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は じ め に 

 

 平成２１年度文部科学省「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」では、県内公立小・中学校の不登校児童生徒数、いじめの認知件数及び高等学

校の中途退学者数は前年度に比べ減少しております。これは各市町村教育委員会や各

学校において効果的な取組を継続していただいている成果であり、改めて感謝申し上

げます。 

 しかし、県内公立小･中･高等学校における暴力行為発生件数につきましては、各市

町村教育委員会や各学校の日々の取組にもかかわらず４年連続で増加し、調査開始以

来過去最多の発生件数となり、大変憂慮すべき状況にあります。 

特に、中学校の発生件数は年々増加しており、暴力行為の約７割が中学校で発生し

ております。また、小学校の発生件数も対前年度比で大きく増加しております。この

ような状況の中、児童生徒による暴力行為を防止するためには、県民総ぐるみで取り

組む必要があります。 

 本資料は、県内の小・中学校のうち、暴力行為防止に効果を上げている「生徒指導

研究推進モデル校」「明るく安心して学べる学校づくり協力校」「地域非行防止ネット

ワーク推進事業に係るサポートチーム編成校」の取組等を中心にまとめたものです。 

 今後、各小・中学校において暴力行為防止に取り組む際の参考資料として、多くの

関係者に御活用いただけることを願っております。 

 県教育委員会といたしましては、今後とも市町村教育委員会や関係機関と連携し、

暴力行為の撲滅を図り、児童生徒が明るく安心して充実した学校生活を送ることがで

きるよう全力で取り組んでまいります。 

 
 

               平成２３年１月 

 

               埼玉県教育委員会教育長 前島 富雄 
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本書作成の目的について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇平成２１年度の公立小・中・高等学校の暴力行為発生件数は

過去最多（前年度比４．６％増加） 

・小学校は前年度比２７．３％増加、中学校は５．９％増加 

（高等学校は７．６％減少） 

・中学校での発生件数が７２．７％を占める 

※特に、小中学校での暴力行為の防止が喫緊の課題 

 

      しかし 

 

◇暴力行為が前年度より減少している学校もある 

・中学校の生徒指導研究推進モデル校は１７．８％減少 

・明るく安心して学べる学校づくり協力校は３１．８％減少 

・１年以上経過したサポートチーム編成校は１６．０％減少 

 

     そこで 

 

◇埼玉県の暴力行為の現状と対策 

◇暴力行為が減少している学校の実践事例 

 

    上記内容を本書にまとめ、各小・中学校に配布 

    

 

暴力行為を防止し、児童生徒が 

明るく安心して学べる学校をつくる 
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Ⅰ埼玉県の暴力行為の現状 
 

１ 暴力行為とは 

・「自校の児童生徒が、故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為」をいう。 

・「生徒間暴力」「対教師暴力」「対人暴力」「器物損壊」に分類される。 

 
 

２ 平成２１年度埼玉県公立小・中・高等学校の暴力行為の概要 

○暴力行為の発生件数 

  ・小学校          ２１９件（前年度：  １７２件  ２７．３％増加） 

  ・中学校        １，９４２件（前年度：１，８３３件   ５．９％増加） 

  ・高等学校         ５１２件（前年度：  ５５４件   ７．６％減少） 

  ・小・中・高等学校合計 ２，６７３件（前年度：２，５５９件   ４．５％増加） 

   

○形態別発生件数（小・中・高等学校合計） 

  ・生徒間暴力      １，５６２件（構成割合：５８．５％） 

  ・器物損壊         ７７９件（構成割合：２９．１％） 

  ・対教師暴力        ２５５件（構成割合： ９．５％） 

  ・対人暴力           ７７件（構成割合： ２．９％） 

 

○加害児童生徒数（実人数） 

  ・小学生   ２２４人（前年度：  １９４人）・・・延べ人数は  ２３２人 

  ・中学生 ２，０７０人（前年度：２，０２３人）・・・延べ人数は２,１７８人 

  ・高校生   ７１１人（前年度：  ７３８人）・・・延べ人数は  ７１１人 
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○加害児童生徒数及び学年別構成比 

校種 小学校 中学校 高等学校 
計 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 

人数 5 14 18 43 45 107 494 763 921 415 194 102 3,121

＊学年別加害児童生徒数は延べ人数となっている。 

0.16 0.45 0.58 1.38 1.44 
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％ 暴力行為の学年別構成比

 

 

３ 暴力行為校種別発生件数の推移 

 

  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

小学校 54 46 47 48 127 113 173 224 172  219 

中学校 1,546 1,221 1,179 1,372 1,434 1,393 1,592 1,615 1,833  1,942 

高等学校 580 631 520 571 560 569 500 461 554  512 

計 2,180 1,898 1,746 1,991 2,121 2,075 2,265 2,300 2,559  2,673 
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４ 暴力行為形態別発生件数の推移（小・中・高等学校） 

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

器物損壊 11 8 12 9 28 28 50 68 51 60 

対人暴力 1 1 6 6 7 6 4 4 5 6 

生徒間暴力 41 35 25 31 73 71 108 130 98 139 

対教師暴力 1 2 4 2 19 8 11 22 18 14 

合 計 54 46 47 48 127 113 173 224 172 219 
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

