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いじめ対策の現状課題と施策
「子ども庁」創設に向けた勉強会　2021.4.22

　須永祐慈　NPO法人ストップいじめ！ナビ　副代表



2私の関わりや活動

いじめ

不登校 
（引きこもり）

長期休み明け自殺

問題校則

フリースクール

当事者研究 
（教育社会学分野も）

チャイルドライン

政策提言・ 
　　ロビイング

経験者として 取り組みとして



いじめ防止対策の現状課題と論点 

「いじめ」の経験から 

いじめの現状共有をデータから 

いじめ対策の再点検・課題 

対応策はどこにあるか 

こども庁・いじめ対策で必要な役割
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わたしの経験から
東京から福島への「転校」
⼩４の進級・担任変更後にストレスな教室へ
ちょっとした、ちょっかいから発展
陰⼝、無視、からかいの⽇常に

孤独を耐えることはエネルギーを消費すること
頭は「真っ⽩」「真っ⿊」（余裕がない）

⾏かなきゃいけないけど、⾏けない
その後の不登校・引きこもりの様⼦・フリースクールへ⾏くきっかけ・フリー
スクールでの”学び”、既存の⼤学外での学びの経験、当事者研究、出版社で
の経験、当事者としての発信、NPO設⽴、取り組んできた話は別の機会に
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その時のわたしの「気持ち」
ぼーっとする 
苦しい 
つらい 
わからない 
どうしようもない 
眠い 
ムカつく 
イライラする 
がんばらなくては 
ガマンしなくちゃ

ストレス・ストレス… 
叫びたい 
泣きたい・いつでも泣ける 
突然涙がポロポロ出る… 
消えたい 
動けなくなる 
私なんかどうでもいい 
さびしい 
居場所がない 
⼼の置き場所がない

私だけではなく、”いじめ・不登校あるある”の⼀部・・・
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コップの水（＝つらい気持ち） 
「気持ちを整理する」ための例えとして

つらい…

苦しい…

溜まる… いっぱい… あふれる… 
不登校・⾃死…

NPO法人ストップいじめ！ナビ須永祐慈が作成

いきなり辛い気持ちは、一気に注がれ溢れるわけではなく、 
一滴一滴が積み重ねられる。「気付いたら溢れてしまう」状態
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身体に出ていた症状
夜ねむれない 

⾷欲がなくなる 

おちつかない 

怖くて⼈と⽬をあわせられない 

朝、お腹や頭が痛い… 

だるくてだるくて起きれない 

不安な気持ちが続く・緊張する 

⼈が怖い、怖くて⾔えない 

返事ができない

顔が⻘い 

体温調節がきかない 

おびえる 

声が⼩さくなる 

肩や⾸まわりがコル 

⼿を洗うなどのこだわり 

幼児返り 

⽖を噛む 

頭が真っ⽩・頭が真っ⿊

私だけではなく、”いじめ・不登校あるある”の⼀部・・・
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先生や親の対応・良くない点は
お前が弱いのでは・強くなれ 
反論しない・抵抗しないからでは 
やられる理由（隙）があるのでは 
がんばりなさい・しっかりして 
とりあえず、逃げろ… 

（でも、逃げ先がないことのリスクの⽅が重要）

その時わたしは、すでに一所懸命、がんばっている… 
「不安や孤独」に気づき、受け止めて…
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いじめ防止対策の現状課題と論点 

「いじめ」の経験から 

いじめの現状共有をデータから 

いじめ対策の再点検・課題 

対応策はどこにあるか 

こども庁・いじめ対策で必要な役割
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文科省のいじめ「認知件数」では実態が見えない

⽂部科学省 問題⾏動・不登校等調査（2019年）
いじめ認知件数の推移等より 須永作成

・いじめの定義変更やメディア報道加熱で件数に影響　・自殺報道が中心でいいの？ 
・上記は「実務統計」、「調査統計」とは異なる

2020年10月23日公表　2019年度「認知件数」 61万2,496 件　重大事態 723 件 
小＝ 484,545件 　中＝106,524件　  高＝18,352件 　特別支援＝1,985件

 1986年
東京都中野区

 1994年
愛知県西尾市

 2005/06年
北海道・福岡

 2011年
滋賀県大津市
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国⽴教育政策研究所のいじめ調査 
中学⽣のいじめ被害 仲間はずれ・無視・陰⼝(男⼥)

