指導方針を説明し協力
を依頼する。

•通学路等にある商店やコンビニ等とは日頃から連携し、情報提供について依頼する。

（３）いじめに対する措置 

１．基本的な考え方 

 発見･通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害児童生徒を守り通すとともに、教育的

配慮の下、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向

上等、児童生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。 

 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関･専門機関と連携し、対応に当たる。 

２．いじめの発見・通報を受けたときの対応 

 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。児童生徒や保護者から「いじめではない

か」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確

に関わりを持つことが必要である。その際、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。 

 発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」に直ちに情報を共有する。そ

の後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童生徒から事情を聞き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の

結果は、校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。 

 学校や学校の設置者が、いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を

上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童生徒を徹底

して守り通すという観点から、学校はためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。 

 なお、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。 
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３ いじめられている子どもへの支援 

いじめられている子どもには、いじめの解決に向けて様々な取組を進めつつ、子ども

の立場で、共感的な理解に努めることが大切です。特に、いじめられている子どもを最

後まで守り通すという姿勢をもって対応するなど、信頼関係を改めて築くことが大切で

す。そして、いじめられた子どもにとっては、いじめの解決がゴールではなく、自尊心

の回復が最終的なゴールであることを、支援にあたる全ての関係者が心に刻み、取組を

進めることが肝要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共感的理解の重要性

•いじめられている子どもの立場に立って、冷静かつ受容的な姿勢で話を聞く。
（うなずく、繰り返す、整理する、否定の言葉を使わないなど）

•いじめられている子どもと信頼関係ができている教師が中心になって対応する。

•話した内容の秘密を保持することを約束するなどして、最後まで守ってくれる
人がいるという安心感をもたせる。

安心して学校生活を送るために

•グループ（班）替え、座席替え、別室登校も視野に入れる。

•心に深い傷を負うなど、深刻な被害がある場合は、ＳＣなどと連携を図る。

•いじめにかかわった子どもとの関係については、本人の意向を尊重し、時間を
かけて人間関係の修復に努める。

•休み時間における、教師の見回りを徹底する。

•授業時など、複数の教員の目で見守ることができる体制をとる。

•必要に応じて、いじめを行った児童生徒の出席停止を命じる措置をとる。

長期的支援

•学級活動、授業中、休み時間等において、いじめを受けた子どもの態度や様子
に注意し、教職員間で情報交換を密にし、定期的に協議する。

•自信回復に向けて積極的に支援し、子どもの誇りと自信を取り戻させる。

•相談するなど、長期的な支援を子どもに約束する。

•SCやSSWなど外部の教育支援スタッフを効果的に活用する。

＜好ましくない対応の例＞ 

１ いじめの存在に気付かない。 

・本人がいじめを告白しないと、いじめは分からない。 

・いじめられているように見えなかった・・・楽しそうにしていた。 

２ いじめの深刻さに気付かない。 

・「いじめられた方にも問題がある」、「私たちの子どもの頃にも、いじめはあった」などのいじめを軽視する発言。 

・「子どもは大丈夫と言っている」と表面的な見方で事象を判断する。 

３ 否定意識をもつ。 

・やられたらやりかえしてこい。  ・反抗できないやつが悪い。 

・はっきり言って迷惑だ（真相を究明しようとする被害者の家族の訴えに対して）。 

４ 早急な直接対決をさせる。 

・どちらの言い分が正しいかを決める。（教師が裁判官になる）。 

・十分な事実確認や指導が行われないまま、当事者どうしを話合わせる。 

振り返ってみましょう！ 

こんな対応をしていませんか？ 
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４ いじめている子どもへの指導 

いじめている子どもに対しては、心理的な孤立感・疎外感を与えることがないように

一定の教育的配慮の下に、いじめの非人間性やそれぞれが他人の人権を侵す行為である

ことに気付かせ、他人の痛みを理解できるように教育的指導を行うことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指導の留意点＞ 

・自己中心的な言い分や主張に教師も巻き込まれることのないよう、いじめの状況を客観的に理解することが大切である。 

・心から謝罪させる。形式的な謝罪や仲直りは意味がない。 

・孤独感、欲求不満、嫌悪感、反発など様々な気持ちが重なり合っていることが多い。いじめている子どもの心理を一面的に捉えて一斉

に指導するのではなく、一人一人の心理を受け止めながら個別の指導に当たる。（ＳＣや SＳＷ、警察等との連携の視点も重視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手の苦しみを理解させる指導

•いじめによって、相手をどれほど苦しめたかについて、いじめられてい
る子どもの心の痛みを共感させる。

•いじめは、いじめられている子どもの基本的人権を侵害するだけでなく、
自らの生き方や在り方を見失わせる重大な行為であることを理解させる。

自分の行為を見つめさせる指導

•なぜいじめたかを問い詰めるよりも、いじめをするようになった理由や、
いじめでしか自分を表現できなかった子どもの気持ちを引き出す。

•いじめは、いかなる理由があっても、決して許される行為ではないこと
を理解させる。

•自らいじめた相手と話し合える場を設定し、本人から謝罪させる。

•必要に応じて、出席停止を命じる措置をとる。

温かい人間関係づくりの大切さを実感させる指導

•思いやりの心や規範意識の育成を目指し、人間としてとるべき行動につ
いて考えさせるように継続的に指導する。

•学習活動、児童会・生徒会活動、クラブ活動、部活動、または、校内外
での諸活動等をとおして、本人の所属意識や自己有用感を高める。

•教職員が子どもと積極的に人間関係をつくるように努めるとともに、い
じめている子どもに対して豊かな人間性と互いに支え合っていく姿勢を
育成する。

＜好ましくない対応の例＞ 

・クラスでいじめている子どもを前にして「お前が悪い！」と非難する。 

・見せしめの体罰を与える。 

・命令口調、過去を引き合いに出す。 

・追い詰めたり、問い詰めたりする。 

・兄弟等と比較する。 

・教師一人の価値観や体験でいじめかどうかを判断する。 

・被害者から「何もしないで欲しい」と強要されたことを理由に、いじめた子どもへ対応しない。 

振り返ってみましょう！ 

こんな対応をしていませんか？ 
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５ 周囲の子どもへの指導 

いじめ問題への対応は当事者のみならず、周囲の子どもへの対応が大切です。 

そのためには、いじめを学級や学年（部活動）全体の問題として取り上げ、いじめて

いる子どもや周囲の子どもの気持ちに配慮しつつ、いじめられている子どもの心情を深

く考えさせ、子どもたちに当事者意識をもたせることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめられている子どもの心の苦しみを理解させる

