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いじめはどの子どもにも、どの
学校でも起こりうる問題です。い
じめの防止等のための対策は、児
童生徒を一人の人格として尊重し、
その声に耳を傾け、児童生徒の置
かれている気持ちを理解しながら、
その思いを聴き出すまで関わって
いくことが重要であり、また、こ
のことを通して、児童生徒自身の
力でいじめ問題を解決できるよう
支援していくことが重要です。



 
はじめに 

 

 いじめは、いじめを受けた児童生徒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および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その

生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。 

こうしたいじめから一人でも多くの児童生徒を救うためには、児童生徒を取

り囲む大人一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な

行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意

識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。 

平成２５年 6 月 28 日に「いじめ防止対策推進法」が公布され、本県におい

ても、平成２６年３月に「滋賀県いじめ防止基本方針」を策定し、対策の基本

的な考え方をはじめ、組織体制や基本的施策、重大事態への対処等に関する具

体的な内容や運用について定めました。平成２９年９月には「滋賀県いじめ防

止基本方針」を改定し、いじめの問題は社会総がかりで取り組む課題であると

の認識を示しました。 

本冊子「ストップいじめアクションプラン」は、「いじめ防止対策推進法」

や「滋賀県いじめ防止基本方針」をもとに「子どもによる滋賀県いじめ対策チ

ーム会議」の子ども委員や大人委員の方々、さらには、「滋賀県立学校いじめ

問題調査委員会」委員の方々の意見を受けて、「学校」や「子ども」、「保護

者」、「地域」がいじめをなくすために何ができるのかという具体的な行動を、

「アクション」としてまとめ上げたものです。 

滋賀県の子どもたちが明るくいきいきとした生活を送れるよう、学校・家庭・

地域においてみんなで取り組んでいきましょう。 
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１ いじめの定義

２ いじめの構造

いじめの四層構造
※仲裁者：傍観者の中からいじめを抑止する存在

いじめられた児童生徒の立場から見る
と、観衆や傍観者も含めて周りの者みん
なが加害者と認識されることもあります。

傍観者や観衆もいじめがあることを苦
にしながらも、仲裁したり、訴えたりす
ることが難しい状況におかれていること
も考えられ、加害者以外はすべて被害者
とみる考え方もあります。

「自分とは関係がないこと」と考える
子どもが増えることは、傍観者の増加に
つながる大きな問題です。

傍観者は、この構造の中で最も多い人
数と考えられますので、この傍観者の中
から仲裁者を育成することが、いじめの
指導には重要です。

いじめはこの四層構造を基本に考えますが、次のような考え方に留意する必要があります。

考 え 方 ① 考 え 方 ②

考 え 方 ③ 考 え 方 ④

「いじめ防止対策推進法」第２条第１項

この法律において｢いじめ｣とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍
している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影
響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為
の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

こんな些細なトラブルまでいじめと認知
していたら一体何件までふくれ上がるの
か。組織で対応なんてとても無理だ。

一方的な行為でもないし友達同士
で、力の差もないから、いじめで
はないな。

いじめは、ほんの些細なことから予期せぬ方向に推移し、重大な事態に至ることがあります。
法律の定義では、「力の差」「継続的」「意図的」「深刻」等の要素は全く含まれていません。
下記の定義に則り、いじめの認知を正確に行うことが極めて重要です。

一回限りのトラブルだから、継
続もしてないし、いじめとして
認知するのは、どうかな。

いじめはいじめる側（加害者）といじめられる側

（被害者）という二者関係だけでは成立しません。
左図に示しましたように、周りではやし立てたり面
白がったりする存在（観衆）と、黙って見守ってい
る存在（傍観者）を含めた四層構造（「森田洋司氏
による」）の中で発生するものです。
このため、いじめはこの四層構造における子ども

の関係性に注目して対応していくことが大切です。
また、子どもたちの間にはさまざまな人間関係が

ありますので、この関係性は固定したものではなく、
いじめが同時発生的に起こる場合もあります。

考 え 方 ① 考 え 方 ②

考 え 方 ③ 考 え 方 ④

いじめられた児童生徒の立場から見る
と、観衆や傍観者も含めて周りの者みん
なが加害者と認識されることもあります。

傍観者や観衆もいじめがあることを苦
にしながらも、仲裁したり、訴えたりす
ることが難しい状況におかれていること
も考えられ、加害者以外はすべて被害者
とみる考え方もあります。

「自分とは関係がないこと」と考える
子どもが増えることは、傍観者の増加に
つながる大きな問題です。

傍観者は、この構造の中で最も多い人
数と考えられますので、この傍観者の中
から仲裁者を育成することが、いじめの
指導には重要です。

考 え 方 ① 考 え 方 ②

考 え 方 ③ 考 え 方 ④

いじめられた児童生徒の立場から見る
と、観衆や傍観者も含めて周りの者みん
なが加害者と認識されることがあります。

観衆や傍観者が、いじめがあることを
苦にしながらも、訴えたり、仲裁するこ
とが難しい状況に置かれていることがあ
るため、加害者以外はすべて被害者とみ
る考え方もあります。

「自分とは関係がないこと」と考える
子どもが増えることは、傍観者の増加に
つながる大きな問題です。

傍観者は、この構造の中で最も多い人
数と考えられるので、この傍観者の中か
ら仲裁者を育成することが、いじめの指
導には重要です。

考 え 方 ① 考 え 方 ②

考 え 方 ③ 考 え 方 ④



３ いじめの特徴

①いじめを行った者が認めない場合や、加害者が表に出ないいじめがあります。

②いじめを受けた者が気づいていない、気づいても認めない、認めても声に出せない、
相談できないことがあります。

③学校で生じるいじめは、「ふざけていただけ」等の「言い訳」が存在するため、いじめ
として見えづらくなります。

④いじめは様々な人間関係の中で生じるため、関係者の認識に差が生まれ、事実の確認が
容易でない場合があります。

⑤事実の確認とその積み上げだけではいじめの認定が難しいことがあるため、被害者や
加害者との関係性に着目する必要があります。

①いじめは「行為」だけでなく、どのような人間関係にあるかによって、その「行為」の
意味に違いが見られます。

②グループや子ども同士の関係の中で誰もが被害にも加害にもなりえる流動的なものです。

③いじめは、子どもたちの間の力関係のバランスがくずれることによって生じるものです。

④教師の発言が、子どもたちの間の力関係のアンバランスさを誘発することがあります。

⑤いじめのきっかけは、日常的にどこにでも見られます。

①いじめではない（いじめられていない）と自分自身で思うことで、心のバランスを保って
いることがあります。

②身近な人だからこそ、心配をかけないように、かえって相談できない場合があります。

③周りの人から責められることで、いじめられた本人が「自分が悪い」と思う気持ちに
なったり、いじめを認めること自体が心の傷となったりします。

④自尊感情がひどく傷つきます。

１．いじめは多様で見つけにくく、事実認定が難しい。

２．いじめは人間関係から生じる「関係性の病理」である。

３．いじめは周りに打ち明けたり、訴えたりしづらく、心身に多大な影響を
与える。



４ いじめに対する基本的な姿勢

○いじめは、いじめられた子どもの心を深く傷つけるものです。家庭でも、学校でも、
地域でも「いじめは決して許されるものではない」という強い思いのもと、子どもが
安心して相談し、生活を送れる環境をつくることが大切です。

○自分の命や人の命を大切にすることを日々の関わりの中から伝えていくことが重要
です。

○「自分の子どもは大丈夫」や「自分のクラスは大丈夫」という大人の思い込みは、
子どもの些細なサインを見逃すことにつながります。いじめられている子どもは、
周りに余計な心配をかけないために、身近な人には自分が苦しんでいることを見せな
いように一生懸命ふるまうものです。このため、日頃から「もしかしていじめかも」
という危機意識を持つことが大切です。普段から、子ども一人ひとりに声をかけ、
子どもの言動をしっかり見守りましょう。

○いじめの問題への対応は、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって
組織的に対応する必要があります。また、学校だけでなく、社会総がかりで取り組む
ために、関係機関や地域・保護者と積極的に連携することが重要です。

(２)いじめは重大な人権侵害であり、かつ命に関わる問題であるので、
絶対に許されるものではないという強い姿勢を持つ。

(１)いじめの問題への対応は、学校だけでなく社会における重要課題である。

(３)どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであるという危機意識
を持つ。

～「命の教育」とは Ｉ(アイ）メッセージから～

ある精神科医に「命の教育のために、何をしたらいいですか。」と尋ねたところ、
「命の大切さを一般的に伝えることも大切ですが、今の子どもの中には自分が愛さ
れていることや大切にされているといった実感をなかなか持てない子どもがいます。
自分に愛された経験がない場合には、赤ん坊を見ても「かわいい」という実感がわ
かない子どももいるのです。「命の教育」で大切なことは、「命は大切だ」といっ
た抽象的なものではなく、「今、私は、目の前にいるあなたが心配だ、あなたの命
が大切だ」と言ったＩ(アイ)メッセージをしっかり伝えることです。抱きしめたいほ
どの愛しい気持ちを伝えてあげることが大切なのです」と言われました。
命の教育とは結局一人ひとりを大切にする教育なのです。



５ 学校におけるいじめへの基本的な対応

①いじめられた子どもは誰にも相談できず、非
常につらい思いをしています。そのため、子ど
もに被害感があれば、「いじめ」としてとらえ、
丁寧に対応することが重要です。「それぐらい
は大丈夫」と安易に判断することは、傷ついた
心をより深く傷つけることになります。まずは
子どもの気持ちに寄り添って「つらかったね」
「気づけなくてごめんね」「よく相談してくれ
たね」といったメッセージを送り、子どもの声
にじっくりと耳を傾けることが重要です。

②「いじめられた方にも原因がある」と
いった考えは、いじめられている子どもに
とって、逃れることのできない絶望感や孤
独感を与えることになります。

③子どもが、この人なら話しても大丈夫と
思えるような信頼関係を日頃から作り、相
談しやすい環境づくりに努めましょう。

～『「大丈夫」は「大丈夫」ではない』のメッセージ～

・子どもの視点に立って考えたとき、「大丈夫か？」と聞かれ、「実はいじめられてい
る」とは答えにくいものです。

・また、その問いかけに「大丈夫」との返事が返ってきた時は、いじめがあるかもしれ
ないとの視点で子どもの様子を観察してください。本当に何もなければ、「何のこ
と？」といった返事があるはずです。

※小森美登里氏（滋賀県いじめ対策研究チーム会議委員/ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト理事）の講演から抜粋

①いじめは見えづらいものです。だからと
いって見逃してしまえば、一層深刻な状況を
招いてしまいます。日頃から子どもの様子を
しっかり観察するとともに、少しでも気にな
ることがあれば、積極的に声をかけていきま
しょう。

