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はじめに 

 

 いじめは、いじめを受けた子どもの尊厳及び人権を著しく侵害し、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り、人間として決して許されない行為です。 

平成２５年９月２８日「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。）が施行され、本市においても、法第１２条に基づき平成２５年３月３１日「いじめ防

止に関する取組方針」を策定するとともに、各学校においては、法第１３条により、「学校い

じめ防止基本方針」を策定し、いじめ防止等に向けた対策に取り組んできました。 

法の施行後も、全国的にいじめの認知件数が増加し、いじめが原因と疑われる重大事態も

発生しており、いじめに対する対策の強化が求められていることから、全ての市民が連携、

協力し、いじめ防止等に向けて主体的かつ着実な取組を推進する基盤を整備するため、平成

２９年４月１日「福島市いじめ防止等に関する条例」（平成２９年条例第１０号。以下「条例」

という。）を制定し施行しました。 

「福島市いじめ防止基本方針」は、子どもたちの生命・身体を守り、子どもたちが本市の

発展を担う人材として健やかにたくましく成長することを願い、学校、教育委員会、家庭・

地域も含めた社会全体が一丸となり、全市を挙げていじめ防止等に向けて取り組むことがで

きるよう策定するものです。条例第１０条の規定に基づき、いじめの防止等（いじめの防止、

いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策を明確にし、総合的

かつ効果的に推進してまいります。 

 

 
～「福島市いじめ防止等に関する条例」より（以下同じ）～ 
 

子どもは、福島市の未来を担うかけがえのない存在です。子ども一人一人が、郷土への誇りと自

信、将来への夢と志を持ち、本市の発展を担う人材として健やかにたくましく成長するよう一人一

人の心と体を大切に育まなければなりません。 

 一方で、いじめは、いじめを受けた子どもの尊厳及び人権を著しく侵害し、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り、人間として決して許されない行為です。 

 将来にわたって子どもが安心して学び、健やかに成長することができる福島市の実現に向けて、

全ての市民が、連携し、及び協力し、いじめの防止等に向けて主体的かつ着実な取組を推進するた

め、この条例を制定します。 

第一章 総則 

 （目的) 

第一条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。）

の趣旨を踏まえ、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及び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、教育委員会、市立学校、保護者及び市民

等の責務及び役割を明らかにするとともに、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することを目的とする。 

 

 



2 

 

第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 

 

１ 福島市いじめ防止基本方針策定の目的 

  法第１２条及び条例第１０条の規定に基づき、本市の実情に応じた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に策定する。 

 

第二章 いじめの防止等に関する基本方針 

 （市いじめ防止基本方針） 

第十条 市は、法第十二条の規定に基づき、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（以下「市いじめ防止基本方針」という。）を策定するものとする。 

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。 

 一 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 

 二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

 三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

３ 市は、児童等を取り巻く社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて市いじめ防止基本方針の見

直しを行い、又は変更するものとする。 

 （学校いじめ防止基本方針） 

第十一条 市立学校は、法第十三条の規定に基づき、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。）を策定するものとする。 

２ 学校いじめ防止基本方針は、市いじめ防止基本方針を参酌し、当該市立学校の実情に応じ、当

該市立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針及び具体的な取組を定め

るものとする。 

３ 市立学校は、児童等を取り巻く社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて学校いじめ防止基本

方針の見直しを行い、又は変更するものとする。 

 

 

２ 福島市のいじめ防止対策の基本理念 

子どもは福島市の未来を担うかけがえのない存在であり、いじめは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ものである。いじめの問題にすべての市民が連携、協

力して取り組むことが必要であることから、福島市総合計画後期基本計画、福島市教育振

興基本計画（平成２８年度～平成３２年度）を踏まえ、全市を挙げていじめ防止対策を推

進する。 

 

福島市総合計画後期基本計画 
 

＜将来都市像＞ ときめきとやすらぎ 希望に満ちた人間尊重のまち 福島市 

 

＜基本理念＞  みんなが誇れる県都ふくしまの創造 

１ いのちを大切にするまち 

２ 女性が活躍できるまち 

３ こどもと高齢者を大切にするまち 

４ 活力あふれるまち 

５ 「次世代の環境」の住みよいまち 
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福島市教育振興基本計画（平成２８年度～平成３２年度） 

＜基本理念＞ 

（１）  豊かで恵まれた自然、先人が築いた歴史や文化を基盤として、「心ふれあう教

育と文化のまちづくり」を推進し、「人間尊重の精神に基づき、広い視野を持

ち、生涯を通じて自己の向上」に努めるとともに、「社会平和の進展に貢献する

心身共に健康な市民の育成」を推進します。 

（２）  自分たちのまちは、自分たちで考え、自分たちで創り、守り、そしてはぐくん

でいくという意識を市民と行政がともに持ち、ともに考え、ともに行動する市民

との協働のまちづくりを推進します。 

＜基本目標＞ 

（１） 子ども一人ひとりが郷土への誇りと自信、将来への「夢」と「志」をもち、東

日本大震災と原発事故の影響から本市の復興と発展を担う人材として健やかにた

くましく成長するために、学校・家庭・地域社会がそれぞれの責任と使命を自覚

し、連携を深め、子どもたちの「生きる力」を培い、未来を切り拓く力をはぐく

む教育を推進します。  

（２） 以下省略  

 

 

いじめ防止対策の基本理念 

１ 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、いじめはどこでもどの児童

等においても起こり得るとの認識に立ち、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。 

２ 全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しな

がらこれを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ようにする。 

３ 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ることを認識し

つつ、市、学校、保護者、市民等及び関係機関等は、それぞれの責務及び役割を自覚

し、主体的に連携し、いじめの問題の克服に取り組む。 

 

 

（基本理念） 

第三条 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、

いじめはどこでもどの児童等においても起こり得るとの認識に立ち、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、及び他の児童等に対して行

われるいじめを認識しながらこれを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

重要であることを認識しつつ、市、教育委員会、学校、保護者、市民等及び関係機関等は、それぞ

れの責務及び役割を自覚し、主体的に連携することにより、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。 
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３ いじめの定義 

 法第２条で定められているとおり、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。 

 また、｢いじめ｣に当たるか否かの判断に当たっては、以下を踏まえることが大切である。 

①  いじめられた児童生徒の立場に立つこと。 

②  いじめられている本人が否定する場合もあるため、法の「心身の苦痛を感じている

もの」との要件を限定して解釈することがないよう努めること。 

③  特定の教職員で判断することなく、法第２２条の「学校におけるいじめの防止等の

対策のための組織」を活用し、条例第７条の市立学校及び市立学校の教職員の責務に

示すように、教職員が組織的に対応すること。 

④  インターネット上で悪口を書かれるなど、行為の対象となる児童生徒本人が心身の

苦痛を感じるに至っていないケースについても、適切な対応に努めること。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 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。 

二 学校 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する小学校、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。）で、市の区域内にあるものをいう。 

三 市立学校 福島市立学校条例（昭和三十九年条例第四十八号）第二条に規定する小学校、中

学校及び特別支援学校をいう。 

 四 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

 五 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。 

 六 市民等 市内に在住、在勤又は在学する者並びに市内で事業活動を行う個人、企業及び団体

をいう。 

七 関係機関等 警察署、児童相談所その他のいじめの防止等のための対策に関わる機関及び団

体をいう。 

 

４ いじめの禁止 

 条例第４条に示すとおり、児童等はいじめを行ってはならない。 

児童等に対し、関係者は、一人一人のかけがえのない生命や個性を尊重し、いじめに向か

うことのないよう徹底して指導する。 

 

（いじめの禁止） 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない 

  

５ いじめの理解 

（１） いじめは人間として決して許されないことである。 

「いじめは絶対に許されない」という強い認識に立って取り組まなければならな

い。いじめられる方にも問題があるなどの考えは、一切否定されるべきものである。 
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（２） いじめは、どこでもどの子にも起こりうるものである。 

    いじめは特定のいじめっ子やいじめられっ子の問題ではなく、どの児童等も被害者

はもちろん加害者にもなりうる。さらに被害者も加害者も比較的短期間で入れ替わる

ことがある。 

（３） いじめは、生命又は身体に重大な危険を生じさせうるものである。 

暴力行為はもちろんのこと、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、多くのものから集中的に行われたりすることで、生命又は身体に重大な危険を

生じさせうるものである。 

（４） 集団としていじめを容認しない雰囲気を作ることが必要である。 

いじめは、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）

から起こることもあり､「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

容認しない雰囲気が形成されるようにする。 

（５）学校・保護者・地域・関係機関等が連携し、全市民の協力のもといじめを早期に発見

し、迅速に対応することが重要である。 

学校においては、学級担任等、特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で迅速に 

組織的に対応することが重要であり、事実を隠ぺいするような対応は許されない。ま

た、保護者や市民はそれぞれの役割を自覚しつつ、学校や関係機関等と連携して迅速

に対応していく。 

 

（市の責務） 

第五条 市は、第三条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、学校、保護者、

市民等及び関係機関等と連携して、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施し

なければならない。 

（教育委員会の責務） 

第六条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校、保護者、市民等及び関係機関等と連携して、市

立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。 

（市立学校及び市立学校の教職員の責務） 

第七条 市立学校及び市立学校の教職員は、基本理念にのっとり、市、教育委員会、市立学校に在籍

する児童等の保護者、市民等及び関係機関等との連携を図りつつ、当該市立学校及び市立学校の

教職員が組織的に学校全体でいじめの防止、早期発見及び早期解消に取り組むとともに、市立学

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、適切かつ迅速にこれに対処しなけ

ればならない。 

（保護者の役割） 

第八条 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って、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、生命を大切にし、他人を思いやるなどの基本的な倫理観や規範意識を養うための

