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項目：いじめ被害、いじめ・暴力対策 

省庁名：文部科学省 
 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

【いじめ防止対策推進法】 

・平成 25 年 6 月に「いじめ防止対策推進法」が成立。同年 10 月に「いじめの防

止等のための対策に関する基本的な方針」を策定。  

・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 

（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） 

・学校の設置者及び学校は、早期発見の措置、相談体制の整備等を実施、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。 

・学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に実施するため、複数の教職員、

心理、福祉等の専門家等により構成される組織を置く。 

・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 

・国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制

の整備に必要な施策を実施 

【いじめ対策等総合推進事業】 

・道徳教育の抜本的改善・充実（「私たちの道徳」の配布等） 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置拡充 

・元警察官、元教員等の生徒指導推進協力員・学校相談員の配置拡充 

・２４時間いじめ相談ダイヤル 

・いじめ対策等生徒指導に係る調査研究 

・教職員定数の改善、教員研修の充実 

 

（２）進捗に係る自己評価 

○「地方いじめ防止基本方針｣の策定状況(H25 年 12 月末現在) 

 ・67 都道府県･政令市のうち､6 地域が｢策定済｣､58 地域が｢策定作業中｣、3 地域が

｢策定するかどうか検討中｣ 

 ※策定作業中とした地域の約 7 割が､策定予定時期を｢平成 26 年 3 月末まで｣と回答 

○教育委員会に置く附属機関に関して 

 ・1 地域が｢設置済｣､38 地域が｢設置に向け準備中｣､15 地域が「設置するかどうかを 

検討中」  ※現在、策定状況に係るフォローアップ調査（4 月 1 日現在）を実施中。 

○いじめ対策等総合推進事業：48 億円（H26 年度）  

 

（３）現在認識している課題  

○各学校や地域がいじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえた対策を徹底して行うよ

う、あらゆる場面を通じて、いじめの問題に対する普及啓発を実施。 

 

（４）今後の方向性 

○各地域の取組状況を調査、公表することを通じて、更なる取組を推進。 



  

（※） 

いじめ防止対策推進法（概要） 
 

 第一章 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。 

 

 第二章 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は、「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（※）を定めること。     ※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。 

 

 第三章 基本的施策 ／ 第四章 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啓発活動等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いじめの事実確認と設置者への結果

報告、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警察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。 

 

 第五章 重大事態への対処  

１ 学校の設置者又は学校は、重大事態（※）に対処し、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。 

一 いじめにより児童等の生命、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 

二 いじめにより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 学校の設置者又は学校は、１の調査を行ったときは、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 学校は、重大事態が発生した旨を地方公共団体の長等（※）に報告、地方公共団体の長等

は、必要と認めるときは、１の調査の再調査を行うことができ、また、その結果を踏まえて

必要な措置を講ずるものとすること。 

 ※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 

 

 第六章 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。 

（平成２５年９月２８日から施行） 



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
○ いじめ防止対策推進法制定の意義、基本理念、組織的対策
○ いじめの定義、いじめの理解
○ いじめの防止等に関する基本的考え方

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国が実施する施策
○ いじめ防止基本方針の策定と組織等の設置等
・ 国の基本方針の策定と、より詳細な指針の策定
・ 法に基づく取組状況の把握と検証（「いじめ防止対策協議会（仮称）」の設置）
・ 重大事態の調査組織等設置を支援するため、職能団体等との連絡体制構築

○ いじめの防止等のために国が実施すべき施策

① いじめの防止（豊かな心の育成、子供の主体的な活動の推進、いじめの防止等のための
対策に従事する人材の確保・資質能力向上、調査研究等の実施、普及啓発）

② 早期発見（教育相談体制の充実、地域や家庭との連携促進）
③ いじめへの対処（多様な外部人材の活用等による問題解決支援、ネットいじめの対応）
④ 教員が子供と向き合うことのできる体制の整備

