
平成２７年度第１回いじめ問題対策連絡協議会資料

いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況等
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１ 総務部学事課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○千葉県いじめ重大事態再調査会の設置
・再調査会は県立学校，私立学校のいじめの重大事態の調査結果について再調査を実施
・重大事態とは，「いじめが原因で，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」，「いじめが原因で，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」場合

・教育等に関する学識経験者を事案発生の都度，委員として任命
○スクールカウンセラーの充実
・スクールカウンセラーを配置している私立小・中・高等学校に対して補助金を交付し，
校内教育相談体制の充実を図った。平成２６年度は私立学校４４校に対して２３,７６０
千円を交付した。

○ネットパトロールの情報提供
・私立中学校，高等学校に係るネットパトロールの情報について，当該校に注意喚起と指
導を依頼を行っている。当該校の管理職に一報を入れ，内容の確認を依頼するとともに，
削除依頼を含めた指導を依頼している。

○関係文書の迅速かつ確実な送付
・文部科学省や県教育庁から発出された，生徒指導やいじめ問題に関係する文書を，迅速
かつ確実に送付し，学校に協力依頼を行なう。

○関係機関との迅速な連携
・いじめに関係する相談等が生じた際は，関係部署に相談するとともに，速やかに対応し
ている。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

○千葉県いじめ重大事態再調査会の設置
・現在のところ，重大事態は発生していない。
○スクールカウンセラーの充実
・スクールカウンセラーの整備・活用をさらに促す必要がある。
○ネットパトロールの情報提供
・結果としてネットいじめの状況となってしまったケースでは，学校指導に対して保護者
が納得せず，苦情を申し立てる事案も発生していることから，児童・生徒及び保護者を
対象とした講演会等の実施をさらに促す必要がある。

・指導する側の教職員向けの研修の推進に向けた働きかけを進めていく。
○関係文書の迅速かつ確実な送付
・メールを活用し，迅速かつ確実に通知している。
○関係機関との迅速な連携
・様々な事例を参考に，適切な対応がとれている。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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２ 健康福祉部健康福祉政策課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○千葉県人権施策基本指針の改定（平成２７年２月）
・いじめの早期発見，いじめへの適切かつ迅速な対処に取り組むこと
・お互いの個性や能力を尊重し合うなどの人権意識を養うこと
を明記した。

○県内小・中・高等学校等への啓発ビデオの貸出し
・平成２６年度貸出件数 ４４件（視聴人数９，４０５名）…いじめ問題以外も含む
○人権問題研修会支援事業
・平成２６年度講師派遣実績 １１件（受講人数３，１３５名）…同上
○Ｊリーグ（ジェフユナイテッド市原・千葉）と連携・協力した啓発活動
【主催：県，県教委，千葉市，千葉地方法務局，千葉県人権擁護委員連合会，千葉県人権
啓発活動ネットワーク協議会】

・平成２６年度実績 「みんなで『人権サポーター』になろう。」というメッセージとと
もに相談連絡先の周知を図り，いじめ撲滅に向けた取組を実施した。
スタジアム啓発の実施（千葉市主体）
ポスターの作成，配布（２，５００枚）（県主体）

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・千葉県人権施策基本指針に則った施策を推進していく必要がある。
・今後も，児童・生徒向けのいじめをテーマとしたビデオのライブラリを増やしていくと
ともに，学校やＰＴＡ等で利用可能な人権問題研修会支援事業，啓発ビデオ貸出しにつ
いて引き続き周知に努める必要がある。

・いじめ相談ダイヤルの周知を目的としたポスターについて，各学校に１部ずつ配布して
いるが，校内のより多くの場所に掲示したいという要望があったため，県ホームページ
からのダウンロード等，対応を検討する必要がある。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

３ 健康福祉部児童家庭課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○児童家庭相談への対応
・児童家庭相談への対応（６児童相談所）
○関係機関との連携
・児童虐待相談等，児童相談所に寄せられる児童家庭相談のうち，いじめ問題を含む相談
については，学校や教育委員会との十分な連携を図るとともに，必要に応じて医療機関，
警察等にも協力を依頼している。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・平成２５年度の千葉県児童相談所（千葉市含まず）における相談受付件数のうち，いじ
め問題を含むものは３件であり，助言をおこなった。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・引き続き，学校や教育委員会等との連携を密にし，いじめ問題等に対応していきたい。
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４ 環境生活部県民生活・文化課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）について
（１）実施方法
・ネット監視員２名を配置し，パソコンと携帯電話を使用して，県内の全ての中学校，高
校，特別支援学校（計約６３０校）の生徒が行っているＳＮＳなどについて，監視を行
っている。

（２）問題のある書き込みを見つけた場合の措置
・特に問題のある書き込み（レベル２，３）を発見した場合に，教育委員会等に連絡し，
削除を含めた生徒への指導を依頼。

・自殺，ネットいじめ，事件性の高いものについては，学校，教育委員会，警察など関係
機関と早急に対応。

・毎月，ネットパトロールの結果と情報を教育委員会等に情報提供し，教員の研修や生徒
への指導に役立てるなど，インターネットの適正利用について啓発を図る。

○インターネットの適正利用についての普及啓発のための取組
・インターネットの適正利用について啓発を行うため，学校，関係機関の要請に応じ，児
童生徒，保護者，学校関係者等が主催する講演会において，職員を派遣し講演を実施し
ている。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

【平成２６年度ネットパトロール実施結果】
・ツイッターなどのＳＮＳへのネットパトロールを強化した結果，平成２５年度より
１，４１４人多い，４，６８９人（２５年度比４３％増）の問題のある書き込みを発見
した。問題のある書き込み数は前年度よりも約１，４００人増えたものの，特に問題の
ある書き込み数が前年度よりも６６人減った。

【平成２６年度講演実績】
・８７回実施し２２，２０３名参加があった。県内全域から講演の要請があり，需要が高
まっていることがうかがえる。
→問題のある書き込みが依然として増加している。さらにインターネットの適正利用に
ついての啓発が必要である。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・インターネット上に氾濫する有害情報から青少年を守るため，今年度も引き続きネット
パトロール事業を継続し，関係諸機関と連携・協力していきたい。ネットいじめの疑い
がある書き込みについては，関係諸機関に迅速に報告し，早期発見・早期対応の一助と
なるよう努めていきたい。

・今後も，インターネット適正利用についての普及啓発を推進するため，要請に応じ，児
童生徒，保護者，学校関係者等が主催する講演会において職員を派遣し講演を実施する。
併せて，講演時に活用する啓発資料を作成し，より一層の活動の充実を図りたい。
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５ 教育庁企画管理部教育政策課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○学校問題解決支援対策事業
・学校が単独で解決困難な事案に対して，学校や市町村教育委員会を支援し，教員が子ど
もと向き合う時間の確保に資することを目的とした事業。（平成２２年度から実施）

