ᴾ
ẒẟẳỜٻʙ७Ệ᧙ẴỦϐႆ᧸ഥሊẓˋԧΨ࠰ࡇỉӕኵཞඞỆếẟềᴾ

ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶බ⾲ࡋࡓࠕ࠸ࡌࡵ㔜ែ㛵ࡍࡿⓎ㜵Ṇ᳨ウጤဨሗ࿌᭩ࠖ
㸦௨ୗࠕⓎ㜵Ṇ⟇ࠖ
㸧
ᥖࡆࡿ㸶㡯┠  ࡢྲྀ⤌㸦ู⣬㸯㸧ࡘ࠸࡚ࠊᶓᕷ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᇶᮏ᪉㔪㸦ู⣬㸰㸧ࡢᚭᗏ㸦㜵Ṇ⟇㸸
ղ㸧ࢆᅗࡾࠊᏛᰯᩍ⫱ጤဨົᒁࡀ୍య࡞ࡗ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᏛᰯࡢྲྀ⤌ࠖࠊ
ࠕᩍ⫱ጤဨົ

ᒁࡢྲྀ⤌ࠖࡢ㸰ࡘࡢどⅬ࡛௧ඖᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣࢆሗ࿌ࡋࡲࡍࠋ


㹼௧ඖᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ㹼

㸯 Ꮫᰯࡢྲྀ⤌
  

ࠕᏛᰯ࠸ࡌࡵ㜵
ձ
㜵Ṇᑐ⟇ጤ
ጤဨࠖ
ࡼࡿ⤌⧊ᑐ
ᑐᛂࡢᚭᗏ

㸦㜵Ṇ⟇㸸ճ࣭յ࣭ն࣭շࠊձ࣭ղࠊմࠊձ࣭ղࠊճ᪉㔪㸸➨
 ❶ ࣭ࠊ➨  ❶ ࣭࣭ࠊ➨  ❶ 㸧
 



ඖᖺᗘࡢ࠸ࡌࡵㄆ▱௳ᩘ㸦ᬻᐃ್㸧ࡣࠊ ௳๓ᖺᗘẚᚤቑഴྥ㸦ᖺẚࡿ

㸣ቑຍ㸧࡛ࡍࠋ࠸ࡌࡵࡢ᪩ᮇⓎぢྥࡅࠊࡉࡽࠕᏛᰯ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇ጤဨࠖࡼࡿ✚ᴟⓗ

࡞ㄆ▱ດࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ͤඖᖺᗘࡣᬻᐃ್
⟶⌮⫋」ᩘࡢᩍ⫋ဨ࡛ᵓᡂࡍࡿࠕᏛᰯ࠸ࡌࡵ㜵
࠙࠸ࡌࡵㄆ▱௳ᩘࠚ
Ṇᑐ⟇ጤဨࠖࡣẖ᭶㸯ᅇ௨ୖࡢ㛤ദࢆᚭᗏࡋࠊ࠸
ࡌࡵࡢㄆ▱ࠊᑐᛂ᪉㔪ࡢỴᐃࠊゎỴྥࡅ࡚Ꮫᰯ࡛
ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᑐᛂດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㄆ▱ࡋࡓ
ᑐࡋࠊ㐺ษ࡞ᨭ࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ᪩
ᮇゎỴࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺⤌⧊ⓗᑐᛂࡢᙉྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ
࠸ࡌࡵ㔜ែㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊඖᖺᗘࡣㄪᰝሗ
࿌ࡀࡲࡲࡗࡓ㸳௳ࡘ࠸࡚ࠊබ⾲࢞ࢻࣛࣥ
ᇶ࡙ࡁ㹆㹎➼࡛ㄪᰝ⤖ᯝࢆබ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ


࠸ࡌࡵࡢ࠸













Ꮫᰯ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇ጤဨࡢ㛤ദ≧ἣࠚ
㸦༢㸸ᰯ㸧
࠙Ꮫ
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ ≉ูᨭᏛᰯ


᭶㸯ᅇ





 ᭶ 㹼 ᅇ










 㐌㸯ᅇ௨ୖ
ィ












㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᩍ⫋ဨ◊
◊ಟࡢᐇ
ᐇ
 ղ࠸ࡌࡵⓎ㜵

ሗ࿌

Ꮫᰯ࠸
࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ
ᑐ⟇ጤဨ
⟶⌮⫋㸦ᰯ㛗➼㸧
ඣ❺ᨭ࣭⏕ᚐᣦᑟᑓ௵ᩍㅍ
ሗඹ᭷࣭
࣭ㄆ▱࣭
࣭ᨭ᳨ウ
Ꮫ⣭ᢸ௵

