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文部科学省 都道府県・指定都市生徒指導担当課長緊急連絡会議配付資料（平成 18 年 10 月 19 日）

学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント
いじめの防止等は、全ての学校・教職員が自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り組むべき重要
な課題である。
いじめをなくすため、まずは、日頃から、個に応じたわかりやすい授業を行うとともに、深い児童生徒理
解に立ち、生徒指導の充実を図り、児童生徒が楽しく学びつつ、いきいきとした学校生活を送れるようにし
ていくことが重要である。
また、いじめを含め、児童生徒の様々な問題行動等への対応については、早期発見・早期対応を旨とした
対応の充実を図る必要があり、関係機関との連携を図りつつ、問題を抱える児童生徒一人一人に応じた指導・
支援を、積極的に進めていく必要がある。
以上を踏まえつつ、特にいじめ問題への対応については、下記 1 の基本的認識に基づき、下記 2 のポイン
トについて遺漏なきを期しつつ、これを推進する必要がある。

Ⅰ．いじめ問題に関する基本的認識
○ いじめについては、
「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」ものであることを十分認
識するとともに、特に、以下の点を踏まえ、適切に対応する必要があること。

1. 「弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと。
どのような社会にあっても、いじめは許されない、いじめる側が悪いという明快な一事を毅然とし
た態度で行きわたらせる必要がある。いじめは子どもの成長にとって必要な場合もあるという考えは
認められない。また、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許され
ない。

2. いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと。
子どもの悩みを親身になって受け止め、子どもの発する危険信号をあらゆる機会を捉えて鋭敏に感
知するよう努める。自分のクラスや学校に深刻ないじめ事件が発生し得るという危機意識を持つ。な
お、いじめの件数が少ないことのみをもって問題なしとすることは早計である。

3. いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること。
いじめの問題の解決のために家庭が極めて重要な役割を担う。いじめの問題の基本的な考え方は、
まず家庭が責任を持って徹底する必要がある。家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、
親子の会話や触れ合いの確保が重要である。

4. いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であること。
個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導を推進する。道徳教育、心の教育
を通してかけがえのない生命、生きることの素晴らしさや喜びなどについて指導することが必要であ
る。

5. 家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組む
ことが必要であること。
いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務を果たす必要がある。地域を挙
げた取組も急務である。
「いじめの問題に関する総合的な取組について（平成 8 年 7 月 児童生徒の問題行動等に関する調査研
究会議（報告）
）
」より
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Ⅱ．いじめに関する取組のポイント
１ 学校における取組の充実
(1)

実効性ある指導体制の確立
a)

学校を挙げた対応
①

いじめの問題については、その件数が多いか・少ないかの問題以上に、これが生じた
際に、いかに迅速に対応し、その悪化を防止し、真の解決に結びつけることができたか
が重要となるものであり、各学校及び教育委員会は、相互の連絡・報告を密にしつつ、
いじめの発生等についてきめ細かな状況把握を行い、適切な対応に努めること。

②

各学校において、校長のリーダーシップの下に、それぞれの教職員の役割分担や責任
の明確化を図るとともに、密接な情報交換により共通認識を図りつつ、全教職員が一致
協力して指導に取り組む実効性ある体制を確立する必要があること。

③

校長、教頭、生徒指導主事等は、いじめの訴え等に基づき、学級担任等へ対応を指示
したり、情報を伝達したりした場合には、その対応状況等について、逐次報告を受ける
など、その解決に至るまで適切にフォローすること。

④

いじめの訴え等を学級担任が一人で抱え込むようなことはあってはならず、校長に適
切な報告等がなされるようにすること。

b)

実践的な校内研修の実施
①

各学校において、いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るた
めに、全教職員の参加により、事例研究やカウンセリング演習など実践的な内容を持っ
た校内研修を積極的に実施する必要があること。

(2)

適切な教育指導
a)

全ての児童生徒への指導
① 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の児童生徒に徹底させ
なければならないこと。いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と
同様に許されないという認識、また、いじめを大人に伝えることは正しい行為であるとい
う認識を、児童生徒に持たせること。
②

いじめられる児童生徒や、いじめを告げたことによっていじめられるおそれがあると
考えている児童生徒を徹底して守り通すということを、教職員が、言葉と態度で示すこ
と。
特に、いじめられている場合には、そのことを自分の胸の中に止めて悩み抜いたりせ
ず、友人、教師、親に必ず相談するようにすること（まして、自分を傷つけたり、死を
選んだりすることは絶対にあってはならないこと）を、メッセージとして伝えること。

③

学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする態
度を育成し、友情の尊さや信頼の醸成、生きることの素晴らしさや喜び等について適切
に指導すること。特に、道徳教育、心の教育を通して、このような指導の充実を図るこ
と。
また、奉仕活動、自然体験等の体験活動をはじめ、人間関係や生活経験を豊かなもの
とする教育活動を取り入れることも重要であること。
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④

