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児童生徒の心のサインを見逃さず、問題行動の前兆を把握し早期に対応することや、
学校と関係機関との「情報連携」だけでなく、自らの役割を果たしつつ一体となっ
て対応を行う「行動連携」が必要であるとの提言について述べている。

学校教育法の一部改正（平成１４年施行）により、公立小・中学校の出席停止制度
が改善されたことを受けて、「要件の明確化」、「手続に関する規定の整備」、「 出
席停止期間中の学習支援等の措置 」などについて 、具体的に詳しく解説している。

児童生徒による相次ぐ重大事件の発生を契機に、各学校が問題行動等への対応の在
り方を点検するための「管理・指導体制 」、「家庭・地域・関係機関との連携 」、
「基本的な道徳観・倫理観等の指導」の在り方について点検項目を例示している。

本事例集作成の基となった「『 生徒指導体制の在り方についての調査研究』報告書
－規範意識の醸成を目指して－」について 、「指導基準の明確化 」、「毅然とした
粘り強い指導」などの重要な概念を簡潔に説明している。

非行防止教室等の目的を、①児童生徒の規範意識の育成、②危険回避能力の育成、
③安全安心な学校環境づくりとし、教育課程上の位置付け、警察等関係機関との連
携、各教員の役割など、実施に当たっての留意事項を整理している。

いじめ、校内暴力、授業妨害等の問題行動の指導について、生徒指導の充実及び出
席停止制度の運用について述べるとともに 、「 学校教育法１１条に規定する児童生
徒の懲戒・体罰に関する考え方 」として懲戒・体罰に関する解釈・運用を示してい
る。

第Ⅲ部には、文部科学省が発出した通知文の中から、本指導資料の内容と特にかかわり

の深いものを６点掲載している。それぞれ、生徒指導に関する調査研究協力者会議等の報

告や、教育関連法規の改正などを基に、学校や教育委員会に求められる取組について通知

したものである。

いずれの文書も、標題に示された内容に関して要点が漏れなく書き込まれており、各学

校の生徒指導体制を点検する際などに、大いに役立つものと思われる。

各通知文の概要は次のとおりであり、是非読んで理解を深めていただきたい。

１ 少年の問題行動等への対応のための総合的な取組の推進について（平成１３年４月１３日）

２ 出席停止制度の運用の在り方について（平成１３年１１月６日）

３ 児童生徒の問題行動等への対応の在り方に関する点検について（平成１５年７月２２日）

４ 児童生徒の規範意識の醸成に向けた生徒指導の充実について（平成１８年６月５日）

５ 非行防止教室の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成について（平成１８年６月５日）

６ 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について（平成１９年２月５日）

◆各通知文の概要
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１ 少年の問題行動等への対応のための総合的な取組の推進について（通知）

平１３．４．１３ １３文科初８２ 各都道府県教育委員

会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長

あて 文部科学省初等中等教育局長、生涯学習政策局長、

スポーツ・青少年局長通知

児童生徒の問題行動等については、これまでもその対応に努めてきたところであり、平

成１０年３月には、「児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議」の報告を受け、

平成１０年４月３０日付け文初中第３１３号「児童生徒の問題行動への対応のための校内

体制の整備等について」をもって、学校における取組体制の充実や、学校と関係機関との

積極的な連携などについてお願いしたところであります。

しかしながら、関係者の努力にもかかわらず、暴力行為などの問題行動は依然として憂

慮すべき状況にあることや、少年等による凶悪な事件が連続してきているといった状況を

踏まえ、文部科学省では、平成１２年５月 、「少年の問題行動等に関する調査研究協力者

会議」を設け、最近の少年の問題行動等の実態の分析や対応策について検討を行ってきた

ところですが、このたび同協力者会議において、別添のとおり「心と行動のネットワーク

－心のサインを見逃すな 、『情報連携』から『行動連携』へ 」（報告）がとりまとめられ

ました。

本報告書では、児童生徒の問題行動等への対応に当たっては、児童生徒の「心」のサイ

ンを見逃さず、問題行動の前兆を把握し早期に対応することが重要であり、このため、学

校と関係機関との間で単なる情報交換（「 情報連携 」）だけではなく、自らの役割を果た

しつつ一体となって対応を行うこと（「 行動連携 」）が必要であることが提言されていま

す。

具体的な対応としては 、「心」の問題への適切な対応を図るとともに社会性を育む教育

を展開する観点から、スクールカウンセラー等の拡充、体験活動の充実を図ること、各地

域においては、関係者のネットワーク作りを推進するとともに、問題行動の個々の状況に

応じサポートチームを機動的に組織すること、また、教育委員会及び学校においては、問

題行動への対応に関する自己点検・自己評価を行うことなどが提言されています。

貴職におかれては、こうした点をはじめ、本報告に盛り込まれている各種の提言を十分

踏まえて取組を進めるとともに、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校

法人等に対し、この種の提言の趣旨を図るようお願いします。

なお、本通知に関しては、その内容について、内閣府、警察庁、法務省及び厚生労働省

と協議済みであり、また、これらの省庁に対し、それぞれの関係機関等に本通知の内容の

周知方を依頼してあることを申し添えます。
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＜別紙１＞

『心と行動のネットワーク』
～「心」のサインを見逃すな 、「情報連携」から「行動連携」へ～

（少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議報告骨子）

１ 最近の児童生徒の問題行動の特徴について

◎ 児童生徒の「心」のサインを見逃さず、問題行動の前兆を把握し、早期に対応する

ことがこれまで以上に重要。

◎ 学校と関係機関が前兆の段階から一体的な対応を行う「行動連携」の具体的なシス

テム作りが必要。

２ 問題行動を防ぐために今後一層充実すべき施策

最近の事件の事例分析に基づき、学校の対応の不十分な点を抽出。

①「心」の問題への対応

②児童生徒の社会性の育成

③社会全体として問題行動の兆候を早期にとらえた対応

専門機関による継続的なケアが必要なケースへの対応

④これまでの提言の確実な実行

３ 具体的な対応策

（１）「心」の問題への対応

①「心」の問題についての全教職員の理解を促す方策の実施

②養護教諭の複数配置やスクールカウンセラーの配置の拡充

③教職員がチームを組み、児童生徒の心の相談・指導を行う体制づくり

④地域のネットワークを活用した学校と関係機関の専門家による対応

⑤小学校における生徒指導体制の充実

（２）児童生徒の社会性を育む教育の展開

①社会性を育むプログラムの開発や体験活動の充実を図るための支援等

②メディアからの情報がもたらす影の部分への対応とマスコミ等への要望

（３）学校と家庭や地域社会、関係機関とをつなぐ「行動連携」のシステムづくり

①地域における「行動連携」のためのネットワークの形成と「サポートチーム」の組

織化

②ネットワークにおける連携活動

③文部科学省と関係省庁との共同による国の支援

（４）学校や教育委員会における問題行動への対応に関する自己点検・自己評価の実施

①いつでも学校や教育委員会が自己点検・自己評価できる点検項目の作成

②点検項目に基づき点検した内容の公表
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＜別紙２＞

少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議報告（概要）
心と行動のネットワーク－心のサインを見逃すな 、「情報連携」から「行動連携」へ－

はじめに

平成１２年５月に設置された本協力者会議では、少年等による凶悪事件の発生状況等を

踏まえ、最近発生したいくつかの事件について、現地調査を実施して事例分析を行い、そ

れらの特徴等を踏まえた対応方策について検討を行った。

本報告においては、児童生徒の「心」のサインを見逃さず、問題行動の前兆を把握する

こと、そのためには、学校と関係機関との間で単なる情報の交換（「 情報連携 」）だけで

はなく、相互に連携して一体的な対応を行うこと（「 行動連携 」）が重要であることを強

調した。また、そのためのシステム作りなど具体策にまで踏み込んで提言した。

１ 最近の児童生徒の問題行動の特徴について

（１）最近の児童生徒の問題行動の状況

少年非行については、現在、戦後第４の波を迎えていると言われている。最近の特徴と

しては、非行の前兆はあるものの、非行を犯したことのない少年が、いきなり重大な非行

に走るケースが目立っていることがあげられる。

（２）児童生徒の問題行動の背景や要因

①社会性や対人関係能力が十分身に付いていない児童生徒の状況

②基本的な生活習慣や倫理観等が十分しつけられていない家庭の状況

③生徒指導体制が十分機能していない学校の状況

④大人の規範意識の低下や子どもを取り巻く環境の悪化が進む社会全体の状況

（３）「心」のサインを見逃さない対応の必要性

児童生徒の問題行動の背景や要因として、心に悩みや不安、ストレスを抱えている児童

生徒も少なくない。事例分析でも、警察庁の調査報告でも、特に目に見える問題行動がな

かった場合でも、それ以前に、何らかの予兆があったとの結果が出ている。

本協力者会議としては、児童生徒の問題行動の兆候をとらえ適切に対応するためには、

その背景にある「心」の問題に目を向ける重要性を強調したい。

２ 問題行動を防ぐために今後一層充実すべき施策

〔１〕これまで提言してきた対応策をより確実に実行する必要のある内容

①校長のリーダーシップの下、全教職員が協力して指導に当たる体制を整備すること

②児童生徒の問題行動に対する教職員の認識や対応を十分なものとすること

③学校と家庭や地域社会との連携を十分図ること
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④学校と関係機関との連携の在り方について十分な検討や改善を図ること

⑤学校間の連携を十分図ること

⑥教育委員会による学校への支援を十分行うこと

⑦教育委員会において、学校が連携を深めるための施策を充実させること

〔２〕今後対応を一層充実させる必要がある内容

①児童生徒の「心」の問題への対応

児童生徒の心の問題については、専門機関も含めて社会全体で対応する必要がある

が、特に学校においては、学級担任、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など、教職員の一致協力した体制による多様な