•いじめはいつでも、誰にでも、起こることを踏まえ、いじめられ
ている子どもの心の苦しみを理解させる。

•はやし立てたり見て見ぬふりをしたりする行為は、いじめている
のと同じだということを理解させる。

•自分がいじめられている立場だったらどんな気持ちになるかにつ
いて、いじめられている子どもの心の痛みに共感させることを通
して考えさせる。

再発防止に向けた指導を行う

•なぜ止められなかったのか、なぜ見て見ぬふりをしてしまったの
か等、正義ある行動ができなかった自分を見つめることができる
よう指導する。

•自分が標的になることを恐れるあまり、いじめを止めさせること
ができない場合もあることから、止める手立て等を具体的に示し
ながら指導する。

•学級（学年・部活動等）全体として、いじめのない学校生活にす
るために自分が果たすべき役割を明確にし、行動させる。

いじめを学級全体の問題として取り上げ、子どもたちに指導する場合、

右のようなことについて、留意することが大切です。 

・本人にとって秘密にしたい事情が明らかにされ、孤立 

が深まる恐れのある場合等については、全体指導の是

非を十分に検討する必要がある。 

・当該の子どもや保護者の了解が必要である。 

・子ども同士が納得のいくまで考え、性急で表面的な解

決を求めることなく、話合う場を十分に確保する。 

・学級での取組の内容が保護者の誤解を招かぬよう、学

級全体の問題とする意図や方法、その後の経過などを

保護者に伝える。 
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６ 保護者への対応 

いじめ問題の早期解決を図るには、学校は、いじめられている子どもの保護者・いじ 

めている子どもの保護者の双方に直接会って、事実の情報提供をするとともに学校の指

導方針を伝え、保護者の率直な意見を聞くことが重要です。 

また、家庭訪問を行う場合は、担任・生徒指導担当者・教頭等複数で対応することが

肝要です。さらに、いじめが表面上収まっても、定期的に学校生活の様子を保護者に伝

え、協力を得ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめている子どもの保護者への対応（複数で、直接）

＜いじめの事実を正確に伝え、具体的な対処法や今後の生活について指導・助言

し、保護者の協力を得る＞

いじめはどんな理
由であれ絶対に許
されないことを説
明する。一方、い
じめの行為そのも
のは憎んでも、い
じめている子ども
を憎むのではない
という認識で話を
することが大切で
ある。

保護者の心情（怒り・
情けなさ・自責の念・
不安等）を受け止め、
共感し、共に子どもを
育てていく姿勢で話す。
また、家庭への協力事
項は、具体的に話す。

いじめられている子
どもの苦しみやつら
さを理解してもらい、
心から謝罪すること
が大切であることの
理解を促す。

家庭でも、ただ叱る
だけではなく、いじ
めでしか自己表現で
きなかった自己の在
り方を克服するため
に励ましてもらいた
い旨を伝える。

いじめられている子どもの保護者への対応（複数で、直接）

＜いじめの事実を正確に伝え、保護者の心情を十分に理解するとともに、学校の
指導方針を説明し「子どもを守る」という姿勢のもとで信頼関係を作る＞

保護者の怒り、不安、悲し
み等を真剣に受け止めると
ともに、学校としてどんな
ことがあっても、いじめら
れている子どもを守ること
を伝える。

いじめている子どもや、そ
の他の周辺の子どもにどん
な指導を行ったかを伝え、
子どもが安心して学校生活
を送れるような具体的な改
善策を説明する。

自己防衛的な発言、被害者
の痛みに共感を示さない発
言、いじめられた方にも原
因があったなどの発言等、
不用意な発言をしない。
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７ 保護者会の開催 

いじめ問題の早期解決を図るには、保護者との連携が必要です。場合によっては、保

護者会を開催することも求められます。 

 

＜保護者会の開催が必要な場合＞ 

（１）一人の子どもを長期にわたって学級の多くの子どもがいじめており、学級全体の意 

識を変える必要がある場合 

（２）金品の要求や暴力など、いじめに伴う問題行動が学級全体に不安やおそれを感じさ 

せ、深刻な影響を与えている場合 

（３）いじめることを面白がる感情が学級全体に広がっている場合 

（４）保護者の間で、いじめをめぐる情報が事実とは異なる内容で広がり、共通理解を得 

る必要がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

＜保護者に協力を依頼すること＞ 

（１）いじめについて子どもと話合う機会を持つ 

・子どもの内面の変化や人間関係について一層気を配るように依頼する。 

・子ども自身を見つめさせたり、生き方を考えさせたりして、子どものよりよい成長 

を促すように依頼する。 

（２）規範意識を育てる 

・「いじめは決して許されない」という認識を学校と家庭が協力して育てていくよう、 

保護者の理解を得る。 

 