器物損壊 450 330 325 422 367 307 455 465 520 565 

対人暴力 88 67 72 69 116 57 68 64 48 54 

生徒間暴力 884 701 686 744 808 849 871 926 1,078 1,135 

対教師暴力 124 123 96 137 143 180 198 160 187 188 

合 計 1,546 1,221 1,179 1,372 1,434 1,393 1,592 1,615 1,833 1,942 
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

器物損壊 124 177 114 149 142 143 136 136 174 154 

対人暴力 37 50 50 32 29 43 31 23 28 17 

生徒間暴力 369 353 293 313 339 313 313 269 315 288 

対教師暴力 50 51 63 77 50 65 42 33 37 53 

合 計 580 631 520 571 560 564 522 461 554 512 
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５ 小・中学校における暴力行為の現状     

（１）平成２１年度の調査結果から（市町村教育委員会からの聞き取りを含む）          

 ○ 埼玉県公立学校における暴力行為発生件数は、４年連続で増加し、過

去最多の発生件数である。 

 ○ 小学校の暴力行為発生件数は、前年度に比べて２７．３％と大幅に

増加した。平成１５年度の約４．５倍、平成１７年度の約１．９倍に

増加している。 

 ○ 中学校での暴力行為発生件数は、全体の暴力行為発生件数の７２．

７％を占める。 

○ 中学校（さいたま市を除く）の総発生件数中、暴力行為の多い上位

５０校（１０件以上発生している中学校）で５８．４％を占める。 

 ○ 形態別発生件数では、生徒間暴力が５８．５％を占める。 

 ○ 学年別加害児童生徒では、中学３年生が約３割を占め最も多い。 

○ 同じ児童生徒（グループ）が暴力行為を繰り返している傾向も見受

けられる。 

 ○ 市町村間で暴力行為発生件数（児童生徒１,０００人あたりの発生件

数）に差がある。 

   

 

特定の地域・学校で、特定の児童生徒が繰り返し暴力行為を起こし

ている傾向がある。 
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（２）暴力行為が多く発生している学校の主な現状 

【校内指導体制の視点で】 

 ○ 掲示物が少なく、ゴミが落ちているなど、校舎内外の環境整備が行き届い

ていない。 

 ○ 生徒指導に対する教員の共通理解・共通行動が弱く、教員によって指導内

容が異なる。また、問題行動が発生した場合、対応する教員が限られ、組織

的な指導体制に課題がある。 

 ○ 服装や言葉遣いの乱れはじめなど、初期段階の指導が徹底されず、日常的

に小さな問題行動が見逃されている。 

 ○ 児童生徒が落ち着かない状況の中での授業のため、教員は、最低限ここま

で終わらせなければとの思いが強く、説明中心（講義調）になっている。 

 ○ 発達障害等に対する知識の不足から、適切な指導・支援ができていない。 

 ○ 暴力行為が増えた理由等の分析がなされず、適切な改善策を実施できてい

ない。 

 

曖昧な指導はダメ！ 指導は完結する！ 

 

【家庭・地域との連携の視点で】 

 ○ 「学校が荒れている」等の噂が先行し、地域・保護者が学校に対して不信

感を抱いている。 

 ○ 問題行動を起こした児童生徒の保護者となかなか連絡が取れず、理解と協

力が得られない。 

 

【小中連携の視点で】 

 ○ 学級がうまく機能しない状況になった情報が十分に中学校に伝えられてい

ない等、小・中学校間での連携が不足している。 

 ○ 小・中学校の教員間で、相互理解が不足しているため、生徒指導に関して

互いを批判する等、不信感を募らせている。 
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Ⅱ暴力行為の防止に向けて 
 

１ 県教育委員会の主な対策 

（１）生徒指導研究推進モデル校の指定 

   暴力行為、いじめ、不登校等生徒指導上の諸問題に積極的に取り組む小・中学 

校に教員を１名加配している。平成２２年度は、生徒指導対応教諭を８７校、生 

徒指導対応養護教諭を４校、合計９１校を指定した。 

 

（２）明るく安心して学べる学校づくり協力校の指定 

   暴力行為防止を重点課題としている中学校３６校を指定した。生徒、教職員だ 

けでなく保護者も対象に暴力行為防止のための講演会を実施している。 

 

（３）サポートチーム編成の推進 

   地域非行防止ネットワーク推進事業に係るサポートチームの編成をしている。

各教育事務所に地域非行防止ネットワーク推進員を配置し、各学校の実態に応じ

たサポートチーム編成を支援している。 

 

（４）生徒指導主任等研究協議会の実施 

   「一人一人を大切にし、信頼関係に立つ教育の推進運動」の実施計画に基づき、

６～８月の間に各教育事務所で実施。公立高等学校・特別支援学校でも実施。 

 

（５）明るく安心して学べる学校づくり研修会の実施 

   県内全ての公立中学校の生徒指導主任等を対象に、１月下旬に実施。 
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２ 暴力行為防止のポイント       

