
いじめ裁判

吉 岡 直 子

Legal Cases on Bullying in Schools

Naoko Yoshioka

【解題 いじめ裁判の概要】

初めていじめの存在を認定した浦和地裁昭和６０年４月２２日判決（三室小学

校事件）から３０年近くが経過した。それ以前には、「いじめ」事案は生徒間の

事故・事件として扱われることが一般であった。いじめの社会問題化、いじめ

を原因とする子どもの自殺の続発を背景に、短期間に多くの判例が蓄積され、

いじめ裁判は教育裁判の一領域を形成するものとなった。

いじめ裁判の大多数は、被害児童・生徒及び又はその親権者が、学校設置者・

教員の任命権者及び加害児童生徒及び又はその親権者を被告として、いじめ被

害による損害賠償を求める民事裁判である。この他には、いじめ加害を理由と

してなされた児童生徒に対する懲戒処分の取消や地位確認を求めるものがあ

る。また、いじめ裁判は情報裁判という性格を有することがある（いじめ自殺

後の作文の開示請求など）。いじめ裁判の事案の多くが自殺や負傷、後遺障害

等、重大なものである。このことは、いじめ裁判は氷山の一角に過ぎず、その

背後には膨大ないじめが存在していることを窺わせる。

初期の判決では、いじめを限定的に捉えたり（東京地裁平成２年４月１７日

判決 杉並第三小学校事件）、いじめは人間社会につきものでありこれを克服

することによって成長するという一種の「いじめ必要悪論に立つもの（東京地

裁平成３年３月２７日判決 中野富士見中学校事件）も見られたが、このよう

ないじめ認識はやがて克服されていく。

同じく初期の判決には、いじめの防止・対策は教師個人ではなく学校全体の
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責任であるとし、いじめと自殺との因果関係を認めた福島地裁いわき支部平成

２年１２月２６日判決（いわき市立小川事件）、いじめの人権侵害性を確認した

東京高裁平成６年５月２０判決（中野区立富士見中学校事件控訴審）などがあ

る。

その後、いじめの態様はより陰湿・深刻なものとなり、不特定多数によるも

の、心理的いじめ、性暴力、集団暴行による死亡事例などが見られる（「新た

ないじめ」「現代型いじめ」）。深刻化する新たないじめに対応するように、文

科省はいじめの定義を見直した（平成１８・２００６年１０月１９日）。そして、裁判

所のいじめ認識もまた深まりを見せている。

いじめ裁判の到達点の一つは、いじめに対する責任は教師個人ではなく学校

全体にあるとする点である。そして、学校・教師の安全配慮義務・安全保持義

務の内容が、被害者救済と新たな被害の回避、調査・報告、事後的調査・報告、

いじめ根絶のための体制づくりなど、より詳細かつ具体的に示されてきた。総

体として学校・教師に求められる教育専門的知見のレベルはより高くなってい

る。その一方で、保護者に対する調査報告義務のように、「必要に応じて」「可

能な程度」という留保がつけられ、最終的に学校の裁量に委ねられることも少

なくない。

前掲福島地裁いわき支部判決は、自殺の予見可能性は悪質重大ないじめがあ

ることの認識が可能であれば足りるとする判断を示し注目を浴びたものの、こ

れを踏襲するものはながく現れなかった。東京高裁平１４年１月３１日判決は、

少なからざるトラブル、いじめを把握していた担任教諭としては、場合によっ

ては自殺のような重大な結果を招くおそれがあることについて予見すべきであ

り、予見可能であったという判断を示した。児童生徒の自殺は、いじめ裁判の

ほか体罰裁判においても重大な争点となっており、それぞれの判例法理が影響

を与え合っているといってもよい。

本資料は、このようないじめ裁判の全体像を把握するために作成したもので

ある。可能な限り判例を網羅することを心がけたが、残念ながら遺漏もあるも

のと思われ、これについてはご海容いただきたい。
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いじめ裁判一覧
年 月日 裁判所 通称 事件名 事件番号 原告 被告 判断 判例集 事案 備考

１９８５年

（昭和６０）１２月２５日 長野地裁 長野市立吉田小学校事件 損害賠償請求事件 昭和５７（ワ）２１０ 児童、両親 長野市、加害児童両親ら 一部認容 判タ５５４－２６２ 振り回し、負傷 担任教諭に過失