＜保護者会を開催するうえでの留意事項＞ 

（１）実施の時期を見極める 

・関係した子どもの保護者への対応を十分に行い、学校の解決策に理解が得られたこ

とを見極める。 

（２）関係した子どもの保護者に、事前に会のねらいを説明しておく 

・保護者会のねらいは、いじめに対して事実を正しく把握し、学級の子どもへの必要

な支援を学校と家庭が協力して行うことにあることを説明し、理解を図る。 

（３）組織的な対応 

・校長や教頭、生徒指導担当者、学年部など複数の教職員で対応する。場合によって

は、PTA 会長等の同席を求め、今後の取組として PTA との連携をお願いする。 

【説明する内容】 

（１）いじめの概要と事実経過 

（２）解決にむけて学校として指導してきた経緯等 

（３）今後の指導方針 

（４）保護者への依頼事項等 

＜説明内容のチェックポイント＞ 

・内容の正確さ 

・個人情報への配慮 

・情報の過不足 

・その他 
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８ 関係機関との連携 

学校内だけでは解決を図ることが困難な場合には、子どもの状況に応じて適切な関係

機関と連携していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜留意点＞ 

（１）保護者に対して、いじめの解決に向けた学校としての対応策を十分説明した上で、関

係機関を紹介し、保護者の判断をもって対応する。 

（２）学校は、保護者が、「学校は他人任せにし、我が子への関わりを放棄したのでは？」

との不安や不満を抱くことがないよう、指導の過程で見られた子どもの変容を保護者

に知らせるなど、常に保護者と関わろうとする姿勢を示す。 

（３）担任等の関係教職員は、連携を図った関係機関を訪れ、可能な範囲で子どもの悩みや

願いなどについて話を聞き、学校における人間関係を改善したり、授業の改善に生か

したりするように努める。 

（４）学校としての対応を見直すために、関係機関に積極的に助言を求める。 

（５）医療機関を紹介する場合は、過度に保護者の不安を増大させることがないように配慮

する。 

（６）子どもに拒否的な様子が見られるときには、無理をせず、相談機関を経由した医療機

関との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

警察との連携が

必要なケース

•暴行を受けて怪我をし
たり、万引きを命令さ
れたり金品を要求され
るなど、犯罪の可能性
が予測されている場合

医療機関・SC等との

連携が必要なケース

•いじめ発生後、学校に登
校できなくなり長期化して
いる場合

•自殺をほのめかす、幻聴、
幻覚などを訴えるなど極度
の精神的なダメージを受け
ている場合

•被害児童生徒の心的外傷
後ストレス障害（PTSD）
等のいじめによる後遺症へ
のケアを行う必要があると
判断される場合

児童相談所・SSW等と
の連携が必要なケース

•いじめの背景に養育上
の課題があったり、子
どもや保護者への支援
が必要であると判断さ
れた場合

SSW の派遣を要する場合は、「スクール

ソーシャルワーカー派遣要請書」を提出

してください。緊急を要する場合は、教

育委員会まで連絡をしてください！！ 
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●「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に

着目して判断する。例えば、次のようなケースが想定される。 

・児童生徒が自殺を企図した場合 

・身体に重大な障害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

●「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とする。ただ

し、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、目安にかかわらず、

学校の設置者又は学校の判断により迅速に調査に着手するものである。 

●重大事態については、『疑い』が生じた段階で調査を開始しなければならない。 

Ⅴ 重大事態が発生したときの対応 

 学校には「重大事態」が発生した場合（いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認

めるとき）、速やかに教育委員会を通じて、市長まで重大事態が発生したことを報告する義

務があります。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校の基本的姿勢 

（１）いじめを受けた児童生徒やその保護者（以下「被害児童生徒・保護者」）のいじめ

の事実関係を明らかにしたい、何があったのかを知りたいという切実な思いを理解

して対応にあたる。 

（２）自らの対応を真摯に見つめ直し、被害児童生徒・保護者に対して調査の結果につい

て適切に説明を行う。 

（３）重大事態の調査は、いじめの事実の全容解明、当該いじめの事案への対処及び同種

の事案の再発防止が目的であることを認識する。 

（４）詳細な調査を行わなければ、事案の全容は分からないという認識のもと、状況を把 

握できていない中で断片的な情報を発信すると、それが一人歩きしてしまうことに 

注意する。また、被害児童生徒・保護者の心情を害することは厳に慎む。 

（５）特に自殺事案の場合、いじめが背景にあるか否かにかかわらず、適切に事実関係を 

調査し、再発防止策を講じる責任を有していることを認識する。 

（６）被害児童生徒・保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合であっても、可能 

な限り自らの対応を振り返り、検証に努めること。決して、安易に、重大事態とし 

て取り扱わないことを選択するようなことがあってはならない。 

《重大事態の定義》 

１．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。【生命心身財産重大事態】 

２．いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余

儀なくされている疑いがあると認めるとき。【不登校重大事態】 

※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申出があったとき 
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２ 重大事態対応フロー 

 

 

 

 

 

 

●教育委員会の下に、重大事態の調査組織を設置 

（１）滝川市いじめ防止専門委員会の緊急招集 

（２）学校から報告があった重大事態についての説明 

（３）調査方針策定及び調査実施の依頼 

●教育委員会は、速やかに市長に調査開始の旨を報告 

（１）重大事態についての報告 

（２）調査組織の構成と調査方針の説明 

●調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施 

（１）いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。 

   ※因果関係の特定は急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

（２）いじめを受けた児童生徒及びその保護者が意見を述べることのできる機会を確保す 

る。 

（３）学校が先行調査をしている場合も、調査資料の再分析や必要に応じ新たな調査を実 

施する。 

●いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供 

（１）当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供する。 

（２）関係者の個人情報に十分に配慮する。（いたずらに個人情報を楯に説明を怠ってはならない） 

（３）アンケート調査を行う場合は、調査に先立って、いじめを受けた児童生徒及びその

保護者に提供する場合があることを説明する等の措置をとる。 

●教育委員会は、調査結果を市長に報告 

（１）いじめを受けた児童生徒及びその保護者からの希望があるときは、書面により当該

児童生徒及び保護者の意見を市長に報告する。 

●調査結果を踏まえた必要な措置 

 （１）教育委員会は、重大事態への対処又は同種の事態発生防止のため、必要な措置を講 

ずる。（例：生徒指導に専任的に取り組む教員や外部専門家の配置など人的体制の強化 等） 

重大事態の発生 

教育委員会が、重大事態の調査主体を

判断します。学校は重大事態が発生し

た場合、速やかに教育委員会へ報告す

る義務があります。 

学校は、教育委員会の指

示のもと、資料の提出な

ど、調査組織に報告する

ことが求められます。 
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Ⅵ 自殺の危険性が高まった場合、および自殺未遂への対応の流れ（例）   

 

 

 

       