２ いじめの防止等のために地方公共団体が実施すべき施策
○ 地域基本方針の策定
・ 国の基本方針を参考に、条例などの形で、地域基本方針を定めることが望ましい

○ いじめ問題対策連絡協議会の設置
・ いじめ問題対策連絡協議会を設置することが望ましく、その構成員は、地域の実情に応
じて決定

○ 第１４条第３項に規定する教育委員会の附属機関の設置
・ 地域の実情に応じ、附属機関を設置することが望ましい
・ この附属機関には、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中
立性が確保されるよう努めることが必要

○ 地方公共団体が実施すべき施策
・ 地方公共団体として実施すべき施策、学校の設置者として実施すべき施策

３ いじめの防止等のために学校が実施すべき施策
○ 学校いじめ防止基本方針の策定
・ 国や地方公共団体の基本方針を参考に、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、取組の内容等を定める

○ 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・ 学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等、組織的な対応を行うため中核となる
常設の組織。必要に応じて、外部専門家を活用
・ いじめに関するわずかな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、教職員で抱え込まずに
すべて当該組織に報告・相談し、当該組織を中核として組織で対応

○ 学校におけるいじめの防止等に関する措置
ⅰ）いじめの防止 ⅱ）早期発見 ⅲ）いじめに対する措置

いじめの防止等のための基本的な方針（概要）
○ いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）
（いじめ防止基本方針）
第１１条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、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「いじめ防止基本方針」という。）を定めるものとする。
２ 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



４ 重大事態への対処

ⅰ）重大事態の発生と調査
【重大事態】
・ 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等
・ 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：
不登校の定義を踏まえ年間３０日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調
査に着手
※ 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：重大事態が発生したも
のとして報告・調査等にあたる

○調査主体：学校の設置者又は学校
○調査を行うための組織：
・ この組織は、職能団体や大学、学会からの推薦等により専門的知識及び経験を有する第三者
の参加を図り、調査の公平性・中立性を確保するよう努める
・ 学校の設置者が調査主体となる場合：公立学校の場合、第１４条第３項の附属機関を調査組織
とすることが望ましい。この附属機関は平時からの設置が望ましい
・ 学校が調査主体となる場合：学校に置かれた「いじめの防止等の対策のための組織」を母体と
し、事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法も考えられる
○事実関係を明確にするための調査の実施
・ 学校の設置者・学校の、たとえ不都合なことがあったとしても事実にしっかりと向き合おう
とする姿勢が重要

ア）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

イ）いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合：当該児童生徒の保護者の要望・
意見を十分に聴取
※ 自殺事案の調査は、「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」を参考とする。なお、国は当該指針の必
要な見直しを速やかに検討する

ⅱ）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
・ 学校の設置者又は学校は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して、事実関係等
その他の必要な情報を適切に提供する責任を有する

・ 質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、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

② 調査結果の報告
・ 希望に応じて、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見を調査結果の報告に添える

ⅰ）再調査
・ 職能団体や大学、学会からの推薦等により専門的知識及び経験を有する第三者の参加を図
り、調査の公平性・中立性を確保するよう努める
・ 再調査の主体は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供す
る責任がある

ⅱ）再調査の結果を踏まえた措置等
・ 再調査の結果を踏まえた必要な措置を講ずる

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
・ 国は、当該基本方針の策定から３年の経過を目途として、法の施行状況等を勘案して、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、その結果に基づいて必要な措置を講じる

（１）学校の設置者又は学校による調査

（２）地方公共団体の長等の再調査及び措置



いじめ防止対策推進法に定める組織

いじめ問題対策
連絡協議会

教育委員会の
附属機関

地
方
公
共
団
体

重
大
事
態
発
生
時

学

校

附属機関
公立：地方公共団体

の長
私立：都道府県知事

地方公共団体は，いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため，条例の定めるところに
より，学校，教育委員会，児童相談所，法務局又は地方法務局，都道府県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。（第１４条①）

教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に，地方いじめ防止基本方針に基づく地
域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは，教育委員
会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。（第１４条③）

※ 「附属機関」は地方自治法により，条例設置，構成員は非常勤。
※ 「附属機関」が担当する職務は，地域基本方針の内容に応じ，条例で定める。
※ 教育委員会の附属機関であるため，公立学校を対象とする。