・弁護士，精神科医，臨床心理士等を委員とする学校問題解決支援チームを設置し，２か
月に１回程度，会議を開催。

・必要に応じて，緊急の弁護士相談や臨時の支援チーム会議を開催して，問題の解決に向
けた指導助言をするなど，学校等の支援にあたる。

・委員を講師として，学校問題の未然防止・早期解決に資する教職員対象の研修の実施。
○豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用の推進
・県教委が「あいさつ」「助け合い」「コミュニケーション能力」等，人間関係づくりに
必要な基本的な力を育むことをねらいとして作成した「豊かな人間づくり実践プログラ
ム」の活用促進を図るとともに，教員の授業力の向上を図る。

・小中の初任研等，若手教員を対象に指導法の希望研修（授業実践を行っている教員を講
師とし，授業の進め方や留意点等の講義，模擬授業などの演習等）を実施。

・プログラム実施に係る講師事前講習会の実施。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

○学校問題解決支援対策事業
・専門家の視点からいただいた助言をもとに，関係者が話し合い，問題の解決に至った。
・希望研修では，例年１００名を超える申込がある。
・学校問題解決対応能力の向上を目的とした資料を作成し，関係機関に配付。
・新たな問題がないか，より積極的に情報収集を行う必要がある。
○豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用の推進
・実践プログラムの更なる効果的な活用のため，モニター校を指定し推進を図っている。
・希望研修では，例年１００名を超える申込がある。
・県外からの視察。
・更なる実施率の向上が課題である。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

○学校問題解決支援対策事業
・引き続き，学校等が本事業をより手軽に活用できるように運用方法の改善を図るととも
に，周知を進める。

○豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用の推進
・引き続き，モニター校による推進，実践プログラム授業力アップ希望研修の実施，初任
研でのプログラム実施に係る講師事前講習会の実施を行い，学校での実施率の向上を図
りたい。
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６ 教育庁教育振興部生涯学習課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○「学校から発信する家庭教育支援プログラム」活用の推進
・就学前健康診断や入学説明会，入学式，保護者会など多くの保護者が集まる機会をとら
え，資料を配付し，本プログラムの活用を啓発した。

・１１月１６日の「家族の日」とその前後の「家族の週間」に合わせて，本プログラムの
中から，特に「親子のコミュニケーション」や「子どもとの会話や過ごし方」等につい
て活用するよう，幼稚園・保育所・小学校・中学校等に改めて依頼した。

・今年度は，「学校から発信する家庭教育支援プログラム検討会議」を設け，スマートフ
ォン等の使用について（学校から家庭に向けた）の啓発資料を追加し，ホームページか
らダウンロードできるように取り組んでいる。

・平成２６年度活用状況：保育所：２２％，幼稚園：６９％，小学校：９１％，中学校：
８４％

○ウェブサイト「親力アップいきいき子育て広場」の運営
・子育てや家庭教育支援に係る知事部局・教育庁関係各課からの情報に加え，携帯電話や
スマートフォンの安全な使用に関する知識や危険性について啓発する外部サイトも併せ
て紹介した。また，新たに関係課を増やし，内容の充実を図った。

・平成２６年度のアクセス数（平成２７年３月末現在）４７６，２２６件（パソコン・ス
マートフォン８８，５６３件 携帯３８７，６６３件）

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・急速な情報化社会の進展に伴い，スマートフォン等の情報端末を介して，子どもたちが
ネットいじめ・非行・犯罪被害など様々なトラブルに巻き込まれるケースが増加してい
ること等から，現状に合ったプログラムの追加等が必要である。

・家庭教育に関して近年課題となっている内容等を踏まえた情報の提供を心掛けるととも
に，引き続き，内容の充実と必要に応じた更新を図ることや，市町村や各種団体に向け
てウェブサイトのリンク貼り付けを促し，保護者へのサイトの周知に努める必要がある。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・「学校から発信する家庭教育支援プログラム」活用推進事業において，非常に多くの協
力をいただいている。いじめ問題を含めた善悪の判断や社会的なマナーの向上などを図
るための家庭教育力を高めるために求められる資料の追加や啓発を進めていきたい。そ
のための指導資料，啓発資料等，活用事例があれば随時紹介等協力をいただきたい。

・「学校から発信する家庭教育支援プログラム」は，保護者向けの啓発資料編と学校行事
で教員が保護者に働きかけるための指導プログラム編で構成されている。本協議会の機
関・団体をはじめ様々な関係機関から情報提供を受け，家庭への情報発信や啓発活動に
努めていきたい。
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７ 教育庁教育振興部指導課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○未然防止に向けた心の教育（各学校）
・命を大切にするキャンペーン・豊かな人間関係づくり実践プログラムの実施
・道徳教育の推進（いじめを題材とした映像教材（ＤＶＤ）の配付）
○主な取組
・教育相談体制の充実（平成２７年度）
スクールカウンセラーの配置（県立高校８０校，千葉市を除く全公立中学校，小学校７０校）
スクールソーシャルワーカーの配置（地区不登校等対策拠点校５校）

・いじめ対策調査会（平成２６年度～）
７人の委員による有識者会議の開催（いじめ対策施策の審議等）

・いじめ問題対策連絡協議会（平成２６年度～）
３８機関等による本協議会及び，１３の機関等によるネットいじめ専門部会

・いじめ防止指導・啓発資料等の作成・配付（平成２６年度～）
教職員向けいじめ防止指導資料集（国公私立小中高特別支援学校の配付）
保護者向けいじめ防止啓発リーフレット（国公私立小中高特別支援学校の全家庭に配付）
児童生徒向けいじめ防止啓発リーフレット（国公私立小中高特別支援学校のデータ配付）

・生徒指導アドバイザーの配置（平成２７年度～）
生徒指導アドバイザー（嘱託職員）を各教育事務所管内拠点校５校に配置

・いじめ問題対策支援チームの派遣（平成２７年度～）
生徒指導アドバイザー・スクールカウンセラースーパーバイザー・指導主事がチームと
なり，県内高等学校２５校を２回ずつ，市町村立小中学校２５校を１回ずつ訪問

・いじめ問題リーダー養成集中研修（平成２７年度～）
県内小中高特別支援学校のリーダーとなる職員２４０名に２泊３日の宿泊研修を実施

・いじめ問題対策総合研修の実施（平成２７年度～）
全小中高特別支援学校の管理職を対象に，いじめ問題・児童生徒の自殺予防の総合研修を実施

○関係機関との連携
・県警本部・千葉市との担当者連絡会議の開催
・県民生活・文化課，ＮＰＯ企業教育研究会，県警等との連携によるネットいじめ対応

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・法及び条例の施行を受けて，各学校で基本方針や組織が設置され，当課においても様々
ないじめ防止対策を整備することができたが，関心の高まりが一時的なもので終わらな
いよう，引き続き学校現場，県民の意識を啓発していくことが課題である。

