
西田小学校 いじめ防止基本方針 

 

１．基本的な考え方 

〈いじめの定義〉 

「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 

（「いじめ防止対策推進法」(平成 25年)より） 

この定義を踏まえ、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的･形式的に行うこ

となく、いじめを受けた児童生徒の立場に立って行う。 

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめの認知を正確に行い、全教職員で共有する。

そして、「いじめは、どの学校でも起こりえる問題であり、どの子どもであっても被害者にも加害者

にもなる」という基本認識に立ち、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止、

早期発見、早期対応に取り組む。 

 

○本校の教育目標、人権・同和教育目標、生徒指導目標のもと、いじめ問題への対応を、全教職

員の指導体制の中で、組織的・計画的に行う。 

○「規則正しい生活を送ることができる」「授業がわかり、意欲を持って学習することができる」

等の基盤づくりに取り組むことを通して、「いじめられる児童」「いじめる児童」が出ない健全

で温かい風土を培っていく。 

○児童が、お互い、一人一人を大切にし、また、一人一人が大切にされることをめざす中で、「い

じめは絶対に許されない」という意識を、全校児童の心に育んでいく。 

○全職員が、一人一人の児童とあいさつや会話などで日常的につながり、すべての児童が、「困っ

たことがあれば、何でも話せる、相談できる」という安心感や信頼感を持てるようにする。 

  ○一人一人の児童が安心して学校生活を楽しむことができるように、学級・異学年・

全校などいろいろな関わりの中で「笑顔」になることのできる場づくりを図る。  

   

２．具体的な取組 

 （１）いじめ防止のための取組 

○全教育活動を通して、「児童個人」と「集団」の双方の面から、「いじめを防止する力」を育成

していく。 

  ・「生徒指導の徹底と充実」による『規範意識の体得』、「人権教育の充実」による『人権感覚の

育成』、「道徳教育の充実」による『道徳的心情や判断力の育成』などを柱として、発達段階

に合わせて、計画的に進めていく。 

  ・日常の取り組みの他、学級活動・児童会活動・学校行事などの特別活動などの場で集団の体験的

な活動を充実させることを通して、連帯感や自己肯定感を育んでいく。 

○全職員のいじめ防止のための指導力を高める校内体制を構築する。 

   ・いじめの「早期発見や早期指導」や「解決のための指導」を行う力を全職員が身につけ、協力・

連携して対処できるようにする。そのために、全校指導体制の確立や、計画的な校内研修の実施

に努める。 

  ・道徳教育に関する教職員の指導力向上のための研修を計画的に推進する。児童が、いじめの問題



を自分のこととして捉え、考え、議論するような「道徳」の時間をつくるとともに、学習したこ

とを生活の場へとつなぎ生かしていく指導や取組を展開する。 

  ・学校評価項目内に、「本校におけるいじめ防止のための取組が適正かつ十分に行われているか」

を位置づけ、常に見直しや改善を図る。 

  ・保護者や地域に、「いじめ防止対策推進法」に基づく本校の「いじめ防止対策基本方針」につい

て、機会や場を捉えて広く周知し、ＰＴＡの理解・協力を得ながら、「いじめのない学校づくり」

を進めていく。 

 

（２）早期発見・早期対応のために 

全職員は、児童の生活実態や人間関係についてのきめ細かな把握・好ましい人間関係づくり、また 

保護者との信頼関係の構築に努める。 

 

〈 いじめ防止や早期発見のための年間計画 〉 

 アンケート等    話し合いの場づくり 

児童向け 保護者 教員 児童向け 全職員 

４月   生活チェック  配慮を要する児童につ

いて 

５月 生活チェック 個人懇談 

（1年・希望者） 

生活チェック  教育相談について 

６月 生活アンケート １回目 

アンケート QU １回目 

 生活チェック お話タイム 子どもを語る会 

７月  個人懇談 

 

生活チェック  「アンケート QU」結果分

析と対応策検討 

いじめ等に関する研修 ８月 「こまっていませんか」アンケ

ート（いじめに関するアンケート） 

生活チェック 

家庭用いじめ発

見チェックシート 

メディアに関す

る学習 

生活チェック  

９月  

メディアに

関する学習 

子どもを語る会 

インターネット、メディア

に関する研修 

１０月 生活アンケート ２回目 

 

個人懇談 

（希望者） 

生活チェック   

１１月 アンケート QU ２回目  生活チェック お話タイム 子どもを語る会 

１２月 情報教育に関する 

アンケート 

 生活チェック   

１月 生活チェック  生活チェック  「アンケート QU」結果分

析と対応策検討」 

２月 生活アンケート ３回目  生活チェック お話タイム 子どもを語る会 

３月   生活チェック   

 

