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生徒指導の新たな課題 
―「いじめ防止法」の成立をめぐって― 
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Recent Issues of Student Guidance: Focusing on Anti-Bullying Act 

Mitsuko Suefuji 

 

要約 

「すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生

徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを」目指している生徒指導において、今日、い

じめへの対応は喫緊の課題となっている。というのも、いじめはどの子どもにも、どの学校においても

起こりえるものであり、まただれもが被害者にも加害者にもなり得るものであるからである。いじめの

問題が深刻化してきた平成 18（2006）年以降、文科省もいじめの定義を見直し、さまざまな取組をつ

づけてきたことから、平成25（2013）年6月には「いじめ防止法」が成立した。そこで本稿は、「いじ

め防止法」の成立に至るまでの近年の文科省のいじめに関する取組を整理し、「いじめ防止法」の概要を

紹介するとともに、同様の法律がすでに制定され施行されているアメリカにおける現状との比較検討を

通してその課題を明らかにする。 
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1．はじめに 

平成22（2010）年3月に文部科学省から公表された「生徒指導提要」（1）は、「小学校段階から高等学

校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまと

め、生徒指導の実践に際し教員間や学校間で教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導の取

組を進めることができるよう、生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として」まとめられたもの

である。この中で、生徒指導とは、「すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を目指すととも

に、学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを」目指すもの

であると述べられている。こうした目的をもつ生徒指導において、今日、いじめへの対応は喫緊の課題

となっている。というのも、いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こりえるものであり、ま

ただれもが被害者にも加害者にもなり得るものであるからである。 

いじめの問題が深刻化してきた平成 18（2006）年以降、文科省もいじめの定義を見直し、さまざま

な取組を行ってきた。そうした取組の中から平成 25（2013）年 6 月には、国、地方公共団体、学校に

対していじめ防止の基本方針の策定を求める、「いじめ防止対策推進法（以下、いじめ防止法と記す）」（2）
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が成立した。そこで本稿は、「いじめ防止法」の成立に至るまでの近年の文科省のいじめに関する取組を

整理し、「いじめ防止法」の概要を紹介するとともに、同様の法律がすでに制定され施行されているアメ

リカにおける現状との比較検討を通してその課題を明らかにする。 

 

2．いじめに関する文科省の取組 

日本の学校におけるいじめが社会問題化してくるのは昭和55（1980）年ころからであり、1980年代

半ばに第一のピーク期を、1990 年代半ばに第二のピーク期を、2000 年代半ばに第三のピーク期を迎え

たと言われている（3）。第一のピーク期の象徴的なできごととしては、昭和 60（1985）年に起こった東

京都中野区立富士見中学 2 年男子生徒の自殺事件を、第二のピーク期の記憶に残るできごととしては、

平成 6（1994）年に起こった愛知県西尾市立東部中学2 年男子生徒の自殺事件を挙げることができる。 

一方、第三のピーク期は二つのいじめ自殺事件を発端としている（4）。ひとつは、平成 18（2006）年

10月1日、前年に自殺を図った北海道滝野川市の小学6年の女子児童の遺書が全国版の新聞に掲載され

たことである。女子児童は学校や友人あての遺書の中でいじめを訴えていたにもかかわらず、市教育委

員会がいじめに関する記述を隠して発表を行ったことに対して、不満を感じた遺族が遺書の掲載と事実

関係の報道を新聞社に依頼したことから、大きな注目を集めた。もうひとつは、同年10月11日に福岡

県筑前町の中学2年の男子生徒が遺書を残して自殺した事件で、この生徒が1年のときに担任教諭から

不適切な言動を繰り返されていたことが判明したことから、マスコミが相次いで取り上げた。いずれの

事件においても、事件後の学校や教育委員会の対応が問題とされた。 

文科省は、平成 18（2006）年 10 月 17 日に北海道滝野川市、10 月 18 日に福岡県筑前町の現地調査

を実施し、10月19日に都道府県・指定都市生徒指導担当課長緊急連絡会議を開催し、「いじめ問題への

取組の徹底について」（5）と題する通知を出した。そこでは、いじめの早期発見・早期対応、いじめを許

さない学校づくり、教育委員会による支援についての提言がまとめられ、いじめる児童生徒に対しては、

出席停止等の措置も含め、毅然とした指導が必要であることが示された。 

平成18（2006）年の一連のいじめに関する報道の中で、文科省のいじめ問題に関する実態調査（「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」）の在り方も問題視された。昭和60（1985）年