教育その他の必要な教育を行うよう努めるとともに、いじめは絶対に許されない行為であること

を十分に理解させるよう努めるものとする。 

２ 保護者は、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、教育委員会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。 

（市民等の役割） 

第九条 市民等は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童等とふれあう機会を大切に

し、地域全体で児童等を見守るとともに、市、教育委員会、学校、保護者及び関係機関等と連携協

力して、児童等が安心して生活し、健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。 

２ 市民等は、いじめを発見したとき、又はいじめが行われている疑いがあると認められたときは、 
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市、教育委員会、学校又は関係機関等へ情報提供するとともに、市、教育委員会及び学校が講ず

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。 

    

 

６ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

（１）いじめの防止 

  ① 市立学校は、条例第１１条に基づき学校いじめ防止基本方針を策定し、具体的な取

組を定め、教職員が組織的に対応する。 

② 教育委員会及び市立学校は、全教育活動を通じて、道徳教育、体験活動、生徒指導

の充実を図るとともに、心の居場所としての学級経営、集団づくりの充実を図る。 

③ 市及び教育委員会、市立学校は、いじめ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、保護者や市民に対して、

いじめ防止のための啓発を行う。  

④ 保護者は、家庭において、子どものいじめを許さない心を育てるために、善悪の判

断や正義感、思いやりの心等をはぐくむとともに、日頃から子どもが悩み事等を相談

できる雰囲気づくりに努める。 

⑤ 教育委員会及び市立学校は、ＳＮＳ等による誹謗中傷によるいじめ事案も見られる

ことから、児童等への情報モラル教育の充実を図るとともに、保護者に対してインタ

ーネットの取り扱いを含めた啓発を行う。 

 

第三章 いじめの防止等に関する基本的施策 

（いじめの防止のための措置） 

第十二条 教育委員会及び市立学校は、当該市立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がいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教

育活動を通じた道徳教育、体験活動及び生徒指導等の充実を図らなければならない。 

２ 教育委員会及び市立学校は、当該市立学校におけるいじめを防止するため、当該市立学校に在

籍する児童等の保護者、市民等及び関係機関等と連携を図りつつ、いじめの防止等に資する活動

であって当該市立学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該市立学校に在籍

する児童等及びその保護者並びに当該市立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必要な措置を講ずるものとする。  

（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） 

第十六条 市、教育委員会及び市立学校は、当該市立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、当該児童等に対する情報モラル教育（情報化社会の中で適切に行動するための

基本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、その

保護者に対して、必要な啓発活動及び情報提供を行うものとする。 

 

（２）いじめの早期発見 

① いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対応の前提であり、学校、保護者、市民等、

全ての大人が連携し、児童等の些細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、些細

な兆候であっても、いじめではないかという疑いをもって、早い段階から、的確にか

かわりをもち、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の認知に努 
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める。 

② いじめの早期発見のため、教育委員会や市立学校は、定期的な調査を実施するとと

もに、市及び教育委員会や市立学校は、教育相談の実施、電話相談の窓口の周知等に

より、児童等がいじめを訴えやすい体制づくりに努める。 

③ いじめ防止に向けて、学校とともに、保護者・地域・関係機関と連携しながら、早期

に発見し、迅速に対応していく。 

 

（いじめの早期発見のための措置） 

第十三条 教育委員会及び市立学校は、当該市立学校におけるいじめを早期に発見するため、当該

市立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。 

 （相談体制の整備） 

第十四条 市、教育委員会及び市立学校は、児童等及びその保護者並びに当該市立学校の教職員が

いじめに係る通報及び相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」という。）を整備

するものとする。 

２ 市、教育委員会及び市立学校は、相談体制を整備するに当たっては、保護者、市民等及び関係機

関等との連携の下、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。 

（関係機関等との連携等） 

第十五条 市は、いじめを受けた児童等に対する支援、その保護者に対する支援及び情報提供、い

じめを行った児童等に対する指導及び支援、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、市民等及び関係機関等と

の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

 

 

（３）いじめへの対処 

① 児童生徒からのいじめの相談を受けたものは、直ちに、当該児童生徒の学校への通

報その他適切な対応を行う。 

② いじめがあることが確認された場合、直ちに、学校における「いじめの防止等の対

策のための組織」（以下「学校いじめ対策組織」）に報告する。学校いじめ対策組織に

おいては情報を共有し、役割分担のもと、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するとともに、いじめたとされる児童生徒に対して事実

を確認した上で適切に対応する。 

③ 家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、学校間や関係機関との連携を図

り、組織的な対応を行う。 

④ 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

おくとともに、学校における組織的な対応を可能とするような体制を整備する。 

⑤ 社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すため、いじめの問題について学校

関係者と地域・家庭、関係機関等が連携・協働する体制を整備し、協力して対策を推

進する。 
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第四章 いじめの防止等に関する措置 

（いじめに対する措置） 

第十七条 学校の教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 市立学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該市立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、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 市立学校は、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、当該市立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

に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行

うものとする。 

４ 市立学校は、当該市立学校の教職員が前項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当

たっては、いじめを受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き

ることのないよう、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。 

５ 市立学校は、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所轄警察署

と連携してこれに対処するものとし、当該市立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所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければ

ならない。 

６ 教育委員会は、第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該市立学校に対し必

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。 

 （学校相互間の連携協力体制の整備） 

第十八条 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及びいじめを行った児童

等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、市立学

校及びその他の学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。 

 
（４）家庭や地域との連携 

① 社会全体で子どもを見守り健やかな成長を促すため、いじめの問題について学校関

係者と家庭、地域が連携した対策を推進する。 

 ・ＰＴＡ              ・育成会 

・青少年健全育成推進会       ・民生児童委員協議会 

 ・スポーツ少年団          ・放課後児童クラブ 

 ・人権擁護委員           ・青少年センター補導員 

・見守り隊 等 

② 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。 

 

（５）関係機関との連携 

① いじめの問題への対応については、学校や教育委員会と関係機関（警察、児童相談

所、医療機関、法務局等）との適切な連携が必要であるため、日頃から双方の担当者

が情報を共有できる体制の構築に努める。 
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第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 
 

１ いじめの防止等のために市及び教育委員会が実施する施策 

（１）市及び教育委員会におけるいじめ防止等の対策のための組織の設置 

①「福島市いじめ問題対策委員会」 

    教育委員会は、市の基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うた

め教育委員会の附属機関として「福島市いじめ問題対策委員会」（以下「対策委員会」と

いう。）を設置する。 

    構成員には、教育、法律、心理、福祉等の専門的な知識及び経験を有するもの及び、

小中学校長会、警察、ＰＴＡ連合会等を任命する。また、必要に応じて臨時委員を任命

する。 

    この対策委員会の主な機能は以下の通りである。 

   ○いじめの防止等のための対策について調査審議する。 

   ○市立学校の重大事態に係る事実関係に関する調査を行う。 

   ○各種団体の子どもに関する施策について情報交換を行うなど、その他対策委員会の目

的を達成するための協議を行う。 

②「専門部会」 

    対策委員会に、重大事態の調査、その他の特別な事項を分担する専門部会を設置する。 

    構成員は、対策委員会委員長が対策委員の中から若干名を指名するが、専門の事項を

調査させるために臨時委員や委員以外のものに調査を行わせることができる。 

    専門部会は、重大事態を調査する。 

③「福島市いじめ問題再調査委員会」 

市長は、対策委員会による調査が終了し、教育委員会からその調査報告を受けた場合

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、「福島市いじめ問題再調査委員会」（以下、「再調

査委員会」という。）を設置して調査を行う等の方法により、教育委員会からの調査の

結果について調査を行うことができる。 

委員には、人格が高潔であって、再調査委員会の権限に属する事項に関し公正な判断

をすることができ、かつ、法律に関して優れた識見を有するもののうちから５名以内を

市長が委嘱する。 

第六章 福島市いじめ問題対策委員会等 

 （福島市いじめ問題対策委員会） 

第二十二条 教育委員会は、いじめの防止等に関する施策、取組等について検証を行うとともに、

重大事態の調査を行うため、法第十四条第三項及び法第二十八条第一項の規定に基づき、教育委

員会の附属機関として福島市いじめ問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）を置く。 

２ 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 一 いじめの防止等のための対策のあり方及びその実効性を高めるための調査研究に関する事

項 

 二 市立学校において重大事態が発生した場合における事実の確認及び調査に関する事      

  項 

 三 その他対策委員会の設置の目的を達成するために必要な事項 

３ 対策委員会は、委員十二人以内で組織する。 

４ 対策委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
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する。 

５ 対策委員会の委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、対策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。 

 （福島市いじめ問題再調査委員会） 

第二十三条 市長は、第二十一条第一項の規定による調査を行うため、法第三十条第二項の規定に

基づき、市長の附属機関として福島市いじめ問題再調査委員会（以下「再調査委員会」という。）

を置くことができる。 

２ 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、第二十条第一項の規定による調査の結果について必要な

調査を行う。 

３ 再調査委員会は、委員五人以内で組織する。 

４ 再調査委員会の委員の任期は、第二項の市長の諮問に係る事項についてその答申が終了する

までの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 再調査委員会の委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

 

④ 教育委員会内「いじめ防止サポートチーム」による支援 

    教育委員会学校教育課内に、市立学校のいじめ防止等の対応について支援するため、

「いじめ防止サポートチーム」を置く。 

 