学級（ホームルーム）活動や児童（生徒）会活動などの場を活用して、児童生徒自身
がいじめの問題の解決に向けてどう関わったらよいかを考え、主体的に取り組むことは
大きな意義があること。

b)

いじめる児童生徒への指導・措置
①

いじめを行った児童生徒に対しては、心理的な孤立感・疎外感を与えることがないよ
うになど、一定の教育的配慮の下に、いじめの非人間性やいじめが他者の人権を侵す行
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する指導を根気強く継続して
行うこと。

②

いじめを行う児童生徒に対しては、一定期間、校内においてほかの児童生徒と異なる
場所で特別の指導計画を立てて指導することが有効な場合もあること。
さらに、いじめの状況が一定の限度を超える場合には、いじめられる児童生徒を守る
ために、いじめる児童生徒に対し出席停止の措置を講じたり、警察等適切な関係機関の
協力を求め、厳しい対応策をとることも必要であること。特に、暴行や恐喝など犯罪行
為に当たるようないじめを行う児童生徒については、警察との連携が積極的に図られて
よいこと。

③

上記②の措置を講ずることについて、教育委員会や保護者との間に、日頃から十分な
共通理解を持っておくことが大切であること。

c)

いじめを許さない学級経営等
①

児童生徒の成長にとって必要な場合もあるといった考えは認められないものであり、
個々の教師がいじめの問題の重大性を正しく認識し、危機意識を持って取り組まなけれ
ばならないこと。
また、教師の何気ない言動が児童生徒に大きな影響力を持つことに十分留意すし、い
やしくも、教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長した
りするようなことがないよう留意すること。

②

グループ内での児童生徒の人間関係の変化を踏まえ、学級経営やグループ指導の在り
方、わけても班別指導について不断の見直しや工夫改善を行う必要があること。

③

いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが
続いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断する
ことなく、当該児童生徒が卒業するまで、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要
な指導を行うこと。

(3)

いじめの早期発見・早期対応
a)

問題兆候の把握等
①

教師が児童生徒の悩みを受け取るためには、まず何よりも、全人格的な接し方を心が
け、日頃から児童生徒との心のチャンネルを形成するなど深い信頼関係を築くことが不
可欠であること。

②

児童生徒の生活実態のきめ細かい把握に努めるとともに、いじめを見つけるための積
極的な取組を行うこと。また、いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラーや養
護教諭など学校内の専門家との連携に努めること。

③

児童生徒や保護者からのいじめの訴えはもちろんのこと、その兆候等の危険信号は、
どんな些細なものであっても真剣に受け止め、すみやかに教職員相互において情報交換
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するなどにより、適切かつ迅速な対応を図ること。
④

児童生徒の仲間意識や人間関係の変化に留意しつついじめの発見や対応に努めるとと
もに、特に、種々の問題行動等々が生じているときには、同時に他にいじめが行われて
いる場合もあることに留意すること。

⑤

いじめの問題解決のため、いじめを把握した際には、速やかに教育委員会に報告する
とともに、必要に応じ、教育センター、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連携協
力を行っているか。

b)

事実関係の究明
①

いじめを受けている児童生徒等の心理的圧迫感をしっかりと受け止めるとともに、当
事者だけでなく、その友人関係等からの情報収集等を通じた事実関係の把握を正確かつ
迅速に行う必要があること。

②

いじめの兆候を発見した場合において、いじめられる児童生徒からの訴えが弱いこと
を理由に問題を軽視したり、いじめる側といじめられる側の主張に隔たりがあることを
理由に、必要な対応を欠くこととがないようにすること。

(4)

いじめを受けた児童生徒へのケアと弾力的な対応
a)

心のケア等
①

児童生徒に対する親身な教育相談を一層充実させるため、スクールカウンセラー等の
活用や、養護教諭等との連携を積極的に図ること。
また、教育相談について全教職員が参加する実践的な校内研修を積極的に実施するこ
と。

②

教育相談室を生徒指導室とは別の場所に設けたり、部屋が相談しやすい雰囲気になる
よう工夫するなど、児童生徒にとって相談しやすい環境を整えること。

b)

いじめを継続させないための弾力的な対応
①

いじめられる児童生徒には、いじめの解決に向けての様々な取組を進めつつ、児童生徒
の立場に立って、緊急避難としての欠席が弾力的に認められてよいこと。その際、保護者
と十分に連携を図るとともに、その後の学習に支障を生ずることのないように工夫するな
ど十分な措置を講ずる必要があること。

②

いじめられる児童生徒又はいじめる児童生徒のグループ替えや座席替え、さらに学級替
えを行うことも必要であること。また、必要に応じて児童生徒の立場に立った弾力的な学
級編制替えも工夫されてよいこと。

③

いじめられる児童生徒には、保護者の希望により、関係学校の校長などの関係者の意見
も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置について配慮
する必要があること。この場合、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような
おそれがある場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、いじめから守り通
すため必要があれば弾力的に対応すべきこと。