・各学校に対して，「学校いじめ防止基本方針及びいじめ防止対策のための組織の見直し
による，より実効性の高いものへの改善」等を，引き続き適切に指導・助言していかな
ければならない。

・様々な研修等をとおして，いじめ問題対策に係る教職員の対応力や指導力の向上を引き
続き図る必要がある。

・ネットいじめ対策が喫緊の課題である。特に無料通信アプリを使ったいじめに関しては
表面化しにくく，深刻化しやすいため具体的な対策が必要である。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・いじめ防止対策の直接の担当課として，本協議会の機関・団体をはじめ様々な関係機関
と良好な関係が構築できたと考えている。今後，それぞれの担当者が変わってもこの関
係を継続し，十分に連携していじめ問題に取り組んでいくことができるよう，確実に引
き継いでいきたい。

・学校現場に対しては，特に「学校いじめ防止基本方針及びいじめ防止対策のための組織
の見直しを行ってより実効性の高いものに改善すること」，「各学校に配付した『教職
員向けいじめ防止指導資料集』を有効に活用すること」，「関係機関等と確実に連携し
ていじめ防止対策に取り組むこと」の徹底を図りたい。

・学校現場に対しては，いじめ問題の発見・通報を受けた場合，報告連絡体制を徹底し，
組織で迅速かつ適切に対応することの徹底を図りたい。
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８ 教育庁教育振興部特別支援教育課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○担当する主な関係事業等
・特別支援学校生徒指導主事連絡協議会の開催
・指導主事訪問をとおして，いじめ防止対策の取組状況の確認
・特別支援学校への非常勤講師の配置
○関係機関との連携
・関係各課と情報共有を行いながら，必要な情報を各特別支援学校に周知

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・特別支援学校生徒指導主事連絡協議会では，外部講師によるスマートフォンや携帯，Ｓ
ＮＳに関するトラブルや対策の現状についての講義を行ったり，地域の関係特支との情
報交換の時間を設定するなど，いじめ防止に向けての喫緊の課題理解や他校の取組を確
認できた。

・指導主事訪問をとおして，各特別支援学校の「学校いじめ防止基本方針」を確認し，学
校の実情に応じた内容になるように指導・助言を今後も行っていく。

・平成２６年度は２５校に３６名の理学療法士，作業療法士，言語聴覚士等の専門家を配
置し，専門的な立場から自立活動等に関する指導，評価を得て，個に応じた適切な指導
支援につなげることができた。今後，さらに具体的な指導に反映できるようにしていく
必要がある。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・特別支援学校におけるいじめ防止対策のために関係機関から色々な情報提供を得るとと
もに，連携して対応できる関係をもつことができているので，今後も継続し，連携して
いじめ問題に取り組んでいくことができるようにしていきたい。

・学校現場には，「学校いじめ防止基本方針」及びいじめ防止対策のための組織の見直し
を行ってより実効性の高いものに改善すること，各学校に配付した「教職員向けいじめ
防止指導資料集」を有効に活用すること，関係機関等と確実に連携していじめ防止対策
に取り組むことを継続して指導していきたい。
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９ 教育庁教育振興部教職員課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○いじめ・不登校等生徒指導の充実のための教員加配，非常勤講師の配置を行う。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・平成２６年度は，国から措置される定数と県単独の定数を活用して，いじめや不登校な
ど，児童生徒の問題にきめ細かな対応をするための教員を，全学校種で３３７名を配置
した。また，生徒指導の充実を図るための非常勤講師を状況に応じて配置した。

・成果については，児童生徒一人一人の心に寄り添った指導ができ，改善の方向に向かう
ケースが増え，不登校率が低下した。また，適応指導教室指導員や担当教員，加配教員，
担任がより密接に連携することで，指導の継続性が図られ，児童生徒の改善が図られる
ようになった。

・課題については，各市町村の要望数に応じた人的措置がされていない。
・平成２７年度は，全学校種で児童生徒の問題にきめ細かな対応をするための教員を，
３３８名配置している。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・先日行われた財政制度分科会において，「加配定数の計画的な削減」を含めた教職員定
数の削減が主張されており，仮に加配定数の削減が進められることになれば，児童生徒
の問題にきめ細かな対応をするための教員の配置に非常に重大な影響が出ることが想定
される。

・文部科学省も学校を取り巻く環境が複雑化・困難化し，教員に求められる役割も拡大す
る中で，加配定数の改善が必要と考えている。また，加配の活用状況や効果についても
求めていることから，学校現場には，加配された教員がいじめや不登校等といった生徒
指導の課題に対し，効果的に機能するためにはどうしたらよいか，またどのような効果
があるかを十分に意識してもらいたい。

１０ 教育庁教育振興部学校安全保健課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○いじめ問題に係る報告の受信
・学校から正確な情報を収集する。
・詳細確認後の指導課生徒指導・いじめ対策室への連絡を学校に指示する。
○いじめの重大事態に関する報告の受信
・学校から正確な情報を収集する。
・詳細確認後の指導課生徒指導・いじめ対策室への連絡を学校に指示する。
・いじめの重大事態について関係課に連絡をする。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・いじめ問題に係る報告を受けた時は，指導課生徒指導・いじめ対策室と連携を図り情報
を共有した。また「いじめの重大事態」の報告を受けた時には，関係課に連絡し対応の
準備を整えた。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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１１ 教育庁教育振興部体育課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○運動部活動における望ましい人間関係づくり
・安全で充実した運動部活動のためのガイドラインの活用
・運動部活動指導者講習会や保健体育主任等研修会で積極的な取組の奨励と注意喚起
○スポーツマンシップ教育の充実
・「目指せ スポーツマンシップ 日本一！」のポスターを作成し，中・高等学校や競技
団体に配布

・保健体育主任等研修会での講演や関係団体との共催による講演会を実施
○運動を通した仲間づくり
・いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツランキングちば」の実施
仲間と楽しく集団で協力しながら運動に取り組むことにより，好ましい人間関係や社会
性を育成する。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・様々な研修会や講演会を通して指導経験の少ない運動部活動指導者等に対して，いじめ
防止につながる取組についての意識を向上させることができた。

・毎日，多くの時間をかけて行う運動部活動は，部員同士のつながりも深くなるため，仲
間づくりに大変有効であるが，問題が起こると深刻化してしまう場合も多くある。それ
を念頭に置いて，顧問と部員，部員同士がお互いに認め合い，良好な人間関係を構築し
ていく必要がある。

・特に，教師が一方的に教え込むのではなく，児童生徒に自ら考えさせる場面を増やした
活動に転換していくよう呼びかけていく。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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１２ 千葉県総合教育センター

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○研修事業
・初任者研修，経験者研修，教務主任研修，新任教頭研修，新任校長研修等でいじめの問
題対策に係る教員の指導力向上を図る。

