
生徒指導・進路指導
に関する施策等について

文部科学省

初等中等教育局 児童生徒課長

江口 有隣

令和３年度第１回 都道府県私立学校主管部課長会議

1



目次

2

１.いじめ問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

２.不登校児童生徒への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

３.児童虐待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

４.自殺予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

５.校則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

６.人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

７.キャリア教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

８.入学者選抜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

９.修学旅行の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

※別途、配布資料として、「福島県等への修学旅行等の実施について」と「性同一性障害や性
的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」
がございます。



いじめ問題１

3



いじめは決して許されないことだが、
どの学校でも、どの子供にも起こり得る問題。

◆ いじめの現状

○平成24年7月 滋賀県大津市の自殺事案について報道
○平成25年2月 教育再生実行会議第１次提言

→「社会総がかりでいじめに対峙していくための
基本的な理念や体制を整備する法律の制定が必要」

○平成25年6月 与野党６党提出による
「いじめ防止対策推進法」の成立

○平成25年10月 国のいじめの防止等のための基本的な方針の策定
○平成29年3月 いじめの防止等のための基本的な方針の改定、

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの策定

◆ いじめ防止対策推進法・基本方針の概要

◆ 文部科学省の主な取組

１．いじめ防止・早期発見・対処のための対策
(１)国が実施すべきこと
→基本方針の策定、組織の設置等
(２)地方公共団体が実施すべきこと
→基本方針の策定、組織の設置等
(３)学校が実施すべきこと(①～③は義務)
①学校いじめ防止基本方針の策定
②いじめ防止対策のための組織の設置
③いじめに対する措置（いじめの事実の確認等）

２．「重大事態」への対処
○ 学校・設置者は事実関係を明確にするための
調査を実施しなければならない

○ 地方公共団体の長等は再調査を行うことができる

いじめ対策について

○ いじめ防止対策推進法等の周知（研修会等）
○ いじめ防止対策協議会の開催
○ 全国いじめ問題子供サミットの開催（平成26年度～）
○ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
の配置の充実、２４時間子供SOSダイヤルの周知、
SNS等を活用した相談体制の整備

○ 道徳の特別の教科化などによる道徳教育の充実
○ 警察等の関係機関・関係団体との連携強化
○ 教育委員会制度の改革

（教育長を第一義的な責任者とし、いじめ等へ迅速に対応）
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いじめ防止対策推進法【概要】 ①
（平成25年法律第71号）

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、義務教育学校、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。

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。

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。

第一章 総則

第二章 いじめ防止基本方針等

第三章 基本的施策
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（※１）

いじめ防止対策推進法【概要】 ②
（平成25年法律第71号）

１ 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。

２ 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。

３ 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。

第四章 いじめの防止等に関する措置

１ 学校の設置者又は学校は、重大事態（※１）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（※２）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。

（※２）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

第五章 重大事態への対処

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。

第六章 雑則
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～平成１７年度 自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加
え、相手が深刻な苦痛を感じているもの

平成１８年度～ 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

発生場所は学校内外を問わず、個々の行為が『いじめ』に当たるか
否かの判断はいじめられた児童生徒の立場に立って行う。

具体的ないじめの種類に「パソコン・携帯電話での中傷」「悪口」
などを追加。「発生件数」から「認知件数」に変更。

いじめ防止対策
推進法（平成25年）

の定義

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

【いじめの防止等のための基本的な方針より】
○「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要
○いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う

いじめの定義

※平成29年３月の基本方針改定

○ 旧基本方針では「けんか」がいじめの定義から除かれるため、けんかに係る記述を改正（「けんかを除く」という記述を削除）
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の
感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

× 「自分より弱い者」
× 「一方的に」
× 「継続的に」
× 「深刻な」
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文部科学省 令和元年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

いじめの認知学校数・認知件数
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区分 学校総数：A（校）
認知した学校数：B

（校）
比率：B/A×100

（％）
認知件数：C（件）

１校当たりの認知件
数：C/A（件）

認知していない学校
数：D（校）

比率：D/A×100
（％）

10.2

237 120 50.6 1,466 6.2 113 47.7

19,523 17,294 88.6 479,447 24.6 1,982

10.6

中　学　校

77 71 92.2 885 11.5 6 7.8

54.6

19,832 17,485 88.2 484,545 24.4 2,096

小　学　校

72 71 98.6 3,632 50.4 1 1.4

9,494 8,438 88.9 102,738 10.8 976 10.3

799 436 2,901 3.6 324 40.6

10,370 8,945 86.3 106,524 10.3 1,306 12.6

高等学校

19 13 68.4 42 2.2 6 31.6

49.3

4,108 2,860 69.6 13,918 3.4 1,241 30.2

1,538 759 4,392 2.9 767 49.9

5,665 3,632 64.1 18,352 3.2 2,014 35.6

特別支援
学校

45 22 48.9 108 2.4 23 51.1

14.3

1,085 497 45.8 2,963 2.7 587 54.1

14 2 4 0.3 12 85.7

1,144 521 45.5 3,075 2.7 622 54.4

計

213 177 83.1 4,667 21.9 36 16.9

50.9

34,210 29,089 85.0 599,066 17.5 4,786 14.0

2,588 1,317 8,763 3.4 1,216 47.0

37,011 30,583 82.6 612,496 16.5 6,038 16.3
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※複数回答有

（％）

10

学校におけるいじめ問題に対する日常の取組
（公立学校と私立学校の比較）
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職員会議等を通じて，いじめの問題について教職員間で共通理解を図った。

いじめの問題に関する校内研修会を実施した。

道徳や学級活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ，指導を行った。

児童・生徒会活動を通じて，いじめの問題を考えさせたり，

児童・生徒同士の人間関係や仲間作りを促進したりした。

スクールカウンセラー，相談員，養護教諭を

積極的に活用して教育相談体制の充実を図った。

教育相談の実施について，学校以外の相談窓口の周知や広報の徹底を図った。

学校いじめ防止基本方針をホームページに公表する

など，保護者や地域住民に周知し，理解を得るよう努めた。

ＰＴＡなど地域の関係団体等とともに，いじめの問題について協議する機会を設けた。

いじめの問題に対し，警察署や児童相談所など

地域の関係機関と連携協力した対応を図った。

インターネットを通じて行われるいじめの防止

及び効果的な対処のための啓発活動を実施した。

学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して

機能しているか点検し，必要に応じて見直しを行った。

いじめ防止対策推進法第２２条に基づく，

いじめ防止等の対策のための組織を招集した。

公立 私立

文部科学省 令和元年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より



いじめの発見

② 指導・支援体制を組む

●「いじめ対策組織」で指導・支援
体制を組む

（校長のリーダーシップの下、生徒指導担
当、学年主任、養護教諭、学級担任などの
教職員、スクールカウンセラー、弁護士、
警察ＯＢなどが参画）

① 情報を集め組織的に共有する

●教職員､児童生徒､保護者､地
域、
その他から「いじめ対策組織」に
情報（アンケート結果を含む）を集約
※いじめを発見した場合は、その場でその行為を

止めさせる。

子供への指導・支援を行う

●いじめられた児童生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教員、家

族、地域の方々等）と一緒に寄り添い支える体制をつくり、いじめから
救い出し、徹底的に守り通す

●いじめた児童生徒には、いじめは人格を傷つける行為であるこ
とを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満や
ストレスがあってもいじめに向かわせない力を育む（ひどいいじ
めをした場合は警察に通報し、補導・逮捕・保護処分により更生
させる）

●いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉え
させるとともに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知ら
せる勇気を持つよう伝える

③-Ａ

保護者と連携する

●つながりのある教職員を中心に、即日、関係児童生徒（加害、
被害とも）の家庭訪問等を行い、事実関係を伝えるとともに、今
後の学校との連携方法について話し合う

③-Ｂ

● 学級担任等が抱え込まず、「いじめ対策組織」で迅速かつ的確に対応

● 日常的な児童生徒の観察、定期的な面談・アンケートにより早期発見に努力

組織的ないじめ対応の流れ
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■学校から設置者（教育委員会等）へ重大事態の発生報告
⇒ 設置者から地方公共団体の長等へ報告（いずれも法に基づく義務）
【重大事態とは？】
① いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき（通

称：生命心身財産重大事態、１号重大事態）
※ 例：児童生徒が自殺を図った場合、身体に重大な傷害を負った場合 等

② いじめにより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
あるとき（通称：不登校重大事態、２号重大事態）

※「相当の期間」とは年間30日を目安。ただし、一定期間、連続して欠席している
ような場合には、この目安に関わらず、迅速に調査に着手。

○ 児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てが
あったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

○ 設置者においては、重大事態が発生した場合、すぐに学校から教育委員会に報
告がなされるよう、日頃から指導を行うこと。

■学校の設置者が、重大事態の調査の主体を判断（基本方針より）

調査の主体は学校又は学校の設置者。特に次の場合は、設置者自らが調査を実施。

○ 従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏ま
え、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必
ずしも十分な結果を得られないと設置者が判断する場合

○ 学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合

いじめの「重大事態」における学校の対応
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■設置者が調査主体の場合：
調査組織の設置、調査の実施

○ 設置者が調査主体となる場合、
外部の第三者を構成員とした組織
により、速やかに調査に着手でき
るよう、平時からの設置を。

■学校が調査主体の場合：
必要な指導及び支援

○事案の発生や調査結果を教育委員会会議に報告していない例が散見される。
⇒ 事務局のみで対処方針を決定するのではなく、教育委員会会議における
十分な協議を経ること。また、総合教育会議の招集を求めることも必要に
応じて検討すること。

○ 調査について指導助言、人的支
援が必要。調査結果の情報提供
についても内容・方法・時期に
つき指導助言。

■調査結果を設置者（教育委員会等）を通じて地方公共団体の長等に
報告（法に基づく義務）

■公立学校の場合：教育委員会会議に報告

※調査組織：公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うことができる
よう構成すること。このため、弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福
祉の専門家等の専門的知識及び経験を有するものであって、当該いじめの
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しない者（第三
者）について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図るよう
努めるものとする。

いじめの「重大事態」における学校の設置者の対応

13



14

私立学校関係者のみなさまへ

① 一部の学校法人・学校で、いじめ防止対策推進法等に則った対応が不十分なケースが見
られます。特に法律上の義務となっている措置は確実に講じていただくようお願いします。

② 重大事態については、学校又は学校法人による調査が不十分だった場合、都道府県知
事が再調査を行うこととなる可能性があります（法第３１条第２項）。「いじめの重大事態の調
査に関するガイドライン」に則り、学校又は学校法人がしっかりと調査することが児童生
徒、保護者、学校のいずれにとっても重要です。また、学校の体制が十分でない場合は、
必要に応じて、都道府県私立学校所管課を通じて、都道府県教育委員会に助言・支援を
求めることも御検討願います（※）。

③ いじめは社会の関心も高く、法令違反や不適切な対応は、学校の信頼を損ないかねませ
ん。また、特に対応が困難ないじめ事案については、都道府県私立学校担当課と密にコ
ミュニケーションを取り、早期解決に向けて、いじめ防止対策推進法や国の基本方針を
踏まえ、適切な対応をお願いします。

（いじめ防止対策推進法において義務となっている措置の例）
学校法人が設置する学校は、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事に報告しなければならない。
（発生報告。法第３１条第１項）
調査結果については、当該学校を所轄する都道府県知事に報告すること。（結果報告。法第３１条第２項）

（※１）いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（抜粋）
私立学校が支援体制を十分に整備できない場合等においては、都道府県私立学校所管課は、適切な支援を行うこと。その

際、都道府県私立学校所管課は、都道府県教育委員会に対して助言又は支援を適切に求め、都道府県教育委員会と連携し
ながら対応すること。

（※２）いじめの防止等のための基本的な方針（抜粋）
国立学校及び私立学校における、いじめの問題への対応について、必要に応じて、教育委員会からのスクールカウンセラー・

スクールソーシャルワーカー、弁護士等の専門家・関係機関の紹介や、研修機会の提供等の支援が受けられるよう、日常的に、
国立学校の設置者は国及び教育委員会との連携確保、都道府県私立学校主管部局は、教育委員会との連携確保に努める。

⇒学校の危機管理が問われることに！



事項 当該事案における学校等の対応

基本方針
事案発生当時、学校のいじめ防止基本方針、当該地方公共団体のいじめ防止基本方針及び対応
マニュアルが策定されていたが、基本方針等に基づく対応が教職員に周知徹底されていなかった。

未然防止・早期発見
・早期発見のためのアンケート調査を年６回実施していた。５月の調査では当該生徒のいじめが疑
われる記載があったが、学校では特に確認を要するものとはとらえなかった。またその後のアンケー
ト調査を２回連続当該生徒が提出していない状況であったが、学校は特段の対応をしなかった。

組織的対応

・保護者からの相談を受け、学校では臨時会議を開催し、情報を共有しながら対応していたが、一部
のいじめについては担任止まりとなっていた。

・学年ごとに生徒の問題行動を処理しようとする傾向が強く、「小さな問題」と捉えた事案については、
学校全体で情報共有がなされず、管理職による点検・指導が行われなかった。
・事案について養護教諭やスクールカウンセラーと情報を共有して対応に当たることをしなかった。
・自死発生前、本件いじめについて学校から教育委員会への報告は行われていなかった。

いじめへの対処

・当該生徒と加害生徒の問題について、対応方針を事前に双方の保護者と協議せず、また、一部の
加害生徒の保護者に対しては、いじめについて報告をしていなかった。

・学年集会を開催して指導を行ったが、後日、当該生徒が加害生徒から「チクった」と言われた。この
ことについて学校は保護者から相談を受けたが、特段の対応を行わなかった。

学校による調査・第三者
調査委員会による調査

・当初、遺族の意向を受けて自死については「転校した」と他の生徒に伝えた（当該生徒の自死につ
いての公表は発生から約１年後であった）。

・第三者調査委員会はすでに常設機関として設置されていた。事案発生後、学校による基本調査を
実施し、事案発生から２か月後に第三者委員会による詳細調査を開始した。
・遺族に対して、第三者調査委員会による調査結果を報告。

中学１年生男子生徒の自死事案。自死の数ヶ月前から、見下す言葉でのからかい、仲間外れ等のいじめを受けているとの相
談が学校にあった。第三者調査委員会の調査結果においては、「それらの出来事及び学校の対応と自死については、関連性
があると考えられる。」とされた。

法施行後に発生したいじめが背景にある自殺事案 ①
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事項 当該事案における学校等の対応

基本方針
・法施行後間もない時期に発生した事案であるため、学校の基本方針は策定されていなかった。

・学校としてのいじめ事案の報告経路・情報共有の方法を含むいじめへの対処方針は策定・共有さ
れていたが、方針に基づく対応が徹底されていなかった。

未然防止・早期発見

・定期的に実施していたアンケート（月１回）の結果について、当該生徒の回答に変化が見られたも
のの、十分な分析の下、対応を行わなかった。

・その他保護者からの相談、当該生徒の様子の変化、部活動の欠席など、学校として個々の事案を
把握していたが、学校はいじめと認知して対応していなかった。

組織的対応

・当時学校が定めたいじめ事案に係る報告経路・情報共有の方法が徹底されておらず、一部のいじ
めでは担任と学年主任のみで対応をとり、学校の対策組織には共有されていなかった。

・いじめ、クラス内のトラブルが発生し、いじめ対策組織において協議した場合でも、協議の内容に
ついて記録が作成されていなかった。
・当該生徒についてスクールカウンセラーの利用実績はなかった。

