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基本目標３ いじめ・不登校・高校中退者・ひきこもり・ニート等を支援する 

 

 

 目標数値  

項 目 現 状 目 標 

子ども・若者支援協議会に寄せられた支援希望者

のうち、本人又は保護者と接触できた割合 
84.3% (H30 年度) 100.0% (R６年度) 

 
 

（１）いじめの未然防止と適切な対応 次世代 子・若   

 

 現状と課題  

○ いじめの現状 

いじめは児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、不登校や自殺などを引き起こす要

因ともなる深刻な問題です。 

平成 25 年９月に施行されたいじめ防止対策推進法では、いじめを正確に認知するとともに、学

校のいじめ対策組織を中心とした組織的な対応を徹底することが求められています。 

そのため、いじめについては、被害性に着目して初期段階のものを含めて積極的に認知し、対応

しています。 

さらに、ＳＮＳを使ったいじめなど、大人の目が届きにくいところで発生しているものもあり、

早期発見のための取組や相談体制の整備を更に推進することが必要です。 

 
(※１) ひきこもり 仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上続けて自宅にひきこもってい

る状態。 (出典) 厚生労働省ホームーページ 

いじめにより大きく傷つく子どもは後を絶ちません。 

また、高校中退者の割合は横ばいですが、小・中学校の児童生徒の不登校は増加しています。ひきこも

り(※１)は長期化・高齢化により、社会復帰が困難になるなど、深刻化するケースもあります。 

いじめを未然に防止するとともに、的確・積極的な認知による早期発見、及び早期支援に取り組みます。 

また、不登校や中退を防止するとともに、高校中退、ひきこもりの若者が新たな一歩を踏み出せるよう、学

校、家庭、関係機関等の連携により、学び直しなどを支援します。 
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いじめの認知件数(群馬) 1,271 1,866 1,307 2,270 1,927 2,980 3,367 5,201

1,000人当たりの件数(群馬) 5.5 8.2 5.8 10.1 8.7 13.6 15.7 24.6

1,000人当たりの件数(全国) 5.0 14.3 13.4 13.7 16.5 23.8 30.9 40.9
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○ 学校における未然防止、早期発見・早期対応の取組 

 県では、平成 29年 12 月に「群馬県いじめ防止基本方針」を改定し、けんかやふざけ合いであっ

ても、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断すること等を示していま

す。また、学校、家庭、地域、全ての関係者が一丸となって、いじめ問題に対峙するための連携を

図っています。 
 

 ○ 教員の指導力や学校による組織的対応の必要性 

 学校や教員によって、いじめを認知する基準にばらつきがあるなどの課題があることから、いじ

めの早期発見や解消に向けた適切な指導ができるよう、教員の指導力向上や学校による組織的な対

応の充実が求められます。 

平成 30 年度にいじめ問題に関する校内研修を実施した学校は、前年度に比べて増加しているも

のの、全体の約６割にとどまっています。職員会議等の諸会議でいじめに対する認識の向上を図る

ことに加え、いじめをテーマとした校内研修により、共通理解を深めることが有効です。 

 
○ 重大事態(※２)への対応 

 いじめにより児童生徒の生命、心身に重大な被害がある疑いがあるときや、いじめにより相当な

期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合、当該児童生徒及び保護者に寄り添

い、速やかに、適切かつ真摯に対応することが求められます。 
 

(※２) 重大事態 いじめ防止対策推進法に規定された次の場合のこと。①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身

又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 

いじめの態様(群馬県) ＊公立小・中・高・特別支援学校(中等教育学校を含む) 

  

  
(出典) 平成 30 年度文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
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いじめ防止対策推進法では、いじめの重大事態に係る調査について規定されています。 

重大事態が発生した場合には、学校又は学校設置者は、調査組織を設置し、第三者を加えて事実

関係を明確にし、児童生徒及びその保護者に対し情報提供を行うこととされています。また、学校

又は学校設置者の調査が不十分な可能性がある場合には、県立学校及び私立学校については知事が、

市町村立学校については市町村長が調査を実施することとされています。 
 
 