２４月２２日 浦和地裁 浦和市立三室小学校事件 損害賠償請求事件 昭和５７（ワ）４０ 児童、両親 浦和市、加害児童両親ら 一部認容（控訴） 判時１１５９－６８「ズッコケ」、負傷 担任に指導義務 学校設置者、加害児童の親の責任肯定

３５月３日 東京地裁 板橋区立板橋第一中学校事件 損害賠償請求事件 昭和５５（ワ）５８６０ 生徒、両親 加害生徒の父親、東京都 一部認容 判タ５７７－６０ 暴行、負傷 親権者の責任、学校の責任否定

４９月２日 神戸地裁 芦屋市立潮見中学校事件 損害賠償請求事件 昭和５７（ワ）１７２７ 生徒、両親 加害生徒の両親、芦屋市 一部認容 判時１１８２－１２３暴行 偶発的事件 学校の責任否定

１９８６年

（昭和６１）５１１月２５日 東京高裁 長野市立吉田小学校事件控訴審 損害賠償請求控訴事件 昭和６０（ネ）９８０ ＊長野市 ＊児童 原判決取消、一部棄却（上告）判地自４７－３８ 振り回し、負傷 担任教諭の責任否定

１９８７年

（昭和６２）６７月２８日 仙台地裁 仙台市立中学校事件 損害賠償請求事件 昭和６０（ワ）３３６ 生徒 加害生徒と母親ら 一部認容 判時１２４８－１０３つっぱりグループ暴行

１９８９年

（平成元）７８月２９日 福岡地裁 福岡市立脇山小学校事件 損害賠償請求事件 昭和６１（ワ）１８９ 両親 福岡市 棄却 判タ７１５－２１９ 悪ふざけ、死亡 いじめ否定

１９９０年

（平成２）８４月１７日 東京地裁 杉並区立第三小学校事件 損害賠償請求事件 昭和６１（ワ）１３２８４児童、両親 杉並区、東京都 棄却 判タ７５３－１０５ 小児神経症 担任教諭の過失否定

９１１月１３日 大分地裁 大分大学教育学部附属中学校事件 損害賠償請求事件 昭和６１（ワ）６７ 両親 国、加害生徒、両親 一部認容（控訴） 判タ７５７－２２３ けんか、死亡 加害生徒の親、学校設置者の責任否定

１０１２月２６日 福島地裁いわき支部 いわき市立小川中学校事件 損害賠償請求事件 昭和６１（ワ）８４４８ 両親、兄弟、祖母 いわき市 一部認容、一部棄却 判時１３７２－２７ 自殺 自殺との因果関係肯定、過失相殺７割

１９９１年

（平成３）１１２月２６日 東京地裁 都立本所高校事件 損害賠償請求事件 平成元（ワ）５５９０ 両親 東京都 棄却 判時１３９０－７７ 退学生徒、集団暴行、死亡 学校の責任否定

１２３月２７日 東京地裁 中野区立富士見中学校事件 損害賠償請求事件 昭和６１（ワ）７８２６ 両親 東京都、中野区、加害生徒らの両親 一部認容、一部棄却（控訴）判時１３７８－２６ 自殺 学校の自殺の予見可能性否定

１３９月２６日 東京地裁八王子支部 羽村町立羽村第一中学校事件 損害賠償請求事件 昭和６１（ワ）１７５２ 生徒、両親 羽村町 棄却 判時１４００－３９ 登校拒否 学校の責任否定

１９９３年

（平成５）１４６月２５日 神戸地裁 啓明女学院中学校事件 地位確認等請求事件 昭和６３（ワ）１９７８ 生徒 学校法人 棄却 判タ８４８－２１０ いじめ等を理由とする退学処分 処分は適法かつ有効

１５１１月２４日 仙台地裁 宮城県立河南高校事件 退学処分取消請求事件 平成４（行ウ）１３ 生徒ら４名 河南高等学校長 一部認容、一部棄却 判時１５１０－７６ いじめを理由とする退学処分

１９９４年

（平成６）１６５月２０日 東京高裁 中野区立富士見中学校控訴審 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 平成３（ネ）１２５５ ＊両親 ＊東京都、中野区、加害生徒 一部変更、附帯控訴棄却 判時１４９５－４２ 自殺 自殺の予見可能性否定 慰謝料認容

１７７月２２日 名古屋地裁岡崎支部 安城市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成４（ワ）４０１ 生徒 加害生徒ら 一部認容、一部棄却（控訴）判時１５５６－１１８暴行、後遺障害 加害生徒と両親の責任肯定

