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児童の健全な心身の成長及び人格の形成に資することを目的として，H25 年に「いじめ対策推進基本

法」が策定された。 

施行後３年を経て，「いじめ防止等のための基本方針」(国の基本方針)が改定され，新たに「いじめの

重大事態の調査に関するガイドライン」(重大事態ガイドライン)が策定されている。(H29.3) 

本校では，年度当初にその内容を全教職員で研修等を通して共通理解するとともに，いじめ防止推進に

関する組織体制を組み，きめ細やかな対処を行う。「重大事態」に進む可能性のある事案を早期に把握し，

組織的に対応・解決していくものとする。具体的な想定，対処については，別紙「いじめ防止推進に関す

る共通理解」(本校生徒指導部作成)をもとに実施する。 

 

１ 基本的な考え方 

① いじめの定義を全職員で共通理解する。 

 【いじめの定義】いじめ対策推進基本方針 

 

 

 

 

 ※「一定の人間関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動児童生徒や，塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている

仲間や集団（グループ）など，当該児童生徒との何らかの人間関係を指す。 

※「物理的な影響」とは，身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味す

る。けんかやふざけ合いであっても，見えないところで被害が発生している場合もあるため，背景にある事情の調査を行い，児童生徒の感

じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判断するものとする。 

② いじめがいずれの学校のいずれの児童生徒等にも起こり得るものであることを踏まえて，いじめの未然防

止を図ることを旨とするとともに，いじめ又はその兆候を早期に発見し，迅速かつ適切に対処する。 

③ いじめは児童生徒等の尊厳を害するとともに犯罪その他重大な人権侵害となり得る行為を含むものであり

決してしてはならないものであることについて，児童生徒等が認識できるよう,その情操と道徳心を培い,規範

意識を養い，及び自尊心を育む。 

④ いじめに関する事案への対処においては，当該いじめを受けた児童生徒等の生命を保護すること及びいじ

めによりその心身に受けた影響からの回復を図ることが特に重要であることを認識すべきこと。 

⑤ いじめを受けている者の立場に立ち，かつ，その置かれている状況に応じ，最大限に必要な配慮をすべき

こと。 

本校においては，子どもたちが発しているサインを見逃すことなく，常に，「もしかしたら自分の学校や

学級でもいじめが起きているかもしれない」という危機感を全教職員がもって子どもたちに接し，いじめの

防止と撲滅に向けた取組を進めるため，以下の基本方針を設定する。 

 
 
２ 今市小学校いじめ防止基本方針 

  校長，教頭，主幹教諭及び生徒指導主任，人権・同和教育主任を中心とし，全教職員の協働のもと，い

じめを許さない取組を進める。 

○重点的な取り組みから 

・人権・同和教育を基底に据えた教育活動の推進 

・生徒指導の充実－積極的な生徒指導 消極的な生徒指導 両面で 

・道徳教育の充実 

  ○本校のめざす「かしこく・なかよく・たくましい」子ども育成をめざして 

・他者の気持ちを理解し，思いやり，ともに伸びる子ども 

  ○人権・同和教育の取組に関連して 

・自分の大切さとともに他の人の大切さを認め（人権教育の指導方法等の在り方について 

「いじめ」とは，児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等，当該児童生徒と一定の人間関係にあ

る他の児童生徒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生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 



