施策目標2-3 児童生徒の問題行動等への適切な対応

●施策期間
目標達成年度：平成24年度（基準年度：平成20年度）

●主管課（課長名）
初等中等教育局児童生徒課（磯谷

桂介）

●関係局課（課長名）
―

●施策の概要
学校における暴力行為・いじめ等の問題行動及び不登校を解決するため、学校、家庭、地域が連携し、児童生
徒の問題行動や不登校の未然防止、早期発見・早期対応につながる取組を進めるとともに、教育相談等を必要と
する児童生徒が適切な教育相談を受けることができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ
ー等の活用を通じた教育相談体制の整備を支援することにより、問題の解決を図る。

●評価
いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合や、不登校児童生徒に占める、学校内外の相談機関
等で指導などを受けた児童生徒の割合など、各指標の結果から学校内外における相談体制の整備について一定の
成果が上がったと判断できるが、地域の関係機関と連携協力した学校数の割合が前年度より減少するなど、一部
課題が見られた。

●達成目標
○達成目標 2-3-1 A（イ A、ロ B、ハ S、ニ B、ホ A、ヘ A）
いじめや暴力行為、不登校など児童生徒の問題行動等に適切に対応するため、学校内外における相談体制の整
備を進めるとともに、関係機関等と連携した取組を進める。この目標が達成されたかについては、以下の指標を
用いて判断することとする。
・判断基準 2-3-1
・判断基準 2-3-1
・判断基準 2-3-1
・判断基準 2-3-1
・判断基準 2-3-1
・判断基準 2-3-1

判断基準イ

イ：「少年非行等の概要」（警察庁調べ）の「いじめに起因する事件」において、被害少年が
相談しなかった割合
ロ：いじめの認知件数に占める、いじめの解消しているものの割合
ハ：いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合
ニ：学校におけるいじめの問題に対する日常の取組のうち、地域の関係機関と連携協力した対
応を図った学校数の割合
ホ：不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合
ヘ：不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関等で相談、指導等を受けた児童生徒の割
合
「少年非行等の概要」（警察庁調べ）の「いじめに起因する事件」において、被害少年が相
談しなかった割合
S＝15％未満
A＝15％以上 〜20％未満
B＝20％以上 〜25％未満
C＝25％以上

「問題を抱える子ども等の支援事業」、「スクールソーシャルワーカー活用事業」（現在は 1−3 の学校家庭
地域連携事業補助金に含まれる）において、関係機関との連携について報告されている。指標については、「少
年非行等の概要」（平成 21 年 1 月〜12 月：警察庁調べ）の「いじめに起因する事件」において、被害少年が相
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談しなかった割合は、19.1％であり、概ね目標に達成していると判断する。

判断基準ロ

いじめの認知件数に占める、いじめの解消しているものの割合
S＝90％以上
A＝80％以上、90％未満
B＝70％以上、80％未満
C＝70％未満

「いじめ対策緊急支援総合事業」において、いじめの未然防止のための社会性育成に関する取組や、子どもた
ち自身によるいじめ根絶運動等の取組を行った。指標については、いじめの解消しているものの割合は 79.8％（平
成 20 年度）であり、一定の成果が上がっているが、一部については目標に達成しなかったと判断する。

判断基準ハ

いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合
S＝10％未満
A＝10％以上、15％未満
B＝15％以上、20％未満
C＝20％以上

平成 21 年度においても、スクールカウンセラーの配置などを進めるとともに、24 時間いじめ相談ダイヤルを
実施し、教育相談体制の充実を図った。また、平成 21 年 1 月に設置された「子どもを見守り育てるネットワー
ク推進会議」（※1）においては、関係機関や民間団体が連携し、子どもを対象とした相談体制の充実や学校・地
域における子どもの居場所づくり等の取組を推進している。指標について、いじめられた生徒が誰にも相談して
いない件数の割合は 9.2％（平成 20 年度）であり、目標に達成したと判断する。

判断基準ニ

学校におけるいじめの問題に対する日常の取組のうち、地域の関係機関と連携協力した対応
を図った学校数の割合
S＝30％以上
A＝20％以上、30％未満
B＝10％以上、20％未満
C＝10％未満

「問題を抱える子ども等の支援事業」などにおいて、いじめ問題について関係機関との連携に関する取組事例
が報告されている。また、「子どもを見守り育てるネットワーク推進会議」において、関係機関・民間団体の連
携強化を図っている。指標については、関係機関と連携した対応を図った学校数の割合は 11.9％（平成 20 年度）
であり、一定の成果があがっているが、一部については目標に達成しなかったと判断する。

判断基準ホ

不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合
S＝40％以上
A＝30％以上、40％未満
B＝20％以上、30％未満
C＝20％未満