いじめへの対処

・担任は、被害生徒に声をかけたところ、「大丈夫」と答えたため、様子を見守ることとしたが、その対
処方針は、組織的に判断して決定されたものではなかった。

・部活動におけるいじめについて具体の対応を定めていなかった結果、顧問から学校の対策組織に
報告がなされていなかった。

・顧問も交えた部活動のミーティングの中で、加害側から被害生徒の性格的な面への指摘があり、
被害生徒が自らの性格の改善を約束するという結果になった場面があった。この後も悪口等のいじ
めが継続していたが、学校は特段の対応を行わなかった。

学校による調査・第三者
調査委員会による調査

・学校及び教育委員会による調査結果を遺族に提示（閲覧のみ）。

・第三者調査委員会の設置に関して、スタートの時点で要綱の内容、人選について遺族との協議を
円滑に行うことができなかったため、調査の開始が約１０ヶ月後となった。

中学１年生女子生徒の自死事案。クラス及び部活動において、暴力を伴わない悪口、心理的な嫌がらせが日常的に発生し
ていた。第三者調査委員会の調査結果においては、「「いじめ」被害を受けたことが自殺の主要な原因である。」とされた。

法施行後に発生したいじめが背景にある自殺事案 ②
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事項 当該事案における学校等の対応

基本方針
・学校のいじめ防止基本方針について、背景や内容を教職員で理解・共有できておらず、アンケート
の実施など、計画に則った取組ができなかった。

未然防止・早期発見

・教職員が、生徒が発するＳＯＳ（生活記録ノートの記載等）を共有できなかった。

・いじめ・自殺・生徒指導等に関わる文科省・県教委等からの諸資料は、担当者に回覧されたが、教
職員に周知・徹底されず、諸資料を効果的に活用することができていなかった。
・いじめ防止やいじめに対する指導法、生徒理解を深めていく方法等についての研修が不十分だった。

組織的対応

・学校にいじめの防止のための組織は設置されていたが、各学年の状況やいじめ防止の取組を確認
する場としては機能していなかった（学年での対応が主となっており､学年間の情報交流が少ない）。

・情報共有すべき内容が明確でなく、担任が、いじめに係る情報（生活ノートの記載等）を学校のいじ
め対策組織で共有しなかった。

・学校として、担任の経験や感覚だけに頼らず、複数の教員の目で生徒を捉え、情報交換を通して
生徒の理解を深めることができなかった（明るく、元気に生活している面と「死にたい」、「だめだ」等
の言葉をノートに記載する面のギャップをどう理解するか等）。

いじめへの対処

・学校は、生徒間のトラブルをからかい、ちょっかいや喧嘩と捉え、いじめと認知することが出来な
かった。また、重大事態に発展する事案が発生するという危機意識に欠けていた。

・いじめが発生し、周囲もその行為を見ていながら解決に結びつけていくような行動をとることができ
なかった。「いじめは絶対にしてはならない」などの規範意識を生徒に徹底させる教職員の指導が不
十分だった。

・家庭との連携が不十分だった。欠席した生徒への連絡、大きな問題やけが等があったときの連絡
は行ってきたが、気になることがあったら、家庭に連絡を取って情報を共有する手立てが欠けていた。
学校行事や面談などの機会を積極的に利用し、情報共有を行う必要があった。

学校による調査・第三者
調査委員会による調査

・学校が実施した調査結果を遺族に報告・説明した。調査の際のアンケートについては、個人名を伏
せて遺族に提供した。

中学２年生男子生徒の自死事案。生徒はクラス及び部活動において、嫌がらせ、暴力等を受けており、担任とやりとしていた生
活記録ノートには、いじめを受けたことや「死にたい」旨の記載があった。学校による調査結果においては、「本いじめ事案が自殺
の一因であった」とされた。

法施行後に発生したいじめが背景にある自殺事案 ③
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いじめ対策に係る事例集（概要）

平成28年度、文部科学省の有識者会議である「いじめ防止対策協議会」において、いじめ防止対策推進
法の施行状況が検証され、平成28年11月2日、「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」が提言された。
「議論のとりまとめ」に掲げられた一部の現状・課題については、事例集を作成・周知することにより、
学校現場の取組に資することとされた。

⇒ いじめ防止対策協議会における議論を踏まえ、平成30年９月、「いじめ対策に係る事例集」を作成。

学校や教育委員会等における実際の事例の中から、いじめの防止、早期発見及び対処等の点で、特に優
れている事例や、学校現場において教訓となる事例を掲載した（37項目・47事例）。
事例ごとに文部科学省のコメントを付記し、事例の着眼点を示した。

１ 背景１ 背景

１ いじめの定義・認知
●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

Case01 加害・被害の関係性に気づきづらい事案
Case02 「大丈夫」と答えたので苦痛を受けていると判断しなかった事案
Case03 双方向の行為がある事案
Case04-05 グループ内のトラブル
Case06-07 組織的ないじめの認知
Case08 いじめとして認知はするが、「いじめ」という言葉を使わずに指導する対処例

２ 学校のいじめ防止基本方針
Case09 いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例
Case10 学校基本方針の策定・見直しのプロセス（ＰＤＣＡサイクルに係る取組）
Case11-12 学校基本方針を児童生徒・保護者に対して適切かつ効果的に周知している事例

３ 学校いじめ対策組織
●学校いじめ対策組織の構成・活動

Case13 学校いじめ対策組織の構成員、活動
Case14 いじめ防止に効果的な特色ある活動が行われている事例
Case15-16 校長の判断により事案の結果が左右された事例

・リーダーシップを発揮し、迅速な対応ができたもの
・誤った判断により、事案が深刻化したもの

Case17 学校いじめ対策組織の存在・活動を児童生徒にアピールする取組
Case18 いじめの校内研修の実践例

●いじめへの組織的対応
Case19 いじめの情報共有
Case20 いじめの情報の抱え込みにより重大な事態に至り、教職員が懲戒処分を受けた事例
Case21 いじめの「ヒヤリ・ハット」事例

４ いじめの未然防止に係る取組
Case22-23 児童生徒が主体となった取組
Case24 学校における道徳教育
Case25 弁護士等による出張授業
Case26 インターネット上のいじめに関する啓発
Case27 学校と保護者（ＰＴＡ）、地域住民、関係機関との連携による未然防止のための取組

５ いじめの早期発見
Case28-29 効果的なアンケート
Case30-31 いじめの通報・相談窓口
Case32 効果的な教育相談のための工夫が行われている事例
Case33 スクールカウンセラーがいじめの相談を受け、解決に導いた事例
Case34-35 スクールソーシャルワーカーが関係機関との連携・調整を行い、解決に導いた事例

６ いじめへの対処
Case36 いじめの被害者を徹底的に守り通す対応
Case37 いじめに係る情報の保護者との共有
Case38 効果的ないじめの調査の手法、効率的かつ的確な対応の記録方法、情報共有の方法
Case39 教育委員会としての対応（指導主事によるサポート、緊急対応チームによる支援等）
Case40 加害者に対する別室指導、教育委員会による出席停止措置
Case41-43 発達上の課題を抱える児童生徒が関わるいじめへの対処
Case44 インターネット上のいじめへの対応

７ いじめの重大事態
Case45 詳細な調査をしないまま「いじめではない」という判断を行った事例
Case46 不十分な初動調査により、その後の事実解明が困難になった事例
Case47 初動で適切にいじめの重大事態として捉え、調査を実施し、被害者の支援を行った事例

２ 特徴２ 特徴

３ 目次３ 目次

※平成30年9月25日、文部科学省HP上で公表。
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原子力発電所事故により福島県外へ避難されている児童生徒がいじめに遭い、さらに、教

育委員会及び学校がいじめ防止対策推進法等に則った適切な対応を行わず、当該児童生徒
が深く傷つく結果となった事案を受け、文部科学省から以下の事項を周知。

（１）学校において在籍する被災児童生徒へのいじめの有無等の確認

学校においては、個別面談、保護者への連絡等により、被災児童生徒がいじめを受けて
いないか、悩みや不安を抱えていないか等について個別に確認を行うこと。

（２）被災児童生徒に対する格別の配慮等

被災児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が
十分に理解し、当該児童生徒に対する心のケアを適切に行うとともに、いじめ等の問題を
許さず、学校生活への適応が図られるよう、日常的に、周囲の児童生徒に対する必要な指
導を行う等の格別の配慮が適切に行われているか、各学校において改めて対応を確認す
ること。

また、引き続き、児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身に付けるとともに、理解を
深めることができるよう、放射線副読本等の活用を含め、放射線に関する教育の充実に努
めること。

（３）被災児童生徒に対する相談窓口の周知

各教育委員会、学校等において、被災児童生徒、保護者等に対して、いじめ等の問題で
悩みを抱えている場合に利用できる相談窓口を周知すること。

東日本大震災により被災した児童生徒を受け入れる学校の対応について（通知）
（平成２８年１２月１６日付け２８文科初第１２３４号）
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新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における
教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について（通知） ２ 初 児 生 第 ７ 号

令和２年５月２７日

【児童生徒に対する差別や偏見について】
新型コロナウイルス感染症に関連し，海外から帰国した児童生徒，外国人児童生徒，感染者，濃厚接触者とその家

族，新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏
見や差別につながるような行為は，断じて許されるものではない。そのため，以下の点に留意しつつ，適切に対応すること。

○ 臨時休業中にインターネット上や家庭内でトラブルが生じている可能性も踏まえ，アンケート調査等により悩みを抱える
児童生徒の早期発見に努めること。

○ 新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に，発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ，例えば，マスク
をしていない，咳をしている，登校時における検温で熱がある，医師の指示等により出席を控えているなどの児童生徒
への偏見や差別が生じないよう，生徒指導上の配慮等を十分に行うこと。なお，指導にあたっては，新型コロナウイルス
感染症の予防に関わる指導資料（※）を適宜活用すること。
※新型コロナウイルス感染症の予防に関わる指導資料：

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm

○ 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康相談の実施などにより，児童生徒の状況を的確に
把握し，スクールカウンセラー等による支援を行うなど，心の健康問題に適切に対応すること。

○ 児童生徒や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談窓口（「２４時
間子供ＳＯＳダイヤル」やＳＮＳ相談窓口等）を適宜周知すること。

新型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休業では，通常の長期休業とは異なり，教育活動の再開の時期が
不確定であることなどから，児童生徒の心が不安定になることが見込まれる。

教育活動の再開等にあたり，感染防止対策を徹底した上で，児童生徒に対する生徒指導について留意いただきたい事
項についてまとめ、各都道府県教育委員会等に周知。
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※平成28年4月の通話料無料化及び番号変更に伴い、本ポスターを
全国の学校等に配布

24時間子供ＳＯＳダイヤルについて

子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含め
て24時間いじめ等の悩みを相談することができる
よう、全国統一ダイヤルを設置。

統一ダイヤルに電話をすれば、原則として電話
をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続
される。

（なやみいおう）

０ １ ２ ０ － ０ － ７ ８ ３ １ ０

平成19年２月～ 全都道府県及び指定都市教育
委員会で実施開始

平成28年４月～ 通話料無料化

電話番号

概要

経緯

相談員の人件費 ： 国で１／３負担
地方自治体で２／３負担

通 話 料 ： 国で全額負担

財政措置
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ＳＮＳ等を活用した相談事業 令和4年度要求・要望額 61億円の内数
（前年度予算額 53億円の内数）

【イメージ】ＳＮＳ等を活用した相談

ＳＮＳ等スクリーンショット
も送信可能で、Ｓ
ＮＳ上のトラブル
等を正確かつ容
易に伝えることが

できる

教育委員会、
総合教育センター

や民間団体等
で受信

（例）自殺をほのめかす等、命に関わる相談の場合の連絡の流れ

臨床心理士や
ＳＮＳ等上の子供の

気持ちがわかる
若者等が対応

教育委員会等
（福祉部局と共同・連携）

安全を確認

学校

緊急の場合

警察、児童相談所等
と連携し対応

ＳＮＳ
等

＜事業概要＞
ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備に対する支援（補助事業）

（事業内容）
SNS等を活用した双方向の文字情報等による相談を実施するとともに、相談員の専門性

を向上させる研修の実施等を支援。令和３年度より、支援の対象を全ての都道府県・指
定都市に拡大。

＜背景＞
○ いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談体制の拡充は、相談に係る
多様な選択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から喫緊の課題。

○ また、座間市におけるＳＮＳを利用した高校生3人を含む9人の方が殺害された残忍な
事件を受け、ネットを通じて自殺願望を発信する若者が適切な相談相手にアクセスできるよ
う、これまでの取組の見直しが求められている。

○ スマートフォンの普及等に伴い、最近の若年層の用いるコミュニケーション手段においては、
ＳＮＳが圧倒的な割合を占めるようになっている。
（参考）
コミュニケーション系メディアの平均利用時間（令和３年度版情報通信白書（総務省））

[平日1日]（令和２年度）
10代：携帯通話 6.7分、固定通話 0.0分、ネット通話 8.8分、ソーシャルメディア 72.3分、メール利用 18.4分

対象
校種

対象
経費

実施主体
委託先

補助割合

小学校・中学校・高等学校等

報酬、期末手当等

都道府県・指定都市

国：１／３ 都道府県・指定都市：２／３
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仲裁者
の

減少
被害者

加害者
観 衆

傍観者

被害者：いじめられている子ども
加害者：いじめている子ども
観 衆：はやし立てたり、面白がって見ている子ども
傍観者：見て見ぬふりをする子ども

『生徒指導提要 第６章 第６節 いじめ （２）いじめの構造』 より

傍観者のなかから
いじめを抑止する

「仲裁者」が現れるような
学級経営が必要です。

いじめの四層構造
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不安・葛藤・劣等感・欲求不満など

いじめの衝動

主な要因
① 心理的ストレス （過度のストレスを集団内の弱い者への攻撃によって解消しようとする）
② 集団内の異質な者への嫌悪感情

（凝集性が過度に高まった学級集団などにおいて、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が
向けられる）

③ ねたみや嫉妬感情
④ 遊び感覚やふざけ意識
⑤ いじめの被害者となることへの回避感情 など・・

『生徒指導提要 第６章 第６節 いじめ （３）いじめる心理』 より

いじめる心理
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25

人間関係作りに活用できる手法等

グループエンカウンター

『生徒指導提要 第５章 第３節 ３（３）教育相談の新たな展開』 より

ソーシャルスキル
トレーニング

アンガーマネジメント

キャリアカウンセリング

ストレス
マネジメント教育

アサーション
トレーニング

ピア・サポート活動

ライフスキル
トレーニング



＜令和２年度「全国いじめ問題子供サミット」の概要①＞

■開催日時
令和３年１月２３日（土） １３時００分～１６時１０分

■開催方法
オンライン開催（Zoom)

■参加者数
全国４７地域 １９４名
（小学生２３名、中学生１７１名）

■テーマ
「いじめ」って何？

～私たちが考える「いじめ」について
知らなきゃいけないこと～

■内容
開会行事
取組紹介（各地域・学校におけるいじめ問題への取組を発表）
全体交流（グループごとに意見交換後、意見を全体で共有）
閉会行事
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＜令和２年度「全国いじめ問題子供サミット」の概要②＞

27

【本サミットのまとめ】
◎「いじめ」について必要な知識は何か、そしてその知識を身につけるにはどうすればよいか。
→ ○法律などの基本的な知識に加え、相手の立ち場に立って

どういったことがいじめになるか学ぶ。
○体験等を踏まえた劇などを通じて、自分事として全校で学ぶ。

◎ 自分たち、家族、先生が協力していじめ問題に対応するために、必要なことは何か。

→ ○自分たち、家族、先生との間で、悩みを相談しやすい関係・環境をつくる。
○いじめについて、児童生徒が中心となって学ぶ機会を開き、
みんなで共通意識をもち、地域に向けて発信する。