度から全国規模の調査が実施されてきたが、途中で調査方法が変更されたり、いじめの定義が変えられ

たりしてきたからである。そこで、平成 18（2006）年度以降の「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」においては、いじめについて新たな定義が用いられることとなった（6）。それまで、

いじめとは次のように定義されていた。 

 

「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、

③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。 

なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児
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童生徒の立場に立って行うこと。 

 

それに対して、いじめの新しい定義は次のようである。 

 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児

童生徒の立場に立って行うものとする。 

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けた

ことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

また、平成17（2005）年度の調査まではいじめの発生件数が数えられていたが、平成18（2006）年

度以降は認知件数が数えられることとなった。そのため、平成 17（2005）年度の調査では小学校、中

学校、高等学校、特殊教育諸学校におけるいじめ発生件数は20,143件であったのに対し、平成18（2006）

年度調査ではこうした学校におけるいじめ認知件数が 124,898 件に激増した経緯もある（7）。ちなみに、

平成23（2011）年度の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校におけるいじめ認知件数は70,231件

となっている。 

平成18（2006）年以降のいじめ等に関する文科省の主な取組は以下のようである（8）。 

 

平成18年10月19日 いじめ問題への取組の徹底について 

     11月17日 「文部科学大臣からのお願い」について 

平成19年 2月 5日 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について 

平成20年 7月25日 児童生徒が利用する携帯電話をめぐる問題への取組の徹底について 

     11月20日 「平成 19 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」結

果について 

平成21年 1月30日 学校における携帯電話の取扱い等について 

     11月30日 「平成 20 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」結

果について 

平成22年 9月14日 「平成 21 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」結

果について 

     11月 9日 いじめの実態把握及びいじめの問題への取組の徹底について 

平成23年 1月20日 「いじめの問題への取組状況に関する緊急調査」結果について 

      6月 1日 児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方について 

      6月 1日 児童生徒の自殺等に関する実態調査について 

      8月 4日 「平成 22 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」結

果について 

平成24年 7月17日 「文部科学大臣談話」について 

      9月 5日 「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」等について 
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平成 24（2012）年 9 月 5 日に出された「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」（9）におい

ては、学校安全の推進、体育活動中の安全確保とならんで、いじめの問題への対応強化が策定された。

そこでは四つの柱がたてられ、第一に学校・家庭・地域が一丸となって子どもの生命を守ること、第二

に文部科学省と教育委員会・学校等との連携を強化すること、第三にいじめの早期発見と適切な対応を

促進すること、第四に学校と関係機関の連携を促進することが示された。なかでも、以下の点には留意

しておきたい。第一の柱で、道徳教育やコミュニケーション活動を重視した教育活動、体験活動の推進

が挙げられていること。第三の柱で、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置の拡

充、ネットいじめ対策の充実、ならびに出席停止制度の検証が挙げられていること。第四の柱で、学校

と警察の連携強化が謳われ、犯罪行為と認識される際の早期の警察との連携、ならびに児童生徒の生命・

身体の安全がおびやかされているような場合の警察への通報が挙げられていることなどである。 

 

3．「いじめ防止法」の概要 

「いじめ防止対策推進法（いじめ防止法）」は第183回国会において成立し、平成25（2013）年6月

28 日に、平成 25 年法律第 71 号として公布された。公布された日の 3 ヵ月後から施行されることとな

っている。この法律は全部で六つの章と三十五の条項ならびに附則から成っている。 

 

第一章 総則（第一条～第十条） 

第二章 いじめ防止基本方針等（第十一条～第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条～第二十一条） 

