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基本知識
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いじめ防止対策推進法と条例

いじめ防止対策推進法（平成25年9月28日施行）

第2条　この法律において「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。

第19条　3　インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた
　児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報（特定電
　気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成十三年
　法律第百三十七号）第四条第一項に規定する発信者情報をいう。）の開示を請求しようと
　するときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。

大津市子どものいじめの防止に関する条例（平成25年4月1日施行）

第3条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
　ころによる。
（1）いじめ　子どもに対し、当該子どもと一定の人間関係のある者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
　為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。ただし、児童虐待の防止
　等に関する法律（平成12年法律第82号）第2条に規定する児童虐待に該当するものは
　除く。

「法」や「条例」には、
インターネット上のいじめに対応することが明記されています。

　インターネット上でも、些細な表現の行き違いがきっかけとなり、いじめ
に発展することもあります。「いじめ防止対策推進法」や「大津市こどもの
いじめに関する条例」では、インターネットを通じて行われるいじめの防止
にも取り組むことが定められています。

RULE
BOOK



ネット上のいじめの特徴および類型
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　インターネット上のいじめ（以下、「ネット上のいじめ」といいます）とは、携帯電話、スマー
トフォン（以下、「スマホ」といいます）、パソコンなどを通じて、ＳＮＳやインターネット上の
ウェブサイトの掲示板などに、特定の子どもへの悪口、誹謗中傷を書き込んだり、メッセージを
送ったりするなどの方法により、いじめを行うものです。
　「ネット上のいじめ」には、次のような特徴があると指摘されています。

　このような「ネット上のいじめ」についても、他のいじめと同様に決して許されるものではな
く、学校においても、「ネット上のいじめ」の特徴を理解した上で、早期発見・早期対応に向けた
取組を行っていく必要があります。

●不特定多数の者から、絶え間なく誹謗中傷が行われ、被害が短期間で極めて深刻なものと
　なる。

●保護者や教職員などの身近な大人が、子どもの携帯電話等の利用の状況を把握することが
　難しい。

●第三者から見えにくい、匿名性が高いため、軽率な行動に走りやすい。

●ネット上に掲載された個人情報や画像は、拡散や加工が容易にできることから、誹謗中傷
　の対象として悪用されやすい。

●一度ネット上で拡散してしまった個人情報や画像、動画等
　を消去することは極めて困難である。

●「ネット上のいじめ」は、刑事上の名誉毀損罪や侮辱罪、
　民事上の損害賠償の対象となり得る。

●一つの行為がいじめの被害者にとどまらず、学校、家庭及び地域社会に多大な影響を与
　える可能性がある。
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　「ネット上のいじめ」にはさまざまなものがありますが、被害者がいる場で行為に及ぶ場面
（直接型）と被害者がいない場で行為に及ぶ場面（間接型）、また、直接型・間接型に共通して
見られるいじめの態様として場合分けすると、以下のようなケースが考えられます。

　「ネット上のいじめ」は、これらに分類したそれぞれの要素を複合的に含んでいる場合も多く
あります。
　また、「ネット上のいじめ」が起きるツールもさまざまで、たとえば、平成30年度に実施し
た大津市のアンケート調査では、小学生では通信型のゲーム機でのトラブル（ボイスチャット
上でのやり取りを含む）が、中学生ではスマホ等でのＳＮＳ上のトラブルが多いことがわかっ
ています。
　ネットワーク機器やＳＮＳの多様化と普及が進み、次々と新しいシステムやサービス、ツール
が出現しています。今後も新たな形態の「ネット上のいじめ」が生まれることが予想される
ため、常に新しい情報を取り入れていくことが必要です。

Ⅰ　直接型 
　①メールやＬＩＮＥなどの被害者との一対一のやり取りの中で、
　　被害者を誹謗中傷するメッセージ等を送る。
　②被害者が含まれるグループトーク内で、被害者を誹謗中傷する
　　メッセージを送ったり、被害者が嫌がる画像や動画を送信した
　　りする。