 施策の方向と具体的施策  

○ 学校における取組 

「いじめは、どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」ことを全教職員が十分認識しま

す。そして、いじめの未然防止、積極的な認知と学校いじめ対策組織を中核とした組織的対応によ

る早期発見・早期対応に取り組むとともに、いじめを許さない校風の醸成に努めます。 

いじめを発見した場合には、その解消に向けて、いじめられている子どもや保護者の立場に立っ

て対応します。 

また、全ての学校で、いじめ問題に関する校内研修等を積極的に行うことを通して教職員の指導

力を高めるとともに、児童生徒による主体的な活動を支援し、いじめを許さない気持ちや態度を育

てます。 
 
○ 警察における取組 

少年育成センターをはじめ、警察本部相談室、各警察署の相談窓口でいじめの相談に対応するこ

とを周知するほか、それぞれのケースに応じて学校や関係機関との連携を図ります。 

学校や関係機関などでの講演会等により、少年育成センターの少年相談業務を周知します。 

 
○ 重大事態への対応 

「群馬県いじめ再調査委員会」を運営し、重大事態の再調査等事案が発生した場合、公正中立か

つ適切な再調査等を実施します。 
 
ア いじめの防止 

① 各学校のいじめ防止

に係る校内体制の充実

(いじめ防止活動の推

進) 

 

○「学校いじめ防止基本方針」に基づいたいじめ問題への組織的な

取組の充実を推進します。 

○「いじめ防止フォーラム」や「いじめ防止子ども会議」を実施し、

いじめ防止に向けた児童生徒の主体的な取組を活性化させます。 

○各学校の管理職･生徒指導担当教諭等を対象とした会議を開催し、

いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応について指導するほ

か、いじめ問題に関する校内研修等の積極的な実施を促進します。 

② 心理面におけるいじ

め被害者に対する支援 

 

○全ての公立小・中学校、県立高校及び中等教育学校にスクールカ

ウンセラーを配置し、児童生徒の心のケアを行います。 

○派遣型及び巡回型のスクールソーシャルワーカーを配置し、いじ

め等の様々な問題を抱える子どもが置かれた状況に応じて、福祉

制度の活用を含め、問題の解消を図ります。 
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③ 学校における早期の

適切な対応 

○いじめが発生した場合には、学校における対策組織(「学校いじめ

対策組織」)により組織的に対応します。 

○いじめられている子どもや保護者の立場に立った詳細な事実確

認、いじめる子どもへの成長支援の観点からの指導など、関係す

る子どもや保護者が納得するいじめ問題の解消を目指します。 

 

イ 支援体制の充実 

①  相談・指導体制の充

実 

 

 

○全ての公立小・中学校、県立高校及び中等教育学校にスクールカ

ウンセラーを配置し、校内の相談体制の充実に向けて、教職員へ

の助言や研修を行います。 

○スクールソーシャルワーカーが関係機関とのネットワークの構

築、連携、調整を図るほか、学校内におけるチーム体制の構築支

援や教職員への研修活動を行います。 

○生徒指導担当嘱託員を配置し、学校の生徒指導体制を強化します。 

○全ての小・中・特別支援学校の児童生徒に相談窓口の電話番号等

を記した少年相談カードを配布し、県警少年育成センターの少年

相談について周知します。 

② 教職員の資質の向上 

 

 

○ＳＮＳ上のいじめを含め、いじめの定義や正確な認知に関する取

組について積極的に発信し、受講した教職員が日頃の指導に生か

せるよう、教職員を対象とした研修会を開催します。 

○いじめ事案に対する組織的対応のポイント(医療機関や警察等と

の連携を含む)を確認することで、受講した教職員が、チームでい

じめ問題解決に取り組むことができるようにします。 

  

ウ 重大事態への対応 

① 学校における調査 

 

○学校又は学校設置者は、重大事態が発生した場合、当該重大事態

に係る事実関係を明確にするため調査を行います。 

② スーパーバイザーの

派遣 

 