㛵ಀ⫋ဨ
Ꮫᖺ⫋ဨ

㣴ㆤᩍㅍ

 ࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝

ᚲせᛂࡌ

࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ➼

㸦㜵Ṇ⟇㸸ճ࣭յࠊձ࣭ղ࣭մࠊճࠊձ᪉㔪㸸➨  ❶ ࠊ➨  ❶ 㸧

ྛᏛᰯ࡛ࡢ⤌⧊ᑐᛂࡢ୰ᚰ࡞ࡿᰯ㛗ࡸඣ❺ᨭ࣭⏕ᚐᣦᑟᑓ௵ᩍㅍᑐࡋ࡚ࠊ࠸ࡌࡵ㔜ែࡢ


ㄪᰝ⤖ᯝ㸦බ⾲∧㸧ࢆά⏝ࡋྛᏛᰯ࡛ࡢᰯෆ◊ಟࠊྲྀ⤌ࡢⅬ᳨ࡘ࡞ࡆࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ᩍဨࢆὴ㐵ࡋࠊ㟈⅏ᚋࡢᏛᰯࡸ⚟ᓥ┴ࡢᨺᑕ⥺ᩍ⫱ࡘ࠸࡚◊ಟࢆᐇࡋࠊᏛᰯ
 ࠾࠸࡚ࠊ◊ಟ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ⏕ࡋࡓ㐨ᚨࡢᤵᴗࡸᏛ⣭άືࠊேᶒ◊ಟ➼ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ






࠸ࡌࡵⓎ㜵Ṇ
 ࣭ᰯ㛗ࡢ◊ಟ㸦㸳᭶㸧㔜ែࡢᏛࡪ㹼ᐤࡾῧ࠸ࡽಙ㢗㹼
 ࣭༊ᰯ㛗࡚ࠊᐇࡽࢸ࣮࣐ࢆỴᐃࡋࠊ࠸ࡌࡵ㛵ࡍࡿ◊ಟࢆᐇ㸦㸰ᅇ㸧
 ࣭ඣ❺ᨭ࣭⏕ᚐᣦᑟᑓ௵ᩍㅍࡢ◊ಟ㸦ẖ᭶ᐇ㸧
࠸ࡌࡵࡢᐃ⩏ࠊ⤌⧊యไ࣭ᑐᛂࡢὶࢀࠊᩍ⫱┦ㄯయไࠊ

ᆅᇦࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠊࢿࢵࢺ࠸ࡌࡵࡢ⌧≧ᑐ⟇ 


ᰯෆ◊ಟ
࠸ࡌࡵ㔜ែࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸦බ⾲∧㸧ࡢά⏝
 ࣭ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛᰯࡢྲྀ⤌ࡢⅬ᳨