④

上記①から③の措置を講ずることについて、学校、教育委員会、及び保護者は、日頃か
ら十分な共通理解を持っておくことが大切であること。

(5)

家庭・地域社会との連携
①

いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学校
においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な
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連携を図ること。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上
で、関係者全員で取組む姿勢が重要であること。
②

学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、積極的
に公表し、保護者等の理解や協力を求めるとともに、各家庭でのいじめに関する取組の
ための具体的な資料として役立ててもらえるような工夫が必要であること。

③

いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対し、誠意を持って対応すること。
また、いじめの問題に関し学校と保護者や地域の代表者との意見交換の機会を設ける、
特に PTA と学校との実質的な連絡協議の場を確保するなどにより、家庭・地域社会との
連携を積極的に図る必要があること。

④

実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行
うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽する
ような対応は許されないこと。

２ 教育委員会における取組の充実
(1) 学校の取組への支援と取組状況の点検
a) 恒常的支援
①

いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じつつ、例えば、校内研修の講師とし
て指導主事や教育相談の専門家を派遣するなど、各学校の取組を積極的に支援する必要が

あること。
②
各学校における教育相談機能の充実に資するよう、スクールカウンセラーの派遣等によ
り、適切な支援を行うこと。

b)

個別事件への支援
①

学校や保護者等からいじめの報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うとと
もに、学校への支援や保護者等への対応を適切に行うこと。特に、困難ないじめの問題
を抱える学校に対しては、早急に担当指導主事等を派遣するなど、問題の解決と正常な
教育活動の確保に向けた指導・助言に当たること。

c)

学校における取組状況の点検
①

いじめの問題に関する国や教育委員会の通知などの資料が、具体的に学校でどのよう
に活用されたか、その趣旨がどのように周知・徹底されたのかなど、学校の取組状況を
点検し、必要な指導、助言を行って、学校の積極的な取組を促す必要があること。また、
いじめの問題に関する校内研修や児童生徒に対する具体的な 指導内容などについての
点検も必要であること。

(2) 効果的な教員研修の実施
① できる限り多くの教師がいじめの問題に関する実践的な研修を受けることができるよう配
慮するとともに、管理職や生徒指導主事、養護教諭など、受講者の区分に応じたきめ細かで
効果的なプログラムを用意する必要があること。
また、初任者研修における学級経営や生徒指導・教育相談に関する研修を一層充実させて
いくことも重要であること。
② 研修内容・方法について、心理、医療等の様々な分野から講師を招いたり、講義形式のみ
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に偏らない事例研究やカウンセリング演習を実施するなど、受講者が目的意識を持って実践
的な知識・経験が得られるよう工夫することが必要であること。

(3) 組織体制・相談体制の充実
① 都道府県や市町村の教育委員会においては、学校指導事務担当課だけでなく、広く関係す
る部課においてもいじめの問題を自らの課題として取り組み、教育委員会が一丸となってこ
の問題に対する取組を進めていく必要があること。また、私立学校担当課と情報交換をはじ
め十分な連携を図りながら取組を進めていくことが必要であること。
② 教育相談員の配置を積極的に進めるなど、教育委員会や教育センター等の相談体制の整
備・充実を図るとともに、利用者の相談ニーズに配慮し、相談時間を延長するなど相談窓口
の開設時間の工夫等を行うことが必要であること。教育センター等の相談員や臨床心理士な
どの指導助言の下に、教員養成学部の学生など児童 生徒に比較的年齢の近い者を相談相手
とする方策なども検討されてよいこと。
③ 適応指導教室や民間の施設との指導面でのより一層緊密な連携を図るとともに、校内研修
や教育委員会が実施する教員研修への講師の派遣について協力を求めることも大切であるこ
と。児童福祉、人権擁護、警察、医療等の関係相談機関と定期的な情報交換・研究協議の機
会を設けるとともに、研修会の講師など機関相互における人材の有効活用等の工夫を行うな
どして、これらの機関と学校との一層緊密な連携を図る必要があること。

(4) 深刻ないじめへの対応
① 深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障すると
いう観点から、やむを得ない措置としての出席停止を含む毅然とした厳しい指導が必要な場
合があること。なお、出席停止を命ずる場合は、児童生徒及び、保護者に対し出席停止の趣
旨について十分説明するとともに、事前に児童生徒及び保護者の意見を聴取することに配慮
すること。また、出席停止の期間が著しく長期にわたることがないよう配慮し、その期間中
にも必要な指導を行うこと。
② いじめられる児童生徒を守るための方法の一つとして、就学すべき学校の指定の変更や区
域外就学を認める措置を講じることについて、時機を逸することのないよう留意すること。
この場合、保護者の希望により、関係者の意見等も十分に踏まえ、いじめにより児童生徒
の心身の安全が脅かされるような場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、
いじめから守り通すため必要があれば、弾力的に対応すべきこと。

