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　｢いじめ防止対策推進法｣ は、「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効
的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他
の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。」( 第 22 条 )
と定めています。
　この ｢組織｣ が、各学校の策定した ｢学校いじめ防止基本方針｣ に従って、いじめの未然防止
から事後対応等に至るまでの様々な取組を推進する母体となります。そのメンバーには、管理職
を始め、生徒指導の担当者はもちろん、教務主任や養護教諭等までも含まれてくることでしょう。
さらに、学校外の専門家もメンバーに入ることも少なくないでしょう。
　しかし、この ｢組織｣ のフルメンバーで日々のトラブル全てを検討することは現実的ではあり
ません。そこで、「集約担当」を置いて対応の仮仕分に当たらせることが考えられます。

いじめか否かは、「組織 ｣ で判断する

♦機動的に対応できるように、｢組織｣ のメンバーの中から ｢集約担当｣ を決
め、日々の情報を整理 ･記録 ･集約する。

♦ ｢集約担当｣ が、各事案の緊急性に応じた対応の仮判断を行うが、最終的
には校長の承認を得た上で、実行に移す。

まずは、ささいな情報全てを「集約担当」に集める

様々な教職員が様々な場面で気付いた児童生徒の変化やトラブルの全てが、｢組織｣ の
｢集約担当｣ に集まるようにします。

　｢組織｣ としての検討の必要性を仮判断する役割が、｢集約担当｣　

　しかし、日々発生する様々な事案全てを、｢組織｣ の全メンバーが毎日のよ
うに顔をそろえて検討できる学校は限られます。かと言って、個々の教職員が
いじめと判断したものだけを報告するというのでは、法律の趣旨に反します。
　そこで、「組織」による「認知」を機動的に行うために、メンバーの中に「集
約担当」を置くことが考えられます。児童生徒のささいな変化に気づいたり、
トラブルを見かけたりした教職員は、その全てを、日時、場所、関わっていた
児童生徒の氏名とともに、｢集約担当｣ に速やかに伝えます。
　｢集約担当｣ は、毎日、放課後に、集まってきた情報を整理し、緊急性につ
いて仮判断（｢組織｣ を招集して検討、２〜３日様子を見る、一過性のトラブ
ルとして記録のみ、等の対応の仮仕分）を行い、校長の承認を得て実行に移し
ます。必要なら、関係教職員からの聞き取り等も行っておきます。
　｢組織｣ を招集した場合には、｢組織｣ としての調査等を経て、いじめか否か
を判断します。いじめと ｢認知｣ した場合、速やかに教育委員会に報告します。



♦いじめと判断された場合には、速やかに教育委員会に報告するとともに、
被害者や加害者、いじめが起きた集団に対する措置をとる。

｢ 組織 ｣ の招集等の仮判断を ｢ 集約担当 ｣ が行う

集められた情報はパソコンやファイルでデータベース化し、初発なのか再発なのか、複
数の教職員が情報を寄せているのか等も含め、どのように対応するかを仮決めします。

　「集約担当」は、寄せられた情報を整理し、緊急性の度合いに応じて､対応を判断していきます。
必要であれば、報告者に対する確認や関係者からの聞き取り等を行います。
　例えば、児童生徒によく見られるトラブル（消しゴムのカスを投げられた、悪口を言われた、
髪の毛を引っ張られた、等）で初発のケースであれば、学級担任等からその時の状況となされた
対処を聞き、３日後、1週間後などの期限を区切り、その後の様子を報告するよう指示します。
　よくあるトラブルであっても、しつこく繰り返されていることが記録からうかがえるようなら、
学級担任等だけで解決できる事案ではないと判断し、複数の教職員で関わる、スクールカウンセ
ラー等に頼む、等の対応を考えます。｢組織｣の学校内メンバーによる定例会（例えば、毎週金曜日）
の際に話題として取り上げ、対応を決めることもあり得ます。
　もし、トラブルの緊急性が高いと判断した場合には、速やかに ｢組織｣ の学校内メンバーを招
集します。その程度によっては、学校外のメンバーを含むフルメンバーの招集も視野に入れます。
　いずれの対応をとるにしても、最終的に校長が判断を下します。

　緊急性によって対応を仮仕分　

★いじめられた児童生徒又はその保護者への支援（上記『ポイント』より抜粋）
　いじめられた児童生徒から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童生徒にも責任があ
るという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を
高めるよう留意する。また、児童生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対
応を行っていく。
　家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児童生徒や保護者
に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状
況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童生徒の見守りを行うなど、いじめられた児童生徒の安全
を確保する。

