
出雲市立多伎小学校 いじめ防止基本方針 

 

１ 学校教育目標  

   支え合い助け合い 共に伸びゆく子どもの育成 

 

２ めざす子ども像 

   ・自ら進んで学ぶ子（知） 

   ・思いやりのある子（徳） 

   ・元気あふれる子（体） 

    下記の「多伎町内小中学校 人権宣言」を体現している子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の重点 

  （１）居場所があり、自分を発揮できる学校 

（居心地がよく安心できる・笑顔と元気がある・声をかけ合える） 

  （２）地域を見つめ、学び続けようとする学校 

     （地域教材の開発と実践・ふれあいを深める活動・体験する活動） 

 （３）「自分の仲間も共に大切」という空気に満ちた学校 

    （自分・仲間のよさを探す・互いにできることを行う） 

 

４ いじめの定義 

  法では、いじめを次のように定めている。 

 

 

 

 

 

   この定義を踏まえて、個々の行為が「いじめ」にあ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の立場に立って行うことが必要である。 

 

 

 

 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、心理的また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１条 私たちは いかなるときも 平等です 

第２条 私たちは 一人ひとりの個性や考え方を大切にし 認め合います 

第３条 私たちは 何事にも感謝の気持ちをもって 行動します 

第４条 私たちは 誰もが安心して過ごせる 明るい学校をめざします 

第５条 私たちは 仲間を大切にし ともに学び成長していきます 

第６条 ふるさと多伎町を愛し 人のつながりを大切にした街づくりのために努力します 



５ 基本的な方針 

（１）いじめ防止対策のための組織の設置 

   ①いじめ防止対策委員会の設置 

       管理職・生徒指導主任・生徒指導副主任・養護教諭等による「いじめ防止対策委員会」を

設置する。定期的に会議を開催し、いじめの見落としや、対応の不十分な点がないかチェ

ックを行うとともに、いじめ防止に関する具体的マニュアル、いじめ防止のための年間指

導計画等を作成する。 

また、必要に応じて、SC、SSW、市教委、児童相談所等の関係機関の職員にも組織の一

員として参加してもらい、助言を得る。 

      ②「いじめ対応コーディネーター」の設置 

    校内のいじめ対応の推進役として配置し、いじめ防止対応委員会の開催や外部専門機関 

との連携、校内研修を実施する。 

（２）いじめの未然防止・早期発見 

    ①主体的に動く児童会活動や人権集会などを通じて、望ましい集団づくりに努める。 

②アンケート QU や児童生活アンケート、保護者アンケート、教育相談を実施、集計・分

析し、児童や保護者の悩み等からいじめの早期発見・早期対応を図る。 

③いじめを積極的に認知するため、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いをも

ち、速やかに情報を共有し、早期から複数の教職員で的確に関わる。 

      ④児童との好ましい人間関係の構築を図り、教育相談を充実させ、児童理解を図る。 

校内研修を行い、教師一人ひとりが人間関係向上に向けて実践を工夫する。研修会で得ら

れた情報を職員会等で報告し、指導方法の改善に努める。 

      ⑤特に配慮が必要な児童（発達障がい、帰国子女、性同一性障がい、災禍により被災、避難 

した児童）については、日常的に児童の様子を学校全体で把握し必要な支援、指導を組織 

的に実施する。 

      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めざし、情報モラルや情報活用能 

力に関した指導の徹底を図る。 

      ⑦PTA総会、学校運営理事会等で学校の取り組みを説明し、保護者や地域の方の理解を得、 

協力していじめの防止に努める。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もらう。 

      ⑧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、学校の取り組みを分

析し、今後の指導の改善に活かす。 

（３）いじめに対する早期対応（いじめ発生時） 

     ①児童や保護者アンケートから、いじめと確認された場合は、校長の指示を受け、いじめ対

応コーディネーターを中心としたいじめ問題対策委員会を設置し、児童から個別の聞き取

り等を実施し、早急に対応し、重大事態とならないように対処する。人権に配慮しながら事

実関係を正確に確認し、親身な指導、悩みを受け止めさせる指導を実践するとともに、指導

の記録を時系列できちんととる。 

 