視点からの前兆の発見と対応が必要である。

②児童生徒の社会性の育成

学級活動や児童会・生徒会活動等を通じて、仲間づくりや集団活動を推進すること

や、各教科、特別活動などにおいて、社会体験や奉仕活動、集団活動等を積極的に取

り入れることが重要である。

また、基本的なルールやモラルを身に付けさせるとともに、問題行動により他の児

童生徒の教育に支障を生じている場合には、適時に出席停止の措置を講ずるなど毅然

とした対応を行うとともに、適切な指導を行う必要がある。

③社会全体として問題行動の兆候を早期にとらえた対応

家庭や地域社会、学校が連携し、問題行動の兆候や児童生徒が抱える内面の問題に

ついて、社会全体で対応することが必要である。

そのため、家族が気軽に相談しやすくするための体制づくりを行い、家庭で問題を

抱え込まずに、相談機関やスクールカウンセラーなどに相談することが求められる。

④専門機関による継続的なケアが必要なケースへの対応

学校だけで解決することが困難な状況があるときは、早期に家庭に専門機関への相

談を勧めたり、専門機関と連携し対応することが必要である。

３ 具体的な対応方策

（１）「心」の問題への対応

①「心」の問題についての全教職員の理解を促す方策の実施

全ての教職員が理解を深めるため、文部省が配付した教職員向けの資料等を積

極的に活用するとともに、教育委員会等においても教職員向けの資料を作成した

り、心の問題を重点的に研修する機会を設けるなどの取組を行う必要がある。

②養護教諭の複数配置やスクールカウンセラーの配置の拡充

養護教諭の複数配置の拡充を図ることが必要である。また、すべての児童生徒

がスクールカウンセラーに相談できる体制を早期に整備するとともに 、「心の教

室相談員」の効果的な活用の在り方について検討する必要がある。

③教職員がチームを組み、児童生徒の心の相談・指導を行う体制づくり

複数の目によって児童生徒の兆候をとらえ適切な対応を図るため、教職員がチ
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ームを組み、問題解決を図る体制づくりが必要である。

④地域のネットワークを活用した学校と関係機関の専門家による対応

児童生徒の心の問題について、学校だけでは解決できないケースについては、

地域における「行動連携」のためのネットワークを活用して学校と関係機関等が

連携し、適切に対応することが必要である。

⑤小学校における生徒指導体制の充実

小学校から生徒指導を充実させるため、必要な体制整備を検討する必要がある。

（２）児童生徒の社会性を育む教育の展開

①社会性を育むプログラムの開発や体験活動の充実を図るための支援等

児童生徒の社会性を育む教育のためのプログラムを国や教育委員会、大学・研

究機関等が開発し、提供するとともに、社会体験や奉仕活動等の体験活動が充実

するよう、地域社会や青少年施設等において体制整備を行うことが必要である。

また、命の大切さについての教育を一層充実する必要がある。

②メディアからの情報がもたらす影の部分への対応とマスコミ等への要望

有害情報に対応するため、関係業界への働きかけやＰＴＡ等によるテレビ番組

のモニタリング調査など、法的な仕組みの在り方も含め、官民挙げて取り組むこ

とが必要である。

（３）学校と家庭や地域社会、関係機関とをつなぐ「行動連携」のシステムづくり

①地域における「行動連携」のためのネットワークの形成と「サポートチーム」の組

織化

市町村や中学校区単位などで、教育委員会等の行政が中心となって、学校、Ｐ

ＴＡ、教育委員会、地域住民、警察、児童相談所等関係機関、保護司、児童委員

等からなるネットワークを作るとともに、問題行動の前兆の段階から、ネットワ

ークを構成する関係機関の職員からなる「サポートチーム」を組織するなど、ケ

ースごとに最もふさわしい機関が連携して対応することが必要である。

②ネットワークにおける連携活動

ア）連携マニュアルや行動計画の作成

各機関の連携方法等を定めた連携マニュアルの作成等が必要である。

イ）日ごろからの連携活動

問題行動についての合同事例研究を行ったり、前兆を把握した場合など具体的

事例を想定した連携のためのシミュレーションを行うことなどが必要である。

ウ）問題行動の前兆が把握されたときや問題行動が発生したときの連携活動

連携マニュアルに基づき、ネットワークの機能を生かし、前兆や問題行動の個々

の状況に応じた「サポートチーム」を適時に組織できるような体制を整えておき、

的確に連携活動を行うことが重要である。

エ）相談機関の連携活動

最初に相談を受けた機関が十分な対応が困難と判断したときには、ネットワー

クを通じて他の適切な機関に引き継ぐことなどが必要である。
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協力者会議委員名簿（略）

問題行動が発生した場合の参考例及び前兆が把握された場合の試案（略）

連携事例（略）

自己点検の点検項目の参考例（略）

③文部科学省と関係省庁との共同による国の支援

文部科学省が主体となって関係省庁との定期的な協議の場を設けることが必要で

ある。

ア）学校や教育委員会と関係機関との連携マニュアルの参考例の作成

地域における連携マニュアルの作成を支援するため、文部科学省が主体となり

関係省庁と協力して参考例を示すことが必要である（問題行動が発生した場合の

参考例及び前兆が把握された場合の試案添付 ）。

イ）学校と関係機関との連携事例のデータベース化及び情報提供システムの構築

学校と関係機関との連携事例を収集・紹介し、各地域の取組を支援することも

重要である（連携事例添付 ）。それらをデータベース化し、情報通信ネットワー

クで提供するシステムを構築することも必要である。また、学校警察連絡協議会

の活性化策など各機関との連携策を各関係省庁と共同で示すことも有効である。

ウ）文部科学省と関係省庁との共同による「サポートチーム」の支援事業等の実施

文部科学省と関係省庁で共同して、地域における「サポートチーム」の組織化

など総合的な連携事業を実施し、地域における「行動連携」のシステム作りを支

援することが必要である。

（４）学校や教育委員会における問題行動への対応に関する自己点検・自己評価の実施

①いつでも学校や教育委員会が自己点検・自己評価できる点検項目の作成

各学校や教育委員会が問題行動への対応について自己点検・自己評価できるよ

うな点検項目を作成し、それに基づいて点検と評価を行うようにすべきである（参

考例添付 ）。

②点検項目に基づき点検した内容の公表

点検項目に基づき自己点検した結果によって問題行動への対応を見直すととも

に、積極的にその結果を公表し、外部からの意見に耳を傾けることも必要である。
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２ 出席停止制度の運用の在り方について（通知）

平１３．１１．６ １３文科初７２５ 各都道府県教育委

員会教育長あて 文部科学省初等中等教育局長通知

先の第１５１回国会において成立した「学校教育法の一部を改正する法律」の改正の趣

旨及び概要については、既に本年７月１１日付け文部科学事務次官通知（文科初第４６６

号）により通知したところであり、公立の小学校及び中学校の出席停止制度に関しては、

その一層適切な運用を期するため、要件の明確化、手続に関する規定の整備、出席停止期

間中の学習支援等の措置を講ずることを内容とする改善が図られました（第２６条関係）。

この出席停止に関する改正規定の施行日は、平成１４年１月１１日となっております。

一方、先般公表した「平成１２年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」の速報値によれば、暴力行為の発生件数が過去最高となるなど、生徒指導上の諸問

題は憂慮すべき状況にあります。

このような状況を踏まえ、文部科学省では、今後の出席停止制度の運用の在り方につい

て、従来の昭和５８年１２月５日付け文初中第３２２号「公立の小学校及び中学校におけ

る出席停止等の措置について」の内容に関して、法改正を踏まえた所要の見直しを図り、

下記のとおり留意点をとりまとめました。ついては、各都道府県におかれては、これに関

して十分に御理解いただき、域内の市町村教育委員会等に対して、改正の趣旨について周

知を図るとともに、必要に応じて指導、助言又は援助をお願いします。

なお、本通知に関しては、その内容について、内閣府、警察庁、法務省及び厚生労働省

と協議済みであり、また、これらの府省庁に対し、それぞれの関係機関等に本通知の内容

の周知方を依頼してあることを申し添えます。

記

１ 制度の運用の基本的な在り方について

（１）制度の趣旨・意義

出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、

他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度である。

もとより、学校は児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず、その生

命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務であ

る。こうした責務を果たしていくため、教育委員会においては、今回の法改正の趣旨を

踏まえ、定められた要件に基づき、適正な手続を踏みつつ、出席停止制度を一層適切に

運用することが必要である。また、出席停止制度の運用に当たっては、他の児童生徒の

安全や教育を受ける権利を保障すると同時に、出席停止の期間において当該児童生徒に

対する学習の支援など教育上必要な措置を講ずることが必要である。

（２）市町村教育委員会の権限と責任
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出席停止の措置は、国民の就学義務とも関わる重要な措置であることにかんがみ、市