第四章 いじめの防止等に関する措置（第二十二条～第二十七条） 

第五章 重大事態への対処（第二十八条～第三十三条） 

第六章 雑則（第三十四条～第三十五条） 

附則 

 

第一章にはこの法律全体に関する基本事項が記されている。まず、この法律は、「いじめが、いじめ

を受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影

響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑

み」、制定されたものであると述べられている。つづいて、いじめについて、「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」と定義されている。これは、平成 18（2006）年度

以降に採用されているいじめの新しい定義を踏まえたものとなっている。また、この法律が推進してい

くいじめ防止対策については、「いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心
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して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるよう

にする」ことを旨とするという、基本的理念が記されている。そのうえで、国、地方公共団体にはいじ

め防止対策を策定し、実施する責任があること、ならびに、学校設置者、学校と学校の教職員にはいじ

め防止に取り組む責任があることが明示されている。 

第三章にはこの法律で実行すべき計画が示されている。まず、学校におけるいじめの防止のため、「全

ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実」を図ることが挙げられている。これは、平成24

（2012）年9月5日に出された「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」における、第一の柱

の中で述べられていたことを引き継いだ形になっている。さらに、いじめの早期発見のために、国と地

方公共団体による相談窓口の整備、学校内における相談体制の整備、心理、福祉などの専門的知識をも

つ者を学校に派遣できるような体制の整備などが求められており、インターネットによるいじめを防止

する対策を推進していくことも記されている。こうした項目も、「いじめ、学校安全等に関する総合的な

取組方針」における第三の柱の中で指摘されていたことを反映している。 

第四章にはいじめに対する具体的な措置が示されている。いじめをやめさせ、いじめを受けた児童を

守るため、必要があればいじめた児童を別の教室で学習を行わせるような措置をとることもできるよう

になった。いじめが犯罪行為と認められるときは、警察と連携して対処することが求められ、いじめら

れた児童の生命や身体や財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察に通報しなければ

ならないとされた。こうした警察との連携強化は、「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」に

おける第四の柱の中で提案されていたことを引き継いでいる。また、校長及び教員は、教育上必要があ

れば、いじめた児童に懲戒を加えることができるし、教育委員会は、いじめられた児童やその他の児童

が安心して教育を受けられるよう、いじめた児童に出席停止を命じることができる。出席停止制度につ

いては、「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」における第三の柱の中で、実施に向けて調査

し検証していくことが述べられていたが、今回の「いじめ防止法」においてはその運用が認められた。 

 

4．アメリカの「いじめ防止法」との比較 

アメリカの学校におけるいじめやハラスメントに対応するための最初の州法は、1994年にバーモント

州で制定されたものである。しかしながらこれは、公民権や人権の侵害という視点から人種や性に基づ

くハラスメントや、学校の安全という視点から薬物・銃の持ち込みなどに対応するものであった。アメ

リカ社会でいじめ問題に関心が高まる契機となったのは、よく知られているように、1999年に起こった

コロラド州コロンバイン高校における銃乱射事件である。こののち、学校におけるいわゆるいじめに対

応するための州法が増えていく。学校におけるいじめやハラスメントに対応する州法、いわゆる「いじ

め防止法」（10）をもつ州は、2004年には17州、2007年には32州となり、2011 年末の時点では全米 50

州のうちモンタナ州とサウスダコタ州を除く48州に上っている（11）。 

2000年代に入り州の「いじめ防止法」の制定が加速化された背景には、いじめ被害者の保護者などが
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中心となった反いじめ団体の活動があると言われている（12）。たとえば、ミシガン州の「マット学校安全

法（Matt’s Safe School Law）」やフロリダ州の「ジェフリー・ジョンストン法（Jeffrey Johnston Stand 

Up for All Students Act）」のように、いじめ被害により自殺した子どもの名前がつけられた「いじめ防

止法」もある。この反いじめ団体は、「いじめ防止法」の制定を推進していくのみならず、「いじめ防止

法」のモデルやそこに盛り込まれるべき項目なども提案し、成立した「いじめ防止法」の評価までも行

っている。 

一方、連邦政府は2011年12月に「州のいじめ防止法及びいじめ防止政策の分析」という報告書（13）

を発表し、各州の「いじめ防止法」の分析を行い、各州に共通する主要な項目として 11 項目を抽出し

ている。それは以下のようである。 

 