①アンケート調査等の実施を含めた的確な情報収集、校内連携体制の充実 

・日頃から、児童一人一人と言葉を交わし合い、様子について気を配る。 

・定期的に全児童を対象に「生活アンケート」を、2 年生以上を対象に「アンケート QU」を実施す



る。また、夏休み明けに「こまっていませんか」（いじめに関するアンケート）を全児童に実施し、

「困っている児童がいないか」を把握する場とするとともに、アンケートを実施することを通して、

「こんなことはまちがっている。してはいけない。」という意識づけを図る機会にもする。 

・各学期の前半に、児童が個々に「生活チェック」を行い、みんなが気持ちよく生活するためのふり

返りと確認をする。 

・1 ヶ月に 1 回､学級ごとに担任等による「生活チェック」を行い、気になる児童の様子の把握と共通

理解に努める。 

 ・定期的に児童や学級の様子についての情報交換を全教職員で行い、変化を多面的に分析し、対応に

生かす。 

 ・心配な事柄やトラブル等については、「初動メモ」を活用し、情報の共有や対応に漏れがないか等

に生かす。 

・スクールカウンセラー等とも協力体制を整える。 

 

②教育相談の充実 

・生活の中で児童の実態を把握するとともに、アンケート後に全児童と教育相談の場「お話タイム」

を設け、担任等と安心して話せる信頼関係を築いていく。また、担任以外の職員とも「お話タイム」

をすることができるようにして、「児童がどの職員にも相談できる。職員もいろいろな児童と個別

に話をして児童理解を進める」体制づくりを図る。そして、心配なことや困っていることが、いつ

でも安心して伝えられるようにする。 

・問題発生時においては､「大丈夫だろう」と安易に考えず、危機意識を持って児童の相談にあたり、

問題が深刻になる前に早期に対応できるようにする。 

・児童の変化に組織的に対応できるようにするため、生徒指導主任を中心に、校内の全教職員がそれ

ぞれの役割を相互理解した上で協力し、保護者や関係機関等と積極的に連携を図る。 

 ③教職員の研修の充実 

  ・年度当初の職員会議や夏季休業中の研修、その他必要に応じて適宜職員研修を行い、全教職員が早

期発見・早期対応､未然防止に取り組むことができるようにする。 

 