Ⅱ　間接型 
　①被害者が含まれないグループトーク内、または、Twitter、掲示板など不特定多数に発信
　　できるＳＮＳ上で、被害者の容姿や言動、性格等への誹謗中傷を書きこんだり、被害者を
　　からかう画像や動画を送信したりする。
　②Twitter、掲示板など不特定多数に発信できるＳＮＳ上で、被害者に無断で、写真や電話
　　番号等の個人情報を掲載する。

Ⅲ　直接型・間接型に共通して見られるいじめの態様 
　①誹謗中傷するメッセージ、画像等を繰り返し送信する。
　②匿名や第三者になりすまして誹謗中傷するメッセージ等を送る。
　③被害者のことである旨の明示はないものの、暗に示唆するメッ
　　セージを送る。
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児童生徒への対応

　「ネット上のいじめ」が発見された場合、次の点に留意して、児童生徒への対応・指導を行って
いく必要があります。

　「ネット上のいじめ」を含めたいじめに対しては、スクールカウンセラー等を配置するな
ど、学校における教育相談体制の充実を図り、きめ細かなケアを行い、いじめられた子ども
を守り通すことが重要です。毎日の面談の実施や、緊急連絡先の伝達を行うなど、被害児童
生徒の立場に寄り添った支援が大切です。
　また、学級担任だけで対応するのではなく、複数の教師で
情報を共有して対応するなど、学校全体で「ネット上のいじ
め」に対して取り組んで行くことが重要です。

被害児童生徒への対応

　加害児童生徒が判明した場合には、加害者自身がいじめに
遭っていて、その仕返しとして、掲示板に誹謗中傷を書き込ん
だという例などもあるため、被害者からの情報だけをもとに、
安易に加害者と決めつけず、「ネット上のいじめ」が起こった
背景や事情についても綿密に調べるなど適切な対応が必要です。
　また、「ネット上のいじめ」についても、他のいじめと異なるものではなく、決して許さ
れないものであるということについて、粘り強い指導を行うとともに、加害児童生徒に対す
るケアも行う必要がある場合があります。特に「ネット上のいじめ」に関しては、加害児童
生徒が軽い気持ちで書き込みを行ったり、加害者自身が悩みや問題を抱えていたりする場合
があるため、事後の指導から受ける精神的な影響が大きいという事例も報告されています。
そのため、個別の事例に応じて、十分な配慮のもとでの指導が求められます。

加害児童生徒への対応

　「ネット上のいじめ」等が生じた場合には、全校児童生徒への
指導を行うとともに、日頃から情報モラル教育を学校全体として
行い、子どもたちが「ネット上のいじめ」の加害者にも被害者に
もならないように指導を充実させることが重要です。

全校児童生徒への対応

文部科学省「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（平成20年11月）引用
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保護者への対応

　「ネット上のいじめ」を発見した場合には、被害児童生徒の保護者に迅速に連絡するとと
もに、家庭訪問などを行って、保護者と話し合いの機会を持ち、学校の対応について説明
し、その後の対応について相談しながら進めることが重要です。加害児童生徒が明らかな場
合は、その保護者に対しても、「ネット上のいじめ」は許されない行為であることを説明

し、「ネット上のいじめ」を再発させないために、家庭
での携帯電話やインターネットの利用のあり方について
説明を行うことが必要です。
　また、必要に応じて、保護者会を開催するなどして、
学校で起きた「ネット上のいじめ」の概要や学校の対
応、家庭での留意点などを説明し、保護者の理解を得る
ことも重要です。