(5) 家庭教育に対する支援
① 家庭教育を支援するため、様々な学習機会や情報の提供、相談体制の整備、ボランティア
活動など親子の共同体験の機会の充実、父親の家庭教育への参加支援など家庭の教育機能の
充実を図る施策を計画的に推進すること。その際、家庭教育の意義に関心を示さない、ある
いは、学校との連携に協力的でない保護者などへの方策について、子育てのネットワークづ
くりの推進などきめ細やかな施策が望まれること。
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文部科学省初等中等教育局長通知（平成 15 年 5 月 16 日）

不登校への対応の在り方について
平 １５．５．１６ 文科初２５５ 各都道府県・指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附
属学校を置く各国立大学長・国立久里浜養護学校長・独立行政法人国立オリンピック記念青少年総
合センター理事長 独立行政法人国立青年の家理事長・独立行政法人国立少年自然の家理事長あて
文部科学省初等中等教育局長通知
児童生徒の不登校への対応につきましては，関係者において様々な努力がなされているところですが，不
登校児童生徒数は過去最多を更新するなど，憂慮される事態となっております。
文部科学省におきましては，このような状況を踏まえ，平成１４年９月に「不登校問題に関する調査研究
協力者会議」を発足させ，①不登校問題の実態の分析，②学校における取組の在り方，③学校と関係機関の
連携の在り方，④その他不登校問題に関連する事項について総合的・専門的な観点から検討を願い，本年３
月に「今後の不登校への対応の在り方について」の報告を取りまとめていただいたところです。
報告においては，不登校に対応する上で持つべき基本的な姿勢として，
① 不登校については，特定の子どもに特有の問題があることによって起こることではなく，どの子どもに
も起こりうることとしてとらえ，関係者は，当事者への理解を深める必要があること。同時に，不登校と
いう状況が継続すること自体は，本人の進路や社会的自立のために望ましいことではなく，その対策を検
討する重要性について認識を持つ必要がある。
② 不登校については，その要因・背景が多様であることから，教育上の課題としてのみとらえて対応する
ことが困難な場合があるが，一方で，児童生徒に対して教育が果たすことができる，あるいは果たすべき
役割が大きいことに着目し，学校や教育委員会関係者等が一層充実した指導や家庭への働きかけ等を行う
ことにより，不登校に対する取組の改善を図る必要がある。
という観点から提言がなされているところです。
本通知は，平成４年３月に取りまとめられた有識者による「登校拒否（不登校）問題について」報告に関
する同年９月２４日付けの文部省初等中等教育局長通知（文初中第３３０号）を踏まえ，今回新たに取りま
とめられた報告に基づき見直しを図り，不登校へ対応する上での留意点等につきまとめたものです。
文部科学省としては，
この報告の趣旨を踏まえ，
今後さらに施策の充実に取り組むこととしておりますが，
貴職におかれましても，下記により不登校に対する取組の充実に一層努められるようお願いします。また，
都道府県教育委員会にあっては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して，都道府県知事にあって
は，所轄の学校に対して，この趣旨について周知を図るとともに，適切な対応がなされるよう御指導をお願
いします。なお，本通知に関しては，その内容について，内閣府，警察庁，法務省及び厚生労働省と協議済
であり，また，これらの府省庁に対し，それぞれの関係機関等に本通知の内容の周知方を依頼済であること
を申し添えます。
記
１． 不登校に対する基本的な考え方
① 将来の社会的自立に向けた支援の視点
不登校の解決の目標は，児童生徒の将来的な社会的自立に向けて支援することであること。した
がって，不登校を「心の問題」としてのみとらえるのではなく，
「進路の問題」としてとらえ，本
人の進路形成に資するような指導・相談や学習支援・情報提供等の対応をする必要があること。
② 連携ネットワークによる支援
学校，家庭，地域が連携協力し，不登校の児童生徒がどのような状態にあり，どのような支援を
必要としているのか正しく見極め（
「アセスメント」
）を行い，適切な機関による支援と多様な学習
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の機会を児童生徒に提供することが重要であること。その際には，公的機関のみならず，民間施設
や NPO 等と積極的に連携し，相互に協力・補完し合うことの意義が大きいこと。
③ 将来の社会的自立のための学校教育の意義・役割
義務教育段階の学校は，自ら学び自ら考える力なども含めた「確かな学力」や基本的な生活習慣，
規範意識，集団における社会性等，社会の構成員として必要な資質や能力等をそれぞれの発達段階
に応じて育成する機能と責務を有しており，関係者はすべての児童生徒が学校に楽しく通うことが
できるよう，学校教育の一層の充実のための取組を展開していくことがまずもって重要であること。
④ 働きかけることや関わりを持つことの重要性
児童生徒の立ち直る力を信じることは重要であるが，児童生徒の状況を理解しようとすることも
なく，あるいは必要としている支援を行おうとすることもなく，ただ待つだけでは，状況の改善に
ならないという認識が必要であること。
⑤ 保護者の役割と家庭への支援
保護者を支援し，不登校となった子どもへの対応に関してその保護者が役割を適切に果たせるよ
う，時機を失することなく児童生徒本人のみならず家庭への適切な働きかけや支援を行うなど，学
校と家庭，関係機関の連携を図ることが不可欠であること。