町村教育委員会の権限と責任において行われるものとされている。具体的には、出席停

止に関し、事前の指導、措置の適用の決定、期間中及び期間後の指導、関係機関との連

携等にわたって市町村教育委員会が責任を持って対処する必要がある。特に、今回の法

改正では、事前の手続及び出席停止期間中の学習支援等について規定されるなど、制度

の運用上、市町村教育委員会が一層適切な役割を果たすことが求められている。

こうしたことを踏まえ、市町村教育委員会において、出席停止を命ずる権限を校長に

委任することや、校長の専決によって出席停止を命ずることについては、慎重である必

要がある。もとより、校長は、学校の実態を把握し、その安全管理や教育活動について

責任を負う立場にあることから、市町村教育委員会が出席停止制度を運用する際には、

校長の意見を十分尊重することが望ましい。

（３）事前の指導の在り方

児童生徒の問題行動に対応するためには、日ごろからの生徒指導を充実することが、

まずもって必要であり、学校が最大限の努力を行っても解決せず、他の児童生徒の教育

が妨げられている場合に、出席停止の措置が講じられることになる。このため、特に次

のような点に留意して指導に当たることが大切である。なお、公立の小学校及び中学校

については、自宅謹慎、自宅学習等を命ずることは法令上許されておらず、こうした措

置は、出席停止の在り方について十分な理解がなされ、適切な運用が行われることによ

って解消が図られるべきものである。

① 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間など学校の教育活動全体を通じ、教職

員が一致協力して社会性や規範意識など豊かな人間性を育成する指導を徹底すること。

その際、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動を効

果的に取り入れること。

② 教職員が児童生徒の悩みや不安を受け止め、カウンセリングマインドを持って接する

よう努めること。併せてスクールカウンセラーを有効に活用するなど校内の教育相談の

充実を図ること。

③ 問題行動の兆候を見逃さず、適切な対応を行うとともに、問題行動の発生に際しては、

教職員が共通理解の下に毅然とした態度で指導に当たること。暴力行為に及ぶ児童生徒

に対し、教職員は、正当防衛としての行為をするなどの対応もあり得ること。体罰につ

いては、学校教育法第１１条により厳に禁止されているものであること。

④ 問題を抱え込むことなく、家庭や地域社会、さらには児童相談所や警察などの関係機

関との連携を密にすること。生徒指導の方針や実情について説明責任を果たし、外部の

意見を教育活動に適切に反映させること。実情に応じて、サポートチーム（個々の児童

生徒の状況に応じ、問題行動の解決に向けて学校、教育委員会及び関係機関等が組織す

るチーム）など、地域ぐるみの支援体制を整備して指導に当たること。

⑤ 深刻な問題行動を起こす児童生徒については、前述の対応や個別の指導・説諭を行う

ほか、必要と認められる場合には、学校や児童生徒の実態に応じて十分に配慮しつつ、

一定期間、校内において他の児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導する

こと。さらに、児童生徒に対する指導の過程において、家庭との連携を図り、保護者へ

の適切な指導・助言・援助を行うこと。
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２ 要件について

問題行動を起こす児童生徒がある場合、出席停止の適用の判断については、前述の１

（１）に示した出席停止制度の趣旨や意義にかんがみ、多くの児童生徒の安全や教育を受

ける権利を保障する観点を重視しつつ、個々の事例に即して具体的かつ客観的に行われな

ければならない。

出席停止の適用に当たっては 、「性行不良」であること 、「他の児童生徒の教育に妨げ

がある」と認められることの二つが基本的な要件となっており、今回の法改正では、法律

上の要件を明確化する観点から 、「性行不良」に関して、四つの行為類型をそれぞれ各号

に掲げ、それらを「一又は二以上を繰り返し行う」ことを例示として規定したものである

（第１項 ）。

第１号は、他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為であり、そ

の例としては、他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行等が挙げられる。なお、い

じめについては、その態様は様々であるが、傷害には至らなくとも一定の限度を超えて心

身の苦痛を与える行為に関しては、出席停止の対象とすることがあり得るところであり、

いじめられている児童生徒を守るため、適切な対応をとる必要がある。

第２号は、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為であり、その例としては、職員に対

する威嚇、暴言、暴行等が挙げられる。なお、財産上の損失を与える行為については、職

員の場合、成人であることを考慮し、児童生徒と異なり本号では規定していない。

第３号は、施設又は設備を損壊する行為であり、その例としては、窓ガラスや机、教育

機器などを破壊する行為が挙げられる。

第４号は、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為であり、その例としては、授業妨

害のほか、騒音の発生、教室への勝手な出入り等が挙げられる。

３ 事前の手続について

今回の法改正では、市町村教育委員会が出席停止を命ずる場合の事前の手続として、あ

らかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなけれ

ばならないこととしたところである（第２項 ）。これらの点を含め、教育委員会規則に基

づく慎重な手続の下、出席停止について関係者の理解と協力が得られ、その適切な運用が

なされるよう、以下の点に留意する必要がある（教育委員会規則の整備（第３項）に関し

ては後記６を参照すること ）。

（１）事前の説明等

学校においては、保護者等の全体に対して、生徒指導に関する基本方針等について説明

を行う時など適切な機会をとらえて、出席停止制度の趣旨に関する説明を行い、適切な理

解を促すことが望ましい。

なお、深刻な問題行動を起こす児童生徒については、個別の指導記録を作成し、問題行

動の事実関係や児童生徒及び保護者に対する指導内容等を事実に即して記載しておくこと

が適当である。
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（２）意見の聴取

当該児童生徒による問題行動が繰り返され、市町村教育委員会等において出席停止を講

じようとする場合、これを命ずるに先立って、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を

除き、当該保護者の意見を聴取しなければならない。意見聴取は、緊急の場合等を除き、

保護者と直接対面して行い、今後の指導の方針などの説明を併せて行うことが望ましい。

なお、意見聴取は主として保護者からの弁明を聴くものであって、保護者の同意を得るこ

とまでは必要ないが、保護者の監護の下で指導を行うという制度の性質を踏まえると、保

護者の理解と協力が得られるよう努めることが望ましい。

当該児童生徒については、平成６年５月２０日付け文初高第１４９号「「 児童の権利に

関する条約」について」に引き続き留意しつつ、出席停止を円滑に措置し、指導を効果的

なものとする観点等から、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることに配慮するも

のとする。

問題行動の被害者である児童生徒や保護者については、事実関係等を的確に把握するた

めに事情を聴くとともに、事後の対応に関して説明するなど適切に対処することが必要で

ある。また、出席停止の適用について適切な判断を下すとともに、事後の指導を円滑に行

う観点から、かねてから当該児童生徒に対する指導に関わってきた関係機関の専門的な職

員等の意見を参考とすることも考えられる。

（３）適用の決定

出席停止の適用の決定は、市町村教育委員会において、教育委員会規則の規定にのっと

り、問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、校長の判断を尊重しつつ、保護者等からの

意見聴取を行った上で行わなければならない。また、出席停止が、他の児童生徒の安全や

教育を受ける権利を保障するための制度であることを十分に踏まえ、適時に適用を決定す

ることが必要である。

問題行動を起こす児童生徒に対する措置としては、出席停止のほか、児童福祉法や少年

法に基づく措置等があり、かねてからの関係機関との連携の下、当該児童生徒の立ち直り

のため、望ましい処遇の在り方を検討する必要がある。出席停止を講ずる際には、必要に

応じて関係機関への連絡を行うことが適当である。特に問題行動が生命や身体に対する危

険をもたらすものである場合、警察の協力を得る等の措置を併せとることが必要である。

また、家庭の監護能力に著しく問題があると認められる場合には、児童福祉法に基づいて

児童相談所に対して通告等を行い、その協力を求めることが適当である。

出席停止の期間は、出席停止の制度の意義にかんがみ、学校の秩序の回復を第一に考慮

し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して、

総合的な判断の下に決定する必要がある。期間は、個々の事例により異なるものであるが、

出席停止が教育を受ける権利に関わる措置であることから、措置の目的を達成するための

必要性を踏まえて、可能な限り短い期間となるよう配慮する必要がある。なお、出席停止

期間中の当該児童生徒の状況によっては、決定の手続に準じて、出席停止を解除すること

ができる。

（４）文書の交付

出席停止を保護者に命ずる際には、理由及び期間を記載した文書を交付しなければなら

ない。命令の伝達は文書の手交又は郵送によることとし、口頭のみにより命ずることは認
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められない。

出席停止を命ずる文書には、理由及び期間のほか、当該児童生徒の氏名、学校名、保護

者の氏名、命令者である市町村教育委員会名、命令年月日等について記載することが適当

である。また、理由の記載に当たっては、根拠となる法律の条項や要件に該当する事実を

明示することが必要である。

出席停止を命ずるに当たっては、市町村教育委員会の教育長等の関係者又は校長や教頭

が立ち会い、保護者及び児童生徒を同席させて、出席停止を命じた趣旨や、個別指導計画

の内容など今後の指導の方針について説明する等の配慮をすることが望ましい。

（５）教育委員会の役割と連携

市町村教育委員会は、平素から管下の学校や児童生徒の実態を十分に把握しておき、問

題行動を起こす児童生徒への対応に関して学校への指導・助言・援助を行うとともに、出

席停止の事前手続に適正を期する必要がある。一方、学校は、問題行動を起こす児童生徒

があるときには、市町村教育委員会に対し学校や児童生徒の状況を随時報告する等連絡体

制を十分とり、必要な指示や指導を受けながら、対処する必要がある。出席停止の適用を

決定する際には、市町村教育委員会において、学校及び関係機関等との連携を図りつつ、

出席停止期間中の当該児童生徒に対する個別指導計画を策定することが必要である。

また、市町村教育委員会は、出席停止の要件に該当する深刻な問題行動を起こす児童生

徒があるときには、適時に都道府県教育委員会との連携をとりつつ対応することが望まし

い。その際、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会あるいは学校の自主性・自律性に

配慮しつつ、指導主事やスクールカウンセラー等の派遣、教職員配置の工夫などの措置を

通じて支援を行うことが望ましい。

４ 期間中の対応について

今回の法改正では、市町村教育委員会が、当該児童生徒の出席停止の期間における学習

に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとすることと定められたところであ

り（第４項 ）、出席停止期間中の対応が適切になされるよう、以下の点に留意する必要が

ある。

（１）市町村教育委員会及び保護者の責務

市町村教育委員会は、出席停止を措置する場合、自らの責任の下、学校の協力を得つつ

当該児童生徒に関する個別指導計画を策定し、出席停止の期間における学校あるいは学校

外における指導体制を整備して、学習への支援など教育上必要な措置を講じ、当該児童生

徒の立ち直りに努めることが必要である。その際、当該児童生徒の在籍する学校における

取組の充実を図るとともに、関係機関との連携を十分視野に入れて、適切に対処すること

が大切である。

出席停止期間中においては、当該児童生徒に対して保護者が責任を持って指導に当たる

ことが基本であり、出席停止の措置に当たって、市町村教育委員会及び学校が保護者に対

し自覚を促し、監護の義務を果たすよう積極的に働きかけることが極めて重要である。こ

のため、市町村教育委員会及び学校は、保護者に対して、事前の手続等において、個別指

導計画の内容等について十分に説明し、理解と協力を得るよう努めるとともに、必要に応
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じ、家庭環境の改善を図るため、関係機関の協力を得て指導や援助（子育て相談を含む）

