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付録（資料編）

児童生徒の問題行動への対応等に関する点検項目

（資料）少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議「心と行動のネットワーク」（平成13年４月）
<趣旨 >
　この点検項目は、学校及び教育委員会等が児童生徒の問題行動への対応等について、具体的
に点検すべき項目を参考例として示したものである。
　各学校及び教育委員会等においては、本資料を参考として必要な修正・追加を行うなど学校
や地域の実情に即したかたちで自己点検を行い、家庭・地域社会・関係機関等との開かれた連
携の下、児童生徒の問題行動への対応等の改善充実を図ることが大切である。
<点検項目 >
　次の40項目について自己点検し、「ある程度行われている」や「あまり行われていない」場
合には、問題点や今後の改善策等を具体的に記述する。

Ⅰ　学　校

　１　指導体制

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（１）課題意識と協同体制
　児童生徒が様々な悩みを持ち、時に自分を見失った
り問題行動等を起こすことがあるという課題意識を教
職員が持ち、児童生徒の実態や行動の変化を把握し、
生徒指導に学校全体で取り組んでいるか。
（２）管理職のリーダーシップと組織的な指導体制
　校長、教頭がリーダーシップを発揮して、生徒指導
主事など一部の教員に任せ切りにすることなく積極的
に対応し、全教職員が一致協力して指導に当たるよう
組織的な生徒指導体制の充実に努めているか。
（３）情報の共有と指導方針の徹底
　児童生徒の日ごろの行動や態度等についての情報が、
職員会議等の場を活用して共有され、総合的な分析に
基づいて、学校としての指導方針を明確に定め、それ
が確実に実行されるよう教職員の共通理解や保護者へ
の周知を図っているか。
（４）問題行動への対応についての共通理解と周知
　問題行動に対しては、その内容、程度、状況等を的確
に把握し、学校として毅然とした対応を行うことについ
ての共通理解が教職員間で図られているか。また、その
ことが、児童生徒や保護者等にも周知されているか。
（５）生徒指導体制等の不断の見直し
　生徒指導体制や問題行動への取組の効果等について、
PTA等の意見も参考に、スクールカウンセラー等も含
め全教職員による分析と評価を行い、その結果を公表
しているか。また、それに基づいて、指導方針の重点
化や校務分掌の見直し等も含めた改善策の検討を不断
に行っているか。
（６）緊急時に備えた校内体制の整備
　問題行動を起こした児童生徒とその保護者、一般の
児童生徒やPTA、地域住民等に対して、どのように対
応すべきか日ごろから検討され、教職員の役割分担と
協同体制が定められているか。また、教育委員会への
連絡や、対外的な情報提供等についての方法や分担が
定められているか。
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　２　教育相談

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（７）相談しやすい環境作り
　児童生徒や保護者の悩みや要望を積極的に受け止める
ことができるよう、教職員がカウンセリングマインドを
持って接するとともに、相談週間の設定や相談室便りの
配布など、相談しやすい環境作りがなされているか。
（８）児童生徒の相談への対応
　児童生徒からの相談や悩みなどの訴えがあったとき
は、その内面の理解に努め、児童生徒の立場に立って教
職員が的確に対応しているか。また、継続的な事後指導
が適切に行われているか。
（９）多面的な情報収集と児童生徒理解
　児童生徒理解を深めるため、本人や保護者との面談や
家庭訪問、教育懇談会等の実施とともに、必要に応じて
級友や卒業した学校、地域等からも多面的に情報を集め
ているか。
（10）心の問題への対応
　児童生徒の心の問題についての理解を深め、児童生徒
が発する兆候を見逃さず、必要に応じて学級担任や生徒
指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、
スクールカウンセラー等がチームを組み、適切な対応に
努めているか。
（11）関係機関との連携等
　教育相談に当たっては、教育センターや児童相談所、
医療機関など関係機関との連携が図られているか。また、
児童生徒や保護者に対して、地域の相談機関についての
情報を提供しているか。