○出前リーダー養成塾
・市町村教育委員会の要請を受けて実施している「出前リーダー養成塾」においていじめ
問題を扱い，指導力向上を図る。

○情報モラル指導実践研修や視聴覚教育メディア研修等
・ネットいじめ防止について研修を行う。
○学校支援事業

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

＜成果＞
・いじめ関係研修事業は２９研修，延べ３６日実施し，研修参加者数は４，９４４名であ
った。

・昨年までの初任研，５年研，１０年研，リーダー研，教務主任研に加え，新任教頭研，
新任校長研，新任養護教諭研にいじめに特化した研修を取り入れた。（いじめへの対応，
未然防止，人間関係づくり等の講話・協議・事例演習等）

・出前リーダー養成塾では，２市において，いじめ問題を扱い指導力向上を図った。（香
取市・匝瑳市）

・初任研では各校種１日，また，情報モラル指導者実践研修や視聴覚教育メディア研修の
中でネットいじめの防止について扱った。

・学校支援事業（情報モラル関係)として，県内小学校，高校，民間研究会の研修会講師
として児童・生徒，教職員，保護者２４０名に指導助言を行った。

＜課題＞
・いじめ対応の研修への参加者のうち前期層（経験１年～１０年）の教員の割合が８０％
を占めており，中期・後期層（１１年目以降）対象の研修の充実が課題である。

・ネットいじめ防止については，講話や演習が中心になっており，児童生徒が体験的に学
習できる情報モラル教育の教材開発が必要である。

・情報モラルに関する児童生徒の実態や，教員の具体的な取組状況等を的確に把握し，必
要な情報を提供することが必要である。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・前期層の研修の質の向上を図るため，講義形式からグループ討議を入れた演習等を取り
入れていく。

・中期層・後期層の研修の場の確保として，リーダー養成塾を全県下に広報し活用を図る。
・ＳＮＳ体験アプリを平成２８年度に作成する。普及著しいＳＮＳ体験研修が実施できる
環境整備を各方面にお願いしていきたい。

・平成２７年度中に全県の児童・生徒，教職員対象の情報モラル関係調査を行う。
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１３ 千葉県子どもと親のサポートセンター

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○教育相談事業
・児童生徒，保護者，教職員に対して専門的な立場から教育に関する相談を実施
・個々の状況に応じた相談活動を通した支援・援助の実施
・各相談機関とのネットワークを構築
・相談者のニーズへの総合窓口
○２４時間いじめ電話相談（「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」へ移行準備中））
・休日・夜間を含めた２４時間のいじめ電話相談の実施
・平日１７時１５分以降，休日時間帯のいじめ相談にかかわる電話受付を外部委託
○研修事業
・教育相談基礎研修，教育相談上級研修，学校カウンセリング専門研修，指導者養成研修
等の実施

・生徒指導リーダー育成研修等の実施
○スクールアドバイザー事業
・学校主催の生徒指導および家庭教育に関する講演会や研修会等に，心理学や生徒指導を
専門とする大学教授等を講師として派遣

・千葉県スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー及び訪問相談担当教員が，
より高度な専門知識・技能等を有する有識者等から指導助言を受け，支援することを目
的として，スーパービジョンを開講

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・教育相談事業については，いじめ以外の内容を主訴とする相談の中にも，背景にはいじ
めがあったり，いじめに発展する可能性のあるトラブルがあったりした。相談の総合窓
口として，必要に応じて，学校や関係機関と連携し，予防及び早期発見等を行ったが，
今後は学校を含めた関係機関との連携をより速やかなものにしていく必要がある。

・電話相談は，相談状況（リピーターを含む）に応じた対応についての検討と担当者間の
共通理解を図る。

・研修事業の開催により，いじめの背景等を理解し，いじめを防ぐ手立てを考える機会に
なった。また，子どもを取り巻くネット社会について学ぶ機会となったが，様々な校種
の教諭が受講するため，それぞれの課題に具体的に対応することが必要である。

・スクールアドバイザー事業については，昨年度２２３件の活用申し込みがあり，教職員
の研修，事例検討会などに活用されたが，スクールアドバイザー事業の活用方法や内容
についてより一層の広報活動を行い，各学校に浸透させていく必要がある。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・ネットいじめ・トラブル等に対応する相談窓口が少ないため，専用の窓口を開設し，専
門的知識をもった相談員を配置することが望まれる。また，被害状況の把握と対応策を
各機関と連携して考えていく必要がある。

・ネットいじめについて扱った内容の講座を，研修事業に継続して取り入れていくことを
検討している。その際に，講師の選定や会場などで他機関と連携し，より効果的かつ効
率的な研修事業を実施したい。
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１４ 千葉県中央児童相談所

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・児童相談所では，育成相談，非行相談などを行っており，必要に応じて学校と連携して
対応している。

・中央児童相談所では，子ども家庭１１０番事業を実施し，２４時間・３６５日体制で児
童虐待をはじめとする電話相談に対応している。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・関係機関が連携して対応することが重要であると考える。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

１５ 千葉県警察本部生活安全部少年課 （１７ 千葉県少年センター）

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○ヤング・テレホン
・本部少年センター内にフリーダイヤル回線による相談窓口（ヤング・テレホン）を設置
し，主に非行問題や犯罪被害等の悩みや問題を抱える少年や保護者からの電話相談を受
理し，適切な助言・指導を行っている。

○スクール・サポーター制度
・スクール・サポーターは，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の児童生徒を
対象とした非行防止や立ち直り支援，学校における児童生徒の安全の確保」などを目的
とし，主として，非行問題等を抱える学校からの要請に基づいて派遣し，「教職員に対
する生徒指導や健全育成に係る助言」，「学校が実施する学校内外のパトロール活動へ
の支援」など，学校への支援活動を行っている。

○非行防止教室
非行防止教室は，児童生徒の規範意識の向上や犯罪被害等の未然防止を目的として，小
・中・高校生等を対象に学校関係者の理解と協力を得て，少年補導専門員などの警察職
員を派遣し，教材を使用して開催している教室であり，児童生徒の規範意識のより一層
の醸成を図っている。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・学校における「いじめ」事案については，条例の施行等を踏まえ，学校関係者と連携し
たいじめの防止に向けた取組やいじめ行為が犯罪等に該当する場合には，被害少年や保
護者等の意向，ないしは学校における対応状況等を踏まえながら，必要な対応を図って
いる。

・しかしながら，少年の生命，身体の安全が脅かされるような重大事案があれば，積極的
に捜査，補導等の措置を講じる必要がある。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・いじめ防止に向けた広報啓発や学校からの要請の基づくスクール・サポーターを派遣す
るなど，いじめ問題に取り組んでいる関係機関への支援を引き続き行っていきたい。
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１６ 千葉県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

〇ネット安全教室による啓発活動
・児童，生徒，保護者，教職員等に対し，ＳＮＳ等でのいじめの事例を紹介し，悪質な誹
謗中傷などを誘発しない環境を作るように啓発活動を行った。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