招集された ｢ 組織 ｣ のメンバーでいじめか否かを判断

｢組織｣ のメンバーが集まり、そのトラブルがいじめか否か、今後、どう対応すべきか
を話し合います。いじめと ｢認知｣ したら、速やかに教育委員会に報告します。

　いじめか否かの判断や、今後の対応等を決めるに当たり、十分な情報がないようなら、被害者
や加害者、その保護者等も含め、事実関係を調査します。国のいじめ防止基本方針とともに公表
された『学校における「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント』の「（3）
いじめに対する措置」を参考に、いじめに準ずる形で調査を行いましょう。

　追加の情報収集等を含めて判断　



　★ワンポイント・アドバイス★　

いじめの初期段階は、よくあるささいなトラブル

　いじめ、とりわけ ｢暴力を伴わないいじめ｣ の場合、その始まりは児童生徒の間でよく見ら
れるトラブルです。それがその後にエスカレートして深刻ないじめへと発展するかどうかにつ
いては、その段階で見極めることはできません。風邪をこじらせて肺炎になり、死に至ったよ
うな場合であっても、ひき始めの段階では単なる風邪でしかないのと同じです。つまり、いじ
めの ｢早期発見｣ というのは、風邪で言うならひきはじめの段階から見過ごさないということ
であり、更に言うなら、未然防止が最も効果的ということなのです。
　しかしながら、幾ら未然防止に力を注いでも、やはりささいなトラブルは生じます。学校は
成長途上にある子供が集まる場所ですから、トラブルが起きないはずがありません。その中に
はエスカレートしていじめになっていくものもあります。ですから、できるだけ早い段階から、
いじめではないかと疑い、適切に対応していくことが求められているのです。このように考え
て対応を進めるなら、たとえ「いじめのない学校」を目指して熱心な取組を行っていたとして
も、｢認知件数０

ゼロ
｣ と報告できるのは極めてまれなことと言えるでしょう。

　そもそも ｢認知件数｣ とは、深刻ないじめへと発展したり重大事案にまで至ったりした（と
｢認知｣ した）数字、ということではありません。むしろ、いじめか否かを迷うような、いじ
めの初期段階、あるいはいじめの前段階のものまでも ｢組織｣ としての検討の俎上（そじょう）
に乗せ、その結果、「いじめ防止対策推進法」上の ｢いじめ｣ に当たると判断されたもの全て
の数字が ｢認知件数｣ なのです。
　つまり、｢認知件数｣ の報告というのは、不祥事件数の報告などではなく、学校が真摯にい
じめに向き合い、丁寧に対応を行った件数の報告、ということです。ですから、重大事態の件
数の増加は問題でも、｢認知件数｣ の増加は必ずしも問題とは限らないのです。

　同じ出来事に対する教職員の反応には、一つの学校の中でも温度差があります。ある教職員
がいじめと判断しても､ 別の教職員はそのようには判断しない場合もあり得ます。そうした温
度差が対応の差を生み、いじめ等が放置されていくようでは困ります。
　そうした問題をなくすには、二つの方法が考えられます。
　一つは、いじめか否かを発見者の個人的な判断に委ねることなく、｢組織｣ で行うということ。
このリーフで紹介しているような手順を徹底することです。
　もう一つは、いじめという事象に対する認識の共有を図るような校内研修の実施です。当セ
ンターで作成した「いじめに関する研修ツール　Ver.2」を用いた校内研修の実施は、そうし
た温度差をなくし、教職員が同一歩調を取れるようにする上で有効な手立ての一つです。
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初版発行　平成 27年 11月

★当センターで作成した調査研究報告書等一覧：http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/3.htm

編集　生徒指導・進路指導研究センター

　　　ＴＥＬ 03-6733-6880

　　　ＦＡＸ 03-6733-6967



生徒指導リーフ

文部科学省

国立教育政策研究所
National Institute for Educational Policy Research

生徒指導・進路指導研究センター

アンケート・教育相談を
いじめ ｢発見｣ につなげる

Leaf.20

Leaf ov
er th

e theory and practice on Seitoshidou!