国⽴教育政策研究所⽣徒指導研究センター『いじめ追跡調査』より、男⼥を統合して須永作成
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「チャイルドライン」の（18歳までの子どもの電話・チャット) 

 　深刻な内容に限った内容
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

事柄別 件数 事柄別 件数 事柄別 件数 事柄別 件数 事柄別 件数 事柄別 件数

いじめ 4387 いじめ 4180 いじめ 3585 いじめ 3095 いじめ 3006 いじめ 2582

虐待 832 虐待 1216 虐待 1529 虐待 1618 虐待 1737 虐待 1493

暴⼒ 546 不登校 645 セクハラ 468 ネットトラブル 631 ⾃死（⾃殺）念慮 605 ⾃死（⾃殺）念慮 615

不登校 450 暴⼒ 511 不登校 465 不登校 520 ネットトラブル 587 不登校 552

⾃殺に関すること 450 ネットトラブル 442 ネットトラブル 465 ⾃死（⾃殺）念慮 397 不登校 473 ネットトラブル 477

妊娠・性感染症 394 ⾃傷 437 ⾃死念慮 425 性被害 301 ⾃傷⾏為 338 セクハラ 270

ネットトラブル 392 ⾃殺に関すること 408 ⾃傷⾏為 371 パワハラ 257 パワハラ 252 ⾃傷⾏為 249

犯罪 389 犯罪 399 性被害 358 ⾃傷⾏為 228 性被害 251 パワハラ 248

⾃傷 292 妊娠・性感染症 313 パワハラ 283 家庭内暴⼒ 205 セクハラ 196 性被害 240

ひきこもり 203 ひきこもり 171 犯罪・暴⼒ 180 セクハラ 185 家庭内暴⼒ 186 家庭内暴⼒ 165

体罰 183 体罰 171 体罰 172 犯罪・暴⼒ 145 犯罪・暴⼒ 132 ひきこもり 97

薬物乱⽤・依存 49 薬物乱⽤・依存 49 家庭内暴⼒ 135 体罰 120 ひきこもり 66 犯罪・暴⼒ 90

深刻な電話の多くに「いじめ」がある。 
「いじめ受信件数」は減少傾向だが、チャイルドラインの受信件数に比例しているので留意が必要。

特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 
「チャイルドライン年次報告」2015-2020より集計

データは実際の相談人数ではなく、累計の件数
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国⽴教育政策研究所のいじめ調査 
いじめ加害と被害の経験回数 
⼩４〜６年間１２回の調査の中の「仲間はずれ・無視・陰⼝」の経験回数

国⽴教育政策研究所⽣徒指導研究センター『いじめ追跡調査』より（H28）

暴⼒をともなわないいじめ「仲間はずれや無視・陰⼝」 
の経験者は多い。多くの⼦どもが関わりのある実態。
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いじめの国際比較　小５女子（加害・被害合わせて）

日本は「無視陰口」が他の国と違って高く、 
「かるく叩く」は低い。男子も似た傾向（女子はよりはっきりと出ている）

国立教育政策研究所 平成28年度　
教育改革国際シンポジウム資料より
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いじめが起こりやすい時期・傾向は

「令和元年度　大津市いじめの防止に関する行動計画
モニタリングに係るアンケート調査結果」より須永作成 
https://www.city.otsu.lg.jp/ijime_taisaku/torikumi/
kodo/monitoring/36083.html

※大津市の調査では、毎年、ピーク時期は少しずつ変化がある 
※平成30年度は中学生は10月・2月にがピーク、小学生は5月もピークが加わる
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問５-１　特に強くされた時期はいつのことでしたか？ 
　（前の学年のとき、次のようなことをされて嫌だったことはありますか？に○をつけた人・複数回答）
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どんないじめか　小学生・中学生別
滋賀県大津市の調査から　令和元年度

1.からかわれたり、悪口やおどし文句、嫌なことを言われたりした

2.仲間はずれにされたり、無視されたり、陰で悪口を言われたりした

3.軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりした

4.ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりした

5.お金や物を、おどし取られたり、おどし取られそうになった

6.お金や物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、 
捨てられたりした

7.嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、 
させられたりした

8.パソコンやスマホ・携帯電話、ゲーム機などのネットに 
つながる機械で、嫌なことをされたりした

1~8のようななことをされたことはなかった

無回答

「令和元年度　大津市いじめの防止に関する行動計画モニタリングに係るアンケート調査結果」より転載 
https://www.city.otsu.lg.jp/ijime_taisaku/torikumi/kodo/monitoring/36083.html 
※小学生・中学生の分母の「N＝」表記は、このデータに関しては母集団数ではなく回答数なので「n=」かと思われるが、出典元のまま転載した。
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どんないじめか　男女別
滋賀県大津市の調査から　令和元年度