「ネット上のいじめ」が発見された場合の保護者への対応

　携帯電話等の利用に関する危険性と子どもたちの利用実態について保護者が理解し、子ど
もたちと話し合い、利用に関しての家庭におけるルールづくりを行っていく必要がありま
す。また、フィルタリングの設定が「ネット上のいじめ」を予防する点で有効であることを
理解し、設定を行うことも重要です。
　学校においても、入学式の保護者説明会や保護者会などの際に、「ネット上のいじめ」の
実態や家庭での取組の重要性について呼びかけていく必
要があります。学校での携帯電話等の取り扱いに関する
方針について、あらかじめ保護者に説明し、理解を得る
ことで、その後の指導をスムーズに行うことが可能と
なります。

保護者への啓発
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保護者への説明のポイント

●子どもと保護者が一緒に守れるルールを考え、一緒に実践する。
　※ネットやスマホを利用する時間・場所、トラブルにあった場合の対処方法などについ
　　て、各家庭で子どもと保護者が相談してルールづくりをしておくことが効果的です。
　　大津市ではこのようなルールづくりに関するパンフレットを作成・公開していますの
　　で、保護者への説明の際などにご活用ください。
　　詳しくは、

　　 大津市いじめ対策ポータルサイト　で検索

　　大津市のいじめ対策の取組　　啓発冊子・パンフレット
　　　 インターネット等の利用に関するリーフレットをご覧
　　ください。
　　http://www.city.otsu.lg.jp/ijime_taisaku/torikumi/pamphlet
●年齢などに応じて使用方法やルールを見直す。
●フィルタリングを設定する。
●スマホ等にどんな危険性があるのか正しく理解し、家庭でルールの必要性について話し
　合う。
●トラブルが起こったらまず保護者に相談するように決めておき、保護者は、子どもから
　「ネット上のいじめ」の相談があった場合には、すぐ学校に相談する。また、スクリーン
　ショットなどを使用し可能な範囲で証拠保全をおこなう。
●新しい情報を取り入れるため積極的に講演会やネット等で学ぶ。
●ネットの世界は第三者から見えにくいため、日常の会話の変化など子どもにいつもと
　違う様子がないかなど様子を見守る。

　保護者の中には、「ネット上のいじめ」がどのようなものか十分理解されていない保護者
もいます。「ネット上のいじめ」について、保護者へ説明する際には、次の点を踏まえつ
つ、個別のケースに応じた対応をおこなう必要があります。

●子どもたちの携帯電話等の利用の実態
●「ネット上のいじめ」の実態
●「ネット上のいじめ」の早期発見・早期対応に向けた取組
●「ネット上のいじめ」を予防するために家庭でできる取組

【参考】未然防止・早期対応のために保護者ができること
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①いじめ対策委員会の開催（情報共有・指導方針の決定）
②複数の教職員で加害（判明している場合）・被害児童生徒の聞き取りをおこなう。
③他人のアドレスを使う「なりすまし」もあるので、加害児童生徒の特定には十分注意
　する。
④特に加害児童生徒の聞き取りは、いつ、どこで、誰が、どのように、何をしたか、どう
　してしまったかについて丁寧に聞き取る。
⑤保護者には、学校の対応を説明し、相談しながらその後の対応をすすめる。
　→Ｐ11「保護者への対応」参照。
⑥大津市教育委員会への報告【いじめ事案報告書】

「ネット上のいじめ」対応フロー

（1）いじめの疑いのある不適切な書き込み等を発見

（2） 初　期　対　応

①ＳＮＳ等の書き込みの日付や内容を確認する。
　※場合によっては、児童生徒と保護者にスマホ等を持参してもらい、データの確認を
　　おこなう。
②該当の書き込みをスクリーンショットで保存し、印刷する。　
③サイト上にプロフィールがある場合は、プロフィールを確認し、書き込んだ児童生徒
　を特定する。

（3） 証　拠　保　全

児童生徒 保護者 教職員 地域の方



①友人や知人だけでなく、一般の利用者も見ることができる。
②一旦公開されると、情報を完全に削除することは不可能に近い。
③個人情報を公開することで、なりすましに利用されたり、各種犯罪に巻き込まれた
　りする危険性がある。　など
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【留意事項】