「問題を抱える子ども等の支援事業」、「スクールカウンセラー活用事業補助」（現在は 1−3 の学校家庭地
域連携事業補助金に含まれる）、「子どもと親の相談員の配置」（現在は 1−3 の学校家庭地域連携事業補助金
に含まれる）の各事業において不登校児童生徒への対応に取り組んでいる。指標については、指導の結果登校す
る又は登校できるようになった児童生徒の割合は 30.3％（平成 21 年度）であり、目標に達成したものと判断す
る。

判断基準ヘ

不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の
割合
S＝70％以上
A＝65％以上、70％未満
B＝60％以上、65％未満
C＝60％未満

1

いじめや不登校、自殺等の子どもたちの問題行動等が依然として相当数に上ることから、これらの問題に対応する
ため、5 つの関係省庁と、28 の民間団体（平成 22 年 1 月現在）が互いに連携を深め、一致協力して問題の解決に取
り組むため、設置。
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「問題を抱える子ども等の支援事業」などにおいて、学校内外の関係機関等との連携に関する取組事例が報告
されている。また、「子どもを見守り育てるネットワーク推進会議」において、関係機関・民間団体の連携強化
を図っている。指標については、学校内外の相談機関等で相談、指導等を受けた児童生徒の割合は 66.7％（平成
21 年度）であり、概ね目標に達成したものと判断する。
（指標）
年度
「少年非行等の概要」（警察庁調べ）の「いじめ
に起因する事件」において、被害少年が相談しな
かった割合（資料 1）
いじめの認知件数に占める、いじめの解消してい
るものの割合
いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生
徒が誰にも相談していない件数の割合
学校におけるいじめの問題に対する日常の取組の
うち、地域の関係機関と連携協力した対応を図っ
た学校数の割合
不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する
又はできるようになった児童生徒の割合
不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関
等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の割合
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16.9％

35.5％

21.9％

15.0％

14．2％

19.1％

−

−

80.9％

79.7％
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調査中

−

−

10.2％

8.3％

9.2％

調査中

−

−

14.5％

12.8％

11.9％

調査中

25.9％

30.1％

30.4％

30.5％

30.4％

30.3％

64.3％

66.9％

65.6％

67.1％

67．1％

66.7％

（参考指標）
年度
16
17
18
19
20
暴力行為の発生件数（学校内外）（件）
34,022
34,018
44,621
52,756
59,618
いじめの認知件数（件）
−
−
124,898 101,097
84,648
小中学校における不登校児童生徒数（人）
123,358 122,287
126,894 129,254
126,805
※ 暴力行為の発生件数について、平成 17 年度までは公立を対象。平成 18 年度から国公私立を対象。

21
調査中
調査中
122,432

（指標に用いたデータ・資料等）
（資料 1）「少年非行等の概要」（警察庁調べ）
（作成：警察庁）（作成又は公表時期：毎年度 2 月）
（基準時点又は対象期間：毎年 1〜12 月）
（所在：警察庁ホームページ（URL：http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syonenhikou̲h21.pdf#search='
少年非行等の概要'
（その他）「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」
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：毎年度 8 月（小・中不登校）
、11 月（その他））
（基準時点又は対象期間：毎年度 4〜3 月）
（所在：文科省ホームページ（URL：http://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/seitoshidou/04121501.htm）

（指標の設定根拠）
各事業等は、学校内外の相談体制の整備を進めるとともに、関係機関と連携した取組を進めることにより、
各学校が、暴力行為、いじめ等の問題行動や不登校に適切に対応できるようにすることを目的としている。こ
のため、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及び「少年非行等の概要」（警察庁調べ）か
ら、各事業等の成果と考えられる指標を設定する。

●必要性・有効性・効率性分析
【必要性の観点】
いじめ、不登校、暴力行為など、児童生徒の問題行動等については、平成20年度調査で暴力行為の発生件数
が約6万件と3年連続で増加しており、小・中学校においては過去最高の件数を更新したこと、いじめの認知件
数は約8万5千件と昨年度より減少しているものの、依然として教育上の大きな課題であることなどから、引き
続き取組を推進する必要がある。
【有効性の観点】
暴力行為、いじめ等の問題行動等を起こす児童生徒や、不登校児童生徒への対応として、学校内外の相談体
制の整備を進めることや関係機関と連携した取組を進めることは、問題行動等への適切な対応の観点から重要
であり、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置等教育相談体制の充実、警察との連携に
よる非行防止教室の開催など非行問題等へのきめ細かな支援、不登校児童生徒への効果的なカリキュラム開発
等の成果を上げてきた。引き続き、学校内外の相談体制の整備や関係機関との連携を進めるための事業等を進
めることは有効であると考える。