１８１１月２９日 岡山地裁 鴨方町立鴨方中学校事件 損害賠償請求事件 平成３（ワ）２５９ 両親 鴨方町 棄却 判時１５２９－１２５自殺 自殺の予見可能性否定

１９９５年

（平成７）１９３月２４日 大阪地裁 大阪市立十三中学校事件 損害賠償請求事件 平成３（ワ）５４３３ 生徒 加害生徒、大阪市 一部認容、一部棄却 判時１５４６－６０ 暴行、負傷 学校に結果発生回避義務

２０９月２２日 秋田地裁 天王町立天王中学校事件 損害賠償請求事件 平成４（ワ）３９８ 生徒、両親 加害生徒ら、両親、天王町 一部認容、一部棄却 判時１５７９－１２４ 金銭要求、トイレ内暴行、心因反応 加害生徒の親、学校の責任否定

２１１２月２２日 浦和地裁 埼玉栄高校相撲部事件 損害賠償請求事件 平成４（ワ）８０８ 生徒 学校法人、相撲部監督 一部認容、一部棄却 判時１５８５－６９ 相撲部合宿所 相撲部監督の注意義務違反

１９９６年

（平成８）２２９月２５日 札幌地裁 私立幼稚園いじめ退園処分事件 慰謝料請求事件 平成７（ワ）１０９０ 園児、両親 学校法人 一部認容、一部棄却（控訴）判時１６０６－１１３いじめを理由とする退園処分

２３１０月２５日 金沢地裁 七塚町立小学校事件 損害賠償請求事件 平成４（ワ）２８１ 生徒 七塚町 一部認容、一部棄却（控訴）判時１６２９－１１３集団暴行 事故発生の予見可能性肯定
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年 月日 裁判所 通称 事件名 事件番号 原告 被告 判断 判例集 事案 備考

２４１１月２２日 秋田地裁 秋田県公立合川高校事件 損害賠償請求事件 平成６（ワ）５１２ 両親 高校学校組合 棄却（控訴） 判時１６２８－９５ 自殺 自殺との因果関係否定

１９９７年

（平成９）２５３月３１日 東京地裁八王子支部 福生市立中学校剣道部事件 損害賠償請求事件 平成３（ワ）２０３９、４（ワ）６８３ 生徒 福生市 一部認容、一部棄却 判地自１８０－７② 部活動中、つっぱりグループ暴行、負傷

２６４月２３日 大阪地裁 豊中市立第十五中学校事件 損害賠償請求事件 平成４（ワ）７５７７ 両親 加害生徒らの両親、豊中市 一部認容、一部棄却（控訴）判時１６３０－８４ 集団暴行、死亡 加害生徒の親権者らに監督義務

２７４月２４日 福島地裁郡山支部 白河町立白河中央中学校事件 損害賠償請求事件 平成４（ワ）２８３ 両親 白河市 一部認容、一部棄却（控訴）判時１６４２－１２０ 体育授業中暴行、失神遊び、死亡

２８５月９日 東京地裁 町田市立つくし野中学校事件 情報非公開処分取消請求事件① 平成５（行ウ）２６ 父親 町田市教育委員会教育長 一部却下、一部棄却（控訴）判時１６９２－４７、判タ９６７－１３０ 自殺、作文開示請求

２９８月２８日 東京地裁 いじめバスターズ名誉毀損訴訟 損害賠償請求事件 平成７（ワ）１７１６６中学生 同じ小学校の児童の父親 一部認容（控訴） 判タ９８３－２５４ 中学生らに対する報復としてビラや文書を配布 差止め、慰謝料請認容

１９９９年

（平成１１）３０２月１日 奈良地裁葛城支部 香芝市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成６（ワ）３１８ 生徒、母親、兄 香芝市、加害生徒ら、両親 一部却下、一部棄却（確定）判時１７３０－７７ 暴行、後遺障害 いじめの事実否定

３１８月２３日 東京高裁 町田市立つくし野中学校事件控訴審 情報非公開処分取消請求控訴事件 平成９（行コ）７３ 父親 町田市教育委員会教育長 控訴棄却（確定） 判時１６９２－４７ 作文の開示 不開示情報に該当

３２１０月２５日 大分地裁 大分県公立中学校事件 損害賠償請求事件 平成８（ワ）６０６ 生徒 加害生徒、両親 一部認容、一部棄却（控訴後棄却）判タ１０８３－１６１判タ１０８３－１６１ 加害生徒と両親の責任肯定

