
資料１ 

総合教育会議の運営について 

１ 総合教育会議の概要 

(1)設置目的 

 総合教育会議とは、首長と教育委員会が相互に連携を図りつつ、より一層民意を反映し

た教育行政を推進するため、設置するもの。 
 

(2)構成員 

 地方公共団体の長、教育委員会 

 ※必要があると認められるときは、関係者又は学識経験を有する者から、意見を聞くことができる。 
 

(3)招集 

公共団体の長が招集する。ただし、教育委員会が必要とするときは、協議すべき具体的

事項を示して招集を求めることができる。 
 

(4)協議・調整事項 

 ○教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定 

 ○教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育等の振興を図るた

め重点的に講ずるべき施策 

 ○児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがある

と見込まれる場合等の緊急の場合に講ずるべき措置 

 ※調整等が行われた事項については、その結果を尊重しなければならない。 
 

(5)会議 

 会議は原則公開とする。 
 

(6)その他 

 その他、必要な事項は会議で定める。 
 

【参考】 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（総合教育会議） 
第１条の４ 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関
する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。 
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に
講ずべき施策 

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等
の緊急の場合に講ずべき措置 

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 
一 地方公共団体の長 
二 教育委員会 

３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。 
４ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対
し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。 

５ 総合教育会議は、第１項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者
から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

６ 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害さ
れるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 

７ 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を
作成し、これを公表するよう努めなければならない。 

８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を
尊重しなければならない。 

９ 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。 
 



久慈市総合教育会議運営要領（案） 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以

下「法」という。）第１条の４第９項の規定に基づき、久慈市総合教育会議（以下「会議」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（招集） 

第２ 市長は、会議を招集するときは、あらかじめ招集の日時及び場所並びに会議に付議

する事項を久慈市教育委員会に通知する。ただし、緊急を要する場合については、この

限りではない。 

２ 久慈市教育委員会は、法第１条の４第４項の規定に基づき、会議の招集を求めようと

する場合は、文書をもって行うものとする。 

 

（議長） 

第３ 会議の議長は、市長が行う。 

 

（会議の傍聴） 

第４ 会議を傍聴しようとする者は、市長に住所及び氏名を申し出なければならない。 

２ 傍聴をしようとする者が多く会場に収容できない場合は、申出順に傍聴者を決定する。 

３ 凶器その他危険のおそれがあるものを携帯した者、酒気を帯びていると認められる者、

その他市長が傍聴を不適当と認める者は、会場へ入場できない 

４ 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 議場内の言論について、よしあしを言わないこと。 

(２) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。 

(３) 帽子、外とうの類を用いないこと。 

(４) みだりに傍聴席を離れないこと。 

５ 傍聴人が前項の規定に違反した場合、又は会議場の秩序を乱すおそれがある場合は、

市長は、退場を命ずることができる。 

 

（会議の非公開） 

第５ 法第１条の４第６項ただし書の規定により会議を非公開とする場合は、出席した構

成員の３分の２以上の多数で会議の非公開を決定する。 

２ 前項の規定により会議を非公開とする場合は、市長は、傍聴人及び市長の指定する者

以外の者を退場させるものとする。 

３ 非公開とされた事項は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。 

 

（会議録） 

第６ 法第１条の４第７項の規定に基づく議事録には、次に掲げる事項を記載するものと

する。 



(１) 開会、閉会等に関する事項 

(２) 出席した構成員の氏名 

 (３) 意見聴取のため出席した者 

(４) 説明等のため出席した職員 

(５) 議題及び議事の大要 

(６) 前各号の他、市長又は会議において必要と認めた事項 

２ 前項の規定に基づき会議録を作成したときは、これを公表する。ただし、第５の規定

に基づき非公開とした部分に関しては、この限りではない。 

 

（庶務） 

第７ 会議の庶務は、久慈市教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

 

（その他） 

第８ この要領に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って

定める。 

 

  附 則 

 この要領は、平成27年 月 日から施行する。 

 



資料２ 

教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱について 

 

１ 「大綱」の策定について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき策定する、「教育、学術及

び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下「大綱」という。）」は、久慈市総合計画

前期基本計画（平成28年度～平成32年度）をもって代えるものとする。 

 

２ 久慈市総合計画前期基本計画（平成28年度～平成32年度）について 

 平成28年３月に策定する予定で事務を進めている。 

 