いじめ防止サポートチーム実施要項 

福島市教育委員会 

１ 目的 

  いじめを認知した市立学校に「いじめ防止サポートチーム」を派遣し、対応策につい

ての助言、保護者や子どもへの対応等、いじめの問題の速やかな解決に向けて学校を支

援する。 

２ 実施方法 

  福島市教育委員会は、「いじめ防止サポートチーム」を福島市教育委員会事務局学校

教育課に設置し、福島市内の小・中学校・特別支援学校等からの要請に応じて、いじめ

の問題の速やかな解決のための計画を立案し、その計画に基づき、チームのメンバー

の派遣や相談業務等を行う。 

３ 構成メンバー 

  指導主事、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等 

４ 派遣期間 

  学校が要請する期間 

５ いじめ防止サポートチームの職務 

  いじめ防止サポートチームは、以下の職務を行う。 

（１）電話相談、来庁相談による助言 

（２）保護者や子どもへの対応 

  （いじめた子ども、いじめられた子ども、傍観者の子ども） 

（３）ケース会議の開催 

（４）いじめられている子どもへの支援（就学指定校の変更等） 
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（５）いじめている子どもへの対応（学校教育法３５条による出席停止措置等） 

（６）関係機関との連携 

（７）いじめの問題に関する研修会における指導 

（８）いじめの調査・分析・報告 

６ いじめ防止サポートチーム派遣要請方法 

（１）電話による依頼 

   担当：生徒指導担当（学校教育課指導係長） 

（２）その後、関係文書を提出する。（ｐ36様式１） 

７ いじめ防止サポートチーム活動計画 

 いじめ防止サポートチームは、定例会のほか、学校の要請に基づき臨時会を開催する。 

（１）定例会（４月、７月、２月、年に３回） 

  ① 事例検討等、いじめの問題に対応するための研修会 

  ② いじめ調査などを受けた各学校の対応策や実践状況等の把握 

（２）臨時会 

    ① 各学校の派遣要請に基づく該当児童生徒の情報収集 

  ② ケース会議による問題の検討と今後のサポート内容の検討 

８ その他 

    指導主事、スクールカウンセラー等の派遣にかかる経費は市教育委員会が負担する。 

 

 

（２） 市及び教育委員会におけるいじめの防止等のための取組 

 市の関係各課及び教育委員会は、いじめ防止対策等におけるそれぞれの役割を担い、連

携を図りながら、特に以下の視点をもとに、全庁を挙げて一体となって取り組む。（p30資

料１参照） 

①「居場所づくり」「絆づくり」のための安全安心な学級づくりの実現に向けた支援 

○ 教育委員会は、多様な事業を連携させ市立学校の学級づくりへの支援を行う。 

 ・福島市教育実践センターにおける学級づくりに関する研修等、各種研修の充実 

 ・学校訪問、教員派遣による支援 

 ・豊かな人間性・社会性をはぐくむ体験活動の促進を図る事業 

 ・個に応じたきめ細かな指導の促進を図る事業 

 ・生命尊重や思いやりの心をはぐくむ教育活動の促進を図る事業 

 ・教育相談の充実を図る事業等 

② 道徳教育の充実 

○ 東日本大震災及び原発事故の経験をふまえ、教育活動全体を通して郷土福島に対

する誇りと自信を育てるとともに、「生命を尊重する心」「他者を思いやる心」を重

点とした児童生徒の心の発達を図る道徳教育を推進する。 

○ 「特別の教科 道徳」の趣旨を踏まえ道徳教育推進教師を中心とした全教師の協

力体制のもとに、いじめ防止の視点も踏まえ道徳性の育成にかかわる指導の充実を

図る。 

 



12 

 

○ 学校の道徳の授業を参観日等に地域に公開し、学校と家庭・地域が一体となって、 

児童生徒の道徳的実践力を養う。 

   ○ いわれなき差別や偏見をなくすため学校・家庭・地域が一体となり、基本的人権

の尊重の精神を高め、一人一人を大切にした教育の実現に向けた人権教育の充実を

図る。 

○ 心身ともに健康で安全な生活を送るために、放射線等に関する基礎的な知識につ

いての理解を深め、児童生徒が自ら考え判断し行動する力を育成する放射線教育を

充実する。 

③ 体験活動の充実 

子どもや地域の実態、要望に即した創造的な活動を通して、豊かな福島市の歴史や

文化、伝統、自然、人材等にふれ、郷土「ふくしま」への誇りと自信とともに、将来

への「夢」をはぐくむ。また、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題 

を解決する資質や能力を育成するとともに、確かな学力と豊かな人間性・社会性など、

「生きる力」を身に付けた子どもを育成する。 

④ 教育相談体制の充実 

教育相談の窓口を開設し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーな

どの専門家を活用しながら、児童生徒及び保護者、市民の相談に応じ、不登校やいじ

め、問題行動等の未然防止や早期発見及び即時対応を図る。（p35資料２参照） 

⑤ いのちやこころを大切にする健康教育の充実 

心身の健康保持や性、薬物乱用防止に関する指導など、児童生徒の発達の段階に応

じた健康教育を推進できるよう教員対象の研修や各種事業を実施し、適切な意志決定

や行動選択ができ、自分や他者を大切にする気持ちをもつ心豊かな児童生徒を育成す

る。 

⑥ 情報モラル教育の推進 

児童生徒に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進し、情報社会で

安全に生活するための望ましい態度の育成を図る。また、保護者に対して、インター

ネットを通じて行われるいじめの現状や対策についての周知に努める。 

⑦ 各種研修の充実 

○福島市教育実践センターにおける研修 

・学級づくりに関する研修 

・学校経営講座 

・教育課題講座 

・特別支援教育講座等 

⑧ 地域ぐるみによる学校支援の促進 

教員や地域の大人が子どもと向き合う時間を確保するとともに、地域住民がボラン

ティア活動を通じて学校を支援する活動をとおして、学校・家庭・地域 

が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりを支援する。 

⑨ 子育てに関する学習機会等の充実 

保護者が子育てに関するさまざまな知識や情報、心構え等について学習する機会の

充実を図るとともに、大人と子どものかかわりを充実させるための取組を推進する。 
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⑩ 家庭教育力向上のための支援体制の充実 

保護者に対して家庭教育に関するわかりやすい情報提供を進めるとともに、地域に

おける子育て・家庭教育の支援員等の資質向上に取り組むなど、子育て、家庭教育支

援を推進するための体制づくりに努める。 

⑪ 学校と家庭の連携の促進 

ＰＴＡ連合会等の活動に対する支援などにより、各学校のＰＴＡ等が行っている、

学校と家庭の連携による家庭教育に関する取組を支援する。 

⑫ 私立学校や国立大学に附属して設置される学校に係る対応 

法に基づき、設置機関及び当該学校がいじめの防止等の対策について実施するとと

もに、条例第１８条により学校相互間の連携協力体制を整備する。 

 

（３）教育委員会の学校支援及び年間計画 

① 学校教育課指導係の主な支援内容 

○ いじめの定期調査 

○ 『いじめ防止サポートチーム』による市立学校への支援 

○ スクールカウンセラー（実践センター・各市立学校）の活用    

○ スクールソーシャルワーカーの活用 

○ 道徳教育の推進 

  ② 福島市教育実践センターの主な支援内容 

○ 市立学校小３・小５・中１・中２児童生徒への一斉Ｑ-Ｕ実施 

（※「Ｑ-Ｕ」とは、学級満足度や学校生活の意欲を調査する心理テスト） 

○ 子どもハートサポート事業（ハートサポート相談員を小学校へ配置）    

○ 市スクールカウンセラーによるカウンセリング 

○ 県スクールカウンセラーの市立学校への配置 

○ 市スクールソーシャルワーカーによるソーシャルワーク 

○ 相談事業             

○ 教職員研修 
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＜年間計画＞ 

月 市立学校 指導係 教育実践センター 

４ 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

７ 

 

 

 

８ 

 

 

９ 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

公立学校長園長会

議 

・校長趣旨理解 

生徒指導協議会 

・教職員趣旨理解 

学校便り・授業参

観 

・保護者へいじめ

への対処方針、指

導計画の公表 

 

 

 

 

 

 

Ｑ-Ｕ一斉実施 

(小 3･5･中 1･2） 

 

生徒指導協議会 

・Ｑ-Ｕに基づく校

内研修会(理解対応

策） 

前期Ｑ-Ｕ分析 

結果対応策報告 

（実践セへ） 

 

 

 

 

 

 

生徒指導協議会 

・Ｑ-Ｕに基づく校

内研修会（経過・

改善策） 

 

後期Ｑ-Ｕ分析 

結果対応策報告 

（実践セへ） 

 

１年のまとめ 

次年度計画 

 

 

 

公立学校長園長会議 

・趣旨説明 

 

 

 

 

 

第 1回ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ研修

会 

 

 

 

 

 

5月末第 1回 

いじめ調査 

 

 

 

第 2回ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ研修

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月末第２回 

いじめ調査 

 

 

 

第３回ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ研修

会 

 

 

３月末第３回 

いじめ調査 

 

まとめ･次年度計画 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

小 3･5･中 1･2 

Ｑ-Ｕ実施要項配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度計画への提案 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問相談員 

決定･計画検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立学校長園長会議 

・講座の説明 
・スクールカウンセラー・スクールソーシ
ャルワーカーの活用 

・子どもハートサポート事業 

 

 

学級経営ブラッシュアップ講座① 
対象…幼小中特別支援教職員 

内容…「Ｑ-Ｕを生かした学級づくり」 

教育課題講座 
対象…幼小中特別支援教職員 

内容…｢いじめ不登校の現状と未然防止等の対応」 

 

 

学級経営ブラッシュアップ講座② 
対象…幼小中特別支援教職員 

内容…「Ｑ-Ｕ活用のための校内研修」 

 

学校経営講座 
対象…幼小中特別支援 管理職 

内容…｢いじめ不登校の現状と未然防止等の対応」 

 

月１回定例連絡会 
年１０回訪問活動 
年２回 広報活動 

 

特別活動実践講座③ 
対象…幼小中特別支援教職員 

内容…「学級づくり（学級活動）」 

 

１年のまとめ 次年度の計画 

～年間通して～ 

・生徒指導協議会

(校内研修)実施 

・市教育実践センタ

ー研修会への参加 

～年間通して～ 

いじめ防止 

サポートチーム 

 