〇ネット安全教室実施結果（平成２６年中）
・小学校 ３４２回 ４９，４０５人
・中学校 １５２回 ４３，２８８人
・高校 ６１回 ２７，１３６人
・保護者等 ２２０回 １５，１２４人
・教職員 ４７回 １，９６５人

計 ８２２回 １３６，９１８人

について実施した。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

〇今後の取組について
・少年課と情報共有を図り，より効課的な啓発活動を行っていきたい。
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１８ 千葉市教育委員会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

(1) 千葉市生徒指導調査委員会にて，教職員の資質や力量向上のため，研修体制の充実及
び啓発・指導資料の作成を行っている。

(2) 生徒指導特別対策委員会の設置
小・中学校における生徒指導上の諸問題について情報交換を行い，その対策について

協議する。年間１１回開催している。
(3) 千葉市教育委員会いじめ等の対策及び調査委員会の設置

いじめの防止等のための対策を行うこと，いじめ等による重大事態における事実関係
を明確にし，当該重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止を図ることを目的とし
て，定例としては年３回開催している。

(4) いじめ問題対策連絡会の設置
学校関係者，警察関係者，関係各課等が，いじめ問題に対して，それぞれの立場でど

のような対策を講じているか等について情報交換を通して共通理解を図り，必要に応じ
て連携を図ることを目的として，年間３回開催している。

(5) 教育相談ダイヤル２４の実施
いじめ問題等に悩む児童生徒や保護者等がいつでも相談できるように，夜間・休日を

含めた２４時間の相談を実施している。
(6) 長期欠席対策担当教育相談員による学校訪問の実施

各学校の長期欠席児童生徒の状況を調査し，必要に応じて相談を受けたり，直接学校
訪問をし，対応についての指導，援助を行っている。

(7) スクールカウンセラーの配置と体制の強化
全中学校５５校と拠点小学校にＳＣを配置し，児童生徒や保護者等の悩みの相談の解

決にあたる。また，２区に１人の割合で３名のスーパーバイザーを配置し，緊急時対応
及びＳＣからの相談対応を行っている。

(8) スクールソーシャルワーカーを２名から４名に増員し，委員会で把握しているケース
や学校から相談されたケースに対応している。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・喫緊の課題について調査研究し，教職員の研修に役立つ啓発・指導資料を作成したが，
校内研修はもちろん，関係機関と連携した研修を充実するよう努める。

・「学校いじめ防止基本方針」の見直しと修正を行い，ホームページ等により，保護者や
市民に公開しているが，いじめ防止等に関する理解の促進をより図る必要がある。

・学校におけるいじめの防止等のための研修の充実や対策の適切化を図るため，心理や福
祉等に関する専門的知識を有する者，いじめへの対処に関し助言できるものなどの人材
にかかわる情報提供を適切に行う必要がある。

・ＳＣやＳＳＷ，相談機関によるカウンセリング等を活用し，児童生徒及び保護者が，い
つでも相談できる体制づくりに努める必要がある。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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１９ 千葉少年鑑別所

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・中学校教師に対するコンサルテーションのほか，保護者の子育ての悩みに関する心理相
談を複数回実施（電話相談，来所相談）。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・本年６月に少年鑑別所法が施行されたことにより，地域社会の非行・犯罪防止に関する
専門的な援助が本来業務として位置付けられた。

・今後，地域援助業務については，「千葉法務少年支援センター」の名称を用いて行うこ
ととなり，関係機関との連携を一層密にしながら，心理相談，事例検討会への参加，研
修，法教育等を行いたい。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

特になし

２０ 千葉地方法務局

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○啓発活動を通じて，未然防止，早期発見の推進
・「子どもの人権を守ろう」をテーマに，各種啓発活動に取り組む
・いじめの根底には，人権意識の希薄さがあることから，子どもたちに人権尊重について
理解させる。

○担当する主な関係事業等
・「子どもの人権１１０番」
全国共通のフリーダイヤルによる専用相談電話を設置し，人権擁護委員とともに相談に
応じる。

・子どもの人権ＳＯＳミニレター
全国の小中学校の児童生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を配布し，人権擁護委
員とともに返信する。

・「人権教室」の実施
主に，小中学校を訪問し，人権擁護委員が講師となって授業を行い，児童生徒に対して
人権尊重の意識を理解させる。

・全国中学生人権作文コンテスト
中学生が人権をテーマに作文を書くことにより，人権尊重の重要性を理解してもらう。

・子どもの人権ポスター原画コンテスト
小中学生が，人権ポスターを描くことにより，人権尊重の重要性を理解してもらう。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・人権教室をはじめとした各種啓発活動を行うことにより，子どもに人権尊重の重要性，
必要性を理解してもらうことができたと考えている。

・中学生人権作文コンテストの入賞作品を授業で活用し，人権について考えてもらうこと
により，人権尊重について理解を深めることができた。

・今後は，中学生や高校生を対象とした，新しい形の人権教室を実施していくことを検討
している。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・関係機関の担当者が，情報交換をする場を多く設けていくべきであると考える。
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２１ 千葉保護観察所

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・青少年の非行防止という観点で，“社会を明るくする運動”を展開。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・平成２６年度における“社会を明るくする運動”では，犯罪や非行のない安全・安心な
地域社会を築くための広報活動等を行い，県内で７４３回の行事が開催され，延べ２万
９千人の方が参加した。

・学校と保護司との連携の一環として，生活指導担当教諭等との座談会が県内で４９回開
催され，延べ５４０人が参加した。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を目指す活動を展開している保護観察所や民間
ボランティアである保護司にとって，地域コミュニティーの核となっている学校は，重
要な連携先の一つであると認識している。本協議会を通じて，学校等の関係機関の現状
を把握し，青少年の非行防止という観点で，協力関係を構築していきたい。

２２ 千葉県都市教育長協議会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・都市教育長協議会としての取り組みはありません。
・千葉県の方針に沿って，各市で対応しております。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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２３ 千葉県町村教育長協議会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○いじめ防止や相談体制の充実
・千葉県教育予算及び人事に関する要望書
（内容）スクールカウンセラー等の配置，拡充

①相談が複雑・多様化しているので，配置時間の拡大を要望
②全小学校への配置及び各市町村専任の１名派遣を要望
③スクールソーシャルワーカーの増員と配置時間の拡大を要望

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・スクールカウンセラー配置時間等が年々増加傾向されていることから，今後も，協議会
全体で連携し，根強く拡大を要望していきたい。

・各町村の条例や基本方針の整備状況について確認したい。
・各町村のいじめ防止の取組や個別事案等の情報交換を継続的に行いたい。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

２４ 千葉県小学校長会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

＜生徒指導部＞
・「生徒指導だより」を年間２回発行し，全県下各小学校長並びに関係諸機関へ配布し，
もって生徒指導実践事例等を広く広報し，生徒指導推進の啓発を図る。

