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学校施設を活用した放課後児童クラブの実施について 

【趣旨・目的】 

○共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成す

るため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活

動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課

後子供教室の計画的な整備を進める。 

【国全体の目標】 

○平成 31 年度までに 

■放課後児童クラブについて、約 30 万人分を新たに整備（約 90 万人⇒約 120

万人） 

■全小学校区で一体的に又は連携して実施し、うち１万か所以上を一体型で実

施を目指す。 

※小学校外の既存の放課後児童クラブについても、ニーズに応じ、余裕教室等

を活用

国の「放課後子ども総合プラン」の全体像 

○H27.4.1 現在 107 校/112 校で放課後児童クラブを実施 

○１Fにある空き教室を専用スペースとして実施 

○高学年の受入れには、２F等にある特別教室を一時的利用 

○学校とクラブの間は、構造的に区分することなく、衝立、看板により簡易的

に区分 

○学校施設の状況に応じて柔軟な対応もある。（玄関の共用など） 

○市と学校の間で管理や事故対応等について、協定を締結

千葉市の取組 

①学校施設の活用に当たっては責任体制の明確化 

・実施主体である市等に管理運営の責任の所在を明確化 

・事故が起きた場合の対応等の取決め等について協定を締結するなどの工夫が必要 

②余裕教室の徹底活用等に向けた検討 

・既に活用されている余裕教室を含め、運営委員会等において活用の適否を十分協議 

③放課後等における学校施設の一時的な利用の促進 

・学校の特別教室などを学校教育の目的には使用していない放課後等の時間帯に活用するな

ど、一時的な利用を積極的に促進 

学校施設の徹底活用した実施促進 

■放課後児童健全育成事業の改正…対象を小６までに拡大、専用区画の面積

は、児童１人につきおおむね 1.65 ㎡以上 

■児童１人あたりの必要面積基準を満たしていない施設が存在 

…わかばクラブ（一関小）、はしわクラブ（山目小）、赤荻クラブ（赤荻小） 

大東児童クラブ（大東小） 

■面積基準を満たせない状況から、利用希望に応えきれていない。 

■少子化（余裕教室の増）が見通せるなか、施設整備にかかる投資のあり方 

一関市の現状 

○ 放課後児童クラブ児童１人あたりの必要面積基準不足の解消 

○ 既存の社会資源を活用することによる財政の効率化 

○ 同じ学校に通う児童の健やかな成長のため、立場を超えて連携 

一関市においても学校施設の徹底利用の方向に 
（余裕教室の活用、特別教室の一時利用促進） 

○建物構造的な改修は、行わない。 

・衝立等による仕切りで学校とクラブを区分 

・トイレや手洗いは、既存設備を利用（管理運営に係る最小限の設備改修は実施

（冷暖房エアコンや専用玄関の設置など）） 

○トイレ等の共用部分については、お互いの協力のもとで管理 

 ・平日は学校、土日祝日等はクラブが管理など 

○専用施設（学校外又は学校内）を有する場合は、特別教室の一時的利用も検討 

 ・教育活動に支障が生じないことが原則、学校とクラブの計画的な利用調整 

○責任体制の明確化 （管理運営に関する市と教育委員会間の協定） 

 ・放課後児童クラブ開設中における利用児童の事故は、事業者が責任を負う。 

○個別の協議 

・具体については、個別に学校と保健福祉部で協議 

○教室不足等により、放課後児童クラブに転用した余裕教室を学校教育として使

用する必要性が生じた場合 ⇒ 市が放課後児童クラブの移転先を確保 

学校施設を活用した放課後児童クラブ運営に係る基本方向 

将来的には、一関市においても、一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施に向け

て、余裕教室の活用や特別教室、図書館、体育館、校庭等の一時利用など学校施設の積極的な

活用が検討される。 

参考資料２ 

参考 国の方向 



協議第６号  

一関市いじめ防止基本方針の一部を変更することについて 

一関市いじめ防止基本方針を別紙のとおり変更することについて、次のとおり協議しま

す。 

  平成28年３月18日提出 

一関市教育委員会教育長 小 菅 正 晴  

理由

いじめが発生した際の学校の対応について、詳細を示す必要があることから、いじめの

判断やいじめ発生時の報告などの項目を追加するとともに、対応フローチャートの見直し

を行うため、所要の改正を行おうとするものである。 
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協議第６号 別紙

一関市いじめ防止基本方針 

一関市教育委員会 
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第１章 いじめの防止等のための対策の基本的な考え方 