○スクールカウンセラーが対応困難な重大事案や緊急に対応する必

要がある事案に対して、スクールカウンセラーへの助言等を行い

ます。 

③ いじめ再調査委員会

の運営 

○外部有識者で組織する「群馬県いじめ再調査委員会」を運営し、

公正中立かつ適切な再調査等を実施します。 

④ 公立小・中学校等の支

援 

○市町村教育委員会からの要望に応じて、サポートチームを学校に

派遣し、解決を支援します。 
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（２）不登校、高校中退者、ひきこもり、ニート等への対応 次世代 子・若  

 

 現状と課題  

 ○ 不登校、高校中退者、中学校卒業時進路未決定者の状況 

県内の 30日以上の不登校児童生徒数は、近年、小学校、中学校ともに増加傾向です。高校中退者

数については、横ばいの状況が続いていますが、中退の理由として、「学校生活・学業不適応」や「進

路変更」が多くなっています。また、進学も就職もせずに進路未決定のまま、中学校を卒業する者

も減少傾向ではありますが存在します。 

支援を必要とする青少年の数は依然として多いことから、引き続き学校現場や市町村、関係機関

が連携して、相談体制等の充実を図っていくことが必要です。 

 

  ○ ひきこもり、ニート(※１)の状況 

平成 27 年に内閣府が行った「若者の意識に関する調査」によると、全国における 15～39 歳以

下の広義のひきこもりは 54.1 万人と推計されています。 

ひきこもりは、長期化、高齢化し、深刻な状態となるケースも多く、早期の関わり、支援の充

実が求められています。 

 

 (※１) ニート 若年無業者。15～34 歳の非労働力人口のうち，家事も通学もしていない者。 (出典) 厚生労働省ホームページ 
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また、国の調査(就業構造基本調査(H29))では、群馬県内のニートが約 8,900 人となっており、

カウンセリングやキャリア開発のための支援等、きめ細かな就職支援を行う必要があります。 

 

  ○ 各関係機関による取組 

小・中学生の不登校の要因は、家庭、友人関係、学業不振等が複雑に絡み合っている場合が少

なくありません。公立小・中学校及び県立高校では、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等が支援しています。 

高校中退者や中卒進路未決定者は、就職やキャリアアップにおいて不利な立場に置かれやすく

なってしまいます。県では平成 25年８月に「群馬県子ども・若者支援協議会」を設置し、相談支

援に携わる関係機関との連携や情報共有、相談支援者の研修を行っています。また、高校中退者

や中卒進路未決定者に対して、相談支援、体験活動、学習機会の提供などを通して自立や再学習

を支援しています。 

さらに、自ら相談機関に出向くことが困難な若者もいるため、学校現場や市町村、関係機関と

の連携により、家庭等に出向いて相談・助言等を行う訪問支援も行いながら、学習相談、再学習

支援、就労支援等により、切れ目なく、若者の不安解消や自立を応援しています。 

今後は、必要とする若者全てに、寄り添い型の支援を行き渡らせることが求められます。 

 

   群馬県子ども・若者支援協議会のイメージ (令和元年度の状況)  
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○ 学校外施設の充実の必要性 

平成 28 年に制定された「義務教育の段階に

おける普通教育に相当する機会の確保等に関

する法律（教育機会確保法）」において、“児童

生徒の休養”の必要性が認められました。不登

校の児童生徒への支援として、フリースクー

ル等の学校外施設の充実が必要とされていま

す。 
 
 

 施策の方向と具体的施策  

不登校、高校中退者、中卒進路未決定者、ひきこ

もり、ニート等、様々な悩みを抱える若者及びその

保護者を対象に、相談活動や体験活動を通して自

立・再学習支援を行うほか、青少年の意欲を高め、

自立に向けた切れ目のない支援、希望する若者へ

の就労に向けた段階的な支援を行います。 
子ども・若者支援協議会を中心に、学校、労働、

福祉、ひきこもり支援センター等の相談窓口など、関係機関から成るネットワークの活性化を図り、

一人ひとりの状況に寄り添いながら、それぞれの若者に適した支援を実施します。 

 

