
いじめ防止対策推進法では

平成25年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」を受けて、平成26年9月
に沖縄県いじめ防止基本方針が施行されました。

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
感じているものをいう。

いじめの電話相談があることも
子どもたちに伝えましょう！

沖縄県いじめ問題対応の取組

いじめの認知件数が、大幅に増加し、全国も同様の傾向にあります。
認知件数が多いことは、いじめに対する高い意識の表れであり、いじめの

未然防止・早期発見・再発防止の土壌づくりにつながります。

いじめ解消率は、沖縄県は全国を下回っています。当該児童生徒と保護
者の意向を確認し、今後の経過を丁寧に観察しながら、継続した支援が重
要です。 また、再発防止に向けた取組を実践し、多くの職員で見守ってい
くことが大切です。

いじめの早期発見・早期対応を目指して

沖縄県教育庁八重山教育事務所

☆24時間いじめ相談ダイヤル
0570-0-78310（沖縄県教育委員会）

☆子どもの人権110番（法務省）
0120-007-110 月～金 8:30～17:15 

☆親子電話相談室 （沖縄県教育委員会）
098-869-8753 月～土 9:00～22:00 

☆24時間子供SOSダイヤル（文部科学省）
0120-0-78310 [なやみいおう］

☆ヤングテレフォンコーナー（沖縄県警察本部）

0120ｰ276ｰ556 月～金 9:30～18:15

☆石垣市青少年センター
0980-82-1030 月～金 9:00～16：45

先生方がいじめをしっかり理解し、いじめの未然防止に活用し
ていただけるよう、いじめリーフレットを作成しました。

いじめに向き合い、教師の本気を見せましょう！
リーフレット作成日：平成２９年1月 （改定 令和３年７月）

Q 学校に法律で義務づけられていることは何ですか？

Q 教職員一人一人に求められることは何ですか？

Q 重大事態とは、どんな事態ですか？

っていますか？

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利
を著しく侵害し、心身の健全な成長や、人格の形成への重
大な影響のみならず生命や身体に重大な危険を生じさせる
おそれがあります。

「いじめ防止対策推進法」は社会総がかりで、いじめ問題
に対峙するために、理念や体制を定めた法律です。

学校は、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、地域・保護者に公
開して下さい。この基本方針に基づき、いじめの未然防止・早期発見
に取組むよう義務づけられています。

また、いじめ問題の対策のための組織を各学校に設置し、学校長
のリーダーシップの下、基本方針で定められたことを確実に実行に
移して下さい。いじめ問題に組織的に対応することが義務づけられて
います。

学校が組織的に、学校基本方針で定められた取組を実行するために
は先生方がそれぞれの役割に応じた対応が求められます。
○いじめを未然に防止するために、日常的にいじめの問題に
触れるなど、全ての子どもに対して継続的な働きかけを行う。

○いじめの早期発見のたに、定期的な調査や些細な兆候にも
アンテナを高く保つ。

○いじめかな？と疑われる情報があれば、一人で抱え込まず、
学校におかれた組織でチームで対応する。 等

いじめにより、児童生徒の生命や心身、財産に重大な被害が生じ
た疑いや、いじめにより相当の期間（年間30日を目安）学校を欠席す

ることを余儀なくされている疑いがある場合、これを「重大事態」とし
て市町村教育委員会に報告し、その後の調査の仕方などの相談を
する必要があります。

重大事態の「疑い」がある場合や、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し立てがあったら、すぐに学校の設
置者に報告・相談をして下さい。

インターネットの掲示板、無料通話アプリのメッセージ機能を
使って特定の人物に対しての誹謗中傷、名前・住所・写真を勝手
に公開するなどして、相手に精神的な苦痛や不安を与える「ネット
いじめ」も増加傾向にあります。
学校での、情報モラル教育の充実が求められています。

Q インターネットを通じて行われるいじめとは？

いじめ防止対策推進法 いじめ防止リーフレット

沖縄県のいじめ認知件数

区分 小 中 高 特 計

H28 10,634 994 179 8 11,815

H29 11,385 1,005 173 17 12,580

H30 11,499 1,084 176 40 12,799

R1 13,116 1,546 205 28 14,895

1,000人当たりの認知件数

区分 沖縄 全国

H28 57.8 23.8

H29 60.7 30.9

H30 60.9 40.9

R1 69.5 46.5

いじめが解消しているもの（小中高特）

区分
件数 割合（％）

沖縄 全国 沖縄 全国

H29 9,938 355,698 79.0 85.8

H30 9,684 458,462 75.7 84.3

R1 11,479 509,364 77.1 83.2

高めよう
やいまの教育

育てよう
未来の創り手



□ 児童生徒理解を深め、児童生徒一人一人を大切にするとともに、日常
的な関わりの中で教職員と児童生徒間の信頼関係づくりや児童生徒相
互の人間関係づくりに努めていますか。