【参考】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を参

酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する

総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は執

行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

26文科初第490号 

平成26年7月17日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（通知） 

第三 大綱の策定について 

（3）地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

1）地方公共団体において、教育基本法第17条第2項に規定する教育振興基本計画その他の  

計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当

すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育

会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断し

た場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。 

2）新たな地方公共団体の長が就任し、新たな大綱を定めた場合において、その内容が既存

の教育振興基本計画等と大きく異なるときには、新たな大綱に即して、当該計画を変更

することが望ましいこと。 

 



資料３ 

いじめ防止等のための基本的な方針について 

 

１ 経緯 

  ・平成23年の大津いじめ事件を契機に、いじめ問題に対する学校及び教育委員会の対

応、市長部局の関わり方等が課題となった。 

  ・平成25年２月、教育再生実行会議において、「いじめの問題等への対応について」取

りまとめられた。 

  ・平成25年４月、いじめ防止に関する法案が各政党から提出された。 

  ・平成25年６月、「いじめ防止対策推進法」が各政党共同で提出され、成立。 

  ・平成27年５月、「久慈市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定 

 

２ いじめ防止対策推進法の概要 

   別添のとおり 

 

３ 久慈市いじめ防止等のための基本的な方針 

   別添のとおり 

  ・「いじめ問題対策連絡協議会」は既存の生徒指導協議会をもって充てる。 

  ・重大事態が発生した場合は、学校または教育委員会が主体となって調査を実施する。 

  ・上述の調査結果は、市長に報告する。 

  ・市長部局は、調査結果の報告を受けて、必要があると認めるときは第三者委員会を

立ち上げ、再調査を行うことができる。 

  ・再調査を行った場合、市長はその結果を議会へ報告する。 



いじめ防止対策推進法（概要） 
 

一 総則 

 １ 「いじめ」を「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に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を含む。）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」と定義すること。 

※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。） 
 ２ いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めること。 

 
二 いじめの防止基本方針等 

 １ 国、地方公共団体及び学校の各主体による「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（※）について定めること。 

                     ※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務 

 ２ 地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、

警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができること。 

 
三 基本的施策・いじめの防止等に関する措置 

 １ 学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として①道徳教育等の充実、②早期発見のた

めの措置、③相談体制の整備、④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

進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として⑤いじめの防止等の

対策に従事する人材の確保等、⑥調査研究の推進、⑦啓発活動について定めること。 

 ２ 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等

の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。 

 ３ 個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として①いじめの事実確認、②いじめを受けた

児童生徒又はその保護者に対する支援、③いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保

護者に対する助言について定めるとともに、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の所轄警察署との連携について定めること。 

 ４ 懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。 

 
四 重大事態への対処 

 １ 学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止

に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものと

すること。 

 ２ 学校の設置者又はその設置する学校は、１の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめ

を受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。 

 ３ 地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等に

よる１の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。 

 ※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道府県知事 
 

五 雑則 

  学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。 

（一から五までのいずれも、公布日から起算して三月を経過した日から施行） 

参考資料２ 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 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

険を生じさせる恐れがあるものである。 

 いじめの問題の多くは、学校生活に関わる人間関係のもつれに起因しているため、いじ

めの根絶に向けて、教職員と児童生徒、児童生徒どうし、及び教職員と保護者等が人間関

係をどう築いていくかということを学校経営の基軸に据え、学校が一丸となって、心の通

い合う教育実践をより一層充実させていく必要がある。 

 各学校及び家庭が、いじめの問題を切り口として、命の尊さや人と人の関わりについて、

子どもたちに真剣に考えさせていくことは、本市教育の質的向上を図る上からも重要な意

味をもつものである。 

 市及び市教育委員会は、すべての子どもの健全育成及びいじめのない子ども社会の実現

を目指し、本市におけるいじめ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、

国及び県のいじめ防止基本方針を参考に、「久慈市いじめ防止等のための基本的な方針（以

下「市基本方針」という｡）」を策定する。 

    

第１第１第１第１    いじめ防止等のための対策いじめ防止等のための対策いじめ防止等のための対策いじめ防止等のための対策におけるにおけるにおけるにおける基本的基本的基本的基本的考え考え考え考え方方方方    

１１１１    いじめの防止等の対策に関する基本理念いじめの防止等の対策に関する基本理念いじめの防止等の対策に関する基本理念いじめの防止等の対策に関する基本理念    

   いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての

児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の

内外を問わず、いじめがなくなることを目指して行われなければならない。 

   また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがない

よう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響

を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにしな

ければならない。 

   加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護する

ことが特に重要であることを認識しつつ、市、学校、地域住民、家庭その他の関係者の

連携の下、市民総がかり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。 

 

２２２２    いじめの定義いじめの定義いじめの定義いじめの定義    

   いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第２条にあるように、「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。 