ア 居場所の確保と自立・再学習支援 

① 相談支援 

 

 

○不登校の生徒等に対し、スクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカー等を活用し、悩みや不安の解消や自立に向けて支援

します。高校生には、ＳＮＳ等を活用した相談支援も実施します。 

○不登校、非行、ひきこもり、ニートなど様々な悩みを抱える青少

年に対し、「G-SKYPlan(青少年自立・再学習支援事業)」として、

相談及び体験活動の場を提供します。 

○相談先の電話番号等を記載した「少年相談カード」を県内の全て

の小・中・特別支援学校の児童生徒に配布し、県警少年育成セン

ターの少年相談について周知します。 

② 高校中退者等支援 

 

 

○高校中退者や進路未定の中学校卒業者は、社会とのつながりが薄

くなることから、子ども･若者支援協議会のネットワークを活用し

て、就労や再学習に向けた切れ目のない寄り添い型支援を行い、

就労機関や再学習の場へつなげていきます。 

○「高卒資格を取りたい」「学び直したい」と考える高校中退者等を

対象とし、勉強方法や高校卒業程度の学力を身に付けるための相

談及び学び直しの場を提供します。(地域における学びを通じたス

テップアップ支援促進事業) 

③ ひきこもりの支援 

 

○ひきこもり支援センターで電話相談に対応するほか、来所(面談)

相談にも応じ、適切な支援機関へつなぎます。 

子ども・若者支援協議会の連携を活用した高校中退者等支援

のスキーム 
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 ○児童相談所の児童福祉司等の助言・指示のもとに、児童福祉に理

解と情熱を有する大学生等を家庭に派遣し、児童とのふれあいを

行う「ふれあい心の友訪問援助事業」を実施します。 

④ 就学支援 

 

○高校を中途退学した後、再び高校等で学び直す場合に、学び直し

のための支援金(就学支援金相当額 P74 参照)を支給し、高校等

における教育に係る経済的負担を軽減します。 

 

イ 就労支援 

① ニート自立支援 

 

○若年無業者(ニート)の職業的自立を図るための相談窓口・支援拠

点である「ぐんま若者サポートステーション」及び「東毛常設サ

テライト」において、群馬労働局と連携して就労に向け支援しま

す。 

 
 

 
 
 

「進む道が分からない」。 

そんな若者や保護者に寄り添い、自分で進む道を自分

で決められるように支援しています。 

県の担当者や委託先団体の支援員が、家庭訪問など直

接会って話をして、本人が自信を持てることや、個性・

人柄、才能・技能、生活環境、希望、具体的な支援ニー

ズなどを把握します。そして、専門の相談機関や「再学

習」「就労」などの支援機関につないでいます。 

 

 

 
  

平成 28 年に「教育機会確保法(＊)」が制定されました。同法では、不登校児童生徒が行う多様な学習

活動の実情を踏まえ、一人ひとりの状況に応じた必要な支援を行うこととされています。また、不登校

児童生徒が安心して教育を受けられるよう学校における環境整備や、国や地方公共団体、民間団体等の

連携に努めることとされています。 

 県内では、各学校において個々の生徒に応じたきめ細かな学習支援を行う取組

を強化しているほか、私立広域通信制高校のサポート校やサテライトの設置、民

間団体などにおけるフリースクールやフリースペースの設置運営などの動きも

見られます。 

 全ての子どもが安心して学ぶことができるとともに、それぞれの個性に応じた

居場所が得られるように、関係者の連携が求められています。 

＊「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」 

 

高校中退者などへの寄り添い型支援 コラム 

自分で進む道を、自分で決

められるように、私たちが

寄り添い、応援します。 

群馬県子ども・若者支援協議会 

不登校や高校中退などを経験した若者の居場所の広がり コラム 