［第三次とりまとめ］）差別や偏見を見逃さない鋭い人権感覚を育てる。 

・互いに認め合い，支え合いながら，仲間と共に問題を解決していこうとする態度を育てる。

 めざす教師像  

  ○児童一人一人を理解し，徹底的に大切にする教師 

○子ども，保護者，地域から信頼される教師 

（１）いじめの未然防止のために 

① 【いじめ防止対策委員会】を設置し，いじめ防止に関わる具体的な取組を進める。 

ア  定期的に児童アンケートを作成し，児童の困り感を早期に発見するなど，いじめの早期発見・早

期対応を図る。 

  イ アンケートQUの実施，分析を通して，学級集団内での困り感を把握する。 

② 特別支援教育コーディネーターや不登校対策コーディネーター（人権・同和教育主任），養護教諭

を中心とした教育相談体制を充実させ，児童の困り感に対応できるようにする。 

ア 好ましい人間関係の構築を図ると共に，校内教育相談体制・支援体制を強化，充実させる。 

イ 校内研修を通し，教師全員のカウンセリングマインドの向上及び生徒指導感の統一を図り，児童

や保護者の悩み等の早期発見・早期対応を図る。 

ウ 不登校の背景にいじめがないか把握に努める。 

③ 各学級の生活目標を設定するなど，児童の主体性を養い，生活のルールの確立に取り組むことで，

いじめの防止に努める。 

④ 道徳の時間を中心とした全教育活動において，他者を理解し，気持ちを思いやり，互いに認め合

い，支え合いながら伸びようとする学習集団づくりをする。 

ア 理解教育の推進に努め，個に応じた学びの場や学び方があることについて共感的な理解を促す。（不

登校・不登校傾向の児童，特別支援学級の児童等） 

イ 縦割り班活動（きょうだいづくり）を通し，あたたかな人間関係づくりを展開し，自尊感情，自己

有用感等の醸成に努める。 

⑤ 保護者や地域社会と連携し，いじめ防止に努める。 

 ア 今市小学校地域学校運営理事会や今市コミセン青少年部等と協力し，いじめを許さない環境作りを

すすめる。 

  イ  学級懇談，「今市の子どもを語る会（民生・児童委員会）」等の会合を通し，保護者，地域に学

校の取組を説明し，理解を得ながら協力していじめ防止に努める。 

ウ 教職員，児童，保護者等により，いじめに関する学校評価を実施し，学校の取組を分析し，今後

の指導の改善に活かす。 

 

（２）いじめに対する対応（いじめ発生時） 

① いじめられた児童への対応 

 ア 児童や保護者からの訴え，あるいはアンケート（アンケートQU の分析）などからいじめが懸念さ

れたり，確認されたりした場合には，管理職の指示を受け，対応組織【いじめ問題対策委員会】を立

ち上げ，関係の児童から個別の聞き取り等を行い，事実確認をするなど，早急な対応を行う。 

 イ 【いじめ問題対策委員会】は定期的に開催し，その都度，いじめの状況等をチェックする。 

  ウ 人権に配慮しながら事実関係を的確に確認し，親身な指導，悩みを受け止め，必要な対応を図る

とともに，指導の記録を正確（確実）にとる。 

エ  保護者に対して，事実について説明するとともに，対応や今後の取り組みについて説明し，理解

を得られるよう努める。 

    オ  いじめられた児童を守るために，全教職員の共通認識に立ち，校内サポートチームを中心に解決

に向けた支援を行う。 

   カ  欠席等の緊急避難的対応も視野に，学力保障のための個別支援，家庭訪問による対応など必要な対

応が可能な体制づくりをすすめる。 

キ 出雲市教育委員会に事実関係を報告するとともに，スクールカウンセラーと連携する。また，場合



によってはスーパーバイザーの派遣など，必要な支援を要請する。 

② いじめた児童への対応 

  ア  事実確認を行い，いじめは許さないという毅然とした指導を行い，相手の思いや自己の行為を考

えさせ，二度といじめをしない決意を促す。 

イ  いじめに至った原因や背景を確認し，立ち直りの支援を行う。 

ウ  家庭に連絡し，指導経過の報告をするとともに，家庭と連携し，いじめを許さない環境作りをす

すめる。 

 ③ 再発防止に向けた取組 

ア いじめがあった事実を真摯に受け止め，学級環境等の改善策を協議し，豊かな人間関係を育むた

めの指導方法の改善を図る。 

  イ  学級指導の見直しや授業改善を図りながら児童が充実した学校生活ができるよう環境の改善を図

る。 

   ウ  保護者（場合によっては地域）と課題を共有するための意見交換会等を実施する。 

 

（３）いじめに対する対応（重大事態発生時） 

  ① 重大事態とは 

学校の設置者や学校は，次の定義のいずれかに該当する事案が発生した場合は，法第28条第１項に規定す

る「重大事態」としてすみやかに対処する。なお，重大事態は，事実関係が確定した段階で重大事態として

の対応を開始するのではなく，「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識する。 

ア いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命，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。 

・児童生徒が自死を企図した場合 

・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

イ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認められるとき。「相当の期間｣については，年間30日を目安とするが，児童生徒が一定期

