
令和３年度 学校いじめ防止基本方針 

出雲市立高松小学校 

Ⅰ 本校のいじめ防止基本方針 

高松小学校の教育基本理念「子どもの命・思い・成長を大切に」を基底に据え、全教職員が一致団結

し以下を積極的に行うことをとおして、組織的にいじめ防止に取り組む学校を創る。 

○ 子ども一人一人を大切にする教育の推進 

○ 人間関係形成力の育成を図る取組の充実 

○ 全教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実 

 

Ⅱ めざす児童像 

○ 「た」… たくましくがんばる子    【健やかな体】 

○ 「か」「ま」… かしこく まなびあう子 【確かな学力】 

○ 「つ」… つながるこころで やさしい子【豊かな心】 

 

Ⅲ めざす学校像 

○ 「居場所のある学校」… ・自分の思いが表現できる  ・支え合うことができる 

○ 「活気のある学校」 … ・共に学ぶ楽しさがある   ・思いやりとふれあいがある  

○ 「つながる学校」  … ・地域の学校として愛される 

 

Ⅳ めざす教職員像 

○ 輝き続ける教職員 

・ 情熱と責任感のある教職員 

・  人権感覚を備えた教職員 

・  学び続ける教職員 

・  同僚性の高い教職員 

・  信頼される教職員 

 

Ⅴ 基本的な方針 

１ 本校におけるいじめ防止に関する措置（未然防止） 

(1) いじめ防止対策委員会を設置し、いじめ防止の取組を計画する。 

校長、教頭、生徒指導主任（主幹教諭）、生徒指導副主任、人権・同和教育主任、養護教諭等から

構成する「いじめ防止対策委員会」を設置し、いじめ防止に対する具体的なマニュアル、いじめ防

止のための年間計画を作成する。また、いじめアンケート、取組評価アンケートを分析して改善に

活かす。 

(2) 全教職員の共通理解を図っていじめ防止の取組を推進する。 

職員会議で、いじめ防止の基本方針、いじめ防止の具体的な取組などについて共通理解を図り、

いじめ防止のために以下のことに重点的に学校全体で取り組んでいく。 

①個に応じた支援を行い、児童一人一人が主体的に学習できるように導く。また、児童と接する機

会を多くもち、思いを理解しながら、児童の良さや個性を伸ばすように支える。 

②学校における教育活動全体を通じ、人と心の通い合う関係づくりについての指導を行い、「いじめ

居場所のある高松小学校 



は決して許されない」との意識を学校全体に醸成していく。 

③人権教育や道徳の時間を中心に、心の教育を積極的に推進し、自他の大切さを認め、互いの人格

を尊重し合う人権意識を培う。 

④体験的な活動を積極的に取り入れた人間関係づくりや読書活動を通して「豊かな心」の育成を図

る。 

⑤全ての児童が安心でき自己有用感や充実感が感じられるように、温かい学級集団づくりに努める。 

⑥インターネットを通じて行われるいじめの未然防止を目指し、児童に対する情報モラルや情報活

用能力に関した指導の充実を図る。 

(3) いじめの早期発見・早期解決に努める。「いじめ発見率１００％、継続率０％をめざす」 

全教職員が、日頃から、児童の見守りや信頼関係づくりに努め、児童の示すサインを見逃さない

ようにする。また、「悩みごと困りごとは、いつでもだれにでも相談できる」ことを全校に周知し、

全校で児童の思いを受け止める姿勢を示す。学級担任を中心として、児童の表情や行動を細やかに

観察したり、いじめアンケートをもとにした教育相談を実施したりする。また、養護教諭、特別支

援教育コーディネーター、スクールカウンセラー（ＳＣ）を中心とした教育相談体制も充実させる。 

(4) 研修を通して教員一人一人の力を高める。 

人間関係づくり、アンケートＱＵを活かしたクラスづくり、正しい見方での児童理解など、校内

研修会を実施し、教員の力を高める。 

(5) 児童が主体となったいじめ防止の取組を推進する。 

いじめの問題について考え話し合う道徳や学級活動、児童の考えを生かした人権集会などの取組

を通して、児童が自らいじめを防止しようとする意識を高める。 

(6) 保護者や地域と連携し、いじめ防止に努める。 

学級懇談、ＰＴＡ総会、地域座談会、地域学校運営理事会等で、学校の取組を説明し、理解や協

力を得る。また、学校だよりやホームページ等を活用し、広く地域社会にいじめ防止の取組を理解

していただく。インターネットを通じて行われるいじめの防止や対処について、ＰＴＡと連携して

保護者に啓発活動を行う。 

(7) 評価、分析を通して、いじめ防止の取組を改善する。 

教職員、児童、保護者などによるいじめに関する学校評価を実施し、その結果を分析し、今後の

指導に活かす。学校運営理事会では、いじめ防止基本方針やいじめアンケート結果、取組評価アン

ケートを提示し、意見や助言を受け改善に活かす。 

 