（３）いじめに対する対応 

  けんかやふざけ合いが起きた場合でも、見えないところで被害が発生している可能性もあるため、

その行為の背景にある事情の調査を必ず行う。児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するかど

うかを判断する。 

① いじめ対応の流れ 

・必ず「学校いじめ対策委員会」に報告し、学校全体で情報を共有しながら組織的に対応する。 

※いじめを受けた児童や知らせてきた児童に、安全を確保し、いじめから守る。いじめを行った

児童に対しては、社会性の向上等、人格の成長に主眼を置いた指導を行う。 

・いじめが確認された場合は、「学校いじめ対策委員会」を開き、指導・支援体制を組む。担任や一

部の職員のみで対応するのではなく、「学校いじめ対策委員会」を中心に、全職員が協力して、組

織的な対応や指導を行う。 

・事実の確認、被害児童やその保護者に対する支援、加害児童やその保護者への指導、助言、支援を

迅速かつ適切に行う。双方の児童や保護者に対して、学校が常に児童を支え、問題の完全な解決ま

で支えていくことを伝えていく。また、保護者とも適宜連絡をとり、不安や孤立に陥ることなく共



報告 

報告 

報告 

招集・指揮 

報告 

報告・支援 

連絡・相談 

共通理解 

〈構成員〉校長・教頭・生徒指導主任・教務主任・不登校対策コーディネーター・養護教諭・担任・情報を得た教職員 

に解決をめざしていくことができるように、支援していく。 

・いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題としてとらえさせる。 

・同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめと同一の行動であることを理解させる。 

・「いじめを許さない」という態度を明確にし、問題の背景理解に努め、根本的な解決が得られるま

で、粘り強く指導する。 

・特別な支援が必要な児童が関係する人間関係のトラブルは、被害者と加害者が入れ替わることもあ

り、それぞれのトラブルを生徒指導の視点からいじめとして捉え、その後の関係する児童への指導･

支援は、児童の特性を配慮して行う。 

・必要に応じて、教育委員会及び警察署等、外部機関との連携をとりながら、指導にあたる。 

〇いじめが解消している状態とは、少なくとも次の２つの要件が必要。 

 ・いじめに係る行為が止んでいること  ※少なくとも「３ヶ月」を目安とする。 

 ・被害者が心身の苦痛を感じていないこと 

②インターネットを通じて行われるいじめに対する取組 

○日頃からの意識向上や正しく利用する力の育成のために 

・児童への情報モラル教育を進める。 

・保護者向けの情報提供や研修の場づくりなどを通して、理解を拡げていく。 

○早期発見のために 

  ・県や市の教育委員会と連携し、学校ネットパトロールを実施する。 

  ・ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組等について、家庭に周知

する。 

  ・児童向け、保護者向けの双方に「『インターネットの使用状況』についてのアンケートを、

定期的に実施する。状況の把握に努めるとともに、「ほけんだより」等でアンケート結果や

分析した内容を知らせ、インターネットの正しい使い方を指導する中で、「インターネット

を通じて行われるいじめを起こさせない」体制づくりを、家庭や地域とともに構築していく。 

○ネット上にいじめなどに通じる不適切な書き込み等を発見した場合 

  ・インターネット･携帯電話関連の事業者に協力を求めながら、警察等とも連携し、直ちに削 

除する措置をとって、被害の拡大を防ぐ。 

  ・速やかに学校又は教育委員会への報告を呼びかけ、相互に見守る仕組みの整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報を得た教職員・担任 

生徒指導主任 

教 頭 

学校いじめ・不登校対策委員会 

①情報を集め、組織的に共有する。 

②指導・支援体制を組む。 

③児童への指導・支援を行う。 

④保護者と連携する。 校 長 

全教職員 

外部機関との連携 

・教育委員会 

・警察署・児童相談所等 

・ＳＳＷ 

 

いじめ等問題発生時の体制 



③ 重大事態への対応 

〈重大事態の定義〉 

○いじめにより、児童の生命や心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。 

   ・児童が自死を企図した場合 

   ・身体に重大な障害を負った場合 

   ・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 

○いじめにより、児童が相当の期間学校を欠席する（年間３０日を目安とし、一定期間連続して欠

席している場合も含む）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。 

○いじめにより登校できず、教育支援センターへ通うこととなった場合。（要録上は出席日数とし

てカウントするが、重大事態の判断においては欠席日数として扱う。） 

○児童や保護者から「いじめにより重大事態に至った」という申し立てがあったとき。 

 

・重大事態の報告 

重大事態が発生した場合は、その旨を速やかに教育委員会に報告する。 

 

 ・重大事態の調査組織の設置 

重大事態の調査を学校が主体となって実施する場合は、教育委員会と連携を図り、「学校

いじめ調査委員会」を速やかに設置する。 

組織の構成については、「教育委員会いじめ対応チーム」、「出雲市いじめ問題対策委員会」

委員及び専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は利害関

係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように

努める。 

  

・事実関係を明確にする調査の実施 

「学校いじめ調査委員会」は、重大事態の調査にあたっては、重大事態に至る要因となっ

たいじめの行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景

や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなど

の事実関係を、可能な限り明確にする。 

なお、警察においても捜査（調査）が行われる場合は、相互の緊密な連携に努めるととも

に、児童生徒等から聞き取りを行うにあたっては、その心情の理解や負担の軽減に十分配慮

する。 

    ア いじめを受けたとされる児童からの聞き取りが可能な場合 

       その児童や情報を提供した児童を守ることを最優先に考えて行う。その際、質問紙

や聞き取り調査による事実関係の確認を行うとともに、いじめを行った児童への指導

を速やかに行い、いじめをやめさせる。いじめを受けた児童に対しては、事情や心情

を聞き取り、状況に合わせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や

学習支援等を行う。 

    イ いじめを受けたとされる児童からの聞き取りが不可能な場合 

       その児童の保護者の要望・意見を十分に聞き、当該保護者と調査について協議し、

調査に着手する。 



・いじめを受けたとされる児童及びその保護者に対する適切な情報提供 

調査を行う主体が学校の場合、調査実施前に、いじめを受けたとされる児童・保護者に対 

して、以下のア～カの事項について説明を行い、その意向を聞き取る。 

     ア 調査の目的・目標 

     イ 調査主体（組織の構成、人選） 

     ウ 調査時期・期間（スケジュール、定期報告） 

     エ 調査事項（いじめの事実関係、教育委員会や学校の対応等）・調査対象（聞き取り

等をする児童生徒・教職員の範囲） 

     オ 調査方法（アンケート調査の様式、聞き取りの方法、手順） 

     カ 調査結果の提供（いじめを受けたとされる側、いじめを行ったとされる側に対する

提供等） 

当該事案に関係する児童やその保護者に対して、調査により明らかになった事実関係（い 

   じめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか 

など）について、経過報告も含めて、適時・適切な方法で説明を行い、その意向を聞き取る。 

    情報の提供にあたっては、他の児童のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情 

報に十分配慮する必要があるが、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠らない。 

    質問紙等の実施により得られた結果については、いじめを受けたとされる児童又はその保 

護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭に置き、調査対象となる児童生徒やその保 

護者にその旨を説明する等の措置をする。 

 

 ・再発防止の措置 

    上記調査の結果を踏まえ、いじめの再発防止のため、教育委員会からの指導・助言等を受 

け、適切な措置を講ずる。 

     

 