この定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面

的・形式的に行うのではなく、被害者感情に寄り添うなど、いじめられた児童生徒の心

情に共感し、その立場に立って行うことが必要である。 

 

３３３３    いじめの理解いじめの理解いじめの理解いじめの理解    

   いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌が

らせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら
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被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返され

たり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命

又は身体に重大な危険を生じさせうる。 

   加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団

の構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞性）、「観衆」としてはやし立てたり面白がった

りする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団

全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。 

 

 ４４４４    いじめの防止等に関する基本的考え方いじめの防止等に関する基本的考え方いじめの防止等に関する基本的考え方いじめの防止等に関する基本的考え方    

（（（（１）いじめの防止１）いじめの防止１）いじめの防止１）いじめの防止    

    いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的な

いじめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点

が重要であり、全ての児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係

を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関

係者が一体となった継続的な取組が必要である。 

    このため、学校の教育活動全体を通じ、すべての児童生徒に「いじめは決して許さ

れない」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存

在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築す

る能力の素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因

に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。

加えて、すべての児童生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づ

くりも未然防止の観点から重要である。 

    また、いじめの問題への取組の重要性について市民全体に認識を広め、地域、家庭

と一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。 

 

（２）いじめの早期発見（２）いじめの早期発見（２）いじめの早期発見（２）いじめの早期発見    

    いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、

児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは

大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われた

りするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな

兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを

持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必

要である。 

    

（３）いじめへの対処（３）いじめへの対処（３）いじめへの対処（３）いじめへの対処    

    いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やい

じめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事

情を確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、

家庭や市教育委員会への連絡・相談や事案に応じ、関係機関との連携が必要である。 

    このため、教職員は日頃から、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理

解を深めておくことが必要であり、また、学校における組織的な対応を可能とするよ

うな体制整備が必要である。 

    また、いじめの問題には様々な態様があることを考慮し、教育相談や生徒指導によ

り解決すべき問題か、警察等関係機関と連携すべき問題か、法で規定する重大事態で
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あるのかを的確に判断して対処することが求められる。 

（４）家庭、地域、関係機関等との連携（４）家庭、地域、関係機関等との連携（４）家庭、地域、関係機関等との連携（４）家庭、地域、関係機関等との連携    

社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、家庭

との連携が必要である。例えばＰＴＡや地域の関係団体等と学校関係者が、いじめの

問題について協議する機会を設けたり、学校評議員等を活用したりするなど、いじめ

の問題について地域、家庭と連携した対策を推進することが必要である。 

    また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにする

ため、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築することも重要である。 

 

第２第２第２第２    いじめ防止等のためのいじめ防止等のためのいじめ防止等のためのいじめ防止等のための施策施策施策施策    

１１１１    いじめ問題いじめ問題いじめ問題いじめ問題の対策のための連携の対策のための連携の対策のための連携の対策のための連携    

学校におけるいじめ防止等の対策を実効的に行うために、学校、教育委員会、関係諸機

関との連携強化を図る。その際、既存の「市生徒指導連絡協議会」を活用し、情報の共有

やいじめの未然防止の啓発、いじめ問題の対策等を協議する。また、学校の要請に応じて

関係機関の専門的な有識者を派遣できるよう体制の充実に努める。 

 

２２２２    市市市市教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会が実施すべきが実施すべきが実施すべきが実施すべき施策施策施策施策    

（１）いじめの防止・早期発見・早期対応に関する施策（１）いじめの防止・早期発見・早期対応に関する施策（１）いじめの防止・早期発見・早期対応に関する施策（１）いじめの防止・早期発見・早期対応に関する施策    

ア 児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力を養う

ため、すべての教育活動を通じた道徳教育、人権教育及び体験活動の充実を図る。 

イ いじめを早期に発見するため、児童生徒に対し、定期的な調査を実施する。 

ウ 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に行われるよう、教職員

の研修の充実を通じて教職員の資質能力の向上に必要な措置を講ずる。 

エ 児童生徒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ることを防止

するため、情報モラルに関わる講習会等の実施体制を整備する。 

オ 児童生徒及び保護者、当該学校教職員がいじめに係る相談を行うことができるよ

う体制の周知を徹底する。（「ふれあい相談電話」他、教育相談員、カウンセラーへ

の相談等） 

カ いじめ防止に資する活動の支援や児童生徒及び保護者、教職員に対していじめを

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を推進する。 

キ いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒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生徒又はその保護者に対する支援及

びいじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行

うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備する。 

ク 学校におけるいじめ防止等の取組の点検・充実を図る。 

 