間，連続して欠席するような場合は目安にかかわらず，適切に判断する。 

ウ 被害児童生徒や保護者から，「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき（人間

関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。）

は，その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとして

も，重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる｡ 

 ② 重大事態の報告 

   ア 重大事態が発生した際は，教育委員会に迅速に報告する。 

③ 重大事態の調査 

    ア 重大事態が生じた場合は，教育委員会の支援・指示を受け，スクールカウンセラー（SC），スクー

ルソーシャルワーカー（SSW）等の専門的知識を有するもののほか，第三者からなる組織【いじめ問

題対策委員会】を設け調査する。 

    イ  重大事態が発生したことを真摯に受け止め，全校児童及び保護者を対象に調査し事実関係を把握

し，調査委員会に速やかに提出する。その際，被害児童の学校復帰が阻害されることがないよう配

慮する。 

  ウ いじめを受けた児童及び保護者に対しては，学校として説明責任があることを自覚し，真摯に情

報を提供する。その際，個人情報の保護に関する法律等を踏まえるとともに，複数での対応を行

う。  

 

 

 

 



（４）いじめの防止体制（未然防止・早期発見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会 

※メンバー 

校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主任（いじめ対応コーディネーター） 

人権・同和教育主任（不登校対策コーディネーター），養護教諭，SSW，SC 

※活動 

 学校いじめ防止基本方針の作成 

 指導計画，校内研修会，アンケート調査，アンケートＱＵ実施，分析 

 いじめが疑われる案件の事実確認 

 指導のための基本方針 

 

・学校いじめ防止基本方針の策定   ・いじめを許さない学校体制 

・信頼関係に基づく明るい職員関係  ・保護者，地域との連携 

・PTA，地域学校運営理事会との連携 

校長・教頭・主幹教諭 

早期発見 

 

◇情報収集 

・日常観察 

・教育相談 

・アンケートＱＵの実施と分析 

◇情報共有 

・迅速な報告 

・教職員の情報共有 

・進級時の引き継ぎ 

 

未然防止 

 

○学級集団づくり 

・学習集団づくり 

・授業改善・学習指導の充実 

○道徳教育，特別活動の充実 

○教育相談の充実 

○人権・同和教育の充実 

○情報モラル教育の充実 

○アンケート，実態把握 

○保護者，地域との連携 

情報提供 

支援 
連絡 

報告 



（５）いじめに関わる緊急時の対応  発生時に報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの認知（軽重の判断つけず） 

収束判断 被害児童がいじめの解消を自覚し，関係児童との関係が良好となっているか。 

生徒指導主任 教頭・主幹教諭 校長 

※メンバー 

校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主任（いじめ対応コーデ

ィネーター），人権・同和教育主任（不登校対策コーディネ

ーター），当該学級担任，当該学年主任，養護教諭 

（ＳＣ，ＳＳＷ，PTA会長， 

地域学校運営理事会代表，学校医等） 

◇調査方針，方法等の決定 

  目的，優先順位，担当，期日等 

◇指導方針の決定，指導体制の確立 

 ☆指導，支援の対象と手だて 

  ○特定児童（被害児童，加害児童，保護者） 

  ○一部の児童（傍観者等関係児童） 

  ○全体（学級，学年，全校） 

◇事実確認のための調査 

情報収集・情報提供 
◇いじめ認知の報告 

いじめ問題対策委員会 

 

いじめ解決への指導・支援 

継続指導・経過観察 

職員会議 

市教委 

関係機関 

・市教委 

・警察 

・福祉関係 

・医療機関 

（指導・支援） 

日常の指導 

体制充実 

保
護
者 

地
域
学
校
運
営
理
事
会 

継続 収束 

対応（指導）の継続 

県教委 

重大事態 

※初動シート 



（６）早期発見のために（日常観察を通して） 

いじめられている児童の発する具体的なサインチェック 

場面 チェック サイン 

登校時 

 

 

 ○遅刻や欠席が増える。また，その理由を明確に言わない。 

 〇体調不良をうったえる。 

 ○視線が合わず，うつむいている。表情が暗い。 

 ○挨拶の声に元気がない。 

 〇担任の後から，教室に入ってくる。 

朝の会 

 

 

 ○提出物の忘れが多くなる。 

 ○健康観察の声が小さく，元気がない。また，視線が合わない。 

 ○体調不良を訴える。 

授業中 

 

 ○教科書や文房具などの忘れ物が目立つ 

 〇保健室・トイレに行く回数が増える。 

 ○教科書やノート，机などに落書きをされている。 

 ○机，ロッカーなど，持ち物が散乱している。 

 ○教科書・ノートに汚れが目立つ。 

 ○発言が笑われたり，無視されたりする。 

 ○机を離される。 

休み時間 

 

 ○友達と一緒だが，表情がさえない。 

 ○用のない場所にいることが多い。 

 ○一人でいることが多い。 

 ○衣服や持ち物に汚れが目立つ。 

 ○会話に入れてもらえない。 

 ○持ち物がなくなったり，いたずらをされたりする。 

給食中 

 