２ 本校におけるいじめに対する措置（いじめ発生時） 

(1) いじめられた児童への対応 

  ①発見・通報を受けた場合は、特定の職員で抱え込まず、組織的に対応する。いじめと認知された

場合は、校長の指示を受け、生徒指導主任を中心とした「いじめ防止対策委員会」を設置し、事

実確認と情報共有をして、早急に対応を協議する。 

  ②いじめられた児童の心のケアを行う。本人の気持ちを汲み取り、つらかった事を整理、以後絶対

になくすことを伝え、安心感を味わえるようにカウンセリングする。保護者の協力を得て（場合

によっては保護者のケアも行う）学校、家庭ともに児童が安心できる環境となるように配慮する。 

③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、悩みを受け止める指導を実践すると

ともに、指導の記録をきちんととる。事実把握後、教育委員会に報告する。 

④保護者、関係者との情報共有、今後の支援を話し合う。 

  ⑤いじめられた児童にとって信頼関係のある人（家族、親しい友人や教員等）と連携し、当該児童

に寄り添い支える体制をつくる。養護教諭はもとより、スクールカウンセラー、ＳＳＷ、校医等

専門機関と連携し、メンタルヘルスケアを行い安心して学校生活が送れるように支援を継続する。 

⑥緊急避難として、欠席した場合には、学習を補償する手立てを行うとともに、心のケアを継続し

安心して登校できるように支援する。別室での登校を検討したり家庭訪問を行ったりする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) いじめた児童への対応 

    ①いじめがあったことが事実関係の把握により確認された場合、直ちに複数の教員が連携して、組

織的にいじめを止めさせ、その再発を防止する措置をとる。 

  ②いじめた児童に、いじめは相手の人格を傷つけ、生命や身体等を脅かす決して許されないことを

理解させ、いじめの責任を自覚させる。 

  ③いじめに至った原因や背景にも目を向け、いじめた児童の成長支援を考えた指導を継続的に行う。

また、当該児童が心理的な孤立感・疎外感を感じないように教育的に配慮する。 

    ④保護者に対して迅速に連絡し、事実に対する理解や納得を得たうえで協力を求めるとともに、保

護者に対する継続的な助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【家庭訪問時の留意点】 

○複数の教員で対応し、把握している事実について説明するともに、再発防止に向けて全力で取り

組んでいく学校の姿勢を知らせ、家庭においても理解と協力を得たい旨を伝える。 

○児童のためにともに考え支えていく姿勢で話を進める。 

○学校全体で取り組むこと、早急に行うこと、長期的な見とおしの中で行うことなど、学校側の対

応を説明する。 

 

 

【把握すべき事実】 

 ○いつ  ○どこで    ○だれが何をした  ○周りの状況（周りの児童の様子を含む） 

 ○その時どう感じたか   ○今、どう思っているか 

【事実確認時の留意点】 

 ○受容的な姿勢で話を聴く。いじめられているつらさ、孤立感に寄り添って聴く。 

  ○じっくりと話を聞き、どうしてほしいと思っているのかなど、児童の思いを引き出す。実態を早

くつかもうとして、問い詰めるような対応とならないように留意する。 

 ○安全を確保することを伝え安心させるとともに、そのための手立てを具体的に話す。 

【家庭訪問時の留意点】 

 ○いじめが起こったことへの謝罪の気持ちを伝える。 

○児童、保護者のつらさや苦しみ、また、児童の孤立感などを受容的に聴く。 

○複数の教員で対応し、事実関係を伝える。記録をもとにして、保護者の誤解を招かぬように誠意

をもって説明する。 

○常に児童のために、共に考え支えていく姿勢で話を進める。 

○学校全体で取り組むこと、早急に行うこと、長期的な見とおしの中で行うことなど、学校側の対

応を説明する。 

○児童の苦痛や不安の解決に向けて取り組むことを具体的に説明する。 

【把握すべき事実】 

 ○いつ  ○どこで    ○だれに何をした  ○周りの状況（周りの児童の様子を含む） 

 ○動機や理由を（正当化に注意しながら）聞く。 

○その時どう感じたか   ○今、どう思っているか 

【事実確認時の留意点】 

 ○いじめている児童が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。 

 ○児童の内面には、様々な不満や不安を抱えている場合が多いことを認識しておき、いじめに至っ

た背景を知る努力をする。 

○事実やいじめている児童の気持ちを聞く中で、自己の行為の不当性に気づかせていく。 

  ○人は過ちを犯しながら成長していくという発達への理解をもち受容的に指導する。理詰めで該当

児童を追い詰めすぎないようにする。 



(3) 当該学級や学校全体での取組 

  ①いじめがあった学級での指導 

  ・いじめをはやしたてる「観衆」、見て見ぬふりをする「傍観者」の行動は、いじめに加担する行為

であることを理解させる。 

  ・いじめは決して許されないことであることを改めて指導し、再発防止に向けて、どう取り組んで

いけばいいのかを考えさせる。たとえ、自分で止めさせることができなくても、誰かに知らせる

勇気をもつように指導する。 

  ・全ての児童が、互いを尊重し認め合う人間関係を構築できるように、学級集団づくりに取り組む。 

  ②学校全体の取組 

  ・いじめがあった事実を真摯に受け止め、特定の教職員だけの情報化に留めず全教職員で共通理解 

する。 

・いじめ防止の取組を振り返り、改善策を協議して実践する。 

・けんかであっても十分にその背景をさぐり、そこにいじめがないか状況を確認する必要がある。

日々の小さなトラブルも検証していく体制作りをする。 

 