1.からかわれたり、悪口やおどし文句、嫌なことを言われたりした

2.仲間はずれにされたり、無視されたり、陰で悪口を言われたりした

3.軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりした

4.ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりした

5.お金や物を、おどし取られたり、おどし取られそうになった

6.お金や物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、 
捨てられたりした

7.嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、 
させられたりした

8.パソコンやスマホ・携帯電話、ゲーム機などのネットに 
つながる機械で、嫌なことをされたりした

1~8のようななことをされたことはなかった

無回答

「令和元年度　大津市いじめの防止に関する行動計画モニタリングに係るアンケート調査結果」より転載 
https://www.city.otsu.lg.jp/ijime_taisaku/torikumi/kodo/monitoring/36083.html 
※小学生・中学生の分母の「N＝」表記は、このデータに関しては母集団数ではなく回答数なので「n=」かと思われるが、出典元のまま転載した。
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いじめ防止対策の現状課題と論点 

「いじめ」の経験から 

いじめの現状共有をデータから 

いじめ対策の再点検・課題 

対応策はどこにあるか 

こども庁・いじめ対策で必要な役割
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いじめが起こる前の「予防の取り組み」が進んでいない（全体） 

「いじめ定義」によるいじめの認知不⾜（教室環境） 

「常設のチーム」で情報共有が強化されにくい（職場環境） 

「いじめ疑い」に、迅速な情報共有・対応の不⾜（学校環境） 

「重⼤事態組織」の第三者性・運営の課題（⾏政環境） 

それぞれの役割で「PDCA」が回りにくい（法律・制度設計）

いじめ防⽌対策推進法（2013年〜）があるのに 
なぜいじめ対策が進んでいないように思えるのか？

いじめ防止法自体が「認知不足」（教員・保護者・子ども…）
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２割以上の学校が、法律よりも定義を限定し解釈している 
・いじめはあくまで「⼀定の⼈間関係」「⼼理的・物理的な攻撃」「当事者が苦痛を感じている」といった要素によって定義される 
・そこに多くの学校が「継続性」「集団制」「⼀⽅的」などの独⾃要件を設けてしまっている。 

定義を狭めることにより、「認知漏れ」が発⽣している 
・いじめ認知がなかったとされる学校に、個別の事案を問い合わせたところ、半数以上の学校から複数の事案が新たに報告された 

組織づくり、および重⼤事態への対応が徹底されていない 
・重⼤事態のうち、６割において情報共有・組織的対応がなされていなかった 
・重⼤事態のうち、いじめ定義を限定解釈していたため半数以上がいじめとして認知されていなかった 

重⼤事態の調査報告書についての取り組みの差が⼤きい 
・発⽣から調査開始までの期間、最短で事案発⽣当⽇、最⻑で発⽣から519⽇後と、⼤きな開き 
・調査期間は、最短で24⽇、最⻑で820⽇ ・報告書ページ数、最⼩が1ページ、最多が212ページ 

報告書は有⽤な共有財産であるという認識共有がされてない 
・重⼤事態のうち、６割以上の報告書が⾮公表 ・⽂科省も未だに重⼤事態の詳細な分析を⾏えていない 

報告書は児童や保護者らへ提供されることが認知されていない 
・16％の重⼤事態で、児童や保護者らへの情報提供が⾏われていなかった 

地⽅公共団体が、重⼤事態の発⽣報告書を作成しなくてはならないことが
周知されていない 
・19%の重⼤事態の調査結果において、報告書が作成されていない

（いじめ防⽌対策の推進に関する調査結果 総務省・2018から須永がピックアップ）

いじめ防⽌法の課題 総務省の指摘
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いじめ防止対策の現状課題と論点 

「いじめ」の経験から 

いじめの現状共有をデータから 

いじめ対策の再点検・課題 

対応策はどこにあるか 

こども庁・いじめ対策で必要な役割
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いじめ発生の要因「環境・関係ストレス」
ストレッサーに着目した対応を