②また、子どもの状況を把握するためには、
自分一人ではなく、多くの人から情報を収集
することが大切です。日頃から教職員間の情
報共有はもちろん、保護者との緊密な連携を
図り、子どもの心の変化をつかみましょう。

～クラスの子どもの名前を毎日確認していますか？～

・ある先生の取組を紹介します。その先生は毎日学校の帰りに、自分のクラスの子ど
もの名前を目を閉じて確認されています。すぐに名前が出てくる子ども、なかなか
名前が出てこない子ども、名前が出なかった子ども、様々だと思います。そこで、
この先生は、次の日に名前が出てこなかった子どもから積極的に声をかけられるの
です。

・名前が出てこなかった生徒は、最近あまり関わりを持てなかった子どもだと気づく
ことが大切なのです。教師は「関わりのプロ」と言われます。こうした一人ひとり
の子どもとの関わりの積み重ねを大切にしましょう。

（１）いじめられた側の立場に立って、子どもの「つらさ」を共感的に受け止める。

（２）子どもの普段の言動からSOSを読み取る。



①いじめられた子どもにとっては、一日一日
が非常に長くつらい時間です。そして、少し
でも早くこの苦しみから逃れたいと考えてい
ます。

③いじめの問題への対応は、未然防止を含め、
学校における組織的な対応が必要です。全て
を担任一人だけで対応するには限界がありま
す。また、いじめの原因や背景には様々な要
因が考えられますから、一人の目だけでは、
正しい認識はできません。できるだけ多くの
人から情報を収集することが大切です。②そのため、相談を受けた時や発覚した段階

では既に深刻な状況であることを理解しま
しょう。「しばらく様子を見ましょう」とい
う判断は、子どもにとって大変つらいもので
す。何よりも迅速な対応を心がけてください。

④日頃から組織的にアセスメント（見立て）
とプランニング（支援計画）を行い、いじめ
の解消（再発防止）に努めましょう。

～アセスメントとプランニング～

「アセスメント」とは、子どもに関する情報から発生した行動（現象）の背景や意味を
考えること（見立て）です。いじめには様々な原因や背景が考えられます。多くの情報
からいじめに関わった子どもの背景を分析し、再発防止に役立てましょう。

・プランニングにおいて大切な視点は、次の３点です。
①子どもの自尊感情を高めるための計画を立てる。
いじめている子どもも、いじめられている子どもも、自尊感情の醸成が重要な鍵
です。子どもの得意なものを見つけ、それを伸ばしていくよう計画を立てましょ
う。

②90％達成可能な計画を立てる。
達成困難な計画では、達成できなかった場合、子ども、保護者、教職員に徒労感や
疲労感しか生まれません。焦らず十分達成可能な計画を立てましょう。少しのス
テップアップでも、そこで得られる充実感や達成感が子どもの自信につながるので
す。また、そのことで保護者や教職員にも新たなエネルギーが生まれるのです。

③計画がうまくいかなければ修正する。
全ての計画がうまくいくことはありません。うまくいかなかった場合にはもう一度
情報を収集し、有効な支援を改めて考えましょう。たとえうまくいかなかった取組
でも、子どものために一生懸命取り組んだことに大きな意味があるのです。大切な
ことは、子どものことを考えて、焦らず取り組むことです。

①いじめは加害行為を止めなければ解決にはつながりません。いじめている子どもも、いじめ
ていることで心のバランスを保っています。解決のために謝罪させたり、握手させたりする指
導も重要ですが、まずは、いじめをしてしまった子どもが何に悩んでいるのか、その原因や背
景を理解することです。そのため、まずはじっくりと話を聞いてください。子どもの抱える
「しんどさ」を理解した上で、「だめなことはだめ」と教えてあげてください。

②子どもの健全育成のためには学校だけで抱え込まず、必要に応じて警察や福祉などの関係機
関との適切な連携も必要となります。

（４）加害者への適切な指導で再発を防ぐ。

（３）迅速かつ組織的に対応する。



６ 最後に

①子どもは、根本では自分で解決しなければ
ならないと思っています。そこで、大切な視
点は、子ども自身が訴えたり、問題を解決し
たりできる力を引き出すこと（エンパワーメ
ント）です。

②エンパワーメントは、子どもとの信頼関係
づくりがあってはじめて可能となります。ま
ずは、「子どもの目線」に立って、子どもの
話をしっかり聞くことが大切なのです。

③また、謝罪の指導だけでは、エンパワーメントにつながりません。事後指導を含め、自分た
ちで解決する力の育成や、学校や学年、クラス単位での中長期的な人間関係の修復が大切です。

～「子どもの目線」での対応とはどうすることですか。～

今、いじめの問題の解決のために、「子どもの目線」の取組が求められています。
では、この「子どもの目線」に立つとはどうすることでしょうか。

・大人が子どもを守るという視点も重要ですが、これだけではいじめの対策にはなりま
せん。子ども自身がいじめをしなかったり、いじめをなくそうとしたりすることが大
切です。

・「子どもの目線」とは、「①子どもを一つの人格として尊重し、②子どもの置かれて
いる状況やつらい気持ちを理解しながら、③子どもの思いにしっかり耳を傾ける」こ
とです。そしてこのことが、「子ども自身の解決していきたいという思いを支援する
（エンパワーメント）こと」につながるのです。

・日頃から子どもの声に耳を傾ける中で、自分がついつい「大人目線」になっていない
か検証していくことが大切です。

①いじめ問題への対応にとって何よりも重要なことは、いじめを防止し、
子どもが安心して生活できる環境をつくることです。

②そのためには、授業等の教育活動や地域の活動等、あらゆる機会を通じて
問題解決能力を育成するとともに、自己有用感や自己存在感を感じさせる
取組によって、子どもが集団や社会の一員としての役割を
担える存在となるよう支援することが大切です。

③学校はもちろんのこと、家庭や地域と一体となって、子
どもの健全な育成に努めることがいじめをなくすことに
つながるのです。

（５）子ども自身の解決していきたいという思いを支援する視点が大切である。
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児童生徒が「いじめをしない・させない学校づくり」のために児童会・生徒会・
学級活動等の中で主体的に取り組むよう支援する。

① 学校のアクション

Ⅰ．未然防止 Ⅱ．早期発見 Ⅲ．早期対応

①各学校においていじめの防止等のための対策の中核となる組織として、
いじめ対策委員会を常設し、学校における未然防止、早期発見、早期
対応のための取組の計画・実施・点検をし、必要に応じて見直す。

②いじめの原因や背景、把握した場合の対応について共通理解する。

学校いじめ対策委員会の設置 学校いじめ防止基本方針

わかりやすい授業、魅力ある授業に努め、授業を通じて「自己存在感」「共感的

人間関係」「自己決定の力」を育む。③

どの児童生徒にも「だめなことはだめ」と毅然と言い切る指導を徹底すると

ともに、良いところはしっかりとほめる。②

「豊かな人間関係を育む力」を培うよう、特別活動の年間指導計画をたてる。⑥

授業や様々な活動を通じて、積極的に参加や発言する場を与える。④

道徳教育や体験活動を充実させ、社会性や自主性を育むとともに、「正義」と

「思いやり」の気持ちを育む。⑤

⑦

（１）一人ひとりの児童生徒が大切にされる、
いじめのない学校づくりを進める

いじめや差別を絶対に許さないことを、日常の教育実践の基本とし、人権教育の
充実に努める。⑧

Ⅰ．未然防止

「いじめを絶対に許さない、いじめられている人を守り通す」ことを、児童生徒、
保護者、地域の人々に宣言する。①



児童生徒の行動の背景を読み取り（アセスメント）、専門家に的確につなぐ等、
解決に向けた具体的な手だて（プランニング）ができるための研修会を実施する。③

校長のリーダーシップのもと、「報告」「連絡」「相談」を学校内で十分機能させ、
速やかな方針決定とそれに基づく校内体制の強化を図る。②

いじめ問題の学校での取組を「学校いじめ防止基本方針」にまとめ、HP等で
発信する。⑥

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、相談員、市町教委、外部
関係機関等との連携がいつでもとれるよう、日頃から意思疎通を図っておく。④

児童生徒、保護者、地域から信頼される教師を目指し、人間的魅力や指導力を
身につけるよう、教職員が共に学び合う機会を積極的に作る。⑤

学校評価において、いじめに対する取組が適切に行われているかを検証する。⑦

あいさつ運動、声かけ運動、見回り活動等、地域における青少年健全育成に
向けた働きかけを行う。①

保護者、地域の方に対し、いじめの防止に資する研修会を開催するとともに、
学校運営協議会等の場を活用し、協議の場を設けるなど、いじめ問題に対する
協働のための取組を進める。

②

ロールプレイやグループワーク等、児童生徒や保護者の思いや気持ちを十分に理
解するための研修を積み上げる。また、いじめに特化した職員研修会を実施する。①

（２）職員研修の充実と生徒指導・教育相談体制の充実を図る

Ⅰ．未然防止

（３）地域との連携

Ⅰ．未然防止



Ⅱ．早期発見

些細な変化を見逃さないように、休み時間、昼食時、放課後等においてあいさつ
や声かけを積極的に行う等、児童生徒とのふれあいに努める。③

悩みを気軽に相談できるよう、教職員は自己開示しながら、日頃から児童生徒と
の信頼関係づくりに努める。②

教職員自身によるいじめ点検や個人面談を定期的に行い、いじめが心配される
状況がないかの確認を行う。⑥

校務分掌を整理する等工夫して、教職員が児童生徒と向き合う時間を増やす。④

いじめが見過ごされないよう、児童生徒へのアンケートを学期に１回は実施する。
また、保護者や地域の方からの意見や状況を知るための調査を行う。⑤

日頃から児童生徒の状況について話し合う等、教職員間の情報共有を行う。⑦

些細なことであっても、いじめではないかとの疑いを持って関わる。①

～「教師の気づき」とはどういうこと？～

よく「教師の気づきの能力を高めましょう」と言う言葉を耳に
します。では、そのために何が必要なのでしょうか。
何よりも子どもに愛情を持つことが重要であることは言うまで

もありませんが、もう一つ大切なことは「危機意識を持つこと」
です。
この「危機意識」の中には、絶えず「最悪の事態を想定するこ
と」が含まれます。何事もすぐに「大丈夫」と判断せず、
「ひょっとしたら、いじめかも？」と思ってください。こういっ
た「迷い」を持つことが、「気づき」の能力を高めることになり、
子どもを救うことになるのです。