 各学校 滝川市教育委員会 

電

話

当

日 

①校内体制づくり・対応方針の決定 

・危機対応チームの編成 

・指導方針（役割分担）の確認 

・緊急職員会議の招集  

・PTA 役員等への情報提供、協力依頼 

②子どもの所在確認 

＜子どもの下校時までに対応＞ 

・子どもの欠席確認 

・欠席している子どもへの電話連絡及び家

庭訪問 

③子どもへの指導 

・各学級での指導、緊急全校・学年集会の開催 

④情報の整理 

・気になる子どもについての情報交換 

・リスト作成 

⑤保護者向け「学校だより」の配布 

⑥下校後の帰宅確認及び家庭訪問 

①情報公開 

・臨時校長会の招集 

・首長部局との連携 

・関係機関への情報提供と協力依頼（警察等） 

②各学校の状況整理・指導助言 

③緊急の連絡体制の確認 

④空知教育局への報告 

⑤報道機関対応窓口の一本化 

⑥ＳＣ、ＳＳＷの派遣 

電

話

翌

日 

①欠席の子どもの保護者との連絡 

②校内外巡視 

③全ての子どもとの教育相談の実施  

④同一校区内の学校との情報交換 

①各学校の情報集約 

②首長部局との連携 

③関係機関との情報共有 

・滝川警察署   ・空知教育局 

・地域パトロールボランティア 

予

告

当

日 

①校内外の巡視の強化  

②下校前の全校集会の実施 

③情報窓口の一本化 

①各学校及び首長部局、関係機関との連絡

窓口の確認 

【予告当日までの状況に応じた各学校の対応】 

 ＜子どもが特定された＞ 

＊保護者との連携を図り、自殺予防に万全

を期す  

＊ＳＣ等の派遣 

＊当該子どもへのプライバシーに十分に

＜子どもが特定されない＞ 

＊教育相談の充実 

＊自殺予防に向け、全校の子どもや保護者

への働きかけを行う 

＊児童会・生徒会が主体的に「緊急アピー

ケースⅠ 

平常日、午前１１時３０分頃、滝川市教育委員会「教育・いじめ相談 24 時間電話」に女

の子の声で、３日後の自殺をほのめかす相談があった。学校名、氏名等は特定できない。 
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配慮する ル」等を行う 

以

降 

①関係機関への事実の報告と今後の取組

への理解 

①教職員間で欠席者についての情報共有 

②事実や指導の経過等、時系列による整理 

 

 

 

 

       

 当該校 滝川市教育委員会 

当

日 

①対応方針の決定・校内体制づくり 

・危機対応チームの編成 

・指導方針（役割分担）の確認 

・対応窓口の一本化 

・緊急職員会議の招集  

・PTA 役員等への情報提供、協力依頼 

②教育委員会への第一報（状況報告） 

③子どもの所在確認、保護者との連携 

・校外巡視 

・家庭訪問による保護者からの情報収集 

④子どもへの指導 

・当該学級、学年、部活動における教育相

談実施と情報収集 

（当該生徒のプライバシーに配慮する） 

⑤情報の整理 

・当該生徒の状況把握 

・教育相談結果の整理 

・影響を受ける可能性のある生徒のリスト

アップ 

⑥教育委員会への第二報 

①情報公開 

・首長部局との連携 

・関係機関への情報提供と協力依頼（警察等） 

②当該校の状況整理・指導助言 

③緊急の連絡体制の確認 

④空知教育局への報告 

⑤報道機関対応窓口の一本化 

⑥ＳＣ、ＳＳＷの派遣 

⑦各学校への情報提供と指導の方向性等、

今後の対応について確認 

以

降 

＜子どもが発見された＞ 

＊保護者・地域・関係機関との連携強化 

＊教育相談の充実（ＳＣ、ＳＳＷ等の派遣） 

＊事象の原因を分析し、本件を教訓とした教職員研修の定期的な実施 

＊自殺予防に向けた全校の子どもや保護者への働きかけ（生徒のプライバシーに十分配慮） 

＊生徒会が主体となった命の尊さに関わる取組 

＊関係機関への事実の報告と今後の取組への理解 

＊事実や指導の経過等、時系列による整理 

 

ケースⅡ 

平常日、午前７時４０分頃、学校に中学 2 年生女子生徒の保護者から、子どもが遺書を残

して家を出てしまった、という連絡があった。 
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Ⅶ 報道機関への対応 

１ 報道機関対応の基本姿勢 

（１）正確な情報を提供する。（推測による発言は避ける） 

（２）報道機関各社に対しては、公平な対応をする。 

（３）取材に対し、誠意をもって、迅速に対応する。特に記事の締め切り時間に配慮した

情報提供に留意する。 

（４）学校の方針を伝えるという積極的な広報姿勢を堅持して、報道機関に対応する。 

（５）記者会見等にあたっては、文書によるコメントを準備する。 

（６）報道機関の質問を全て正確に記録する。 

（７）報道機関との対応の窓口を一本化する。 

 

２ 報道機関対応の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報道機関から取材依頼があった場合は、電話ではなく直接面談して取材に応じる。 

・報道機関に提供できる情報と提供できない情報を明確にして対応する。 

・嘘やごまかしは不信感と批判を増幅させるので、事実をもって対応する。 

・記者の視点はその問題についての社会的責任や道義的責任へのコメントであるので、

法律的な見地からのコメントは避ける。 

・報道機関の締め切り時間を確認し、それに間に合うように記者会見を開く。 

質問の予測

•いつ、どこで、誰が、

何を、どのように

•どのくらいの期間で続

いていたのか

•いつから知っていたの

か

•学校は事態を知ってか

ら今まで何をしたのか

質問に対する返答の注意

•質問をよく聞く

•感情的にならない

•視聴者を意識する

•的確に質問に答える

（余計な情報を入れない）

伝えるべきこと

•対策委員会等を設置し、

問題に取り組んでいるこ

と

•問題の重要性を理解して

いること

•問題解決にむけて責任を

もって取り組むこと

•詳しいことが分かり次第、

適宜、公表すること
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Ⅷ インターネットや携帯電話を使った「ネット上のいじめ」への対応 

１ 「ネット上のいじめ」の特徴 

「ネット上のいじめ」とは、携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上のウェ

ブサイトの掲示板などに、特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を書き込んだり、メールを

送ったりするなどの方法により、いじめを行うものです。 

「ネット上のいじめ」には、次のような特徴があると指摘されています。各学校にお

いては、「ネット上のいじめ」の特徴を理解した上で、「ネット上のいじめ」の早期発見・

対応等に向けた取組を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SNS・掲示板・ブログ・プロフ と いじめの特徴＞ 

SNS・・・ソーシャルネットワーキングサービスの略。コミュニティ型の会員制のウェブ

サイトのこと。既存の会員からの招待がないと会員になれないという形式をとっ

ていることが多い。会員になると、自由に書き込みを行うことができる。     

LINE、Twitter、Facebook などがあげられる。特に LINE は閉鎖された中での

やりとりとなるため、外からは見えにくく、発見が難しいという特徴がある。 

 

 ◆いじめの態様例：誹謗中傷の書き込み、個人情報の無断掲載、グループからのはずし 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不特定多数の者から、絶え間ない誹謗・中
傷が行われ、被害が短期間で極めて深刻な
ものとなる。

ネットの匿名性から、安易に誹謗・中傷の
書き込みが行われるため、子どもが簡単に
被害者にも加害者にもなる。

ネット上に掲載された個人情報や画像は、
情報の加工が容易にできることから、誹
謗・中傷の対象として悪用されやすい。

保護者や教師などの身近な大人が、子ども
の携帯電話等の利用の状況を把握すること
が難しい。また、子どもの利用している掲
示板などを詳細に確認することが困難なた
め、「ネット上のいじめ」の実態把握が難
しい。