学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，当該学校の複数の教職
員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等
の対策のための組織を置くものとする。（第２２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。（第２８条①）
① 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。

② 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。

報告を受けた地方公共団体の長（私立学校の場合は都道府県知事）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，附属機関を設け
て調査を行う等の方法により，第２８条第１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。（第３０条②，第３１条②）

※ 「附属機関」は地方自治法により，条例設置，構成員は非常勤

※ 「附属機関」設置以外による調査（地方公共団体内の常設の行政部局が第三者等の意見を求めながら調
査を実施することや，地方公共団体が独自に設置している監査組織等を活用することなど）も考えられる

いじめ防止等の
対策のための
組織（◎）

学校又は学校
の設置者の置く
調査組織（◎）

◎は必置

別添１



組織の設置イメージ

いじめの防止等の対策のための組織

いじめ問題対策
連絡協議会

教育委員会

附属機関

学校の設置者又は学校

調査組織

14条① 14条③

22条

28条①

地
方
公
共
団
体

重
大
事
態

学

校

【国立学校】文部科学大臣
【公立学校】（学校を設置する）

地方公共団体の長
【私立学校】都道府県知事

報告

再調査等

附属機関

30条②
31条②

【公・私立の場合】

☆

★

★：法第２２条に規定する組織を母体として，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ることも考え
られる

☆：附属機関の構成員に，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
を除いた構成員で調査に当たる等，当該調査の公平性・中立性確保
の観点からの配慮に努めることが求められる

★

実線は法律上必置の組織。点線は法律上任意設置の組織。星印（☆，★）の組織は兼ねることも考えられる

☆

【星印の組織を兼ねることとする場合の留意事項】



いじめ対策等総合推進事業
平成26年度予算額：４８億円（平成25年度：４７億円）

「いじめ問題への対応など生徒指導上の諸問題

への取組」に関する先進的調査研究の実施

【学校の取組に対する支援】

①スクールカウンセラーの配置拡充

・全公立中学校に対するスクールカウンセラーの配置に加え、

生徒指導上、大きな課題を抱える公立中学校等にスクール

カウンセラーによる週５日相談体制を導入し、常時生徒が

相談できる体制づくりを推進（200校）

・公立小学校の従来の配置に加え、小中連携型配置の導入

による公立小・中学校の相談体制の連携促進（200校）

・スクールカウンセラーを活用した教員のカウンセリング能力

等の向上のための校内研修や児童生徒の困難・ストレスへ

の対処等の教育プログラムを実施

②スクールソーシャルワーカーの配置拡充

・スクールソーシャルワーカー配置の増

（1,355人→1,466人）

③生徒指導推進協力員・学校相談員の配置拡充
・元警察官、元教員等を活用し、課題のある学校等

へ派遣（335校）

④２４時間いじめ相談ダイヤル

①道徳教育の抜本的改善・充実

【関連施策】

・人としてのより良い生き方について考え、実現する
力を育成する道徳教育を目指し、新「心のノート」
（仮称）をはじめとする道徳の教材の充実、効果的
な指導方法の開発と普及、家庭・地域との連携強
化などを実施

②対話・創作・表現活動等を通じた児童生徒

の思考力、人間関係形成能力の育成
【関連施策】

・対話やディスカッション、創作や表現、ソーシャ ル
スキルトレーニング、ピアサポート等を取り入れた
教育活動の実施

③健全育成のための体験活動の推進
・児童生徒の社会性を育む農山漁村等での

体験活動の取組促進

（269校→468校）

いじめ対策等生徒指導に係る調査研究等

教育再生実行会議（第一次提言）及び「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見・早期
対応や教育相談体制の整備及びインターネットを通じて行われるいじめへの対応を充実するため、「いじめ対策
等総合推進事業」を拡充し、地方自治体におけるいじめ問題等への対応を支援する。