前期Ｑ-Ｕ回収、分析結果･

対応策Ｑ-Ｕに基づく 

く校内研修ﾏﾆｭｱﾙ提案Ⅰ> 
（年間計画等） 

 

後期Ｑ-Ｕ回収、分析結

果･対応策Ｑ-Ｕに基づく 
<校内研修ﾏﾆｭｱﾙ提案Ⅱ> 

（有効策等） 

 

 

不登校問題に関する調査研究開始 

調査研究報告会     

不登校問題に関する調査研究発表会 
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（４）教育委員会のいじめに関する調査 

いじめの早期発見・早期解消につなげるよう、市立学校におけるいじめの実態を把握

するため、いじめに関する実態調査を実施する。 

① 調査内容 

   ・ いじめに関する報告書 （p37様式２参照） 

  ・ 学校のいじめに対する取組状況 （p38様式３参照） 

  ・ その他いじめに関する資料（アンケート用紙等） 

② 調査時期 

   ・ いじめに関する報告書  

５月・１１月・３月の年３回 

      ※ いじめに関する報告書については、随時提出 

   ・ 学校のいじめに対する取組状況  

     ５月・３月の年２回 

 

２ いじめの防止等のために学校が実施すべき施策 

（１） 学校いじめ防止基本方針の策定 

市立学校は、市いじめ防止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

基本方針として定めるとともに、学校のホームページなどで公開する。 

＜学校いじめ防止基本方針を定める意義＞ 

① 学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員がいじめを

抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織と

して一貫した対応になる。 

② いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことにより、児童生徒及びそ

の保護者に対し、児童生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめ

の加害行為の抑止につながることになる。 

＜学校いじめ防止基本方針に盛り込む内容＞ 

① いじめの防止等の対策のための組織 

② いじめの未然防止のための取組 

③ いじめの早期発見のための取組 

④ いじめに対する措置 

⑤ 年間計画 

⑥ 評価と改善（いじめ対応の実施状況を学校評価に位置づけ実施することを含む） 

 

 

 

 

（２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置 

学校において組織的にいじめ防止等に取り組むため「学校いじめ対策組織」を置く。

学級担任が抱え込むことなく組織的に対応できるようにすることに加えて、必要に応じ 

（学校いじめ防止基本方針） 

第十一条 前掲 
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て、心理や福祉の専門家、弁護士など、外部機関に参加を求め、適切に対応する。 

 

 

① 組織の役割 

① 組織の役割 

学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・評

価・改善を行う。 

○ いじめの相談・通報の窓口となり、状況を把握する。 

○ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、

共有、分析を行う。 

○ いじめの疑いに係る情報があったときには緊急会議を開き、いじめの情報の迅速

な共有、アンケートや聞き取り調査等関係する児童生徒への事実関係の聴取、指導 

や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携といった対応を組織的に実施する。 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・

検証・修正等を行い、見直しを図るなど、ＰＤＣＡサイクルを実行する。 

② 留意事項 

○ いじめ防止等の中核となる組織として的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、

組織的に対応することが必要である。 

○ いじめであるかどうかの判断については組織的に行うことが必要であり、当該組

織が情報の収集と記録、共有、分析を行う役割を果たすため、教職員に些細な兆候

や懸念、児童生徒からの訴えでも、抱え込まずにすべて当該組織に報告・相談する

よう求める。 

   ○ 学校いじめ防止基本方針の策定や見直し、いじめ防止等の取組が計画通り進んで

いるかのチェックや、対応がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画

の見直しなどＰＤＣＡサイクルによる検証を行う。 

   ○ 当該組織の構成員は、学校の管理職、生徒指導担当教員、学年主任、養護教諭、

学級担任や部活動担当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

の実情により決定するとともに、個々の事案について関係の深い教職員を追加する

など柔軟な組織とする。 

   ○ 重大事態に関する調査のための組織については、この組織を母体としつつも、当

該事案の性質に応じて必要な人材を加えるなど適切に対応する。 

 

（３）学校におけるいじめ防止等に関する措置 

① いじめの防止  

＜基本的な考え方＞ 

○ いじめ対策のために特別なことをするのではなく、日々の授業や行事を改善する

中で、いじめが起きにくい学校風土・学級風土をつくり、いじめに向かわない児童 

生徒をはぐくむことが求められる。そのためには、教職員が進める「居場所づくり」

と、児童生徒が主体的に取り組む「絆づくり」が重要である。 

（市立学校及び市立学校の教職員の責務） 

第七条 前掲 
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○ 児童生徒の話をよく聞き、児童生徒がいじめについて訴えやすい関係をつくり、

教師と子ども、子ども同士の信頼関係を構築し、温かな学級経営に努めるなど、子

どもが安心して学べる環境をつくる（居場所づくり）。 

○ 授業や学校行事、部活動等全教育活動において、子ども一人ひとりの個性・よさ

が発揮される望ましい集団活動を行い、他者から認められ、他者の役に立っている

という「自己有用感」や集団への帰属意識の醸成を図る（絆づくり）。 

○  教職員は、日頃から児童等の観察を行い些細な変化を見逃さないようにするとと

もに、教職員間の情報共有を迅速に行い、組織的に対応できるようにする。また、

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長したりす

ることのないよう、言語環境の醸成や指導のあり方に細心の注意を払う。 

○ 下記の児童生徒を含め、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日常 

的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、

周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。 

 ・発達障がいを含む、障がいのある児童生徒 

 ・海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの

外国につながる児童生徒 

 ・性同一性障害や性的志向・性自認に係る児童生徒 

 ・東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している

児童生徒 

＜具体的な取組＞ 

○ 豊かな人間性・社会性をはぐくむ体験活動を推進する。 

・自然体験、社会体験、地域に学ぶ体験 

・異年齢集団や地域の方々との交流体験等 

○ 生命尊重や思いやりの心をはぐくむ教育活動を展開する。 

・「生命を尊重する心」「思いやりのある心」を重点とした道徳教育の推進 

・ストレスマネジメントなどの心の授業の実施 

・コミュニケーション能力や表現力を育成するソーシャルスキルトレーニング等の

実施 

○ 個に応じたきめ細かな指導の充実を図る。 

・子どもたちが「わかる」「できる」「楽しい」と感じる授業の実施 

・補充的な学習や発展的な学習など個に応じた指導の充実 

○ 規範意識、コミュニケーション能力を身に付ける指導の充実を図る。 

・授業のルール、コミュニケーションのとり方の指導 

・規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加できるような授業づくり、集団づく

り 

・児童生徒が自主的にいじめについて考え、議論する等のいじめ防止に関する実践

的活動の支援 

＜留意事項＞ 

○ 児童生徒への指導に当たっては、以下の点について具体的事例を通して指導する。 
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・いじめは重大な人権侵害であり被害者、加害者、周囲の児童生徒に重大な影響を及

ぼすものであり決して許されないことや、いじめが刑事罰の対象となりうること。

不法行為に該当し損害賠償責任が発生しうること。 

○ いじめに関する校内研修会を開催し、教職員の理解を促進する。 

・いじめ問題に対する共通理解 

・いじめに気付く感性や共感性の向上 

・組織的対応の仕方の共通理解 

・インターネットやＳＮＳ等の使用の仕方を児童生徒や保護者に啓発する講演会の

実施など、情報モラルに関する指導の充実 

○ 家庭・地域との連携を強化する。 

・｢学校いじめ防止基本方針｣、年間指導計画の公表 

・いじめ問題についての家庭での話し合いを促す取組 等 

○ 児童生徒や保護者が気軽に相談できる雰囲気作りに努めるとともに、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーを効果的に活用し相談体制を整備する。 

 

＜各学校における相談体制の例＞ 

 
 
 
            □服装  □顔色、元気さ  □体の不調 
         □一人の行動  □過度の笑顔 
 
         □悪口  □冷やかす  □かげ口  □無視 
         □はやしたてる  □物がなくなる 
         □集団からの孤立 □閉鎖的な小集団 
         
         □他教員、養護教諭等の情報 
         □相談ＢＯＸ等 
 
 
   

 
 
 
           
           
 
 
 
 
 
 
             
 
   

 

 

アンケート調査から 

個人レベル 

学級レベル 

学校レベル 

担任による

日常観察 

□いじめがある。  □いじめを見たことがある。 

□担任に相談したいことがある。 □相談できる人がいない。 

□相談できる先生は○○先生。 

その他相談等 

□本人からの申し出  □他児童生徒からの情報 

□保護者からの訴え  □地域からの情報 

 

管理職・生徒指導主事等への報告 

学年主任へ報告 

１つでもチェックが

入ったらすぐに報告 

 

学校いじめ対策組織による対応 

ちょっとした変化を見逃さないことが重要） 

・指示を受け、事実確認（担任が全員と面

談または複数で分担して面談） 

・誰が、誰に、いつまでに、何をするか 

・保護者への対応・指導、支援 

スクールカウンセラー・スクールソーシャル

ワーカー・ハートサポート相談員等との連携 
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② 早期発見 

○ いじめは大人の気づきにくい形で進行することが多いことを認識し、些細な兆候 

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かかわりを持ち、

いじめを隠したり軽視したりすることなく認知し、早期発見に努める。以下のレベ 

ル 1の段階から対応する。レベル 1から教育委員会に報告する。 

※いじめのレベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 定期的なアンケート調査や教育相談等の実施等により、児童生徒がいじめを訴え

やすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

③ いじめに対する措置 

○ いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の職員で抱え込まず、学校におけるい

じめの防止等の対策のための組織「学校いじめ対策組織」により組織的に対応し、

被害児童生徒を守り通す。 

○ 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

もと、毅然とした態度で指導する。また、加害児童生徒が抱えるストレス等の問題

が何かを情報収集・分析し、その除去を図る。 

○ いじめがあった学級においては、いじめを見ていた児童生徒には自分の問題とし

て捉えさせ、はやしたてるなど同調していた児童生徒に対してはいじめに加担する

行為であることを理解させる。さらに、当事者を含め周りの者全員を含む集団が好

ましい集団活動を取り戻すことができるよう、学級全体で話し合う場を設け、いじ

めの再発防止に努める。 

○ 対応にあたっては、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。 

④ いじめ解消の判断 

学校は単に謝罪を持っていじめが解消したと判断せず、少なくとも、以下の２つの

要件を満たす場合にいじめ解消と判断する。しかし、これらの要件が満たされていた

場合であっても必要に応じ他の事情も勘案して判断する。また、再発可能性が十分あ

ることを踏まえ、日常的な児童生徒観察、心のケア等を行う。 

○  いじめに係る行為が解消していること 

いじめの被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態 

レベル１：学習や生活の様子に目立った変化は見られないが、本人がいじめがあったと感
じる 
（アンケート調査、聞き取り、個別面談、声掛け） 

 

レベル２：元気がない、学習意欲が低下する、身体的不調を訴える（保健室への出入りの
増加）、交友関係が変化する(孤立) 頻繁にいたずらをされる、物がなくなる。

欠席・遅参・早退等が増える（不登校傾向） 
（組織的対応：いじめ対応チーム、事実関係の把握、被害者の心のケア、加害者への指導、家庭・ 

地域との連携） 

 

レベル３：不登校、別室登校、身体的損傷（打撲、傷、衣服の汚れ等）暴力、恐喝、脅迫等
による身体的・精神的な苦痛や被害 
（警察・児童相談所・医療・民間団体等関係機関との連携、出席停止等の措置）   

 
レベル４：自殺未遂、自殺 

（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等専門家の助言に基づいた対応：本人及び
家族、子どもたち、教職員  窓口の一本化：マスコミへの対応）  
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が相当の期間（３ヶ月を目安とするが、事案によってはこの限りではない。）継続 

していること。 

○ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめを受けているかどうか判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行

為により心身の苦痛を感じていないと認められること。その際、保護者に対しても

確認すること。 

 

＜学校におけるいじめの措置の例＞  

そ

の

日

の

う

ち

に 

 

 

 

 

 

 

  ・憶測を入れずに事実のみ 

  ・些細なこと（レベル１から）

でも報告 

 

 

 

   報告 

 

２

日

以

内

に 

 

 

 

○事実関係の把握・情報収集 

 ・いじめられた子 

 ・いじめた子 

 ・まわりの子ども 

 ・教職員 

 ・保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者への連絡 

（学校としての方針、面談の日時の連絡） 

 

 

○組織メンバー 

管理職  

担任 学年主任 

生徒指導主事 養護教諭 

スクールカウンセラー 

ＰＴＡ代表  学校評議員 等 

 

 

○ 指導・支援の方針の立案、共有 

○ 指導・支援体制の構築 

 ・ 誰が、誰に、いつまでに、何をするか 

 ・ すぐに行う対応 

 ・ 中・長期的な対応 

 ・ 保護者への対応 

１いじめの情報をキャッチ（認知） 

２報 告 

担任 子ども 保護者等 

他の教職員等 

学年主任 

生徒指導主事 

管理職 

担任・関係職員 

指示 

いじめられた子 

 

いじめた子 

生徒指導主事 

管理職 

報告 

担任・学年主任等 

いじめられた子の保護者 

 いじめた子の保護者 

指示 ３ 学校いじめ対策組織による対

応 

早期の対応 

早期の危機介入 

 

情報の突合せ 

保護者・子どもの気持

ちによりそった対応 

学校いじめ対策組織による協議 

学校いじめ対策組織の役割例 
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⑤ いじめ防止等に関する研修への積極的な参加と校内研修の充実 

○ 各種通知文等をわかりやすく教職員に伝えたり、いじめ防止等に関する校内研修

会を開催したりするなどして、いじめに対する認知力を高めるとともに、自校のい

じめ防止等の対策を具体化し、全職員の共通認識のもと実践できるようにする。 

○ 福島市教育実践センター等における研修へ積極的に参加する。 

 

＜主ないじめに関する研修＞ 

《市教育実践センターにおける研修》 

（１）安全安心な学級づくりに関する講座 

  ○ 学級経営・学級づくりに関する講座 

  ○ Ｑ-Ｕを生かした学級づくりに関する講演会、研修会など 

  ○ いじめ・不登校等に関する講演会など 

（２）心のケアに関する講座 

  ○ スクールカウンセラーによる事例研究会   

（３）教育相談に関する講座（教育相談実技研修） 

  ○ 発達障がいに関する講演会 

  ○ 教育相談に関する講演会 

（４）道徳教育に関する講座 

  ○ いじめ防止の視点も踏まえ道徳性の育成を図る研修会 

○ 講師による講話 

（５）教師の指導力向上に関する講座 

  ○ わかりやすい授業のための各教科、特別活動、総合的な学習の時間に関する授業 

研究会、講師による講話 

 

《学校訪問や校内研修会における研修》 

（１）学校訪問における研修 

   学校訪問における授業研究を通して、子ども一人ひとりの個性を大切にした授業づ 

くり、生徒指導の機能を生かした授業づくりの推進を図る。 

○ わかる喜び、学ぶ楽しさ（成就感や満足感）を感得させる授業 

○ 一人ひとりの学びの特性や習熟の程度に応じた学習活動や学習形態の工夫 

○ 個に応じた指導の充実 

（２）いじめに関する校内研修 

   各学校からの要請に応じ、校内研修に指導主事を派遣する。 

  ○ いじめの概念に関する共通理解 

○ いじめに関する事例研究 

  ○ いじめ対応の校内体制の構築 

  ○ 道徳教育、心のケアに関する研修 

（３）学級集団づくりに関する校内研修 

   Ｑ-Ｕに基づく校内研修マニュアルを提供する。 

  ○ Ｑ-Ｕの結果分析 

  ○ Ｑ-Ｕの結果に基づく対応策の策定 

 

（※「Ｑ-Ｕ」とは、学級満足度や学校生活の意欲を調査する心理テスト） 
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３ 重大事態への対処 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事態の定義 

法 28条第 1項による。 

いじめ防止対策推進法より 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処）  

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、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、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使

用その他の適切な方法により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。 

 一 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。  

第五章 重大事態への対処 

 （重大事態の発生に係る報告） 

第十九条 市立学校は、当該市立学校に在籍する児童等に法第二十八条第一項に規定する重大事態

（以下単に「重大事態」という。）が発生した疑いがあると認めるときは、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。 

 （教育委員会による対処） 

第二十条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けた場合又は市立学校に在籍する児童等若し

くはその保護者から当該市立学校に対して当該児童等に重大事態が発生し、若しくは発生した疑

いがあると申立てがあった場合であって必要があると認めるときは、当該報告又は申立てに係る

重大事態に対処し、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、第二

十二条第一項に規定する福島市いじめ問題対策委員会に調査を行わせるものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その結果を市長に報告するものとす

る。 

３ 教育委員会は、第一項の規定による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

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等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 教育委員会は、第一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。 

 （市長による対処） 

第二十一条 市長は、前条第二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、第二

十三条第一項に規定する福島市いじめ問題再調査委員会を設置して調査を行う等の方法により、

前条第一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が終了し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、当該調査の結果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。 

３ 市長は、第一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。 

４ 市長及び教育委員会は、第一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。 
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二  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）調査を要する重大事態  

いじめの重大事態に関する調査については、平成２９年３月３０日付文部科学省「いじ

めの重大事態の調査に関するガイドライン」を参考にし、被害者側にたった対応を行う。

調査を要する重大事態は以下によるが個々の状況を勘案して判断する。 

① いじめにより児童生徒の生命、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  

○ 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 など 

② いじめにより児童生徒が相当の期間、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  

「相当の期間」とは、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、上記目安にかかわら

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。 

保護者の考えにより、登校しない場合は、保護者の考えを十分聞き対応するが、調

査の対象外とする場合もありうる。 

③ 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  

 

（３）重大事態の報告  

市立学校は教育委員会を通じて市長へ、私立学校は学校法人を通じて知事へ、国立大学

の附属学校は設置者へ事態発生について報告する。  

 

（４）調査の趣旨及び調査主体  

① 法第２８条の調査は、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

目的とするものでないことは言うまでもなく、学校とその設置者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ものである。  

② 教育委員会は、市立学校から重大事態の発生について報告があった場合は、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。  

③ 市立学校が調査主体となる場合、教育委員会は、調査を実施する市立学校に対して

「いじめ防止サポートチーム」を派遣するなど、必要な指導や人的措置も含めた適切

な支援を行う。  

 

（５）調査を行う組織  

① 調査を行う主体を市立学校とした場合 

市立学校が設置した「学校いじめ対策組織」に適切な専門家を加えた組織又は、教

育委員会が設置した調査「いじめ防止サポートチーム」の組織において支援し、調査
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を行う。ただし、構成員に、調査対象となる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がいる場合には、その者を除き、公平性・中立性を確保

する。 

② 調査を行う主体を「専門部会」とした場合 

    福島市いじめ問題対策委員会規則に基づき、調査を実施する。 

 

＜重大事態への対応フロー図＞ 

市立学校 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査主体を  判断＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜再調査が必要と判断した場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生報告 