不登校児童生徒への支援２
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小・中・高等学校における、不登校児童生徒数は、小学校５３，３５０人（１２０人に１人）、中学校
１２７，９２２人（２５人に１人）、高等学校５０，１００人（６３人に１人）となっており、合計で、２３１，３７２人
（前年度２１７，２５１人）となっている。

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（令和元年度）

小 学 校： 53,350人（120人に１人）
中 学 校： 127,922人（ 25人に１人）
高等学校： 50,100人（ 63人に１人）

平成１６年度から
高等学校も調査

2,744 4,549 6,715 9,466 13,282 16,594 

34,324 

45,327 48,271 

12,778 11,727 9,517 
435 

15,643 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
小学校

中学校

高等学校

高等学校

中 学 校

小 学 校

平成１６年度から
高等学校も調査

令和元年度：231,372人（前年度217,251人）

（注） 不登校の定義は、年間３０日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、 「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない
あるいはしたくともできない状況にある者」

不登校の現状

（年度）
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目的 教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間等において授業を行う学
校における就学機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進

基本理念
１ 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
２ 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
３ 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
４ 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教
育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上

５ 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携

国の責務、地方公共団体の責務、財政上の措置等について規定

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（概要）

Ⅰ．総則（第１条～第６条）

１ 文部科学大臣は、基本指針を定め、公表する
２ 作成又は変更するときは、地方公共団体及び民間団体等の
意見を反映させるための措置を講ずる

Ⅱ．基本指針（第７条）

国及び地方公共団体は、以下の措置を講じ、又は講ずるよう努める
１ 全児童生徒に対する学校における取組への支援に必要な措置
２ 教職員、心理・福祉等の専門家等の関係者間での情報の共有の促進等
に必要な措置

３ 不登校特例校及び教育支援センターの整備並びにそれらにおける教育
の充実等に必要な措置

４ 学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等
の継続的な把握に必要な措置

５ 学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養
の必要性を踏まえ、不登校児童生徒等に対する情報の提供等の支援に必
要な措置

Ⅲ．不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等（第８条～第13条）

１ 地方公共団体は、夜間等において授業を行う学校における
就学の機会の提供等を講ずる

２ 都道府県及び区域内の市町村は、１の事務の役割分担等を
協議する協議会を組織することができる
構成員：①都道府県の知事及び教育委員会、②都道府県内の市町村
長及び教育委員会、③民間団体等

Ⅳ．夜間等において授業を行う学校における就学の機
会の提供等（第14条・第15条）

１ 実態把握及び学習活動に対する
支援の方法に関する調査研究等

２ 国民の理解の増進
３ 人材の確保等
４ 教材の提供その他の学習の支援

５ 学校生活上の困難を有する児童
生徒等からの教育及び福祉をはじ
めとする各種相談に総合的に対応
する体制の整備

Ⅴ．教育機会の確保等に関するその他の施策（第16条～第20条）
１ 公布日から２月後に施行
（Ⅳ.は、公布日から施行）

２ 政府は、速やかに、必要な
経済的支援の在り方について
検討し、必要な措置を講ずる

３ 政府は、多様な学習活動の
実情を踏まえ、施行後３年以
内に検討を加え、教育機会の
確保等の在り方の見直しを含
め、必要な措置を講ずる

Ⅵ．その他

【議員立法 平成２８年１２月１４日公布】
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○ 調査研究等 ○ 国民の理解の増進
○ 人材の確保等 ○ 教材の提供その他の
○ 相談体制等の整備 学習支援

○ 夜間中学等の設置の促進等
・ 設置の促進

ニーズの把握や設置に向けた準備の支援、法第15
条に基づく協議会の設置・活用、広報活動の推進

・ 既設の夜間中学等における教育活動の充実
・ 自主夜間中学に係る取組

○ 夜間中学等における多様な生徒の受入れ
義務教育未修了者に加え、外国籍の者、入学希望既

卒者、不登校となっている学齢生徒など、多様な生徒の受
入れを図る

○ 児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくり
・ 魅力あるより良い学校づくり
・ いじめ、暴力行為、体罰等を許さない学校づくり
・ 児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施

○ 不登校児童生徒に対する効果的な支援の推進
・ 個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進

不登校児童生徒や保護者の意思を尊重しつつ、状況把握及び
関係機関等との情報共有などの継続した組織的・計画的な支援
の推進 等

・ 不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保
不登校特例校・教育支援センターの設置促進、教育委員会・

学校と民間団体の連携等による支援の推進、多様で適切な学習
活動の重要性及び休養の必要性を踏まえた支援 等

・ 不登校等に関する教育相談体制の充実
教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー、関係機関が連携した体制構築の促進 等

○ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等の意義・現状
○ 基本指針の位置付け
○ 基本的な考え方
・ 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等
◆魅力あるより良い学校づくりを目指すこと ◆不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること
◆不登校児童生徒の社会的自立を目指すこと ◆不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ、個々の児童生徒の状況に
◆就学に課題を抱える外国人の子供に対する配慮 応じた支援を行うこと 等
が必要

・ 夜間中学等における就学の機会の提供等 設置の促進や多様な生徒の受入れを推進することが必要
・ 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下で施策を実施

１． 教育機会の確保等に関する基本的事項

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針（概要）
（平成29年3月31日文部科学大臣決定）

２． 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等
に関する事項

３． 夜間その他特別な時間において授業を行う
学校における就学の機会の提供等に関する事項

４． その他教育機会の確保等に関する施策を総合的
に推進するために必要な事項
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不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）
【背景】 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行状況の検討等に際し、過去の不登校施策に関する

通知における不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに係る記述について、法や基本指針の趣旨との関係性について誤解を生じるおそれがあるとの
指摘があったことから、当該記述を含めこれまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し、まとめた。

元文科初第 698 号
令和元年10月25日

学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を
受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を
行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

学校外の施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すもの
であり、かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、
不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような
個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合、下記の要件を満たせば、
校長は指導要録上出席扱いとすることができる。
【要件等】
★保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
★民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは、「民間施設についての

ガイドライン」を参考に、校長が教育委員会と連携して判断すること
★当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること
★学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容

等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行う
とき、その学習活動が、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かに
かかわらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動
であり、かつ、児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合、
下記の要件を満たせば、校長は指導要録上出席扱いとすることができる。
【要件等】
★保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
★ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること
★訪問等による対面指導が適切に行われること
★当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること
★校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分把握すること
★学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等がその学校の

教育課程に照らし適切であると判断できること

【概要】
１ 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方

・不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立する
ことを目指す必要があること

・不登校児童生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、不登校のきっかけや継続理由に応じて、適切な支援や働き掛けを行う必要があること
２ 学校等の取組の充実

・不登校児童生徒が生じないような魅力あるよりよい学校づくりを目指すほか、児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮を実施すること
・校長のリーダーシップの下、教員だけでなくスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとも連携協力し、組織的な支援体制を整えること
・個々の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、フリースクールなどの民間施設、ICTを活用した学習支援など多様な教育機会を確保すること
３ 教育委員会の取組の充実

・研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図り、不登校に関する知識や理解などを身に付けさせ、教員の資質向上を図ること
・教育支援センターの整備充実を進めるとともに、教育支援センターを中核とした不登校児童生徒やその保護者を支援するネットワークを整備すること
・訪問型支援など保護者への支援の充実を図るほか、日頃から民間施設とも積極的に情報交換や連携に努めること
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・教育支援センター（適応指導教室）の設置の推進
不登校児童生徒の社会的自立に向けた指導・支援を担う「教育支援センター（適応指導教室）」の設置を推進
（令和元年度：1,527施設（H30：1,449施設））

・不登校児童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程の弾力化（不登校特例校）
不登校児童生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成する必要があると認められる場合、指定を受けた特

定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成
【特区措置を平成17年７月６日付け初等中等教育局長通知により全国化】

・不登校児童生徒に対する支援推進事業
不登校児童生徒支援に係る関係機関の連携体制の整備や学校以外の場における不登校児童生徒の支援を推進

【令和２年度に創設】

・教育相談体制の充実
不登校を含め様々な課題を抱える児童生徒への相談体制の強化に向け、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

の配置やＳＮＳ等を活用した相談体制の構築を推進

・指導要録上の出席扱いについての措置等
小・中・高等学校の不登校児童生徒が教育支援センター（適応指導教室）や民間施設など学校外の機関で指導等を受ける場合

や、自宅においてＩCＴ等を活用して行った学習活動について、一定の要件を満たすときは指導要録上「出席扱い」にできる
【令和元年10月25日付け初等中等教育局長通知（義務教育）】
【平成21年３月12日付け初等中等教育局長通知（高等学校）】

また、指導要録上「出席扱い」となった児童生徒を対象に、通学定期乗車券制度（いわゆる「学割」）を適用
【平成５年３月19日付け初等中等教育局中学校課長通知（義務教育）】

【平成21年３月12日付け初等中等教育局長通知（高等学校）】

○ 個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の充実に向け、教育支援センターの取組支援や、出席扱い
の措置、教育課程の弾力化等に取り組んでいる。

不登校児童生徒への支援施策
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民間団体、民間施設６，３２８人
（うち出席扱い３，３１６人）

教育支援センター２１，６９５人
（うち出席扱い１８，３６３人）

うち学校外の機関等６４，８７７人

うち学校内の機関等８５，８６９人

小・中学校の不登校児童生徒が学校内外で相談・指導等を受けた状況

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（令和元年度）

受けていない
53,593人
（29.6％）

受けた
127,679人※

（70.4％）

学校内外で相談・指導等を受けた不登校児童生徒について

学校内外の機関等で相談･指導等を受けた不登校児童生徒は約１３万人（７０．４％）である。

※学校内外の複数の機関で相談・指導等を受けた児童生徒がいるので、それぞれの人数の合計とは一致しない
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（３）教育支援センターの整備充実及び活用
① 教育支援センターを中核とした体制整備

今後，教育支援センターは通所希望者に対する支援だけでなく，これまでに蓄積され
た知見や技能を生かし，通所を希望しない者への訪問型支援，シートのコンサルテーショ
ンの担当など，不登校児童生徒への支援の中核となることが期待されること。

また，不登校児童生徒の無償の学習機会を確保し，不登校児童生徒への支援の中核
的な役割を果たしていくため，未設置地域への教育支援センターの設置又はこれに代わ
る体制整備が望まれること。そのため，都道府県教育委員会は，域内の市区町村教育委
員会と緊密な連携を図りつつ，未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用
しやすい環境づくりを進め，「教育支援センター整備指針（試案）」（別添４）を参考に，地
域の実情に応じた指針を作成し必要な施策を講じていくことが求められること。

市区町村教育委員会においては，主体的に教育支援センターの整備充実を進めてい
くことが必要であり，教育支援センターの設置促進に当たっては，例えば，自治体が施設
を設置し，民間の協力の下に運営する公民協営型の設置等も考えられること。もとより，
市区町村教育委員会においても，「教育支援センター整備指針」を策定することも考えら
れること。その際には，教育支援センターの運営が不登校児童生徒及びその保護者等の
ニーズに沿ったものとなるよう留意すること。

なお，不登校児童生徒への支援の重要性に鑑み，私立学校等の児童生徒の場合で
も，在籍校と連携の上，教育支援センターの利用を認めるなど柔軟な運用がなされること
が望ましいこと。

３ 教育委員会の取組の充実

教育支援センターの整備と柔軟な運用
不登校児童生徒への支援の在り方について（令和元年10月25日通知）より抜粋
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不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、特
定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる。

○ 相当の期間小学校、中学校、高等学校を欠席していると認められる児童生徒、高等学校を退学
し、その後高等学校に入学していないと認められる者又は高等学校の入学資格を有するが、高等
学校に入学していないと認められる者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成
して教育を実施する必要がある場合。
※学校教育法施行規則
第５６条（小学校）、第７９条（中学校）、第８６条（高等学校）、第１０８条（中等教育学校）

○ 特別の教育課程を編成することを希望する学校を設置する地方自治体の教育委員会、国立大学
法人、学校法人が文部科学大臣に申請書を提出。

文部科学大臣は、申請内容を審査し、学校教育法等の観点から支障がないと認められるときは当該学校を
指定。

具体的な仕組の概要

特区「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業」の閣議決定（平成１６年１２月１０
日）に基づき、平成１７年学校教育法施行規則の改正により全国化した。

・八王子市立高尾山学園小学部・中学部 （平成16年4月～） ・京都市立洛風中学校 （平成16年10月～)
・学科指導教室「ＡＳＵ」 ※小・中学校 （平成16年4月～） ・星槎中学校 （平成17年4月～）

・鹿児島城西高等学校 普通科（ドリームコース） （平成18年4月～) ・東京シューレ葛飾中学校 （平成19年4月～)
・京都市立洛友中学校 （平成19年4月～) ・日本放送協会学園高等学校 （平成20年4月～)
・星槎名古屋中学校 （平成24年4月～) ・星槎もみじ中学校 （平成26年4月～)
・西濃学園中学校 （平成29年4月～） ・調布市立第七中学校はしうち教室（平成30年4月～）
・東京シューレ江戸川小学校 （令和2年4月～） ・岐阜市立草潤中学校（令和3年4月～）
・福生市立福生第一中学校（令和2年4月～） ・星槎高等学校（令和2年4月～）
・大田区立御園中学校（令和3年4月～）

（参考） 令和３年８月現在、開校している学校は全国で１７校

不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程の編成（特例校）について

36



令和２年１月 文部科学省作成
【趣旨】

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」や同法に基づく基本指針では、不登校児童生徒に対する多様で
適切な教育機会の確保のため、不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校（不登校特例校）の設置促進が示さ
れているところ、各自治体等における特例校の設置に向けた検討が進むよう，また，すでに設置している自治体等においても一層の希望者の受入れや教
育の質の向上等が図られるよう，各種のデータを掲載するとともに，設置・運営上の工夫や具体的な事例などを紹介する手引きを作成した。

【主な内容】
Ⅰ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

Ⅱ 特例校の現状
→ 特例校の設置状況や平成２８年に実施した調査の結果等を紹介。

Ⅲ 設置・運営について
→ 対象となる児童生徒の範囲、特別の教育課程の編成、申請の手続き等

不登校特例校を新たに設置する場合やすでに指定を受けている学校の実施計画を
変更する場合の手続きや留意事項について、分かりやすく解説。

Ⅳ 事例紹介
→ 不登校特例校４校の事例を紹介。

Ⅴ 参考資料

★文部科学省ホームページにて掲載 → https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008.htm

不登校特例校 で検索！

不登校特例校の設置に向けて 【手引き】
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○学校外での学習活動等の適切な把握も含めたＩＣＴ等を活用した学習支援

・義務教育段階の不登校児童生徒の指導要録上の出欠の取扱い等について、「不登校児童生徒への支援

の在り方について」（令和元年10月25日付け元文科初第698号）の趣旨を周知すること。

・地方公共団体における先進事例を参考とするなどして、学校外での学習活動等の適切な把握も含めた

ＩＣＴ等を活用した学習支援を積極的に行うこと。

○ＩＣＴ等を活用した相談支援

・一般社団法人日本臨床心理士会による「オンラインによる遠隔でのカウンセリングにおける留意点」
を参考するなどして、ＩＣＴ等を活用した相談支援を積極的に行うこと。

文部科学副大臣を座長とする「魅力ある学校づくり検討チーム」による報告書（令和２年９月８日）におい
て、「ＧＩＧＡスクール構想の実現により ＩＣＴ 端末の一人一台環境が整備されることとなるが、不登校児
童生徒に対する教育支援センターや民間団体、自宅における学習環境が充実することにより、学校とのつなが
りが強化されるとともに、学習の遅れが軽減されることで、社会的自立につながることが期待される。不登校
児童生徒への支援の充実を図るため、オンラインによる授業の配信やＩＣＴ教材の提供、学習成果の評価など
の学校・教育委員会における取組について普及を図る」、「対面による相談が困難な場合、スクールカウンセ
ラー等による遠隔技術を用いた相談の実施を推進する」とされたこと等を踏まえ、以下の内容を周知。