 （（（（２２２２））））いじめいじめいじめいじめに対する措置に対する措置に対する措置に対する措置    

   ア 市教育委員会は、法第２３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。 

   イ 市教育委員会は、当該学校からの報告を受けて、いじめを行った児童生徒の保護 

    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生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒その 

他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに 
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講ずる。 

（３）（３）（３）（３）学校学校学校学校の取組の取組の取組の取組評価評価評価評価及び及び及び及び学校運営改善の学校運営改善の学校運営改善の学校運営改善の支援支援支援支援    

   ア 市教育委員会は、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠 

    さず、その実態把握や対応が促され、日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期 

発見、いじめが発生した際の問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等

を適切に評価し、必要な指導・助言を行う。 

イ 教職員が子どもと向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができ 

るように、学校マネジメントを担う体制の整備を支援するなど、学校運営の改善を 

支援する。 

   ウ 保護者や地域住民が学校運営に参画する学校評議員等の活用により、いじめの問 

題など、学校が抱える課題を共有し地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。 

 

３３３３    学校が実施すべき施策学校が実施すべき施策学校が実施すべき施策学校が実施すべき施策    
（（（（１１１１））））学校いじめ防止基本方針の策定学校いじめ防止基本方針の策定学校いじめ防止基本方針の策定学校いじめ防止基本方針の策定    

   各学校は、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめ防止等のための対策に関

する基本的な方針を定めるものとする。その際、国の基本方針、県及び市基本方針を参

考にして、自らの学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基

本的な方向や取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という｡）

として定める。 

    

（（（（２２２２））））学校におけるいじめの防止等のための組織の設置学校におけるいじめの防止等のための組織の設置学校におけるいじめの防止等のための組織の設置学校におけるいじめの防止等のための組織の設置    

   各学校は、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、いじ

めの防止等の対策のための組織を置く。 

   当該組織の構成員は、管理職や主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護

教諭等の教職員などから、組織的対応の中核として機能するような体制を、学校の実情

に応じて決定し、これに加え、個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって関係の

深い教職員を追加するようにするなど、柔軟な組織とする。また、必要に応じて、福祉

関係者、特別支援教育関係者、警察官、医師、弁護士など外部専門家等の関係機関と連

携して対応することにより、より実効的ないじめの問題の解決に資する。 

 

（（（（３３３３））））学校におけるいじめの防止等に関する学校におけるいじめの防止等に関する学校におけるいじめの防止等に関する学校におけるいじめの防止等に関する措置措置措置措置    

   学校は、市教育委員会と連携して、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の

対処等にあたる。    

ア いじめの防止 

いじめの未然防止のため全ての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための

指導に取り組む。その際の指導の基本は、児童生徒の「居場所づくり」や「絆づくり」

であり、児童生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で

授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことで

ある。 

また、日々の教育活動において、児童生徒に自己存在感を与えること、共感的な人

間関係を育成すること、自己決定の可能性の場を与え自己の可能性の開発を援助する

などの生徒指導の三機能を生かして、集団の一員としての自覚や自信を育むことによ

り、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることが重要である。 

    さらに、教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助
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長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う必要がある。 

 

イ いじめの早期発見 

     いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装っ

て行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いこ

とを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、

早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじ

めを積極的に認知することが必要である。 

    このため、校長、副校長、生徒指導主事、学級担任等の役割を明確にしながら、日

常的な児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号

を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、学校は、職員室内での情報交換を

密にするとともに、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童生徒や

保護者等がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

 

ウ いじめに対する措置 

     いじめの発見・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

的に対応し、被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童

生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これら

の対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連

携の下で取り組む。 

 

第第第第３３３３    重大事態への対処重大事態への対処重大事態への対処重大事態への対処    

１１１１    市市市市教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会又は学校による調査又は学校による調査又は学校による調査又は学校による調査    

   いじめが重大事態であると認められる場合、市教育委員会又は学校の下に組織を設け、

事実関係を明確にするための調査を行う。 

 

（１）重大事態の意味について（１）重大事態の意味について（１）重大事態の意味について（１）重大事態の意味について    

    法第２８条第１項第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当するものと

しては、いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。 

    例えば、次のケースが想定される。 

     ○ 児童生徒が自殺を企図した場合 

     ○ 身体に重大な傷害を負った場合 

     ○ 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 

    同項第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえることとするが、

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、市教育委員会又は学校

の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。 

    また、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立てがあった

ときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえな

い」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 

    