教職員の気づきの能力を高める



（１）いじめの発見もしくは
いじめの訴えがあれば、直ちに対応する

早期対応

事実確認は安全を確保した上で個別に行い、内容の照合を行う。ただし、長時間
の聞き取りを行わない等、児童生徒の状況には配慮する。③

校長の指揮のもとに、速やかに「いじめ対策委員会」を開き、直ちに、いつ、
誰が、どのように事実確認するかといった役割分担等の打ち合わせを直ちに行う。②

教育委員会に早い段階で報告するとともに、必要に応じて継続的に連携する。⑥

速やかに事実関係の集約を行い、短期・中期・長期に分けての対応策を立てる。④

対応策を全教職員が共通理解するとともに、該当の児童生徒やその保護者に説明
し、理解と協力を求める。⑤

関係機関や地域の協力も得ながら、いじめの解消に向けた具体的な道筋をつける。⑦

いじめを発見したり、訴えを聞いたら、すぐに担任、学年主任、生徒指導主任・
主事および管理職に報告する。①

犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは警察と連携する。⑧

いじめを発見し、報告した児童生徒を守りきる。⑨

Ⅲ．早期対応



（２）いじめを受けた児童生徒を守りきる

早期発見

いじめを受けた児童生徒にも原因があるといった対応はしない。③

解決に向けて、本人および保護者に具体的プランを示して協力を得る。②

いじめを受けた児童生徒が緊張して教室に戻れない場合に、学習の保障に努める。⑥

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家と連携した
対応を行う。④

いじめを行った児童生徒を別室で学習させる等、いじめを受けた児童生徒が
安心して学習できる環境づくりに努める。⑤

いじめに係る行為が止んでいても相当の期間（少なくとも３か月）注意深く
見守り、安心感をもたせながら継続的な支援を行う。⑦

まずは、十分に話を聴き、「絶対に守りきること」を約束して安心感を与える。①

～知っていますか。生徒指導の「さしすせそ」～
○対応の重要ポイント

「さ」最悪の事態を想定して
「し」慎重に（複数で）
「す」すばやく
「せ」誠意を持って
「そ」組織的な対応を

Ⅲ．早期対応

いじめが解消している状態になっても、日常的に注意深く見守る。⑧



（３）いじめを行った児童生徒が深く反省し、
二度といじめを繰り返さない指導を行う

いじめの言動の背景にあるものをつかみ、その課題の解消を図る。③

中立的、受容的に対応し、しっかり耳を傾けて話を聞く。②

償いの気持ちが行動であらわせるよう支援し、再発防止に努める。⑥

状況に応じて、スクールカウンセラー等、専門家と連携した対応を行う。④

相手の辛く悔しい気持ちを理解させ、心からの謝罪が行えるよう導く。⑤

保護者の理解のもとに、徹底した指導・支援を行う。⑦

時間、場所、内容、理解、人数、背景等、正確な事実確認をじっくり行う。①

いじめに係る行為が止んでいても相当の期間（少なくとも３か月）注意深く
見守り、継続的な支援を行う。必要に応じて出席停止等の措置を検討する。⑧

Ⅲ．早期対応

いじめが解消している状態になっても、日常的に注意深く見守る。⑨



（４）周りで見ていた者に、
いじめをなくすための行動がとれるように指導する

見て見ぬ振りをしたり、自分とは関係のないことと考えたりすることは、
いじめを容認したことになるという事実を深く考えさせる。③

日頃から声かけを行い、児童生徒が相談しやすい信頼関係づくりに努める。②

学級の進んだ取組を学年や全校に広げ、再発防止に努める。⑥

自分の問題としてとらえ、仲裁者としての働きを行うこと等、今後、自分はどう
すべきかを深く考えさせる。④

学級会等を開き、学級としてどうすべきか等、しっかり考える機会を作る。⑤

児童生徒と教職員がいじめについて話し合う機会を設ける。⑦

児童生徒が安心できる環境の中でしっかりと話を聞く。①

Ⅲ．早期対応



いじめの一つひとつの経過を把握し、いじめに係る行為が止んでも、相当の期間
（少なくとも３か月）継続して状況把握に努め、保護者に報告する。④

加害の児童生徒とその保護者に来校を求め、「いじめは絶対に許されないこと」
「いじめをしてはいけないこと」について、いじめられる側の思いに至るまで
話し合う。

②

地域・関係機関への説明や協力依頼を行う。その際、個人情報の保護には十分
配慮する。①

（６）地域との連携を進める

被害、加害の保護者には、必ず「事実の報告」を行い、「解決に向けた学校の
取組」について、理解と協力を求める。①

（５）保護者への説明責任を果たし、協力を得る

「いじめ対策委員会」の判断のもと、状況に応じて学級・学年・全校単位での
保護者会の開催を検討し、開催する場合には、いじめの事実と学校の対応
（思いや姿勢）、取組について説明し、理解と協力を求める。