施策目標 2-3 (3)

【効率性の観点】
（事業インプット）
児童生徒の問題行動等への対応に必要な経費
1,073百万円（平成21年度予算額）
（内訳）
問題を抱える子ども等の支援事業
956百万円
いじめ対策緊急支援総合事業
105百万円
児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する調査研究
6百万円
等
（事業アウトプット）
相談体制の整備や関係機関との連携が促進された。
（事業アウトカム）
いじめの解消しているものの割合や不登校児童生徒が登校する又はできるようになった割合が増加する。
よって、政策の波及効果も認められ、効率性の観点から妥当である。

●施策への反映（フォローアップ）
【予算要求への反映】
“豊かな心の育成”（施策目標2-2）等の施策の一環として、これまでの取組を引き続き推進
【機構定員要求への反映】
特になし
【具体的な反映内容について】
いじめ、不登校、暴力行為など、児童生徒の問題行動等については、引き続き教育上の大きな問題であること
から、相談体制の整備や関係機関と連携した取組を一層進める必要がある。特に、いじめられた小学生がスクー
ルカウンセラー等の相談員に相談する割合は中学生の 2 分の 1 以下にとどまる（平成 20 年度：小学生 2.8％、
中学生 6.6％）傾向にあることから、小学校へのスクールカウンセラーの配置を一層進めるとともに、問題行動
等を起こす児童生徒の中には、心の問題とともに、家庭、人間関係、地域、学校等、児童生徒の置かれている環
境の問題が複雑に絡み合っているケースも多く見られることから、教育に関する知識に加えて、社会福祉等の専
門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーの活用の充実を図る必要がある。
また、いじめ問題に対する日常的な関係機関等との連携について、目標を達成することができるよう、学校だ
けでは解決困難な問題に対応するための外部の専門家等からなるチームの設置・派遣や、未然防止、早期発見・
早期対応につながる関係機関とのネットワークを活用した支援など、各事業の取組をより充実させ、関係機関と
の連携をより一層進めて、その成果を広く普及させる必要がある。
さらに、いじめ問題について、「新しい形のいじめ問題」である「ネット上のいじめ」への対応の充実を図る
必要がある。
【事業仕分け、行政事業レビューの指摘について】
○行政事業レビューについて（平成22年7月）
＜縮減＞
・生徒指導研究センター

●具体的な達成手段
【事業概要等】
問題を抱える子ども等の支援事業

【21 年度の実績】
（開始：平成 19 年度

不登校、暴力行為、いじめなどの未然
防止、早期発見、早期対応など、児童
生徒の支援を行うための効果的な取
組について、調査研究を行うととも
に、不登校児童生徒の実態に応じた効
果的な活動プログラム等の開発や不
登校等により高等学校を中退後、学校
に復帰した者に対する支援の効果的
なプログラム開発等について調査研
究を行う。

終了：−

21 年度予算額：956 百万円）

「問題を抱える子ども等の自立支援事業」を実施し、関係機関と連携した
取組（サポートチーム、非行防止教室等）を活用するなどして、関係機関
等とのネットワークを構築し、問題行動等への対応の充実を図った。
・「不登校への対応における NPO 等の活用に関する実践研究事業」を実施
し、不登校の実態に応じた学習プログラムの開発等を行い、不登校への対
応の充実を図った。
・連絡協議会を開催するなどして、団体間で情報共有を図り、その研究成
果の普及を図った。
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児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する調査研究
児童生徒の自殺の特徴や傾向等を分
析しつつ、児童生徒の自殺予防の在り
方について検討する。
いじめ対策緊急支援総合事業

終了：−

21 年度予算額：6 百万円）

「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」を設置し、22 年 3 月
に「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」の作成や、背景調査
に関する論点整理の状況を公表した。

（開始：平成 20 年度

いじめ等の問題行動が生じた際に、外
部の専門家等の協力を得た効果的な
対応方法の在り方等について調査研
究を行い、いじめの未然防止や円滑な
問題解決に資する。

（開始：平成 19 年度

終了：平成 21 年度

21 年度予算額：105 百万円）

「学校問題解決支援事業」「いじめ未然防止に向けた社会性育成事業」「子
どもたちによる「いじめ根絶運動」支援事業」を実施し、連絡協議会にお
いて各自治体の事例について情報共有を図り、その研究成果の普及を図っ
た。

（参考）関連する独立行政法人の事業（なお、当該事業の評価は文部科学省独立行政法人評価委員会において行われ
ている。評価結果については、独法評価書を参照のこと）
独法名

21年度予算額
―

―

事業概要
―

施策目標 2-3 (5)

備考（その他関係する政策
評価の番号）
―

