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教育福祉委員会資料 

平成２９年８月２３日 

教 育 委 員 会 

 

「京都市いじめの防止等取組指針」の改定（案）について 

 

 国における「いじめ防止対策推進法」（以下，「法」という）の施行（平成２５年９月）及び「い

じめの防止等のための基本的な方針」（以下，「基本方針」という）の策定（平成２５年１０月）を

受け，本市においても，「京都市いじめの防止等に関する条例」（以下，「条例」という）（案）につ

いて，市民意見募集や，市会での報告等を経て，平成２６年９月市会において議決いただき，１０

月に同条例を公布・施行するとともに，平成２７年１月に「京都市いじめの防止等取組指針」（以

下，「取組指針」という）を策定致しました。 

この「条例」及び「取組指針」を，法第１２条に規定される本市の「いじめ防止基本方針」と位

置付け，いじめの未然防止及び早期発見，迅速かつ適切な対応，並びにいじめの再発防止等の施策

を総合的に推進してきたところです。 

 この度，法施行後３年が経過する中で法附則第２条第１項により，文部科学省が設置する有識者

会議「いじめ防止対策協議会」による，法の施行状況についての検証が行われ，平成２９年３月に，

国の基本方針が改定されました。本市においても，こうした国における動き及び本市の状況を踏ま

え，次のとおり「取組指針」の改定を検討しております。 

 

１ 国における検証（課題意識）及び「基本方針」改定の概要 

※ 国の「いじめ防止対策協議会」における「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」から要約して抜粋。 

検証（課題意識）※ 「基本方針」改定 

⑴ いじめの認知 

・いじめの認知件数に係る都道府県格差：

約 20倍 

・いじめの認知件数が 0件の学校： 

全体の 37.9％    （平成 27年度調査） 

○いじめ定義の解釈の明確化 

これまでいじめから「けんかは除く」とされていたが，「けんか」

や「ふざけあい」についても除外せず，児童生徒の感じる被害

性に着目し，いじめに該当するか判断する。 

⑵ 学校のいじめ防止基本方針（以下「学

校基本方針」という） 

・学校基本方針が教職員を含めて，児童

や保護者，地域等に周知されておらず，

学校基本方針に基づく対応が徹底され

ていない。 

・学校基本方針が策定されたまま，見直し

が行われていない。 

○学校基本方針策定の意義を徹底し，内容を充実 

「学校基本方針」策定の意義の徹底と中核的な内容（「学校

いじめ防止プログラム」や「早期発見・事案対処のマニュアル」

の策定，校内研修の実施等）を明示。 

○学校基本方針の実施状況を学校評価の評価項目へ位置付

け，ＰＤＣＡサイクルを促進 

学校基本方針に基づく取組状況を学校評価の評価項目に

位置付け，その達成状況を評価し，評価結果を踏まえて取組

の改善を図る。 

⑶ 学校のいじめ対策組織（以下，「いじ

め対策組織」という）及びいじめの情報

共有 

・いじめ対策組織が，単なるいじめの情報

共有の場となっており，いじめの問題に

中核的に取り組む組織として十分に機能

していないケースがある。 

・担任教員がいじめを抱え込み，いじめ対

策組織で情報が共有されず，重大な結

果を招いた事案がある。 

○「いじめ対策組織」の役割やあり方を明確化 

「未然防止」「早期発見・事案対処」「学校基本方針に基づく

各種取組」などの役割を明確化し，自らの存在及び活動内容

が児童生徒及び保護者に，認識してもらえる取組（例えば，全

校集会の際にいじめ対策組織の教職員が児童生徒の前で取

組を説明する等）を実施する。 

○教職員がいじめを抱えこまないための取組の徹底 

教職員がいじめの情報をいじめ対策組織に報告し，組織的

に情報を共有することの重要性とともに，教職員がいじめに係

る情報を抱え込むことは法の規定に違反し得ることを明記。 
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⑷いじめの未然防止・早期発見 