③

それぞれの家庭で児童生徒が安全に生活しているかどうか、必要に応じて
民生委員・児童委員や福祉機関とも連携し情報を共有する。②

Ⅲ．早期対応

Ⅲ．早期対応

いじめが解消している状態になっても、適宜、学校での様子を保護者に報告する。⑤



② 子どものアクション

（１）いじめのない学校・学級づくりを進めよう

誰にでも得意なこと不得意なことがあることを知り、勉強やスポーツ等、様々な

ことに一生懸命取り組もう。
③

相手を傷つける言葉を使わず、正しく適切な言葉遣いができるようにしよう。②

欠点を責めず、日頃からお互いの良いところを見つけたり、ほめ合ったりする

ように心がけよう。
⑥

人の失敗を笑う、悪口を言う等、自分がされて嫌なことはしないようにしよう。④

暴力や恐喝（相手をおどして、お金や物をとること）等はもちろんのこと、

無視したり嫌がらせをしたりしないようにしよう。
⑤

嫌なことは、「やめて！！」とはっきり伝えよう。伝えられない時は、誰かに必ず

相談しよう。悩んだり困ったりした時は、一人で抱え込まないようにしよう。
⑦

いつもお互いが気持ちのいいあいさつを交わそう。①

人間はもともと弱いことを知り、人と人とが助け合う大切さを知ろう。⑧

こ

がっこう がっきゅう すす

たが き も かわ

あいて きず ことば つか ただ てきせつ ことばづか

だれ とく い ふ とく い し べんきょう など さまざま

いっしょうけんめい と く

ひと しっぱい わら わるくち い など じぶん いや

ぼうりょく きょうかつ あいて かね もの など

けってん せ ひ ごろ たが よ み あ

こころ

いや つた つた とき だれ かなら

そうだん なや こま とき ひとり かか こ

にんげん よわ し ひと ひと たす あ たいせつ し

こ

む し いや



（２）学級活動・児童会・生徒会活動に積極的に取り組もう

正しいことがしっかりと話せ、行動できる集団をつくろう。うわさに振り回され

たり、うわさを広げたりしないようにしよう。
②

学級会等の中でみんなで決めたことは、みんなで守ろう。⑥

児童会、生徒会や行事等のイベントを通して、学級・学年の仲間としての一体感

を作ろう。
④

ピアサポート（仲間が相談相手になり、支えていく活動）や縦割り活動等を

通して、子ども同士で悩みの相談ができるよう取り組もう。
⑤

異年齢の人等、年齢の違う人や地域の人等と一緒に活動したり、遊んだりする

機会に積極的に参加しよう。
⑦

一日一善運動、ほめほめカード、学級の約束作成等、自ら取り組むことで、

「いじめ」を自分のこととしてとらえるようにしよう。
①

児童会・生徒会で、先生と協力して具体的にいじめをなくす活動を進めよう。

自分たちの学校に誇りを持ち、学校を良くするための提案をしよう。

（例）誓いやスローガンの制定、ポスタ－や幟づくり、いじめを許さないリボン、

意見発表会、創作劇、ピア・サポート、あいさつ運動、標語づくり等

③

がっきゅうかつどう じどうかい せいとかい かつどう せっきょくてき と く

いちにちいちぜんうんどう がっきゅう やくそくさくせいなど みずか と く

じ ぶん

ただ はな こうどう しゅうだん ふ まわ

ひろ

じどうかい せいとかい せんせい きょうりょく ぐたいてき かつどう すす

じぶん がっこう ほこ も がっこう よ ていあん

れい ちか せいてい のぼり ゆる

いけんはっぴょうかい そうさくげき うんどう ひょうご など

じどうかい せいとかい ぎょうじなど とお がっきゅう がくねん なかま いったいかん

なかま そうだん あいて ささ かつどう たて わ かつどうなど

とお こ どうし なや そうだん と く

がっきゅうかいなど なか き まも

い ねんれい ひと など ねんれい ちが ひと ちいき ひと など いっしょ かつどう あそ

きかい せっきょくてき さんか

いじめが起こらない仲間づくりや学級づくりが進められるよう、学級の中で

役割を決めて、取り組もう。
⑧

お なかま がっきゅう すす がっきゅう なか

やくわり と く



いじめを

受けている人は

仲間からいじめの相談を受けたときには、安心できる場所でしっかりと聴いて

あげよう。そして、一人で抱えこまずに先生や保護者を信じてその相談内容を

伝えよう。

⑤

いじめを

行っている人は

二度と同じ事を起こさないよう先生や保護者に思いを伝え、深く反省できるよう

一緒に考えよう。
①

周りの大人や仲間等、だれにもいじめの相談ができないときは、いじめ相談電話等

を利用しよう。
③

先生や保護者に言えない時は、仲間に話そう。②

「いじめを受けている人にも原因がある」という考えは間違いであることを
知ろう。④

いじめられたり、心配なことがあった場合には周りの大人（先生や保護者）に

相談しよう。①

何か心配なことがあれば、気軽に先生や保護者に相談しよう。③

自分の思いを言葉にしたり文字で表現したりして、反省につなげよう。②

周りで

見ている人は

いじめを受けている仲間やいじめを行っている仲間に、声をかけたり接したり

するなど、踏み出す勇気をもとう。④

仲間のことについて一人で抱えこまず、先生や保護者に伝えるようにしよう。③

見て見ぬ振りをしないようにしよう。いじめには加わらないようにしよう。②

孤立している仲間には、根気強く声をかけ、相手が心を開いて自分から相談して

くれる関係を作ろう。①

う ひと

しんぱい ばあい まわ おとな せんせい ほごしゃ

せんせい ほごしゃ い とき なかま はな

まわ おとな なかま など そうだん そうだんでんわとう

りよう

おこな ひと

にど おな こと お せんせい ほごしゃ おも つた ふか はんせい

いっしょ かんが

じぶん おも ことば もじ ひょうげん はんせい

なに しんぱい きがる せんせい ほごしゃ そうだん

う ひと げんいん かんが まちが

まわ

み ひと

こりつ なかま こんきづよ こえ あいて こころ ひら じぶん そうだん

かんけい つく

み み ふ くわ

なかま ひとり かか せんせい ほごしゃ つた

う なかま おこな なかま こえ せっ

ふ だ ゆうき

なかま そうだん う あんしん ばしょ き

ひとり かか せんせい ほごしゃ しん そうだんないよう

こ

（３）自分たちでできることを考え、行動にうつそう
じぶん かんが こうどう

し

つた



③ 保護者のアクション

大人は人生の先輩です。子どものよきアドバイザーとなれるように努力しましょう。子ど

もの悩みに対して複数の回答ができるようにするとよいですね。答えが見出せない時は一緒

に考えたり、悩んでいることを「子ども目線」になって共感したりしてあげることです。悩

んでいる時は、なかなか話を切り出せないものです。話してくれた勇気を理解し、その気持

ちを汲み取りましょう。

(滋賀県いじめ対策チーム委員会議の委員の声）

じっくりと聴くことが「安心」「信頼」を与えることであると自覚しながら、
最後まで話を聴きましょう。④

話を聴くときは、うなずきながら子どもの言葉にしっかりと耳を傾けましょう。③

どうしても話を聴くことができないときには、後から話を聴く機会を作るように
工夫しましょう。②

日頃から子どもに話しかけ、表情や返ってくる言葉に気を配りましょう。①

（１）自分の子どもの声をじっくり聴きましょう

日常の子どもの言動の中から、いじめの兆しを見逃さないように努めましょう。③

日頃から声掛けするとともに、悩みを共感したり、必要に応じてアドバイスを
したりしましょう。②

家族の人間関係を大切にした憩い安らげる家庭づくりに努めましょう。①

（２）自分の子を見守り、理解し、支えましょう



いろいろな体験を積ませることによって、自ら考え、問題を解決する力をつけさせ
るようにしましょう。①

（４）子どもが生活の主体者になれる場を見つけ、体験をさせましょう

部活動、クラブ活動、ボランティア活動、地域行事等、年齢の異なる人々との
ふれあいを通して、年上の人から学んだり、年下の人の面倒を見たりして豊かな
人間関係を築けるような土壌づくりに努めましょう。

②

心の安定は、安定した生活から生まれるものであり、家族みんなで早寝、早起き、
朝ごはんに心がけ、規則正しい生活を送りましょう。①

（５）規則正しい生活習慣づくりに努めましょう

できるかぎり一緒に食事をする等、親子で過ごす時間を大切にしましょう。②

親自身が、大人としての言動に責任を持ち、ごまかしたり意地を張ったりしない
ようにしましょう。③

社会で許されないことは、親として断固として許さず、間違った価値観は通らない
ことを教えましょう。②

兄弟姉妹がいる場合は、比較するのではなくそれぞれの子どもが頑張っている
ところをほめ、お互いが手本となる関係づくりになるようにしましょう。①

（３）いいことはいい、ダメなことはダメとしっかり伝えましょう



日頃から子どもの言動や表情に留意し、気になることや心配なことは、早めに
学校の先生に相談しましょう。①

（６）学校と一緒に動き、協力して解決にあたりましょう

子どものケアを最優先にして、学校と一緒になっていじめ問題の解決に努め
ましょう。②

加害の場合 被害の場合

直接いじめに関係してい
るかはわからなくても、気
になる言動があれば、まず
は学級担任に相談しましょ
う。

子どもが学校の先生には知られた
くないという場合でも、子どもの様
子を見守りつつ学校に相談しましょ
う。その場合、「知られたくない」
という子どもの思いは必ず学校に伝
えておきましょう。

いじめを許さない環境を作りましょう。③

ＰＴＡで呼びかけたり、研修や講演会等に積極的に参加したり、フォーラムを計画
したりして、保護者全体でいじめをなくす機運を高めましょう。①

（７）地域で子育てを支えあう、ＰＴＡ活動を促進しましょう

日頃から保護者同士が連携に努め、みんなで子どもを育てる環境づくりに努めまし
ょう。②



④ 地域のアクション

（１）子どもたちを支えるコミュニティを形成し、多くの目で
子どもたちを見守りましょう

（２）地域の中で子どもたちの居場所や活動の機会をつくり、
地域行事に子どもたちを参加させましょう

地域運動会等の企画、運営に子どもたちを参加させる等、地域で子どもたちが
参加する行事を企画する機会を作りましょう。①

大人と一緒に考えたり、仕事を任せたりして、行事の中に子どもたちの出番を
多く作りましょう。子どもたちが生き生きと過ごしたり、のびのびと意見を
言ったりする様子をまわりの大人に見てもらう機会を積極的に作りましょう。

②

人生の先輩としての手本となり、人としての生き方を子どもたちに学ばせ
ましょう。③

「○○さんおはよう」など、積極的に子どもたちの名前を呼びながらあいさつ
を行いましょう。①

登下校時や地域の活動の中でもいじめが起こる場合があるので、地域での様子を
見守り、気になる状況があれば、躊躇せず学校や地域の活動の関係者に相談しま
しょう。

②

地域行事に参加する子どもたちの様子をしっかりと見守り、一緒に活動する中で
いじめの兆しを見つけたり、いじめについて考えたりする機会としましょう。③

「地域の子どもは地域で育てる」を合言葉に、子どもたちの間違った言動は大人
が毅然と注意しましょう。④



（３）子どもたちが大切にされ、子どもたちを支えることが
できる地域づくりを進めましょう！！

（４）学校との緊密な連携を図りましょう

登下校の見守り活動やあいさつ活動を通じて、子どもたちが地域の大人に守られ
ているという「安心感」をもって過ごせるようにしましょう。①

子どもたちにとっていつも見ていてくれる顔見知りの存在となり、相談したりア
ドバイスを聞き入れたりできる関係を築きましょう。②

地域活動のリーダーを対象に、「いじめの問題」の研修を実施しましょう。③

地域学校協働本部や青少年健全育成連絡協議会等、学校と地域との連携を深める
とともに、これらの協議会に子どもたちの意見を反映させる工夫も行いましょう。①

日常の情報交換等を密にし、地域と学校が力を合わせて子どもたちの健全育成に
あたるという機運を高めましょう。②



「ネット上のいじめ」への対応

情報モラル教育の進め方

①児童生徒の実態をつかむ。

②教職員の意識調査を行う。

③教職員が情報モラルに関する基礎知
識を学ぶ研修を行う。

④各教科や領域の中で情報モラルの学
習を展開する。

① 学校のアクション

携帯電話・スマートフォンは、
学校における学習生活に直接必要
のないものであり、小中学校では
児童生徒が学校に持ち込むことは
原則禁止である。高等学校でも学
習の妨げになることから、使用の
ルールを定める等、指導の徹底を
図る。

２

各学校の児童生徒の実態や成長
段階に応じて情報モラルの指導を
行うとともに、誹謗中傷やいじめ
は人権侵害や犯罪であることを理
解させ、絶対にさせないよう指導
の徹底を図る。

３

ネット社会の現状や携帯電話・
スマートフォンの急速な普及に伴
い、ＳＮＳを使った誹謗中傷や仲
間外し、不適切画像の掲載等、
様々な問題が発生している実態を
把握する。

児童生徒や保護者に携帯電話・
スマートフォンの危険性を知らせ、
フィルタリングサービス利用の徹
底やSNS等の適正な活用について
働きかける等、危険から身を守る
知識と技術を身につけるように啓
発する。

１

４



「正確な事実確認」

・書き込み内容を保存する。

・他人のアドレスを使って誹謗
中傷する「なりすまし」もあ
るので、加害者を特定する場
合には十分留意して対応する。

「関係機関との連携・
被害の拡大防止」

⇒削除等の依頼

・脅迫や重篤な名誉毀損等に
ついては、最寄りの警察署
の生活安全課や法務局人権
擁護課等に相談する。

「情報モラル教育パッケージ」
滋賀県総合教育センターのホームページからは、学校で手軽に確実に情報モラ

ル教育を進めていただくための様々なコンテンツ（指導案や学習教材、研修教材、
実態調査、年間指導計画、リンク集）がクリックするだけでダウンロードできま
す。是非ご利用ください。

被害の相談を受けた時には、次
の対応を行う。５



◇悪質な書き込みは犯罪行為

（犯罪になる可能性のある事例）

・名誉毀損罪（刑法２３０条）：他人のSNSを勝手に作成し、本人が希望しない内容や、事実に

反することの書き込み等

・侮辱罪（刑法２３１条）：「あほ」「ばか」等の書き込み

・脅迫罪（刑法２２２条）：「殺す」「家に火をつける」等の書き込み

・威力業務妨害罪（刑法２３４条）：「学校に爆弾を仕掛けた」等の書き込み

◇悪質な写真や動画の所持や配信は犯罪行為

（犯罪になる可能性のある事例）

・児童ポルノ法違反（児童ポルノ法７条）：裸の写った動画や画像の所持

：裸の動画や画像を撮影し、それを配信する

・個人情報を発信する場合には、悪用されることがあり、また一度流した情報は回収できません。

・掲示板等の書き込みは匿名でも、記録は残るために、書き込んだ人物は必ず特定されます。

情報にも自分や他人の権利があ

ることを知り、メール等を発信す

る場合は、相手の気持ちを十分に

考えたものとし、その内容には責

任を持とう。

１

誹謗中傷や、犯罪予告のような

書き込みは重大な人権侵害や犯罪

行為であるので、絶対にしないよ

うにしよう。

２

他人の画像や動画を撮ったり、

その情報を配信したりしないよう

にしよう。３

家の人とルール（使う時間や場

所、方法等）を決め、その約束を

守って使用するようにしよう。４

携帯電話・スマートフォンを使

ってよい場所や時間などを決め、

利用にあたっては社会や学校等の

ルールを守ろう。

５

SNSやメール等で知り得た内容

（情報）だけで判断をしない。本当

かどうかわからない情報に振り回

されないようにしよう。

６

こ

じょうほう じぶん たにん けんり

し など はっしん

ばあい あいて き も じゅうぶん

かんが ないよう せき

にん も

ひぼうちゅうしょう はんざい よこく

か こ じゅうだい じんけんしんがい はんざい

こうい ぜったい

たにん がぞう どうが

じょうほう はいしん

いえ ひと つか じかん ば

しょ ほうほう など き やくそく

まも しよう

あくしつ か こ はんざい こうい

はんざい かのうせい じれい

めいよ きそんざい けいほう じょう たにん かって さくせい ほんにん きぼう ないよう じじつ

はん か こ など

ぶじょくざい けいほう じょう など か こ

きょうはくざい けいほう じょう ころ いえ ひ など か こ

いりょくぎょうむ ぼうがいざい けいほう じょう がっこう ばくだん しか など か こ

あくしつ しゃしん どうが しょじ はいしん はんざい こうい

はんざい かのうせい じれい

じどう ほう いはん じどう ほう じょう はだか うつ どうが がぞう しょじ

こじん じょうほう はっしん ばあい あくよう いちど なが じょうほう かいしゅう

けいじばん など か こ とくめい きろく の か こ じんぶつ かなら とくてい

けいたい でんわ つか

ばしょ じかん き

りよう しゃかい がっこう など

まも

し え ないよう

じょうほう はんだん ほんとう

じょうほう ふ まわ

② 子どものアクション

はだか どうが がぞう さつえい はいしん



第２０条の２
３ 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアまたは青少年有害情報フィルタ
リングサービスの利用、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成その他の適
切な方法により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。