【自治体の取組に対する支援】

幅広い外部専門家を活用していじめ問題等の解決に向けて調整、支援する取組の促進

・第三者的立場から調整・解決する取組（100地域→134地域）、外部専門家を活用して学校を支援する取組

（100地域→134地域） 、学校ネットパトロール等（10地域）（新規）への支援

早期発見・早期対応
（外部専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等）

いじめ問題への支援体制を構築

（外部専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等）

未然防止
（道徳教育等の推進、体験活動の推進 ）

①教職員定数の改善 ・少子化時代に対応する教職員配置改善等の推進として教職員定数を改善。
その中で、いじめ問題への特別な指導を行う学校への支援のため、加配定数を増

【関連施策】

②教員研修の充実 ・教員研修センターによるいじめ問題に関する指導者養成研修の実施 【関連施策】

教員研修の充実・教職員の体制整備の充実

※【関連施策】は
含まない



  

いじめの状況について（概要） 

 
いじめの認知（発生）件数の推移      いじめの認知（発生）率の推移（１，０００人当

たりの認知件数） 

 

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

25,295 26,614 21,733 16,294 12,858 9,462 9,114 6,206 5,659 6,051 5,551 5,087 60,897 48,896 40,807 34,766 36,909 33,124 117,384

3.0 3.2 2.7 2.1 1.7 1.3 1.3 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 8.5 6.9 5.7 4.9 5.3 4.8 17.4

26,828 29,069 25,862 23,234 20,801 19,383 19,371 16,635 14,562 15,159 13,915 12,794 51,310 43,505 36,795 32,111 33,323 30,749 63,634

6.1 6.8 6.1 5.5 5.1 4.9 5.1 4.5 4.0 4.4 4.1 3.8 14.2 12.0 10.2 8.9 9.4 8.6 17.8
4,253 4,184 3,771 3,103 2,576 2,391 2,327 2,119 1,906 2,070 2,121 2,191 12,307 8,355 6,737 5,642 7,018 6,020 16,274

1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 3.5 2.5 2.0 1.7 2.1 1.8 4.8

225 229 178 159 161 123 106 77 78 71 84 71 384 341 309 259 380 338 817

2.6 2.6 2.1 1.8 1.8 1.4 1.2 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7 3.7 3.2 2.8 2.2 3.1 2.7 6.4

56,601 60,096 51,544 42,790 36,396 31,359 30,918 25,037 22,205 23,351 21,671 20,143 124,898 101097 84,648 72,778 77,630 70231 198,109

3.5 3.8 3.3 2.8 2.5 2.2 2.2 1.8 1.6 1.7 1.6 1.5 8.7 7.1 6.0 5.1 5.5 5.0 14.3

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校
(特殊教育諸学校)

計
 

※ 上段は発生件数、下段は１,０００人あたりの認知（発生）件数。 

※ 平成１８年度にいじめの定義の見直し、調査対象の拡大（国立・私立学校を加える）等を行ったため、

平成１７年度以前の調査結果と単純比較はできない。 

※ 特殊教育諸学校は、平成１８年度から特別支援学校。 

 

○ いじめの定義 

 本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式

的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。 

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的

な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 

 なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものや、児童生

徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが

必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連

携した対応を取ることが必要である。 
 

小・中・高・特別支援学校における、いじめの認知件数は約１９万８千件と、前

年度（約７万件）より約１２万８千件増加し、児童生徒１千人当たりの認知件数は

１４．３件（前年度５．０件）である。 



  

いじめを認知した学校と認知していない学校とで、いじめの日常的な実態把握の

ための取組に差が見られる。 

 

○ いじめの認知学校数の推移 

 いじめを認知した学校 いじめを認知していない学校 

学校数 学校総数に対する割合 学校数 学校総数に対する割合 

H23 年度 14,895 校 38.0％ 23,948 校 61.1％ 

H24 年度 22,273 校 57.3％ 16,124 校 41.5％ 

 