※最新版を、http://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf20.pdf から、直接にダウン
ロードできます。

14545440
テキストボックス
参考資料３



　定期的なアンケートや教育相談の機会に、いじめの被害者や加害者がいじめについて正直に答
えたり相談したりするとは限りません。実際、無記名式のアンケートにいじめ被害の訴えがあっ
たので、被害者を特定するために、再度、記名式で実施したら、今度は回答が返ってこなかった、
という例があります。
　にもかかわらず、記名式のアンケートや心理検査等を盲信し、「回答がなかったから、いじめ
は０
ゼロ
」、「アンケートで対応できたから、早期発見になった｣ という思い込みもあるようです。し

かし、それらは、回答をためらったり、アンケート等の実施後に被害を受けたり、アンケート等
が実施されるまでの被害期間が長かったりする児童生徒の存在に、思いが至っていません。実際、
いじめ発見率 95％と宣伝していた心理検査を盲信し、自殺未遂を防げなかった例もあります。
　｢暴力を伴わないいじめ｣ という、大人の目からは ｢見えにくい｣ いじめの場合、いつ、誰が
被害者になってもおかしくないと考えるべきです。＊　「定期的な記名式アンケート等に大きく依
存した早期発見体制｣ は見直すことが必要です。

アンケートで実態把握、面談でパイプ

♦アンケートや心理検査等を実施する場合、被害者に素直に回答してもらう
ためには、無記名式（匿名性の高い方法）が有効であることを再確認する。

♦無記名式アンケートだけで終わるのではなく、児童生徒全員を相手に個人
面談を実施し、早い段階での相談や報告が増えるような関係をつくる。

アンケートや教育相談は、｢ 早期発見 ｣ のため？

定期的なアンケートや教育相談を、いじめの ｢早期発見｣ につなげることは可能です。
しかし、直接に発見することを主たる目的、と考えるには無理があります。

　定期的なアンケートや教育相談だけで ｢早期発見｣ は無理　

　いじめというデリケートな問題の場合、実態の正確な把握や取組評価のアン
ケートには、記名式ではなく無記名式（匿名性が保障される形）が理想的（生
徒指導リーフ４ ｢いじめアンケート」）であることは、繰り返すまでもありま
せん。
　その一方で、『無記名のアンケートでは、被害を受けたとする回答があって
も誰なのかが分からない』『アンケートは、記名式で実施しなければ ｢早期発
見｣ の役に立たない』との声が根強いのも事実です。
　しかし、記名式では正直に答えない可能性が高い上、年に数回という間隔で
実施されるアンケートで ｢早期｣ に発見できる可能性は低いのです。被害を受
けた児童生徒やそれを察知した児童生徒からの相談や報告が増えるよう、全て
の児童生徒と個人面談を実施し、パイプづくりを進めることを考えましょう。

＊生徒指導リーフ７「いじめの理解」等を参照



♦定期的なアンケートや教育相談は、その時だけで終わりではない。それ以
後の訴えや報告を促すための、パイプづくりや宣伝、抑止の機会と捉える。

無記名アンケートを、｢ 発見 ｣ や ｢ 防止 ｣ につなげる

アンケート結果を踏まえ、全員を対象とした個人面談を行う、児童生徒に問題を投げ返
す等、教職員の本気度を伝えることで、自発的な報告や相談、抑止につなげましょう。

　まずは、無記名式アンケートを実施します。場合によっては、いじめの有無について尋ねる必
要すらありません。悩んでいることがないか ( 勉強のこと、友人のこと、教師のこと、家族のこと、
等）を、ある・なしで答えさせる程度でも構いません。なぜなら、その後に全ての児童生徒と個
人面談を行うのであれば、その時に詳しく尋ねればよいからです。
　児童生徒の全員が学級担任やスクールカウンセラー等と直接に話ができる個人面談という機会
は、記名式のアンケート等で根掘り葉掘り尋ねるのと比べ、はるかに安心感を与えられる方法で
あると言えます。年度の早い時期に行うとよいでしょう。
　面談では、悩み事などを中心に、最近の様子を聞きましょう。いじめ
の被害者や加害者の発見よりも、大人に聞いてほしいこと、伝えたいこ
とがないかを大切にします。そして、今でなくとも構わないので、話し
たくなったらいつでも、相談に来てよいことを伝えます。また、その相
手も、学級担任やスクールカウンセラーに限らないこと、校長先生や部
活の顧問、電話相談などの方法もあることを伝えます。