不登校児童生徒に対するＩＣＴ等を活用した学習支援について

令和2年9月23日付け事務連絡
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○ 不登校児童生徒・保護者がオンライン学習を希望する場合、学校へ連絡。
○ 授業のオンライン配信に際して、授業を行う日時、教科、オンライン授業のルール等について、不登校児童生

徒・保護者と事前に打合せを実施。
○ 学校内の別室において授業を受けられる場合、学校内の別室へ授業のオンライン配信を実施。
○ 学校内の別室での学習が困難な場合は、通信環境の確認を行った上で、自宅へのオンライン配信を実施し、学

校長が指導要録上の出席扱いを判断。

＜イメージ＞

支援内容

事例１：教室で行う授業のオンライン配信（福岡市）

自宅

・教室において通常どおり授業を実施
しつつ、その様子をオンライン配信

教室

学校内の別室

・不登校児童生徒の相談支援を行
う「ステップルーム（校内適応指導
教室）」やＰＣ教室において教室の
授業を視聴

・学校内の別室での登校が困難
な場合、通信環境を確認の上、
自宅においてオンライン授業を視
聴

オンライン配信 オンライン配信

別室登校
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○ 県内に３箇所設置している県教育支援センター「ハートフルスペース」に、児童生徒への学習支援や保護者へ
の助言等を行う「自宅学習支援員」を配置。

○ 自宅学習支援員は、児童生徒の学習状況をインターネットを介して確認し、学習教材内の通信機能や訪問等に
より、学習支援を行う。

○ 児童生徒は県が契約している民間オンライン教材により学習。県教育委員会は学習支援報告書を市町村教育委
員会経由で在籍校に提出し、学校長が指導要録上の出席扱いを判断。

＜イメージ＞

支援内容

事例２：教育支援センターを拠点とした学習支援（鳥取県）

児童生徒（自宅）

相談・情報共有

・指導要録上の出席扱いを
判断

在籍校

県教育支援センター「ハートフルスペース」

・自宅学習支援員、学校との
情報共有

市町村教育委員会

学習支援・保護者支援
学習状況の確認

・通信や訪問による学習支援、
学習状況の確認を行う「自宅
学習支援員」を配置

・民間オンライン教材による学習

家庭訪問・対面指導

学習支援報告書の提出

学習支援報告書の送付
学習状況の共有

県教育委員会 ・民間オンライン教材の契約

不登校（傾向）及びひきこもりが心配される
生徒等の相談・支援を行う施設
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○ 不登校児童生徒への学習支援を行う「スペース・イオ」を設置するとともに、学習教材の作成を行う職員や、
相談支援を行うカウンセラー等を配置。

○ 「スペース・イオ」において個々の子供に適したオンライン教材を作成し、計画的な学習を実施。
○ 児童生徒は教材の学習結果を「スペース・イオ」に提出。「スペース・イオ」は学習結果を在籍校に報告し、

在籍校において、学校長が指導要録上の出席扱いを判断。
○ その他、「スペース・イオ」において保護者会や、児童生徒が参加するイベント等を実施。

＜イメージ＞

支援内容

事例３：教育委員会が設置した支援拠点における学習支援（秋田県）

自宅

・指導要録上の出席扱いを
判断

在籍校

児童生徒向けイベント
や保護者会を実施

スペース・イオ

・スペース・イオ全体の統括や児童
生徒への指導、在籍校との連携等
を行う「教育専門監」、教材の開発
やＩＴ等学習を担当する「ＩＴ等学習
指導員」、カウンセラー等を配置

・スペース・イオ作成の教材
により学習

家庭訪問・対面指導

学習状況の共有、
定期的な訪問等による連携

オンライン教材による
計画的な学習の実施
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不登校児童生徒に対する支援推進事業 令和4年度要求・要望額 2.4億円

（前年度予算額 1.9億円）

【背景】 ○ 不登校児童生徒数は７年連続増加（令和元年度の小・中学校における不登校児童生徒数：約１８万１千人）
○ 平成２８年１２月７日、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が成立し、同法第７条を踏まえ、

平成２９年３月、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」を策定
⇒ 不登校児童生徒への多様で適切な教育機会の確保が重要

都道府県
政令指定都市

実施
主体

国 １/３
都道府県・政令指定都市 ２/３

補助
割合

謝金、旅費、報酬、期末手当、交通費等補助対象
経費

■教育改革推進特別経費（教育の質の向上を図る学校支援経費）
令和４年度概算要求額 22億円の内数

１．事業内容
私立学校におけ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による不登校児

童生徒への教育機会の確保に要する経費の補助。
２．補助事業者 都道府県 ３．補助率 １／２

不登校児童生徒への対応に取り組む私立学校への支援 （関連施策）

■学力向上を目的とした学校教育活動支援
令和４年度概算要求額 46億円の内数

１．事業内容
いじめ・不登校等への対応のため、教師に加えて多様な支援スタッフが学校の教育活動に参

画する取組に要する経費の補助。
２．補助事業者 都道府県・指定都市 （市区町村は間接補助）
３．補助率 １／３

支援スタッフの配置 （関連施策）

■スクールカウンセラー等活用事業・スクールソーシャルワーカー活用事業
令和４年度概算要求額 98億円

１．事業内容
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による教育相談体制の整備に要す

る経費の補助。
２．補助事業者 都道府県・指定都市 （SSWのみ中核市も対象、市区町村は間接補助）
３．補助率 １／３

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 （関連施策）事業概要

《不登校児童生徒支援に係る関係機関の連携体制の整備》

◆不登校児童生徒支援協議会等の設置
教育支援センターを中核とした教育委員会

等と関係機関、フリースクール等の民間団体等
の連携により、関係機関等が定期的に不登校
児童生徒の支援の在り方について協議を行う、
不登校児童生徒支援協議会等を設置。

◆関係機関との連携を支援するコーディネーター等の配置
不登校児童生徒への支援に関する窓口として、関係機関間の連絡調整、

支援に関する学校への指導・助言等を実施するコーディネーター等を配置。

◆教職員研修会や保護者学習会等の実施
不登校児童生徒への多様で適切な支援を推進するため、フリースクール等の民間

団体と連携するなどして、教職員向けの研修会や不登校児童生徒を抱える保護者
向け学習会等を実施（実施回数を拡充）。

《学校以外の場における不登校児童生徒の支援の推進》

アウトリーチ型支援等の実施
教育支援センターに通うことが困難な不登校児童生徒に対して、家庭訪問等

を通じての相談、学習支援等を行う支援員や、不登校児童生徒のアセスメント、
学習指導、保護者や学校の教職員へのコンサルテーション等を行う人材を配置
し、広域的な支援体制を整備（支援員の拡充）。

教育支援センター等を中核とした支援ネットワークの整備

◆教育支援センターにおける相談・支援体制の強化



新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における
教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について（通知） ２ 初 児 生 第 ７ 号

令和２年５月２７日

【不登校関係部分】
新型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休業により，学校再開後においても様々な不安やストレスを抱える児童生徒

や，保護者の経済状況など家庭環境に変化が生じる児童生徒の増加が見込まれます。（自宅学習の遅れによる学習面の不安や進
学・進路への不安，長期の在宅で生活リズム（睡眠や食生活を含む）が乱れたことによる規則的な登校への不安，保護者の収入が減ったこと
による家庭の経済状況の変化など）

◆学校再開後における対応
○ 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察やストレスチェック等により，児童生徒等の状況を的確に把握し，健

康相談等の実施やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面からの支援（社会福祉サービスの提
供等）など，校長のリーダーシップのもと，教員だけでなく，様々な専門スタッフと連携協力し，組織的な支援体制を整えることな
どにより，新たな不登校や不登校の長期化の要因となり得る児童生徒の不安や家庭環境に係る状況の悪化に対する支援に適
切に取り組むようお願いいたします。

○ 児童生徒や保護者等に対し，今後の授業の進め方や見通しなど，子供たちの「学びの保障」のための取組方針について，児童
生徒の発達段階に応じて丁寧に説明を行い，十分に認識の共有を図ることで，学習に対する不安を軽減することは，新たな不
登校を生じさせないためにも重要となりますので，適切な対応をお願いいたします。

○ 臨時休業前から不登校となっている児童生徒を含め，不登校児童生徒への支援に関しては，引き続き「不登校児童生徒への
支援の在り方について」（令和元年10月25日付け初等中等教育局長通知）を参考に対応いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休業では，通常の長期休業とは異なり，教育活動の再開の時期が
不確定であることなどから，児童生徒の心が不安定になることが見込まれる。

教育活動の再開等にあたり，感染防止対策を徹底した上で，児童生徒に対する生徒指導について留意いただきたい事
項についてまとめ、各都道府県教育委員会等に周知。
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44.3%

22.5%

29.6%

きょうだい(※)

祖父母

父母

「いる」と答えた人のうち、

世話をしている家族の内訳（複数回答）

いる
5.7%

いない
93.6%

無回答
0.6%

【中学２年生】

○ 世話をしている家族が「いる」と回答したのは、中学２年生が5.7％、全日制高校２年生は4.1％

61.8%

14.7%

23.5%

きょうだい(※)

祖父母

父母

「いる」と答えた人のうち、

世話をしている家族の内訳（複数回答）

N=5,558

いる
4.1%

いない
94.9%

無回答
0.9%

【全日制高校２年生】

N=7,407

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」（令和３年３月） 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

※きょうだいの状況（複数回答）

幼い73.1％，身体障がい5.6％，知的障がい14.7％，

精神疾患・依存症（疑い含む）4.6％，精神疾患・依存症以外の病気0.5％

※きょうだいの状況（複数回答）

幼い70.6％，身体障がい6.6％，知的障がい8.1％，

精神疾患・依存症（疑い含む）1.5％，精神疾患・依存症以外の病気0.7％

「ヤングケアラーと思われる子ども」の実態をより正確に把握するため、文部科学省と連携し、教育現場である

学校や要保護児童対策地域協議会、全国の中学生や高校生に対して、実態調査を実施｡

※ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもと

されています。

58.0%

8.5%

8.5%

20.1%

16.0%

特にない

友人と遊ぶことができない

睡眠が十分に取れない

自分の時間が取れない

宿題をする時間や勉強する

時間が取れない

世話をしているために、

やりたいけれどできていないこと（複数回答）

52.1%

11.4%

11.1%

16.6%

13.0%

特にない

友人と遊ぶことができない

睡眠が十分に取れない

自分の時間が取れない

宿題をする時間や勉強する

時間が取れない

世話をしているために、

やりたいけれどできていないこと（複数回答）

ヤングケアラーの実態に関する調査研究のポイント
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ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

○ ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の育ちや教育に影響があるといった課題があ

るが、家庭内のデリケートな問題、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。

○ ヤングケアラーに対しては、様々な分野が連携したアウトリーチによる支援が重要であり、さらなる介護・医療・障害・教育分野の連携が

重要。

○ これらを踏まえ、厚労副大臣と文科副大臣を共同議長とするプロジェクトチームを立ち上げ、連携の強化・支援の充実を図る。

立ち上げの背景

共同議長 厚生労働副大臣 山本 博司

厚生労働省子ども家庭局長
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室長
厚生労働省健康局難病対策課長
厚生労働省社会・援護局保護課長
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長

構成員
共同議長 文部科学副大臣 丹羽 秀樹

文部科学省初等中等教育局長
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
文部科学省総合政策局地域学習推進課長

第１回＜３月17日＞

○ 関係部局におけるヤングケアラー支援に係る取組について

○ 関係者ヒアリング

・ 成蹊大学文学部教授 澁谷智子氏

・ 一般社団法人日本ケアラー連盟

第２回＜４月12日＞

○ 令和２年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」報告

○ ヤングケアラー支援に向けた主な論点、課題の整理

○ 関係者ヒアリング

・ 埼玉県（福祉部地域包括ケア課・教育局市町村支援部人権教育課）

・ 中核地域生活支援センターがじゅまる

第４回＜５月17日＞

○ 報告書（案）について

第３回＜４月26日＞

○ 関係者ヒアリング

・ Yancle株式会社代表取締役 宮崎成悟氏

・ 精神疾患の親をもつ子どもの会「こどもぴあ」

・ 弁護士 藤木和子氏

・ 尼崎市（教育委員会事務局学校教育部こども教育支援課）

開催実績
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ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告

○ ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であることなどから表面化しにくい構造。福祉、介護、医療、学校等、関係機関
におけるヤングケアラーに関する研修等は十分でなく、地方自治体での現状把握も不十分。

○ ヤングケアラーに対する支援策、支援につなぐための窓口が明確でなく、また、福祉機関の専門職等から「介護力」と見なさ
れ、サービスの利用調整が行われるケースあり。

○ ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くことができない。

１ 早期発見・把握
○ 福祉・介護・医療・教育等関係機関、専門職やボランティア等へのヤングケアラーに関する研修・学ぶ機会の推進。
○ 地方自治体における現状把握の推進。

２ 支援策の推進
○ 悩み相談支援

支援者団体によるピアサポート等の悩み相談を行う地方自治体の事業の支援を検討（SNS等オンライン相談も有効）。

○ 関係機関連携支援
・ 多機関連携によるヤングケアラー支援の在り方についてモデル事業・マニュアル作成を実施（就労支援を含む）。
・ 福祉サービスへのつなぎなどを行う専門職や窓口機能の効果的な活用を含めヤングケアラーの支援体制の在り方を
検討。

○ 教育現場への支援
スクールソーシャルワーカー等の配置支援。民間を活用した学習支援事業と学校との情報交換や連携の促進。

○ 適切な福祉サービス等の運用の検討
家族介護において、子どもを「介護力」とすることなく、居宅サービス等の利用について配意するなどヤングケアラーが

ケアする場合のその家族に対するアセスメントの留意点等について地方自治体等へ周知。

○ 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー支援
幼いきょうだいをケアするヤングケアラーがいる家庭に対する支援の在り方を検討。

３ 社会的認知度の向上
2022年度から2024年度までの３年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」とし、広報媒体の作成、全国フォーラ

ム等の広報啓発イベントの開催等を通じて、社会全体の認知度を調査するとともに、当面は中高生の認知度５割を目指す。

現状・課題

今後取り組むべき施策

【厚生労働省・文部科学省の副大臣を共同議長とするヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム取りまとめ】

福祉、介護、医療、教育等、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるため、
以下の取組を推進

令和３年５月１７日
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児童虐待３
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児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路

11,63117,725

23,274
23,738

26,569
33,408

34,472
37,323

40,639
42,664

44,210
56,384

59,919
66,701

73,802 88,931

103,286 122,575

133,778

159,838

193,780
（速報値）
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児童虐待相談対応件数の推移
児童虐待相談対応件数

○ 虐待相談の内容別割合

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総 数

令和元年度
（速報値）

49,240
(25.2%)
（+9,002）

33,345
(17.2%)
（+3,366）

2,077
(1.1%)
（+374）

109,118
(55.3%)
(+20,727)