 ○特定の仕事をやらされ続ける。 

 ○机を離される。 

 ○給食の量が少ない。 

放課後 

 

 ○慌てて下校をする。または，用もないのに学校に残る。 

 ○持ち物がなくなったり，いたずらをされたりする。 

 ○一人で下校をする。 

 

いじめている児童の発する具体的なサインチェック表 

チェック サイン 

 ○グループを作って仲間同士で集まり，ひそひそ話をしている。 

 ○ある児童にだけ，周囲が異常に気を遣っている。 

 ○自己中心的な言動が目立ち，グループの中心的な存在の児童がいる。 

 ○グループで会話をしていても，教職員が近付くと，不自然に散らばる。 

 ○教職員や他の児童に対する言葉遣いが悪くなる。 

 



いじめが疑われる学級のサイン 

場面  

教室でのサイ

ン 

○教室でのひそひそ話が目立つ。 

○特定の児童に気を遣う言動が多くなる。 

○教員の声がけ，接近に不自然な対応が見える。 

○自己中心的な言動が目立ち，ボス的存在の児童がいる。 

○あだ名での呼びかけが多くなる。 

○文房具の貸し借りが多い。 

○机や壁に落書きがある。 

 

学校内での具体的なサインチェック表 

チェック サイン 

 ○嫌なあだ名が聞こえる。 

 ○席替えなどで特定の児童と近くの席になることを嫌がる児童がいる。 

 ○何か起こると特定の児童の名前が出る。 

 ○壁などにいたずらや落書きがある。 

 ○机や椅子，ロッカーなどが乱雑になっている。 

 

家庭内での具体的なサインチェック 

チェック サイン 

 〇学校での出来事や友だちのことを話さなくなる。 

 〇友だちや教職員，クラスの不平・不満を口にすることが多くなる。 

 〇朝，起きなかったり，登校をしぶったりする。 

 〇友だちからの誘いを断ることが多くなる。 

 〇遊ぶ友だちが急に変わる。 

 〇部屋に閉じこもったり，家から出なくなったりする。 

 〇理由のはっきりしない衣服の汚れがある。 

 〇理由のはっきりしない打撲や擦り傷がある。 

 〇体調不良を訴えることが多くなる。 

 〇食欲不振・不眠を訴える。 

 〇学習時間が減る。 

 〇成績が下がる。 

 〇持ち物がなくなったり，壊されたり，落書きされたりしている。 

 〇家庭の品物や金銭がなくなる。 

 

 

 

 

 

 

   



（７）いじめの解消 

いじめは，単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは，少なくと

も２つの要件が満たされている必要がある。ただし，これらの要件が満たされている場合であっても，必要に応

じて，他の事情も勘案して判断する。 

① いじめに係る行為が止んでいること 

  被害者に対する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。）

が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは，少なくとも３か月を目安とする。

ただし，いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は，この目安に関わら

ず，教育委員会又は学校いじめ対応委員会の判断により，より長期の期間を設定するものとする。学校の教

職員は，相当の期間が経過するまでは，被害・加害児童の様子を含め状況を注視し，期間が経過した段階で

判断を行う。行為が止んでいない場合は，改めて相当の期間を設定して状況を注視する。 

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

  いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童生徒がいじめの行為により心

身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し，心身の苦痛を感じて

いないかどうかを面談等により確認する。 

  学校は，いじめが解消に至っていない段階では，被害児童生徒を徹底的に守り通し，その安全・安心を確

保する責任を有する。学校いじめ対応委員会においては，いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継

続するため，支援内容，情報共有，教職員の役割分担を含む対処プランを策定し，確実に実行する。 

  上記のいじめが，「解消している」状態とは，あくまで，一つの段階に過ぎず，「解消している」状態に

至った場合でも，いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ，学校の教職員は，当該いじめの

被害児童生徒及び加害児童生徒については，日常的に注意深く観察する必要がある。 

 

 

 

 

 

    

 

 

（付記） 平成 26年 6月作成 

平成 27年 4月確認 

平成 28年 4月確認 

平成 29年 4月確認・追記 

平成 30年 6月確認・修正 

平成 31年 4月確認・修正 

令和元年 6月追記 

令和 2年 4月確認・追記・修正 

令和 2年 5月追記・修正 

令和 3年 3月追記 

令和 3年 4月確認・修正 