※現在「青少年インターネット環境整備法」という法律により、子どものためにスマートフォンを購入す
る場合には、携帯電話事業者等は、使用者が１８歳未満であるか確認し、フィルタリングの必要性・内容
を説明し、保護者の同意に基づきその設定を行うことが義務付けられています。

※「滋賀県青少年の健全育成に関する条例」に、青少年がインターネットを適正に利用
するための保護者の努力義務が規定されています。

携帯電話・スマートフォンは、
学校における学習生活に直接必要
のないものであるので、子どもに
携帯電話・スマートフォンを与え
る前に、本当に必要かどうかをよ
く検討しましょう。

１

子どもに使わせる場合には、フ
ィルタリングサービスを利用し、
ルールやマナーの指導も必ず行う
とともに、保護者の責任において
管理しましょう。

２

子どもの様子を把握し、気にな
ることは躊躇せず学校に相談しま
しょう。また、ネット被害等深刻
な場合は、最寄りの警察署の生活
安全課や法務局人権擁護課等に相
談しましょう。

４

家族で、機会をとらえて、「公共
のマナー」、「権利と責任」、「危険
回避の仕方」等について話し合い
ましょう。５

常に進化する携帯電話・スマー
トフォンの機能や操作方法等に関
心を持ち、理解に努めましょう。

６

学校やPTAが企画する研修会等
には積極的に参加し、新しい情報
や対策について理解するようにし
ましょう。７

インターネットや携帯電話・ス
マートフォンに関し、例えばＳＮ
Ｓを使った誹謗中傷や仲間外し、
不適切画像の掲載等、子どもが
様々な問題に巻き込まれ、加害者
にも被害者にもなっている現実
や、「ネット依存」や「不健全な人
間関係」等の弊害も生じているこ
とを理解しましょう。

３

③ 保護者のアクション
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資料１

いじめへの気づき

※H24.11.20小森美登里氏（滋賀県いじめ対策研究チーム会議委員／
ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト理事）講演から抜粋

○「しばらく様子を見る」対応は大変危険
・いろんな事案を見てみると、子どもは、大人が思っている以上に、切羽詰ま
るまで、いじめられていることを打ち明けないことがわかってきました。

・ですから、子どもが相談してきた時点では、すでに心の傷は相当深くなって
いると理解すべきであり、「しばらく様子を見る」対応は大変危険です。様
子を見ている間に、いじめは深刻化し、心の傷はさらに深くなっていく恐れ
があります。

○子どもの頃を思い出そう
・なぜ、いじめられていることを大人に相談しないのか。そう思う前にちょっ
と立ち止まって、自らの子どもの頃を思い出してみてください。

・子どもが、やっとの思いで打ち明けてくれたとき、「どうして相談しなかっ
たの」「相談しないあなたもいけない」といった対応をすることは、子ども
を絶望させてしまいます。

○被害者責任論は大人の誤解
・どんなことがあっても、人が人を傷つけていいはずはありません。
・被害者責任論は、問題を複雑化させているいじめに対する大人の誤解です。
「いじめられるあなたにも原因があるのではないか」－この言葉もまた、
やっとの思いで打ち明けてくれた子どもを絶望させるものであることを肝に
銘じておきたいものです。

○いじめは、いじめ加害者問題
・繰り返されるいじめ行為を止めない限り、真の問題解決にはつながりませ
ん。

・その意味で、被害者を守ることと併せて、加害者が抱える問題にどこまで寄
り添うことができるのか。いじめ問題は、いじめ加害者問題であるとの認識
で取り組むべきと考えます。

○最後に
・いじめ行為そのものを見つけることは難しいですが、先生なら、繰り返しい
じめを受けている子どもの心の変化を必ず見つけられるはずです。



① 遅刻、早退や欠席が目立ってくる。

② 学習意欲がなくなり、成績が低下してくる。

③ 授業中うつむいていることが多く、発言しなくなる。

④ 机、教科書、ノート等に落書きされる。

⑤ 教科書、ノート等が隠されたり、なくなったりする。

⑥ 発表するとやじられたり、笑われたりする。

⑦ グループ分けで、なかなか所属が決まらない。

⑧ ゲーム中にパスがわたらない。ボールを拾いにやらされる。

⑨ 作品を製作中に用具がなくなったり、作品を壊されたりする。

⑩ 休み時間に呼び出されたり、授業に遅れたりする。

① 元気がなくなり、顔色がすぐれなくなる。

② 頭痛、腹痛等を訴え、保健室へひんぱんにいく。

③ 用事がないのに職員室に来たり、職員室の近くをうろうろしたりする。

④ 衣服に汚れや破れ、すり傷等が見られる。

⑤ 靴、鞄等の持ち物を隠されたり、いたずらされたりする。

⑥ 掲示物（書写や絵画等の作品）にいたずらされる。

⑦ 遊びの中で笑いものにされたり、からかわれたり、命令されたりする。

⑧ 遊びの中でいつも同じことをやらされる。（かくれんぼの鬼等）

⑨ 仲間に入れず、一人でポツンと過ごすことが多い。

⑩ 一人で掃除や後片づけをしていることが多い。

子どもたちのＳＯＳをキャッチしよう

早期発見チェックポイント 観察項目

学校で 【学習の場】

学校で 【生活の中】

◎とても目立つ ○目立つ を付けて「いじめ」の前兆を見逃さないようにしましょう。
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① 表情がさえず、おどおどした様子が見られる。

② 持ち物をひんぱんになくしてくる。

③ 教科書やノートにいたずらをされて帰ってくる。

④ いろいろと理由をつけて、お金をたびたび要求する。

⑤ 衣服を汚してきたり、あざや傷をつけてきたりする。

⑥ 家族の些細な言葉にイライラしたり、反抗したりする。

⑦ 登校をしぶったり、早退や欠席したりすることが多くなる。

⑧ 家族を避け、何か隠しているような気配が感じられる。

⑨ ＴＶゲーム等の一人遊びに夢中になり、外出が少なくなる。

⑩ よく電話がかかってきて、困っている様子がうかがえる。

⑪ 体のあざや傷を隠すためお風呂に入るのを嫌がるようになる。

⑫ 学習意欲をなくし、学校の成績が急に悪くなる。

⑬ 頭痛・腹痛等をよく訴えるが、特に異常がない。

⑭ スマートフォンや携帯電話でのやりとりで気になる様子がある。

① 仲間に入れず、一人でポツンと過ごすことが多い。

② 遊びの中で笑いものにされたり、からかわれたりする。

③ 近所の年下の子どもとしか遊べなくなる。

④ ゲームコーナー等でお金をよく使う。

⑤ 一人で掃除や後片づけをさせられていることが多い。

⑥ 自転車等個人の持ち物にいたずらされる。

子どもたちのＳＯＳをキャッチしよう

早期発見チェックポイント 観察項目

家庭で

地域で

◎とても目立つ ○目立つ を付けて「いじめ」の前兆を見逃さないようにしましょう。



チェック欄

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

学校における日常の取組の確認

いじめ防止対策推進法に基づき学校における日常の取組を確認してくだ
さい。（この項目は法に基づき、学校が、必ず取り組むべき事項を一覧
にしています。法とは「いじめ防止対策推進法」を示します。）

学校いじめ防止基本方針をホームページに公表するなど、保護者
や地域住民に周知し、理解を得るように努めた。（法第15条
２）

ＰＴＡなど地域の関係団体等とともに、いじめの問題について
協議する機会を設けた。（法第15条２）

いじめの問題に対し、警察や児童相談所など地域の関係機関と
連携協力した対応を図った。（法第17条、23条６）

インターネットを通じて行われるいじめの防止および効果的な対
処の
ための啓発活動を実施した。（法第19条）

学校の取組のチェックポイント

学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して機能しているかを
点検し、必要に応じて見直しを行った。
（法第13条、34条）

学校いじめ防止基本方針に定めているとおり、いじめ防止等の
対策のための組織を招集した。（法第22条）

いじめの問題に関して、職員会議等を通じて教職員間で共通理解
を図った。（法第15条２）

いじめ問題に関する校内研修を実施した。（法第15条２、18条
２）

道徳や学級活動の時間にいじめに関わる問題を取り上げ、指導を
行った。（法第15条１、２）

児童会・生徒会活動等を通じて、いじめの問題を考えさせたり、
児童・生徒同士の人間関係や仲間づくりを促進した。（法第18
条）

養護教諭、スクールカウンセラー、相談員を積極的に活用して
教育相談体制の充実を図った。（法第16条３）

教育相談の実施について、学校以外の相談窓口の周知や広報の
徹底を図った。（法第15条２）
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玉中スマホルール  

①  10 時以降は使用しない 
ただし、緊急時の返信のみ可  

②人の悪口をかかない  

③個人情報をのせない  

④もし困ったら大人に相談する  

スマートフォンや携帯電話をきっかけとした友達とのトラブルやいじめ、生活習慣の乱れなどが子どもたちの生活に見ら
れます。草津市立玉川中学校では、平成 27 年度から生徒会が中心となって使い方のルールを決めて、スマートフォンを賢
く使う取組を進めています。昨年度は、さらに玉川中学校区の小学校に中学生が出向いて使い方を教える出前授業にも取組
を広げました。今年度、草津市内の全ての中学校が、玉川中の取組を参考に、いじめ等の防止に向けた学校独自のきまりを
生徒会が中心となって決めて取り組んでいます。 

 
平
成 

年
度 

スマートフォンの使用ルール

検証アンケート 
スマホルールの改正 

平
成 

年
度 

28 

スマホルールを広める活動 
・小学校高学年に出前授業 
・地域にむけた啓発活動  

スマートフォンの使用ルール

について  
学級討議・全校集会 

玉中スマホルール決定  
 

保護者と生徒に 
アンケート調査  

平
成 

 