　３　教育活動

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（12）豊かな人間関係の形成
　日常の教育活動を通じ、教職員と児童生徒及び児童生
徒相互の豊かな人間関係作りを進め、情操を培うととも
に、児童生徒の心を開かせるよう努めているか。
（13）規範意識や倫理観等の育成
　児童生徒に対し、自己の行動に責任を持つよう日ごろ
から指導を行うとともに、問題行動が引き起こす結果等
について認識させるなど、規範意識や倫理観を育てる教
育活動を行っているか。
（14）社会性の育成
　人間関係づくりの活動や社会体験、奉仕活動、集団活
動等の体験活動等を通じて、児童生徒の社会性の育成に
努めているか。
（15）心の健康の増進
　児童生徒に心の健康の大切さやストレスに対処する方
法などを身に付けさせ、自ら心の健康を維持・増進させ
る態度や能力を育てる取組を学校全体で進めているか。
（16）問題行動を起こした児童生徒への特別指導
　問題行動を起こした児童生徒に対しては、児童生徒と
の信頼関係を基底に置きつつ、出席停止の措置も含め毅
然とした対応をとるとともに、児童生徒が自分の内面を
見つめることができる特別の指導を行っているか。
（17）児童生徒全体への取組
　問題行動が起きた場合には、道徳や特別活動をはじめ
日常の様々な教育活動の場面で、一般の児童生徒にも自
分たちの問題としてしっかり考えさせ、より良い学校生
活の実現に向けて児童生徒の力を生かすよう指導を行っ
ているか。
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　４　家庭・地域社会・関係機関等との連携

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（18）連携方針の確立と共通理解
　家庭・地域社会・関係機関との連携をどのように進め
ていくかについて、学校としての基本方針・計画や校内
体制を定め、その方針や具体的な方法、関係機関等のリ
ストなどが全教職員に周知され、共通理解の下に連携が
図られているか。
（19）保護者・地域社会への情報提供
　児童生徒の実態や問題行動等の状況、学校の方針や対
応などについて、学校参観の実施や家庭連絡帳、保護者
会、学校便りなどを活用して、保護者・地域社会に積極
的に情報を提供し、理解を得るように努めているか。
（20）保護者との連携
　日ごろから保護者との連絡を密にしたり、家庭訪問等
を行うなど、保護者との信頼関係を深め、一致協力して
指導に当たれるよう、学校全体で連携を進めているか。
（21）地域社会との連携
　学校評議員制度や学校モニター制度なども活用して、地
域住民からの意見や情報等を積極的に収集するとともに、
地域の人々の協力を得るなど、地域社会との連携を進めて
いるか。　
（22）関係機関との連携
　関係機関との間で、日ごろから、指導方針の相互理解
や情報交換などを進めるとともに、ケースに応じた実効
的な連携の内容や方法等について、関係機関の専門家を
交えた協議や事例研究を行うなど、関係機関との連携に
努めているか。
（23）学校間の情報交換と連携
　近隣の学校間において、日ごろから、問題行動等につ
いての情報交換や連携が進められているか。また、特に、
懸念されるような事象については、継続した指導が行わ
れるよう、卒業校と進学先の学校等との間で、それまで
の指導の経緯や必要な情報を伝えているか。
（24）責任意識を持った開かれた連携の推進
　学校のみで適切な対応が困難なケース等について、学
校は問題を抱え込まず速やかに関係機関等との積極的な
連携に努めているか。その際、当該機関との適切な役割
分担を図って、児童生徒への指導を継続して行い、関係
機関に任せ切りにしないようにしているか。