ネット上のいじめの特徴

「ネット上のいじめ」は、インターネットの使い方の変化や新しいシステムやサービスの出現など

により、新たな形態のいじめが生じることが考えられます。 

 

・口こみサイト･･･インターネット上で、様々な物事の評判を情報交換するウェブサイト。利用者 

が自由に書き込みをすることができる。 

・オンラインゲーム･･･コンピュータネットワークを利用して、別々の場所にいても、オンライン上で 

同時に同じゲームを行うことができるもの。ゲームだけではなく、チャット等 

への書き込みを行うことで、コミュニケーションをとることができる。 
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掲示板･･･参加者が自由に文章等を投稿することで、コミュニケーションをとることができ 

るウェブサイトのこと。掲示板の管理者がテーマ等を設定し、その内容に沿った

書き込みをする。 

ブログ･･･「ウェブログ」の略。個人や数人のグループで運営管理され、日記のように更新 

されるウェブサイトのこと。 

プロフ･･･「プロフィールサイト」の略で、パソコンや携帯電話からインターネットを利用 

して、自己紹介サイトを作成することができる。不特定多数の者が見たり書き込 

んだりすることができる。 

 

  ◆いじめの態様例：誹謗中傷の書き込み、個人情報の無断掲載、なりすまし 等 

 

 

メールによる「ネット上いじめ」として、次のようなものがあげられます。 

◆いじめの態様例：誹謗中傷の書き込み、チェーンメール、なりすましメール 

 

 ネット対策に関わる関係機関との連携 

 

「ネット上のいじめ」等の課題に対して、学校だけで対応できることは限られており、今

後は、学校や教育委員会が、ネットパトロール実施にあたって警察などの関係機関と連携し

ていく必要性が高くなることが考えられます。例えば、誹謗中傷等の書き込みが犯罪や人権

侵害に関わるような事案については、警察や人権擁護担当部局等、他の関係機関との連携を

図ることが必要です。 

 さらに、児童生徒を「ネット上のいじめ」等のインターネット上のトラブルから守り、情

報モラルを身に付けさせるためには保護者等の大人を含めた啓発が必要であり、そのために

もネット対策に関わる関係機関等が相互の役割を理解し、連携を図ることにより、さらに対

策の効果が上がることが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ネット上のいじめ」等のインター

ネット上のトラブルへの対応にあた

っては、学校だけで解決することが

難しいケースも想定されます。連携

を図るべき関係機関を確認しておき

ましょう。 

行政機関

・教育委員会

・警察

・人権擁護担当部局等

学校、PTA

・学校教職員

・校内いじめ対策委員会

・生徒指導部会

・PTA・家庭

・学校関係者評価委員会等

ネットワーク事業会社

・携帯電話会社

・インターネット

プロバイダー等

地域

・家庭

・自治会

・地域コミュニティ等
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２ 削除依頼等への対応 

家庭・学校において、掲示板・ブログ等への誹謗・中傷など悪質な書き込みの事実が

明らかになった場合、事件化を考えるよりも、子どもの精神的負担を最小限に食い止め

ることや、書き込み内容がエスカレートすることによる二次的なトラブルを未然防止す

るため、書き込みの削除を最優先に対応することが必要です。 

 

（１）書き込み発生時 

①事実の確認 

  可能な限り、被害者本人及び保護者の了解のもと、発見までの経緯、書き込み者の心

当たりの有無、保護者への相談状況、他の子どもの認知状況等を確認し、書き込みの実

態を把握します。 

 

②対応方針の検討 

把握した実態を、速やかに管理職、生徒指導主事等に連絡します。ただし、被害者本

人、保護者等が「学校でのおおごと」を嫌うこともあるため、当事者の気持ちを尊重す

ることが重要です。当事者の意向と異なる対応をせざるを得ない場合もありますが、そ

のときは、できる限り当事者の心情に配慮します。 

 

③児童生徒への対応 

被害者本人への対応（不安の共感的理解）、加害者への対応（書き込み者が分かって

いる場合）、当事者以外の一般の児童生徒への指導（必要と判断した場合）等、現実の

学校生活等における問題への対応を、インターネット上の対応と並行して行います。 

 

④インターネット上の対応 

書き込み者が特定できた場合には、当該児童生徒に書き込みを削除させることが先決

ですが、書き込み者が特定できなかった場合には、被害者本人または学校や教育委員会

が削除依頼をすることが考えられます。 

ただし、削除依頼のタイミングは状況に応じて迅速に行うことが適当な場合もあれば、

様子を見ることが適切な場合もあるため、慎重に判断する必要があります。 

 

⑤事後の経過の確認 

書き込みを削除できた場合でも、書き込まれた内容のキャッシュ 

（検索エンジンが検索結果を表示するための索引を作る際に検索に 

かかった各ページの内容を保存するもの）が残っているため、再び 

同じ内容が書き込まれるおそれがあります。１か月程度は、被害者 

本人の心のケアはもちろんのこと、その後の書き込み状況の経過を 

見るようにします。 
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（２）削除依頼の流れ（インターネット上の対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き込みの保存・記録 

内容の精査 

管理者の確認 

「掲示板管理者」等の 

の連絡先を探して削除

依頼 

「サイト管理者」等の 

の連絡先を探して削除

依頼 

「プロバイダ」の連絡先

を探して削除依頼 

書き込みの削除 

子どもへの指導 

削除完了 

掲示板管理者等が削除しない、 

または連絡先が分からない 

サイト管理者が削除しない、 

または連絡先が分からない 

・発見日時、書き込み発見経緯 

・ウェブページアドレス（URL）の記録 

・ウェブページの印刷、ファイルの保存 

※印刷が困難な場合はカメラ等で記録 

書き込みの内容から、特定の個人

が危険と思われる場合、名誉毀損

の程度がはなはだしい場合はす

ぐに警察に相談してください。 

◎管理者への連絡にあたって 
・サイト内で管理者の連絡方法を確認し、そ

れに従って依頼する。 

・「削除用メールアドレス」、「入力フォーム」

等が掲載されている場合が多いため、示さ

れた方法に従って依頼する。 

◎管理者が削除依頼に応じない場合 

・「プロバイダ責任制限法」に基づいて、掲

示板を運営しているプロバイダに削除依

頼できる。（サイトの端に、プロバイダの

リンクが張られていることが多い） 

・管理者が削除依頼に応じない等のトラブル

が生じた場合は、警察に相談する。 

経過確認 

子ども、保護者からの相談 

 