３ 本校におけるいじめに対する措置（重大事態発生時） 

(1) 重大事態の定義 

①いじめにより学校に在籍する児童の生命、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  など 

②いじめにより学校に在籍する児童が「相当期間」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」は、年間３０日を目安とするが、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。 

③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。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

発生したものとする。 

(2) 重大事態への対応 

①重大事態が発生した場合は、すみやかに教育委員会へ報告する。 

②学校は教育委員会及び出雲市いじめ問題調査委員会（いじめ防止対策推進法２８条第１項の規定

に基づき設置されたもの）の行う調査等に協力し、指導及び支援を受け、適切に対応する。 

＜いじめの解消要件＞ いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少

なくとも次の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。この解消の期間とは、少なくとも３カ月を目安とする。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・加害児童生徒の様子を含めた状況

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。                           （出雲市いじめ防止基本方針より） 



 

【日常の指導体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職 

・学校いじめ防止基本方針  ・いじめを許さない姿勢 

・話しやすい職員集団    ・保護者、地域などとの連携 

未然防止 

○学習指導の充実 

 ・一人一人を大切にした授業づくり 

 ・児童が主体的に参加、活躍できる授業づくり 

・体験的な学習の充実 

○温かい学級集団づくり 

 ・一人一人の良さを認める場の設定 

 ・間違いを受容できる雰囲気づくり 

○道徳教育、特別活動の充実 

○人間関係形成力を育む場の設定 

・地域講師とのふれあい 

・縦割り班活動の充実 

○人権・同和教育の充実 

○情報モラル教育の推進 

○教育相談の実施 

○保護者、地域との連携 

 ・学校いじめ防止基本方針等の周知 

 ・ＰＴＡ研修の推進 

 

いじめ防止対策委員会  （定期開催） 

☆構成メンバー 

校長、教頭、生徒指導主任（主幹教諭）、 

生徒指導副主任、人権・同和教育主任、養護教諭 

・学校いじめ防止基本方針作成、見直し 

・年間計画の作成、見直し 

・校内研修会の企画、立案 

・調査結果、報告等の情報の整理、分析 

・いじめが疑われる事案の事実確認 

・要配慮児童への支援方針 

・いじめアンケートの分析 

・取組評価アンケートの分析、改善の手立て検討 

各学年・学級 

○いじめの未然防止に向け

た計画的な指導 

○クラスの人間関係把握、い

じめの早期発見 

早期発見 

○情報収集 

 ・教員の気づき 

 ・養護教諭からの情報 

 ・相談、訴え（児童・家庭・地域） 

 ・いじめアンケート（定期） 

 ・面談（児童、保護者） 

○相談窓口の設置 

○情報の共有 

 ・報連相の徹底 

 ・職員会議での情報共有 

 ・要配慮児童の実態把握 

 ・進級時、入学時の引継ぎ 

報
告
・
連
絡
・
相
談 

報告・連絡・相談 

出雲市問題行動報告 

（学期１回） 

（いじめ報告） 



 

【緊急時の組織体制】 （いじめへの対応） 

 

                     【重大事態を含む】 

 

 

＊事実を時系列で記録に残す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊複数で対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ＊指導、支援 

 

 

 

 

 

生徒指導主任 

いじめ対策委員会 

☆構成メンバー 

校長、教頭、生徒指導主任（主幹教諭）、生徒指導副主任、

人権・同和教育主任、養護教諭、教育相談担当教諭、 

該当学級担任、該当学年主任、（スクールカウンセラー、

校医等） 

 

○いじめ認知報告 

○調査方針、方法等の決定 

・目的、優先順位、担当者、期日等 

 

事実確認調査・情報収集・情報共有 

  ＊情報の一本化  ＊窓口の一本化 

   

○指導方針の決定、指導体制の確立 

☆指導、支援の対象と具体的な手立て 

・特定（被害児童・保護者、加害児童・保護者） 

・一部（観衆、傍観者） 

・全体（全校、学年、学級） 

 

いじめ解決への指導・支援 

継続指導・経過観察 

 

○事態収束の判断 

・被害児童がいじめの解消を自覚し、該当児童の関係が

良好である。 

職員会議 

（情報共有） 

関係機関 

・市教委 

・警察 

・福祉関係（ＳＳＷ） 

・医療関係 

教育委員会 報 告 

いじめ認知 

教頭 校長 

保護者 

PTA 

地域学校運
営理事会 

民生児童委
員 

日常の指導体
制の充実 

収束 継続 
いじめは解消したが継続的

な指導が必要な場合 