 ᨺᑕ⥺࣭⿕⅏ᆅ⌮ゎ
  ࣭⚟ᓥ┴࡛ࡢᩍဨὴ㐵◊ಟ㸦㸴᭶ ேࠊᐩᒸ⏫❧ᑠ୰Ꮫᰯࠊ୕ᰯ࣭ᐩᒸᰯ㸧
 ࣭ὴ㐵◊ಟࡢᐇ㊶ሗ࿌㸦㸯᭶㸧


ճᏊࡶయࡢ࠸
࠸ࡌࡵᮍ↛㜵Ṇࡢྲྀ⤌㸦㜵Ṇ⟇㸸ձࠊձࠊճ᪉㔪㸸➨  ❶ ࣭ࠊ➨  ❶ 㸧
 ڦᶓ
ᶓᏊࡶ㆟

ᶓᏊࡶ㆟࡛ࡣࠕࡔࢀࡗ࡚ࡶᒃᚰᆅࡢࡼ࠸Ꮫᰯ࡙ࡃࡾࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ

Ꮚࡶࡓࡕࡀయ࡞ࡾࠊྛᏛᰯ୰Ꮫᰯࣈࣟࢵࢡ࡛ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ヰྜ࠸ලయ

ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡲࡋࡓࠋ

㸶᭶ࡢࠕᶓᏊࡶ㆟ࠖ༊ὶ࡛ࡣࠊ༊ෆࡢᕷ❧Ꮫᰯࡀཧຍࡋࠊ୰Ꮫᰯࣈ

ࣟࢵࢡࡈࡢヰྜ࠸ࡸᖺ㛫ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㊶Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 
ᕷࢣᑿ୰Ꮫᰯࡢྲྀ
ྲྀ⤌㹼6723
 ࡑࡢゝືࠗᕼᮃ࠶ࡿᮍ᮶
࠘㹼
 ࣭୰Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰࠊ༊ᙺᡤࠊ㧗ᰯ⏕ࠊᆅᇦࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ᪉ࠕ࠸ࡌࡵࠖࢆ
  ᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡘ࠸᳨࡚ウ
 ࣭ࠕ᎘࡞Ẽᣢࡕ࡞ࡿゝືࠖࡣࠊேࡼࡗ࡚㐪࠺ࡇࠊ┦ᡭࡢ❧ሙࡸẼᣢࡕ
࡞ࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡇࡢษࡉࡘ࠸࡚ࠊᑠᏛ⏕ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࣉࣟࢢ

࣒ࣛࠖࢆ㏻ࡋ࡚Ⓨಙࠓ ᭶࠸ࡌࡵ㜵ṆᕷẸࣇ࢛࣮࣒࡚ࣛྲྀ⤌Ⓨ⾲ࠔ

ڦᏊࡶࡢ♫ⓗࢫ࢟ࣝᶓࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㹗㹎㸧ࡢά⏝᥎㐍

㹗㹎ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ⫱ࡳࠊᏊࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀ࠸ࡌࡵࡢ㉳ࡇࡾࡃ࠸Ꮫᰯ㢼ᅵ࡙ࡃࡾࢆ

㐍ࡵࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣭ᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟࡢᐇ㸦ཧຍ⪅  ே㸧

Ꮫᰯࡸ༊࡛ࡢ㹗㹎ࡢ◊ಟࡸά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿᩍဨࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊࢭࢫ࣓ࣥ

ࢺᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㸰ᮏࡢ◊ಟㅮᗙࢆ㛤ጞࡋࠊྛᰯ࡛ࡢᐇ㊶ࢆࡶࡋࡓࢢ

࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡞ࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ά⏝ࡘ࡞ࡆࡿࡼ࠺Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡲࡋࡓࠋ

࣭ᐇ㊶᥎㐍ᰯࡢタ⨨㸦ᑠᏛᰯ㸲ᰯ࣭୰Ꮫᰯ㸲ᰯ㸧

῝࠸ඣ❺⏕ᚐ⌮ゎࡢࡓࡵࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊಶࡸ㞟ᅋࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ」ᩘࡢᩍ⫋ဨ࡛ᨭ

᳨ウࢆ⤌⧊ⓗ࣭ィ⏬ⓗᐇࡍࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊࡶࡓࡕࡢලయⓗ࡞ᨭࡸᏛ⣭࡙ࡃࡾ⤖

ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦5㸸ᑠᏛᰯ㸴ᰯ࣭୰Ꮫᰯ㸳ᰯ㸧

࣭ ᭶ࡢᕷ୍ᩧᤵᴗ◊✲࡚ᤵᴗබ㛤

ᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ㹗㹎ࡢ⪃࠼᪉᪉ἲࢆ⏕ࡋࠊࡢᏊࡶぢ㏻ࡋࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺

ࠕᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࠖࠕὶࢀࠖࢆ᫂☜ࡋࠊ㸯ே࡛⪃࠼ࡿሙ㠃ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ពぢ

ࢆ⪺ࡁྜ࠺ሙ㠃ࠊဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿሙ㠃ࢆᤵᴗࡢ୰⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡛ࠊᏊࡶࡢ

⮬ᑛឤࢆ㧗ࡵࡿᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋ








 㸰 ᩍ⫱ጤဨົᒁࡢྲྀ⤌


ձᏛᰯᩍ⫱ົᡤࡼ
ࡼࡿಖㆤ⪅ࡸᏛᰯࡢ✚ᴟⓗᨭ
ᨭ 


㸦㜵Ṇ⟇㸸ձ࣭մࠊձ࣭ճ࣭մ࣭յ᪉㔪㸸➨  ❶ 㸧

ڦᣦᑟࡼࡿᨭ

Ꮫᰯࡀㄆ▱ࡋࡓ࠸ࡌࡵᑐࡋࠊᣦᑟࡼࡿᏛᰯゼၥࡸㄢ㢟ゎỴᨭࢳ࣮࣒ࡢὴ㐵࡞

ࡼࡾࠊᏛᰯࡢ⤌⧊ⓗᑐᛂࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㟁ヰ࣭㠃ㄯ➼ࡼࡾಖㆤ⪅ࡢᨭࢆ⾜࠸ࠊ࠸