・小中学校の生徒指導部の合同研修会を開催し，実践交流を通して共通認識を深め，小中
生徒指導の連携推進を図る。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・ネットによるいじめを含む事件事故を未然に防ぐための，各地区の取り組み等情報交換
を充実させる。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・いじめ問題の対策には，他機関との連携が欠かせないため，今後も連携を密にとりなが
ら活動していきたい。
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２５ 千葉県中学校長会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○学校いじめ防止基本方針等の見直し，修正，改善を図る。
・ホームページ上で公開し，周知を図る。
○生徒指導委員会や教育相談委員会などの充実を図る。
・いじめ事案は，担任一人に抱え込ませない。
・情報交換を密にし，いじめの早期発見，早期対応をする。
・スクールカウンセラーや養護教諭との連携をし，きめ細やかな対応をする。
・いじめ実態把握アンケートや生活アンケートを実施する。
・教育相談週間（年間３回程度）を位置づける。
・いじめ対応マニュアルの活用を図る。
○担任からの気づき（いじめなどに対する兆候）を大切にする。
・日々の健康観察や生活記録ノートなどから生徒の様子を把握する。
○道徳授業の充実
・命の尊さと個人の尊厳について深く考えさせ，道徳的実践力を身につけさせる。
○生徒会活動の充実
・集団の自助力を高める。
・「いじめ防止」に関する生徒会活動を展開する。
○家庭や地域（ＰＴＡ等の組織や育成委員会，自治会，民生児童委員会，１０００ｹ所ミ
ニ集会など）との連携を図る。

・保護者からの相談等の対応については，親切・丁寧に行う。
・外部機関等につなげる時は，迅速に行う。
○小中の連携を図る。
・いじめに関する児童・生徒の情報交換や防止・対策を練る。
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用・協力をする。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・学校いじめ防止基本方針や防止対策のための指導体制等が整備され，いじめ防止に関す
る職員の意識の高揚が図られている。

・ＳＮＳ等を使ったいじめ対策については，専門機関と連携を図りながら，対応策を講じ
ていきたい。

・外部機関（サポートセンター，警察本部少年センター，児童相談所）等との連絡会で情
報交換が密にされ，問題などについての解決策が講じられている。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・学校と関係機関との連携が密になり，組織対応が十分に図られている。この組織的，継
続的な取組を大切にしていきたい。

・学校いじめ防止基本方針および指針を，全職員でより実効性のあるものへと修正，検討
を行っていきたい。

・各学校が作成している学校いじめ防止基本の指針については，ＰＤＣＡサイクルで検証
する。

・生徒の生命の尊厳や生活の安心・安全を守るために最大限の努力をしなければならない
ことを再確認（覚悟）していきたい。
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２６ 千葉県高等学校長協会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○高校長協会関連の研究活動・取組
・生徒指導委員会による調査研究：「時代の変化に対応した生徒指導の在り方」
高校生のスマホ・携帯電話等利用状況に関する調査報告

・千葉県高等学校教育研究会生徒指導部会による教材冊子の作成・配付
「High School Life 21 高校生活の創造」－いじめについて考える項目を設定

○県並びに地区ごとの生徒指導推進研究協議会等での情報交換
・主に生徒指導主事が出席し，いじめ防止の取組等について協議・意見交換
○市レベルの学校警察連絡協議会への参加や情報交換
・いじめ対策やネットトラブルの指導に関する意見・情報交換
○各学校におけるいじめ防止等に関する取組
・ＬＨＲを利用した生徒向け講演会・講話の実施や職員研修会の開催

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・各学校でいじめ防止の基本方針や組織が設置・整備されたことで，いじめ問題への対応
基盤ができた。

・いじめを含むネットトラブルについては，関係機関とも連携し保護者・生徒に事の重大
性を粘り強く認識させるとともに，トラブルに関して生徒が相談しやすい体制をつくる
ことが必要かつ重要。

・体験活動や読書活動の推進，道徳教育の充実など，より一層「豊かな心の育成」に努め
ることが求められている。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・いじめ防止対策等の効果的な指導事例を情報共有できるネットワークをさらに強化して
いくことが大切。

・スクールカウンセラーを，各学校により手厚く配置することが望まれる。
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２７ 千葉県特別支援学校長会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○職業教育等課題検討委員会を新設
・近年知的障害者を教育する特別支援学校に比較的障害の程度が軽い生徒の入学が増えて
いる。専門学科や普通科（職業コース）が設置された特別支援学校の校長が委員となり，
職業教育の充実に係る課題やいじめ問題を含む生徒指導上の諸課題等についての協議を
開始した。

○年間を通じ（年１１回），学校運営上の諸課題について情報交換
・この中で，いじめ問題を含む生徒指導上の諸課題を協議している。
・一昨年度には，各特別支援学校で作成した「学校いじめ防止基本方針」や「年間活動計
画」等の案を紹介し合った。

・高等学校の管理職を経験した校長が講師となって，高等学校における校内の体制や対応
方法等についての研修をしたこともある。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・県内の特別支援学校で日々起こっているいじめを含む生徒指導上の諸問題について，日
常的に情報交換が行われ，各校長の意識が高まってきている。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・中学校を卒業して特別支援学校高等部に入学する生徒が急増し，入学当初の時期で，出
身中学校と特別支援学校との密接な連携が必要である。

・警察はもちろんだが，児童相談所，児童養護施設，児童自立支援施設等との連携も必要
である。

２８ 千葉県私立小学校協会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・校長会議での情報交換の中で，いじめに関する事例の報告やその対処が話題になり，ま
た当協会主催の教員研修会の分科会でいじめが取り扱われる場合もあるが，特に協会と
してこの問題への積極的な取り組みは行っていない。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・上記の理由で，特に成果や課題と呼べるものは無い。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・当協会は県内の私立小学校９校の加盟する小規模な団体である。
・年３回学期ごとに校長会議を開催し情報交換を行い，また毎年加盟校輪番で会場校とな
り，原則加盟校教員全員参加での研修会を行っている。
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２９ 千葉県私立中学高等学校協会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・理事長・校長会議や初任者教員研修会・養護教諭研修会など機会ある毎に，事例発表や基
本方針やいじめの防止，早期発見，早期対応等について情報を提供し情報共有してきた。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・私立学校では創立者の建学の精神・志の具現化につとめ設置者である各学校法人がスピ
ードや教育の質の向上，そして創意工夫を責任を持って取り組んでいる。取組の早い・
遅くはあるが，安心安全と危機管理を全てに優先し取り組んでいるのが現状である。そ
れが外部評価・評判に繋がり選ばれる私立学校となっているのが，また現状でもある。
協会としては今後ともスピードある情報提供・情報共有に努め私立学校の質の向上に繋
げたい。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・教員としての果たすべき役割は変わるわけではないが，私立学校と公立学校との間の大
きな違いがあり，教職員の責任と損害賠償責任の状況であると思います。私学の教員は，
何かリスク，重大事態があった場合，損害賠償請求の矢面に教員が立つことに成り，ま
た，学校法人が責任を負うことも含まれております。このようなことがあった場合，そ
の学校の生徒・児童募集の状況に反映し，学校の存続をも心配させるリスクの高い状況
なることを心配されますので，各校とも誠心誠意，創意工夫し対処しているのが実情で
す。そして，すべての学校にスクールカウンセラーは配置されているわけではない。県
や教育委員会は配置に係る補助金の拡充やカウンセラー人材確保紹介や研修の機会につ
きましても私立学校に道を開いていただきますよう切にお願いしたい。私立学校一法人
ではかなわない部分がありますのでよろしくお願い申し上げます。