　全員を対象にした個人面談の実施　

★定期的なアンケート等や教育相談を過信しない
　年に数回のアンケートや教育相談の機会だけで ｢早期発見 ｣が実現できるわけではあ
りません。むしろ、それ以降の自発的な相談や報告を促すための場、大人たちは児童生
徒の声に耳を傾け、真剣に受け止める気持ちがあることを伝える機会や場、と捉えましょ
う。それが、結果的に ｢早期発見 ｣につながりますし、加害者には抑止効果になります。

　学期末等に行われる取組評価アンケート（無記名式）の中に、いじめの訴えがあったような場
合、緊急に全員対象の個人面談を実施することも考えられますが、児童生徒の年齢 ( 精神年齢？）
次第では、児童生徒に結果を投げ返すことも考えられます。
　その際、単に結果を伝えるだけでなく、教職員が心配していることもしっかりと伝え、思い当
たる節がある場合には、是非、大人に相談してほしいことを伝えます。この場合にも、相談相手
は学級担任やスクールカウンセラー等だけでなく、電話相談等も利用できると伝えます。
　ただし、どんな機会に、どんな形で投げ返せば、児童生徒の信頼を得ることができるのか（あ
るいは､ 失うのか）を慎重に判断してください。各学級担任から、というよりは、学年集会等を
開く形の方が、教職員間の温度差による失敗を防ぎやすいでしょう。

　児童生徒に投げ返してみる　

イラスト： わたなべふみ



　★ワンポイント・アドバイス★　

無記名アンケートに続く個人面談実施の心得

　記名式のアンケートに正直に答えてくれたら、回答してきた児童生徒とだけ話をすれば済む
ので、効率的　—　そんなふうに考えるのは、教職員の都合でしかありません。しかも、学
級で一斉に回答するスタイルなのに、被害を訴えようとすると延々と回答しなければならず、
周りの目を気にしたらとても本当のことを書けないようなアンケートを、いまだに実施してい
る学校もあります。それでは、児童生徒が何も答えなかったとしても当然でしょう。それどこ
ろか、そうしたアンケートを平気で実施する教職員に対する不信感を抱かせ、被害者だけでな
く、目撃者さえもが、何の情報も提供しなくなる可能性を高めていることに気付きましょう。
　アンケート調査や面談が教職員の都合優先で実施されているのかどうかは、小学校の高学年
にもなれば、簡単に察知します。事実、「先生は、私たちのことを心配しているわけじゃない。
いじめが起きると自分たちが困るから、アンケートをしているだけだ。心配なのは自分たちの
ことだけ。その証拠に、“いじめの回答がなかった ”と、単純に喜んでいる。そんな先生たちに、
本当のことなど、怖くて話せない」…　そんなふうに訴える児童生徒が、実際にいるのです。

　面談の際には、間違ってもそれが ｢犯人捜し｣ ( 被害者や加害者の特定）のために行ってい
るものではないことを、強く自覚して臨んでください。あくまでも、何か困っていることや聞
いて欲しいことがないかといった悩み事などを中心に、最近の様子を聞けばよいのです。その
児童生徒個人には何の悩みもないようなら、最近のクラスの様子などに話を広げてもよいで
しょう。特にいじめ等の情報が得られなくとも、よい雰囲気で面談が終われば、それで十分です。
　ただし、この先も、話したくなったらいつでも、相談に来てよいことを、忘れずに伝えます。
また、その相手も、学級担任等に限らないこと、電話相談などの方法もあることを伝えます。
何かあったときには、大人に相談すればよい結果が得られるかもしれないという気持ちにさせ
ることこそが、全員を対象として実施する個人面談のポイントです。
　もし、いじめや、場合によっては家庭での虐待、自傷行為等についての情報が得られた場合
には、それが当事者からの情報であれ、目撃者からの情報であれ、情報提供者の名前が表に出
るようなことはないと約束します。そして、然