２０００年

（平成１２）３３１月２５日 旭川地裁 道立鷹栖高校事件 損害賠償請求事件 平成８（ワ）７０８ 両親 北海道 棄却（控訴） 判地自２１３－７２自殺 いじめの存在否定 担任教諭の自殺防止義務否定

３４９月４日 和歌山地裁 和歌山県立海南高校事件 損害賠償請求事件 平成１１（ワ）４８８ 生徒 加害生徒 一部認容、一部棄却 判時１７７３－９１ 集団暴行、PTSD、休学 休学との因果関係肯定
３５９月１３日 大阪地裁 私立高校野球部事件 損害賠償請求事件 平成１０（ワ）９８７０ 生徒、父親 加害生徒、野球部監督 本訴一部認容・一部棄却、反訴棄却 判時１７６５ー８６ 暴力、精神疾患 加害生徒の不法行為責任肯定 学校・監督の安全配慮義務否定

３６１１月３０日 大阪高裁 大阪市立小学校事件 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 平成１１（ネ）５１１ ＊児童 ＊大阪市、加害児童親権者 変更 判タ１１１８－２２５ いじめの違法性が微弱 親権者の責任否定

３７１２月２２日 東京高裁 都立大島南高校事件 損害賠償請求事件 平成７（ワ）１７０５０＊両親ら ＊東京都、加害生徒 一部却下、一部棄却（控訴）判地自２１６－４０高校寄宿舎、しごき、４名死亡

２００１年 ３８１月１５日 横浜地裁 津久井町立中学校事件 損害賠償請求事件 平成９（ワ）２１９２ 両親 加害生徒ら、津久井町、神奈川県 一部認容、一部棄却（控訴、後変更 確定）判時１７７２－６３ 自殺 共同不法行為認定 担任の予見可能性肯定

（平成１３）３９１月２４日 千葉地裁 神崎町立神崎中学校事件 損害賠償請求本訴、損害賠償請求反訴事件 平成８（ワ）５２他 生徒（反訴被告）加害生徒らの親権者（一部反訴原告）、神崎町 一部認容、一部棄却（控訴） 学校はいじめを未然に防止する措置を怠った

４０１月３０日 旭川地裁 旭川市立中学校事件 損害賠償請求本訴、損害賠償請求反訴事件 平成１０（ワ）１０５ 生徒、両親 旭川市、北海道 一部認容、一部棄却（確定）判時１７４９－１２１性的暴力 教諭の安全配慮義務違反肯定

４１３月１３日 横浜地裁 横浜高校柔道部事件 損害賠償請求本訴、損害賠償請求反訴事件 平成１１（ワ）２０５４ 生徒 加害生徒、学校法人 一部認容、一部棄却（控訴）判時１７５４－１１７プロレス技、負傷 加害生徒と学校の責任肯定

４２４月１８日 静岡地裁沼津支部 静岡私立高校事件 損害賠償請求本訴、損害賠償請求反訴事件 平成１０（ワ）８４ 両親 加害生徒ら、両親 一部認容、一部棄却（控訴）判時１７７０－１１８暴行、恐喝、自殺 自殺の予見可能性肯定

４３９月５日 富山地裁 富山市立奥田中学校事件 損害賠償請求事件 平成８（ワ）２７８ 両親 富山市 棄却（控訴） 判時１７７６－８２ 自殺 調査報告義務の存在肯定、安全保持義務違反、報告義務違反

４４９月２６日 東京高裁 都立大島南高校事件控控訴審 損害賠償請求控訴事件 平成１３（ネ）４７８ ＊東京都 ＊両親 一部認容（上告） 判地自２３８－８４高校寄宿舎、しごき、４名死亡

４５１２月１８日 福岡地裁 城島町立城島中学校事件 損害賠償請求事件、慰謝料請求事件 平成８（ワ）３６７２ 両親 城島町 一部認容、一部棄却（控訴）判時１８００－８８ 自殺 予見可能性否定

２００２年

（平成１４）４６１月２８日 鹿児島地裁 知覧町立中学校事件 損害賠償請求事件 平成１０（ワ）５５ 両親 加害生徒、知覧町 一部認容、一部棄却 判時１８００－１０８暴行、自殺 自殺との因果関係高知恵