○ いじめの日常の実態把握のための取組 

 いじめを認知した学校 いじめを認知していない学校 合計 

学校数 学校総数に対する割合 学校数 学校総数に対する割合 学校数 学校総数に対する割合 

Ｈ

23 

ｱﾝｹｰﾄ 14,049 校 94.3％ 21,004 校 87.7％ 35,053 校 90.2％ 

個別面談 13,339 校 89.6％ 19,092 校 79.7％ 32,431 校 83.5％ 

Ｈ

24 

ｱﾝｹｰﾄ 21,625 校 97.1％ 14,917 校 92.5％ 36,542 校 95.2％ 

個別面談 18,717 校 84.0％ 12,852 校 79.7％ 31,569 校 82.2％ 

※いじめを認知した学校が、いじめを認知していない学校に比べて、アンケートや個別面談な

ど、いじめの実態把握のための取組を行っている割合が高い。 

 

○ いじめの認知件数が増加した理由について、別途都道府県にアンケート調査を実施したと

ころ、 

 ・ 学校・教員の積極的ないじめの認知が進んだこと 

・ 教育委員会における管下の学校への指導が徹底されたこと 

・ アンケート等の様式・方法の工夫が図られたこと 

・ 児童生徒や保護者の意識が高まったこと 

などが挙げられている。 

 

パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされた件数は７，８５５件（前

年度２，９９２件）である。 
 

 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 

H23 年度 358(1.1%) 1,732(5.6%) 870(14.5%) 32(9.5%) 2,992(4.3%) 

H24 年度 1,679(1.4%) 3,700(5.8%) 2,401(14.8%) 75(9.2%) 7,855(4.0%) 

※構成比（％）は、いじめの認知件数に対する割合 

 

 

（「平成２４年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の概要」より抜粋） 

 

 

 



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：いじめ被害、いじめ・暴力対策 

省庁名：  警察庁   
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

警察では、平成 25 年１月の「学校におけるいじめ問題への的確な対応について」
（通達）に基づき、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等によ
り、学校におけるいじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握したいじめ事案に
ついては、事案の重大性及び緊急性、被害少年及びその保護者等の意向、学校等の
対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、適確な対応を推進している。 
また、平成 25 年９月に施行されたいじめ防止対策推進法において、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警察と連携して
対処するものとされるなど、警察に関係する規定も盛り込まれたところであり、警
察では、被害少年の立場に立つとともに、同法及び同法に基づき文部科学大臣が定
めたいじめ防止基本方針の趣旨を踏まえながら、スクールサポーター制度、学校警
察連絡協議会等の枠組みを活用し、学校との連携を更に強化するなどして、学校に
おけるいじめ問題への一層適確な対応を推進している。 
校内暴力については、学校等との連携により、早期把握に努め、悪質な事案に対

する厳正な対処、非行集団の実態解明と集団の解体の推進、非行防止に関する学校
等との情報交換等、内容に応じた適切な措置と再発の防止に努めている。 

・警察と学校等との緊密な連携を図る上で架け橋として重要な役割を果たすスクー
ルサポーターについては、いじめ防止対策推進法の成立等を踏まえた要望を行った
結果、地方財政計画における経費の増額が認められたところであり、平成 26 年４
月１日現在、43 都道府県で 761 人の実員が配置されている。 
・平成 25 年中におけるいじめに起因する事件は 410 件であり、前年に比べて約６
割増加したところ。いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義が幅広となったこ
とや、同法の施行により、警察と学校等との連携強化が図られるとともに、被害少
年や保護者等が警察に対応を求めるケースが増えたことなどが要因と考えられる。 
・平成 25 年中における、校内暴力事件は 1,523 件で、その約９割が中学生による
事件であった。 

平成 25 年中におけるいじめに起因する事件の検挙・補導件数が昭和 61 年以降最
多となり、いじめを受けていた少年が自殺等深刻な事態に至ったという重大な事案
が依然として発生しているほか、校内暴力事件も近年増加しており、学校における
いじめ問題や校内暴力は未だ憂慮すべき状況にあることから、引き続き、学校等と
の連携強化等を通じて的確な対応を徹底していくことが必要である。また、そのた
めにはスクールサポーターの活用も重要な取組の一つであることから、更なる拡充
を図る必要がある。 

