市町村いじめ・不登校対策アクションプラン（平成30年度版）
(別紙様式３）

（

１ いじめ・不登校対策の現状等
ア いじめ・不登校の現状（平成２４年度から平成２９年１0月末）
H２４年度 H２５年度 H２６年度 H２７年度 H２８年度 H２９年度（12月末）
不登校
人数 出現率 人数 出現率 人数 出現率 人数 出現率 人数 出現率 人数 出現率
小
県
190 0.31% 226 0.37% 274 0.46% 308 0.52% 282 0.48%
学
校 市町村
12 0.33% 20 0.57% 16 0.46% 18 0.53% 22 0.67%
23
0.71%
中
県
999 3.16% 1013 3.27% 957 3.13% 865 2.89% 932 3.12%
学
市町村
校
60 3.01% 50 2.63% 52 2.81% 42 2.32% 56 3.14%
48
2.82%
いじめ

３ 地域教育相談コーディネーターの活用計画（拠点校）
ア いじめ・不登校対策拠点校〔配置希望校〕（平成30年度）
拠点校名
佐伯市立

1000人
当たり

いじめ０
の校数

市町村 149 45.3
イ いじめ・不登校の分析

1000人
当たり

いじめ０
の校数

31 17.3

7

解消数 解消率 件数

7 138 92.6%

○両校とも佐伯市の小・中学校の中で不登校の出現率が最も高く、いじめ
に係る事案の対応も多い。
○両校とも不登校児童生徒対策のための適応指導教室の運営に地域教
育相談コーディネーターが関わっており、児童生徒の再登校や学校復
帰に効果が高い。
○渡町台小学校は、鶴谷中学校区の小学校であり、SCも同じで小中連携
した取組を行いやすい。
○校区内にGPがあり、学校と教育支援センターの連携した取組を実行し
やすい。

解消数 解消率

28 90.3%

＜いじめ＞
○いじめの認知について意識は高まりつつあるが、小学校は２５校中７校、中学校は１２校中
７校がいじめの認知件数０である。
○いじめの態様については「冷やかし、からかい、悪口、仲間はずれ、無視等」が７割を占め、
中学ではSNS関連の誹謗中傷が増加した。
＜不登校＞
○小・中ともに増加傾向で、平成２８年度は小・中ともに県の出現率を上回った。
○不登校の要因について家庭環境に係る要因を含む割合が高い。
○個別の指導支援計画作成や事例検討会、スクールカウンセラー（以下、SC）、スクール
ソーシャルワーカー（以下、SSW）の指導等の対応が不十分。

ウ いじめ・不登校対策の課題
＜いじめ＞
○いじめの積極的な認知を促すための啓発と早期発見に向けた各学校の取組。
○校内いじめ対策組織を中心とした組織的な対応の徹底と学校いじめ防止基本方針の児童
生徒、保護者への周知。
○いじめの未然防止のための生徒指導の３機能を生かした学級集団づくり。
＜不登校＞
○低学年児童の不登校の増加に対応する幼小連携を意識したカリキュラム作成。
○いわゆる中１ギャップを解消するための小中連携の在り方の再検討。
○家庭に不登校の要因のある児童生徒に対する関係機関と連携した支援。
○不登校未然防止のための生徒指導の３機能を生かした学級集団づくり。

２ 平成３０年度の目標及び取組

○佐伯市いじめ防止基本方針の改定内容の各学校への周知
○各学校いじめ防止基本方針の改定と職員、児童生徒、保護者への周知の徹底
○佐伯市不登校対策アクションプランの作成と各学校「不登校対策プラン」への指導・助言
○教育支援センター 教室「グリーンプラザ」を中心とした関係機関との連携

＜未然防止＞
○いじめ・不登校を生まないための生徒指導の３機能を生かした学級集団づくりの指導・助言
○地域教育相談コーディネーターを活用した人間関係づくりプログラムを取り入れた学級集団
づくりの紹介
○小・中学校連携支援シート「バトン」（以下、「バトン」）の活用推進