４７１月３１日 東京高裁 津久井町立中学校事件控訴審 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 平成１３（ネ）６３９ ＊両親 ＊津久井町、神奈川県、加害生徒の両親 一部変更、一部控訴棄却。附帯控訴棄却 判時１７７３－３ 自殺 加害生徒らの共同不法行為肯定 担任の予見可能性肯定

４８３月１９日 山形地裁 新庄市立明倫中学校事件 損害賠償請求事件 平成８（ワ）１３ 両親、兄弟 加害生徒 棄却（控訴） 判時１８０６－９４ 死亡 非行事実を否定

４９８月３０日 福岡高裁 城島町立城島中学校事件控訴審 損害賠償請求控訴事件 平成１４（ネ）１６５ 両親 城島町 控訴棄却 裁判所 暴行、自殺 安全配慮義務違反肯定 自殺の予見可能性否定

２００３年

（平成１５）５０２月１０日 神戸地裁 神戸市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成１２（ワ）１６２８ 生徒 加害生徒ら、両親、神戸市 一部認容、一部棄却 裁判所ウェブサイト 暴行

５１６月２７日 さいたま地裁 三郷市立中学校事件 慰謝料請求事件 平成１４（ワ）２８４ 生徒 加害生徒らの両親 一部認容、一部棄却 判時１８４９－７１ 集団暴行、負傷

５２１０月３０日 横浜地裁 大和市立大和小学校事件 損害賠償請求事件 平成１４（ワ）３９３５ 生徒、母親 大和市 棄却 LEX／DB 突き飛ばし、負傷

５３１２月１８日 新潟地裁 上越市立朝日中学校事件 損害賠償請求事件 平成１３（ワ）２５３ 両親 村 一部認容、一部棄却 判地自２５４－５７暴行、恐喝、無視、自殺 予見可能性否定 いじめ回避義務肯・調査報告義務肯定 調査報告義務違反否定

２００４年

（平成１６）５４２月２５日 神戸地裁 神戸小学生死亡事件 損害賠償請求事件 平成１４（ワ）６４７ 両親 加害児童の両親 一部認容、一部棄却（控訴）判時１８５３－１３３命じられて池の中、死亡
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５５４月２８日 千葉地裁 印西市立小学校事件 損害賠償請求事件 平成１４（ワ）６４３ 児童、両親 教諭、校長、印西市、千葉県 一部認容・一部棄却 判時１８６０－９２ 集団暴行、教師の唆し

５６５月２８日 仙台高裁 新庄市立明倫中学校事件控訴審 損害賠償請求控訴事件 平成１４（ネ）１９２ ＊両親、兄弟 ＊加害生徒ら 一部取消、一部認容、一部棄却（上告）判時１８６４－３ 暴行、死亡 加害生徒らの責任肯定

５７９月７日 福井地裁 いじめ報復事件 爆発物取締罰則違反被告事件 平成１５（わ）２５２ 男 有罪 裁判所ウェブサイト いじめの報復、爆発物

２００５年

（平成１７）５８２月２２日 京都地裁 城陽市立小中学校事件 損害賠償等請求事件 平成１３（ワ）２５７２ 児童生徒、両親 市、加害児童生徒、両親ら 一部認容・一部棄却 判時１９１５ー１２２暴行、転居 転居費用の賠償認める

５９３月２９日 大阪地裁 私立高校退学処分事件 地位確認等請求事件 平成１６（ワ）８６４８ 加害生徒 学校法人 棄却 判時１９２３－６９ 退学処分

６０４月１５日 さいたま地裁 大宮市立小学校事件 損害賠償請求事件 平成１２（ワ）２３８４ 児童 担任、大宮市（さいたま市）一部認容・一部棄却 判時１９２２－１２１教師によるいじめ

６１５月１８日 さいたま地裁 川口市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成１３（ワ）３９７ 両親 川口市 棄却 LEX／DB 悪ふざけ、自殺

６２９月２７日 東京地裁 保育園いじめ事件 損害賠償請求事件 平成１５（ワ）７０８６ 園児、母親 加害園児、両親 棄却（控訴） 判タ１２４０－２９８いじめ、性的嫌がらせ

２００６年

（平成１８）６３２月１６日 東京高裁 保育園いじめ事件控訴審 損害賠償請求控訴事件 平成１７（ネ）５１５５ ＊園児、母親 ＊加害園児、母親 一部変更、一部認容、一部棄却 判タ１２４０－２９４いじめ、性的嫌がらせ