を行うことが適当である。また、家庭の監護に問題がある場合、出席停止期間中、家庭以

外の場において当該児童生徒に対する指導を行うことも考えられる。

もとより、出席停止は学校の秩序の回復を図るものであり、市町村教育委員会としては、

当該児童生徒への対応のみならず、他の児童生徒に対する正常な教育活動が円滑になされ

るよう、適切な措置をとることが必要である。

（２）当該児童生徒に対する指導

出席停止の期間においては、当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰することができる

よう、規範意識や社会性、目的意識等を培うこと、学校や学級の一員としての自覚を持た

せること、学習面において基礎・基本を補充すること、悩みや葛藤を受け止めて情緒の安

定を図ることなどを旨として指導や援助に努めることが必要である。

学校としては、学級担任、生徒指導主事等の教員が計画的かつ臨機に家庭への訪問を行

い、反省文、日記、読書その他の課題学習をさせる等適切な方法を採ることとなるが、こ

のほか、家庭の監護に問題がある場合などでは、市町村教育委員会が主導性を発揮し、状

況に応じて次のような対応をとることが有効である。

① 教育委員会及び学校の職員やスクールカウンセラー等のほか、児童相談所、警察、保

護司、民生・児童委員等の関係機関からなるサポートチームを組織し、適切な役割分担

の下に児童生徒及び保護者への指導や援助を行うこと

② 教育センターや少年自然の家等の社会教育施設などの場を活用して、教科の補充指導、

自然体験や生活体験などの体験活動、スポーツ活動、教育相談などのプログラムを提供

すること（宿泊を伴う活動を含む）

③ 地域の関係機関や施設、ボランティア等の協力を得て、社会奉仕体験や勤労体験・職

業体験などの体験活動の機会を提供すること

なお、出席停止期間における当該児童生徒に対する指導については、学校外において行

うことが基本であるが、校内での指導を取り入れることが当該児童生徒の立ち直りを図る

上で有効であると認める場合には、他の児童生徒の教育の妨げとならない限りにおいて、

これを行うこともあり得る。

こうした指導が適切に行われるようにするため、市町村教育委員会は、指導主事を学校

等へ派遣して実態の把握と指導・助言に当たるほか、実情に応じて、学校外での指導の場

や機会の確保、地域や関係機関等への積極的な働きかけ（協議会の設置など ）、サポート

チームの運営や当該児童生徒への直接の指導に当たる人材の確保などを行うことが適当で

ある。また、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会において適切な措置が十分に講じ

られるよう、指導主事やスクールカウンセラー等の派遣、教職員定数の加配等の人的措置、

教育センターの機能の活用、関係機関への働きかけなどの支援を行うことが望ましい。

家庭の監護能力に著しく問題があると認められるなど児童福祉法に関わる事案について

は、児童相談所において当該児童生徒に関する調査を行った上で処遇の在り方を検討し、

総合的な判断を行うこととなるので、教育委員会及び学校は、平素から児童相談所との連

携を密にし、出席停止期間中の指導への協力を求めることが適当である。さらに、出席停

止期間において当該児童生徒が深刻な問題行動を起こす場合、教育委員会として、保護者

の意向にも配慮しつつ、児童相談所に対して児童福祉法上の対応（例：在宅指導、一時保
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護、児童福祉施設入所措置等）について検討を要請することも考えられる。

出席停止期間中、当該児童生徒の非行が予想される場合には、警察等との連携を図り、

その未然防止に努めることが必要である。

（３）他の児童生徒に対する指導

学校においては、他の児童生徒の動揺を鎮め、校内の秩序を回復するとともに、当該児

童生徒が再び登校してきた場合に円滑な受入れができるよう、他の児童生徒に対して友情

の尊さを理解させ、協力し合って学校や学級の生活を向上させることが必要であることを

認識させる等適切な指導を行う必要がある。また、当該児童生徒の問題行動の被害者であ

る児童生徒の心のケアについて配慮することが大切である。

５ 期間後の対応について

（１）学校復帰後の指導

出席停止の期間終了後においても、学校においては、保護者や関係機関との連携を強め

ながら、当該児童生徒に対し将来に対する目的意識を持たせるなど、適切な指導を継続し

ていくことが必要である。その際、当該児童生徒や地域の実情に応じて社会奉仕体験や自

然体験、勤労体験・職業体験などの体験活動を効果的に取り入れていくことが望ましい。

（２）指導要録等の取扱い

出席停止の措置を行った場合における当該児童生徒の指導要録の取扱いについては、次

の点に留意して、適切に行うことが必要である（平成１３年４月２７日付け文科初第１９３

号「小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録、高等学校生徒指導要録、中等教育学校生

徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録、中学部生徒指導要

録及び高等部生徒指導要録の改善等について」参照 ）。

① 「出欠の記録」の「出席停止・忌引等の日数」欄に出席停止の期間の日数が含まれ、

その他所定の欄（例えば「備考」など）に「出席停止・忌引等の日数」に関する特記事

項が記入されることとなること

② 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については、その後の指導において特に配

慮を要する点があれば記入することとなること

③ 対外的に証明書を作成するに当たっては、単に指導要録の記載事項をそのまま転記す

ることは必ずしも適当でないので、証明の目的に応じて、必要な事項を記載するように

注意することが必要であること

６ 教育委員会規則の整備等

出席停止の措置は、学校教育法の規定に直接基づいて行うことができるが、今回の法改

正では、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるものとされた

ところであり（第３項 ）、出席停止の適正な運用を図る観点から、その施行日（平成１４

年１月１１日）までに、以下の点に留意して所要の教育委員会規則を整備するなど適切な

対応をとる必要がある。規則の整備の在り方としては、市町村立学校管理規則の一部を改

正する方法、又は、出席停止の手続に関する規則を新たに制定する方法などが考えられる。
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（１）規定する事項

手続に関する規則の整備に当たっては、出席停止を命ずる主体等に関する基本的な定め

のほか、出席停止を命ずる場合、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び

期間を記載した文書を交付しなければならない旨の規定を設けることが必要である。なお、

前記１（２）のとおり、市町村教育委員会の権限と責任において措置を決定し、命令を行

うことが望ましいことから、出席停止を命ずる権限を校長に委任することや、校長の専決

によって出席停止を命ずることができるように規定することは、慎重である必要がある。

このほか、出席停止の手続に関しては、市町村教育委員会の判断により、例えば以下の

ような規定を設けることも考えられる。

① 保護者からの意見聴取の具体的な方法に関する規定

② 当該児童生徒からの意見聴取に関する規定

③ 被害者である児童生徒や保護者への対応に関する規定

④ 出席停止の期間の設定の在り方に関する規定

⑤ 交付文書の記載内容や様式を定める規定

⑥ 校長からの意見具申に関する規定

⑦ その他出席停止の手続に関する必要な規定

また、これらの手続に関する事項のほか、市町村教育委員会の判断により、出席停止の

要件、期間中の支援の在り方などに関する事項について教育委員会規則において規定する

こともできる。

（２）その他

市町村教育委員会又は学校が、学校教育法及び教育委員会規則の範囲内で、地域や学校

の実情に応じ、出席停止制度の運用全般について、より具体的な運用指針や内規を整備す

ることも考えられる。
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３ 児童生徒の問題行動等への対応の在り方に関する点検について（通知）

平１５．７．２２ １５文科初第４９０号 各都道府県・

指定都市 教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校

を置く各国立大学長、 国立久里浜養護学校長あて 文部

科学省初等中等教育局長通知

児童生徒の問題行動等への対応については、かねて学校における取組の充実をお願いし

ているところです。

しかしながら、今般、中学生が同じ学校の生徒や幼児を殺害するという重大な事件が相

次いで発生するなど、児童生徒の問題行動等は憂慮すべき状況にあります。

これらの事件については、個別の事情や背景などに関して、事実の把握等が今後必要で

ありますが、少年非行等の問題については、社会全体でそれぞれの立場から取り組み、学

校・家庭・地域社会、更には関係機関が積極的に連携を図っていくことが必要であります。

学校においては、地域住民に信頼される安全・安心な学校づくりのため、自らの責任を十

分に果たしていかなければなりません。このような観点から、今回の事件を契機として、

学校における取組の在り方について改めて点検を行い、必要な見直しを行うことが大切で

あります。

ついては、各学校において、別添の要領を踏まえて、学校における管理・指導体制、家

庭・地域・関係機関との連携、基本的な道徳観・倫理観等の指導の在り方等について、点

検を実施されるよう、お願いします。
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（別 添）

学校における点検の実施要領

Ⅰ 各学校における自己点検及び教育委員会による実態把握
１ 各学校（国・公・私立の幼稚園、小・中・高等学校、盲・聾・養護学校）に対して、
点検項目例（別紙１）を踏まえて自己点検を促すこと。各学校を所管する教育委員会にお
いては、各学校の自己点検の結果について適切な方法によって把握し、児童生徒の問題行
動等への対応に関する今後の取組の充実に生かしていくこと。

２ 別紙１の点検項目例は、国として緊急に点検を求めたい事項を例示したものであり、
もとより、教育委員会等の主体的な判断によって各学校に示す点検項目の補足・充実を図
ったり、学校種の相違を踏まえた点検項目の整理を行うなどの工夫はなされてよいこと。

３ 各学校に対して自己点検の実施を求める際には、地域住民や保護者などの外部の意見
が適切に反映されるよう、学校評議員制度を活用する等の工夫を促すこと。併せて、児童
生徒の問題行動等への対応の在り方に関する国や教育委員会の従来の指導内容等について、
改めて教職員一人一人の理解と認識を深めさせるよう、夏期休業期間中の校内研修の機会
を活用するなど適切な対応を促すこと。
＜参考＞最近の生徒指導等に関する国の通知の例