１ 策定の趣旨 

平成25年６月にいじめから児童生徒を守り、その尊厳を保持するため、国及び地方公共団体、教育委員

会、学校、各関係機関がいじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として「いじめ防止

対策推進法」が公布された。

一関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においては、この法律に基づき、あらためて児童生徒の

いじめ問題の防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、国、岩手県などが策定した方針等を

考慮しながら、本市の実情に応じたいじめ防止のための基本方針として「一関市いじめ防止基本方針」を策

定するものである。

２ 基本理念 

 いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心し

て学校生活を送り、様々な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して行われなければならない。 

 全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等

の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることに

ついて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 

 いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であるこ

とを認識しつつ、一関市(以下「市」という。)、教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者の

連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

３ いじめの定義 

いじめについては、いじめ防止対策推進法第１章総則第２条において次のように定義されており、本市も

これを踏まえて取組みを進める。

  「いじめ」とは、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をいう。 

４ いじめ防止等に向けた方針 

 いじめの防止 

全ての児童生徒を、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌

をつくるために、関係者が一体となり継続的な取組みを行う。 

 いじめの早期発見 

児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの早期発見に努める。 
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 いじめへの対処 

いじめがあることが確認された場合、いじめを受けた児童生徒の安全を確保し、事情を確認した上で組

織的な対応を行う。 

 地域や家庭との連携 

   地域社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校、地域、家庭と連携し対処する。 

 関係機関との連携 

学校や教育委員会において、いじめを行った児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもか

かわらず、十分な効果を上げることが困難な場合などには、児童相談所等の関係機関と適切な連携をとる。 

 いじめの防止に資する啓発活動 

いじめの問題への取組みの重要性について市民全体に認識を広めるよう、市のホームページ等を活用し

て広報を行う。 

第２章 いじめの防止等のための教育委員会の取組 

１ 一関市いじめ問題対策連絡協議会の設置 

教育委員会は、いじめの防止等に関する関係機関の連携強化を図るため、教育委員会、学校、市、県南教

育事務所、一関児童相談所、一関法務局、一関・千厩警察署、その他の関係者により構成される「一関市い

じめ問題対策連絡協議会」（以下「連絡協議会」という。）を設置する。市内のいじめ問題の状況の把握と、

未然防止・早期発見・早期対応の方法等について協議を行い、関係機関との連携の充実を図りながら取組み

を進める。 

２ いじめの未然防止・早期発見・早期対応に関すること 

 人権教育、道徳教育及び体験活動等の充実により、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人

間関係を構築する能力の素地を養うことが、いじめの防止に資することを踏まえ、各学校において全ての

教育活動を通じた人権教育、道徳教育及び体験活動等の充実を図るよう指導・支援する。  

 未然防止の取組の充実に向けて、児童生徒が自主的に行うものに対する支援、児童生徒及びその保護者

並びに当該学校の教職員に対していじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発を推

進する。  

 各学校において児童生徒に対する「いじめに関する調査」の定期的な実施を促し、いじめの未然防止・

早期発見・早期対応に努める。 

 児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員に係るいじめに係る相談体制の整備を行う。 

 教職員を対象に、関係機関と連携しいじめの防止等に関する研修会等の受講機会を確保するなど、教職

員の資質能力の向上に必要な措置を講じる。 

 インターネット等を通じて行われるいじめへの対応としては、民間団体や事業主を含めた関係機関と連

携して実態把握に努め、早期発見・早期対応のために必要な措置を講じる。また、関係機関と連携して資

料等を配布するなど、啓発活動を実施する。 
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３ いじめに関して必要に応じて行う教育委員会としての措置 

 教育委員会は、学校からの報告を受けたときは、必要に応じて指導・助言を行い、当該報告に係る事案

について自ら必要な調査を行う。  

 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法（昭和

22年法律第26号）第35条第１項（同法第49条において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該児童生

徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けられるように

するために必要な措置を速やかに講じる。 

 教育委員会は、警察と連携した対応を取ることが必要である場合に、被害者の意向への配慮の下、早期

に警察に相談・通報するよう、学校に指導・助言を行う。 

 いじめが複数の学校や校種にわたる場合は、教育委員会が学校相互間の連絡協力体制の調整を行い、い

じめを解決するための支援を行う。 

４ いじめ問題調査委員会の設置 

  教育委員会は、学校において重大事態が発生した場合には、速やかに調査を行う。更に詳細な調査が必要

と判断したときは、その調査にあたるために「いじめ問題調査委員会」（以下「調査委員会」という。）を

設置することができる。 

  この調査委員会は、弁護士や医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する

者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）をも

って構成し、その公平性・中立性を確保する。 

第３章 いじめの防止等のための学校における取組 

学校は、いじめの未然防止・早期発見・早期対応のため、校長の強力なリーダーシップのもと、教職員と

一致協力した体制を確立し、教育委員会と適切な連携を図りながら、学校の実情に応じた対策を推進する。

１ いじめ防止基本方針の策定 

  学校は、自校のいじめの防止等の取組についての基本的な方向、取組の内容等を「学校いじめ防止基本

方針」（以下、「学校基本方針」という。）として定めるものとする。その際、国や県の基本方針及び市の基

本方針を参酌し、自校の実情に応じた学校基本方針を策定する。

  学校基本方針には、いじめの未然防止・早期発見・早期対応などいじめの防止等全体に係る内容を示し、

策定した学校基本方針については、学校の広報等で公開するものとする。 

２ 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置 

 学校は、いじめの防止等の対策のための組織の中核となる役割を担う組織（学校いじめ防止対策委員会）

を編成する。

 組織の構成員は、校長が実情に応じて定める。重大事態の調査のための組織について、学校がその調査

を行う場合は、この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家を加える。既存の組織
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を活用することもあり、その際には、組織の中にいじめ対策に関する組織名を位置づける。

 いじめ防止対策委員会は、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的

に対応する。また、いじめ防止等の取組について、ＰＤＣＡサイクルで検証を行う。

３ いじめの判断及び報告 

 いじめの判断 

  ① 学校におけるいじめは、学校いじめ防止対策委員会が事実確認を十分に把握したうえで、校長がい

じめであることの判断を行う。 

  ② いじめの判断は、いじめの定義に照らすとともに、文部科学省の資料等を参考にしながら総合的に

判断する。 

 いじめの発生時の報告 

  ① いじめであると判断した場合、校長はいじめの発生について、教育委員会に概要を速やかに口頭で

報告する。ただし、事実関係調査に時間を要する場合においては、いじめの可能性があるものとして

の報告を速やかに行う。 

  ② 教育委員会への報告後、学校では被害者の安全確保を図るとともに、学校いじめ防止基本方針に沿

って、児童生徒の当事者、保護者及び集団等に対して解決に向けた指導等を行う。 

  ③ 校長は、いじめの解決と指導の完了をもって、教育委員会へ報告書を提出する。 

  ④ 学校は、指導後においても観察を怠らず、被害者の安全確保と児童生徒のいじめ防止について継続

して取り組む。 

第４章 重大事態への対処 

１ 重大事態の発生と調査 

 重大事態の意味

※ いじめを受けた児童生徒の状況に着目し、次のような場合をいじめの重大事態として捉える。重大事

態に至ったという申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。 

○ いじめにより児童生徒の生命、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 

○ いじめにより児童生徒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 

 重大事態の報告

学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は市長

に報告する。

 調査を行うための組織

教育委員会は、重大事態であると判断したときは、速やかに調査を行い、必要に応じていじめ問題調査

委員会を設置する。 

－４－



２ 調査結果の提供及び報告 

 いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する適切な情報提供 

① 教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な

情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、適時・適切

な方法で説明する。 

② これらの情報の提供に当たっては、教育委員会又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮

するなど、関係者の個人情報に十分配慮する。 

 重大事態についての市長への報告 

① 調査結果については、教育委員会は市長に報告する。 

② 市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要 

があると認めるときは、改めて調査（以下「再調査」という。）を行うことができる。再調査は、専 

門的な知識又は経験を有する第三者等の参加を図り、中立性・公平性が確保されるよう努める。（第 

三者委員会） 

平成26年10月制定 

平成28年４月改定 

－５－



報
告
書
の 提出

　・被害者の安全確保　　・加害者への指導
 　・保護者への説明　　　 ・集団への指導
　　　～　被害者の完全確保が最優先　～

事後観察

◆ いじめ・重大事態発生時の対応フローチャート ◆

必要に応じて、再調査
（第三者委員会設置）

速やかな報告

指導・助言

報告書の提出

速やかな報告

教育委員会

重大事態いじめいじめではない

指導・対応

いじめ（と思われる）事案発生

教育委員会

学校いじめ防止対策委員会の即時開催

校長による判断

調査・事実確認

教育委員会事後観察

連携した対応

教育委員会

解決に向けた指導

解決と指導の完了
解決と指導の完了

　・状況等を調査
　・必要な措置
　・解決への支援

必要に応じて、いじめ
問題調査委員会設置

解決に向けた指導

保護者への情報提供
調査結果の状況報告

学校いじめ防止基本方針による

市長への報告

指導・助言

　・状況等を調査
　・重大事案と判断

　・必要な措置
　・解決への支援

報告

学校・教育委員会 市 長