３０ 千葉県養護教諭会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○「緊急支援に関する研修会」の開催
・毎年，夏季休業中に本会会員を対象に開催している希望研修会で，平成 19 年度から立
ち上げている。その中で，“学校における被害者支援”“発達障害への対応”“ジェンダ
ーを考える”“難病を抱える生徒への支援”“命の授業””震災に学ぶ”などをテーマに，
弱者や少数派の子ども達への支援について研修を継続し内容を深めている。講師には，
医師，大学教授・准教授，臨床心理士，被災県の教諭・養護教諭，難病体験者などを招
き，実例を元に講義をしていただいている。毎年，会員の半数近い７５０余名が受講し
ている。また，研修会終了後に研修報告をまとめ，本会ホームページに掲載している。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・研修会の受講人数も安定しており，受講後のアンケートに於いても毎年好評を得ている。
評価の高かった講師については，次年度もステップアップした講義を依頼しているので，
養護教諭の資質は高まっていると思う。

・ホームページに研修報告として掲載していることも，この研修会への意識を高めること
につながっている。

・しかし，この研修で得た知識や技術を，自分の学校に持ち帰り，どのように生かしてい
るか，あるいは生かすことができたか場面があったかなどの検証には至っていないので，
今年度はその点を各地区理事から地区情報として吸い上げていきたい。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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３１ 千葉県ＰＴＡ連絡協議会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○千葉県ＰＴＡ連絡協議会は県内２８郡市町ＰＴＡ連絡協議会（連合会）からなる
＜本協議会の取組＞
・年４回開催される，理事会での情報交換
・県教委の取り組みを紹介
・千葉県ＰＴＡ研究大会で単位ＰＴＡの取組発表・意見交換
・知事・教育長あてに要望書を提出。その中で，「いじめ防止」や「児童虐待防止」を訴
えている。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・各単位ＰＴＡは，それぞれの学校の校長先生はじめ先生方と連携を取り合いいじめ防止
に取り組んでいるが，子どもたちの人間関係が教師や保護者に見えない部分が多くあり，
今後も引き続き連携をとっていきたい。

・また，保護者の中にも価値観の相違や教育力の違いなどから，足並みがそろわないこと
もある。

・更に，学校や家庭では気が付かない姿を見ていただいている「地域の皆さん」との連携
は不可欠であり，多くの地域で懇談会等を開催している。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・私たち保護者は，学校でのわが子の様子を直接見る機会は限られています。気が付いた
ことがあれば，すぐに連絡をしていただける。また，私たちも気軽に先生方に相談でき
る。そんな，人間関係を築くことが大切だと考えます。そこにＰＴＡの役割があると考
えます。

・これからも，今まで以上に先生方や地域の皆さんと連携を深めていきたい。

３２ 千葉県高等学校ＰＴＡ連合会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・県ＰＴＡ連合会は，様々な活動をとおして，高校生の健全育成を目途としていることか
ら定期総会，各地区における研究集会等，機を捉えて講演会等で「いじめ」防止を啓蒙
している。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・保護者においても，県や学校，社会の取り組みに理解を示すとともに，家庭や地域にお
ける防止策に関心を高めることができた。

・「学校いじめ防止基本方針」への理解を深めることができた。
・「いじめ」の実態を知ることができた。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等



- 23 -

３３ 千葉県特別支援学校ＰＴＡ連合会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・本団体は，県内の特別支援学校のＰＴＡ連合会のため，直接いじめ問題に対する取り組
みはおこなっていません。

・子どもたちの生涯を通じた支援を確かなものにするため，諸条件改善のための事業，理
解啓発活動を行っています。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・障害種を超えて交流を深めることで，障害児に関する情報の集約と提供に努めています。
・研究大会を通して，広く社会に障害児理解のための啓発活動を行っています。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・いじめの被害あっても障害があることで，なかなか人に伝えることができないなどが心
配される子どもたちであるだけに，いじめ防止基本方針が示されたことはとてもありが
たいです。

・障害があってもなくても，一人ひとりが，それぞれの目標に向かい，毎日を生きいきと
生活できるような社会になってほしいです。

・障害のある人を知り，理解を深めることにより，それぞれが自分を見つめなおし，手を
差し伸べあったり，一緒に歩んだりすることができるようになると思います。

・一人ひとりが様々な体験を通して視野を広げ，多くの人を知ることで，違う価値観を認
められるようになれば，いじめ問題も少なくなるのではと思います。
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３４ 千葉県臨床心理士会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

〇千葉県臨床心理士会の会員には，スクールカウンセラーや教員として勤務する者も多く，
小中高等学校内で，いじめの予防・初期対応にかかわっている。

・予防啓発としての心理教育の実施
・被害児童生徒のカウンセリング，加害児童生徒の背景理解と対応，教職員へのコンサル
テーション，家族関係の調整など

〇文部科学省の取り組み事例集に，全国１６県の臨床心理士会の取り組みの一例として掲
載された。

・中学１年生徒への全員面接：いじめの早期発見・早期対応のため，また「困ったときに
は受け止め役になれる大人がいる」ことを伝えるため，スクールカウンセラーが生徒一
人一人と個別面談を実施した。

・学級活動の時間を活用した心理教育の授業：人間関係で困ったときの対処法についてロ
ールプレイを組み込んだ授業を実施した。

〇いじめ予防についての研修を行った。
・千葉県臨床心理士会主催の研修会で，子どもの権利委員会弁護士を招いて「弁護士によ
るいじめ防止授業」の活動を紹介していただき，いじめ予防についての研修を行った。

〇県内にいじめ問題で重大事態が発生した時には，第三者としての臨床心理士を派遣でき
るよう，県教育委員会と連携を取っている。

〇会員が，市町村のいじめ問題対策連絡協議会等の委員を務めている。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・いじめ予防・初期対応や，児童生徒のコミュニケーションに齟齬が生じた場合の双方の
理解・受け止め役を務めた。また，児童生徒の対人関係の成長を促すよう，学校教職員
や保護者と協力して取り組んだ。