年
度 

28 

29 

27 

・学習や睡眠時間を大切にすること 

・友人関係を大切にすること 

・自分や周りの人の人権を大切にすること 

・トラブルを早く解決すること 

上の４点を大切にして学級でルールにつ

いて話し合い、全校集会で決まりました。 

全校生徒を対象にアンケートを行いました。 

・生徒の 54％が、ルールがあることで 

スマートフォンの使い方について意識が 

変わったと回答しました 。 

小学校への出前授業のようす 

 
生徒の声  

ルールができたことにより、友だちや家
族との会話が増え、勉強や習い事に集中で
きるようになった。また、スマホの使い方
等で怒られることが減った。  
 

～未然防止のための活動例～ 
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○

○

○

○

多賀町 多賀町教育委員会 ０７４９－４８－８１２３

みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル） ０５７０－００３－１１０

０７７－５２２－４６７３

０７４９－２２－０２４２

０７４８－６２－１８２８

大津地方法務局人権擁護課

大津地方法務局甲賀支局

大津地方法務局彦根支局

大津市

０７７－５７３－９０００

近江八幡市

県内市町に開設のいじめなど悩みに関する相談窓口

０７７－５８３－４２３７

い じ め 等 の 相 談 窓 口

「いじめで悩む子ども相談員」による電話相談
電　話　番　号

０７７－５６７－５４０４

対　象

○県立学校および市町立小中学校・義務教育学校でのいじめ相談

※「こころんだいやる」では、０７７－５２４－２０３０でも受け付けています。

法務局の相談窓口

子どもの人権１１０番（全国共通フリーダイヤル） ０１２０－００７－１１０

※相談受付時間　　　平日９：３０～１８：００（年末年始は除く）

いじめなど悩みに関する電話相談（子どものための全国統一相談ダイヤルで、２４時間対応しています。）

９：００－２１：００

２１：００－翌日９：００

「こころんだいやる」

「子どもナイトだいやる」
０１２０－０－７８３１０

おおつっこ ほっとダイヤル（いじめ対策推進室）

大津市堅田少年センター

彦根市いじめ相談ほっとライン

０７７－５６２－６５６１

大津地方法務局長浜支局

電 話 番 号

０７４９－６２－０５６５

県
内

対 象 地 域 名　　　称

彦根市

教育相談室

守山市
子ども悩み相談窓口

守山市教育研究所教育相談

栗東市いじめホットライン

草津市 草津市立少年センター

栗東市

愛荘町
子育て世代包括支援センター

竜王町
竜王町ふれあい相談発達支援センター

竜王町教育委員会

０７４９－３７－８０５６

０７４９－５５－１１８６

０７４８－５３－３８３８

０７４８－２４－５５２０

愛荘町教育委員会

学校問題対策支援室

０７４８－５２－６５６４

０７４９－４２－７６６１

０７４８－５８－３７４１

０７４８－５８－３７１９

日野町子育て・教育相談センター

日野町教育委員会

甲賀市

野洲市

湖南市

高島市

野洲市ふれあい教育相談センター

ふれあい教育相談室

高島市教育相談・課題対応室

日野町

東近江市

０１２０－０２５－５２８

おおつ子どもナイトダイヤル ０７７－５２３－１５０１

育ちと学びの相談窓口

米原市 米原市子ども相談でんわ

０７７－５８７－６９２５

０７４８－７２－４８１０

０７４０－３２－４４０６

０７７－５５４－０３２３

０７４８－３７－８８７７

０７４９－２４－７９７７

０７７－５８２－１１４１

０７４８－６９－２１７９

な や み い お う
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いじめの対応手順
～教職員が組織的に一丸となって取り組む～

いじめの疑い・
訴えがあったら

いじめ防止対策推進法
第22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。」

組織的対応の手順

Ⅰ.事実確認

〇教員が把握している事実の情報共有

＜共有事項＞
・被害や加害児童生徒の状況、いじめアンケートの結果、学級日誌等、
その他関係児童生徒に関わる資料

(１)教員が把握している事実＜情報共有＞

〇確認すべき事実や調査方法、当面の被害児童生徒への支援策の協議
（被害児童生徒・保護者の意向も確認）

＜協議事項＞
①確認すべき事実・調査内容（事実関係・情報の整理・調査内容）
②調査方法（アンケート実施や関係児童生徒からの聴き取り）
③被害児童生徒・保護者の意向（当面の支援策）

教育委員会への報告
速やかに

速やかに報告 （担任等）

随時

(２)調査の実施方針と当面の支援策＜協議＞

学校におけるいじめ防止等の対策のための組織の開催（随時）
（学校いじめ対策委員会等）

→

◎速やかに（事案発覚後３～５日以内）

〇いじめの疑い・訴えがあれば迅速かつ計画的、組織的に対応を！
〇被害児童生徒や保護者の思いを十分に聴き、尊重した対応を！
〇調査と支援を分けて考え、十分な事実確認と必要な支援を！

いじめの対応三カ条

資料６

→

※ただし、いじめ防止対策推進法第28条に基づく

重大事態への対応の手順はこの手順と異なることもある。

留意事項ＮＯ．１

留意事項ＮＯ．１



＜実施前＞
①被害児童生徒・保護者への説明、意向の確認（内容・方法・対象等）
②対象の児童生徒（必要に応じて保護者）への説明（目的・方法・結果
の扱い等）

＜実施後＞
③アンケート結果の情報共有、今後の方策の協議
④被害児童生徒・保護者への結果と今後の方策の説明、意向の確認

＜実施前＞
①被害児童生徒・保護者への説明、意向の確認（内容・方法・対象等）
②聴き取りの留意事項についての教員間の共通理解
＜実施後＞
③聴き取った内容の照合・情報共有、今後の方策の協議
④被害児童生徒・保護者への結果と今後の方策の説明、意向の確認

Ⅱ.対応方針の決定・実施

①関係児童生徒の状況・背景等の確認＜アセスメント＞
（被害・加害・周りの児童生徒の状況・背景、集団の状況の確認）

②今後の対応策の協議、実施＜プランニング＞
（短期・中期・長期の対応、被害・加害・周りの児童生徒への対応）

③保護者との連携
（被害児童生徒への支援、加害・周りの児童生徒への指導・支援で連携）

④教育委員会、関係機関との連携
（教育委員会、警察、福祉機関、医療機関等の関係機関と連携して対応。
特に重大な事案や犯罪行為の場合には警察と連携して対応）

全教職員の共通理解と組織的対応
生徒・保護者への説明と協力依頼Ⅲ.対応結果の確認・再発防止の取組

①対応結果の確認（情報共有、対応策の検討）
②再発防止の取組の実施（継続的な指導・支援の実施）
・被害児童生徒の継続的なケアと保護者との連携
・加害児童生徒への指導と保護者との連携
・学級単位（周りの生徒）での指導
・学校全体での取組

Ⅳ.継続的な見守り

(３)情報提供を求めるアンケートの実施（実施する場合）

(４)児童生徒からの聴き取りの実施 →

→

対応方針の決定・実施、関係機関との連携 →

対応結果の確認・再発防止の取組の実施 →

→

留意事項ＮＯ．３

留意事項ＮＯ．２

留意事項ＮＯ．４

留意事項ＮＯ．５

留意事項ＮＯ．６



◎必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家の助言を得ること。
①確認すべき事実・情報を整理 ※別紙１を参照
〇把握している事実・情報と確認すべき事実・情報を分けて整理すること。
・情報源の確認（誰が見た、誰から聞いた情報か。）
・時間や場所、期間の確認（いつ、どこで発生したのか。いつ頃から続いているのか。）
・被害者や加害者、観衆、傍観者の確認（誰が誰に行ったのか。誰が周りにいたのか。）
・内容の確認（どのようないじめが行われたのか。）
・背景・要因の確認（いじめのきっかけや背景には何があるのか。）

②被害児童生徒・保護者の意向の確認
〇学校の調査方法や当面の支援策を示し、被害児童生徒・保護者の意向を聴くこと。
・事実確認のためのアンケートの実施（有無。実施する場合の対象・日時・方法等。）
・加害、周りの児童生徒からの聴き取り（有無。実施する場合の対象・日時・方法等。）
・被害児童生徒に対する支援策（別室登校など安心して学校生活を送るための方策。）

③調査方法【事実確認のためのアンケートや関係児童生徒からの聴き取り】
ア．事実確認のためのアンケート
＜アンケートの実施計画の決定＞ ※別紙２を参照
〇被害児童生徒に配慮した実施計画を決定すること。
・実施日時・場所の決定（アンケートに適した日時・場所。）
・様式の決定（選択式と記述式。記名式と無記名式。）
・質問内容の決定（目撃情報と伝聞情報を分ける。）
・実施方法の決定（目的・事案の説明、回収方法、事後指導、被害者への配慮事項等。）

イ．関係児童生徒からの聴き取り ※対象の児童生徒により留意事項が異なる
＜被害児童生徒からの聴き取りの実施計画の決定＞
〇被害児童生徒の気持ちに配慮した実施計画を決定すること。
・実施日時・場所の決定（児童生徒が安心して話せる日時・場所を設定。）
・質問内容の決定（自分がされたこと、行ったこと、自分の思いを分ける。）
・実施方法の決定（面談者の選定。児童生徒の精神的負担を配慮した聴き方と回数。）

＜加害児童生徒からの聴き取りの実施計画の決定＞ ※別紙３を参照
〇加害児童生徒が事実としっかりと向き合えるような実施計画を決定すること。
・実施日時・場所の決定（加害児童生徒が複数の場合は部屋を分けて一斉に実施。）
・質問内容の決定（自分が行ったこと、されたこと、自分の思いを分ける。）
・実施方法の決定（面談者、役割分担の決定。聴き方や質問内容等について共通理解。）

＜周りの児童生徒からの聴き取りの実施計画の決定＞ ※別紙４を参照
〇周りの児童生徒が安心して事実を話せるような実施計画を決定すること。
・実施日時・場所の決定（児童生徒が安心して話せる日時・場所を設定。）
・質問内容の決定（自分が見たことと聴いたことを分ける。）
・実施方法の決定（面談者、役割分担の決定。聴き方や質問内容等について共通理解。）