しか
るべき手順に沿って対処します。

　きちんとした形で全員を対象にした面談を行うことができれば、「いつ、誰が、チクった ( 大
人に告げた )」かがわからなくなるので、児童生徒は安心して情報提供できるようになります。
また、安易に加害行為をしている児童生徒には、「誰かからバレるかもしれない」という抑止
効果になることが期待できます。
　定期的なアンケートや教育相談の実施は、教職員の本気度が問われるものであることを、反
対に本気度を児童生徒に知らしめるよい機会でもあることを、自覚して実施してください。
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　例えば、自分の学校の児童生徒のアンケート結果や国や県から提供された資料
を配布し、担当者が全教職員に説明をした後、質疑応答を行う　—　多くの学校
では、こんなやり方が一般的でしょう。しかし、同じ事実に基づいて話し合ったつもりなのに、
実は異なるイメージで受け止められていた、また、話合いをしてもらったつもりでいたのに、実
は声の大きな人が一方的に意見を述べていただけだった、ということは少なくありません。
　本当に共通理解をしたければきちんと時間をとり、共有したい知識や情報に基づいて、全ての
教職員が感想や意見を述べ合い、全員で納得できる範囲や内容を確認することが必要です。その
際、それぞれの教職員がこれまでに蓄積してきた知識や情報、経験等と、これから共通理解しよ
うとする内容とを突き合わせた上で、各自が納得できることが必要です。
　教職員間に「温度差」があるまま取り組んでも、不徹底なものにしかなりません。どのような
行為がいじめに当たるのか、どのような行為を許してはならないのか、どのような対応が適切な
のか等、全員で一致できる線を明らかにしておく必要があるのです。

教職員間の「温度差」を小さくする

♦正しい知識や情報を提供しただけで共通理解が図られる、と勘違いしては
ならない。

♦提供された知識や情報が ｢腑
ふ
に落ちる｣ ためには、それらを自分や他の教

職員の経験と突き合わせていける、教職員同士の意見交換の場が必要。

「認識の共有」に必要なこと

教師として似た経験を積み重ねてきた、あるいは、今、同じ児童生徒と向きあっている、
そんな教職員との忌

き た ん
憚のない意見交換は、教職員間の ｢温度差｣ を小さくします。

　形式的な情報提供で終わらず、納得するための意見交換の場を　

　きちんとした「学校いじめ防止基本方針」を策定し、立派な「組織」を立ち
上げたとしても、十分に納得できないままの教職員や非協力的な教職員がいた
ならば、それらが実効性を上げたり、うまく機能したりすることは期待薄です。
いじめに対する教職員の認識や意識の「温度差」をなくし、同じ行動がとれる
ようにしなくてはなりません。
　しかし、いじめに関する共通の知識や情報を提供しただけで教職員間の「温
度差」がなくなり、「共通理解」に至るというほど単純な話ではありません。個々
の教職員は、提供された知識や情報を鵜

う の
呑みにするわけではなく、各自の経験

に基づくイメージなどと突き合わせ、納得できた分しか受け入れないからです。
　こうした「温度差」のある教職員が認識の共有に至り、同じ行動が取れるよ
うになるために不可欠なのが、教職員同士での意見交換の場なのです。



♦いじめについては、教師個人で判断したり対応したりすべきではなく、学
校が組織として判断・対応すべきものであることを肝に銘じる。

「行動の一元化」に必要なこと

「認識の共有化」が図れたら、次は同じような事態に直面したときに、同じような手順
で行動できるよう、「行動の一元化」を図ります。

　「学校いじめ防止基本方針」が適切に策定されているとしたなら、またそれを実行するための「組
織」がきちんと作られているとしたなら、当然、児童生徒の変化やトラブルに気付いたときの手
順もしっかりと決められているはずです。そうであるなら、いじめに対する認識が教職員間で共
有できさえすれば、教職員の行動にばらつきがでてくることはありえません。これが、「行動の
一元化」です。
　しかし、実際にいじめ自殺等の重大事態が発生した学校の例を見てみると、残念ながらそのよ
うにはなっていなかったことがわかります。せっかく一部の教職員が気付いていながら報告を
怠ったり、報告を受けた担当者が情報をストップさせたり、対応を先延ばしにしたり、…という
具合です。
　学校という点で言えば、情報を教職員全員が共有できる体制や手順、学校としての対応が早期
にできる体制や手順が整っているかどうかを、点検してください。そして、一人一人の教職員と
いう点で言えば、児童生徒の変化やトラブルに気付いたときに、「自分はどう 動くべきなのか」
という視点でそうした体制を理解できているかどうかを、点検してください。

　一人一人の行動レベルで、体制についての理解を再確認　

★意識の「温度差」と行動の「ばらつき」
　「面倒な取組などしなくても、いじめが起きたら気が付く」「いじめかどうかは、見れ
ば分かる」「深刻そうになったら、すぐに報告する」…。このような認識を変えない教職
員がいたとしたら、学校としての未然防止はもちろんのこと、早期対応すら危ぶまれる
ことでしょう。
　もちろん、そうした教職員にも言い分があります。彼らにとっては、そうした判断は
経験に裏打ちされた正しいものだからです。しかし、同僚と意見交換してみると、それ
があくまでも個人的な経験の範囲内でしか通用しないものであることに気付いたりする
ものです。例えば、「いじめが発覚してみたら、思いがけない児童生徒も加害に加わって
いて驚いた」「自分の子供がいじめられていたのに、全く気付いてあげられなかった」と
いう同僚の経験談などを聞くことができれば、互いの認識の溝も埋めていけるのではな
いでしょうか。
　また、ささいな変化や初期段階のトラブルであっても全て報告するということに、抵
抗もあることでしょう。そのほとんどは、自然に収まるようなもののはずだからです。
しかし、事故につながることなどめったにないという理由で、列車の運転士が指