（１）「いじめの問題に関する総合的な取組について 」（平成８年７月初等中等教育局長通知）
（２）「少年の問題行動等への対応のための総合的な取組の推進について」

（平成１３年４月初等中等教育局長、生涯学習政策局長、スポーツ青少年局長通知）※ 参考資料として、「児童生徒の問題行動への対応等に関する点検項目（案）」を添付
（３）「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）の改訂

について 」（平成１３年８月生涯学習政策局長、初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知）
（４）「出席停止制度の運用の在り方について 」（平成１３年１１月初等中等教育局長通知）
（５）「不登校への対応の在り方について 」（平成１５年５月初等中等教育局長通知）

Ⅱ 国に対する点検の結果の報告
１ 都道府県・指定都市教育委員会にあっては 、「サポートチーム等地域支援システムづ
くり推進事業」の対象地域、児童生徒支援加配校の中などから、種々の均衡を考慮しつつ、
小・中学校は各５～１０校程度、高等学校３～５校程度抽出（以下 、「調査対象校」とい
う。都道府県の場合、域内の複数の市町村から抽出する 。）して、現在の問題点や今後の
改善策、学校に対する支援策に関する意見・要望について、具体的な報告を求めること。

２ 都道府県・指定都市教育委員会においては、調査対象校からの報告を踏まえて、具体
的な問題点や今後の改善策等について整理・分析するとともに、教育委員会として今後必
要と考える取組や国に対する意見・要望をとりまとめ、所定の様式（別紙２）により、８
月２９日（金）までに下記宛て報告すること。

３ 教育委員会が国への報告を作成するに当たって、特に学校と関係機関との連携に関す
る事項については 、「サポートチーム等地域支援システムづくり推進事業」に係る事業評
価検討委員会を活用するなど、関係機関から学校に対する意見・要望等を聴き、報告内容
に適宜反映させること。
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（別紙１）

学校に求める点検の項目例

１ 学校における管理・指導体制の在り方

（１）管理職のリーダーシップ

生徒指導上の諸問題について、校長、教頭が実態把握や家庭・地域・関係機関と

の連携などの方針を具体的に示し、生徒指導主事など一部の教員に任せきりにする

ことなく、積極的に対応しているか。児童生徒の状況の全般的な把握はもとより、

指導上特に配慮を要する児童生徒について、校長等への報告・連絡・相談が適時的

確かつ十分に行われているか。

学習指導要領の趣旨を踏まえて、道徳や特別活動等の日常の教育活動の充実が図

られるよう、教育課程の編成・実施について指導力を発揮しているか。

（２）児童生徒に関する情報の共有化

児童生徒の日頃の行動や態度などについて、学級間・学年間に止まらず、職員会

議等の場で情報の共有化が図られているか。指導上特に配慮を要する児童生徒につ

いて、個別の指導計画や指導の経過に関する記録などを作成し、行動の特性や変容

を見定め、次の指導の手立てを講じているか。スクールカウンセラーなどの配置校

にあっては、教職員との間の連携や専門的な助言（コンサルテーション）が十分に

行われているか。

（３）指導方針に関する教員間の共通理解と組織的な指導体制

児童生徒に関する的確な実態把握を踏まえて、生徒指導の方針が確立されている

か。指導方針について教職員間の共通理解がなされ、一致協力して指導に当たるよ

う組織的な体制をつくり、取組状況の自己点検を行っているか。校内の指導方針の

前提となる、いじめ・暴力行為・不登校などに関する国及び教育委員会の指導内容

について、校内研修などによって教職員の理解が深められているか。各学級・学年

の問題事例等について、開かれたかたちで対応策の協議がなされているか。

（４）豊かな人間関係づくりと教育相談の充実

日常の教育活動を通じ、児童生徒一人一人の理解を図り、教師との信頼関係、児

童生徒相互の好ましい人間関係など、豊かな人間関係づくりを進め、児童生徒の心

を開かせるよう努めているか。

児童生徒や保護者の悩みや要望を積極的に受け止めるよう、教員がカウンセリン

グマインドを持って接するなど、全ての児童生徒を対象にした相談活動や、相談し

やすい環境づくりが適切になされているか。児童生徒から相談があったときは、そ

の内面の理解に努め、児童生徒の立場に立って適切に事後の対応をしているか。ス

クールカウンセラーなどの配置校にあっては、相談活動の計画や実施方法などにつ

いて教職員との間での連携が十分に図られているか。

（５）緊急時に備えた校内体制の整備

深刻な問題行動の発生などを想定して、児童生徒・保護者・地域住民等に対して、

どのように対応すべきか（情報提供や協力要請の在り方など）日頃から検討され、

教職員の役割分担と協同体制が定められているか。
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（６）児童生徒に関する情報の引き継ぎ

児童生徒の進級または進学等に際して、校内の担任間または学校間での引き継ぎ

は適切になされているか。とりわけ、指導上特に配慮を要する児童生徒について、

十分きめ細かな情報の共有化と学校間を超えた協力体制が整備されているか。

２ 家庭・地域・関係機関との連携の在り方

（１）連携方針の確立と共通理解

家庭・地域社会・関係機関との連携の進め方について、学校としての基本方針・

計画や校内体制を定め、教職員間の共通理解並びにＰＴＡや関係者への周知が図ら

れているか。特に、様々な関係機関の役割・機能や担当者の氏名・連絡先などにつ

いて教職員に十分な周知が図られているか。

（２）保護者・地域住民との情報交換

学校参観の実施や保護者会、ＰＴＡなどの機会を通じて、児童生徒の実態や問題

行動等の状況、生徒指導の方針、道徳教育の状況などについて、保護者・地域住民

に対して積極的に情報を提供しているか。学校外の児童生徒の状況などについて情

報を収集する際、保護者・地域住民からの十分な協力を得ているか。不審者情報な

ど校外での安全に関わる情報について、学校・保護者・地域住民・関係機関間で相

互に注意喚起が適切になされているか。

（３）保護者への啓発、援助等

日頃から保護者との連絡を密にし、信頼関係を深めるように努めているか。家庭

でのしつけや子育てについて、ＰＴＡや関係機関と連携しながら啓発をしたり、悩

みの相談に応じているか。不登校児童生徒（特に「あそび・非行」型の場合）に対

して、適時の家庭訪問を行い、学校復帰に向けて当該児童生徒や保護者への適切な

働きかけを行っているか。

（４）地域住民等の意見の反映

学校評議員制度や学校モニター制度を活用するなどして、学校の生徒指導や道徳

教育、安全管理の在り方などについて、地域住民や保護者などの意見を聴き、これ

を学校運営に適切に反映しているか。

（５）関係機関との開かれた連携

警察、児童相談所などの関係機関との間で、学校内外の児童生徒の問題行動や非

行、安全に関わる問題について意図的・計画的に情報交換を進めるとともに、具体

的な事例研究や対策の協議などを行っているか。特に、不審者情報について迅速に

関係機関からの情報を得、保護者への周知などに連携して対応する体制がつくられ

ているか。また、学校で適切な対応が難しい事例などについては、問題を抱え込ま

ずに早期から積極的に連携し、適切な役割分担の下、協同して当該児童生徒や保護

者への支援に当たっているか。児童虐待防止法の基本的な内容（児童虐待の早期発

見や関係機関への通告に関する教職員の責務など）について、教職員間の周知が図

られ、同法の趣旨に沿った適切な対応がとられているか。
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３ 基本的な道徳観・倫理観等の指導の在り方

（１）体験活動の活用など多様な指導方法による道徳教育の実践

道徳教育において、児童生徒の実態等を十分考慮し、例えば、学校生活における

日常的な課題を含め悩みや心の揺れ、葛藤等の課題を積極的に取り上げたり、社会

奉仕体験活動や自然体験活動などの体験活動の活用、魅力的な教材の開発・活用、

保護者や地域の人々との協力など、児童生徒一人一人の心に響く指導方法の工夫が

具体的になされているか。特に、自分や他人を傷つけてはならないこと等に関して

適切な機会を捉えて繰り返し指導し、かけがえのない生命を尊重することについて

深く考え、理解させているか。また、法やきまりを守ることなどについて、発達段

階を踏まえつつ、具体的な社会問題や法規を取り上げるなどして、自らの行動に責

任を持つことの大切さを理解し、実践できるような力を育てる指導を行っているか。

（２）特別活動等における創意工夫

学級（ホームルーム）活動において、児童生徒が存在感を感じ、よりよい学級づ

くりに努めるような環境づくりがなされているか。特に、各学年当初からの日常の

生活や学習への適応に関する指導に計画的に取り組み、不安や悩みの解決、望まし

い人間関係の確立、心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成などについて適

切な指導が行われているか（例：入学時等のオリエンテーション、意識調査の実施）。

学校行事等において、体験的な活動を通して、成就感や充実感を味わうなどして

集団の所属感を深めるとともに、人間としての生き方を自覚できるような指導が適

切に行われているか。

特別活動のみならず、学校の教育活動全体を通じて、地域社会との連携の下、社

会奉仕体験活動や自然体験活動などの体験活動が積極的に推進されているか。

（３）規範意識の向上に向けた関係機関との連携による取組

警察、福祉や青少年育成部局、保護司などの関係機関や民間団体と連携し、「非

行防止教室」などの学習機会を設け、児童生徒の規範意識の向上に向けて、少年非

行や犯罪の実情に即した具体的な指導を行っているか。
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（別紙２）