193,780
(100.0%)
（+33,942）

○ 虐待相談の相談経路

家族 親戚 近隣
知人

児童
本人

福祉
事務所

児童
委員 保健所 医療

機関
児童福祉
施設 警察等 学校等 その他 総 数

元年度
（速報値）

13,160
（7%）
（+1,982）

2,639
（2%）
（+325）

25,285
（13%）
（+3,836）

1,663
（1%）
（＋249）

8,890
（5%）
（+559）

210
（0%）
（-20）

232
（0%）
（+16）

3,675
（2%）
（+133）

2,871
（1%）
（＋394）

96,473
（50%）
（+17,335）

14,828
（8%）

（＋3,379）

23,854
（12%）
（+5,754）

193,780
（100%）
（＋33,942）

平成27年７月
児童相談所全国共通
ダイヤルを３桁化

平成25年８月
「子ども虐待対応の手引き」におい
て、きょうだいへの虐待を当該児童に
対する心理的虐待であると例示。

平成16年10月
児童虐待防止法の改正により、配
偶者間の暴力（面前DV）が心理的
虐待に含まれることが明確化され
た。

平成25年12月
警察がDV事案への積極的な介
入及び体制を確立したことに
伴い、警察から児童相談所へ
の通告が増加した。

○ 令和元年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数は、193,780件。平成11年度に比べて約17倍。
○ 心理的虐待の割合が最も多く（56.3%）、次いで身体的虐待の割合が多い（25.4%）。
○ 相談経路は、警察等（50％）、近隣知人（13％）、家族（8％）、学校等（8％）からの通告が多くなっている。
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児童相談所虐待対応
ダイヤルを無料化



学校等における児童虐待への対応

児童虐待の早期発見（虐待防止法５条１項）
学校及び教職員は、児童虐待を発見しやすい立場

にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努める。

※幼児児童生徒の心身の状況を適切に把握すること、健康
診断（身体測定、内科検診、歯科検診）は、児童虐待を早
期に発見しやすい機会であることに留意

児童虐待の早期対応（虐待防止法６条１項）
児童虐待を受けたと思われる幼児児童生徒を発見した

場合は、速やかに、市町村、児童相談所等に通告する。

※一般人の目から見れば主観的に児童虐待が疑われる場合
は通告義務が生じる
※結果として通告が誤りであった場合も、基本的には刑事上・

民事上の責任を問われることは想定されない

関係機関との連携強化（虐待防止法４条１項、５条２項）、学校等から児童相談所への情報提供（同法
13条の４）
・教育委員会、児童相談所等が、必要に応じて相互の会議に出席、協力するなどして、日常的な連携の強化を図る。
・児童虐待防止のため、幼児児童生徒の出欠状況等の定期的な情報提供等の適切な運用に努める。

学校等の間の情報共有について（平成27年7月31日付け文科初第335号）
幼児児童生徒の進学・転学に当たっては、法令上の進学・転学先への文書の送付はもとより、対面、電話連絡、文書

等による学校間での引継ぎの実施、学校の担当者やスクールソーシャルワーカー等によるケース会議の開催等により、
支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の適切な連携を進める。

児童虐待等に係る研修の実施（虐待防止法４条２項・３項）
「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和２年６月改訂）や教職員用研修教材「学校現場における虐待防

止に関する研修教材」（令和２年１月）、「児童虐待防止と学校」（平成２１年５月）の適切な活用などによって教職員研修
の充実を図る。

要保護児童対策地域協議会への参画（児童福祉法25条の２）
学校、教育委員会は要保護児童対策地域協議会に積極的に参画するなどして、関係機関との一層の連携・協力を図

り、児童虐待の防止等に努めること。

虐
待
を
発
見
し
た
場
合
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○ 野田市で起きた事案を踏まえて対策の強化を図るべき事項

（１）市町村・児童相談所が保護者に虐待を告知する際には子どもの安全を第一とするとともに、通告者保護の観点から、
通告元（児童虐待に係る通告を行った者）は明かせない旨を保護者に伝えることを徹底。

（２）学校等及びその設置者においては、保護者から情報元（虐待を認知するに至った端緒や経緯）に関する開示
の求めがあった場合は、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応。
市町村・児童相談所においては、子どもの安全が確保されない限り、子どもからの虐待の申し出等の情報元を
保護者に伝えない。
保護者との関係等を重視しすぎることで、子供の安全確保が疎かになり、重大な事態に至ってしまう事例が
生じていることに十分留意。

（※）学校等：幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校、保育所、地域型保育事業所、

認定こども園、認可外保育施設及び障害児通所支援事業所

（３）保護者から、学校等に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、複数の教職員等で対応
するとともに、即座に設置者に連絡した上で組織的に対応。設置者は速やかに児童相談所・警察等の関係機
関や弁護士等の専門家と情報共有することとし、関係機関が連携して対応。

（４）学校等は保護者等から要保護児童等が学校等を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由の説明を受けて
いる場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合には、定期
的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供する。

※不登校等による欠席であって学校等が定期的な家庭訪問等により本人に面会でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校等が
医療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。

（５）研修の充実に努めるほか、学校長等の管理職に対しても、児童虐待に関する具体的な事例を想定することな
どによる実践的な研修に取り組むこと。

児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について

「児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について（通知）」 （平成31年2
月）
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○「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情
報提供に関する指針」（平成31年２月）
「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」を踏まえ、学校と市町村、児童相談

所等の関係機関の連携が十分に機能するよう、学校等から市町村又は児童相談所への児童虐待防止に係る資料、情報の
定期的な提供に関する手続等について、文部科学省と内閣府、厚生労働省とで協議の上、平成30年７月に作成した指針
を更新し、教育委員会や学校等に通知。
※「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（通知）」（平成31年2月）

学校等と市区町村又は児童相談所との連携が十分機能するよう努めるとともに、必要に応じて指針に基づく対応を図るよう、内閣府・厚生労働省と連名

で教育委員会、学校等に通知。

学校・保育所等は保護者等から要保護の幼児児童生徒等が学校・保育所等を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由について説明を受
けている場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合には、定期的な情報提供の期日を待つ
ことなく、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供する。

※不登校等による欠席であって学校・保育所等が定期的な家庭訪問等により本人に面会でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席で
あって学校・保育所等が医療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。

○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和２年６月改訂）

千葉県野田市で起きた事案も踏まえ、学校や教育委員会等の関係者が虐待と疑われる事案について、迷いなく
対応に臨めるよう、具体的な対応方法や留意事項についてまとめた手引き作成し、文部科学省のホームページに
おいて公表。

（ＵＲＬ） http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm

○「学校現場における虐待防止に関する研修教材」（令和２年１月）

学校等における虐待対応の実践的な研修に資するよう、具体的なケースを取り上げ、必要な対応のポイント等を
解説したほか、ロールプレイング例を掲載した教材を作成し、文部科学省のホームページにおいて公表。

学校、教育委員会における児童虐待防止に向けた取組の充実のための情報提供

平成３１年２月の改訂により、以下の事項を追記
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「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」の概要

○ 「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」（平成31年2月8日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）、「児童虐待防止対策の
抜本的強化について」（平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）を踏まえ、学校・教育委員会等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめたマニュアルを
作成。

１．虐待とは ２．虐待が及ぼす子供への影響
３．学校、教職員等の役割、責務

・虐待の早期発見、早期対応や、関係機関（児童相談所、市町村（虐待対応担当窓口）、警察）との速やかな連携、通告元の情報不開示など、学校や教職員
が求められる具体的な役割を解説

・関係機関である児童相談所、市町村、警察の役割を解説
４．教育委員会等設置者の役割：教育委員会等設置者が行うべき体制強化や研修等の充実

【 基礎編 】

１．通告までの流れ
・発生予防としての幼児児童生徒への相談窓口周知や保護者への啓発 ・子供や保護者から聞き取りをする場合の留意事項
・教職員による日頃からの観察、DV問題家庭への留意、虐待による外傷の具体的解説、関係機関への報告様式等を提示
・教員個人ではなく学校組織としての早期の対応や関係機関との連携など、チームとしての対応の必要性を解説

２．通告の判断に当って：学校は守秘義務違反や刑事上の責任を気にしてためらうことなく通告することが重要
３．通告の仕方

・市町村、児童相談所、警察への通告等の判断、通告等の方法と教育委員会等への連絡
※性的虐待について、その特徴や心身の健康への影響、対応方法を解説

【 対応編１ 日頃の観察から通告まで 】

１．通告後の対応
・通告後48時間以内の児童相談所の「安全確認」や「情報収集」に対する協力
・一時保護所に保護された子供の通学・通園の留意点、一時保護解除後の留意点、長期欠席状況の把握、施設入所時の連携等

２．要保護児童等への対応
・要保護児童対策地域協議会への参画や進行管理台帳に登録された子供の出欠状況等の情報提供
・７以上欠席した場合には速やかに関係機関に情報提供

【 対応編２ 通告後の対応 】

１．虐待を受けた子供への関わり：虐待を受けた子供への心のケアとして、学校で安心して過ごせるような配慮のポイント
２．保護者への対応

・保護者の要求や相談に対し、学校はチームで対応する。「親権」を理由にした威圧的、拒絶的な態度に対しても毅然とした対応が重要。
学校は組織的な対応や教育委員会への連絡、関係機関との連携による対応を行う。

・子供を就学させないといった事態にも就学義務違反対応として教育委員会との連携を行う。
・学校、教育委員会等は、保護者から虐待認知の端緒や経緯の開示請求があっても漏らしてはならない。
個人情報保護条例等に基づく請求であっても、子供の生命を守る上での支障とならないかなど慎重に検討する。

３．転校・進学時の学校間の情報の引継ぎ：転居の情報は関係機関と共有し、学校間の確実な引継ぎを行う。

【 対応編３ 子供・保護者との関わり方、転校・進学時の対応 】

52



１．改正法の内容について

（１）親権者等による体罰の禁止（令和２年４月１日施行）
① 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法（明治29年法律第89号）第820条の規定による監
護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならないこと。

（児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「虐待防止法」という。）第14条第１項関係）
② 児童相談所長、児童福祉施設の長、その住居において養育を行う児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第８項に
規定する厚生労働省令で定める者（小規模住居型児童養育事業における養育者）及び里親は、監護、教育及び懲戒に関し必要
な措置をとることができる児童に対し、体罰を加えることはできないこと。（児童福祉法第33条の２第２項及び第47条第３項関係）

（２）連携強化すべき関係機関の明確化（令和２年４月１日施行）
国及び地方公共団体による児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、強化を図るべき関係機関間の連携の例示として、

関係地方公共団体相互間並びに市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校及び医療機関の間の連
携を明記すること。 （虐待防止法第４条第１項関係）

（３）児童虐待の早期発見の努力義務の対象者の明確化（令和２年４月１日施行）
児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談

所、教育委員会及び配偶者暴力相談支援センターが含まれること、並びに児童虐待の早期発見に努めなければならない者に警察官
及び婦人相談員が含まれることを明確化すること。 （虐待防止法第５条第１項関係）

（４）児童の福祉に職務上関係のある者の守秘義務（令和２年４月１日施行）
① 学校の教職員、児童福祉施設の職員等児童の福祉に職務上関係のある者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童

虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないこと。（虐待防止法第５条第３項関係）
② ①の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、虐待防止法第５条第２項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力

するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないこと。 （虐待防止法第５条第４項関係）

（５）要保護児童対策地域協議会からの情報提供等の求めへの応答の努力義務（令和２年４月１日施行）
関係機関等は、児童福祉法第25条の３第１項の規定に基づき、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の

開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないこと。（児童福祉法第25条の３第２項関係）
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（令和元年７月19日付け元文科初第461号）



児童虐待等の早期発見のための「スクリーニング活用ガイド」（パンフレットから抜粋）

○ 校内全ての児童生徒を対象に、遅刻状況やう歯といった情報について統一した基準で学校職員間（SC及びSSW含む）において把握や共有を行い、必要
な支援の方向性を暫定的に決定する「スクリーニング」の活用により、児童虐待など表面化しにくい問題の早期発見、早期対応のほか、習慣的に行うことで教員
の抱え込みの解消や、学校のチーム力の向上が期待される。
＜概要パンフレットから＞
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新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における
教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について（通知）

新型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休業では，通常の長期休業とは異なり，教育活動の再開の時期が
不確定であることなどから，児童生徒の心が不安定になることが見込まれる。

教育活動の再開等にあたり，感染防止対策を徹底した上で，児童生徒に対する生徒指導について留意いただきたい事
項についてまとめ、各都道府県教育委員会等に周知。

２ 初 児 生 第 ７ 号
令和２年５月２７日

【児童虐待関係部分】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により，先が見通せないことによる不安やストレス等に加え，臨

時休業等により児童生徒や保護者の在宅時間が増加し，周囲の目が届きにくくなることから，児童虐待のリスクの増加や深刻化が
懸念されます。
◆学校再開後における対応
○ 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康診断等の実施，児童生徒に学校休業中の状況の聞き取りや

アンケート調査を行うなどにより，児童生徒等の状況を的確に把握し，スクールソーシャルワーカーや関係機関等による支援に確
実につなげることが重要です。

○ 欠席している児童生徒等に対しては，感染症対策の徹底に留意しつつ，必要に応じて家庭訪問や関係機関との連携を行うな
どにより，定期的に児童生徒の状況を把握することが必要です。

○ 特に，新入生や転入生の児童生徒に関しては，前年度との比較により変化に気づくことが困難です。電話等により，保護者や
学校間での情報交換，引継ぎ等を綿密に行うようお願いいたします。

○ 教職員は虐待と疑われる事案を発見・見聞きした場合は，特定の教職員で抱え込まず，直ちに校長等の管理職に相談・報告
し，管理職のリーダーシップのもと，関係教職員がチームとして組織的に対応するようお願いいたします。

○ 迷いや疑義がある場合は市町村（虐待対応担当課）に通告・相談するなど早期対応をお願いいたします。
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自殺予防４
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（出典）厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」（暫定値）及び「自殺の統計：各年の状況」（確定値）を基に文部科学省において作成

児童生徒の月別自殺者数［推移］（厚生労働省・警察庁）
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（人）

年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
平成29年 34 28 27 26 24 25 25 30 31 27 18 20 315
平成30年 31 27 35 24 33 40 31 38 34 29 19 28 369
令和元年 39 39 38 31 38 26 25 34 48 28 26 27 399
令和２年 36 33 35 25 29 45 38 65 55 41 58 39 499
令和３年 44 35 40 36 45 34 36 270
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児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について（通知）

（平成30年1月23日付け29初児生第38号、社援総発0123第1号）

✓ 近年、自殺者全体の総数は減少傾向にあるが、自殺した児童生徒数は高止まりの状況
✓ SNSを利用し、自殺願望を投稿するなどした高校生等を誘い出し、殺害した事件の発生（座間市における事件）
✓ 「死ぬこと」や「自殺」を明示的に取り上げる自殺予防教育に関し、十分な取組が行われているとは言い難い状況

⇒ 新たな自殺総合対策大綱に定められた「SOSの出し方に関する教育」（※）の推進が重要。
平成30年１月23日、同教育の推進を求める通知を文部科学省・厚生労働省の連名で発出。

以下に掲げる留意事項及び各学校や地域の実情を踏まえつつ、各教科等の授業等の一環として、SOSの出し
方に関する教育を少なくとも年１回実施するなど積極的に推進すること。

１．実施に当たっては、保健師、社会福祉士、民生委員等を活用することも有効であること。
【保健師等を活用するメリット】

① 児童生徒に対して自らが必要に応じて相談相手になり得ることを直接伝えることができる （「いざとなれば私のところに相談に来て」と言える）
② 保護者も含めた世帯単位での支援が可能になる ③ 学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築につながる