２．学校における取組の充実
（１）児童生徒が不登校とならない，魅力あるよりよい学校づくりのための一般的取組
① 新学習指導要領のねらいの実現
新学習指導要領の下，創意工夫に満ちた教育課程を編成し，各教科，道徳，特別活動はもとより，
新設された「総合的な学習の時間」も有効に活用し，自己理解を深め，自己選択能力の育成を目指
すとともに，社会性の育成や人間関係づくりを目指した様々な取組を一層積極的に展開することが
望まれること。
② 開かれた学校づくり
教育活動の実施に当たっては，地域の様々な場で活動を展開するとともに，指導者についても外
部の多様な人材の協力を得るなど，地域社会の教育力を積極的に生かし，学校と社会とのつながり
を強め，開かれた学校づくりを推進すること。
③ きめ細かい教科指導の実施
児童生徒への指導に当たっては，一人一人の個性が異なることを常に意識し，具体的な指導の方
法や進度につき，児童生徒の側に立った配慮が必要であること。
④ 学ぶ意欲を育む指導の充実
児童生徒が学ぶ意欲を持って主体的に学校に通うことができるよう，発達段階に応じて自らの生
き方や将来に対する夢や目的意識について考えるきっかけを与えることのできる指導を行うこと
が重要であること。
⑤ 安心して通うことができる学校の実現
いじめや暴力行為を許さない学級づくり，問題行動への毅然とした対応が大切であること。また，
教員による体罰等の人権侵害行為等があってはならないこと。
⑥ 児童生徒の発達段階に応じたきめ細かい配慮
各学校種と児童生徒の発達段階に応じた配慮を行うことが重要であること。また，小・中学校間
の接続の改善を図る観点から，小・中連携を一層推進する等の配慮が重要であること。
（２）きめ細かく柔軟な個別・具体的な取組
① 校内の指導体制及び教職員等の役割
ア 学校全体の指導体制の充実
校長の強いリーダーシップの下，教頭，学級担任，生徒指導主事，教務主任，学年主任，養護
教諭，スクールカウンセラー，相談員等がそれぞれの役割について相互理解した上で日頃から連
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携を密にし，一致協力して対応にあたること。
イ コーディネーター的な不登校対応担当の役割の明確化
不登校児童生徒に対する適切な対応のために，各学校において中心的かつコーディネーター的
な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であること。
ウ 教員の資質向上
児童生徒の教育指導については，教員がその中心的な存在であり，教職員，特に学級担任は，
自らの影響力を常に自覚し，指導に当たる必要があること。
また，各教員が児童生徒に対する共感的理解の基本姿勢を持つことが重要であること。
さらに，初期での判断を誤まらないよう，関連する他分野についての基礎的な知識，例えば，
精神医学の基礎知識や，学習障害（LD）
，注意欠陥／多動性障 害（ADHD）等に関する知識，
児童虐待の早期発見や「ひきこもり」に関する知識も身につけておくことが望ましいこと。
エ 養護教諭の役割
養護教諭が行う情緒の安定を図る等の対応や予防のための健康相談活動の果たす役割は大きい
こと。また，養護教諭と不登校に対応する校内の組織が情報を共有化することが望ましいこと。
オ スクールカウンセラー等との連携協力
スクールカウンセラーには，
「学校におけるカウンセラー」という性格上，学校の組織・機能，
校風等についてよく承知した上で，独自の資質や対応が求められること。スクールカウンセラー
と教職員が円滑に連携協力していくために，研修等を通じて，スクールカウンセラーと教職員そ
れぞれの職務内容等の理解を深める必要があること。
② 情報共有のための個別指導記録の作成
校内・関係者間で情報を共有し，共通理解の下で指導・対応に当たる体制を確立することが重要
であること。そのために，個人情報の取扱いに十分配慮しつつ，保護者や関係機関との連携，学年
間や小・中学校間，転校先等との引継ぎ，教育委員会への連絡等において活用することができる不
登校児童生徒の個別の指導記録づくりを行うことが有効であること。
③ 家庭への訪問等を通じた児童生徒や家庭への適切な働きかけ
不登校児童生徒が学校外の施設に通う場合や家庭にいる場合であっても，学校は当該児童生徒が
自らの学級・学校の在籍児