（１）校内指導体制でのポイント     

  授業規律の確立 

  ・児童生徒にとって、学校生活の大半は授業である。授業規律を確立し、魅力あ

る授業を展開することは、暴力行為防止の基盤である。 
  ・学校・学年・教科等で、学習上のルールが徹底されているか確認する必要があ

る。 

   教員の共通理解・共通行動 

  ・日頃から教員の役割分担を明確にし、対応マニュアル等の周知を図る。 
  ・教員によって指導内容に温度差がないように努め、児童生徒との絆を深め、信

頼関係を築くことが重要である。 
   ※曖昧な指導はしない。指導の見届け、指導の完結を図る。 

   初期対応の徹底 

  ・「服装が乱れはじめた」「時間にルーズになりはじめた」「清掃をしなくなりは

じめた」等、初期対応の指導が重要になる。 
※小さな問題行動を見逃さない。見逃しを積み重ねない。 

  ・年度当初、学期はじめ等の時期に集会や授業の約束をはじめ、学校生活のきま

りを徹底することが重要である。 
 

（２）家庭・地域との連携のポイント 

  連絡を密にする 

・日頃から、保護者、地域、関係諸機関と連絡を密にする。 

※問題が大きくなってから連絡すると「何故もっと早く連絡しなかったのか」 

と批判を浴び、信頼関係を築くことが難しくなる。 

   ・日頃から、地域行事等に積極的に参加する。 

情報をオープンにする 

・保護者や地域の方に校内巡回やサポートチームへの協力等を依頼する場合、

できる限り情報をオープンにしている学校の方が、協力を得られている。 
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（３）小中連携のポイント 

  情報連携から行動連携へ 

  ・小・中学校間の情報連携が不足していると、適切な生徒指導を継続することが

困難である。１年間を通して定期的に情報交換の場を設定する。 

  ・「授業の約束」や「学校生活のきまり」など、９年間を見通した生徒指導方針

を立て、「小学校で指導すること」「中学校で指導すること」「共通に指導する

こと」を明確にし、実践していくなどの行動連携を図る。 

  ・「中学校の生徒指導は小学校から」という共通認識を持つ。 

  学校文化の違いの相互理解 

  ・小学校と中学校では学校文化が違う。その違いを教員が相互に理解し合うこと

により連携は深まる。 

  ・児童生徒の交流の場を設定する。また、夏季休業中等を利用した小・中合同研

修会など、教員の交流の場を設定することも考えられる。 

  ・中学校の生徒指導委員会や生徒指導部会に、小学校の生徒指導主任等が参加を

することも１つの方策である。 

 

 

３ 暴力行為防止チェックリストの作成・活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

暴力行為はいきな

り発生・増加はしな

い。 

暴力行為発生の原

因の多くは「規範意

識の欠如」にある。 学校生活上のルール

が少しずつ乱れる。 

暴力行為を予防する視点で学校内を

定期的に点検する。 

小さな問題行動を見逃さないという視点で 

チェックリストを作成・活用する。 
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【暴力行為防止チェックリストの参考例】 
 チェック欄 チェック項目 

授

業

中 

 はじめとおわりの挨拶の声が小さくなってきた。 
 チャイム着席を守れない児童生徒が増えてきた。 
 授業開始時に授業道具を机の上に出していない児童生徒がでてきた。 
 授業中の姿勢が悪い児童生徒がでてきた。 
 授業中の服装の乱れが気になりはじめてきた。 
 発言や話し合いの仕方など、授業中の約束がルーズになりはじめてきた。 
 通学用鞄やサブバックが机脇のフックやロッカーに整理整頓されていない。 

 
 チェック欄 チェック項目 

校

内

整

備 

 通学用自転車置場が乱雑な状況になってきた。 
 上履き、下履きの区別をつけない児童生徒が気になりはじめた。 
 校内掲示がはがされたり、落書きをされたりするようになってきた。 
 トイレにトイレットペーパーが無い、水道に石けんが無いなど、あたり

前のものが無い状態が続いている。 
 廊下や階段などにゴミが落ちており、清掃が行き届いていない。 
 飴やガムなどの包みが校内に落ちている。 
 清掃用具や体育用具、飼育小屋などの整理整頓ができていない。 

 
 チェック欄 チェック項目 

生

徒

指

導 

 児童生徒の言葉遣いが乱れてきている。 
 休み時間などに奇声を発する児童生徒がいる。 
 児童生徒間のトラブル発生時に複数の教員による迅速な対応ができていない。 
 教員と児童生徒間にトラブルが発生した場合、複数の教員による迅速な

対応ができていない。 
 児童生徒を指導した場合、指導が完結されていない。 
 他学年の生徒指導の様子が把握できていない。 
 トイレや余裕教室など、教員の目の行き届かない場所にたむろすること

が多くなってきた。 
 

※上記は参考例である。学校の実態に合わせ、「登下校時間」「休み時間」「放課 
後」など、児童生徒の学校生活の節目ごとにチェックリストを作成する方法 
もある。また、教育に関する３つの達成目標の「規律ある態度」の達成率の 
低い項目を入れる方法も考えられる。 
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【暴力行為防止チェックリストの活用の流れ】  
 

チェックリストの作成 

※ 作成のポイントは、「小さな問題行動等を見逃していないか」「教員 
の共通理解・共通行動ができているか」という視点で作成する。 

 
 
 

教員によるチェックの実施 

＊学校生活の節目ごとに定期的に実施 

 
 

生徒指導担当者等で集計 

 
 