・道徳教育を始めとする教育活動全体を

通して，いじめが重大な人権侵害に当た

り，決して許されないことを児童生徒に理

解させる。 

・スクールカウンセラー，スクールソーシャ

ルワーカー，教育相談センター等が，児

童生徒から活用されるよう，自らの取組を

積極的に周知する。 

○児童生徒が自主的にいじめの問題について考え，議論する

活動等の推進 

 道徳科の授業はもとより，学級活動，児童会，生徒会活動等

の特別活動において，児童生徒が自らいじめの問題について

考え，議論する活動等を推進する。 

○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

と積極的な周知の促進 

児童生徒から活用されるよう，その取組の周知を徹底し，学

校のいじめ対策組織の構成員となっている場合は，自らその一

員であることを児童生徒保護者に伝える取組を行う。 

⑸ いじめへの対処 

・いじめが解消に至っていないにも関わら

ず，謝罪をもって解消とし，支援や見守り

を終了するケースがある。 

○いじめの「解消」の定義を明確化 

いじめが「解消している」状態について 2つ要件を示し，解消

に至るまで必要な支援等を継続する。 

① 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

少なくとも 3か月間*は止んでいること。 

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

  * 期間は目安であり，被害・加害児童生徒の様子を含め状

況を注視する必要がある。 

⑹ 重大事態への対応 

・いじめの被害者やその保護者が重大事

態であると申し立てたにも関わらず，直ち

に重大事態として扱わないケースがあ

る。 

・重大事態の被害者及びその保護者の意

向が全く反映されないまま調査が進めら

れたり，調査結果が適切に被害者及びそ

の保護者に提供されないケースがある。 

○児童生徒・保護者から申立てがあった場合の対応の 

明確化 

「いじめにより重大な被害が生じた」と児童生徒又は保護者

から申立てがあった場合，その時点で学校が「そうではない」と

考えたとしても，いじめの重大事態が発生したものとして報告・

調査をすることを明確化。 

○重大事態の調査の進め方について新たな「ガイドライン」を

国が作成。 

・ 調査組織の設置 

・ 被害児童生徒・保護者等に対する調査方針の説明等 

・ 調査の実施 

・ 調査結果の説明・公表 

・ 個人情報の保護 

・ 調査結果を踏まえた対応 

 

 

２ 本市におけるいじめの現状 

⑴ いじめの認知件数 

 ・これまで学校の判断に依るところが大きかったが，初期段階のいじめや，ごく短期間のうち

に解消したいじめ事案についても，積極的に認知すべきことを学校に指導した結果，認知件数

は増加。なお，平成 27 年 8 月に文科省からも「いじめの積極的認知は，解消に向けたスター

トラインであるため，積極的に認知すべき」という考え方が示されている。 

 平成 26年度 平成 27年度 

認知校数 認知件数 認知校数 認知件数 

小学校 84校 181件 120校 318件 

中学校 32校 85件 61校 200件 

高等学校 1校 2件 6校 19件 

総合支援学校 0校 0件 2校 10件 

計 117校 268件 189校 547件 
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⑵ いじめの発見のきっかけ 

 平成 26年度 平成 27年度 

学級担任 15％ 20％ 

本人 18％ 21％ 

本人の保護者 42％ 27％ 

本人以外の児童生徒 5％ 9％ 

本人以外の児童生徒の保護者 10％ 7％ 

その他 10％ 16％ 

 

⑶ 学校での取組 

 ① 「学校基本方針」の策定 

  「学校基本方針」を全校策定し，ホームページに掲載。 

 

② 校内委員会「いじめ対策委員会」 

 法第２２条に規定する「いじめ対策組織」として，スクールカウンセラーも構成員に入れた「い

じめ対策委員会」を市立学校全校に設置。 

 

 ③ いじめの未然防止のための取組 

   道徳教育，人権教育の充実，児童生徒同士の絆づくり（学級活動，縦割り活動，部活動等） 

 

④ 相談しやすい環境づくり 

  全校に配置されているスクールカウンセラーの活用，教育相談の実施，いじめの記名式アン

ケート年 2回実施等 

 

 

３ 本市「取組指針」改定の概要 
 

＜改定方針＞ 

⑴国の「基本方針」の改定（平成２９年３月１４日付）内容を反映させる。 

⑵「取組指針」をより実効性のあるものにする。 

⑶「取組指針」の基本的な内容がより明確になるように，記載項目及び内容を整理する。 

   

主な改定案該当箇所 主 な 改 定 内 容  
改定 
方針 

１ はじめに 

Ｐ１～Ｐ２ 
○本改定に係る趣旨を記載するとともに，全体を３部構成に再整理 ⑶ 

２ いじめについて 

Ｐ４ 

○いじめに該当するか否かについて，児童生徒の感じる被害性に着

目して判断することの必要性を明記。 
⑴ 

５  京都市教育委員

会が実施する施策 

Ｐ７～Ｐ９ 

○いじめの未然防止に向けた教職員の資質向上の取組について，組

織的対応や小中一貫教育の観点からの小中合同研修等の記載を充実。 

○いじめの防止等に適切に取り組んでいけるよう，「教職員が子ども

と向き合う時間の確保に向けた学校運営支援」について項目を追加。 

○チーム学校としての機能向上に向け，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と活用について記載を充実。 