◎調査や支援を行う際の留意事項

Ⅰ.事実確認

(２)調査の実施方針と当面の支援策を協議する際

(１)教員が把握している事実を情報共有する際
留意事項ＮＯ．１



◎必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家の助言を得ること。

＜実施前＞

①被害児童生徒・保護者への説明、意向の確認【内容・方法、配慮事項の確認】

〇内容・方法・配慮事項等をしっかり確認し、意向を聴いて共通理解を図ること。

・アンケートの内容・方法に問題はないか。

・被害児童生徒の名前や事案内容をどこまで他の児童生徒に公表するのか。

・アンケート実施時の被害児童生徒への配慮（被害児童生徒の居場所等）をどうするのか。

・アンケート実施後の被害児童生徒への支援、他の児童生徒への指導をどうするのか。

②対象の児童生徒（保護者）への説明【目的・方法・結果の扱い等の説明】

〇目的・方法の説明だけでなく、記載した内容を被害児童生徒・保護者に伝えること

があることも説明したうえで実施すること。

・事前に目的（被害者の救済、加害者の反省、再発防止、よりよい集団づくり等）や方法、

被害児童生徒・保護者への情報提供の説明を行う。

・対象の児童生徒が協力しやすい環境づくり（無理に記名させない。袋に入れて回収する等）

に心掛ける。

・必要に応じて対象の児童生徒の保護者にも説明を行い、了解を求める。

＜実施後＞

③アンケート結果の情報共有、今後の方策の協議

〇アンケート結果から判明した事実と今後確認が必要な情報を共有し、今後の事実

確認や指導支援の方策について協議して決めること。

・判明した事実と今後確認が必要な情報は何か。

・いつ、誰に、どのような方法で、どの点について事実確認を行っていくのか。

・被害児童生徒への支援と保護者への説明をどのように行うのか。

④被害児童生徒・保護者への結果と今後の方策の説明、意向の確認

〇アンケート結果と今後の事実確認や指導支援の方策について説明し、被害の児童

生徒・保護者の意向を聴くこと。

・アンケートの記載内容を被害児童生徒・保護者に伝える場合には、個人名や筆跡などの

個人が識別できる情報（個人情報）を保護する。

・被害児童生徒・保護者の意向を聴きながら、加害や周りの児童生徒への聴き取りなど事実

確認の方策を確認していく。

(３)情報提供を求めるアンケートを実施する際 留意事項ＮＯ．２



◎必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家の助言・支援を得ること。
＜実施前＞

①被害児童生徒・保護者への説明、意向の確認
○内容・方法・対象者・配慮事項等をしっかり確認し、意向を聴いて共通理解を図る
こと。
・聴き取りの内容・方法に問題はないか。
・どこまでの児童生徒を聴き取り対象とするのか。

《配慮事項》
・被害児童生徒の名前や事案内容をどこまで加害や周りに伝えるのか。
・聴き取り前後の被害児童生徒の支援（居場所の確保等）や他の児童生徒の指導をどうする
のか。特に被害児童生徒が孤立したりして学級等に居づらくならないよう配慮する。

②聴き取りを実施する際の教員間の共通理解
〇聴き取りの目的（事実確認・正確な証拠の保存）を共通理解し、記録を残すこと。
〇聴き取りは事案発覚後できるだけ早く、できるだけ少ない回数で実施すること。
・子どもの記憶は減衰しやすく、誘導を受けやすいので、聴き取りを繰り返すと記憶・供述
に変化が生じる可能性が高くなる。また、被害児童生徒は、辛い出来事を何度も 思い出し
て精神的な負担が掛かり、身体的不調を訴えることもあるので配慮が必要である。

・時間が経てば伝聞情報が混ざるなどして記憶・供述の信ぴょう性が薄れるので、できる
だけ早い時期（事案発覚後３～５日以内めど）に、少ない回数（１,２回）で実施する。

〇長時間の聴き取りを避け、他の児童生徒を気にせずに話せる場所で行うこと。
・子どもの集中時間は「５分×年齢」と言われているので、面接時間の配慮が必要である。
・他の児童生徒を気にせずに話せるよう、声が漏れない静かな小部屋で行うのが望ましい。

〇児童生徒と利害関係がない教員が聴き取りを行う方が望ましい。
・担任や部顧問など利害関係のある教員が聴き取りを行うと、児童生徒が事実を話せな
かったり、事実を歪曲する可能性があるので、第三者的な教員の方が望ましい。

〇聴き取りは個別に、複数の面接者で、できるだけ一斉に行い、話しやすい雰囲気
の醸成に努めること。
・一般的に厳格で権威的な面談者よりも、柔和な面談者に対して子どもは情報を提供して
くれるので、話しやすい雰囲気をつくるよう心掛ける。ただ、極度に親和的な面談者は
子どもの発言を誘導してしまう可能性があるので、注意が必要がある。

・聴き取り対象となる児童生徒が事前・事後に打合せをしないよう、できるだけ一斉に行う
ことが望ましい。順番に行う場合は、聴き取りを先に行った児童生徒が後で行う児童生徒
に影響を与えないように配慮する。

〇開かれた質問（５Ｗ１Ｈ等を自分の言葉で答えさせる質問）に心がけること。
・閉じた質問（「はい」・「いいえ」などの選択肢で答えさせる質問）や同じ質問の繰り
返し、面談者による言い換えやコメントは子どもの供述を誘導し、答えが変わってしま
う可能性があるので、注意が必要である。

・面談者が仮説に沿った質問をして仮説に合わない答えを無視したり、否定的なことを
言ったりすると、子どもの供述を誘導する可能性があるので注意が必要である。

〇「されたこと」「目撃したこと」「聴いたこと」 「したこと」 「思ったこと」を
分けて聴いて記録し、他の児童生徒から聴いた内容と照合すること。
・事実を明らかにするために、自分の体験談、伝聞情報、憶測、思いを区別して聴く。
・自分のしたことは自分の感情・思いが出るため、まず「されたこと」や「目撃したこと」、
「聴いたこと」を先に聴き、「したこと」「思ったこと」は後から聴く。

(４)児童生徒からの聴き取りを実施する際 留意事項ＮＯ．３‐１



〇被害、加害、周りの児童生徒では留意事項が違うところがあるので注意すること。
《被害児童生徒からの聴き取りの留意事項》
・教職員がまず辛かった気持ちに共感して受容的な姿勢で対応し、無理に話させない。
・被害児童生徒の立場に立って「いじめから守る」ことを伝え、安心感を与える。

《加害児童生徒からの聴き取りの留意事項》
・最初から行為を責めるような聴き取りをせず、まずは中立的・受容的に対応して、緊張・
警戒心をほぐして、自分の言動を振り返らせる。

・いじめの内容を確認するとともに、いじめの行為の動機・背景にあるものを探る。

《周りの児童生徒からの聴き取りの留意事項》
・個人情報の保護（自分が証言したことが加害児童生徒に分からないようにすること）を
伝え、安心して話ができるような環境を作る。
・周りで見ていて被害児童生徒のように辛い思いをしていた場合もあるので、教職員がまず
辛かった気持ちに共感して受容的な姿勢で対応する。

〇聴き取り（事実確認）と並行して、精神的なケアや背景の見立てを行うこと。
・特に被害児童生徒は負担が大きいので、養護教諭やスクールカウンセラーなどによる
精神的なサポートを継続的に行う。

・スクールカウンセラー等を交えて加害児童生徒の行動の背景を見立てて、再発防止、指導
支援に努める。

＜実施後＞

③聴き取った内容の照合・情報共有、今後の方策の協議
〇聴き取りの内容を照合し、結果から判明した事実と今後確認が必要な情報を共有し、
今後の事実確認や指導支援の方策について協議して決めること。
・食い違っているところはないか。判明した事実は何か。今後確認が必要な情報は何か。
・いつ、誰に、どのような方法で、どの点について事実確認を行っていくのか。
・判明した事実をもとに、被害児童生徒への支援、加害児童生徒への指導・支援、周りの
児童生徒への指導・支援の方策について協議し、決定していく。

④被害児童生徒・保護者への結果と今後の方策の説明、意向の確認
〇聴き取りの結果と今後の事実確認や指導支援の方策について説明し、被害の児童
生徒・保護者の意向を聴くこと。
・聴き取りの内容を被害児童生徒・保護者に伝える場合には、誰が供述した等個人が識別
できる情報（個人情報）を保護する。

・被害児童生徒・保護者の意向を聴きながら、今後の事実確認や指導支援の方策を確認して
いく。

(４)児童生徒からの聴き取りを実施する際 留意事項ＮＯ．３‐２



◎必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家の助言・支援を得ること。
①関係児童生徒の状況・背景等の確認＜アセスメント＞

②今後の対応策の協議、決定＜プランニング＞
《短期・中期・長期の対応策を考える際の留意事項》
〇短期に行わなければならないことと、中・長期的に行わなければならないことに分
類して対応策を検討し、すぐに行わなければならないことから着手すること。
（分類例）
・短期的に行うこと・・いじめ行為の停止、被害児童生徒の当面の支援、安心安全の確保

加害児童生徒への指導・支援（再発防止）、周りの児童生徒への
指導・支援（再発防止・仲間づくり）等

・中期的に行うこと・・被害児童生徒への継続支援（見守り）、加害児童生徒への継続指導、
いじめのない学級・集団づくり、教員と児童生徒の関係づくり等

・長期的に行うこと・・学校の取組（学校いじめ防止基本方針、いじめアンケート等）の見
直し、児童会・生徒会によるいじめ未然防止の取組の推進等

《被害児童生徒への支援策を考えて実施する際の留意事項》
〇被害児童生徒の状況を把握し、必要に応じて関係機関と連携し、生徒や保護者の
意向を聴いて、適切な支援策を立てて実施すること。
・継続して被害児童生徒の状況を把握し、児童生徒への見守りや声かけを重点的に行い、
「絶対に守りきる」というメッセージを出して、安心感を与える。

・必要に応じてスクールカウンセラー等による被害児童生徒へのケアと状況把握を行う。
・被害児童生徒が医療機関を受診している場合は、児童生徒や保護者の了解を得て医療機関
と連携して専門家の助言を聴く。また、福祉機関（児相等）等が関わっている場合は、要
保護児童対策地域協議会などのケース会議を開いて、関係機関とともに支援策を協議する。
・被害児童生徒の保護者と連携を密にし、場合によっては別室登校などの措置をとり、生徒
や保護者の意向を聴いて被害児童生徒の目線に立った無理のない支援策を立てて実施する。

《加害児童生徒への指導・支援の方策を考えて実施する際の留意事項》
〇加害児童生徒のいじめの言動の背景を見立て、必要に応じて関係機関と連携し、
課題の解消・再発防止のために適切な指導・支援の方策を立てて実施すること。
・まず、加害児童生徒のいじめ行為を止めるために、「いじめは絶対に許さない」と
メッセージを出して、全教員が協力して見守り・指導する体制をとる。

・加害児童生徒のいじめの言動の背景にあるものをつかみ、その課題の解消を図るため、
必要に応じてスクールカウンセラー等を活用して加害児童生徒の面談やケース会議を行う。
・福祉機関（児相等）等が関わっている場合は、要対協などのケース会議を開いて、関係
機関とともに支援策を協議する。特に重大な事案については警察とも連携して対応する。