地域・社会環境 
ストレス

→過剰な指導、体罰・指導の厳しさ、連帯責任、問題校則（ブラッ
ク校則）、先生と話す時間の不足、宿題の多さ、パワハラ・セクハ
ラ、部活の厳しさ、孤立・孤独など

→空気を読む、本音が言えない、グループルール、グループトラブ
ル、暴力的、偏見・差別、上下関係、マウンティング、ラベリング、
スクールカースト、キャラを演じる、孤立・孤独など

→家庭内不和、暴力・暴言、虐待（ネグレクトも）、教育虐待、経
済的貧困、教育格差、情報不足、きょうだい・祖父母関係、親戚関
係、ヤングケアラー、孤独・孤立など

→地域活動・お祭り、近所づきあい、スポーツ等のクラブ
チーム、習い事、アルバイト、ネット・SNS、新型コロナ
等感染症、自然災害、事件・事故、学童・児童館などの放
課後の居場所、孤独・孤立など

学校環境 
ストレス

友人関係 
ストレス

ちなみに… 全てのストレス撲滅！ という話ではなく…

家庭環境 
ストレス
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「いじめ頻度が高い」といじめはエスカレートする
「指導がきびしい」といじめの頻度と相関する
「体罰の頻度」と、いじめの発生頻度が高くなる
「校内暴力（対先生・生徒間）の頻度」はいじめの
頻度と相関する
「連帯責任で罰を加えられた子ども」ほど他の子を
いじめる傾向
（逆に）「担任の先生が話をよく聞いてくれる」ほ
どいじめは少なくなる傾向

「クラスの環境」が「いじめの頻度」と関係する

・上から４項目：鈴木智之「学校における暴力の循環と「いじめ」―大学生を対象にした回想形式の調査結
果を起点として」1998
・ 下の２項目：秦 政春「いじめ問題と教師 : いじめ問題に関する調査研究(II)」1998
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不機嫌な 
教室を

ごきげんな教室 
に変えていこう！

いじめ対策に大事な視点は… 24



いじめの「４層構造」

「いじめの４層構造（森⽥洋司）」から、NPO法⼈ストップいじめ！ナビが作成

被害者 加害者

観衆 
はやしたてる

傍観者 
ただ⾒る 
距離を保つ

YES

YES

YES

YES

YES
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「４層構造」から考えるいじめの対応一例

いじめられ 
ている⼈

いじめて
る⼈

はやした
てる⼈

ただ⾒てた
り、ちょっと
遠くにいる⼈

YES

NO

NO

NO

「いじめの４層構造（森⽥洋司）」を参考に、NPO法⼈ストップいじめ！ナビが追加作成

通報者・シェルター・スイッチャー・記録
これ以外にも細かなできることを見つけていこう

これいじめかも…と感じたら 
• ⼤⼈に通報する 
• 受け⽌め役になる・受け⽌
めるメッセージを出す 

• 話題をそらして”空気”をス
イッチ！ 

• 記録し残す（後に証拠に）

もっと別なこと、考えない？

まぁさ、もっと気
持ちが楽しくなる
ことしていこ！

ちょっと、今度 
⼀緒に、誰かに話、
聞いてもらおっか。

いじめはダメ！って
⾔う以外の⽅法は 
いろいろあるよね。
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どうストレスを緩和していくか　参考：伊藤恵美氏「コーピングのやさしい教科書」など
「コーピング」（ストレス対処）の機会を増やす・たくさん持っておく

