
 
資料３ 

 

教育相談体制の整備と強化について 

 

１ 趣旨 

（１） いじめや不登校、虐待、貧困など、学校や日常生活における問題に直面する

子どもを支援するために、学校や家庭、児童相談所等の関係機関とのつなぎ役

として情報提供や調整を図ったり、保護者や教員を支援したりするスクールソ

ーシャルワーカーを配置したい。 

 

（２） 平成３０年４月に君津市いじめ防止対策推進条例、いじめ防止基本方針を定

め、いじめを許さない風土づくりを市民総がかりで進めているところであるが、

いじめ防止体制、早期の対応体制のさらなる強化を図るため、ＳＮＳを活用し

た相談窓口を開設したい。 

 

２ 導入の内容 

（１）スクールソーシャルワーカーの配置 

採用基準 ： 学校教育及び社会福祉に関して専門的な知識や技術を有し、

過去に教育や福祉の分野での活動経験等の実績がある者 

勤務時間 ： 年間４２０時間（週２日、１日あたり６時間勤務） 

 

（２）ＳＮＳを活用した相談事業 

方  法 ： 通報アプリ「ＳＴＯＰ it（ストップイット）」を活用 

       生徒と教育委員会でＳＮＳの送受信 

       脱いじめ傍観者の視点での出前授業の実施 

  対  象 ： 市内中学生 約２，０００人 

 対応時間 ： ８：００～１７：００（１７：３０） 

           対応時間外は、すぐに返信することができないので、他の電

話相談を自動で促し（例 ＳＯＳ子どもダイヤル窓口等）、

翌日に返信する。 

 

３ いじめ認知件数の状況 

※別紙参照 
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１ 文科省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果

【君津市】平成２９年度問題行動調査
（ ）内は２８年度調査

（単位：件）いじめの状況
いじめの 解消して 解消に向けて その他 解消率

認知件数 いるもの 取組中 （他校等）

１,０６４ ７１．１％小学校 ７５７ ３０７ ０
(978) (260) (0) (79.0%)17校 (1,238)

１８４ ７６．１％中学校 １４０ ４４ ０
(232) (18) (0) (92.8%)11校 (250)

１,２４８ ７１．９％合 計 ８９７ ３５１ ０
(1,210) (278) (0) (81.3%)28校 (1,488)

（解消率：解消÷認知件数）

【袖ケ浦市】平成２９年度問題行動調査
（ ）内は２８年度調査

（単位：件）いじめの状況
いじめの 解消して 解消に向けて その他 解消率

認知件数 いるもの 取組中 （他校等）

５０ ６６．０％小学校 ３３ １７ ０
(16) (6) (0) (72.7%)7校 (22)

２５ ６０．０％中学校 １５ １０ ０
(7) (8) (0) (46.7%)5校 (15)

７５ ６４．０％合 計 ４８ ２７ ０
(23) (14) (0) (62.2%)12校 (37)

（解消率：解消÷認知件数）

【木更津市】平成２９年度問題行動調査
（ ）内は２８年度調査

（単位：件）いじめの状況
いじめの 解消して 解消に向けて その他 解消率

認知件数 いるもの 取組中 （他校等）

１,０７１ ７３．０％小学校 ７８２ ２８８ １
(520) (248) (0) (67.7%)19校 (768)

２９４ ７１．１％中学校 ２０９ ８５ ０
(291) (42) (0) (87.4%)13校 (333)

１,３６５ ７２．６％合 計 ９９１ ３７３ １
(811) (290) (0) (73.6%)32校 (1,101)

（解消率：解消÷認知件数）

【富津市】平成２９年度問題行動調査
（ ）内は２８年度調査

（単位：件）いじめの状況
いじめの 解消して 解消に向けて その他 解消率

認知件数 いるもの 取組中 （他校等）

４９ ９８．０％小学校 ４８ １ ０
(25) (7) (0) (78.1%)11校 (32)

２６ １００％中学校 ２６ ０ ０
(20) (0) (0) (100%)5校 (20)

７５ ９８．７％合 計 ７４ １ ０
(45) (7) (0) (86.5%)16校 (52)

（解消率：解消÷認知件数）
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【君津市】平成２９年度問題行動調査
（ ）内は２８年度調査

（単位：人）不登校による長期欠席者の状況
在籍児童生徒数 不登校児童生徒

（H29.5.1現在） 不登校 90日以 出席10 出席 の割合（％）

<A> <B> 上欠席 日以下 0日 <B/A×100>

０．５０％小学校 ３,７７７ １９ 7 1 1
(3,945) (15) (5) (1) (1) (0.38%)17校

２．９９％中学校 ２，０１０ ６０ 38 14 4
(2,051) (57) (34) (9) (3) (2.78%)11校

１．３７％合 計 ５,７８７ ７９ 45 15 5
(5,996) (72) (39) (10) (4) (1.20%)28校

２ 市独自の「いじめの実態把握調査」結果

【君津市】平成３０年度１学期末の結果
（ ）内は２９年度１学期末現在

（単位：件）いじめの状況
いじめの 解消して 解消に向けて その他 解消率

認知件数 いるもの 取組中 （他校等）

５３８ ２０．６％小学校 １１１ ４２７ ０
(23) (422) (0) (5.2%)17校 (445)

１３０ ２３．１％中学校 ３０ １００ ０
(13) (125) (0) (9.4%)11校 (138)

６６８ ２１．１％合 計 １４１ ５２７ ０
(36) (547) (0) (6.2%)28校 (583)

（解消率：解消÷認知件数）