（１） 禁止事項と目的の明示 

 いじめの種類や程度を問わず、いじめは決して許されないものであると明示する。いじめを

学校管理者、教職員、生徒、生徒の家族が深刻に受け止めなければならないこと、ならびに、

いじめが生徒の学習、学校の安全、他の生徒の出席などを含む学校環境に悪影響を与えること

を概説する。 

（２） 学校におけるいじめの範囲の明示 

 学校敷地内の行為、学校が後援する活動における行為、学校が提供する交通機関やその他の

学校設備における行為などをいじめの範囲に含める。 

（３） 禁止行為の規定 

 いじめに対する明確な定義を規定する。たとえば、いじめとは、身体的な危害を引き起こす

行為に限らず、方法が直接的か間接的かを問わず、言葉によるか否かを問わず、一人以上の個

人を傷つける意図をもつ行為であるというような定義である。また、いじめ行為の告発や通報

に対する報復も含むこと。さらに、人の感情を傷つけたり侮辱したりする内容を電子メールや

携帯電話で転送して拡散させることを繰り返し、いじめやいやがらせの行為に関与することも

含むこと。 

（４） 被害者になりやすい特徴の列挙 

 これまでにいじめの標的とされてきた生徒の特徴を記載する。ただし、それはあくまで例示

的なものとして列挙されるのであり、いじめは特定の特徴に基づいてなされるとは限らないこ

とも明確にする。 

（５） 学区いじめ防止政策の策定と運用 

 学区に対して、いじめ防止のための政策を策定し運用していくことを求める。 

（６） 学区いじめ防止政策の評価 

 学区のいじめ防止政策が州法に合致したものであるか、州が評価するための規定が盛り込ま
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れている。 

（７） 学区いじめ防止政策の内容 

 以下の六つの項目が盛り込まれている。 

① 定義：州法の定義と一致したいじめの定義をもつ。 

② いじめの通報：生徒、生徒の家族、教職員などがいじめを通報する手続き、ならびに匿

名の通報を受け付ける手続きを規定する。 

③ いじめの調査と対応：いじめの通報に迅速に対応し調査するための手続きを規定すると

ともに、被害者の保護者への通知、加害者の保護者への通知、状況に応じた警察官への

通知について定める。 

④ 記録：すべてのいじめとその解決方法について、文書で記録する手続きを定める。 

⑤ いじめに対する懲戒：いじめに対する懲戒について、程度に応じて詳細に定める。 

⑥ 委託：被害者、加害者を適宜、カウンセラーなどに委託するための手続きを定める。 

（８） 情報伝達の実施 

 いじめへの対応結果を含め、いじめ防止に関する政策について、生徒、生徒の家族、教職

員に通知する手続きを定める。 

（９） 訓練および予防 

 いじめを予防し、発見し、対応するための訓練を、教職員、ボランティア・スタッフ、ス

クールバス運転手などすべての学校関係者に対して行う。 

（10） 透明性と監視 

 いじめの発生件数や対応策を毎年、州に報告し、生徒のプライバシー保護を講じつつ、い

じめの総数がわかるような公開データの作成を学区に義務づける。 

（11） 他の法令で保障される権利への言及 

 州におけるいじめ防止政策においては、被害者が他の法的救済を求めることもできること

を、州法で明確に記載する。 

 

上記の 11 の主要な項目のうち、たとえば、（2）学校におけるいじめの範囲の明示、（3）禁止行為の

規定、（5）学区いじめ防止政策の策定と運用、（7）学区いじめ防止政策の内容の⑤いじめに対する懲戒

などは、ほとんどの州法で規定されている。一方、（7）学区いじめ防止政策の内容の⑥委託が規定され

ているのは11州のみである。こうしたことを踏まえると、「いじめ防止法」やいじめ防止政策の内容に

ついては各州でばらつきがあることも見えてくる。 

しかしながら、2000年代に入ってから州法を制定していじめ防止政策を推進してきたアメリカの現状

からは、少なからぬ示唆を得られるように思われる。第一には、「いじめ防止法」の制定と運用さらには

評価にまでいじめ被害者の家族や遺族が深くかかわっていることである。第二には、いじめが判明した
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際の被害者、加害者双方の保護者ならびに警察への対処法、いじめに対する懲戒、いじめの予防プログ