ࡌࡵࡢ᪩ᮇゎỴࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࣮ࣝࢡࢫڦ㸦㹑㹑㹕㸧ࡼࡿᨭ

㹑㹑㹕ࡣㄢ㢟ゎỴᨭࢳ࣮࣒ࡢ୍ဨࡋ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡢᚰᐤࡾῧ࠸ࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬࢆ௦ᘚࡋࡓ

ࡾࠊᙜ⪅㛫ࡢ㛵ಀᛶ╔┠ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ㄢ㢟ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ⚟♴ⓗ࡞ഃ㠃ࡽゎỴྥࡅࡓᨭ

ࡸⓎ➼ࡢ㜵Ṇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋඖᖺᗘࡣࠊᏛᰯྥࡅ㹑㹑㹕ά⏝࢞ࢻࠊά⏝㞟ࢆᰯ

㓄ࡋࠊᙺࡢ࿘▱ດࡵࡲࡋࡓࠋ

ͤㄢ㢟ゎỴᨭࢳ࣮࣒ࡢᵓᡂ



࠙Ꮫᰯᢸ
ᢸᙜᣦᑟ
㹑
㹑㹑㹕ࡼࡿᨭࠚ

࠸ࡌࡵ࡛Ⓩᰯ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⏕ᚐࡢᐙ᪘ࡀᏛᰯࡢ
ᑐᛂ‶ࢆッ࠼ࡓࠋ⏕ᚐಖㆤ⪅ࡀᏛᰯࡢ㛵ࢃ
ࡾࢆᣄࢇࡔࡓࡵࠊᏛᰯࡣᏛᰯᩍ⫱ົᡤ┦ㄯࡋࡓࠋ
Ꮫᰯࢆᢸᙜࡍࡿᣦᑟࡀ㹑㹑㹕ࡶ⏕ᚐಖ
ㆤ⪅ࡢ㠃ㄯࢆ⾜࠸ࠊᏛᰯᑐࡋ࡚ࡢᩚ⌮ㄪᰝ
ࢆồࡵࡓࠋࡲࡓ⏕ᚐಖㆤ⪅ࡢ❆ཱྀࢆ㹑㹑㹕ࡍࡿ
ࡇ࡛Ꮫᰯಖㆤ⪅ࡢ㛵ಀᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋᏛᰯᢸᙜ
ᣦᑟࡢᏛᰯࡢ✚ᴟⓗ࡞ධࡼࡾಖㆤ⪅ࡣᏛ
ᰯᑐヰࡢሙ㠃⮫ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ⏕ᚐࡣ➗㢦ࢆ
ྲྀࡾᡠࡋࠊⓏᰯࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

㸸ᣦᑟ㸦Ꮫᰯᢸᙜࠊㄢ㢟ูᢸᙜ㸧
ࠊ㹑㹑㹕ࠊᏛᰯᨭဨ

  ᚲせᛂࡌࠊᚰ⌮Ꮫࠊᩍ⫱Ꮫ➼ࡢᑓ㛛ᐙ

࠙࠸ࡌࡵ㛵ࡍࡿ᳨ウ࣭┦ㄯᩘࠚ ඖᖺᗘᐇ⦼







Ꮫᰯࡢ┤᥋ᨭᅇᩘ

 ᅇ

ពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢࢣ࣮ࢫ࣭
࢝ࣥࣇࣞࣥࢫᐇᅇᩘ

 ᅇ

㟁ヰࡼࡿಖㆤ⪅➼ᑐᛂᅇᩘ

 ᅇ

ಖㆤ⪅ࡢ㠃ㄯᅇᩘ

 ᅇ



ڦἲᚊࡢᑓ㛛ᐙࡼࡿᨭ


 ἲᚊⓗ࡞どⅬࡽࡢゎỴࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ✚ᴟⓗᘚㆤኈࡼࡿἲᚊ┦ㄯࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