生徒指導委員会等で集計結果を検討 

        【検討の視点】 
・教員間の意識の差を把握する。 
    全ての教員に危機意識をもたせる。（共通理解） 

           ・共通理解・共通行動の達成状況を把握する。 
             今後の指導方針を明確にする。（共通行動） 

 
 
 

  職員会議等で周知・徹底、指導の実践 

 

 

  指導結果の確認・見届け 
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Ⅲ 対 策 と 具 体 例 

 

 
○ここでは、暴力行為が減少している学校として 

・「生徒指導研究推進モデル校」 

・「明るく安心して学べる学校づくり協力校」 

・「地域非行防止ネットワーク推進事業に係るサポートチーム編成校」 

の主な取組をもとに、１３の対策と４１の具体例を紹介しました。 

○読みやすくするためポイントを絞って紹介しています。 

○どの学校でも実践できる内容を選びました。 
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・フレッシュ・モーニング・ウイークとして、１週間ごとに全校

の生徒が輪番で朝のあいさつ運動を行う。 

・児童会や生徒会の役員、委員会活動の一環として、朝のあいさ

つ運動を行う。 

・児童生徒だけでなく教員も一緒になってあいさつ運動を行う。 

・保護者や地域の方があいさつ運動に参加している学校もある。 

・あいさつ運動を行う曜日を決めたり、重点期間を設けるなど、

集中的に取り組んでいる学校もある。 

・小・中学校合同であいさつ運動に取り組む方法もある。 

         
         
 

・自治会等に児童生徒の下校時刻を知らせて、下校時のパトロー

ルを依頼する。 

・学校応援団のメンバーを中心に下校時パトロールを行う。 

・町内放送（防災無線）で児童生徒の下校時刻を知らせている地

域もある。 

・非行防止のために、教員が地域の健全育成組織の方と連携して

学区内のパトロールを行う。 

・通学路に教員を配置して下校時のパトロールを行う。 

 

【対策１】 朝のあいさつ運動や下校時等のパトロールを実践する 

（１）朝のあいさつ運動を実践する 具体例     

（２）下校時等のパトロールを実践する 

（１）あいさつ運動や下校時等のパトロールを実施することで、児童生

徒の登下校時の様子を把握することができる。また、その場で服

装等の指導ができる。 

 

（２）全校の生徒があいさつ運動に参加することで、あいさつをする側

とされる側を経験し「あいさつをすると気分が良い」ことを実感

する。すると、登校後の学校生活でもあいさつをする生徒が増え、

暴力行為を起こさせない雰囲気を醸成することができる。 

 

（３）保護者や地域の方との連携により、学校の生徒指導に対する理解

と協力を高めることができる。 

ここがポイント！ 
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・生徒指導主任を中心に、校内巡回をすべての教員で組織的に取

り組む。 

・授業中だけでなく、朝の会・帰りの会・給食の配膳時など、学

校の実態に応じて計画し実施する。 

         
         
 

・保護者会やＰＴＡ総会等で協力を依頼する。 

・授業中や昼休みに、複数の保護者で校内を巡回し、子どもたち

への声かけや見守り活動を実施している。 

・保護者有志で実施している学校もあれば、保護者全員に割り振

りを行い、実施している学校もある。 

 

 

【対策２】 教員、保護者による校内巡回体制を整える 

（１）教員による校内巡回を実施する 具体例     

（２）保護者による見守り活動を実施する 

（１）校内巡回だけでなく、出席簿の保管場所を定め、いつでもすべ

ての教職員が全学年の出席状況を把握できるよう工夫している

例もある。 

 

（２）授業中の巡回については、授業開始からの５分間を重点的に巡

回するなど、ポイントを絞って実施している例もある。 

 

（３）保護者による見守り活動を実施することで、学校に対する理解

が深まり、より一層協力を得られるようになった。また、器物

損壊や過度のいたずらが激減した。さらに、活動後、校長との

ミニ懇談会を実施している例もある。 

 

（４）保護者による見守り活動を実施する場合、保護者に丸投げして

いると誤解されないように留意する。 

ここがポイント！ 
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 校内環境を整備することは、児童生徒が落ち着いた環境の中で学校生活を送ることができ

るため、器物損壊だけでなく、生徒間暴力や対教師暴力の防止にも効果があり、多くの学校

が重点的に取り組んでいる。 

 

           
 
 
          ・教員が定期的に点検を実施するとともに、授業等の校内巡回時

に破損箇所等の点検を行い、記録していく方法もある。 

         
         
          

・「清掃点検カード」を作成し、終了時に教員が確認をする。 

・美化委員会主催で「清掃コンクール」を実施する。 

・清掃を頑張った生徒を学期末に「輝き賞」として表彰する中学

校もある。 

・「ゴミゼロ運動」を全校で実施する。 
 
 
 
          ・「環境は人をつくる。その環境は人がつくる」の模範を教員が示

すために、職員室・印刷室の整理整頓を徹底する。 

 

 

 

         ・全教職員で現物の回収とゴミの落ちていた場所を確認する。生 

徒会主催の朝会時に生活委員長から呼びかけを行う。また、す 

べてのゴミを全校生徒に提示し、落ちていた場所と個数を発 

表する。 

※この実践をした学校では、飴、ガムのゴミが激減した。また、

たばこの吸い殻も同様に回収し、該当生徒への指導を徹底し

たことで、吸い殻の数も激減した。 

 

 