法務省の人権擁護機関である全

国の法務局・地方法務局では、イ

ンターネット上の掲示板等にプラ

イバシー侵害に当たる書き込みが

なされたとして被害者等から相談

を受けた場合、掲示板等を管理す

るプロバイダ等に対して、削除を

依頼する方法や発信者情報の開示

を請求する方法など、事案に応じ

た助言を行っています。学校だけ

で解決が難しい場合など連携を図

ることも可能です。 



３　情報モラル指導チェックシート

「情報モラル指導チェックシート」（教員用）

８

７

子どもが発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、インターネットの情
報を集めて指導方法を検討している。

教科や道徳科、特別活動（学級活動）、「総合的な学習の時間」で情報モラル
を取り上げて、相手のことを考えたり情報のやりとりやネット社会のルールや
マナーを守る態度を指導している。

子どもがインターネットを利用する際に、情報の正しさや安全性などを理解
し、健康面に気をつけて活用できるように指導している。

学校全体で情報モラルの指導計画を策定し、体系的に情報モラルを指導してい
る。

調査活動などでWeb検索を利用する際に、インターネット上には不適切な情報
があることを指導している。

１０

チ　ェ　ッ　ク　内　容

「情報モラル」指導実践キックオフガイド（日本教育工学振興会）参照

○印

３

２

１

６

５

４

伝え合う力を指導する際に、相手を思いやるコミュニケーションについて指導
している。

子どもがパスワードや自他の情報の大切さなど、情報セキュリティの基本的な
知識を身に付けるように指導している。

コンピュータの置き場所や使い方、履歴の管理などを保護者に指導し、家庭で
のルール作りを勧めている。

保護者懇談会では情報モラルについて取り上げ、話題にすると共に啓発に努め
ている。

保護者と連絡を密にして、コンピュータや携帯電話の使い方について子どもの
実態をよく知っている。

９
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「情報モラル指導チェックシート」（子ども用）

１３
携帯
けいたい

電話
で んわ

を使ってよい場所や時間を守り、勝手
か っ て

に他の人の写真を撮
と

ったりして

いない。

１４
家の人と使う時間を決めて、時間を守って携帯

けいたい

電話
で んわ

やコンピュータを使ってい

る。

７ ダウンロードはしないか、する時には家の人に確認
かくにん

を取ってからしている。

８
チャットや掲示板

けいじばん

には悪口
わるぐち

や意味のないこと、事実
じ じ つ

と違
ちが

うことを書き込まな

い。

９ チャットや掲示板
けいじばん

で初めての人に誘
さそ

われても、実際
じっさい

に会わない。

チ　ェ　ッ　ク　内　容

１０

１１
他の人が書いた文章や撮

と

った写真、ビデオなどを、自分のもののようにして勝
かっ

手
て

に発信
はっしん

しない。

チャットや掲示板
けいじばん

、ブログなどに個人
こ じ ん

情報
じょうほう

を書き込まない。

６
ネットショッピングの利用

りよう

やネットゲームのアイテム購入
こうにゅう

を家の人に内緒
ないしょ

でし

ていない。

２ 迷惑
めいわく

メールが来ても無視
む し

して、返事
へ ん じ

をしない。

３ あやしいメールに返事をしたり添付
て んぷ

ファイルを開いたりしていない。

４ チェーンメールは無視
む し

して自分のところでストップさせている。

○印

パスワードを大切にし、他人のパスワードをたずねたり、使ったりしていな
い。

１

５ 変なWeb
ウエブ

ページが開いたらすぐにそのウィンドウを閉じるようにしている。

１５ 困
こま

ったことがあれば先生や家の人に相談
そうだん

するようにしている。

１２ 著作物
ちょさくぶつ

をコピーして、勝手
か っ て

に配布
はいふ

していない。

「情報モラル」指導実践キックオフガイド（日本教育工学振興会）参照
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保護者の方へ

６

７

８

９

「情報モラル指導チェックシート」（家庭用）

ブラウザやフィルタリングソフトのページ閲覧履歴を定期的に見て、子どもが
どのようなページを見ているか確認している。

子どものネット利用の時間等を調べ、使いすぎの状態ではないか注意してい
る。

家庭で子どもと話し合って、コンピュータを使う際のルールを作り、守らせて
いる。

コンピュータは子供だけで使う場所には置かず、家庭の目が届く居間などに置
いている。

「情報モラル」指導実践キックオフガイド（日本教育工学振興会）参照

子どもの様子から気になることがあれば学級担任やカウンセラーと連絡を取り
合うようにしている。

困った場合の連絡先として警察の生活安全課や消費者相談窓口などを知ってい
る。

家族での会話を大切にし、学校や家での出来事についてなんでも話せて相談で
きる雰囲気を作っている。

チ　ェ　ッ　ク　内　容 ○印

社会で情報モラルに関わるどのような事件や課題があるのか新聞やテレビ、イ
ンターネットで調べている。

子どもに携帯電話を与える前に、本当に必要かどうかをよく検討し、子どもに
使わせる場合はフィルタリングサービスなどを契約するだけでなく、ルールや
マナーの指導も行うようにしている。

インターネット、携帯電話の普及により、子どもたちがトラブルに巻き込まれる事例が増加
し、その対策が緊急の課題となっています。将来社会に出て行く子ども達にとって、インター
ネットなどの活用能力は必須ですので、情報機器の利用は避けては通れません。学校では、日
常的に情報モラルの指導を行っています。また、学校で学習に使っているコンピュータは、
フィルタリングソフトやウィルス対策ソフトを導入し、安全性に配慮しています。

ご家庭でも、インターネットや携帯電話を利用する際に、守るべきルール、マナー、危険か
ら身を守るための注意事項をお子さんとともに確認し、安全で正しい活用を指導してくださ
い。

１

２

３

４

５
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Ⅸ いじめに関する相談機関リスト 

 