福島市教育委員会 

発生した旨の報告 

市長 

調査組織（市教委または学校が設置する組織） 

の決定と調査組織による調査の実施 

市教委から調査結果の報告 

市長 

再調査組織（市長の附属機関による組織）による調査 

市長から再調査結果を報告 

議会 
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（６）事実関係を明確にするための調査の実施  

調査の実施にあたっては、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  

・ 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。この際、客観的な事実関係を速

やかに調査する。 

① いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合 

○ いじめられた児童生徒から十分に聴き取る。  

○  児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。この際、いじめら

れた児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とした調査実施

を行う。  

○  いじめた児童生徒に事実関係を確認するとともに指導を行い、いじめ行為を止め

る。  

○  いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童生徒

の状況に合わせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援

等を行う。 

これらの調査を行うに当たっては、事案の重大性を踏まえて、関係機関と適切に連

携して、対応に当たる。  

② 児童生徒の入院や死亡など、いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合

の留意点 

○ 当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の

調査について協議し、調査に着手する。 

＜児童生徒の自殺が起こった場合の調査＞  

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行う。  

○ 背景調査に当たり、遺族が、当該児童生徒を最も身近に知り、また、背景調査に 

ついて切実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、

できる限り丁寧に遺族に説明を行う。 

○ 在校生及びその保護者に対しても、できる限り丁寧な説明を行う。 

○ 学校の設置者又は学校は、遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や 

一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案する。  

   ○ 詳しい調査を行うに当たり、学校の設置者又は学校は、遺族に対して、調査の目

的・目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取

り扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する方針などについて、

できる限り丁寧に説明を行う。  
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○ 背景調査においては、できる限り速やかに、偏りなく資料や情報を収集して、そ

れらの信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することな

く総合的に分析評価を行うよう努める。平成２６年７月文部科学省「子供の自殺が

起きたときの背景調査の指針（改訂版）」及び平成２８年３月文部科学省「不登校

重大事態に係る調査の指針」を参考にする。 

○ 客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響

についての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求めるこ

とが必要であることに留意する。  

○ 情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した

情報提供が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切

な対応がなかったと決めつけたり、断片的な情報で誤解を与えたりすることのない

よう留意する。なお、亡くなった児童生徒の尊厳の保持や、子どもの自殺は連鎖

（後追い）の可能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要で

あり、ＷＨＯ（世界保健機関）による自殺報道への提言を参考にする。  

 

（７） 調査結果の提供及び報告  

① 児童生徒及び保護者への報告  

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（いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校

がどのように対応したか）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。情報の提供に当たっては以下の点に留意する。  

○ 教育委員会又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係

者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。ただし、いたずらに個人情報保護を

盾に説明を怠るようなことがあってはならない。  

○ 質問紙調査の実施により得られた結果については、いじめられた児童生徒又はそ

の保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その

旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する等の措置が必要である。  

○ 学校が調査を行う場合においては、教育委員会は、情報の提供の内容・方法・時

期などについて必要な指導及び支援を行う。  

② 調査結果の報告先 

調査結果については、市立学校に係る調査結果は教育委員会を通じて市長に、私立

学校に係る調査結果は、学校法人を通じて知事に、国立大学附属学校は設置者に報告

する。 

    上記①の説明の結果を踏まえて、市立学校のいじめを受けた児童生徒又はその保護

者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文

書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に送付する。 

（８）調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置  

① 市長による再調査 

市長は、教育委員会から重大事態に係る調査の結果の報告を受けた場合において、
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当該調査結果を記載した報告書等に理由の不備があり、又は当該報告書等に記載すべ

き当該調査結果に係る事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、

教育委員会に対し、相当の期間を定めてその補正を求め、又は対策委員会に必要な調

査を行わせる等の方法により再調査を求める。その際、市長は、教育委員会に対し、

当該重大事態に係る事実関係、意見等に関する陳述その他の説明等の検証について、

より詳細な調査結果となるよう具体的な指示を行う。 

また、市長は、当該調査結果に看過できない重大な矛盾又は理由齟齬が存すると認

めるときは、いじめ問題再調査委員会を設置し、当該調査結果について調査を行う。 

② 再調査の結果を踏まえた措置等  

○ 市長及び教育委員会は、再調査委員会による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。 

○ 市長は、いじめ問題再調査委員会による再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。 
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第３ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項  

 
１ 福島市いじめ防止基本方針の改訂 

市及び教育委員会は、法の施行状況や国・県の基本方針の変更等を勘案して、「福島市

いじめ防止基本方針」の見直しを検討し、必要があると認められるときは、福島市いじめ

問題対策委員会の意見を勘案し、その結果に基づいて必要な措置を講じる。 

 

２ 福島市いじめ防止基本方針の公表 

 市及び教育委員会は、「福島市いじめ防止基本方針」をホームページ等で公表し、市民

に伝えるとともに、市民のいじめ防止に対する関心を高める。 

 

３ 守秘義務 

 いじめに関する相談や調査等に関係した学校関係者、相談者等は、職務上知りえた秘密

を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第七章 雑則 

 （守秘義務） 

第二十四条 いじめに関する相談、調査等に関係した者は、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。 

 



＜資　料＞
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資料１

事業名 目的 内容 担当課

心のケア推
進事業

福島市内の幼児児童生徒、保護者
の心のケア及び教職員や保護者等
への助言・援助や研修会開催、医
療機関等関係機関との連絡調整等
を行い、心の回復を支援するとと
もに、Ｑ－Ｕ検査を実施し学級の
実態に基づいた児童を実施する。

・市教育実践センターに、幼児児童生徒、保
護者の心のケアのためのスクールカウンセ
ラーを３名（心のケア推進事業：文部科学省
緊急スクールカウンセラー活用事業の活用）
を配置する。
・Ｑ－Ｕ検査（学校生活の意欲と学級満足度
の二つの尺度をアンケート形式で測定し、
個々の児童・生徒や学級集団の様子を見る検
査）を年２回実施し、状況把握から指導効果
の確認を行い、不登校やいじめの予防、早期
発見に役立てる。
・市教育実践センターにおいて、Ｑ－Ｕ検査
の分析方法や学級づくりの講座を開設し、実
践に生かす。

学校教育
課

ふくしま・
ふれあい・
夢ぷらん事
業

子どもや地域の実態、要望に即し
た創造的な活動をとおして、豊か
な福島市の歴史、文化、伝統、自
然、人材等にふれ、郷土「ふくし
ま」への誇りと自信とともに、将
来への「夢」をはぐくむととも
に、自ら学び、自ら考え、主体的
に判断し、よりよく問題を解決す
る資質や能力を育成する。

「各教科」「総合的な学習の時間」「特別活
動」等の時間において、各学校や地域の伝統
や特色を生かした体験的、探究的な学習を実
施する。

学校教育
課

中学生ド
リームアッ
プ事業

中学２年生における連続した５日
間の職業的な体験活動を中核に据
えたカリキュラムを基に地域の
人々とのふれあいや共に働くこと
を通して、自分の生活を見直し、
自立心や自律性を養うとともに、
地域やその人々、家族に感謝する
心等、豊かな人間性、社会性を身
に付けた生徒を育成する。

中学1年の事前指導、2年の職業体験、3年の事
後指導としての進路指導を含めた特色ある教
育活動を展開する。

学校教育
課

中学生海外
派遣事業

国際理解を促し夢や希望を育む。 中学2年生を対象に1週間海外に派遣し多様な
文化等を体感する。

定住交流
課

ふくしまエ
コ探検隊

環境保全の意識高揚を図る。 各学校や家庭にエコに関する取組を奨励す
る。 環境課

心ふれあい
音楽鑑賞教
室

音楽文化を通じた人材育成と感性
の醸成を育てる。

小学生とその保護者を対象にクラシックの音
楽鑑賞や、指揮者体験等を行い、親子で芸術
文化に親しむ機会を提供する。

文化課

キッズシア
ター（演劇
教室）

舞台芸術鑑賞を通じ、情緒豊かな
心を育てる。

自校では演劇教室を開催できない小学校に本
物の舞台芸術鑑賞の機会を提供する。 文化課

こころの劇
場鑑賞事業

ミュージカル鑑賞により感性や情
緒を育てる。

小学６年生に劇団四季による質の高いミュー
ジカルを鑑賞する機会を提供する。 文化課

こむこむ事
業

子どもの夢を育む 「楽しい遊び」「楽しい活動」を出発点に、
子どもの夢を触発するような豊かな体験を提
供する。

こむこむ
館

いじめの防止等のために市及び教育委員会が実施する施策

＜市及び教育委員会におけるいじめの防止等のための取組＞

①　「居場所づくり」「絆づくり」のための安全安心な学級づくりの実現に向けた支援

②　体験活動の充実
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人権の花運
動

花を育てることにより、人権尊重
についての理解を図る。

市内小学校に花の苗を配布し、子供たちが協
力して花を育てることを通して、「いのちの
大切さ」や「相手への思いやり」という人権
尊重について理解してもらう。

男女共同
参画セン
ター

人権と平和
展

人権の持つ意味、大切さ、平和の
尊さを再認識してもらう。

人権啓発パネル・資料の展示や人権クイズ、
ぬりえ、しおりづくり、人権相談等を行う。
原爆資料、パネルの展示、平和に関する講話
を行う。

男女共同
参画セン
ター

道徳教育の
充実

自己の生き方を考え人間尊重の精
神と生命に対する畏敬の念を養う
道徳教育を実現し児童生徒がより
よく生きる基盤としての道徳性を
育成する。

・幼児教育においては規範意識や道徳性の芽
生えを培う教育活動を推進する。
・小中学校においては実態を踏まえた全体計
画や推進体制を整備するとともに、道徳的価
値についての自覚をもとに自己を見つめ考え
を深める道徳の時間の充実を図る。
・家庭や地域の協力の下で道徳教育を推進す
る。