し さ か ん こ

差喚呼
をしたりしなかったり、ということがあるとすれば、どう感じるでしょうか。万が一の
見落としや見過ごしを防ぐためには、決められた手順を全員が守ることが大切なのです。

　　



　★ワンポイント・アドバイス★　

「認識の共有」には、資料配布や回覧だけでは不十分！

　いじめに限らず、また生徒指導に限らず、どのような場面であれ、関係者の共通理解が重要
であることは言うまでもありません。しかし、各学校でいじめに取り組むときに、全ての教職
員の共通理解を図ることは容易ではありません。いじめと聞いて思い浮かべるイメージは教職
員によって様々ですから、どれくらい厳しい態度で臨むべきかの判断もまちまち、というのが
普通だからです。
　それというのも、各教職員は自分の子供時代の体験や教師になってからの経験、これまでに
蓄積してきた知識や情報に基づいて､ 自分なりのいじめに対する認識を作り上げているからで
す。これは、何も教職員に限った話ではありません。いじめについて語る人々は、それぞれ自
分のいじめ認識に基づいて考え、話をしています。その認識に差がある可能性が高いにもかか
わらず、同じような認識に立っているという前提で議論を交わしていることも多いのです。

　もちろん、この数十年、いじめが社会問題化するたびに、マスコミ報道が繰り返され、文
部科学省や教育委員会等からも情報が提供されているわけですから、それなりの共通の認識
が形成されていて当然では、との疑問も出ることでしょう。しかし、学校関係者に限っても、
1980 年代半ばのいじめの第一次社会問題化の時点で教師であった者もいれば、｢いじめ防止対
策推進法｣ のきっかけになった大津のいじめ自殺の時点で学生であった者までいるわけです。
　しかも、マスコミ報道で取り上げられるいじめというのは重大事態であることがほとんどで
あるのに対し、学校現場で起きているいじめというのはささいなトラブルにしか見えないもの
がほとんどです。そうした中で、自然に認識の共有がなされていくことなど、ありえません。

　だからこそ、校内研修等の形で、教職員のいじめ認識を更新する必要があるのです。しかも、
この更新の際に必要なことは、最新の正しい知識や情報の提供だけではありません。そうした
新しい知識や情報と、各自がこれまでの経験の中で蓄積してきた知識や情報とを突き合わせ、
納得した上で受け入れてもらえる過程が必要なのです。そして、全員でそれができたとき、初
めて｢認識が共有された｣と言えます。資料配布や回覧だけで共通理解を図るのは困難なのです。
　ちなみに、そうした ｢ 腑

ふ
に落ちる｣ 過程では、「偉い ( ？ ) 先生」の説明よりも、似たよう

な経験を積み重ねてきた同僚の一言が意味を持ちます。自分の意見との相違にかかわらず、似
たような経験に裏打ちされた意見には説得力を感じるからなのでしょう。
　国立教育政策研究所が開発した「いじめに関する研修ツール　Ver.2」は、学校等の研修の
中で、そうした同僚との意見交換を通して納得してもらえるように作成されています。いわゆ
る模範回答に当たる解説も提供されてはいますが、参加者相互の意見交換を促すように計算さ
れたツールです。無理にでも機会を作って、研修会を持つことをお勧めします。
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かながわ子ども・若者総合相談セン
ター（県立青少年センター）

TEL.０４５－２４２－８２０１

【受付時間】火～日 9:00～12:0013:00～16:00

【休み】月・年末年始

神奈川県西部青少年サポート相談室
TEL.０４６５－３５－９５２７

【受付時間】月～金 10:30～12:0013:00～16:00

ユーステレホンコーナー
（県警察少年相談・保護センター）

TEL.０１２０－４５－７８６７（フリーダイヤル）

TEL.０４５－６４１－００４５

FAX相談０４５－６４１－１９７５

【受付時間】月～金8:30～17:15

【休み】土･日･祝休日・年末年始

平成28年3月

24時間子どもSOSダイヤル
（教育相談センター）TEL.０４６６－８１－８１１１
※3月末日までは「いじめ110番」となります。
【受付時間】毎日 24時間 【休み】 なし