○学校の基本方針に基づく取組充実に向け，「取組の検証と学校評

価」について項目追加 

⑴ 

⑵ 
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６ 学校が実施する 

施策（※詳細別記） 

Ｐ１０～Ｐ２２ 

○「学校基本方針」に基づく取組の充実・徹底 

○組織的な対応と適切な初期対応の徹底 

○いじめの解消の定義の明確化 

⑴ 

⑵ 

９ インターネット等に

よるいじめへの対応 

Ｐ２５～Ｐ２６ 

○スマートフォンやＳＮＳ，携帯ゲーム機への対応や，「情報モラル

教室」の実施等について記載内容を更新。 

⑴ 

⑵ 

１２ 重大事態への 

対応 

Ｐ３０～Ｐ３３ 

○重大事態の疑いが生じた時点で調査を開始，教育委員会に直ちに

報告し，教育委員会と十分連携を図り，対処方針を共有して迅速

に対処することを明記 

⑴ 

 

＜学校が実施する施策（詳細）＞ 

⑴ 「学校基本方針」に基づく取組の充実・徹底 

項  目 内   容 指針案 

①学校基本方針

に基づく取組の

徹底と点検・評

価・改善 

・学校基本方針の意義や内容を教職員に徹底し，その中核的内容として

年間の学校教育活動全体を通じた体系的な取組の計画等を定める。 

・各校がいじめ防止対策の取組状況等を学校評価に位置づけ，点検・評

価を行い，必要に応じて改善を行う。 

Ｐ10 

Ｐ11 

Ｐ14 

②児童生徒，保護

者等への周知 

・入学時・各年度の開始時には，児童生徒，保護者等に方針やいじめ対

策委員会の役割等を説明し，理解と協力を得るよう努める。 

Ｐ10 

Ｐ14 

 

 

⑵ 組織的な対応と適切な初期対応の徹底 

項   目 内   容 指針案 

①いじめ対策委員

会の役割の明

確化と組織的か

つ実効的ないじ

め問題への対

応の徹底 

・いじめに関する情報を教職員個人で抱え込んだり，対応不要であると判

断せず，いじめ対策委員会を中心とした情報の集約と共有化を行い，組

織的かつ実効的にいじめ問題に取り組む。 

・いじめ対策委員会の役割：未然防止，早期発見，事案対処，取組の検証等 

・いじめの未然防止，いじめを許さない環境づくり及びいじめの早期発見

のため，いじめ対策委員会の役割，構成員等について，児童生徒や保

護者へ周知を行う。 

Ｐ13 

Ｐ14 

②アンケート結果

の共有と活用 

・アンケート結果については，児童生徒に丁寧な聴き取りを実施し，各クラ

スや各学年間だけではなく，いじめ対策委員会で共有し，各校における

いじめの早期発見・適切な初期対応等，いじめの問題の取組の推進や生

徒指導に活用する。 

Ｐ17 

Ｐ18 

③丁寧な事実確

認・聴き取りの徹

底 

・いじめを受けた児童生徒，いじめを行った児童生徒双方の話を個々に丁

寧に聴き取る。更に，周囲の児童生徒からも聴き取りを行うことやアンケー

トを行うなどの方法が考えられる。 

・いじめの事実確認においては，いじめがあった日時，場所，いじめの態

様，期間等だけではなく，いじめを行うに至った経過や心情なども聴き取

る。 

Ｐ18 

④学校と教育委員

会の連携 

・重大事態が発生した場合（おそれがある場合を含む）等，いじめの内容

等によっては，直ちに教育委員会に報告し，連携して対処する。 
Ｐ20 
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⑶ いじめの解消の定義の明確化 

項  目 内   容 指針案 

解消の定義の 

明確化 

・いじめが「解消している」状態とは，以下の２つの要件が満たされている必

要がある。 

①目安として少なくとも 3カ月以上いじめに係る行為が止んでいること。 

②いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

・「解消している」状態に至った場合でも，いじめが再発する可能性が十分に

あり得ることを踏まえ，教職員は，当該いじめを受けた児童生徒及びいじめ

を行った児童生徒について，日常的に注意深く観察する必要がある。 

Ｐ20 

Ｐ21 

 

４ 「京都市いじめの防止等取組指針」（案） 

別紙１ 改定箇所見え消し版 

別紙２ 改定箇所溶け込み版 

 

５ 経緯及び今後の予定 

 これまで，学識経験者や，保護者・市民団体，校長会，関係機関等が参画いただいている「子

どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議」等において改定案の協議を行ってきた。 

 今後，本日の教育福祉委員会での御意見等を踏まえ，９月中に改定案を確定し，１０月に学校

園に改定の通知を行っていく。 