学校教育
課

子どもハー
トサポート
事業

小学校に相談員を配置し、不登校
やいじめ、問題行動等の未然防止
や早期発見及び即時対応を図る。

福島県緊急スクールカウンセラー配置校以外
の市内の市立小学校に９名の相談員を配置し
児童生徒への言葉かけや相談等に応じる。

学校教育
課

スクールカ
ウンセラー
活用調査研
究

不登校生徒をはじめとする学校不
適応傾向をもつ生徒及びその保護
者などのカウンセリングや調査研
究等をとおして、その治療を期す
るとともに、その発生原因を考察
し、学校の指導のあり方及び家庭
教育力の向上に資する。

いじめや不登校等児童生徒の問題行動の解決
に資するため、児童生徒の臨床心理に関して
高度に専門的な知識・経験を有するスクール
カウンセラー又はスクールカウンセラーに準
ずる者を学校に配置するとともに、その活
用、効果等に関する実践的な調査研究事業を
行う。

学校教育
課

スクール
ソーシャル
ワーカー活
用事業

児童生徒の心のケア、教職員・保
護者等への助言や援助、学校教育
活動への支援、福祉関係機関・団
体との連携調整等様々な課題に対
応し、児童生徒等が安心して学校
生活を送ることができるようにす
るために、スクールソーシャル
ワーカーを配置する。

福島市教育委員会は、スクールソーシャル
ワーカー２名を福島市教育実践センターに配
置し、福島市内の幼稚園・小学校・中学校・
特別支援学校の実態及び各園・各学校、保護
者等からの要請に応じて、支援計画を立案
し、その計画に基づき、派遣し、以下の支援
にあたる。
・問題を抱える児童生徒が置かれた環境への
働きかけ
・関係機関等とのネットワークの構築、連
携・調整
・学校内におけるチーム体制の構築、支援
・保護者、教職員等に対する支援・相談・情
報提供
・問題を抱える児童生徒に対する支援に関
し、福島市教育委員会学校教育課長が必要と
認める業務

学校教育
課

心のケア推
進事業（再
掲）

福島市教育実践センターにＳＣを
配置し福島市内の幼児児童生徒、
保護者の心のケア及び教職員や保
護者等への助言・援助や研修会開
催、医療機関等関係機関との連絡
調整等を行い、心の回復を支援す
る

 ・市教育実践センターに、幼児児童生徒、保
護者の心のケアのためのスクールカウンセ
ラーを３名（心のケア推進事業：文部科学省
緊急スクールカウンセラー活用事業の活用）
を配置する。特に、幼児児童生徒へのカウン
セリングや学校関係者や保護者に対する助
言・援助・カウンセリング、必要に応じて幼
稚園・学校への巡回訪問、心の授業の実践を
行う。

学校教育
課

③　道徳教育の推進

④　教育相談体制の充実
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子育て相談
窓口の設置

妊娠・出産・子育てに関わる相談
にワンストップで対応するため、
子育て相談センター・えがおを設
置する。

子育て相談センター・えがおの、保健師・助
産師・ケースワーカー・子育てコーディネー
タ等が、妊娠・出産・子育てに関わる様々な
相談に応じると共に、必要なサービスの紹介
等を行う等切れ目のない支援を行う。

こども政
策課

家庭児童相
談室の設置

家庭における適切な児童養育、そ
の他家庭児童福祉の向上を図るた
め設置する。

家庭児童福祉に関する相談指導を行う。
こども政
策課

地域子育て
健康相談会

地域ぐるみで親子等が健康でいき
いきと生活できるよう支援する。

未就学児の保護者や子どもを対象に健康、食
事、育児、歯科等に関する相談について保健
師・栄養士・歯科衛生師が応じ、前向きに育
児ができるよう支援を行う。

健康推進
課

健康教育の
充実

児童生徒一人一人が個人生活にお
ける健康安全について関心を持
ち、生涯を通じて主体的に健康な
生活を営むことができる能力や態
度を育成する。

・自校の健康に関する課題解決を図る指導計
画の作成と改善を図りながら、心身の健康保
持野生に関する指導薬物防止に関する指導等
の充実を図る。

保健体育
課

ふくしま健
康づくりプ
ラン

子どものころからの健康的な生活
習慣の確立と健やかな成長を促
す。

・幼児教育における健康相談の開催、中学校
における防煙教室、生と性の教育、自殺予防
対策等を実施する。

健康推進
課

情報教育の
充実

児童生徒に対し、情報モラルや情
報リテラシーに関する教育を推進
し、情報社会で安全に生活するた
めの望ましい態度の育成を図る。
（学校教育課）

・ＳＮＳやメール、インターネット等の正し
い利用の仕方など、情報モラルに関する指導
を教育課程に位置付け、効果的に推進する。 学校教育

課

インター
ネット安全
利用研修会

保護者に対して、インターネット
を通じて行われるいじめの現状や
対策についての周知し事件やトラ
ブルの未然防止を図る。

・青少年の保護者を対象に、インターネット
安全利用の研修会を開催する。中学校卒業時
にスマートホンの新規購入買い替えが多くな
るため、啓発用教材やパンフレットを配布し
啓発を行う。

こども政
策課

学校支援地
域本部事業

地域全体で学校教育を支援する体制
づくりを推進することにより、子どもた
ちの教育をよりよいものとするととも
に、地域住民の経験や知識、学習成
果の活用機会を拡充し、地域教育力
の活性化を図る。
学校と地域の密接な関係を築き、子
供の社会性を伸ばすとともに、学校の
セーフティネットを形成する。

活動の拠点となる市内１６学習センターに地区学
校支援本部を設置し、学校と地域を繋ぐコーディ
ネーターを配置して、学校から要望のあった人材と
地域のボランティアの調整を図り、様々な教育活
動に地域の人材を派遣する。

生涯学習
課

放課後子ど
も教室推進
事業

市内の子どもたちに対し、安全・安心
な活動の場（居場所）を提供し、地域
の方々の参画を得て、子どもたちとと
もに様々な体験活動や交流活動・学
習活動を行うことにより、子どもたちが
地域社会の中で、心豊かで健やかに
育まれる環境づくりを推進する。

水原小学区全児童を対象に、学校敷地内の多目
的ホールを活用し、６月から３月までの期間で、放
課後週２日、年間６０日程度、地域の協力により、
運営の要となるコーディネーター、活動指導員等
を配置し、体験活動や交流活動を行う。 生涯学習

課

⑤　いのちやこころを大切にする健康教育の充実

⑥　情報モラル教育の推進

⑦　地域ぐるみによる学校支援の促進
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青少年健全
育成推進会
議

広く市民の総意を結集し、国・県
及び市の施策と呼応して、青少年
の健全な育成を図る。

市内46地区の推進会及び8地区の連絡会がそれ
ぞれに、地域の実情に合った活動を行う。併
せて推進会議本部も推進大会をはじめ、市全
体に関わる事業を行う。
1.青少年の健全育成を図るための市民運動の
推進活動
2.青少年がその誇りと責任についての自覚を
高めるための諸活動
3.健全な青少年活動を助長、奨励するための
諸活動
4.社会環境の浄化と青少年のための健全な施
設の整備活用を促進するための活動
5.家庭の健全化を図るための諸活動
6.青少年の非行及び事故防止のための諸活動
7.その他目的達成のための諸活動

こども政
策課

各種講座、
および親子
で楽しむお
はなし会

子どもたちが読書の楽しみを実感
し、読書に親しむ機会の充実を図
るとともに、図書館の利用促進を
図る。

発達段階に応じた本との出会いの場を提供す
るため、絵本の読み聞かせ、てあそび、わら
べうたなどを行う。 図書館

ブックス
タート事業

赤ちゃんが読書の喜びや楽しさに
触れ、親子の触れ合いや心の絆を
強める機会の充実を図る。

司書が４ケ月児健診会場に出向き、絵本をプ
レゼントしながら、子どもが読書の喜びや楽
しさに触れ、自主的に読書を楽しむようにな
るため、乳幼児期からの環境づくりのアドバ
イスを行う。

図書館

家庭教育学
級の開設

社会と家庭の教育力を高めるため
に、地域と家庭及び関係機関との連
携を図りながら学習し、家庭人として、
市民としての自覚と意識を高める。

各学習センターごとに、将来親となる青年男女を
含め、０歳から中学生までの子供を持つ成人を対
象に、子どもの対象年齢別に親の在り方について
学習する。子育てに関わる課題について、１年間
定期的な学習機会を提供する。
※平成２９年度：１６学習センターで２８学級開設

生涯学習
課

語り合い
ネットワーク
推進事業

家庭・地域における子育て等につい
ての理解や話し合い学習の機会を提
供し、家庭と地域の教育力向上を図
る。

幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校等の就
園、就学児の親、教職員、地域住民等を対象に、
ＰＴＡが主体となって企画運営する研修会等に対
し開催費用（講師謝金）を援助する。

生涯学習
課

子育て支援
ボランティア
養成講座

子育て応援団及び一般市民を対象
に、子育て支援のための学習機会を
提供することにより、家庭及び地域の
教育力の向上を図る。

子育て支援活動に結びつく基本的な考え方や、
支援活動の取り組み方を学ぶための講座を開催
する。 生涯学習

課

青少年指導
員の設置

青少年の健全な育成、青少年教育の
振興を図る。

各学習センター区域ごとに１名を委嘱し、地区学
習センターならびに、関連機関と緊密な連絡をとり
ながら、青少年の生活指導と青少年団体などの指
導を行う。

生涯学習
課

子育て短期
支援事業

家庭における児童の養育が一時的
に困難となった場合に、当該児童
を児童福祉施設において一時的に
養育することにより、児童及びそ
の家庭の福祉の向上を図る。

2歳から6歳の未就学児童を対象に、保護者の
疾病、出産、看護等の理由で一時的に家庭に
おいて養育できない場合、市長が指定した児
童養護施設において、7日以内で児童を養育す
る。

こども政
策課

⑧　子育てに関する学習機会等の充実

⑨　家庭教育力向上のための支援体制の充実
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地域子育て
支援拠点事
業