【対策３】 美しく安全な校内環境を整備する 

（１）校内美化及び安全点検を定期的に実施する 具体例     

（２）清掃活動（指導）を徹底する 

（３）職員室、印刷室の整理整頓を徹底する 

（４）飴、ガムの持ち込みに対する取組 
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         ・父親中心に「おやじの会」や「お父さんお助け隊」、母親中心 

に「花組」を組織し、花壇づくりや校舎のペンキ塗り等の環境 

整備を行う。 

         ・「学校応援団」を組織し、地域・保護者とともに環境整備を行

う。 

         ・保護者と協力して防犯カメラを設置したことで、器物損壊が大

幅に減少した学校もある。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

（１）母親中心に組織する「花組」の実践例 

  ・年度当初の４月に、保護者（母親）、地域の女性の方を対象に

学校が募集する。 

  ・活動日は月に３回程度。１回２～３時間。 

  ・活動内容は花の植え替え、植え付け、花壇の世話など。 

   ＊校舎内に造花を設置する活動を行っている学校もある。 

  ・年に２～３回、おやじの会、地域、教員、子どもたちと協力し

て緑化活動に参加する。 

 

（２）器物損壊の多くは、ドアやガラスの損壊である。児童生徒は花 

壇や花瓶を壊すことはあまりしない。そのため、校舎内外に花

（造花を含む）を多く配置することで発生の抑止力になると感

じている学校もある。 

 

（３）校内環境整備は、教職員、保護者、地域、児童生徒の協同作業

が望ましい。 

 

ここがポイント！ 

 

（５）地域・保護者と連携して環境整備を行う 
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・暴力行為（問題行動）発生時の対応マニュアルや指導基準を作

成し、教職員の共通理解・共通行動を推進する。特に、暴力行

為（問題行動）に対する「初動対応マニュアル」を作成してい

る学校もある。 

         
         
          
 

・全学年共通の「スタートブック」を作成し、教職員の共通理解

を図り、全校ガイダンスで生徒に「スタートブック」を配布し

て、学校生活のきまりについての指導を徹底する。 

・年度当初の職員会議において、生徒指導の方針について、共通

理解を図る。 

          

 

 

 

         ・生徒指導委員会（部会）、教育相談部会等の開催を定例化する。 

単なる情報交換だけでなく、その後の指導方針を明確にし、全 

教職員に周知する。 

 

 

 

 

         ・校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、該当ク 

ラス教科担当者で組織し、対応方針等を協議する。 

 

 

 

 

【対策４】 教職員の共通理解・共通行動を図る取組を実施する 

（１）問題行動等対応マニュアルや指導基準の作成 具体例     

（２）年度当初の指導に重点を置く 

（３）生徒指導委員会等の開催を定例化する 

（４）暴力行為対策委員会を設置する 
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  【生活委員会による○○中生活コンクール ～○○中ミシュラン～ の実践】 
 ・生活委員会で決めた月別の生活目標と関連させ、生徒自身が学校生活の改善を図る。 

 ・生活委員が、月ごとの目標に向けて、一週間、朝の会を利用して、クラスごとにミシュラン

チェックを行う。達成率によって、三つ星☆☆☆（達成率９０％以上）、二つ星☆☆（達成

率８０％以上）、一つ星☆（達成率８０％未満）を与え、結果は毎日の昼の放送で全校に流

し意欲化を図る。一週間後に全校の達成率を生徒会黒板に掲示する。 

         

（１）児童生徒は、学校生活の大半を授業で過ごす。授業規律や授業

中の教室環境が少しずつ乱れてきた時に、指導するタイミング

を見逃していると、やがて、学校全体の秩序が乱れ、暴力行為

を起こしやすい雰囲気をつくってしまう可能性がある。小さな

問題行動を見逃さないことが重要である。 

 【例】 

  ・授業中の私語や居眠り等を見逃していないか。 

  ・学校・学年・教科間で話し合われた授業のきまり（ルール）に

ついて、共通理解が図られているか。 

  ・ゴミが落ちている教室で授業が行われていないか。 

  ・通学用鞄やバッグが整頓されておらず、机間指導ができない状

態になっていないか。      等 

 

（２）暴力行為が発生した学校の多くは、校内指導体制の見直しを行

っている。再発防止のために、教職員の共通理解・共通行動に

重点をおいた取組を推進している。 

 

ここがポイント！ 
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 小・中学校の連携不足を解消し、９年間を見通した生徒指導体制を確立することで、暴力行為

等の生徒指導上の問題行動を未然に防ぐ。小・中学校の連携は、「中１ギャップ」解消や「学力向

上」等への効果が期待されるため、推進している学校が増えている。 
           
 
 

・夏季休業中等に小・中学校合同で生徒指導に係る研修会を実施する。 

・授業研究会を実施し、小・中学校の教員が互いに参観する。 

・小・中学校の教員で「出前授業」を実施する。 

・定期的に「小中連絡会」を開催する。 

・いつでも教員がお互いの学校を訪問できるように「ＦＲＥＥ・ 

ＶＩＳＩＴ（フリー・ビジット）」を実施している学校もある。 

 

         
         
 

・夏季休業中等を活用し、小学生の「部活動体験」を実施する。 

・歌声交流会を実施する。 

・小学生の「中学校訪問」「中学校体験入学」等を実施する。 

 