相談機関名 電話番号・Ｅ―mail 曜日・時間帯 

滝川市教育委員会 

教育総務課 

教育・いじめ相談２４時間電話 

０８００－８００－８７３４ 

（フリーダイヤル） 

ijime_soudan@city.takikawa.hokkaido.jp 

毎日 

２４時間 

滝川市適応指導教室 

「ふれあいルーム」 

教育委員会教育総務課 

０１２５－２８－８０４２ 

適応指導教室（滝川市教育支援センター内） 

０１２５－７４－４８００ 

月～金 

８：３０～１７：１５ 

月～金 

９：００～１５：００ 

北海教教育庁 

空知教育局 

相談電話 

０１２６－２２－３９１２ 

月～金 

８：４５～１７：３０ 

北海道教育委員会 

子ども相談支援センター 

０１２０－３８８２－５６ 

（フリーダイヤル） 

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 

毎日 

２４時間 

北海道警察本部 

少年サポートセンター 

少年相談１１０番 

０１２０－６７７－１１０ 

（フリーダイヤル） 

月～金 

８：４５～１７：３０ 

滝川警察署 ０１２５－２４－０１１０  

法務局 

子どもの人権１１０番 

０１２０－００７－１１０ 

（フリーダイヤル） 

月～金 

８：３０～１７：１５ 

滝川市家庭児童相談室 
０１２５－２３－５２１７ 

（滝川市役所１F 子育て応援課内） 

月～金 

９：００～１６：００ 

岩見沢児童相談所 ０１２６－２２－１１１９ 
月～金 

８：４５～１７：３０ 

 

 

 
いじめ問題は「早期発見」「早期対応」が非

常に重要です。子どもの様子で気になること

があったときは、相談機関に連絡してくださ

い。 
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   滝川市子どものいじめの防止等に関する条例  制定 平成26年3月20日条例第10号 

 

 子どもは、社会の宝であり、一人ひとりが素晴らしい個性や能力を持ったこの上のない大切な存在

である。 

 いじめは、このような子どもたちの個性や能力の育みにとって支障となるばかりでなく、心身に深

刻な被害をもたらす重大な問題である。 

 こうしたいじめは、絶対に許してはならないものであり、全ての市民を挙げて、その根絶に向けた

取組を行わなければならないものである。 

 このような認識の下、私たちは、未来を担う子どもたちが、かけがえのない自分に気付くととも

に、互いの良さを認め合い、共に高め合いながら健やかに成長していくことのできる環境の実現を目

指し、ここに滝川市子どものいじめの防止等に関する条例を制定する。  

 

 （目的） 

第１条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険

を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等（いじめの未然防止、いじめの

早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関

し、基本理念を定め、市及び関係者の責務等を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に

関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事

項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって児童等

の尊厳を保持するとともに、児童等が互いの違いを認め合い、及び支え合いながら、健やかに成長

できる環境の形成に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) いじめ 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。 

 (２) 学校 市が設置する小学校、中学校及び高等学校をいう。 

 (３) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

 (４) 保護者 親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をいう。 

 （基本理念）     

第３条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、

児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行

われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、他の児童等に対して行われる

いじめをはやし立てず、及びこれを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが児

童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行わ

れなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重

要であり、並びにいじめを受けた児童等に非はないという認識に立ち、学校、家庭、地域住民、行
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政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行わ

れなければならない。        

 （いじめの禁止） 

第４条 児童等は、いかなる理由があっても、いじめを行ってはならない。 

 （市の責務） 

第５条 市は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、いじめの防止等

のための施策を策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のため、必要な措置を講じなければな

らない。 

 （学校及び学校の教職員の責務） 

第６条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域

住民、関係行政機関その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発

見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、当該

児童等を徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切かつ迅速に対処しなければならない。 

 （保護者の責務等） 

第７条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念にのっと

り、その言動がその保護する児童等に大きな影響力を持つとの認識の下、当該児童等がいじめを行

うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう

努めるものとする。 

２ 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児

童等をいじめから保護するものとする。 

３ 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第１項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはなら

ず、また、前３項の規定は、いじめの防止等に関する市及び学校の責任を軽減するものと解しては

ならない。 

 （市民及び事業者の責務） 

第８条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童等と触れ合う機会を

大切にし、当該地域全体で児童等を見守るとともに、学校、家庭、地域住民、関係行政機関その他

の関係者と連携協力して、いじめが行われることのない、児童等が健やかに成長できる環境づくり

に努めるものとする。 

２ 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認め

た場合に市、学校その他の関係機関に通報する等の方法により、これらの機関が講ずるいじめの防

止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 

 （北海道との連携等） 

第９条 市は、北海道と連携して、いじめの防止等のための対策の推進を図るとともに、いじめの防

止等のための対策に関して必要があると認めるときは、国及び北海道に対して必要な措置を講ずる

よう要請するものとする。 

 （滝川市いじめ防止基本方針） 

第10条 市は、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という。）第11条第１項

の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針（以下「国いじめ防止基本方針」とい

う。）を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
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（以下「市いじめ防止基本方針」という。）を定めるものする。 

２ 市いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (１) いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

 (２) いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

３ 市は、市いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければなら

ない。 

 （学校いじめ防止基本方針） 

第11条 学校は、国いじめ防止基本方針及び市いじめ防止基本方針を参酌し、いじめの防止等のた

めの対策に関する基本的な方針（以下「学校いじめ防止基本方針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、当該学校に在籍する児童等の保護者及

び地域住民の参画を得るとともに、当該学校に在籍する児童等の意見を取り入れるよう努めるもの

とする。 

３ 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

４ 学校は、より実効性の高い取組を実施するため、学校いじめ防止基本方針を定期的に点検し、及

び評価するとともに、必要に応じて見直すものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定は、学校いじめ防止基本方針を変更する場合について準用する。 

 （滝川市いじめ問題対策連絡協議会） 

第12条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第１項の規定によ

り、教育委員会に滝川市いじめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 

 （滝川市いじめ防止専門委員会） 

第13条 いじめの防止等のための対策の実効的な推進を図るため、法第14条第３項の規定により、

教育委員会に滝川市いじめ防止専門委員会（以下「専門委員会」という。）を置く。 

２ 専門委員会は、前項の目的を達成するために、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のため

の対策の実効的な推進に関する重要事項を調査審議するとともに、この条例の規定によりその権限

に属させられた事項を処理するものとする。 

３ 専門委員会は、いじめの防止等のための対策の実効的な推進の在り方に関し、教育委員会に意見

を述べることができる。 

４ 専門委員会は、委員４人以内で組織する。 

５ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事項を処理するため必要があると認めるとき

は、特別委員を置くことができる。 

６ 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 (１) 学識経験を有する者 

 (２) いじめの防止等に関する知見を有する者 

 (３) 前２号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

７ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

８ 委員は、再任されることができる。 
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９ 特別委員は、当該特別の事項に係る処理が終了したときは、解任されるものとする。 