136

Ⅱ　教育委員会
　１　指導体制

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（25）各学校の状況把握と指導助言
　各学校における問題行動や生徒指導の状況等を学校訪
問等を通じて定期的に把握し、分析を加え、それをもと
に課題や改善点を指摘するなど適切な指導・助言を行っ
ているか。
（26）各学校における不断の点検の推進
　各学校において問題行動の状況など把握すべき事項、
生徒指導の在り方など検証すべき課題等を具体的に示し
不断の自己点検・自己評価がなされるようにしているか。
（27）学校の生徒指導体制の整備
　学校が児童生徒の問題行動に適切に対応できるように
するため、生徒指導体制の確立や生徒指導主事が職務に
専念するための校内体制等について指導・助言したり、
必要に応じて教員の加配を行ったりしているか。
（28）学校間の連携についての支援
　小・中・高等学校間での連携や、地域の学校間での連携
が推進されるような機会や場の設定などを積極的に図って
いるか。
（29）問題行動発生時の連絡体制
　児童生徒の問題行動が発生したときは、各学校から教
育委員会に対し、たとえ軽微なものであっても適切に報
告がなされる体制がとられているか。
（30）問題行動発生時の学校への支援
　児童生徒の問題行動が発生したときは、状況に応じ、
直ちに生徒指導担当の指導主事等を学校に派遣し、教職
員に対する指導・助言や対外的な広報業務を行うことと
するなど、学校を積極的に支援する体制がとられている
か。

　２　教育相談

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（31）相談機関の設置
　教育委員会として相談機関等を設け、児童生徒や保護
者、学校等の相談に対応するための体制の整備を行うと
ともに、そのことについて十分な周知を図っているか。
（32）学校における教育相談のための環境整備
　学校へのスクールカウンセラー等の配置や、余裕教室
等を活用したカウンセリング室の整備などの、教育相談
を実施する環境の整備に積極的に努めているか。
（33）学校と関係機関との連携の支援
　学校の連携先となる関係機関の機能・役割等について
広報するとともに、学校が関係機関と積極的に連携する
ことについて保護者や地域住民に周知し、理解を図って
いるか。
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　３　教職員研修等

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（34）教職員の意識啓発
　文部省や教育委員会等の通知や資料等が、すべての教
職員に伝わり、各学校が児童生徒の問題行動等に対する
課題意識をもって臨むよう、教職員の意識啓発に向けた
実効的な取組や工夫を図っているか。
（35）教職員の指導力向上
　生徒指導の中心となる教職員に対する専門的な研修
や、全教職員を対象とした心の問題を理解するための研
修などをすすめ、教職員の指導力の向上に努めているか。
また管理職がリーダーシップを発揮するよう、必要な研
修や指導・助言に努めているか。
（36）各学校の教育活動への指導助言
　豊かな人間性や社会性の育成に向けた教育活動を各学
校が積極的に展開していくよう、教育実践に関する具体
的な情報提供や学校間の実践の交流、校内研修の活性化
など、適切な指導・助言や支援を行っているか。
（37）問題行動発生後のフォローアップ
　重大な問題行動が発生した学校について、原因、背景等
の検証や問題点の分析などを十分行い、管下の全学校にお
ける取組の充実などに生かしているか。

　４　家庭・地域社会・関係機関等との連携

点　　検　　項　　目
措　置　状　況

問題点や今後の改善策等十分行わ
れている

ある程度
行われて
いる

あまり行
われてい
ない

（38）ネットワークの形成とマニュアル等の作成
　教育委員会と首長部局が連携し、市町村や中学校区単
位などで、学校、ＰＴＡ、地域住民、民間団体、関係機
関等からなるネットワークをつくり、一体となって問題
行動への対応等を行う体制作りを行っているか。また、
問題行動が発生した際の各機関等の役割分担や連携方
法、対応方法等を定めた具体的なマニュアルや、日ごろ
行う活動について定めた行動計画を作成しているか。
（39）ネットワークを活用した日常的な活動への支援
　問題行動を防ぐため、ネットワークを構成する各機関
等が連携して、日常的な活動を行うよう努めているか。
また、各機関等の役割分担や連携方法等の検討、定期的
な情報交換や合同事例検討会の開催、具体的な事例を想
定した対応シミュレーションの実施などが行われている
か。
（40）問題行動発生時の対応
　児童生徒の問題行動が発生したときに、ネットワーク
を構成する関係機関等でサポートチームを組織し、学校
や家庭への支援がなされるようにしているか。
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