 

 

 

・「生徒指導マニュアル 小学校版・中学校版」を合同で作成する。 

・「授業の約束 小学校版・中学校版」を合同で作成する。 

 ＊小・中学校の教員が合同で協議し、授業規律を中心に、９年間を見通

した学校生活の確立を目指している。 

 

 

 

         ・小学校の生徒指導主任等が、定期的（週に２回程度）に児童の 

進学先の中学校を訪問し、授業の補助をしたり、生徒指導部会 

等に参加したりする。 

 

【対策５】 小中連携の推進による生徒指導体制を確立する 

（１）教員相互の交流 具体例     

（２）児童生徒の交流 

（３）小・中学校同一歩調の指導方針・体制 

（４）小学校の生徒指導担当教員による定期的な中学校訪問 
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   【兼務発令を活用した取組】 

   小学校の教員を中学校へ、中学校の教員を小学校へ兼務させ、小学校６年 

生、中学校１年生を中心に授業を受け持つ。また、兼務教員と合同で家庭訪 

問を実施したり、生徒指導委員会等に参加したりして、きめ細かい情報連携 

や行動連携を実践している。実施地域は下記のとおり。 

・Ｈ２１年度→北本市 

・Ｈ２２年度→北本市、川口市、越谷市、本庄市、毛呂山町 

 

＊上記の取組は、「中１ギャップ」解消を目指して実施しているが、小学校 

と中学校の円滑な接続を図ることで、不登校児童生徒の解消だけでなく、 

いじめ・暴力行為等の防止にも効果が期待される。 

 

（１）小中連携を積極的に推進することで、教員の相互批判・相互不

信の解消につながる。 

 

（２）小学校と中学校では学校文化が違う。その違いを教員が相互に

理解し合うことで連携は深まる。 

 

（３）基礎学力の定着、学力の向上を図ることが、暴力行為等の問題

行動の予防・減少につながると考えている教員は多い。 

   放課後や夏季休業中等の補習だけでなく、９年間を見通した授

業規律の確立など、通常の授業改善を図ることが重要である。 

 

（４）サポートチームを活用して、小中連携を推進している学校もあ

る。（対策１０参照） 

ここがポイント！ 
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 生徒指導は「まず児童生徒理解から始まる」と言われている。いじめ問題への対応と同様

に、暴力行為の未然防止、再発の防止のためには、児童生徒の実態の把握に努めることが大

切である。 

           
 
 
          ・いじめの調査と別にアンケート調査を実施している学校もある。 

         ・市販されているアンケートを活用している学校もある。 

         
         
 
          ・児童生徒理解を深めるだけでなく、担任と児童生徒との信頼関

係の構築にも役立つ。 
 
 
 
          ・単なる情報交換だけでなく、対応策や今後の方針も検討する。 

 

 

 

          ・問題行動を繰り返す特定の児童生徒に対する指導記録を作成す 

る。教員間で情報を共有し、その後の指導に役立てる。 

 

【対策６】 児童生徒の実態把握に努める 

（１）定期的にアンケート調査を実施する 具体例     

（２）生活記録ノートを活用する 

（３）生徒指導委員会等の充実を図る 

（１）小学校で「なかよしアンケート」中学校で「生活アンケート」を毎

月１回全校で実施している市町村教育委員会もある。 

 

（２）児童生徒理解を深め、積極的に子どもたちにかかわることで、子ど

もたちから教員への情報が多く入るようになる。 

 

（３）「学校は日々変わり、生徒も日々変わる。何よりも大切なことは、

日々変わる変化をしっかり把握することである」 

   ＊Ｈ２１生徒指導研究推進モデル校に指定したある学校の報告書から抜粋 

 

ここがポイント！ 

 

（４）特定の児童生徒のファイル（カルテ）を作成する 
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          ・落ち着いて１日の学校生活をスタートさせるため、毎朝または

曜日を決めて１０～１５分程度の朝読書に全校で取り組む。 

         
         
 
          ・昼または放課後に行う清掃活動は、音楽を流さず、私語をせず

無言で行う。教員も原則として無言で児童生徒とともに清掃活

動を行う。 
 
 
 
          ・集会（朝礼）時の私語や悪ふざけ等を防止するため、集会時間

内だけでなく入退場も無言で行う。そのため、体育館への入り

方や整列の位置・仕方などから検討を行う。 

 

【対策７】 １日の学校生活の中に静寂な時間を設ける 

（１）全校で朝読書に取り組む 具体例     

（２）無言清掃に取り組む 

（３）無言集会の実現に取り組む 

（１）朝読書の定着を図るためには、学級担任も教室で児童生徒とと

もに朝読書を行うなど、朝の日課表の工夫が大切である。 

 

（２）落ち着いて１日の学校生活をスタートさせ、落ち着いた状態で

１日の学校生活を終えるため、「朝読書」と「無言清掃」に取り

組んでいる中学校もある。 

 

（３）取組をはじめるには、十分に教員の共通理解を図ることが重要

であり、児童生徒にもその趣旨を十分に説明することが必要で

ある。（前年度の学校評価で十分に検討することが重要） 

 

（４）「無言集会」の実現には、卒業式の練習がチャンスであり、教員

が一致団結して取り組み、その後の修了式、新年度へと継続し

て取り組む方法もある。 

 