不登校・ひきこもり・非行などの相談は

子育ての悩みや非行など子どもに

関わる全ての相談は

子どもの成長を支援するための

主な相談機関一覧
保護者用

いじめをはじめとする

子どもの困り全般についての相談

横浜地方法務局子ども人権１１０番
TEL.０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

TEL.０４５－２１２－４３６５(直通）

【受付時間】月～金 8:30～17:15

県立総合教育センター（教育相談センター）
総合教育相談 TEL.０４６６－８１－０１８５

発達教育相談 TEL.０４６６－８４－２２１０

不登校ほっとライン TEL.０４６６－８１－０１８５

【受付時間】月～金8:30～21:00 土･日・祝休日 8:30～17:15

【休み】年末年始

メールによる相談（返信に数日かかる場合があります。）

問い合わせフォーム

https://kjd.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/ssl/soudan/

上記フォームによる問い合わせができない場合

Ｅメール soudan@edu-ctr.pref.kanagawa.jp

非行・犯罪被害・いじめなどの相談は

子どもの人権に関わる相談は

発達・学習・不登校など

教育全般についての相談は

横浜市電話児童相談室（横浜市在住の方）
TEL.０４５－２６０－４１５２

【受付時間】月～金9:00～17:30土 9:00～16:30

【休み】日･祝休日・年末年始

川崎市児童・青少年電話相談
(川崎市在住の方） TEL.０４４－５４２－１５６７

【受付時間】月～金 9:00～20:00
【休み】土･日･祝休日・年末年始

相模原市児童相談所（相模原市在住の方）
TEL.０４２－７３０－３５００

横須賀市児童相談所（横須賀市在住の方）
TEL.０４６－８２０－２３２３

上記２所ともに 【受付時間】月～金8:30～17:00

【休み】土･日･祝休日・年末年始

子ども・家庭110番（上記の居住地以外の方）
TEL.０４６６－８４－７０００

【受付時間】毎日 9:00～20:00 【休み】なし

※子ども・家庭１１０番は県中央児童相談所内です。

各地域の児童相談所にも来所相談いただけます。

こころの電話相談（県精神保健福祉センター）
TEL.０１２０－８２１－６０６

【受付時間】月～金 9:00～21:00 (受付は20:45まで)

【休み】土･日･祝休日・年末年始

横浜いのちの電話 TEL.０４５－３３５－４３４３

川崎いのちの電話 TEL.０４４－７３３－４３４３

ともに【受付時間】毎日24時間 【休み】なし

※県内の各児童相談所のほか、各市町村の家庭児童相談窓

口や子育て支援課などで、ご相談いただけます。

県教育委員会体罰相談窓口
TEL.０４５－２１０－８３１５

【受付時間】月～金 8:30～17:15

【休み】土･日･祝休日・年末年始

メールによる相談（返信に数日かかる場合があります。）

※下記「体罰に関する相談窓口について」よりお入りください

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480310/

子育ての悩みや非行など子どもに

関わる全ての相談は

いのちの電話
（生きるための心を支える電話による相談）

児童福祉に関わる相談は

体罰に関わる相談は
※24時間子どもSOSダイヤルでも相談に応じます。

この他、各警察署生活安全課少年係、各市町村教育委員会の教育相談担当などで相談できます。

お問い合わせ 神奈川県教育委員会教育局 支援部 学校支援課

TEL.０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

TEL.０４５－２１２－４３６５(直通）

【受付時間】月～金 8:30～17:15

【休み】土･日･祝休日・年末年始

※横浜地方法務局の各支局でもご相談いただけます。

精神疾患など心の健康問題に

関わる相談は

この他、各警察署生活安全課少年係、各市町村教育委員会の教育相談担当などで相談できます。

お問い合わせ 神奈川県教育委員会教育局 支援部 学校支援課
TEL.０４５－２１０－８２９５ FAX.０４５－２１０－８９３７

https://kjd.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/ssl/soudan/
mailto:soudan@edu-ctr.pref.kanagawa.jp
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480310/
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24時間子どもSOSダイヤル（教育相談センター）
※3月末日までは「いじめ110番」となります。 TEL.０４６６－８１－８１１１
【受付時間】毎日24時間 【休み】なし