２．実施の際には、「24時間子供SOSダイヤル」や「チャイルドライン」などの相談窓口の周知を行うことが望ましいこと。

３．児童生徒の発達段階に応じた内容とすることが重要であることを踏まえ、各学校の実情に合わせて教材や
授業方法を工夫することが考えられること。

４．SOSの出し方のみならず、心の危機に陥った友人の感情を受け止めて、考えや行動を理解しようとする姿勢
などの傾聴の仕方（SOSの受け止め方）についても教えることが望ましいこと。

５．同教育は、厚生労働省の「地域自殺対策強化事業実施要綱」の「普及啓発事業」や「若年層対策事業」に
該当するとともに、「地域特性重点特化事業」（補助率10/10）にも該当し得るため、積極的に本事業を活用するよう
周知されたいこと。
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１ 背景

２ 通知の概要

（※）自殺対策基本法第１７条第３項に定める「困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育」を言う。



児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等
における対処の仕方を身に付ける等のための教育の教材例について

（平成30年8月31日付け文部科学省児童生徒課、厚生労働省自殺対策推進室事務連絡）

✓ 平成30年１月、SOSの出し方に関する教育についての留意事項を示し、各教科等の授業の一環として、少な
くとも年１回実施することなど積極的な推進を依頼する通知を発出。

✓ SOSの出し方に関する更なる教育の一層の推進に資するため、上記の留意事項に加え、各学校でSOSの出
し方に関する教育を行う上で参考となる教材例を周知。

以下の教材例を参考に、各学校において、ＳＯＳの出し方に関する教育の一層の推進に努めていただくこと。

（１） 東京都教育委員会作成教材
○ 子供が、現在起きている危機的状況又は今後起こり得る危機的状況に対応するために、適切な援助希求

行動（身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出す）ができるようにすること、及び身近にいる大人がそれを受
け止め、支援ができるようにすることを目的に、各学校がＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための教
材（学習指導案、ワークシート、スライドデータ等）を作成。

（２） 東京都作成教材
○ 子供自身が悩みに対処する方法を知り、困ったときに、大人や専門機関に相談できるようになること、また、

周囲の人の気がかりな変化に気づき、適切な行動（大人へのつなぎ）が取れるようになることをねらいとし
て、小学校６年生及び中学校１年生向けの小冊子を作成（教職員向け解説書も併せて周知）。

（３） 北海道教育委員会作成教材
○ 北海道教育委員会において、平成２９年度いじめ対策・不登校支援等推進事業により、自殺予防教育を進

める際の参考となるよう、「援助希求的態度の育成」、「早期の問題認識（心の健康）」、「ストレス対処スキ
ルの育成」に関するプログラム（指導案やワークシート等）を作成。

１ 背景

２ 通知の概要
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【東京都作成】
・「もやもやしたら･･･相談してみようよ！」
（小学６年生向け）
・「一人でなやんでいるあなたへ ＳＯＳを出して
いいんだよ！」（中学１年生向け）

【東京都教育委員会作成】
「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進するための
指導資料

ＳＯＳの出し方に関する教育の教材例について
（児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の
仕方を身に付ける等のための教育の教材例について（平成30年8月31日付け事務連絡）より）

【北海道教育委員会作成】
児童生徒の自殺を予防するためのプログラム
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平成２２年３月

子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き

平成２６年７月

子供に伝えたい自殺予防
－学校における自殺予防教育導入の手引－

文部科学省がこれまでに作成・配布した手引

平成２１年３月

教師が知っておきたい子どもの自殺予防



新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における
教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について（通知） ２ 初 児 生 第 ７ 号

令和２年５月２７日

【児童生徒の自殺予防について】
１８歳以下の自殺は，学校の長期休業明けにかけて増加する傾向がある。特に，新型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休

業においては，通常の長期休業とは異なり，教育活動の再開の時期が不確定であることなどから，児童生徒の心が不安定になることが見込
まれる。そのため，学校として，保護者，地域住民，関係機関等と連携の上，教育活動再開後の児童生徒の自殺予防に向けた取組を
積極的に実施すること。

（１）学校における早期発見に向けた取組
自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし，当該児童生徒の心身の状況の変化や違和感の有無に注意し，児童生徒に

自殺を企図する兆候（※）がみられた場合には，特定の教職員で抱え込まず，直ちに校長等の管理職に相談・報告し，管理職のリーダ
ーシップのもと，関係教職員がチームとして対応するとともに，教育相談員による観察や，保護者，医療機関等との連携を図りながら組織
的に対応すること。また，各学校において，感染症対策の徹底に留意しつつ，アンケート調査，担任やスクールカウンセラーによる個人面談
等の教育相談等を実施し，悩みを抱える児童生徒の早期発見・早期対応を組織的に行うこと。
※教師が知っておきたい子どもの自殺予防：

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/gaiyou/1259186.htm

（２）保護者に対する家庭における見守りの促進
保護者に対して，家庭における児童生徒の見守りを行うよう促すこと。また，保護者が把握した児童生徒の悩みや変化，違和感について

は，積極的に学校に相談するよう，学校の相談窓口の周知すること。その際，「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」やＳＮＳ相談窓口をはじ
めとする各種相談窓口も周知すること。

（３）ネットパトロールの強化
児童生徒によるインターネット上の自殺をほのめかす等の書き込みを発見することは，自殺を企図している児童生徒を発見する端緒の一つ

である。このため，教育委員会等が実施するネットパトロールについて，教育活動の再開の前後において，平常時よりも実施頻度を上げるな
どして集中的に実施すること。自殺をほのめかす等の書き込みを発見した場合は，即時に警察へ連絡・相談するなどして書き込みを行った児
童生徒を特定し，当該児童生徒の生命又は身体の安全を確保すること。

新型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休業では，通常の長期休業とは異なり，教育活動の再開の時期が不確定であることなど
から，児童生徒の心が不安定になることが見込まれる。

教育活動の再開等にあたり，感染防止対策を徹底した上で，児童生徒に対する生徒指導について留意いただきたい事項についてまとめ、各
都道府県教育委員会等に周知。
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児童生徒向け自殺予防啓発動画について（事務連絡）
（令和３年３月２３日）

令和２年の児童生徒の自殺者数は499人と、前年と比較して大きく増加しており、特に、女子中高生の自殺者数が増加している。
今般のコロナ禍における児童生徒の自殺者数の増加を踏まえ、児童生徒向けの自殺予防啓発動画を制作、YouTube 広告として発信

するとともに、各教育委員会等に周知するため事務連絡を発出。

動画の概要

○ 様々な悩みを抱える児童生徒、特に女子中高生が共感でき、周囲や相談窓口への相談を後押しすることができるようなアニメーション動画
○ 制作にあたっては、10代・20代の女性を支援するNPO法人「BONDプロジェクト」の協力を得るとともに、厚生労働省とも連携
○ 動画はYouTube の文部科学省公式チャンネル（※）に掲載するとともに、YouTube 広告としても発信

※相談窓口ＰＲ動画「君は君のままでいい」（文部科学省・厚生労働省）：https://youtu.be/CiZTk8vB26I

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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１８歳以下の自殺は、長期休業明けの時期に増加する傾向があること、特に令和２年中における児童生徒の自殺者数は499人で、前年と比較し
て大きく増加、そのうち、女子中高生の自殺者数は209人で、前年と比較して約1.7倍となっていることを踏まえ、以下に掲げる取組を、学校が保護
者、地域住民、関係機関等と連携の上、長期休業の開始前から長期休業明けの時期にかけて実施することを周知。

○ 各学校において、長期休業の開始前からアンケート調査、教育相談等を実施し、悩みや困難を抱える児童生徒の早期発見に努めること。学校
が把握した悩みや困難を抱える児童生徒やいじめを受けた又は不登校となっている児童生徒等については、長期休業期間中においても、全校
（学年）登校日、部活動等の機会を捉え、又は保護者への連絡、家庭訪問等により、継続的に様子を確認すること。

○ 児童生徒に自殺を企図する兆候がみられた場合には、保護者、医療機関等と連携しながら組織的に対応すること。

○ 「SOSの出し方に関する教育」を含めた自殺予防教育、「心の健康の保持に係る教育」を実施するなどにより、児童生徒自身が心の危機に気づ
き、身近な信頼できる大人に相談できる力を培うとともに、児童生徒が安心してＳＯＳを出すことのできる環境を整備すること。

○ 「２４時間子供SOSダイヤル」を始めとする電話相談窓口や、ＳＮＳ等を活用した相談窓口の周知を長期休業の開始前において積極的に行うこ
と。

○ GIGAスクール構想で整備された１人１台端末を活用し、児童生徒の心身の状況の把握や教育相談に役立てることも考えられること。

○ 保護者に対して、長期休業期間中の家庭における児童生徒の見守りを行うよう促すこと。保護者が把握した児童生徒の悩みや変化について
は、積極的に学校に相談するよう、学校の相談窓口や、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」を始めとする相談窓口を周知しておくこと。

○ 長期休業明けの前後において、学校として、保護者、地域住民の参画や、関係機関等と連携の上、学校内外における児童生徒への見守り活
動を強化すること。

○ 教育委員会等が実施するネットパトロールについて、長期休業明けの前後において、平常時よりも実施頻度を上げるなどしてネットパトロール
を集中的に実施すること。

児童生徒の自殺予防に係る取組について（通知）
（令和３年６月２３日付け３初児生第１４号）

１８歳以下の自殺は、長期休業明けの時期に増加する傾向があることから、児童生徒の自殺予防に関する取組の強化を促す通知を発出。
特に、令和２年中の児童生徒の自殺者数は499人で、前年と比較して大きく増加、そのうち、女子中高生は209人で、前年比約1.7倍と

なっていることを明記し、各教育委員会等に対し注意を喚起。

通知の概要

（１）学校における早期発見に向けた取組

（２）保護者に対する家庭における見守りの促進

（３）学校内外における集中的な見守り活動

（４）ネットパトロールの強化
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新学期に向けた相談窓口や文部科学大臣メッセージの発信

令和２年の児童生徒の自殺者数は499人と、前年と比較して大きく増加。また、これまでの自殺者数の推移によると、学
校の長期休業明けに自殺者数は増加傾向にある。
児童生徒や学生等に向けた自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージを文部科学省HP・SNSに掲載するとともに、相談

窓口を周知（令和３年8月19日） 。

② ③

④ ⑤ ⑥

＜ 大臣メッセージ ＞

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/mext_00001.html

文科省HP：文部科学大臣メッセージ掲載URL・QRコード

＜ SNSによる相談窓口の発信 ＞
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児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議 審議まとめ【概要】（令和３年６月）

○ コロナ禍における児童生徒の自殺者数は増加傾向（R2:499人）にあり、特に女子高校生の自殺者数は増加（R2:140人）が著しい。
原因・動機としては、「進路に関する悩み（入試に関するものを除く）」、「学業不振」、「親子関係の不和」が例年上位。

○ 今後の課題として、SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育による援助希求的態度の育成、相談体制等の整備に加え、
ハイリスクな児童生徒の早期発見・対応に資するICTの活用も重要。また、学校現場に限らない背景による自殺に対応するため、
関係機関との連携体制の点検・見直しが重要。

第Ⅰ部 コロナ禍における児童生徒の ・コロナ禍における児童生徒の自殺の現状（自殺者数の推移・背景）と課題の整理。
自殺等に関する課題と対策 ・ 〃 自殺予防等のために早急に講じるべき具体的施策。

第Ⅱ部 SOSの出し方に関する ・児童生徒の自殺予防に関するこれまでの取組の経緯。
教育を含めた自殺予防教育の在り方 ・SOSの出し方に関する教育を含めた自殺予防教育の在り方の整理。

●児童生徒の自殺者数

・令和２年499人に増加。前年(R1:399人)に比べ100人増加。
・特に女子高校生の増加が著しい。80人(R1）→140人(R2）。

●自殺の原因・動機、背景等
・進路に関する悩み(入試に関する悩みを除く)、学業不振、
親子関係の不和が上位３項目。

・家庭環境：家族内葛藤等の家庭環境の不和。
学校環境：息抜きの場所、達成感等が得られる

自分を支える場所などの日常が変化。
・女子の自殺の要因は「病気の悩み・影響」が上位。

※数値については厚生労働省「自殺の統計」を参照。

現状 必要な施策

●心の健康の保持増進に係る教育及び啓発の推進
・SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の充実。
・心の健康の保持に必要なマンパワーの確保。

●課題の早期発見・対応等へ向けたICT活用

・ICTを児童生徒の状況を多面的に把握するとともに、
悩みや不安を抱える児童生徒の早期発見・対応に寄与。

●関係機関等の連携体制の構築
・それぞれの関係機関の役割や限界性を理解、
・連携できる体制の在り方を絶えず点検・補強 などに留
意。

・SOSの出し方に関する教育を含めた自殺予防教育実施上の留意点を整理。
ー 学校や保護者、地域の関係機関等の「関係者間の合意形成」、教育目標に即した「適切な教育内容」、

「ハイリスクな子供のフォロー アップ」に留意が必要。
ー 下地づくりの教育や児童生徒と教職員との信頼関係の構築や相談しやすい雰囲気づくり・居場所づくりが重要。 6666
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「スクリーニング活用ガイド」
児童虐待、いじめ、貧困の問題など表面化しにくい問題の早期発見、早期対応の

ため、習慣的に行うことで、教員にとっては児童生徒理解が深まり、抱え込みの解
消、チーム力の向上につながる「スクリーニング」の活用ガイド。
※「スクリーニング活用ガイド」ホームページ（文部科学省）：

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302910.htm

「RAMPS」
自殺リスクや精神不調の見過ごしを防ぎ、保護者や医療機関への説明など、その後

の必要な支援に役立てることを目的に開発された心身状態評価と支援促進システム。
※「RAMPS」ホームページ：https://ramps.co.jp/

児童生徒が抱える悩みや困難の早期発見等のためのツールの例について

「子どものストレスチェック」
メンタル不調の未然防止の一次予防の強化を目的とし、子どものストレス（心理的

負担）の程度を把握する制度。各学校の集団ごとに集計、分析、フィードバックを行
い、学校の環境を改善する。本人および保護者の申し出により医師（養護教諭、ス
クールカウンセラー）による面接指導につなげる。
※「子どものストレスチェック」ホームページ：

https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/rccmd/StressCheck/

児童生徒の自殺予防等のためには、学校現場において自殺等に繋がり得る様々な困難（いじめや不登校等生徒指導上の諸課
題との関連も指摘される背景や要因といった困難）を総合的かつ的確に察知することが重要である。
学校生活の中で児童生徒のおかれた状況を丁寧に把握し、適切な支援につなぐ手法の例として、以下のようなツールがあるため、学

校現場の状況に合わせ、児童生徒の様々な困難の早期発見等のための手法の一つとして参考とされたい。



◆ 学校生活等アンケートの実施 （福島県新地町教育委員会）

○ １人１台端末を活用して、いじめ・不登校に関するものを含む学校生活等についての
アンケートを実施し、校務支援システムから得られる保健室の利用状況や出欠等の
情報とあわせて、児童生徒の心身の状況の把握や支援に役立てている。

１人１台端末を活用した自殺等対策の取組事例について

◆ ＳＯＳの発信 （大阪府吹田市教育委員会）

○ いじめ防止相談ツール「マモレポ」を活用し、低学年でも
児童生徒が学校や市教育委員会に対して、１人１台端末
からSOS（いじめ等で困っていること）を発信できるように
している。

○ 学校や市教育委員会は、相談内容に応じて対応を検討し、
児童生徒とのやりとりや見守り等を実施。

◆ 相談窓口の表示 （福岡市教育委員会）

○ １人１台端末のホーム画面にアイコンを表示し、アイコンをクリックまたはタップすると、
市教育委員会のSNS相談窓口のQRコードや、電話相談窓口（24時間子供SOSダイ
ヤル、チャイルドライン、子どもの人権110番等）の電話番号が表示されるようにしている。