童生徒であることを自覚し，関わりを持ち続けるよう努めるべきで

あること。学級担任等の教職員が児童生徒の状況に応じて家庭への訪問を行うこと等を通じて，そ
の生活や学習の状況を把握し，児童生徒本人やその保護者が必要としている支援をすることは大切
であること。
④ 不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫
不登校児童生徒が適応指導教室や民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合に
は，当該児童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは，学習支援や進路指
導を行う上で重要であること。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照ら
し適切と判断される場合には，当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり，また，評価の
結果を通知表その他の方法により，児童生徒や保護者，当該施設に積極的に伝えたりすることは，
児童生徒の学習意欲に応え，自立を支援する上で意義が大きいこと。
なお，評価の指導要録への記載については，必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状
況及び評定を記載することが求められるのではないが，児童生徒の学習状況を文章記述するなど，
次年度以降の児童生徒の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載に努めることが求め
られるものであること。
⑤ 児童生徒の再登校に当たっての受入体制
不登校児童生徒が再登校をしてきた場合には，温かい雰囲気の下に自然な形で迎え入れられるよ
う配慮するとともに，徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫を行うことが重
要であること。
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その際には，保健室や相談室等の教室以外の学校の居場所を積極的に活用することが考えられる
こと。
⑥ 児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の措置
いじめが原因で不登校となっている場合等には，いじめを絶対に許さない毅然とした対応をとる
ことがまずもって大切であること。また，いじめられている児童生徒に対する緊急避難としての欠
席が弾力的に認められてもよいことはもとより，そのような場合には，その後の学習に支障がない
よう配慮が求められること。そのほか，いじめられた側の生徒に対して柔軟に学級替えや転校の措
置を活用することが考えられること。
また，教員による体罰や暴言等，不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は，不適
切な言動や指導をめぐる問題の解決に真剣に取り組むととも に，保護者等の意向を踏まえつつ，
十分な教育的配慮を持った上で学級替えや転校を柔軟に認めていくことが望まれること。
保護者等から学習の遅れに対する不安により，進級時の補充指導や原級留置に関する要望がある
場合には，児童生徒の進路選択へ資するよう補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに，
校長の責任において原級留置の措置をとるなど，適切な対応をとることも考えられること。また，
こうした措置が考えられる際には，予め保護者等の意向を聴いて参考とするなどの配慮が望まれる
こと。