平成28年3月

いじめなどに関する学校外の相談窓口
☆ひとりで悩まないで！ 何でも相談してね！☆

生徒用

いじめをはじめとする子どもの困り全般についての相談

いじめ･犯罪被害などの相談窓口

人権（いじめ･虐待・暴力など）に関わる相談窓口

子ども人権１１０番（横浜地方法務局人権擁護課）
TEL.０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）
TEL.０４５－２１２－４３６５ ※横浜地方法務局の各支局でも相談できます。
【受付時間】 月～金 8:30～17:15 【休み】 土・日・祝休日・年末年始

人権・子どもホットライン（神奈川県県民局）子ども専用電話
TEL.０４６６－８４－１６１６ 【受付時間】 9:00～20:00 【休み】 なし

※ 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に住んでいる方は下記児童相談所に相談してください。

横浜市電話児童相談室 TEL.０４５－２６０－４１５２
【受付時間】 月～金9:00～17:30 土 9:00 ～16:30    【休み】日・祝休日・年末年始

川崎市児童・青少年電話相談 TEL.０４４－５４２－１５６７
【受付時間】 月～金 9:00～20:00   【休み】土・日・祝休日・年末年始

相模原市児童相談所 （代表） TEL.０４２－７３０－３５００

横須賀市児童相談所 （代表） TEL.０４６－８２０－２３２３
上記２所とも 【受付時間】 月～金 8:30～17:00 【休み】土･日･祝休日・年末年始

ユーステレホンコーナー（県警察少年相談・保護センター）
TEL.０１２０－４５－７８６７（フリーダイヤル）
TEL.０４５－６４１－００４５ FAX相談０４５－６４１－１９７５

県教育委員会保健体育課 TEL.０４５－２１０－８３１５
【受付時間】月～金8:30～17:15 【休み】土･日･祝休日・年末年始

メールによる相談（返信に数日かかる場合があります。）

「体罰に関する相談窓口について」http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480310/よりお入りください。

かながわ子ども・若者総合相談センター（県立青少年センター）
TEL.０４５－２４２－８２０１ 【受付時間】 火～日9:00～12:0013:00～16:00【休み】 月・年末年始

神奈川県西部青少年サポート相談室 TEL.０４６５－３５－９５２７

【受付時間】 月～金 10:30～12:0013:00～16:00   【休み】 土・日・祝休日・年末年始

こころの電話相談（県精神保健福祉センター） TEL.０１２０－８２１－６０６
【受付時間】 月～金 9:00～21:00（受付は20:45まで） 【休み】 土・日・祝休日・年末年始

こころの電話相談（横浜市こころの健康相談センター）TEL.０４５－６６２－３５２２
【受付時間】 月～金 17:00～22:00土・日・祝日 8:45～22:00（受付は21:30まで） 【休み】 なし

こころの電話相談（川崎市精神保健福祉センター） TEL.０４４－２４６－６７４２

【受付時間】 月～金 9:00～21:00 【休み】 土・日・祝休日・年末年始

こころの電話相談（相模原市精神保健福祉センター） TEL.０４２－７６９－９８１９

【受付時間】 月～土 17:00～22:00 【休み】 日・祝休日・年末年始

横浜いのちの電話 TEL.０４５－３３５－４３４３ 【受付時間】毎日24時間 【休み】なし

川崎いのちの電話 TEL.０４４－７３３－４３４３ 【受付時間】毎日24時間 【休み】なし

お問い合わせ 神奈川県教育委員会教育局 支援部 学校支援課

体罰に関わる相談窓口 ※24時間子どもSOSダイヤルでも相談に応じます。

こころの健康問題に関わる相談窓口

いのちの電話(生きるための心を支える電話による相談窓口）

不登校・ひきこもりなどの相談窓口

相模原市児童相談所 （代表） TEL.０４２－７３０－３５００

横須賀市児童相談所 （代表） TEL.０４６－８２０－２３２３
上記２所とも 【受付時間】 月～金 8:30～17:00 【休み】土･日･祝休日・年末年始

神奈川県西部青少年サポート相談室 TEL.０４６５－３５－９５２７

【受付時間】 月～金 10:30～12:0013:00～16:00   【休み】 土・日・祝休日・年末年始

お問い合わせ 神奈川県教育委員会教育局 支援部 学校支援課
TEL.０４５－２１０－８２９５ FAX.０４５－２１０－８９３７

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480310/
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