ラムなどが具体的かつ詳細に決められていることである。第三には、いじめ防止の対策として、日本で

はともすれば道徳的な側面が強調されるのに対して、アメリカではすべての子どもにとって適切な教育

を受ける権利を保障するという視点が重要視されていることである。制定されたばかりの日本の「いじ

め防止法」を今後どのように運用していくか、検討を深めていく際の手がかりになるであろう。 

 

5．おわりに 

平成 22（2010）年 3 月に文科省から公表された「生徒指導提要」は、八つの章から成る 240 頁余り

の大部な指針となっている。第6章が「生徒指導の進め方」に当てられ、そのⅠが「児童生徒全体への

指導」、そのⅡが「個別の課題を抱える児童生徒への指導」となっていて、Ⅱの第 6 節が「いじめ」を

扱っている（14）。そこではまず、いじめ問題の理解を深めることが必要であるとの認識に立ち、「いじめ

をとらえる視点」「いじめの構造」「いじめる心理」について概説されている。次いで、いじめ問題への

対応として、「いじめの早期発見と早期対応」「組織的対応の進め方」「いじめ対策としての開発的・予防

的生徒指導の充実」について述べられている。 

総じて、それまでの文科省のいじめ問題への取組の成果を踏まえた内容となっているが、ここでは、

「いじめ対策としての開発的・予防的生徒指導の充実」の項目に注目したい。そこには以下のように記

されている。 

 

「いじめは対人関係における問題であるという視点に立ち、生徒指導はもとより、特別活動などの体

験学習などを通じて、児童生徒同士の心の結びつきを深め、社会性をはぐくむ教育活動を進める必要が

あります。今後、人権感覚を養うとともに、共同社会の一員であるという市民性意識と社会の形成者と

しての資質を育成するための開発的・予防的な生徒指導がますます求められているといえるでしょう」。 

 

いじめを防止するために、「心の結びつき」や「社会性」に目を向ける取組は従来どおりのものであ

るが、「人権」や「市民性」への注目は新しい動きである。そうした目的の実現のため、「開発的・予防

的な生徒指導」に言及されているが、残念ながら、その具体的な内容までは提示されていない。 

平成 25（2013）年 6 月に成立した「いじめ防止法」においても、こうした予防プログラムについて

の言及はみられない。そのことについては、いじめ防止教育として道徳教育と体験活動の充実を図るだ

けでなく、むしろ怒りやストレスとの付き合い方を学ぶ「心の健康教育」を体系的に導入すべきである

と、指摘する声もある（15）。 

アメリカでは、いじめ防止対策としてすでに具体的な予防プログラムが実践され、効果を挙げている

ことが報告されている（16）。たとえば、「いじめ対策セミナー」といって、かつていじめの被害者だった

大人が講師となり、小学校を巡回し、ビデオ、討論、いじめられた場合を想定してのロールプレイなど
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を通じて生徒にいじめ問題を考えさせ、意識改革を図るセミナーがある。また、「沈黙する傍観者を行動

する傍観者に変えるプログラム」では、ロールプレイによって、被害者を助ける方法、大人の助けを呼

ぶ方法、被害者との信頼関係を築く方法、被害者の気持ちを理解する共感能力を身につける方法などを

学んでいく。あるいは、「仲間調停法」というプログラムでは、いじめが発覚した際、生徒から調停員を

選び、いじめの調査にあたらせるとともに、被害者と加害者の調停にあたらせ、話し合いでの解決に導

く方法を会得させる。こうしたアメリカの実践例からは、「開発的・予防的な生徒指導」の具体的な方法

論への示唆を得ることができるように思われる。 
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