࡛ࡣゎỴᅔ
ᅔ㞴࡞
࡞ᑐࡍࡿࠕ
ࠕ⥭ᛴᑐᛂࢳ࣮࣒ࠖࡼࡿᨭ
 ղᏛᰯ࡛
㸦㜵Ṇ⟇㸸ձࠊղ࣭մ࣭նࠊձ᪉㔪㸸➨  ❶ 㸧



ࠊ♫⚟♴⫋࡛
  ࠸ࡌࡵࡢ᪩ᮇゎỴࢆᅗࡿࡓࡵࠊㄢ㛗ࠊಀ㛗ࠊᣦᑟ㸦Ꮫᰯᩍ⫱ົᡤවົ㸲ே㸧
 ᵓᡂࡍࡿࠕ⥭ᛴᑐᛂࢳ࣮࣒ࠖࢆᩍ⫱ጤဨົᒁ㸦ேᶒᩍ⫱࣭ඣ❺⏕ᚐㄢ㸧タ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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別紙１
いじめ重大事態に関する再発防止策
再発防止策
1 児童生徒理解
①児童生徒一人ひとりが受け入れられていると実感できる受容的な学級づくり
②児童生徒がＳＯＳを発信しやすい仕組みや環境づくり
③児童生徒一人ひとりの心理や特性を見出す児童生徒理解の促進
④児童一人ひとりを多面的にとらえるための組織体制の整備
⑤発達の段階に応じた児童生徒指導の徹底
2 校内児童生徒支援体制の充実
①放射線等に関する教育や被災地理解を進める教育の推進
②道徳教育、人権教育の充実
③課題解決に向けた組織的な対応力の向上
④児童支援専任教諭の体制強化と育成
⑤校長のマネジメント力強化と、児童支援・生徒指導専任教諭等の課題解決能力向上
⑥学校内での組織的な情報共有・引き継ぎの徹底
⑦「教育を受ける権利」を保障するための支援の確実な実施
3 保護者との関係構築
①保護者との日常的なコミュニケーションを図る学校体制づくり
②保護者からの相談への組織的な対応
③学校外の相談窓口の効果的活用
4 関係機関との連携
①関係機関（多機関）との連携強化
②スクールソーシャルワーカーの体制強化
③スクールソーシャルワーカーの人材育成
④チームアプローチ体制の整備
5 教育委員会事務局の児童生徒支援体制のあり方
①学校教育事務所による積極的支援
②緊急対応チームによる支援
③ケースカンファレンス等による組織的判断の確実な実施
④迅速な専門家の派遣
⑤専門相談との情報共有
⑥いじめ事案の継続的な状況確認
6 いじめ調査方法のあり方
①学校・学校教育事務所・教育委員会事務局の連携による重大事態調査の判断
②「横浜市いじめ防止基本方針」の改正を踏まえた再発防止策の推進
③研修・説明会による制度周知や事例検討による法の確実な運用
④早期解決に向けた調査体制の拡充
7 調査結果の公表のあり方
①調査結果公表における個人情報保護関係法令の順守
②調査結果公表ガイドラインの作成
8 いじめの定義の理解
①より効果的な研修の工夫
②いじめの申し立て窓口の設置
③保護者や地域に向けた学校の取組の発信
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別紙２

〇横浜市いじめ防止基本方針
第１章

いじめの防止等のための対策の基本的な考え方

１

いじめの定義

２

いじめの防止等の対策に関する基本理念

３

横浜市いじめ防止基本方針策定の目的

４

いじめ防止に向けた方針

第２章

いじめの防止等のために横浜市が実施する施策

１

横浜市いじめ問題対策連絡協議会の設置

２

横浜市いじめ問題専門委員会の設置

３

教育委員会の取組
（１） いじめの防止・早期発見に関すること
（２） いじめの対応に関すること
（３） 学校評価、学校運営改善の実施

４

市長部局の取組

５

いじめ防止対策の点検・見直し

第３章
１

２

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策定への考え方
（１）

策定意義

（２）

内容

（３）

その他

学校の組織づくり
（１） 未然防止
（２） 早期発見・事案対処
（３） 取組の検証

３

学校におけるいじめの防止等に関する取組の具体化
（１） いじめの防止
（２） 早期発見
（３） いじめに対する措置
（４） いじめの解消
（５） 特に配慮が必要な児童生徒
（６） 学校運営協議会等の活用

第４章
１

重大事態への対処
重大事態の発生と調査
（１） 重大事態の意味
（２） 重大事態の判断
（３） 重大事態の報告
（４） 調査の趣旨及び調査主体
（５） 調査を行うための組織
（６） 事実関係を明確にするための調査の実施
（７） その他留意事項
（８） 調査結果の提供及び報告

２

調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置
（１） 再調査
（２） 再調査を行う機関の設置
（３） 再調査の結果を踏まえた措置等
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