６４３月２８日 横浜地裁 神奈川県立高校事件 損害賠償請求事件 平成１３（ワ）２７１３ 両親 加害生徒ら、神奈川県 一部認容、一部棄却（控訴）判時１９３８－１０７自殺 安全配慮義務違反肯定 因果関係否定

６５７月１０日 神戸地裁姫路支部 私立高校事件 損害賠償請求事件 平成１４（ワ）８４４ 生徒 学校法人 一部認容、一部棄却（控訴）判時１９６５ー１２、判タ１２５７ー２０９ 寮、集団暴行、後遺障害

２００７年

（平成１９）６６３月２８日 東京高裁 鹿沼市立中学校事件 損害賠償請求控訴事件 平成１７（ネ）５１７３ ＊両親 ＊鹿沼市、栃木県 変更、一部認容（上告）判時１９６３－４４ 自殺 安全配慮義務違反 自殺との因果関係否定

６７５月２４日 広島地裁 広島市立中学校事件 損害賠償請求控訴事件 平成１７６（ワ）７４８ 生徒、両親 加害生徒らの両親、広島市、広島県 一部認容、一部棄却（控訴）判時１９８４－４９ 統合失調症？ 保護者及び担任の保護義務違反 発症との因果との因果関係肯定

６８１１月９日 札幌高裁 札幌市立中学校事件 損害賠償請求控訴事件 平成１８（ネ）３６２ ＊生徒 ＊札幌市 主位的棄却、予備的請求一部認容、一部棄却 裁判所ウェブサイト 暴行、負傷 いじめではなく偶発的、学校の虚偽報告

２００８年

（平成２０）６９１月２５日 さいたま地裁 草加市立小学校事件 損害賠償請求事件 平成１８（ワ）９７８ 児童、両親 市、加害児童両親 棄却 裁判所ウェブサイト プール 悪ふざけ 違法な加害行為を否定

７０５月３０日 さいたま地裁 さいたま市立小中学校事件 損害賠償請求事件 平成１８（ワ）３８３ 児童、母親 加害児童ら、両親 棄却 裁判所ウェブサイト 不登校 不法行為が成立するほどの違法性否定

２００９年

（平成２１）７１３月２７日 福島地裁郡山支部 公立中学校柔道部事件 損害賠償請求事件 平成１８（ワ）２８３ 生徒、両親 市、県、加害生徒、親権者 一部認容、一部棄却 判時２０４８－７９ 柔道部、受け身、暴行、後遺障害

７２６月５日 横浜地裁 藤沢市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成１９（ワ）４２２０ 生徒 藤沢市 一部認容、一部棄却 判時２０６８－１２４心因性難聴 学校の安全配慮義務違反肯定

２０１０年

（平成２２）７３６月２日 京都地裁 京都市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成２０（ワ）２２０７ 生徒、両親 加害生徒ら、親権者、京都市 一部認容、一部棄却 判時２１０２－９９ 転校

２０１１年

（平成２３）７４５月２０日 名古屋地裁 私立中学校事件 損害賠償請求事件 平成２１（ワ）４７７３ 母親 学校法人 一部認容、一部棄却（控訴）判時２１３２－６２ 乖離性同一性障害、自殺 予見可能性肯定

７５９月５日 東京地裁 公立小学校事件 損害賠償請求事件 平成２１（ワ）３０２８９児童、両親 市 棄却（控訴） 判時２１９２－８８ 清掃活動中負傷

７６１１月３０日 岐阜地裁 瑞浪市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成２２（ワ）３２１ 両親 加害生徒ら、両親 棄却（控訴） LEX／DB 自殺 いじめの存在否定

２０１２年

（平成２４）７７１月２７日 佐賀地裁 唐津市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成２１（ワ）３５５ 生徒、両親 加害生徒ら、両親、唐津市 棄却（控訴） LEX／DB 自殺未遂、後遺障害

７８３月１２日 東京地裁 江戸川区立中学校事件 損害賠償請求事件 平成２３（ワ）１２１４２生徒 加害生徒ら、両親 一部認容 LEX／DB 暴行、負傷

７９６月５日 高知地裁 高知市立中学校事件 損害賠償請求事件 平成２２（ワ）５９３ 両親 学校法人 一部認容、一部棄却（控訴）判タ１３８４－２４６自殺 調査報告義務違反

＊控訴人、被控訴人 人間科学部児童教育学科
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