＜初期対応＞
○いじめ・不登校に対する早期の組織的な対応を徹底
○いじめ発生報告書や事故報告等の連絡体制の徹底
○「あったかハート１・２・３」の徹底
○佐伯市内の児童生徒の欠席状況の把握と初期対応への支援

＜解決支援＞
○学校いじめ防止基本方針を基本とした、いじめ解消に向けた取組への指導・助言
○解決の困難ないじめ事案等に対する学校問題解決支援チームによる支援、保護者対応
○教育支援センター教室「グリーンプラザ」（以下、GP）を核に関係機関と連携した復帰支援
○ＳＳＷを活用した児童生徒の貧困対策

ア 教育委員会での活用内容
地域教育相談コーディネーターの活動日数（標準）
市教委等での活動＝週２～３日（市教委・関係機関・学校訪問）
拠点校での活動＝週２～３日〔授業時間数は週あたり原則６時間以内〕
＜計画・組織＞
◇ 地域の小・中学校への定期的な訪問による指導・助言
・市教委独自の欠席集計の分析に基づいた情報収集と支援

◇ 市町村及び各学校の「不登校対策プラン」作成・検証・改善・徹底の推進
・各小・中学校の「いじめ・不登校対策プラン」の検証と学校の要望に応じた支援

◇ 市町村及び各学校のいじめ・不登校対策委員会の活性化の推進
・ＧＰやこども福祉課その他スタッフとのカンファレンスや各学校研修会での啓発

＜未然防止＞
◇ 「絆」と「居場所」を意識した共感的な人間関係づくりのサポート
イ 不登校児童生徒数及び出現率の目標値（平成３０年度末値）
（拠点校）
学校名
在籍者数 不登校数 出現率
鶴谷中学校
488
10
2.05%
渡町台小学校
638
5
0.78%
ウ 拠点校での活用内容（地域モデルの構築）
＜計画・組織＞
◇ 校内「いじめ・不登校対策プラン」の作成・検証・改善と徹底
・各学校の欠席者早期対応システムづくり

◇ SC.SSW等の専門スタッフを効果的に活用する校内の体制整備
・管理職を含めた関係スタッフによる不登校対策委員会の企画、運営

＜未然防止＞
◇ ｢絆｣、｢居場所づくり｣を意識した学級づくり、特別活動の実践指導
・ＱＵ（「楽しい学校生活を送るためのアンケート」）を活用するための学級支援シートの
作成支援と構成的グループ・エンカウンター（以下、ＳＧＥ）やソーシャルスキル・トレー
ニング（以下、ＳＳＴ）の推進

◇ 生徒指導の３機能を意識した｢分かる授業｣の展開
・校内研究主任と協力した「単元構想に基づくわかる授業」づくりの推進

ア 不登校児童生徒数及び出現率の目標値（平成３０年度末値）
在籍者数 不登校数 出現率
全小学校
3,218
15
0.47%
全中学校
1,700
50
2.94%
イ いじめ解消率の目標（平成３０年度末値）
解消率
全小学校
95.00%
全中学校
93.00%
ウ いじめ・不登校対策の取組（平成３０年度）
＜計画・組織＞

）教育委員会

選定の理由

小学校のいじめ認知件数・解消率 中学校のいじめ認知件数・解消率
件数

鶴谷中学校／渡町台小学校

佐伯市

４ 地域教育相談コーディネーターの活用計画（教育委員会）

◇ 校区内小・中学校との効果的な連携支援の推進
・小・中学校連携支援シート「バトン」の活用推進
・小中地域教育相談コーディネーターの連携による小中接続支援

＜初期対応＞
◇ いじめ・不登校の初期対応の徹底
・学校いじめ防止基本方針をもとにした組織的な対応への協力
・欠席者早期対応システム…3日、5日、7日ごとの対応の明確化