（２）重大事態の報告（２）重大事態の報告（２）重大事態の報告（２）重大事態の報告    

    学校は、重大事態が発生した場合、直ちに市教育委員会に報告し、市教育委員会は

これを市長に報告する。 
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（３）調査の趣旨及び調査主体について（３）調査の趣旨及び調査主体について（３）調査の趣旨及び調査主体について（３）調査の趣旨及び調査主体について    

    法第２８条の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資

するために行うものである。 

    学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに市教育委員会に報告し、市教育委員

会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。 

    調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、市教育委員会が主体となって行う

場合があるが、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えな

どを踏まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に

必ずしも十分な結果を得られないと市教育委員会が判断する場合や、学校の教育活動

に支障が生じるおそれがあるような場合には、市教育委員会において調査を実施する。 

    学校が調査主体となる場合であっても、法第２８条第３項に基づき、市教育委員会

は調査を実施する学校に対して必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を行

う。 

 

（４）調査を行うための組織について（４）調査を行うための組織について（４）調査を行うための組織について（４）調査を行うための組織について    

    市教育委員会又は学校は、その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大

事態に係る調査を行うため、速やかに、その下に組織を設ける。 

    市教育委員会が調査の主体となる場合、この組織の構成については、弁護士や精神

科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、

当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）

について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、当該調

査の公平性・中立性を確保するよう努める。 

    また、学校が調査の主体となる場合、調査の迅速化を図るため、各学校の既存の「い

じめの防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切

な専門家を加えるなどの方法により調査を実施する。 

 

（５）事実関係を明確にするための調査の実施（５）事実関係を明確にするための調査の実施（５）事実関係を明確にするための調査の実施（５）事実関係を明確にするための調査の実施    

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ

（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情

や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応

したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果

関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査することとする。 

    この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とす

るものではなく、学校と市教育委員会が事実に向き合うことで、当該事態への対処や

同種の事態の発生防止を図るために行う。 

    

（６）その他留意事項（６）その他留意事項（６）その他留意事項（６）その他留意事項    

    児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自

殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施することが必要である。この調査に

おいては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再

発防止策を構ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら実施する。 

    児童生徒の自殺といじめの因果関係が認められなかった場合も、尊い命が失われた

という事態を踏まえ、学校は、自校の教育活動の中に命の大切さについて考える場を

多く設定するなど、同様の事態が二度と起こらないような取組を行う。 
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    また、重大事態が発生した場合に、関係のあった児童生徒が深く傷つき、学校全体

の児童生徒や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風

評等が流れたりする場合もある。市教育委員会及び学校は、児童生徒や保護者への心

のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一

貫した情報発信、個人のプライバシーヘの配慮に留意する必要がある。 

 

２２２２    調査結果の提供及び報告調査結果の提供及び報告調査結果の提供及び報告調査結果の提供及び報告    

（１）いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任（１）いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任（１）いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任（１）いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任    

    市教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関

係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかに

なった事実関係について、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明する。

この情報の提供に当たっては、適時・適切な方法で、経過報告を行う。 

 

（２）調査結果の報告（２）調査結果の報告（２）調査結果の報告（２）調査結果の報告    

    調査結果については、市教育委員会より（学校が調査主体となったものは、学校よ

り市教育委員会に報告し、市教育委員会を通じて）、市長に報告する。 

  

３３３３    調査結果の報告を受けた調査結果の報告を受けた調査結果の報告を受けた調査結果の報告を受けた市長市長市長市長による再調査及び措置による再調査及び措置による再調査及び措置による再調査及び措置    

（１）再調査（１）再調査（１）再調査（１）再調査    

    上記（２）の報告を受けた市長は、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、法第２８条第１項

の規定による調査の結果について調査（以下「再調査」という｡）を行うことができる。 

    再調査に当たっては、市長部局に第三者委員会を立ち上げ、弁護士や精神科医、学

識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識又は経験を有する者、当該いじめ事

案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者でない者（第三者）の参

加を図ることにより、調査の公平性・中立性を図るよう努める。 

 

（２）再調査の結果を踏まえた措置等（２）再調査の結果を踏まえた措置等（２）再調査の結果を踏まえた措置等（２）再調査の結果を踏まえた措置等    

    市長及び市教育委員会は、再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。 

    また、再調査を行ったとき、市長はその結果を議会に報告する。議会へ報告する内

容については、個々の事案の内容に応じ、個人のプライバシーに対して必要な配慮を

確保するなど、適切な措置を講ずる。    

    

第第第第４４４４    その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項    

  市は、いじめ防止等に関する市及び市教育委員会の施策が学校の取組や重大事態の対処

等、市基本方針が適切に機能しているかどうかについて定期的に点検を行い、必要に応じ

て見直しを図るなど必要な措置を講じる。 