□ いじめ問題への指導方針等の情報については、日頃から家庭や地域
に公表し、保護者や地域住民の理解と協力を得ていますか。

□ いじめている児童生徒に対しては、出席停止の措置を含め、毅然とした
態度で指導していますか。

□ いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという
姿勢を日頃から示していますか。

□ いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかない所での陰
湿ないじめが続いていることが少なくないことを認識し、継続して十分な
注意を払い見守っていますか。

未 然 防 止
□ 「いじめは人間として絶対に許されない」という強い認識に立ち、毅然と

した指導を行っていますか。

□ いじめは「どの子にも、どの学校でも起こり得る」問題であることを十分
認識し、学校における教育相談体制を充実させ、児童生徒の悩みを受
け止める体制を整備していますか。

□ 学校全体で組織的に対応し、教職員間の緊密な情報交換や共通理解
を図り、役割連携を徹底していますか。

□ いじめの事実関係の究明に当たっては、実態の把握を正確かつ迅速に
行っていますか。

□ いじめを認知した場合、被害者の立場に立った親身な指導を行っていま
すか。

□ 学校のみで解決しようとするのではなく、保護者等の訴えに謙虚に耳を
傾け、関係者全員で取り組むとともに、市町村教育委員会の指導助言
を仰ぎ、連携して対処していますか。

□ 学校、家庭、地域社会等、関係者が一体となって早期解決に向け取り組
んでいますか。

□ いじめ問題の解決後も継続的な指導支援に努めていますか。

いじめの早期発見・早期対応

□ 児童生徒の心を育てる指導をしていますか。
・生命尊重 ・人権尊重
・思いやりの心等

□ 教師の心・技を磨く機会を設けていますか。

□ 組織的対応力をつける取組をしていますか。

再 発 防 止

生徒指導の３つのポイント
を生かした授業を日常化する

【自己存在感を与える】
児童生徒が、自分のよさや興味関心を生かせるような授業を展開する。

【共感的な人間関係の育成】
児童生徒が、互いの考えを交流し、互いのよさに学び合えるような授

業 を展開する。

【自己決定の場を与える】
児童生徒が、主体的に学ぶことができるよう課題の設定や学び方につ
いて、自ら選択できるような授業を展開する。

「沖縄県学力向上推進５か年プラン・プロジェクトⅡ」

特別活動

道徳の授業

「沖縄県いじめ対応マニュアル」、「PPⅡ」より抜粋

〈児童・生徒会活動〉
児童生徒が、自分たちの学

校生活を自らの力で向上させ
ることができるように指導・
援助する。

〈学校行事〉
主体的な参加方法を工夫し、協力して成し遂げる喜びを

体得させる指導を工夫する。

□ アセスメントによる実態認識・課題認識をそろえる

□ 確かな児童生徒理解
□ 支持的風土をつくる学校・学級経営の充実

□ 学校課題解決に向けた組織マネジメントの機能を高める
□ 授業改善・学校改善に向けた校内研究体制の充実

□ キャリア教育の視点を踏まえた校種間の連係強化

視点１ 自己肯定感の高まり
視点２ 学び・育ちの実感
視点３ 組織的な関わり

を通して

道徳的実践力の育成
人権尊重の観点から、被害者、加害者、観衆、傍観者それぞれの
立場で考え、「いじめを許さない」、「いじめをなくしていこう」とする
意欲を育てる

とはいじめの起こりにくい学校
自己有用感の育成、居場所づくり
子供たちのよさを認め、誉め、励まし、伸ばすことを基

本とした学校・学級経営にあたる。

職員間の温度差をなくす
小さな問題行動であってもこれらの行為を見過ごすこと

なく、全職員で適切かつ毅然とした指導を行う。

授業改善は学校改善！
「分かる授業」を構築とした授業改善を進める。

すべての児童生徒が参加、活躍できる授業の工夫。

いじめは・・・ どの子にも、
どの学校にも起こりうる！

迅速かつ組織的に対応
●いじめられているこの立場に立ち、徹底して守り通す
●本人のつらい気持ちを理解し、心理的ケアを施す

→ ＳＣ、ＳＳＷ等との連携

いじめに係る情報収集・実態の把握
１ 教師が日頃から児童生徒理解、観察に努める。
２ 児童生徒との信頼関係を築くとともに、児童生徒への

生活実態調査や教師間の情報交換、教育相談の充実など
を通して、早期発見に努め、事実を隠ぺいすることなく
迅速に対応する。

いじめに関する情報収集および実態把握
■いじめアンケート ■個人面談・保護者面談
■ＨＰで情報提供 ■日常的な観察 ■生活日誌 等

いじめの判断
本人や保護者からの訴え、いじめの目撃情報 等

いじめの判定は「校内いじめ対策委員会」が行う
「いじめである」「いじめとは言えない」ことの説明

しない！ させない！ 見逃さない！

を通して

〈学級活動〉
いじめの問題を学級全

体の問題として共に考え、
解決していく態度を培う。

方策１日常化する 【質的授業改善】

方策３支える 【発達の実践】

方策４見通す 【学校組織マネジメント】

方策２そろえる 【組織的共通実践】

方策５つなぐ 【学校連携・地域連携】