＜解決支援＞
◇ 児童生徒の実態に応じた学校復帰やいじめ解消の組織的な支援
・いじめ被害児童生徒への面談や適応指導教室の活用などを通した支援

・GPとの連携による接続や再登校に向けた支援

エ 拠点校での年間計画
月
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

事業内容

・小中での情報共有、不登校児童生徒支援計画書作成、校内の対策組織編成
・学校いじめ防止基本方針の見直し状況と組織編成の確認
・４月の適応状態の確認と初期対応に向けた働きかけ
・連続欠席状況への対応、GP等の関係機関との連携
・教職員の研修及びケース会議、いじめアンケートの実施状況の確認
・気になる生徒へのアプローチと新学期への対応協議
・長期休業明けの生徒指導によるいじめ・不登校予防
・学校行事や特別活動を通した温かい学校集団づくり
・不登校対策の見直し
・２学期末の指導、３学期に向けた登校支援、いじめアンケート実施状況の確認
・長期休業明けの生徒指導
小 中学生の交流活動、出前授業等、中１ギャップ解消の取組
出前授業等 中１ギャップ解消の取組
・小・中学生の交流活動
・進級、進学に向けた欠席がちな児童生徒への支援内容の確認
・「バトン」の作成・活用、いじめアンケート実施状況の確認

・ＱＵを利用した学級集団分析の手法やＳＧＥ、ＳＳＴの手法の紹介

◇ 研修会での講師、助言者としての活用
・各学校研修会や生徒指導主任会等でのＳＧＥやＳＳＴの活用方法の紹介

◇ 「バトン」やスタートプログラム等を活用した小・中学校の連携推進
・小・中学校連携支援シート「バトン」の有効活用の推進
・拠点校での小・中連携の取組の紹介等による児童生徒の交流の推進

＜初期対応＞
◇ 市町村初期欠席対応システム構築の推進
○市教委独自集計の月5日以上欠席者の集計と分析
○地域教育相談コーディネーターの学校訪問による現状確認と助言、継続支援

◇ 「あったかハート１・２・３」の取組推進
「あ たか
をベ
た各学校 対応
作成と運
・「あったかハート１・２・３」をベースにした各学校の対応マニュアルの作成と運用

＜解決支援＞
◇ 教育支援センターや関係機関、ＳＣ・ＳＳＷとの効果的な連携の推進
・ＧＰやこども福祉課、児相等の関係機関と連携した情報共有と対応
（月１回関係機関カンファレンス、月１回ＧＰ所員会議への参加）
・各校のＳＣ、ＳＳＷ活用の推進
（各校の困っている児童生徒や保護者、職員とＳＣ、ＳＳＷの関係づくり）

イ 教育委員会での年間計画
月
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

事業内容

・各校への「不登校対策プラン」策定依頼、学校いじめ防止基本方針見直し、周知の確認

・月５日以上欠席者集計開始、「バトン」の活用推進の呼び掛け
・４月の適応状態の確認と初期対応に向けた働きかけ
・問題行動調査や市の月５日以上欠席者にみる課題分析
・第１回佐伯市スクール・メンタルケア推進協議会参加
・新規長欠生徒の出現した学校への訪問開始
・関係機関との連携、ケース会議対応による助言開始
・各学校の長欠児童生徒への対応状況の確認、いじめアンケート実施状況確認
・いじめ・不登校児童生徒調査（１学期末）の結果分析、佐伯市生徒指導主任会参加
・関係機関と連携した研修及びいじめ・不登校に関するケース会議
・始業式に向けた不登校児童生徒への取組の確認
・継続支援中の児童生徒の始業式後の状況の確認
・各校の「不登校対策プラン」の進行状況の確認
・９月の新規長欠児童生徒の把握と状況調査
・各学校の研修会等での啓発活動
・次年度不登校対策に係るアクションプランの構想
・次年度不登校対策に係るアクションプランの策定支援
・佐伯市生徒指導主任会への参加、いじめアンケート実施状況確認
・２学期末時点でのいじめ・不登校調査の結果分析
・継続支援中の児童生徒の始業式後の状況の確認
・第２回佐伯市スクール・メンタルケア推進協議会参加
・各校への小・中学校連携支援シート「バトン」作成の依頼
３学期末の不登校調査の結果分析
・３学期末の不登校調査の結果分析
・管内不登校対策及び実態のまとめ、いじめアンケート実施状況確認