10 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

11 前各項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則

で定める。 

 （学校におけるいじめの防止） 

第14条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通

う対人交流の能力の素地を養うことにより、いじめが生まれにくい環境をつくるため、全ての教育

活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに、いじめの未然防止に資する予防的な

生徒指導を推進しなければならない。 

２ 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の

保護者、地域住民、社会教育関係団体その他の関係者との連携を図りつつ、児童等の人間関係に関

わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動の推進、いじめの防止等に資する児童等の自主的

な企画及び運営による活動に対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学

校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他の必

要な措置を講ずるものとする。 

 （いじめの早期発見等のための措置等） 

第15条 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発

見及び早期解消を図るため、質問票の使用及び面談等による当該学校に在籍する児童等に対する定

期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

第16条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職

員がいじめに係る相談を行うことができる体制（以下「相談体制」という。）を整備するものとす

る。 

２ 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、い

じめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、市は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備

に必要な施策を講ずるものとする。 

第17条 児童等は、いじめを受け、又はいじめを発見し、若しくは他の児童等からいじめの相談を

受けた場合は、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、保護者等への相談を行うほか、前条の

規定により整備されたいじめの相談に関する体制を活用するよう努めるものとする。 

 （関係者との連携等） 

第18条 市は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対す

る指導等又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に

適切かつ迅速に行われるよう、学校、家庭、地域住民、関係行政機関その他の関係者の間の連携の

強化その他必要な体制の整備を行うものとする。 

 （いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上） 

第19条 市は、いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう、

研修の充実を通じた学校の教職員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教員の配

置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止等を含む教育相談に応じる

ものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保その

他の必要な措置を講ずるものとする。 
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２ 教育委員会及び学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の

実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなけれ

ばならない。 

 （インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進等） 

第20条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の

高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ

て、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、

児童等に対する情報モラル教育（情報化社会において適正に行動するための基となる考え方及び態

度を養うことを目的とする教育をいう。）の充実に努めるとともに、当該児童等の保護者に対し

て、必要な啓発活動を行うものとする。 

２ 教育委員会は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうか

を監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるい

じめに対処する体制の整備に努めるものとする。 

第21条 保護者は、インターネットを通じて行われるいじめの防止のため、教育委員会及び学校と

連携協力して児童等に必要な指導を行うよう努めるものとする。 

２ 児童等は、インターネットを通じて行われるいじめの防止のため、前項の規定による保護者から

の指導を遵守するよう努めるものとする。 

 （啓発活動） 

第22条 市は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係

る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

 （学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第23条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の

複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるい

じめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 

 （いじめに対する措置） 

第24条 学校の教職員、教育委員会の事務局の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童

等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われ

るときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるも

のとする。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他児童等がいじめを受けていると思われるとき

は、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、

その結果を教育委員会に報告するものとする。 

３ 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめ

をやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関

する専門的な知識を有する者その他の関係者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護

者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導等又はその保護者に対する助言その他の必要

な措置を継続的に行うものとする。 

４ 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめ

を受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他

の児童等が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 学校は、当該学校の教職員が第３項の規定による支援等の措置を行うに当たっては、いじめを受
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けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起こることのないよう、いじ

めの事案の円滑な解決を目指して、これらの保護者の理解と協力の下、当該いじめの事案に係る情

報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは警察と連携してこ

れに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるお

それがあるときは直ちに警察に通報し、適切に援助を求めなければならない。 

第25条 教育委員会は、前条第２項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該学校に対

し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案につい

て自ら必要な調査を行うものとする。 

 （校長及び教員による懲戒） 

第26条 学校の校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教

育上必要があると認めるときは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第11条の規定に基づき、適

切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。 

 （出席停止制度の適切な運用等） 

第27条 教育委員会は、小学校又は中学校において、いじめを行った児童等の保護者に対して学校

教育法第35条第１項（同法第49条において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該児童等の

出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けることができる

ようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。 

 （学校相互間の連携協力体制の整備） 

第28条 市は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合で

あっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対

する指導等又はその保護者に対する助言その他の必要な措置を適切かつ迅速に行うことができるよ

うにするため、他の学校の設置者と連携して学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。 

２ 市は、いじめを受けた児童等及びいじめを行った児童等のうち指導上配慮を要する者の進学及び

転学に際し、当該いじめの事案に係る情報についての学校間の引継ぎが個人情報の取扱いに配慮し

つつ、確実かつ適切に行われるよう、他の学校の設置者と連携して学校相互間の連携協力体制を整

備するものとする。 

（学校評価における留意事項） 

第29条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、い

じめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよ

う、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるよう

にしなければならない。 

 （いじめの防止等のための対策に係る点検等の実施及び不断の見直し） 

第30条 市は、いじめの防止等のための対策について、その実施状況を定期的に点検し、及び評価

し、並びにその結果を公表するとともに、不断の見直しを行うものとする。 

 （重大事態が発生した場合の対処） 

第31条 教育委員会は、次に掲げる場合には、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、専門委員会による当該重大

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する。 

 (１) 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。 
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 (２) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき。 

２ 教育委員会は、前項の規定による調査を行うときは、速やかに市長にその旨を報告しなければな

らない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定による調査を行う場合において、いじめを受けた児童等及びその保

護者が意見を述べることのできる機会を確保するものとする。 

第32条 教育委員会は、前条第１項の規定による調査が終了したときは、速やかに市長にその結果

を報告しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による報告を行う場合において、当該調査に係るいじめを受けた児童

等の保護者からの希望があるときは、書面により当該児童等及びその保護者の意見を市長に報告す

るものとする。 

第33条 教育委員会は、第31条第１項の規定による調査を行ったときその他必要があると認めると

きは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事

実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。 

第34条 教育委員会は、第31条第１項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態

への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

第35条 学校は、重大事態が発生した場合又は当該学校に在籍する児童等若しくはその保護者から

重大事態が発生した旨の申立てがあった場合には、速やかに教育委員会を通じて、その旨を市長に

報告しなければならない。 

第36条 市長は、第32条第１項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態

への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、付属機関

を設けて調査を行う等の方法により、第31条第１項の規定による調査の結果について調査を行う

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による調査を行ったときその他必要があると認めるときは、当該調査に係

るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要

な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。 

４ 市長及び教育委員会は、第１項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任におい

て、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な

措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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