教育委員会から国に提出する報告の様式

学校における点検の結果について

Ⅰ 学校からの報告の概要

調査対象校：小学校 校 中学校 校 高等学校 校

１ 学校の管理・指導体制の在り方

（１）○○○○

※ 現在の問題点や今後の改善策、学校に対する支援策に関する意見・要望につ

いて、原則として小・中・高等学校の種別に整理して記述する。特に数が多く

目立つものや、留意すべき内容のものについては、その旨を付記するとともに、

教育委員会としての総括的な所見があれば併せて記載する。なお、今後の具体

策の検討に資するよう、抽象的な一般論に止まらず、具体的な例示を交えて記

述する。特に、関係機関との連携については、学校側の問題点のみならず関係

機関側の問題点として改善を望みたい点に関しても記すこと。

注）以下、原則として、点検項目例の各項目（カッコ付き数字のもの）ごとに作成す

ることとするが、適当と判断する場合は、項目を統合・整理して作成しても差し支

えない。

Ⅱ 教育委員会として今後必要と考える取組

１ 学校の管理・指導体制の在り方

注）以下、点検項目例の大項目（１～３）ごとに作成。

Ⅲ 国に対する意見・要望

※ 特に、学校と家庭・地域・関係機関との連携を推進する上で、制度的な課題

を含め、国に望む事項があれば具体的に記述すること。

注）点検項目全体を通じて記述。
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４ 児童生徒の規範意識の醸成に向けた生徒指導の充実について（通知）

平１８．６．５ １８初児生１２ 各都道府県教育委員会

担当課長、各指定都市教育委員会担当課長、各都道府県私

立学校主管課長、附属学校を置く各国立大学法人学長あて

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知

児童生徒の問題行動等の現状をみると、暴力行為、いじめ、不登校等が相当の規模で推

移するとともに、社会の耳目を集めるような重大な問題行動もあとを絶たないところです。

このような状況の中で、国立教育政策研究所生徒指導研究センターにおいては、文部科

学省の「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム（中間まとめ）」（平成１７年９月）

を受け 、「生徒指導体制の在り方についての調査研究 」（別紙１）を行い、今般、別添の

とおり、「生徒指導体制の在り方についての調査研究報告書（規範意識の醸成を目指して）」

（以下 、「本報告書」という 。）をとりまとめたところです。

ついては、貴職におかれては、本報告書の内容（別紙２）及び下記の点を踏まえ、所管

の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し、生徒指導の一層の充実を図るようお願い

します。

記

１．本報告書の趣旨について：

本報告書は、従来からの生徒指導の理念に立った上で、児童生徒の規範意識の醸成に重

点を置きつつ、学校及び教育委員会における生徒指導の取組みの在り方に検討を加え、そ

の改善・充実のための方策等を提示したものであり、各学校及び教育委員会等においては、

本報告書の成果を活かしつつ、それぞれの実情を踏まえ、生徒指導上の取組みの一層の充

実を図るよう努めること。

２．各学校における生徒指導の充実について

各学校における生徒指導については、それぞれの実態に応じ、本報告書の内容を踏まえ

つつ、次の点に留意して、その一層の充実を図ること。

（１）生徒指導上の対応に係る学校内のきまり及びこれに対する指導の基準をあらかじめ

明確化しておくこと。

その際、各学校の実態に応じ、米国で実践されている「ゼロ・トレランス方式」にも取

り入れられている「段階的指導」等の方法を参考とするなどして、体系的で一貫した指導

方法の確立に努めること。

（２）生徒指導に係る指導基準については、あらかじめ児童生徒又は保護者等に対して明

示的に周知徹底することとし、もって、児童生徒の自己指導能力の育成を期するとともに、

家庭や地域レベルにおける児童生徒の規律ある態度や規範意識の育成に向けての指導（し

つけ）との連携の確保にも配意すること。

（３）学校や社会のきまり・ルールを守ることの意義・重要性について、学級活動・ホー
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ムルーム活動や道徳、さらに別途通知する「非行防止教室」等における指導の場を積極的

に活用しながら、繰り返し指導を行うことにより、児童生徒の規範に対する認識と理解の

向上を図ること。

（４）指導基準の適用及び具体的指導に当たっては、全ての教職員間の共通理解を図った

上で、一貫性のある、かつ、粘り強い指導が行われることが重要であること。その際、児

童生徒が自ら責任ある行動をとることができる自己指導能力の育成を身に付けることを目

標とすること。

（５）学校内の決まり等を守れない児童生徒の問題行動や非行等に対しては、あらかじめ

定められている指導基準に基づき 、「してはいけない事はしてはいけない」と、毅然とし

た粘り強い指導を行っていくこと。

（６）問題行動等への対応に当たっては、児童生徒の規範意識の向上を図るための取組み

と併せて、個々の児童生徒の状況に応じて、教育相談等を通じて、問題行動等の背景やそ

れぞれの児童生徒が抱える問題等をきめ細かく把握して対応することが必要であり、この

ような観点からの教育相談・カウンセリング機能の一層の充実に努めること。

３．教育委員会による生徒指導上の対応の充実について

各学校における児童生徒の規範意識向上のための取組みが効果的に展開されるためには、

各教育委員会において、学校における生徒指導に対する取組みを効果的に指導し、支援す

ることが求められる。各教育委員会においては、本報告書の内容を踏まえ、次の点に留意

しながら、各学校における生徒指導の一層の充実を図ること。

（１）積極的な学校訪問の機会等を通じて、学校の生徒指導の状況の的確な把握に努める

こと。

（２）学校・家庭・関係機関等の連携を促進するため、連絡調整を行うこと。

（３）生徒指導に求められる生徒指導に係る教員研修の一層の充実を図ること。

（４）出席停止や懲戒についての規定の周知・ガイドラインの策定を行うなど、学校にお

ける生徒指導の運用面の支援を図ること。

別紙１（略）
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（別紙２）

「生徒指導体制の在り方について」調査研究報告書（概要）
－規範意識の醸成を目指して－

Ⅰ 社会の変化と生徒指導

○本調査研究の目的

本調査研究は、児童生徒の規範意識の醸成に焦点を当て、そのための学校全体としての

意識の共有化、そして生徒指導体制の在り方について調査研究したものである。

１ 生徒指導をめぐる状況

生徒指導をめぐる状況は時代とともに変化しているが、現在、社会環境等の変化ととも

に、生徒指導上の問題は、極めて多岐にわたるものとなっている。

※＜「戦後の問題行動等の推移や背景とその対応」参照＞

２ 生徒指導体制の再構築

（１）規範意識の醸成と生徒指導体制

規範意識の醸成のためには、学校内のすべての教職員が共通認識のもと、組織的に一貫

性をもって対応するよう、校内の生徒指導体制を整備することが重要である。

（２）生徒指導体制の確立に当たって配慮すべき事項

① 近年の法改正等について

生徒指導においても、その基盤となるのは社会のルール（法）やマナーであり、その理

解に基づく指導が求められる。

② 子どもの発達段階への配慮

生徒指導に当たっては、児童生徒の発達段階や個々の子どもたちの成長に合わせた指導

が大切である。

③ 個別の配慮が必要な児童生徒について

児童生徒の個別の事情や、特別な背景等に対する考慮も必要であり、その場合には、児

童生徒又はその家庭に対する特別な配慮が必要である。

④ 個々の児童生徒及び教職員の人権に対する配慮

「自分の大切さとともに他の人の大切さを認める」という人権感覚を育成することを通

じて、生徒指導上の諸問題の未然防止に努めることが重要である。

Ⅱ これからの生徒指導体制の在り方

１ 生徒指導体制の見直し

（１）生徒指導体制の充実と強化

生徒指導体制の充実・強化にあたっては、児童生徒の健全育成と問題行動の予防や解決

に向け、学校全体で一致協力して取り組むことが基本である。

※＜「組織的な生徒指導の実施のための各教職員の役割分担例」参照＞
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（２）教職員の専門性と協働性の発揮

しっかりとした生徒指導体制を構築するには、教職員がお互いの役割や業務分担（専門

性など）を十分に理解し、助け合い、創意工夫する協働性が大切である。

（３）家庭・地域への生徒指導体制に関する情報提供の重要性

家庭や地域の協力を得るには、学校が積極的に自校や校区における生徒指導の実態や指

導体制に関する不断の情報提供を行うことが重要である。

２ 生徒指導の運営方針の見直し

（１）生徒指導の対応に関する基準の明確化と周知

「毅然とした対応 」、「共通理解に基づく対応」を進めるためには、生徒指導の対応に

関する基準を明確にし、また、積極的に外部に公開することが必要である。

（２）指導方針に基づく毅然とした粘り強い指導

成長過程の子どもには、間違っていることは間違っていると指摘し、毅然として粘り強

く指導することが大切であり、それが、規範意識の内面化につながる。

（３）規範意識の醸成と自律

児童生徒の規範意識の醸成については、学校教育だけで展開されるだけでなく、地域社

会の青少年の健全育成の観点から問い直すことが必要である。

（４）懲戒処分及び回復措置について

指導を通じても事態が改善されない場合には、あらかじめ定められた罰則に基づき、懲

戒を与えることを通じて、学校の秩序の維持を図るとともに、子ども自身の自己指導力を

育成することは、教育上有意義なことである。

※＜コラム「段階的指導（プログレッシブディシプリン）の事例」参照＞

（５）出席停止制度について

出席停止制度は、日頃の生徒指導の延長として、日頃の指導では統制しきれなくなった

場合に行われる生徒指導上の有効な手段の一つであることを、各学校及び教育委員会は改

めて認識する必要がある。

※＜「出席停止制度の運用の在り方について（通知 ）」参照＞

３ 教育委員会の役割

（１）学校の生徒指導の状況についての的確な把握

教育委員会がその役割を十分に発揮するためには、各学校の生徒指導に関する様々な情

報を多面的に情報収集・分析し、的確にその課題を把握することが基本であり、学校訪問

の明確な位置づけと計画・実施が大切である。

（２）教育委員会におけるコーデイネーター機能の充実

関係機関等との連携に当たって、学校と関係機関をつなぐコーディネーターとして教育

委員会の果たす役割は重要であり、日頃からそうしたネットワークづくりの形成に取り組

むことが求められる。

（３）教員研修の見直し

社会の急激な変化に伴う様々な状況に適切に対応できるよう、生徒指導に関する研修に

ついても不断の見直しを図ることが課題である。
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（４）出席停止、懲戒処分の適切な運用