（５）同じ学区内で、小・中学校が連携して取り組むと、より一層効

果が期待できる。 

ここがポイント！ 
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          ・学習のきまりや生活のきまり等を「○○学校８ヶ条」「○○学校

５つの基本」などと定め、規律ある態度の育成を図る。 

・教室に掲示するなどして、教職員、児童生徒の共通理解・共通 

行動を推進する。 

 

 

 

         ・全校一斉道徳授業の公開や指導者を招いての授業研究会、月ご 

とに道徳の授業の実施状況を確認し合う等、道徳教育の指導の 

充実を図っている学校もある。 

 

 

 

         ・本県独自の道徳教材「彩の国の道徳」を活用し、「規律ある態 

度」を内面からはぐくみ、実践意欲を高めるとともに「礼節」 

や「してはならないこと」を指導する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

【対策８】 児童生徒の規範意識・思いやりの心を育成する 

具体例     （１）「規律ある態度」の育成を重点化する 

（１） 「彩の国の道徳」の活用例 

  ・朝の読書活動で活用する。 

  ・児童生徒に家庭に持ち帰らせ、親子読書等に活用する。 

  ・小学生向け教材の「してはならないことがある！」、中学生向け教材

の「ならぬことはならぬものです！」のページを拡大印刷し、教室な

ど校内掲示に活用する。 

   ＊小学校低学年「きょうもげんきに」Ｐ４、小学校中学年「みんななかよし」

Ｐ２５、小学校高学年「夢にむかって」Ｐ２０、中学校「自分をみつめて」

Ｐ２０参照。 

 

（２）家庭用「彩の国の道徳」の作成・配布 

  ・学校・家庭・地域が一体となって道徳教育を推進するため、平成２３ 

年３月に県内（さいたま市を除く）公立小・中学校の全ての保護者に 

配布する予定。授業参観や保護者会、家庭での活用が考えられる。 

ここがポイント！ 

 

（３）「彩の国の道徳」を積極的に活用する 

（２）道徳教育を充実する 
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 暴力行為が増加した要因の１つとして、「自分の気持ちを相手に上手く伝えられずにキレて

しまう」「自分の感情がコントロールできず、人や物にあたる」等の児童生徒が増えたことが

あげられる。そのため、暴力行為防止のために、教育相談的手法を活用して児童生徒のコミ

ュニケーション能力を高めることに重点を置いている学校もある。 

 

           
 
 
           

         
         
          

 
 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【対策９】 児童生徒のコミュニケーション能力を高める 

（１）構成的グループエンカウンターの実践 具体例     

（２）ソーシャルスキルトレーニングの実践 

（３）アサーショントレーニングの実践 

（１）年度初めや学期はじめなどの時期に構成的グループエンカウン

ター等を導入することで、児童生徒相互だけでなく担任と児童

生徒との人間関係づくりに効果があり、暴力行為の防止にもつ

ながる。 

＊導入する際は、意図的、計画的に実施すると効果が上がる。 

 

（２）構成的グループエンカウンター、ソーシャルスキルトレーニン

グ、アサーショントレーニングの手法は、学校カウンセリング

研修会や年次研修会等で多くの教員が学んでいる。学んだこと

を実践することで教員としての指導力向上にもつながる。 

 

（３）ソーシャルスキルトレーニング及びアサーショントレーニング

のプログラムについては、県立総合教育センターのホームペー

ジから閲覧できます。(http://www.center.spec.ed.jp/） 

＊アサーショントレーニングのプログラムは平成２３年３月に公開す

る予定です。 

ここがポイント！ 
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 暴力行為の防止には、教員と児童生徒との信頼関係を築くだけでなく、保護者や地域、関

係機関の方に理解と協力を求め、信頼関係を築いていくことも重要である。 

地域非行防止ネットワーク推進事業に係るサポートチームを編成し、学校における非行防止の

ネットワークを形成することで、暴力行為の防止を図っていく。 

 
           
 
 
           ・学校が、保護者や市町村教育委員会、警察、児童相談所、民生・

児童委員等の関係機関と連携して、暴力行為の未然防止のため

にサポートチームを編成する。 

 

         
         
 
           ・中学校区を単位として、学区内の小学校と連携して、暴力行為

の未然防止のためにサポートチームを編成する。 

・学区内の幼稚園・保育所、近隣の高等学校とも連携してサポー

トチームを編成している中学校もある。 

 

 
 
 
         ・暴力行為等の問題行動を起こしているのは、学校の一部の児童 

生徒である。その他多くの児童生徒は真面目に学校生活に取り 

組んでいる。そこで、学区内の自治会長（町会長）等と連携し

て、地域の行事やボランティアを学校が募集し、学校生活を頑

張っている児童生徒を積極的に参加させ、活躍の場を与える。 

児童生徒が地域の中で活躍することで、暴力行為を起こさせな

い雰囲気を醸成することができる。 

 

【対策１０】サポートチームの編成により非行防止ネットワークを形成する 

（１）関係機関と連携したサポートチーム 具体例     

（２）小中連携を中心としたサポートチーム 

（３）自治会長（町会長）等と連携したサポートチーム 
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（１）サポートチーム会議には、各教育事務所の地域非行防止ネッ