・必要に応じて出席停止や別室指導などの措置をとることも検討し、加害児童生徒の保護者
にも協力を求め、適切な指導・支援の方策を立てて実施する。

Ⅱ.対応方針の決定・実施

対応方針の決定・実施、関係機関との連携をする際 留意事項ＮＯ．４-１



《周りの児童生徒への指導・支援の方策を考えて実施する際の留意事項》
〇周りの児童生徒の状況を確認して、いじめの再発防止のために周りの児童生徒への
適切な指導・支援や学級・集団づくりの方策を立てて実施すること。
・「いじめ行為を見て見ぬ振りしたり、自分と関係ないことと考えたりすることはいじめを
容認したことになる」というメッセージを出し、自分の問題として考えさせる。

・いじめに加担した者（観衆）や見て見ぬ振りをした者（傍観者）は様々な思い（自責の念
を感じている等）を持っているので、面談等で個々の児童生徒の状況を確認する。
・必要に応じてスクールカウンセラー等を活用するなどして、それぞれの児童生徒に合った
適切な指導・支援の方策を立てて実施する。

・学級会・ホームルーム等の機会に学級全体で考えさせたり、仲間づくりを促進する構成的
グループエンカウンターを実施したりするなどの取組も検討する。

③保護者との連携
〇被害、加害の児童生徒の保護者には、必ず「事実の報告」を行い、「解決に向けた
学校の取組」について、理解と協力を求めること。
・被害児童生徒の保護者との連携を密にするとともに、加害児童生徒の保護者とも連絡を
とって事実の報告を行い、学校の取組（指導・支援）について理解と協力を求める。

・必要に応じて、被害児童生徒や保護者の了解のもと、学級や学年、学校全体の保護者に事
案を説明し、学校の取組（指導・支援）について理解と協力を求める。

④関係機関、教育委員会との連携
〇教育委員会に随時報告するとともに、必要に応じて関係機関（警察、福祉機関、
医療機関等）と連携して、適切な指導・支援の方策を立てて実施すること。
・教育委員会には学校がいじめを認知した後も、随時報告する。
・必要に応じて関係機関と連携して、助言を受けながら対応する。
・医療機関と連携する場合は、当該児童生徒・保護者の了解を得る。
・背景に虐待等が考えられる場合は、児童相談所等の福祉機関への相談・通告を行う。
・重大な事案や犯罪行為等が起こった場合は、警察に相談・通報して協力を求める。

対応方針の決定・実施、関係機関との連携をする際 留意事項ＮＯ．４-２



対応結果の確認・再発防止の取組を実施する際

◎必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家の助言・支援を得ること。
①対応結果の確認（情報共有、対応策の検討）
〇対応の結果（被害、加害、周りの児童生徒の状況、学級・集団の状況）について
確認・情報共有し、必要に応じて対応策を修正すること。
・随時いじめ対策委員会等を開いて、対応の結果（被害、加害、周りの児童生徒の状況、
学級・集団の状況）について確認・情報共有し、うまくいっている指導・支援は継続し、
うまくいっていない指導・支援は課題を明らかにして対応策を検討・修正する。

・対応の結果については、随時被害や加害児童生徒の保護者に伝えて理解・協力を求める。

②再発防止の取組の実施（継続的な指導・支援の実施）
〇再発防止の取組（対応策）を修正しながら継続して実施し、学校全体でいじめ未然
防止・早期発見・早期対応する体制・雰囲気を醸成すること。
・継続して被害児童生徒の支援、加害児童生徒の指導・支援、周りの児童生徒の指導・支援
を確認・修正しながら実施する。

・必要に応じて、随時関係児童生徒の保護者にも取組状況を伝えて理解・協力を求める。
・短期的な取組から、中・長期的な取組に移行し、学級や学校全体でいじめ未然防止・早期
発見・早期対応が行われるような体制・雰囲気を作っていく。

Ⅲ.対応結果の確認・再発防止の取組

Ⅳ.継続的な見守り

継続的な見守りを行う際

①「いじめ解消」の２つの要件が満たされているか確認すること。
○いじめが止んでいる状態が相当の期間（少なくとも３か月を目安とする）継続して
いるか。

○いじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを被害児童生徒本人および
保護者に対し、面談等により確認できているか。
・いじめが解消している状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、解消している状態に
至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、
当該いじめの被害児童生徒および加害児童生徒を日常的に注意深く見守る必要がある。

②安易にいじめが解消したと考えずに、関係児童生徒の見守り・状況把握に努め、
再発防止を図ること。
・いじめは再発しやすいことから、継続的に関係児童生徒の見守り・状況把握を行い、特に
被害児童生徒への声かけ、保護者への連絡を随時行う。
・いじめアンケートや面談等で児童生徒の状況把握に努め、気になることがあれば、迅速に
情報共有して対応する。

参考文献
生徒指導提要（文部科学省）
子供の自殺が起きたときの背景調査の指針改訂版（文部科学省）
「いじめ問題への初期対応と対応マニュアル」
（岩手県総合教育センター）
「いじめ問題対応マニュアル」（大分県教育委員会）
「いじめ対応マニュアル」（兵庫県教育委員会）
北大司法面接ガイドライン（仲真紀子氏）

留意事項ＮＯ．５

留意事項ＮＯ．６



（調査の現状確認のためのシート例 別紙１） 

調査の現状と今後の調査方針について 

                       平成  年  月  日現在 

①現在学校・教員が把握している情報・事実は何か。 

番

号 

     学校が把握している情報・事実 

５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、誰に対して何をしたのか） 

誰からの情報か 

（アンケートも含む） 

誰が確認 

したのか 

 

１ 

   

 

２ 

   

 

３ 

   

 

４ 

   

 

５ 

   

 

②今後確認する必要がある情報・事実は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③調査に対する被害児童生徒・保護者の意向は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④今後の調査方針について 

（いつ、誰が、誰に対して、どのような方法で事実確認を行うのか、あるいは行わないのか。事実

確認を行う場合の留意点は何か。） 

 

 

 

 

 

 

 



（いじめの情報提供のためのアンケート例 別紙２） 

 

年   組  名前 （        ） 

 

問１ あなたは，○○さんについて何か知っていることがありますか。 

（１）あなたが自分で見たこと（いつ頃に△△されている、しているところを見た） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）○○さんから直接聞いたこと（いつ頃に○○さんから△△されていると聞いた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）友だちから聞いたこと（いつ頃に友だちから○○さんから△△されていると聞いた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなた自身について何か伝えておきたいことや相談したいことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。今後も何か思い出したり，書き足りなかったことが 

あったら，どの先生でもいいですので，知らせてください。 

アンケートの回答は，封をしてから，担任の先生に提出してください。 



（いじめ事案に関わった児童生徒用例 別紙３） 

いじめの状況聴き取りシート 

                        記入日：平成   年  月  日（  ） 

                        記入者（               ） 

 

聴き取りした児童生徒   年  組  番 氏名（              ） 

 

◎関わったこと、見たこと 

日  時：平成   年   月   日（  ） 

場  所：（                                 ） 

誰  が：直接関わった人 （                         ） 

       周りで見ていた人（                                                  ） 

           止めようとした人（                         ） 

誰  に：被害を受けた人 （                         ） 

概  要（何をしたのか。何があったのか）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況図（誰がどのあたりにいたのか） 

 

状況説明 

番

号 

相手の言動 

(言ったこと、したこと) 

自分の言動 

(言ったこと、したこと) 

自分の感情 

(感じたこと、思ったこと) 

自発的 

な回答 

 

１ 

    

 

２ 

    

 

３ 

    

 

４ 

    

 

５ 

    

※まず、「相手の言動」について児童生徒が話したことすべて記入し、その後で「相手の言動」に

対して、それぞれ「自分の言動・感情」を聴いて、記入すること。教員が質問する前に児童生徒

が話した内容については、右端の「自発的な回答」の欄に「○」を付けること。 



 （いじめ事案  を聴いた児童生徒用例 別紙４） 

いじめの状況聴き取りシート 

                        記入日：平成   年  月  日（  ） 

                        記入者（               ） 

 

聴き取りした児童生徒   年  組  番 氏名（              ） 

 

◎聴いたこと 

い つ 頃：平成   年   月   日（  ） 

 

誰 か ら：話を聴いた人（                             ） 

 

概  要（どのような内容か。誰が誰に対してどのようなことをしていたのか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アンケート作成・実施上の留意事項

（１）アンケートの目的・内容について

①アンケートを実施する目的を明確にし、児童生徒にその
目的を伝え、アンケートに回答することでどのようなメ
リット・支援につながるのかを理解させること。

※アンケートを実施する目的
「いじめの発見」だけでなく、「ストレスチェック」「カウンセリ
ング効果」「いじめの抑止効果」がある。アンケートによって児童
生徒自身が自分や周りのことを振り返ることができるようにする。

※質問項目例
・自尊感情を問う設問
「あなたは得意なことや自慢できることはありますか」
「あなたは自分のことが好きですか」

・クラスの人間関係が見える設問
「友だち関係でうまくいかないことはありますか」
「あなたの学級の雰囲気は友好的ですか」
「学級でホッとする時間・場所はありますか」
・ストレス度をはかる設問
「食欲がなくなったり眠れなくなったりすることがありますか」
「ひどく疲れていると感じることがありますか」
「心臓がドキドキすることがありますか」
「学校に行きたくないと思うことがありますか」
・いじめの被害に関する質問
「自分の持ち物がなくなったり、壊されたりすることが
ありますか」

「学級の人に乱暴なことをされることがありますか」
・ソーシャルサポートの有無を確認できる設問
（話せる人がいることが大事）
「あなたの気持ちを分かってくれる人はいますか」
「担任の先生はあなたの気持ちを分かってくれそうですか」
「困ったり、悩んだりした時に相談できる先生はいますか」

（別紙２ 追加資料）



②選択肢は４件法（「いつもある」「時々ある」「あまりな
い」「ない」）にした方が、児童生徒は答えやすく、明確
には書けないけれどもそういう傾向があるというデータが
出てくるので実態が把握しやすい。

③ストレスチェックの方が児童生徒にとって答えやすく、ス
トレス度の高い児童生徒を広く把握でき、いじめや児童生
徒の課題を発見しやすくなる。

④毎年同じようなアンケートを行うことで、ストレスの高ま
り具合を比較して、いじめが起こりそうな状況を把握して
未然防止の対策がとりやすくなる。

（２）アンケート実施上の留意点について

①自由記述をさせる場合には、テーマを与えて全員に記述さ
せたり、記名式のアンケートでも二つ折りにして回収した
りして、周りの目を気にせずアンケートを記入できる
ような工夫が必要である。

②アンケートをさらに活かすためには、教員がアンケート実
施後に児童生徒と面談等でコミュニケーションをとり合い、
児童生徒が大切にされていると感じられるよう、普段から
信頼関係を積み重ねていくことが大事である。