・予防啓発として，いじめが発生しやすい状況の中に，加害側のストレス耐性やストレス
対処法の誤学習があると考えられるため，ストレス・マネジメントや感情のコントロー
ル，アサーション・トレーニング等の自己調整・自己表現方法を身につけられるような
心理教育を実施していく必要がある。

・観衆や傍観者の児童生徒への対応として，止めることができなかった自責の念等を受け
止めると同時に，仲裁者になれるようなスキルを身につけさせることも必要である。仲
裁者としての機能を果たせるようになると，いじめは起きにくくなり，子ども同士での
解決も可能になってくる。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・児童生徒のいじめ問題には継続して関わる時間が必要であるが，校内でスクールカウン
セラーが関わるには週１日６時間では限界がある。限られた時間を有効に活用するため
にも，教職員や教育委員会とのより一層の連携を心がけたい。

・スクールカウンセラーが支援チームの一員として，「学校いじめ対策委員会」等に積極
的に参加をし，情報収集・情報共有を行えるような校内体制を，維持・継続していただ
きたい。

・教職員との協働・連携として，コンサルテーションを通して学級経営の間接的側面的な
支援や，道徳の授業のプログラム作りなどのサポートを行うことも有効と考える。この
ような支援に関する知識・技能については，スクールカウンセラー等も参加できる，研
修や現状を知る機会があればよいと考える。
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３５ 千葉県弁護士会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○弁護士会主催の事業
・「いじめ予防出張授業」の実施
弁護士が学校に出向き，過去に実際に発生したいじめ自殺事件を題材とした「いじめ予
防出張授業」を実施。

（実施校数）
平成２５年（実施初年度）は，中学校１校（４クラス）。
平成２６年は，小学校１校（３クラス），中学校２校（１１クラス），高校１校（８ク
ラス）
今年度は，現時点で，中学校３校，高校１校での実施が予定。
学校数・クラス数・学校種別いずれも拡大している。

・「子どもの専門相談窓口」の設置
非行・いじめ（少年問題法律相談），虐待（子どもへの虐待相談）等の問題について，
相談窓口を設置し，子どもの権利に詳しい弁護士が，無料の初回相談を実施。

○関係機関との連携
・臨床心理士との勉強会の実施
スーパーバイザーを務める臨床心理士や児相との勉強会を定期的に実施。
いじめ予防出張授業の内容や少年事件問題について意見交換を行っている。

・行政機関設置のいじめ等調査委員会への参加
市や教育委員会等が設置するいじめ等調査委員会に，弁護士が委員として参加し，いじ
め防止や適正な事実調査に向けて取り組んでいる。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

（いじめ予防出張授業に関して）
・授業で扱う題材が，実際に発生した深刻ないじめ事案や，憲法（人権）の話であること
から，各弁護士は，身近な話題に置き換える等，授業内容を分かりやすく伝えるため，
様々な工夫を行っている。

・そのため，いじめ予防出張授業を実施した学校からの再要望の声が多く，アンケート結
果をみても担任教諭らから好評価を得ている。

・生徒や教員の方のアンケート結果に基づき，更なる授業内容の改善に向けて工夫を継続
していくことが課題である。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・いじめ予防出張授業については，県内の学校と協力して，今後も，継続して実施してい
きたい。

・臨床心理士や児相等の関係機関と良好な関係を構築できていることから，今後も，定期
的かつ積極的に，勉強会や意見交換の場を作っていきたい。

３６ 千葉県医師会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

・いじめに特化した取組は特に行っていません。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等
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３７ 千葉県人権擁護委員連合会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○啓発活動を通じて，未然防止，早期発見の推進
・「子どもの人権を守ろう」をテーマに，各種啓発活動に取り組む
・いじめの根底には，人権意識の希薄さがあることから，子どもたちに人権尊重について
理解させる。

○担当する主な関係事業等
・「子どもの人権１１０番」
全国共通のフリーダイヤルによる専用相談電話を設置し，法務局職員とともに相談に応
じる。

・子どもの人権ＳＯＳミニレター
全国の小中学校の児童生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を配布し，子どもから

の相談に返信する。
・「人権教室」の実施
主に，小中学校を訪問し，人権擁護委員が講師となって授業を行い，児童生徒に対して

人権尊重の意識を理解させる。
・全国中学生人権作文コンテスト
中学生が人権をテーマに作文を書くことにより，人権尊重の重要性を理解してもらう。

・子どもの人権ポスター原画コンテスト
小中学生が，人権ポスターを描くこと

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・人権教室では，思いやりの心や，相手に対する優しさの大切さを理解してもらい，いじ
めは「しない，させない，見逃さない」という合言葉を啓発している。また，外部講師
として子どもと接することで，心が開かれ，交流ができる。

・人権ポスター原画コンテストの入賞作品をカレンダーやポスターなどの啓発物品に活用
している。

・今後は，中学生・高校生や保護者を対象とした人権教室ができないか検討していく。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・関係機関の担当者が，情報交換をする場を多く設けていくべきであると考える。
・学校側と本音で話合い，いじめ，不登校の問題について，地域も一体となって問題解決
につなげることが必要であると感じる。
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３８ ＮＰＯ法人企業教育研究会

①いじめ問題対策に係る各機関・団体の取組状況

○千葉県青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会（ちば地域コンソーシアム）
・平成２３年度から事務局を担当
・行政，警察，民間企業，ＮＰＯなどが集まって情報交換をする会議を年２回開催
・ケータイ・インターネット安全教室の実施先を公募して，講師を派遣している。
・「ケータイ・インターネット安全教室見本市」を開催している。
・ケータイ・インターネット安全教室の指導者養成講座を開催している。
○「考えよう，ケータイ」シリーズの配布
・ソフトバンクモバイル株式会社と連携して，道徳の時間などで活用できる映像教材を無
料で配布している。

・教材を活用した模擬授業を体験できる研究会に講師を派遣している。
・iPad を例に，安全な設定やフィルタリングのかけ方を体験する研究会に，講師を派遣
している。

②いじめ問題対策に係る各機関・団体としての成果と課題

・インターネットやスマートフォンに関連した講座の講師派遣の要請が爆発的に増えてい
る。

・最新の動向を踏まえた講演が出来る講師が限られているため，取り合いになっている。
・安全教室の講師に謝金を支払う文化が出来上がっていないので，講師の活動が持続でき
ない。

③他の機関・団体との連携についての意見・提案，学校現場に対する意見・要望等

・指導者の数を増やす講座を開催するので，多くの人に参加していただけるように働きか
けをお願いしたい。

・ＰＴＡ研修会や教員研修会，出張授業などに，１日につき，少なくとも２０,０００円+
交通費は対価を支払っていただけるような環境を作りたい。

・ＳＮＳのメッセージ投稿をする前に，「本当にその投稿でよいか？」と思いとどまらせ
るシステムを広げたい。

・ネットいじめがあった際に，簡単に匿名で通報できる仕組みを採用してほしい。
(例)「Stop it!」