３．教育委員会の取組の充実
各都道府県及び市町村教育委員会は，自ら不登校に対する認識を深めるとともに，それぞれの立場か
ら積極的に施策を展開し，各学校における取組が効果的に行われるよう支援する必要があること。
（１）不登校や長期欠席の早期の把握と対応
各市町村教育委員会においては，不登校や長期欠席は，義務教育制度に関わる重大な課題であるこ
とを認識し，学校等の不登校への対応に関する意識を高めるとともに，学校が家庭や関係機関等と効
果的に連携を図り，課題の早期の解決を図るための体制の確立を促すことが重要であること。
（２）学校等の取組を支援するための教育条件等の整備
① 教員の資質向上
教育委員会における教員の採用・研修を通じた資質向上のための取組が今後一層充実されるこ
とが期待されること。
教員採用については，熱意があり人間性豊かな人材が確保されるよう，採用選考方法の工夫改善
に引き続き努めていく必要があること。
また，初任者研修をはじめとする教職経験に応じた研修，生徒指導・教育相談といった専門的な
研修，
管理職や生徒指導主事を対象とする研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図ること。
② きめ細かな指導のための適切な人的措置
不登校を未然に防ぐ魅力ある学校づくり，
「心の居場所」としての学校づくりを進めるためには，
少人数授業やティームティーチング，習熟度別指導などのきめ細かな指導が可能となるよう，適切
な教員配置を行うことが必要であること。
また，小・中学校さらには高等学校の間の連携を推進するため，異校種間の人事交流や兼務など
を進めていくことが期待されること。
不登校児童生徒が多く在籍する学校については，教員の加配等，効果的かつ計画的な人的配置に
努める必要があること。そのためにも日頃より各学校の実情を 把握し，また加配等の措置をした
後も，この措置が効果的に活用されているか等の検証を十分に行うこと。
さらに，教員による体罰や暴言等，不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は，人
的措置を含め，厳正な対応をとることが必要であること。
③ 保健室や相談室等の整備
養護教諭の果たす役割や「保健室登校」
・
「相談室登校」の意義に鑑み，養護教諭の複数配置や研
修機会の充実，保健室等の環境整備，情報通信機器の整備等が望まれること。
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（３）学校における指導等への支援
① モデル的な個別指導記録の作成
各市町村教育委員会においては，各学校で活用できるよう個別指導記録のモデル案を作成するこ
とが求められること。また，当該個別指導記録が効果的に活用されるよう適切な指導が望まれるこ
と。
② 転校のための柔軟な措置
いじめや教員による不適切な言動や指導等が不登校の原因となっている場合等には，市町村教育
委員会においては，保護者等の意向を踏まえつつ，学校と連携した適切な教育的配慮の下に，就学
すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置を講じることが望まれること。また，他の児童
生徒を不登校に至らせるような深刻ないじめや暴力行為があった場合は，必要に応じて出席停止措
置を的確に講ずる必要があること。
（４）適切な対応の見極め（
「アセスメント」
）及びそのための支援体制づくり
不登校の要因・背景の多様化へ対応するため，各学校が，児童生徒の初期段階のアセスメントに当
たり，専門知識をもつ外部の者等の協力を得られる地域の体制を構築する必要があること。
（５）中学校卒業後の課題への対応
① 高等学校入学者選抜等の改善
高等学校入学者選抜について多様化が進む中，高等学校で学ぶ意欲や能力を有する不登校生徒に
ついて，これを適切に評価することが望まれること。
また，国の実施する中学校卒業程度認定試験の活用について，不登校生徒や保護者に対して適切
な情報提供を行うことが望まれること。
② 高等学校における長期欠席・中途退学への取組の充実
各地域の実情に応じて，中高一貫教育の推進や，総合学科や単位制高等学校等の特色ある高等学
校づくり等も含め，多様な取組や工夫が行われることが期待されること。
③ 中学校卒業後の就学・就労やひきこもり傾向のある青少年への支援
中学校時に不登校であり高等学校へ進学しなかった者，又は高等学校へ進学したものの中途退学
をした者等，中学校卒業後に進学も就労もしていない者等に対して，多様な進学や職業訓練等の機
会等について支援するために，関係行政機関等が連携した地域のサポートネットワークを整備する
ことが期待されること。
（６）学校外の公的機関等の整備充実及び活用
① 教育支援センター（いわゆる適応指導教室。以下同じ。
）の整備充実やそのための指針づくり
いわゆる適応指導教室については，その役割や機能に照らし，より適切な呼び方を望む声があっ
たことから，国として標準的な呼称を用いる場合は，不登校児 童生徒に対する「教育支援センタ
ー」という名称を適宜併用することとした。なお，各地域においては既に様々な親しみやすい名称
を付している実態があり，そうした工夫は今後ともあってよいこと。
各都道府県教育委員会においては，教育支援センターの更なる整備充実のために，域内の市町村
教育委員会と緊密な連携を図りつつ，未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用しやす
い環境づくりを進め，別添１(略)の「教育支援センター整備指針（試案）
」を参考に，地域の実情に
応じた指針を作成し，必要な施策を講じていくことが求められること。市町村教育委員会は，主体
的に教育支援センターの整備充実を進めていくことが必要であること。もとより，市町村教育委員
会においても，
「教育支援センター整備指針」を策定することも考えられること。
また，指導体制をめぐっては指導員の量的不足や専門性の不足等についての課題が指摘されてい
るところであり，常勤職員の配置やカウンセラー等の専門家等の配置，指導員の研修の充実等が望
まれること。
② 教育センターや教育研究所等における教育相談機能の充実
各教育委員会は，所管する教育センターや教育研究所等における教育相談機能を活用し，保護者
や不登校児童生徒をはじめ，学校，教育支援センター等が身近に助言・援助を得られる体制の整備
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を図り，域内の不登校に関する連携ネットワークの機能の充実を図ることが望ましいこと。
③ 社会教育施設の体験活動プログラムの積極的な活用
社会教育施設では，都市部の教育支援センターや小規模な教育支援センターでは提供しにくい野
外体験活動プログラム等が実施されている場合が多いため，これらの体験活動プログラム等を実施
する社会教育施設との積極的な連携が望まれること。
（７）訪問型支援など保護者への支援の充実
各都道府県及び市町村教育委員会においては，保護者全般に対する不登校への理解を深めるための
啓発を行うことや，不登校のみならず子育てについての保護者に対する支援を充実することが求めら
れること。
なお，ひきこもりがちな不登校児童生徒やその保護者に対しては，必要な配慮の下，訪問型の支援
を積極的に推進することが期待されること。さらに人間関係づくりや学校復帰等の次のステップにつ
ながるように，十分に配慮しつつ，相談等のきっかけとして IT 等を活用することも考えられること。
また，保護者自身が悩みを抱えている場合等もあることから，積極的に保護者へ情報提供を行うこ
とや保護者のネットワークとの連携等による支援の充実が必要であること。
（８）官民の連携ネットワーク整備の推進
① 他部局との連携協力のための連絡調整（コーディネート）
各教育委員会においては，学校と関係機関との連携協力を推進するため，積極的に保健・福祉・
医療・労働分野の部局等との調整役（コーディネーター）としての役割を果たす必要があること。
② 関係機関のネットワークづくりと不登校対策の中核的機能の整備充実
各教育委員会においては，不登校へ対応するための学校，教育支援センター，児童相談所，警察，
病院，ハローワーク等の関係機関や民間施設，NPO 等のネットワークづくりや，その中核的な機
能の整備充実に努める必要があること。
③ 民間施設等との連携協力のための情報収集・提供等
不登校児童生徒への支援については，民間施設や NPO 等においても様々な取組がなされており，
学校，教育支援センター等の公的機関は，民間施設等の取組の自主性や成果を踏まえつつ，より積
極的な連携を図っていくことが望ましいこと。そのために，各教育委員会においては，日頃から積
極的に情報交換や連携に努めること。
公的機関と民間施設等との連携を進めていく観点から，平成４年９月の初等中等教育局長通知
（文初中第３３０号）の別記「民間施設についてのガイドライン（試案）
」を改訂したこと
(別添２(略)）。
なお，義務教育諸学校の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受
けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについては，別記(略)によるものとすること。
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いじめ問題への緊急提言
−教育関係者、国民に向けて−
平 成 18 年 11 月 29 日
教育再生会議有識者委員一同
すべての子どもにとって学校は安心、安全で楽しい場所でなければなりません。
保護者にとっても、大切な子どもを預ける学校で、子どもの心身が守られ、笑顔で
子どもが学校から帰宅することが、何より重要なことです。学校でいじめが起こら
ないようにすること、いじめが起こった場合に速やかに解消することの第 1 次的責
任は校長、教頭、教員にあります。さらに、各家庭や地域の一人一人が当事者意識
を持ち、いじめを解決していく環境を整える責任を負っています。教育再生会議有
識者委員一同は、いじめを生む素地をつくらず、いじめを受け、苦しんでいる子ど
もを救い、さらに、いじめによって子どもが命を絶つという痛ましい事件を何とし
ても食い止めるため、学校のみに任せず、教育委員会の関係者、保護者、地域を含
むすべての人々が「社会総がかり」で早急に取り組む必要があると考え、美しい国
づくりのために、緊急に以下のことを提言します。
①学校は、子どもに対し、いじめは反社会的な行為として絶対許されないことであ
り、かつ、いじめを見て見ぬふりをする者も加害者であることを徹底して指導す
る。
〜学校に、いじめを訴えやすい場所や仕組みを設けるなどの工夫を〜
〜徹底的に調査を行い、いじめを絶対に許さない姿勢を学校全体に示す〜