① 義務教育における出席停止制度の適切な運用

「出席停止の措置」を効果的に運用していくためには 、「措置までの手順 」「措置する

場合の支援 」「措置後の対応」などに関する教育委員会規則等での提示、保護者・住民等

への周知について、具体的な手だてを講じる必要がある。

② 高等学校における懲戒処分の適切な運用

高等学校においては、退学・停学等の懲戒処分は、各学校の校長が行うことになってい

るが、教育委員会とも密接な連携をとり適確な執行ができるよう支援することが必要であ

る。

※＜「生徒指導に関する取組について（調査結果データ ）」参照＞

Ⅲ 各学校段階における生徒指導体制の在り方

１ 小学校の生徒指導体制

（１）学級運営と生徒指導の相互支持・促進による生徒指導体制の充実

学級担任の思い込みや抱え込みに陥ることなく、学級運営と生徒指導が相互に補完し合

って学校全体としての生徒指導の充実・強化を図ることが必要である。

（２）児童理解の深化と規範意識の育成

規範意識の育成のためには、社会的ルールやマナーの意味や大切さを子ども自身が実感

していく学校の生徒指導体制を進めていくことが大切である。

※＜コラム「学校や地域で、規律ある態度や規範意識の醸成に努めている事例」参照＞

２ 中学校の生徒指導体制

（１）コーディネーター機能を生かした生徒指導体制の充実

学校内において課題解決に向けた協働的な取り組みを行うためには、生徒指導主事が協

働体制の中核となり、コーディネーターとしての役割を果たすことが重要である。

（２）生徒個々に対するきめ細かな指導と社会的ルールや責任感の習得

① 生徒個々に対するきめ細かな指導

個々の教師が個人で判断し対応するのではなく、学校間の連携などにも留意して多面的

な視点から情報を収集し、協働的に指導・援助することが大切である。

② 社会的ルールや責任感の習得

学校生活は、規律や社会的ルールを学ぶ場であるという認識に立ち、学習環境の整備や

学校内規律の維持に、家庭教育とも連携をとって取り組むことが大切である。

※＜コラム「自己責任と少年法の改正のポイント」参照＞

３ 高等学校の生徒指導体制

（１）教職員の共通理解・共通実践の深化と生徒指導体制の充実

客観的資料やデータを基に教職員の共通理解を図り、その上で、各学校の教育目標と生

徒指導の関連性を明らかにし、全体構想を立て実践することが大切である。

（２）規範意識の向上と懲戒処分の効果的運用

法的効果を伴う懲戒処分が学校長に認められていることは、高等学校の生徒指導の大き
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な特質であるが、これまでの生徒指導措置状況について、その方法・内容面や効果面等か

ら評価・点検し、懲戒処分の適切で効果的な運用を検討すべきである。

※＜コラム「問題行動に対する指導方針の明確化の具体例」参照＞

４ 生徒指導体制に対する不断の評価と改善

（１）学校評価と生徒指導

学校が保護者や地域住民の信頼に応えて説明責任を果たしていくためには、学校評価（自

己評価・外部評価）を実施し結果を公表することが必要であり、それが相互の連携協力を

深めていくことにつながる。

（２）生徒指導の組織マネジメント

生徒指導体制の確立に当たっては、校長のリーダーシップ、教職員の意欲、保護者との

信頼関係、関係機関等との連携協力など、学校運営における組織マネジメントの視点から

の見直しも求められている。
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５ 非行防止教室の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成について（通知）

平１８．６．５ １８初児生１３ 各都道府県教育委員会

担当課長、各指定都市教育委員会担当課長、各都道府県私

立学校主管課長、附属学校を置く各国立大学法人学長あて

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知

非行防止教室については、平成１５年に「青少年育成施策大綱（平成１５年１２月青少

年育成推進本部決定）」や「犯罪に強い社会の実現のための行動計画－『世界一安全な国、

日本』の復活を目指して－（平成１５年１２月犯罪対策閣僚会議決定 ）」等において、そ

の推進を唱えてきており、これを受け、平成１７年１月に、文部科学省及び警察庁が共同

で「非行防止教室等プログラム事例集」を作成し、全国の学校及び警察署等に配布し、そ

の普及を図ってきました。

また、平成１７年９月に文部科学省が公表した「新・児童生徒の問題行動対策重点プロ

グラム（中間まとめ ）」を受けて、今回、学校現場における非行防止教室等の実施を一層

推進するために、別紙１のとおり、警察庁と合同で「児童生徒の規範意識を育むための教

師用指導資料（非行防止教室を中心とした取組）」（以下、「資料」という。）を作成し、

別添のとおりとりまとめましたので、送付します。

貴職におかれては、本資料の内容（別紙２）及び下記の点を踏まえ、所管の学校及び域

内の市区町村教育委員会等に対し、本資料の周知及び積極的な活用を通じて、非行防止教

室等の実施の促進を図るとともに、非行防止教室等を通じて生徒指導の一層の充実を図る

よう、お願いします。

記

１ 本資料を活用した非行防止教室等の実施の促進について：

（１）各学校においては、非行防止教室等の実施を促進すること。

（２）各学校においては、非行防止教室等の実施を契機として、生徒指導を中心とした日

常的な指導を通じて、①子どもの規範意識を育み、子どもが社会のきまりを守り、社会的

に自立できるように育成すること、②子ども達自身が危険を察知し、危険回避能力を育成

すること、及び③学校が安全で安心して学べる場所であるように環境づくりを進めるよう

にすること。

（３）各学校においては、非行防止教室等の実施と合わせて、児童生徒の規範意識の育成

のため、学校内のきまりを守ること及び他者との関わりを大事にするための具体的かつ日

常的な活動等生徒指導上の取組の充実を図るようにすること。

２ 非行防止教室等の実施に関する留意事項等について：

（１）非行防止教室等の実施は、校長のリーダーシップのもと、生徒指導主事が中心とな

り、生徒指導における取組の一環として実施するものであり、生徒指導に関する年間指導

計画に組み込むとともに、関係する教育活動の年間指導計画に位置付けることが望ましい
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こと。

（２）教育課程上の位置付けについては、各教科等の活動やねらいに即して、①特別活動

をはじめ、学校生活の充実を図る活動の中で展開すること、②事前及び事後の指導と組合

わせるとともに、日常的な指導との関係性に配慮すること、③児童生徒の発達段階や学校・

家庭・地域等の実態を踏まえて計画されていることなどについて、留意すること。

（３）非行防止教室等の実施に際しては、生徒指導主事が中心となって、事後に生徒指導

全体で総合的に評価・検証することが望ましいこと。

３ 警察等関係機関との連携：

警察を始め関係機関との連携の促進については、これまでも「児童生徒の健全育成に向

けた学校等と警察との連携の強化について 」（平成９年１２月４日付け文部省初等中等教

育局中学校課長通知）、「学校と警察との連携の強化による非行防止対策の推進について」

（平成１４年５月２７日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知）及び「学校と

関係機関との行動連携を一層推進するための取組について 」（平成１６年５月１１日付け

文部科学省初等中等教育局長通知）等を通じてその一層の推進を促してきてきたところで

あるが、本資料を踏まえて、学校警察連絡協議会等をはじめとして関係機関との日常的な

連携の強化に努めること。

４ 研修等における本資料等の活用の工夫：

各教育委員会及び学校において、本資料及び「非行防止教室等プログラム事例集」を活

用した非行防止教室等の実施のための研修の実施に努めること。

５ 非行防止教室等の実施状況の把握：

各教育委員会においては、警察署等関係機関と連携しながら、所管の学校及び域内の市

区町村の教育委員会等における非行防止教室等の実施状況の把握に努めること。

別紙１（略）
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（別紙２）

『児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料』
（非行防止教室を中心とした取組）

【平成１８年５月：文部科学省・警察庁】

１ 本資料の目的：

本資料は、児童生徒の規範意識を育むため、全国の学校において、子どもたちの発達段

階や実態又は地域状況等に応じて、非行防止教室の実施を促進し、もって各学校の日頃の

指導の一層の充実につながり、実社会においても通用する規範意識を育む一助とすること

を目的としている。

２ 非行防止教室の目的等：

非行防止教室を実施する目的は、①子どもの規範意識を育み、子どもが社会のきまりを

守り、社会的に自立できるように育成すること、②危険を察知し、危険回避能力を育成す

ること及び③学校が安全で安心して学べる場所であるように環境づくりを進めることにあ

る。

非行防止教室は、学校等で教えている規範意識が社会における具体的な活動と結びつい

ており、社会生活を営む上で重要であることを、具体的・実践的な行動として示すことに

意義がある。

※規範意識を育む取組の中での非行防止教室の位置づけについて：

規範意識は、家庭において、躾、規則正しい睡眠や食事等の基本的な生活習慣、又

は家庭の手伝い等に関する教育を土台とし、その土台のもとに、学校教育において、

きまりを守ること及び他者との関わりを大事にするための具体的な活動を通じて育ま

れるものである。

特に、学校教育において、規範意識は、生徒指導、教科指導、道徳教育、特別活動

及び人権教育などあらゆる教育活動の中で養われるものであり、挨拶指導、服装指導、

遅刻指導、集団活動に関する指導、清掃指導、授業中の私語の禁止などの具体的な指

導を通じて、児童生徒がルールや法の重要性やそれを守ることの必要性を自覚し、遵

守することによって育まれるものである。

非行防止教室の実施の意義は、これらの規範意識が、社会における具体的な活動と

結びついており、社会生活を営む上で重要なことを、具体的・実践的な行動として示

すことにある。

３ 非行防止教室の学校教育における位置付け：

①校内体制の整備・枠組み：非行防止教室の実施に向けた校内体制としては、校長のリー

ダーシップのもと、生徒指導主事が中心となり、生徒指導における取組の一環として実施

するものとしている。このため、生徒指導に関する年間指導計画に組込み、学校全体の年
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間指導計画に位置付けるとともに、あわせて教育課程（特別活動等）の中に適切に位置付