トワーク推進員や担当指導主事も参加している。 

（対策１１，１２の会議にも参加している） 

 

（２）サポートチーム会議では、学校が、できる限り情報をオープ

ンにすることで、参加者から一層の協力を得ることができる。 

 

（３）サポートチーム会議では、単なる情報交換だけでなく、行動

連携の視点で進めている例が多い。 

 

（４）学校生活を頑張っている多くの児童生徒に活躍の場を与える

ことで、地域の方の学校に対する見方が変わり、信頼関係を

高めることができる。 

 

（５）学校は、地域に協力を求めるだけでなく、地域の求め（期待）

に応じていくことも重要である。 

 

（６）市内すべての小・中学校がサポートチームに参加し、小中連

携を中心としたサポートチームづくりを推進している市があ

る。 

ここがポイント！ 
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 各学校が抱えている生徒指導上の課題はそれぞれ異なり、なかには特殊なケースもある。各学

校が抱えている問題行動の実態に応じたサポートチームを編成し、暴力行為の防止を図る。 

           
 
 
           ・新たにできた大型のショッピングセンターの近隣の学校でサポ

ートチームを編成し、暴力行為を含めた問題行動の未然防止に

努める。 

         
         
 
           ・問題行動を繰り返す生徒が近隣の市町村に転出し、転出先でも

非行グループを形成したため、市町村を越えてサポートチーム

を編成する。 

 

 

 

         ・特別な配慮を要する児童生徒への専門的な知識が豊富な特別支 

援学校の特別支援教育コーディネーターをメンバーに加えてサ 

ポートチームを編成する。 

         ・ＷＩＳＣを実施し、効果的な支援策について協議した。 

 

【対策１１】 問題行動の実態に応じたサポートチームを編成する 

（１）大型ショッピングセンター中心のサポートチーム 具体例     

（２）複数の市町村でサポートチームを編成 

（１）各学校が抱えている課題に対応したチーム編成のため、教員の

意識も高く、関係機関との行動連携も容易に図ることができる。 

 

（２）サポートチーム会議（年に２～３回）以外に、ケース会議を行

いやすくなった。 

 

（３）サポートチーム編成には、地域非行防止ネットワーク推進員が

コーディネーター役となる。（対策１０，１２の編成もコーディネーター役となっている） 

 

（４）小中連携だけでなく、小小連携、中中連携も推進できる。 

ここがポイント！ 

 

（３）特別支援学校と連携したサポートチーム 
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 指導に応じず暴力行為等を繰り返し起こすなど、学校だけでは対応が困難な児童生徒に対して、

関係機関等からなる個別のサポートチームを編成して対応する。 

 
           
 
 
           ・逮捕事案が発生した学校では、暴力行為の再発防止のために学

校とＰＴＡ役員、保護司でサポートチームを編成する。 

         
         
 

・児童生徒の課題に応じて、構成の異なる複数の個別サポートチ

ームを編成して対応する。 

Ａチーム → 暴力行為、喫煙等を繰り返す男子への対応 

          Ｂチーム → 問題行動を繰り返す女子への対応 

          Ｃチーム → 児童養護施設等との連携対応 

          Ｄチーム → 不登校児童生徒への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【サポートチーム編成校へのアンケート調査より】 

  サポートチーム編成校の９７％が、「サポートチームを編成して良かった」 

と回答しています。次のような具体的な効果があります。 

・「関係機関との連携がスムーズになった」 

・「地域・保護者との連携が円滑になり、信頼関係が深まった」 

・「教職員の生徒指導に対する意識が高揚した」 

【対策１２】 特定の児童生徒を対象としたサポートチームを編成する 

（１）保護司と連携したサポートチーム 具体例     

（２）児童生徒の課題に応じた個別のサポートチーム 

（１）少人数でのチーム編成のため、行動連携を図りやすい。 

 

（２）暴力行為等を繰り返していた児童生徒が、落ち着いて学校生活を送

るようになったことで、学校全体が落ち着きを取り戻した。 

ここがポイント！ 
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平成２１年度の生徒指導研究推進モデル校の中から、暴力行為防止に重点を置いている中

学校３６校を「明るく安心して学べる学校づくり協力校」に指定した。協力校では、講演会

を実施するなど、暴力行為防止のための取組を推進した結果、前年度比３１．８％の暴力行

為が減少した。 

 

           
 
 
           

         
         
          

 
 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【対策１３】 暴力行為防止のための講演会を実施する 

（１）犯罪被害者の方を講師に招いて実施 具体例     

（２）生徒、教職員、保護者を対象に実施 

（３）地区懇談会時に保護者等を対象に実施 

（１）家庭の教育力が低下したと言われている。そのため、生徒、教

職員だけでなく多くの保護者も対象に実施することで効果が高

まる。 

 

（２）年１回の実施だけでなく複数回実施している学校もある。 

 

（３）主な講師は下記のとおり 

・埼玉県警察本部生活安全部少年課職員 

・地元警察署生活安全課職員 

・青少年育成アドバイザー 

・保護司 

・スクールサポーター 

・教育事務所地域非行防止ネットワーク推進員 

・プロレスラー 

・元プロボクサー                など 

ここがポイント！ 
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明るく安心して学べる学校づくりのために 
 

―暴力行為防止の対策と具体例― 

 

平成２３年１月発行 
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