スクールサポーターの活用を始めとした警察と学校等との連携を一層強化し、学
校におけるいじめ事案や校内暴力事案の早期把握及び把握した事案への適確な対
応を引き続き推進していく。 



」

被害少年又はその保護者が犯罪行為
として取り扱うことを求める事案

日頃からの緊密な
連携（※）

学 校 に お け る い じ め 問 題 へ の 的 確な対応 について

等が
規定

迅速に捜査に着手

原則として被害の届出を
即時受理して捜査を推進

被害少年

相
談
・
通
報

その他の事案

被害少年の生命・身体の安全が脅か
されているような重大な事案

学校における対応を支援

対応状況等を警察に連絡

一義的には学校における対応を
尊重（必要に応じて、警察から
も加害少年に注意・説諭）

（学校の指導効果が不十分な場合）

警察としてのより主体的な対応を検討
いじめ事案

いじめ事案の早期把握 把握した事案への適確な対応

◆基本的な考え方
教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場における対応を尊重しつつも、犯罪行為がある場合には、
被害少年や保護者等の意向や学校における対応状況等を踏まえながら、警察として必要な対応をとる。

スクールサポーター制度 ※43都道府県７６１人配置（H26.4.1時点）
警察官ＯＢ等の非常勤職員を警察署等に配置して、担当する学校への訪問活動（必要に応じて常駐）を行い、校内の巡回、いじめ問題
等に関する学校の対応についての助言などを通じて、学校との緊密な連携を図る上での架け橋となっている。

学校警察連絡協議会 ※2,573協議会を設置（全小・中・高等学校の96.9％が加入）（H25.4.1）
いじめ問題を始めとした非行防止等について情報交換の上、具体的な協議を行う場として、警察と学校で連絡協議会を設置している。

少年
相談

● 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、警察と連携して対処する。
● 国や地方公共団体は、いじめの対策が専門的知識に基づき行われるための人材（スクールサ
ポーターを含む）を確保する。

☆ 平成２５年６月に「いじめ防止対策推進法」が成立。同年９月から施行

（※）学校と日頃から緊密な連携を図るため、次のような取組を実施

学校等との更なる連携強化
を通じて、的確な対応を
一層推進することが必要！



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：いじめ被害、いじめ・暴力対策 

 
省庁名：法務省  

 
※一の省庁につき原則１枚以内で簡潔に記載してください。 

※項目に関係する政策（子ども・若者白書や関係予算調べに記載しているもの）を、個別

施策・事業ごとに別葉にせず、全体として１枚以内にまとめてください。 

※補足資料を添付してください（様式自由）。          

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

法務省の人権擁護機関では，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」を配布するほか，全国 50 か所の法務局・地方法務局にフリーダイヤルの専用相談電話

「子どもの人権１１０番」を設置し，人権擁護委員や法務局職員が子どもの人権問題に関する

相談に応じるなどしている。 

また，いじめ事案の情報を得た場合には，人権侵犯事件として調査し，教職員や学

校と連携していじめ行為の中止や再発防止を図るなど，いじめを受けた子どもの救済

に努めている。また，教職員や学校のいじめに対する対応が不十分であったと認めら

れたときは，教職員や学校に改善を促すなどしている。 

（１）記載のような人権相談等を実施することは，いじめを含む子どもの人権問題について

早期発見と早期対応を行うために，必要かつ有効であると認められる。  

 なお，人権擁護機関の活動状況は以下のとおりである。 

・児童・生徒から送付された子どもの人権ＳＯＳミニレターの通数 

平成 23 年：22,329 件 平成 24 年：20,144 件 平成 25 年：18,263 件 

・「子どもの人権１１０番」における相談件数 

平成 23 年：25,914 件 平成 24 年：28,384 件 平成 25 年：28,847 件 

子どもの人権が尊重される社会の実現に寄与するため，法務省の人権擁護機関は，今後も

人権相談体制等の整備を図る必要がある。 

法務省の人権擁護機関では，今後も引き続き人権相談等を実施する。 

12


	表紙
	文部科学省
	警察庁
	法務省