子育て親子の交流等を促進する場
を提供し、子育てに関する相談、
情報提供、助言等を行い、子育て
の不安感等を緩和し、子どもたち
の健やかな育ちを支援する。

市内２３カ所の「地域子育て支援センター」
に対して事業を委託し、子育て親子の交流の
場の提供、子育てに関する相談・援助、地域
の子育て関連情報の提供、子育てに関する講
習等を実施する。

こども政
策課

子育て援助
活動支援事
業

地域において育児の援助を受けた
い者と育児の援助を行いたい者を
組織化し、会員同士が育児に関す
る相互援助活動を行うことによ
り、保護者が仕事と育児を両立で
きる環境を整備するとともに、地
域の子育て支援を行い、保護者の
福祉増進及び児童福祉の向上を図
る。

育児の援助を受けたい者（お願い会員）と育
児の援助を行いたい者（まかせて会員）が会
員となり、お互いに信頼関係を築きながら子
どもを預け・預かる、地域が主体となって行
う子育て支援の有償ボランティア活動であ
る。市が事務局となり会員同士の仲介やあっ
せんを行う。

こども政
策課

子育て世代
包括支援セ
ンター事業
.利用者支
援事業

子育て相談センター・えがおの相
談員等が、関係機関と連携し、妊
娠・出産・子育てに関わる相談に
ワンストップでの対応を図る。

子育て相談センター・えがおの、保健師・助
産師・ケースワーカー・子育てコーディネー
タ等が、妊娠・出産・子育てに関わる様々な
相談に応じると共に、関係機関と連携し、必
要なサービスの紹介等を行う等切れ目のない
支援を行う。

こども政
策課

放課後児童
健全育成事
業

保護者が就労等により昼間家庭に
いない小学校に就学する児童に対
し、放課後等の適切な遊び及び生
活の場を提供し、その健全な育成
を図る。

市内６９カ所の放課後児童クラブに対して事
業を委託し、保護者が就労等により昼間家庭
にいない小学校に就学する児童に対し放課後
の適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健
全な育成に寄与する。

こども政
策課

一時預かり
事業

保護者の要請を受け、幼児の心身
の発達を助けるとともに、保護者
の子育てを支援する。

預かり保育料及び教材に関する実費を負担し
てもらい、家庭との緊密な連携を図りなが
ら、教育課程に準じた保育を実施する。 学校教育

課

⑩ 学校と家庭の連携の促進
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資料2

相談の窓口一覧

名   称 電話番号

福島市教育委員会
（学校教育課）

０２４－５３５－１１１１
（内線５３４１）

福島市教育実践センター ０２４－５３６－７７００

子どもと家庭テレフォン相談
（中央児童相談所）

０２４－５３６－４１５２

いじめ110番
（福島県警察本部）

０１２０－７９５－１１０

ダイヤルＳＯＳ
（福島県教育委員会）

０１２０－４５３－１４１

ふくしま２４時間子どもＳＯＳ
（福島県教育委員会）

０１２０－９１６－０２４

子どもの人権110番
（法務局）

０１２０－００７－１１０

子育て相談センターえがお
（こども政策課）

０２４－５２５－７６７１

家庭児童相談室
（こども政策課）

０２４－５２５－３７８０

福島県青少年総合相談センター
（福島県青少年会館内）

０２４－５４６－０００６
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＜様式１＞ 

いじめ防止サポートチーム派遣申請書 

 

平成   年  月  日 

 

 福島市教育委員会教育長 様 

 

                                    学校名               

 

                                   校長氏名              印 

 

下記により，いじめ防止サポートチームの派遣を申請します。 
 
記 

 
 

派遣希望期日 

 

 

 

第１希望 平成  年  月  日（ ）＜時間＞        

第２希望 平成  年  月  日（ ）＜時間＞         

 

 

場 所 

 

 

 

 

 

目 的 

 

 

 

 
 
  内 容 

※該当内容に

チェックを入

れてください。 

  （複数可） 

 

 

 
□ 電話による相談  

□ 来庁による相談 

□ 保護者への対応 

□ 子どもへの対応 

□ ケース会議の開催 

□ いじめの問題に関する研修会における指導 

□ その他 

 
自由記述 

 

※問題の概要 

や該当児童生 

徒の状況等， 

必要と思われ 

る内容を記入 
ください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号 

 

 

 

 

 

 担当者 
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＜様式２＞（取扱注意） 

29いじめに関する報告書 

 
※ 各欄に必要事項を記入するとともに、選択事項は該当する□をチェックしてください。    

学 校 名 学校番号（  ）福島市立   学校 提出日 年 月 日 

ふ  り  が  な 
被害児童生徒 

 

氏名 

 

年   組  （  歳） 男 ・ 女 
 
 
 
 
 
 
いじめの内容 
 
 
 
 

 
誰 か ら 

 
 

いじめの開始
時期 

 
 

原発事故による避難の有無 

   有 ・ 無 学校が認知し
た時期 

 
 

 
頻   度 

 
□ほぼ毎日 □週２～３回 □時々 □１～２回 □その他（    ） 

 
どのように 
 
（複数回答可） 
 
 

□悪口・陰口・冷やかし・からかい・嫌なことを言う 内容(      ) 
□仲間はずれや集団による無視      □金品をたかられる 
□軽くぶつかる、遊ぶふりで叩く・蹴る  □金品隠しや盗み   
□嫌なことや恥ずかしいこと危険なことをさせられる 内容(      ) 
□パソコンや携帯での誹謗中傷・悪口  
□その他（                      ） 

 
いじめ発見の
きっかけ 
（複数回答可） 
 

□担任の教師が発見     □他の教師からの情報      □部活動顧問からの情報 

□養護教諭からの情報    □スクールカウンセラー、相談員等からの情報  
□保護者からの訴え     □いじめられた児童生徒からの訴え   
□他の児童生徒からの訴え  □相談電話や関係機関等からの連絡  
□全校的な実態調査から   □その他（                ） 

学校のいじめ
に対する取組 
（複数回答可） 
 
※特に効果が
あったものに
は下線を引い
てください。 
 
 
 

□職員会議を通じて共通理解を図った        □道徳や特別活動で指導した 
□生徒会等で児童生徒が主体的にいじめを考え、人間関係作りを促進した 
□児童生徒の視点に立った聞取りやアンケート調査を行い、実態を把握した 
□児童生徒との個別面談を行った 
□個人ﾉｰﾄや生活ﾉｰﾄといった日記等を活用し、日常的に実態把握を行った 
□スクールカウンセラー、相談員、養護教諭等が相談にあたった 
□いじめ防止チームや教育相談の体制を整備した  
□ダイヤルＳＯＳや福島いじめＳＯＳ２４等相談窓口の周知と広報をした 
□学校のいじめ対応方針や指導計画等を保護者や地域住人に理解を図った 
□地域の関係機関と連携協力した  □家庭と協力した      □担任が指導した  

□養護教諭が指導した        □集会を開いて指導した   □席やグループ替え 
□学級編制替え  □出席停止   □別室での学習   □その他（       ） 

いじめの解消 
 

□解消した（時期：   頃）□解消したが経過観察中 □解消してないが改善している 

□改善が見られない     □再発した        □その他（       ） 

被害児童生徒
の現状 

（通学状況・学習状況・心身状況 等） 

 

 
教育委員会に
希望する対応 
（複数回答可） 
 

(指導助言、学校訪問、就学校の指定変更 等) 

□スクールカウンセラーの派遣  □スクールソーシャルワーカーの派遣 

□指導主事の派遣           □関係機関（教育センター等）での相談  □希望なし 
□その他（                            ） 

 
保護者の現状 
 
 

（いじめの認識、対応への理解、児童生徒への関わり 等） 

 
 

その他 
（一報後の対
応，現在の
状況等） 
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＜様式３＞ 

平成２９年度 学校のいじめに対する取組状況 

                     学校番号（  ）  学校名（        ）学校 

 

   今年度４月からの「いじめ問題に対する取組」について回答願います。 

 

１  学校で「いじめ問題の未然防止・早期発見」のために取り組んだ内容について，該当する項目全て

に○を付けてください。 

  ① 職員会議を通じて共通理解を図った。 

  ② 子どもの視点に立ったアンケート調査を行い，実態を把握した。 

 ③ 児童生徒との個別面談を行った。 

 ④ 個人ノートや生活ノートといった日記等を活用し，日常的に実態把握を行った。 

  ⑤ 道徳や特別活動等で指導した。 

  ⑥ 全校集会や学年集会等で指導した。 

  ⑦ 児童会活動や生徒会活動など，全校での主体的な活動として取り組んだ。 

  ⑧ 学校のいじめ対応方針や指導計画等を保護者等に理解を図った。 

  ⑨ いじめ防止チームや教育相談の体制の整備・見直しを図った。 

  ⑩ スクールカウンセラー等の相談活動の啓発を図った。 

  ⑪ ダイヤルＳＯＳや福島いじめＳＯＳ２４等相談窓口の周知と広報をした。 

  ⑫ その他（その他に取り組んだ実践がありましたら具体的にお書きください。） 

 

 

 

２ 「いじめ防止チーム」について回答願います。該当する番号に○を付け，□内に回数 等を記入願

います。 

 （１） 今年度「いじめ防止チーム」の会議はどの程度開催されましたか。         

 

      ① 調査日までに開催した。 

       

 

      回 

 

 

   今後の開催予定回数 

 

 

      回 

 

 

   ② 開催していない。    今後の開催予定回数 

 

 

      回 

 

 （２） 「いじめ防止チーム」の活動内容の概略を回答願います。 

       なお，活動内容が分かる資料がある場合は，「別紙資料」と記入し添付願います。 

 

（例）・開催時期  ・活動内容   ・その他 

 

 

 

 

 

 