自分を癒す   ex.  ゆっくり半身浴をする／とにかく寝る／深呼吸をする 

飲み食い系   ex. 焼肉をがっつり食べる／コンビニで好きなおやつを買う 

自然を感じる 　ex.  植物を眺める触る／公園で夕日を眺める／星を眺める 

身体を動かす　ex.  歩いたことのない道を歩いてみる／ダンスをする 

人と一緒に　ex.　 親友にグチを聞いてもらう／好きな人に一緒にいてもらう 

とにかく発散！　 ex.　 クッションに顔を埋めて叫ぶ／泣いてみる／空気パンチ 

ダラダラ系　 ex.   マンガやお笑い番組、好きな雑誌・映画を見る・読む

好きなものをイメージする　ex. ペットを思い出す／スキなスイーツをイメージする 

自分をなぐさめる  ex.「ヨシヨシ」「頑張りすぎてないか？」 

楽しい妄想　ex. 宝くじが当たった時を想像／イケメンの顔を思い浮かべる 

人のせいにしてみる　ex. 「私は悪くない」「あ～、やってられない！」 

あきらめる、忘れる　ex.　「気にしない、気にしない」「今は忘れとこ」 

思い出を楽しむ　ex.  一番楽しかったこと、大切な人に言われた言葉を思い出す 

人とのつながりを思う　ex.   「あの人ならわかってくれるな…」「ひとりじゃない」

【
行
動
コ
ー
ピ
ン
グ
】
【
思
考
コ
ー
ピ
ン
グ
】

27



どうやって”回復”するか（中長期的視点から）

ゆっくり休む場所があること 
学校から避難できる場所があること 
寄り添ってもらえる家族やおとな 
本⼈の気持ちを尊重した上の情報 
「わたし」であるための時間

すぐには傷や不安や疲れは回復できない。 
だからこそ「安心していられる場と時間」が必要
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いじめ防止対策の現状課題と論点 

「いじめ」の経験から 

いじめの現状共有をデータから 

いじめ対策の再点検・課題 

対応策はどこにあるか 

こども庁・いじめ対策で必要な施策
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いじめ対策で必要な施策

「こども調査室」の設置 
エビデンスベースドで調査の充実・知見の集約を。「子供・若者白書」（内閣府）
とは違う「見えてこなかった課題・問題」を見つけ「どんな対策を打つべきか」
を提言。大津市いじめ対策等の「当事者へのいじめ実態調査」等を国として実施 

「こども休眠データ」の掘り起こし 
既出の調査結果・統計の中で「活用し尽くしていない」データの再活用。「全国
学力・学習状況調査」（国教研）など、行政や外郭団体、自治体が行ってきた調
査の掘り起こし、いじめや自殺等、その他の教育や子育て課題の施策につなげる 

「こども民間団体調査」の支援・促進 
すでにNPO等が実施した調査や今後計画されている社会調査等を支援する。例
えば、問題校則（ブラック校則）や子どもの貧困調査などは、世論喚起し議論が
起こり、社会・国会等を動かし始めたように、取り組みをさらに活性化。

エビデンスベースドポリティクスを 
（EBPM）
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小中高生版「ネウボラ」 いじめは社会性スキルとも関係、家庭への支援を 
子どもの困りごと調査室の設置 「どこにも窓口がない」「たらい回しにされて絶望感」という
声少なくない。声・ニーズを”積極的に取りに行く姿勢”で受け止められる窓口を 
いじめ外部調査員派遣 完全外部の調査員、当事者側に人をつける、国選弁護人のように 
「いじめの後遺症」当事者に対するケア・環境支援 ”傷ついたその後”の支援環境の不足 
スクールソーシャルワークの拡充 現在の不足改善、子どもが直につながりやすい関係・環境を 
部活動指導者へコーチング・ティーチング研修 体罰・過剰指導・ハラスメント防止 
問題校則の廃止／校則変更要件の設定・確立 いじめと問題校則・指導には相関関係あり 
「第３の居場所」の促進 子ども食堂、居場所（ニーズ把握）、子どもフードバンクコーディネート等 
性的マイノリティや外国籍ルーツの子どもの合理的配慮 
教職員向けのサバティカル支援・教員の増員 教員スキルの向上で教室環境を変える 
電話・チャット相談員の人材の拡充（行政・民間）と研修の充実 
ホームベースドエデュケーションの制度検討 教育機会確保法のバージョンアップ 
子ども課題解決情報発信の強化 つながりにくい、届きにくい子ども情報だからこそ「戦略的な
情報発信」を（UDも含め） 
子どもSOS検索サイトの構築 「ここに来れば、どんな情報も手に入る」（DX）

いじめ対策で必要な施策
課題山積だからこそ、子ども庁でも既存の省庁でもさらなる施策の促進を
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いじめ対策ひとつとっても課題⼭積
だからこそ、ていねいかつ�
着実に進む取り組みを

NPO法⼈ストップいじめ！ナビ�
�▶�stopijime.jp（情報サイト）�
�▶�stopijime.org�（団体活動サイト）
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参考資料：「いじめを⽣む教室」�
荻上チキ・著（団体代表）PHP新書