けて実施することが重要である。

②教育課程上の位置付け：非行防止教室を実施する形態は、各学校の実態に応じて様々な

ものがありえるが 、「特別活動」の学級活動又は学校行事において、１～２時間を使い、

学年単位又は学校単位で実施し、生徒指導や教科指導上の取組と上手く組み合わせて事前・

事後の指導を行うことが考えられる。具体的な教育課程への位置付けについては、各教科

等の活動のねらいや内容に則して、

ア：特別活動を中核として、学校生活の充実を図る活動の中で展開すること、

イ：事前・事後の指導と組合わせるとともに日常的な指導との関係性に配慮すること

ウ：児童生徒の発達段階や学校・家庭・地域等の実態を踏まえて計画されていること

などについて、留意することが必要である。

③評価・検証：非行防止教室の実施に際しては、生徒指導主事が中心となって、事前及び

事後に生徒指導上の他の取組と合わせて、生徒指導全体で総合的に評価・検証し、次年度

の改善に生かしていくこと。

４ 非行防止教室の実施における各教員の役割：

（１）全ての教職員の役割：教職員全体の共通理解の下、生徒指導主事を中心として、規

範意識を育むための日常的な指導との関連性・継続性を図って、非行防止教室を実施する

こと。

（２）学校管理職の役割：①年間の指導計画上に位置付けること、②教職員の役割分担を

明確化すること、③全教職員に対する共通理解を図ること、④警察等の校外の関係機関と

の連携を図ること、⑤保護者や地域の関係者への周知等に努めること、など。

（３）生徒指導主事の役割：①非行防止教室の企画・運営を行うこと、②生徒指導の年間

指導計画に組込むこと、③教職員の共通理解を図ること、④警察や保護司会等地域の関係

機関との連携の促進を図ること、⑤保護者や地域等に広報活動を行うこと、⑥事後の評価・

検証を行うこと、など。
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６ 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について（通知）

平１９．２．５ １８文科初１０１９ 各都道府県教育委

員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知

事、附属学校を置く各国立大学法人学長あて 文部科学省

初等中等教育局長通知

いじめ、校内暴力をはじめとした児童生徒の問題行動は、依然として極めて深刻な状況

にあります。

いじめにより児童生徒が自らの命を絶つという痛ましい事件が相次いでおり、児童生徒

の安心・安全について国民間に不安が広がっています。また、学校での懸命な種々の取組

にもかかわらず、対教師あるいは生徒間の暴力行為や施設・設備の毀損・破壊行為等は依

然として多数にのぼり、一部の児童生徒による授業妨害等も見られます。

問題行動への対応については、まず第一に未然防止と早期発見・早期対応の取組が重要

です。学校は問題を隠すことなく、教職員一体となって対応し、教育委員会は学校が適切

に対応できるようサポートする体制を整備することが重要です。また、家庭、特に保護者、

地域社会や地方自治体・議会を始め、その他関係機関の理解と協力を得て、地域ぐるみで

取り組めるような体制を進めていくことが必要です。

昨年成立した改正教育基本法では、教育の目標の一つとして「生命を尊ぶ」こと、教育

の目標を達成するため、学校においては「教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規

律を重んずる」ことが明記されました。

いじめの問題への対応では、いじめられる子どもを最後まで守り通すことは、児童生徒

の生命・身体の安全を預かる学校としては当然の責務です。同時に、いじめる子どもに対

しては、毅然とした対応と粘り強い指導により、いじめは絶対に許されない行為であるこ

と、卑怯で恥ずべき行為であることを認識させる必要があります。

さらに、学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習を妨げる暴力行為に対しては、児童

生徒が安心して学べる環境を確保するため、適切な措置を講じることが必要です。

このため、教育委員会及び学校は、問題行動が実際に起こったときには、十分な教育的

配慮のもと、現行法制度下において採り得る措置である出席停止や懲戒等の措置も含め、

毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるものとしていただきたいと考えます。

この目的を達成するため、各教育委員会及び学校は、下記事項に留意の上、問題行動を

起こす児童生徒に対し、毅然とした指導を行うようお願いします。

なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委

員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周

知を図るとともに、適切な対応がなされるよう御指導願います。
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記

１ 生徒指導の充実について

（１）学校においては、日常的な指導の中で、児童生徒一人一人を把握し、性向等につい

ての理解を深め、教師と児童生徒との信頼関係を築き、すべての教育活動を通じてき

め細かな指導を行う。また、全教職員が一体となって、児童生徒の様々な悩みを受け

止め、積極的に教育相談やカウンセリングを行う。

（２）児童生徒の規範意識の醸成のため、各学校は、いじめや暴力行為等に関するきまり

や対応の基準を明確化したものを保護者や地域住民等に公表し、理解と協力を得るよ

う努め、全教職員がこれに基づき一致協力し、一貫した指導を粘り強く行う。

（３）問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合

には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。

２ 出席停止制度の活用について

（１）出席停止は、懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受け

る権利を保障するために採られる措置であり、各市町村教育委員会及び学校は、この

ような制度の趣旨を十分理解し、日頃から規範意識を育む指導やきめ細かな教育相談

等を粘り強く行う。

（２）学校がこのような指導を継続してもなお改善が見られず、いじめや暴力行為など問

題行動を繰り返す児童生徒に対し、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合

には、市町村教育委員会は、出席停止制度の措置を採ることをためらわずに検討する。

（３）この制度の運用に当たっては、教師や学校が孤立することがないように、校長をは

じめ教職員、教育委員会や地域のサポートにより必要な支援がなされるよう十分配慮

する。

学校は、当該児童生徒が学校へ円滑に復帰できるよう学習を補完したり、学級担任

等が計画的かつ臨機に家庭への訪問を行い、読書等の課題をさせる。

市町村教育委員会は、当該児童生徒に対し出席停止期間中必要な支援がなされるよ

うに個別の指導計画を策定するなど、必要な教育的措置を講じる。

都道府県教育委員会は、状況に応じ、指導主事やスクールカウンセラーの派遣、教

職員の追加的措置、当該児童生徒を受け入れる機関との連携の促進など、市町村教育

委員会や学校をバックアップする。

地域では、警察、児童相談所、保護司、民生・児童委員等の関係機関の協力を得た

サポートチームを組織することも有効である。
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（４）その他出席停止制度の運用等については、「出席停止制度の運用の在り方について」

（平成１３年１１月６日付け文部科学省初等中等教育局長通知）による。

３ 懲戒・体罰について

（１）校長及び教員（以下「教員等」という 。）は、教育上必要があると認めるときは、

児童生徒に懲戒を加えることができ、懲戒を通じて児童生徒の自己教育力や規範意識

の育成を期待することができる。しかし、一時の感情に支配されて、安易な判断のも

とで懲戒が行われることがないように留意し、家庭との十分な連携を通じて、日頃か

ら教員等、児童生徒、保護者間での信頼関係を築いておくことが大切である。

（２）体罰がどのような行為なのか、児童生徒への懲戒がどの程度まで認められるかにつ

いては、機械的に判定することが困難である。また、このことが、ややもすると教員

等が自らの指導に自信を持てない状況を生み、実際の指導において過度の萎縮を招い

ているとの指摘もなされている。ただし、教員等は、児童生徒への指導に当たり、い

かなる場合においても、身体に対する侵害（殴る、蹴る等 ）、肉体的苦痛を与える懲

戒（正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等）である体罰を行ってはならない。

体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による

解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。

（３）懲戒権の限界及び体罰の禁止については、これまで「児童懲戒権の限界について」

（昭和２３年１２月２２日付け 法務庁法務調査意見長官回答）等が過去に示されてお

り、教育委員会や学校でも、これらを参考として指導を行ってきた。しかし、児童生

徒の問題行動は学校のみならず社会問題となっており、学校がこうした問題行動に適

切に対応し、生徒指導の一層の充実を図ることができるよう、文部科学省としては、

懲戒及び体罰に関する裁判例の動向等も踏まえ、今般 、「学校教育法第１１条に規定

する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方 」（別紙）を取りまとめた。懲戒・体罰に

関する解釈・運用については、今後、この「考え方」によることとする。
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（別紙）

学校教育法第１１条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方

１ 体罰について

（１）児童生徒への指導に当たり、学校教育法第１１条ただし書にいう体罰は、いかなる

場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体

罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行

われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ご

とに判断する必要がある。

（２）（１）により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害

を内容とする懲戒（殴る、蹴る等）、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒（正座・

直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断された場合は、

体罰に該当する。

（３）個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観

的な言動により判断されるのではなく、上記（１）の諸条件を客観的に考慮して判断

されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかど

うか等の観点が重要である。

（４）児童生徒に対する有形力（目に見える物理的な力）の行使により行われた懲戒は、

その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても 、「いやし

くも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一

切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたも

の（昭和５６年４月１日東京高裁判決 ）、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上

の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、

状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの（昭

和６０年２月２２日浦和地裁判決）などがある。

（５）有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行

為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。

○ 放課後等に教室に残留させる（用便のためにも室外に出ることを許さない、又は

食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる ）。

○ 授業中、教室内に起立させる。

○ 学習課題や清掃活動を課す。

○ 学校当番を多く割り当てる。

○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

（６）なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむ
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を得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたもの

ではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しな

い。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、

目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に

当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事

上の責めを免れうる。

２ 児童生徒を教室外に退去させる等の措置について

（１）単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教

室に入れず又は教室から退去させ、指導を行わないままに放置することは、義務教育

における懲戒の手段としては許されない。

（２）他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、

当該授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれ

ば、懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。

（３）また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げ

るような場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するた

め、必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な

措置として差し支えない。

（４）さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち

込み、授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、

保護者等と連携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として

差し支えない。
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