【書き込みの影響を考えさせる】

①個人を特定できる情報
 （氏名、住所、電話番号、アドレス、ＩＤ、パスワード、学校名、顔写真など）
②他人の誹謗中傷
③事実とは異なる情報　など

【書き込んではいけない事柄について考えさせる】

●学校のパソコンではフィルタリングによるアクセス制限等により確認できない。
　→可能なら、スマホ等で確認する。

●パソコンで印刷しようとすると画面で見たとおりにならない。
　→パソコンで「PRT SCREEN」キーを押し、その後、ペイントソフト等を起動し、
　　貼り付け印刷する。

●写真が2枚以上公開されているという訴えを受けたが、1枚しか見ることができない。
　→パソコンのブラウザ等の問題で2枚以上表示されない可能性がある。可能なら、スマホ
　　等で確認する。

（4） 書き込みに対する指導



内容・状況に応じて①～④の方法で削除
するよう指導する。
①書き込んだアカウントを削除
②書き込みを削除
③書き込んだアカウントを非公開
④プロフィールから学校名等を削除

【削除を指導】

①必要に応じて、学年集会や全校集会
　などですべての児童生徒に指導する。
②必要に応じて、教育委員会に相談し、
　書き込みの内容が拡散していないか
　確認する。
③事案に応じ、「ネット上のいじめ」が、
　児童生徒の年齢によっては、刑事上の
　犯罪や民事上の損害賠償責任の対象と
　なる可能性があることを指導する。
　→P16「犯罪行為等について」参照。

【児童生徒への指導】　

（5） 削除などの対応
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※書き込んだ者が特定できる場合

サイト管理者等に削除を依頼する。

※特定できない場合

（6） 削除依頼の流れ　※保護者の協力が必須

削除を確認（児童生徒、保護者への説明）

・削除依頼メールの再確認
・弁護士に相談（スクールロイヤーなど）
・関係機関に相談（警察、法務局人権擁護課など）

管理人・プロバイダに要請しても削除されない場合

サイトの管理者に削除依頼 サイトのプロバイダに削除依頼

解決後も、学校や家庭での様子について保護者と連絡をとりながら、一定の期間、丁寧に児
童生徒の様子を見守る。
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犯罪行為等について

　文部科学省から平成25年5月16日に、どのような行為が犯罪行為
にあたるのか具体例がまとめられた通知が出されています。個々の
事例について警察へ相談・通報すべきかどうかは、以下の基本的な
考えや事例に基づいて判断し、その後の対応について警察と連携し
てください。

（1）学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っている
　　にも関わらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、そ
　　の生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、被害児童生徒を徹底
　　して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、
　　警察と連携した対応をとることが重要。
（2）いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合に
　　は、直ちに警察に通報することが必要。

事　例 刑罰法規

第222条　
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し危害を
加える旨予告して人を脅迫した者は、2年以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2　親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者
も、前項と同様とする。

脅迫
（刑法第222条）

学校に来たら危害を加えると脅す
メッセージを送る。

第230条　
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者
は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役
若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した
者は、拘留又は科料に処する。

名誉毀損、侮辱
（刑法第230条、
231条）

特定の人物を中傷するため、ネッ
ト上のサイトに実名を挙げて「万
引きをしていた」「気持ち悪い」
「うざい」などと悪口を書く。

第7条
4　児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提
供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲
役若しくは500万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。
5　前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを
製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又
は本邦から輸出した者も同項と同様とする。

児童ポルノ提供等
（児童買春、児童
ポルノに係る行為
等の処罰及び児童
の保護等に関する
法律第7条）

携帯電話で児童生徒の性器の写真
を撮り、ネット上のサイトに掲載
する。

警察への通報・相談に係る基本的な考え方

25文科初第246号　早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について（通知）参照