②学校は、問題を起こす子どもに対して、指導、懲戒の基準を明確にし、毅然とし
た対応をとる。
〜例えば、社会奉仕、個別指導、別教室での教育など、規律を確保するため校内で全教員が一
致した対応をとる〜

③教員は、いじめられている子どもには、守ってくれる人、その子を必要としてい
る人が必ずいるとの指導を徹底する。日頃から、家庭・地域と連携して、子ども
を見守り、子どもと触れ合い、子どもに声をかけ、どんな小さなサインも見逃さ
ないようコミュニケーションを図る。いじめ発生時には、子ども、保護者に、学
校がとる解決策を伝える。いじめの問題解決に全力で取り組む中、子どもや保護
者が希望する場合には、いじめを理由とする転校も制度として認められているこ
とも周知する。

④教育委員会は、いじめに関わったり、いじめを放置・助長した教員に、懲戒処分
を適用する。
〜東京都、神奈川県にならい、全国の教育委員会で検討し、教員の責任を明確に〜

⑤学校は、いじめがあった場合、事態に応じ、個々の教員のみに委ねるのではなく、
校長、教頭、生徒指導担当教員、養護教諭などでチームを作り、学校として解決
に当たる。生徒間での話し合いも実施する。教員もクラス・マネジメントを見直
し一人一人の子どもとの人間関係を築きなおす。
教育委員会も、いじめ解決のサポートチームを結成し、学校を支援する。教育
委員会は、学校をサポートするスキルを高める。
⑥学校は、いじめがあった場合、それを隠すことなく、いじめを受けている当事者
のプライバシーや二次被害の防止に配慮しつつ、必ず、学校評議員、学校運営協
議会、保護者に報告し、家庭や地域と一体となって解決に取り組む。学校と保護
者との信頼が重要である。また、問題は小さなうち（泣いていたり、さびしそう
にしていたり、けんかをしていたりなど）に芽を摘み、悪化するのを未然に防ぐ。
〜いじめが発生するのは悪い学校ではない。いじめを解決するのがいい学校との認識を徹底
する。いじめやクラス・マネジメントへの取組みを学校評価、教員評価にも盛り込む。〜

⑦いじめを生まない素地を作り、いじめの解決を図るには、家庭の責任も重大であ
る。保護者は、子どもにしっかりと向き合わなければならない。日々の生活の中
で、ほめる、励ます、叱るなど、親としての責任を果たす。おじいちゃんやおば
あちゃん、地域の人たちも子どもたちに声をかけ、子どもの表情や変化を見逃さ
ず、気づいた点を学校に知らせるなどサポートを積極的に行う。子どもたちには
「いじめはいけない」「いじめに負けない」というメッセージを伝えよう。
⑧いじめ問題については、一過性の対応で終わらせず、教育再生会議としてもさら
に真剣に取り組むとともに、政府が一丸となって取り組む。