◆ メッセージ・Ｗｅｂ会議システムによる相談 （熊本市教育委員会）

○ １人１台端末に標準装備されているアプリ（ロイロノート）のメッセージ機能を利用して、
児童生徒が担任等の教員に相談できるようにしている事例や、Web会議システム（Zoom）
を活用し、１人１台端末を通じて、担任等の教員やスクールカウンセラーによるオンライン
カウンセリングを行っている事例もある。
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※平成28年4月の通話料無料化及び番号変更に伴い、本ポスターを
全国の学校等に配布

24時間子供ＳＯＳダイヤルについて

子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含め
て24時間いじめ等の悩みを相談することができる
よう、全国統一ダイヤルを設置。

統一ダイヤルに電話をすれば、原則として電話
をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続
される。

（なやみいおう）

０ １ ２ ０ － ０ － ７ ８ ３ １ ０

平成19年２月～ 全都道府県及び指定都市教育
委員会で実施開始

平成28年４月～ 通話料無料化

電話番号

概要

経緯

相談員の人件費 ： 国で１／３負担
地方自治体で２／３負担

通 話 料 ： 国で全額負担

財政措置
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ＳＮＳ等を活用した相談事業 令和4年度要求・要望額 61億円の内数

（前年度予算額 53億円の内数）

【イメージ】ＳＮＳ等を活用した相談

ＳＮＳ等スクリーンショット
も送信可能で、Ｓ
ＮＳ上のトラブル
等を正確かつ容
易に伝えることが

できる

教育委員会、
総合教育センター

や民間団体等
で受信

（例）自殺をほのめかす等、命に関わる相談の場合の連絡の流れ

臨床心理士や
ＳＮＳ等上の子供の

気持ちがわかる
若者等が対応

教育委員会等
（福祉部局と共同・連携）

安全を確認

学校

緊急の場合

警察、児童相談所等
と連携し対応

ＳＮＳ
等

＜事業概要＞
ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備に対する支援（補助事業）

（事業内容）
SNS等を活用した双方向の文字情報等による相談を実施するとともに、相談員の専門性

を向上させる研修の実施等を支援。令和３年度より、支援の対象を全ての都道府県・指
定都市に拡大。

＜背景＞
○ いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談体制の拡充は、相談に係る
多様な選択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から喫緊の課題。

○ また、座間市におけるＳＮＳを利用した高校生3人を含む9人の方が殺害された残忍な
事件を受け、ネットを通じて自殺願望を発信する若者が適切な相談相手にアクセスできるよ
う、これまでの取組の見直しが求められている。

○ スマートフォンの普及等に伴い、最近の若年層の用いるコミュニケーション手段においては、
ＳＮＳが圧倒的な割合を占めるようになっている。
（参考）
コミュニケーション系メディアの平均利用時間（令和３年度版情報通信白書（総務省））

[平日1日]（令和２年度）
10代：携帯通話 6.7分、固定通話 0.0分、ネット通話 8.8分、ソーシャルメディア 72.3分、メール利用 18.4分

対象
校種

対象
経費

実施主体
委託先

補助割合

小学校・中学校・高等学校等

報酬、期末手当等

都道府県・指定都市

国：１／３ 都道府県・指定都市：２／３
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校則５
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校則について ①

✓ 校則は、学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として
定められるものである。

✓ 校則について定める法令の規定は特にないが、判例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ
合理的範囲内において校則を制定し、児童生徒の行動などに一定の制限を課することができ、校則を制定
する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとされている。

✓ 判例によると、社会通念上合理的と認められる範囲で、校長は、校則などにより児童生徒を規律する包括
的な権能を持つと解されており、 校則の内容については、学校の専門的、技術的な判断が尊重され、幅広い
裁量が認められるとされている。

（１）校則の主な内容
○ 校則には、学業時刻や児童会・生徒会活動などに関する規則だけでなく、服装、頭髪、校内外の生活に関

する事項など、様々なものが含まれている。校則の内容は、社会通念に照らして合理的とみられる範囲内
で、

学校や地域の実態に応じて適切に定められることとなるので、学校種や児童生徒の実情、地域の状況、
校風など、学校がその特色を生かし、創意工夫ある定め方ができる。

○ ただし、しつけや道徳、健康などに関する事項で、細かいところまで規制するような内容は、校則とするので
はなく、学校の教育目標として位置付けた取組とすることや、児童生徒の主体的な取組に任せることで足りる
と考えられる。

【校則の例】
・ 通学、欠席や早退等の手続き、欠席・欠課の扱い、考査に関するもの（登下校の時間、自転車・オートバイの使用等）
・ 校内外の生活に関するもの（授業時間、給食、環境美化、あいさつ、交通安全、校外での遊び、アルバイト等）
・ 服装、髪型、所持品に関するもの（制服や体操着の着用、パーマ・脱色、化粧、不要物、金銭等）

１ 校則の性質

２ 校則の内容と運用



（２）校則の運用
○ 校則に基づき指導を行う場合は、一人一人の児童生徒に応じて適切な指導を行うとともに、児童生徒の内

面的な自覚を促し、校則を自分のものとしてとらえ、自主的に守るように指導を行っていくことが重要。教員が
いたずらに規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要がある。

○ 校則に違反した児童生徒に懲戒等の措置をとる場合があるが、その際には、問題の背景など児童生徒の
個々の事情にも十分に留意し、当該措置が単なる制裁的な処分にとどまることなく、その後の指導の在り方も
含めて、児童生徒の内省を促し、主体的・自律的に行動することができるようにするなど、教育的効果を持つ
ものとなるよう配慮しなければならない。

○ 校則の指導が真に効果を上げるためには、その内容や必要性について児童生徒・保護者との間に共通理
解を持つようにすることが重要。そのため、校則は、入学時までなどに、あらかじめ児童生徒・保護者に周知し
ておく必要がある。その際には、校則に反する行為があった場合に、どのような対応を行うのか、その基準と
併せて周知することも重要。

（３）校則の見直し
○ 学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の

考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さ
なければならない。

○ 校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限であるが、見直しの際には、児童生徒
が話し合う機会を設けたり、ＰＴＡにアンケートをしたりするなど、児童生徒や保護者が何らかの形で参加する
例もある。

２ 校則の内容と運用

校則について ②

（※）制服については、「学校における通学用服等の学用品等の適正な取扱いについて（通知）」（平成３０年３月１９日付け２９初財務第２６号）も参照。

（※）「生徒指導提要」（平成２２年３月文部科学省）より抜粋。



○ 令和２～３年にかけて、校則の内容について、実態調査を実施。（対象：県立高等学校、県内公立中学校）
・下着の色を「白」に指定している学校：138校（58％）

○ 令和３年３月、県立学校に対し、人権に配慮した内容となっているかという観点等から、校則の見直しを行
うことなどを通知。

校則の見直し等に関する取組事例について①
（事務連絡）校則の見直し等に関する取組事例について（令和３年６月８日付）

○ 平成30年９月、県立高等学校に対し、実態に即した運用や指導ができているか等の観点から、校則を見直
すよう通知。

○ 平成31年２月、校則の見直し状況について実態調査を実施。（対象：県立高等学校）
・制服着用時の下着の色等を制限：16校（26％） ・外泊・旅行の届け出や許可を求める：46校（75％）
※これらの校則については、見直しを促した結果、全て改定済。

○ 令和元年11月、校則を県立高等学校のホームページへ掲載するよう依頼するとともに、見直し状況を再調査。

○ 令和３年５月、県立学校に対し、校則について、以下の旨などを再通知。
・ スクール・ポリシーの策定も考慮し、学校運営協議会等で議論すること。
・ 生徒が考える機会を設定するとともに、改定手続きを明文化するなど、生徒・保護者に周知すること。

岐阜県教育委員会

○ 令和２年度までの３年間における校則の見直し状況について、実態調査を実施。（対象：県内公立小・中・
高等学校）。

校則の内容を改定した学校数 ※全学校で校則の内容の定期的な見直しは行われている。
・小学校：297校（64％） ・中学校146校（69％） ・高等学校58校（97％）

○ 各学校に対し、校則の内容は、児童生徒の実情や保護者の考え方、地域の状況等を踏まえ、絶えず積極
的に見直す必要があることなどを周知。

鹿児島県教育委員会

長崎県教育委員会



（生徒間における校則についての議論）
○ 校則の見直しのため、各学級で校則の見直してほしい箇所、学校生活上のルールで変更してほしいこと

を議論。

○ 生徒総会で校則を議題に取り上げ、生徒間で協議を実施。協議を踏まえ、生徒会から学校側へ校則の見
直しに関する要望を提出。

（生徒の要望を踏まえた校則の見直し）
○ 生徒たちの要望を踏まえ、学校側でも校則の見直しについて協議し、身なり等に関する校則を改定。

校則の見直し等に関する取組事例について②
（事務連絡）校則の見直し等に関する取組事例について（令和３年６月８日付）

公立中学校における取組事例

（校則に関する生徒・保護者・地域へのヒアリング）
○ 学校側が中心となって、学校評議員会、PTA会議、生徒会に対し、現行の校則に関して、時代の要請

や社会常識の変化等を踏まえ、見直しが必要な事項について意見を聴取し、それを踏まえて校則を改定。

（校則のホームページ掲載）
○ 生徒、保護者、地域の校則に関する意識を高めるとともに、学校における見直しを促すため、校則を学校

のホームページに掲載。

（入学希望者への校則の周知）
○ 児童生徒・保護者との共通理解を図るため、学校への入学を希望する中学生を対象とした学校説明会に

おいて校則の内容等について説明。

公立高等学校における取組事例



人権教育６
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人権教育・啓発に関する基本計画 （平成14年３月閣議決定） （平成23年４月一部変更）

○ 人権教育及び人権啓発について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにし、必要な措置を定め
るもの。
⇒① 学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する

理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の
自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。（第3条）

② 「人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画」の策定（第7条）
③ 政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について国会に年次報告（人権白書）（第8条）

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 （平成12年12月制定） 【法務省と共管】

憲法及び教育基本法の精神にのっとり、人権尊重の意識を高める教育を推進していくことは重要。

○ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、法務省及び文部科学省が中心となって策定。
○ 人権一般の普遍的視点からの取組、各人権課題に対する取組（※）、人権に関わる特定職業従事者に
対する研修等、総合的かつ効果的な推進体制等について規定。

○ 平成23年4月1日に、「北朝鮮当局による拉致問題等」を「各人権課題に対する取組」の項目に追加。
○ 「人権の意義や重要性が知識として確実に身に付き、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活に
おいて人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権感覚が十分に身に付くようにしていくことが
極めて重要である。」

(※）女性、子ども（暴力行為、いじめ、不登校、虐待等）、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、
外国人、HIV感染者・ハンセン病患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インターネットによる
人権侵害、北朝鮮当局による拉致問題等、その他の人権課題（性的指向に係る問題等）を記載 77

人権教育について



ハンセン病に関する教育について
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ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話（抄） （令和元年7月12日閣議決定）

本年６月２８日の熊本地方裁判所におけるハンセン病家族国家賠償請求訴訟判決について、私は、ハンセン病対策の歴史と、筆舌に
尽くしがたい経験をされた患者・元患者の家族の皆様の御労苦に思いを致し、極めて異例の判断ではありますが、敢えて控訴を行わな
い旨の決定をいたしました。

（略）

ハンセン病対策については、かつて採られた施設入所政策の下で、患者・元患者の皆様のみならず、家族の方々に対しても、社会に
おいて極めて厳しい偏見、差別が存在したことは厳然たる事実であります。この事実を深刻に受け止め、患者・元患者とその家族の
方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として改めて深く反省し、心からお詫び申し上げます。

（略）

確定判決に基づく賠償を速やかに履行するとともに、訴訟への参加・不参加を問わず、家族を対象とした新たな補償の措置を講ずる
こととし、このための検討を早急に開始します。さらに、関係省庁が連携・協力し、患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏ま
えた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組みます。

家族の皆様の声に耳を傾けながら、寄り添った支援を進め、この問題の解決に全力で取り組んでまいります。そして、家族の方々が
地域で安心して暮らすことができる社会を実現してまいります。

○ 厚生労働省では、文部科学省と協力し、ハンセン病を正しく理解するためのパンフレット『ハンセン病の向こう側』を作
成し、毎年全国の中学校等へ配布している。

○ ハンセン病を正しく理解することにより、ハンセン病に対する差別や偏見を解消し、ハンセン病患者・元

患者等の名誉を回復することを目的としている。

・パンフレットの概要

① ハンセン病の悲しい歴史

② ハンセン病と人権について考える

③ ハンセン病問題から学ぶべきこと

④ ハンセン病療養所の入所者・社会復帰者の家族の人権について考える

⑤ ハンセン病をもっと知ろう

・このほか、厚生労働省ホームページにおいて、指導者用パンフレット「ハンセン病を正しく伝えるために」

を掲載（パンフレットと合わせて全中学校等へ配布）https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-

5.html

○ 文部科学省では、ハンセン病に対する偏見や差別の解消のための適切な教育の実施について、令和元年８月３０日に各都
道府県教育委員会等に対し通知を発出し、協力を要請した。



性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する
きめ細かな対応等の実施について

○ 文部科学省では、性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施を
促進するため、平成27年に通知を発出するとともに、平成28年に教職員向け周知資料を作成・配布。

「アウティング」や「カミングアウトの強要」の防止について

～カミングアウトとは本来、自分の意思で気持ちを伝えること～

本人の意思に反して、性別の悩みや性同一性障害であることを暴露するアウティングや、本人にカミングアウトするよう強く勧めることは、
当事者である子供を傷つけ、不登校やうつ、自殺などにつながる危険性があります。

児童生徒の間だけでなく、教員が関与して行われる場合もあることに注意が必要です。

＜通知の概要＞

○ 性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援

・性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場

合があることから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。

・学校における組織的な支援体制の構築、医療機関との連携、保護者との関係における

配慮、教育委員会等による支援等を進めること。

・学校生活の各場面においては、個別の児童生徒の状況等に応じて、例えば服装やトイ

レ等の特有の支援が必要な場合があること。

○ 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談

体制等の充実

・いかなる理由でもいじめや差別を許さないこと、悩みや不安を抱える児童生徒の良き

理解者となることの必要性は、「性的マイノリティ」とされる児童生徒への支援にも

共通。

・情報の秘匿に留意するとともに、児童生徒が相談しやすい環境を整えるため、教職員

が心ない言動を慎むこと、戸籍上の性別によく見られる服装・髪型等でない場合に一

方的に否定したり揶揄したりしないこと、悩みや不安を聞く姿勢を示すことが重要。

文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/b_me
nu/houdou/28/04/1369211.h
tm
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キャリア教育７
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新学習指導要領におけるキャリア教育の充実

66

学校における具体的な方向性

新学習指指導要領においては、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・
職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各
教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ることを、小・中・高等学校の総則にそれぞれ規定。

新学習指指導要領においては、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・
職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各
教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ることを、小・中・高等学校の総則にそれぞれ規定。

■ 小中学校では、特別活動の学級活動を要としつつ、総合的な学習の時間や学校行事，道徳科や各教科における学習、個
別指導としてのカウンセリング等の機会を生かしつつ，学校の教育活動全体を通じて実施すること。

■ 特に日常の教科等の学習指導においてキャリアの視点を大事にし、将来の生活や社会と関連付けながら見通しを持った
り、振り返ったりしながら学ぶ「主体的・対話的で深い学び」を実現すること。

■ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力である「基礎的・汎用的能力」を育成すること。
■ キャリア教育を実践し、学校生活と社会生活や職業生活を結び、関連付け、将来の夢と学業を結びつけることにより、児童

生徒の学習意欲を喚起すること。

「人間関係形成・社会形成能力」 多様な他者を理解し，相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることが
できるとともに，自分の役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画することができる力。
「人間関係形成・社会形成能力」 多様な他者を理解し，相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることが

できるとともに，自分の役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画することができる力。

「自己理解・自己管理能力」 自分と社会との相互関係を保ちつつ，今後の自分自身の可能性を含めた肯定的
な理解に基づき主体的に行動すると同時に，自らの思考や感情を律し，進んで学ぼうとする力。
「自己理解・自己管理能力」 自分と社会との相互関係を保ちつつ，今後の自分自身の可能性を含めた肯定的

な理解に基づき主体的に行動すると同時に，自らの思考や感情を律し，進んで学ぼうとする力。

「課題対応能力」 仕事をする上での様々な課題を発見・分析し，適切な計画を立ててその課題を処理し，
解決することができる力。
「課題対応能力」 仕事をする上での様々な課題を発見・分析し，適切な計画を立ててその課題を処理し，

解決することができる力。

「キャリアプランニング能力」 「働くこと」の意義を理解し，自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を
踏まえて「働くこと」を位置付け，多様な生き方について，自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。
「キャリアプランニング能力」 「働くこと」の意義を理解し，自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を

踏まえて「働くこと」を位置付け，多様な生き方について，自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。

○学校における体系的・系統的なキャリア教育実践の促進

○学校と地域・社会や産業界等が連携・協働した取組の促進

基
礎
的
・汎
用
的
能
力

○職場体験活動や（アカデミック）インターンシップなどの職業に関する体験活動の充実

○児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等（キャリア・パスポート）の活用

思考力・判断力・
表現力等知識・技能

学びに向かう力・人間性等

基本的な方向性

81



「キャリア・パスポート」について

○新学習指導要領 総則（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
児童生徒が，「学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤とな
る資質・能力を身に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の
充実を図ること」

○新学習指導要領 特別活動（小・中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
「学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意
欲につなげたり，将来の生き方を考えたりする活動を行う」際に，児童生徒が「活動を記録し蓄積する教材等を活用
すること」

背景（新学習指導要領抜粋）

「キャリア・パスポート」の例示資料等を作成（Ｈ３１年３月、全都道府県教育委員会等に周知）

「キャリア・パスポート」

児童生徒が自らの学習活動等の学びのプロ
セスを記述し振り返ることができるポート
フォリオ的な教材

記述するワークシートは児童生徒の発達段
階を踏まえた構成とし、小学校から高等学校
までの「学びの記録」とする
ワークシートの散逸を避け、有効に振り返

りができるように小学校から高等学校までの
記録を一冊に綴じ込むこととする
国及び教育委員会が示すワークシートを参

考としつつ、地域の実情や各学校の特色等に
応じたワークシートを作成する
進級進学時には、次の学年・上級学校に持

ち上がり、継続的かつ系統的に蓄積する
例：中学３年生（学期初め・学期末）
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文部科学省では、「キャリア・パスポート」を活用する際のQ&Aについて取りまとめました。本資料は、
学校等における「キャリア・パスポート」活用時の不明点や疑問点が出た際に参考としてください。

「キャリア・パスポート」Ｑ＆Ａについて



新型コロナウイルス感染症に伴う高校生の就職・採用活動への対応



入学者選抜８
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入学者選抜における学力検査等

■「義務教育諸学校等に関する行政監察の結果に基づく勧告について
（平成4年11月18日付け文初中337号文部省初等中等教育局長通知）」（抄）

■「高等学校の入学者選抜について」
（平成5年2月22日付け文初高第243号文部事務次官通知）」（抄）

■「高等学校の入学者選抜の改善について
（平成9年11月28日付け文初高第243号文部省初等中等教育局長通知）」（抄）

■ 国立・私立中・高等学校の入試問題の改善に関する調査・分析結果について
（平成13年1月、児童生徒課長、専門教育課長、私学行政課長連名通知）（抄）
※本調査は、昭和63年度から平成12年度まで国立教育政策研究所等に委託して実施。

これまで国立、私立中・高等学校の入試問題については、学習指導要領の趣旨から逸脱
したものとならないよう留意すること。

■「２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について
（平成9年6月26日付け中教審第二次答申）」（抄）



２ 私立高等学校の入学者選抜の改善について

（５）推薦入学の実施に当たっては、特に、スポーツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動な

どの諸活動の実績などの資料による選抜方法の工夫を行うとともに、その実施時期については、

あまり早い時期に行われないよう、地域の実情に即し、教育委員会、知事部局、公立・私立高等学

校及び中学校関係者が十分協議し、一層の改善を図ること。

（６）一部の地域で行われている、いわゆる単願推薦等についての事前相談等については、推薦入

学と同様に、公教育としてふさわしい適切な資料に基づいて行うことはもとより、あまり早い時期に

行われないよう関係者が十分協議し、一層の改善を図ること。

また、選抜要項上、日程、募集人員、選抜方法などについて明示すること。

３ 業者テストの偏差値を用いない入学者選抜の改善について

（１）高等学校の入学者選抜は公教育としてふさわしい適切な資料に基づいて行われるべきもので

あり、業者テストの結果を資料として用いた入学者の選抜が行われることがあってはならないこと。

（２）入学者選抜に関し（略）高等学校にあっては、業者テストや学習塾の実施するテストの偏差値の

提供を中学校に求めないよう、平成6年度入学者選抜から直ちに改善すること。

さらに、高等学校は、業者テストの実施者はもとより、学習塾に対しても資料の提供を求めたり、

保護者や生徒から業者テストの偏差値等を求めたりするようなこともあってはならず、併せて直ち

に改善すること。
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入学者選抜における学力検査等

■「高等学校の入学者選抜について」
（平成5年2月22日付け文初高第243号文部事務次官通知）」（抄）



（２）入学者選抜における学力検査等

平成３２年度以降に実施する中学校の入学者選抜における学力検査については、新小学校学習指
導要領に定める各教科の内容が出題範囲となるよう配慮すること。また、平成３３年度以降に実施す
る高等学校の入学者選抜における学力検査については、新中学校学習指導要領に定める各教科の
内容が出題範囲となるよう配慮すること。

また、中学校及び高等学校の入学者選抜に当たっては、新小学校学習指導要領及び新中学校学
習指導要領の趣旨を踏まえ、基礎的・基本的な知識及び技能の習得とともに、思考力、判断力、表現
力等についてもバランスよく問うことに留意し、知識及び技能を活用する力に関する出題の充実に配
慮すること。

なお、道徳科の学習評価及び指導要録の改善通知においてお知らせしたとおり、道徳科の評価に
ついては、調査書に記載せず、入学者選抜の合否判定に活用することがないようにすること。
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入学者選抜における学力検査等

■「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の全部を
改正する告示、小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導要領
の全部を改正する告示等の公示について（平成29年３月31日付け28文科初第1828号
文部科学事務次官通知）」（抜粋）
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入学者選抜における学力検査等

■「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び
指導要録の改善等について（平成31年３月29日付け30文科初第1845号文部科学省初
等中等教育局長通知）」（抜粋）

５．学習評価の改善を受けた高等学校入学者選抜、大学入学者選抜の改善について

（1）高等学校入学者選抜の改善について

・ 新学習指導要領の趣旨を踏まえた各高等学校の教育目標の実現に向け、入学者選抜の質的改

善を図るため、改めて入学者選抜の方針や選抜方法の組合せ、調査書の利用方法、学力検査

の内容等について見直すこと。

・ 調査書の利用に当たっては、そのねらいを明らかにし、学力検査の成績との比重や、学年ごとの

学習評価の重み付け等について検討すること。例えば都道府県教育委員会等において、所管の

高等学校に一律の比重で調査書の利用を義務付けているような場合には、各高等学校の入学者

選抜の方針に基づいた適切な調査書の利用となるよう改善を図ること。

・ 入学者選抜の改善に当たっては、新学習指導要領の趣旨等も踏まえつつ、学校における働き方

改革の観点から、調査書の作成のために中学校の教職員に過重な負担がかかったり、生徒の主

体的な学習活動に悪影響を及ぼしたりすることのないよう、入学者選抜のために必要な情報の整

理や市区町村教育委員会及び中学校等との情報共有・連携を図ること。



令和４年度以降の高校入試等の実施について

実施者である都道府県教育委員会等に対して、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、昨年
度と同様の配慮等について、令和３年６月４日及び９月10日に通知した主な内容は以下の通り。
（６月４日通知の内容）
○スポーツ・文化関係の行事・大会の実績や、資格・検定試験等の成績を評価する際、これらの行事等が中止・延期と

なってしまった場合は、参加出来た他の行事等の実績・成績等を評価すること。
○調査書において、学習評価の内容、諸活動の記録や指導上参考となる諸事項の記載が少ないことをもって、不利益

を被らないようにすること。
○「３つの密」の回避などをはじめとした基本的な感染症対策のほか、地域の感染状況や最新の政府の方針等を踏まえ

ながら、それぞれの地域や試験会場、試験方法に見合った感染症対策を徹底すること。
○追検査等の機会を設け、受検機会を確保すること。
○無症状の濃厚接触者について、一定の要件を満たした上で、試験会場で必要な感染症対策を講じれば、受検を認

めること。
○地域の感染状況が著しく深刻であるような場合を除き、各実施者において定める入学者選抜実施要項の公表後は、

受検生に不利益を与えるおそれのある変更は行わないこと。（感染拡大防止の観点から、試験開始時間や実技検査の方法、試験会
場等の変更など、受検生に不利益を与えるおそれがない変更を行うことは可能）

（９月10日通知の内容）
○臨時休業や分散登校、出席停止等に伴う、調査書の「出席日数」 「出席停止・忌引き等の日数」「出席しなければ

ならない日数」などの記入欄への記載内容により、特定の入学志願者が不利益を被ることがないようにすること。
○ＰＣＲ検査結果等の陰性証明や新型コロナワクチンの接種を受検要件にしないこと。また、陰性証明やワクチン接種

を行わなかった者が不利益を被ることがないようにすること。

※昨年度入試で依頼した出題範囲や内容、出題方法についての工夫は、地域における中学校等の学習状況に支障が生じていなければ不要。
※小学校や中学校、特別支援学校等の入試についても、同様の配慮を依頼。



修学旅行の実施について９
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現在の感染状況を踏まえた修学旅行等のあり方について（令和３年４月）

修学旅行等の安全管理について
○修学旅行等の実施や行き先は、感染の拡大防止策を最優先とし学校と教育委員会等の学校設置者において適切に判断

「令和３年度における修学旅行等の実施に向けた配慮について」（令和３年４月１日付け事務連絡）において、

・感染状況等を踏まえ、感染防止策の確実な実施や保護者などの御理解・御協力を前提に、実施に向けての特段の配慮を依頼

・実施に当たっては、感染防止策の事前指導や、児童生徒や同居する家族等の健康観察を徹底するとともに、感染状況を見極めながら、

仮に当初の計画どおりの実施が難しい場合であっても、近距離での実施や旅行日程の短縮など実施方法の適切な変更・工夫について

検討するよう依頼

○新型コロナウイルス対応ガイドライン等の提供
・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（文部科学省）
・旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（一般社団法人日本旅行業協会等）

修学旅行の教育的意義

受入れ自治体の取組について

○修学旅行は、学習指導要領上、特別活動の中の学校行事に位置づけられるものであり、学校の教育活動の一環として
児童生徒の心情等にも考慮し、各学校において計画・実施されているもの

○各自治体で修学旅行生の誘致についての取組を実施

（取組例）

・修学旅行専用電話相談窓口の設置
・修学旅行生に発熱等の感染疑いが生じた場合に備えた

適切な検査・医療体制の整備
・修学旅行費の一部助成

キャンセル料等の支援について

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

➣ キャンセル料や感染症対策を講じるために必要な追加的

費用等について、各自治体の判断により活用が可能

Go To トラベル事業の活用について ※令和２年12月28日以降、全国的にGo To トラベル事業の適用が一時停止となっている

○修学旅行等においてGo To トラベル事業が活用されるよう、観光庁と連名で教育委員会等に対して情報提供を実施
・「現在の感染状況を踏まえた修学旅行等への配慮及びGo To トラベル事業の活用について」 （令和2年7月28日付け事務連絡）
・「修学旅行等におけるGo To トラベル事業の活用等について」（令和2年9月25日付け事務連絡） 92



102．学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業

他の支援施策の対象とならない又は超える部分について、地方公共団
体が、家庭学習に必要な教材の作成・購入・送付や通信・交通に要する
経費、学習指導員やスクール・サポートスタッフ、スクールカウンセラー等
の支援・相談等の拡充に要する経費に充当する他、修学旅行や部活動
の大会等、芸術鑑賞教室等の文化的行事等の中止や延期に伴う追加的
な経費、臨時休業中では難しい自然体験・文化芸術体験・運動機会の創
出のために必要な経費に充当。

修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料等への支援
（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要
な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画に基づく事業に要す
る費用に対し、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や
住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応を
通じた地方創生を図ることを目的としており、修学旅行等のキャンセル代、感染症対策等の支援については本交付金を活用して地方単
独事業として実施することが可能。

交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。

一 実施計画を作成する地方公共団体が、新型コロナウイルスの感染拡
大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支
援等を通じた地方創生に資する事業（経済対策に対応した事業）の実施
に要する費用の全部又は一部を負担する事業であること。

二 （略）地方単独事業にあっては地方公共団体の令和２年度予算若しく
は令和３年度予算に計上され、実施される事業（令和２年度当初予算に
計上された事業にあっては、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及
び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等に特に
必要と認められるものに限る。）又は令和２年度予算若しくは令和３年度
予算に計上された予備費により実施される事業であること。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業
＊交付金制度要綱の一部抜粋

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例
＊交付金活用事例集の一部抜粋

【参考】新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金（内閣府地方創生推進事務局）
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/index.html



問３ 修学旅行を中止又は延期した場合のキャンセル料、感染症対策や計画変更等により生じた追加的費用等については、
国として支援してもらえるのか。

問３－２ 私立学校において、修学旅行を中止又は延期した場合のキャンセル料、感染症対策や計画変更等により生じた
追加的費用等については、国として支援してもらえるのか。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等（修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体験活動、オリエンテ
ーションなどの校外で行う活動を含む）を中止又は延期した場合に発生したキャンセル料等や、修学旅行等の実施にあたり
、例えばバスの増便等新型コロナウイルス感染症対応のために生じた追加的費用については、令和3年度においても、各自

治体の判断により「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用が可能ですので、保護者の経済的な負担
軽減を図るため、予め各自治体の財政担当部署と調整の上、活用について検討をお願いします。

○ 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」については、内閣府地方創生推進事務局のホームページを御
覧ください。特に、同ホームページ内にある「地方創生図鑑（地方創生臨時交付金ポータルサイト）」には、各自治体の活用事
業が紹介されており、修学旅行等に関する事業も多数掲載されていますので参考にしてください。

○ 私立学校において、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等（修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、
体験活動、オリエンテーションなどの校外で行う活動を含む）を中止又は延期した場合に発生したキャンセル料等や、例えば
バスの増便等新型コロナウイルス感染症対応のために生じた追加的費用についても、各自治体の判断により「新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用が可能です。各都道府県の私立学校担当部署と相談の上、活用について
検討をお願いします。

文部科学省HP 教育活動の実施等に関するQ&A

【参考】https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00040.html

学校行事に関すること



ご清聴ありがとうございました
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