      ②いじめられた児童を守るために、全職員に事実について報告し、全職員でサポートチー 

      ムを構築し、必要に応じて送り迎え等も実施し、解決に向けた支援を行う。養護教諭や SC、 

SSWを中心に医師とも連携しながら、メンタルヘルス・ケア等を行い、自信や自尊感情を 

もたせる場の提供を行う。緊急避難として登校を止め欠席した場合や別室登校をした場合 

には、学力を保障するために個別の指導を行う。家庭訪問の実施等を行い、児童に安心感を 

持たせる。 

      ③いじめた児童には、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、及び継続 

      的な指導をし、相手の思いや自己の行為を考えさせ、二度といじめを起こさないという環 

境を構築する。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。家庭に連絡し、 

指導経過の報告をするとともに、家庭での様子を確認し、今後の指導に活かす。 

      ④いじめがあった事実を真摯に受け止め、学級環境等の改善を協議し、豊かな人間関係を 

育むための指導方法の充実を図る。また、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を送れるよう二度といじめを起こさない環境づくりを図る。 

⑤学校公開の実施、意見交換等を実施し、保護者や地域学校運営理事会、地域と課題を共有 

しながら、地域のネットワークを活用しつつ、いじめのない学校にする。 

 （４）重大事案発生時 

     ※重大事案とは（定義） 

      （生命心身財産重大事態） 

・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。 

    （不登校重大事態） 

・いじめにより当該が学校に在籍する児童等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るとき。 

      （申立て重大事態） 

・被害児童や保護者から、「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 

        い場合も含む）。 

      ＊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する。 

①重大事案が発生した場合には、校長の指示を受け、緊急いじめ対策委員会を設置し、教育 

委員会に迅速に報告する。児童から個別の聞き取り等を実施し、人権に配慮しながら事実関 

係を正確に確認し、親身な指導、悩みを受け止めさせる指導を実践するとともに、指導の記 

録を時系列できちんととる。 

      ②いじめられた児童を守るために、全職員に事実について報告し、全職員でサポートチー 

ムを構築し、必要に応じて送り迎え等も実施し、解決に向けた支援を行う。養護教諭や SC、 

SSWを中心に医師とも連携しながら、メンタルヘルス・ケア等を行い、自信や自尊感情を 

もたせる場の提供を行う。緊急避難として登校を止め欠席した場合や別室登校をした場合 

には、学力を保障するために個別の指導を行う。また、長期化する場合は必要に応じて、個 

別の指導計画を立てる。家庭訪問の実施等を行い、児童に安心感を持たせる。一般児童にも、 



養護教諭や SC、SSW を中心に医師とも連携しながら、メンタルヘルス・ケア等を行い、 

平常の状態へ回復させる。 

      ③重大事態が発生した際は、弁護士、精神科医、SC、SSWなど専門的知識及び経験を有 

し、該当いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別な利害関係を有しない第三者が 

参加する調査委員会を設置し、調査をする。 

      ④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に対してアンケート等 

を行い、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。 

      ⑤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、適時・適切な方法で、経過報告があることが望ましい。ま 

た、関係者の個人情報に十分配慮しながらも、いたずらに個人情報を盾に説明を怠ることが 

あってはならない。加えて、得られたアンケートはいじめられた児童や保護者に提供する場 

合があることを念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する 

等の措置が必要である。 

      ⑥いじめた児童には、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、及び継続 

的な指導をし、相手の思いや自己の行為を考えさせ、二度といじめを起こさないという環境 

を構築する。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。家庭に連絡し、 

指導経過の報告をするとともに、家庭での様子を確認し、今後の指導に活かす。 

      ⑦いじめがあった事実を真摯に受け止め、学級環境等の改善を協議し、豊かな人間関係を 

育むための指導方法の充実を図る。また、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を送れるよう二度といじめを起こさない環境づくりを図る。 

      ⑧学校公開の実施、意見交換等を実施し、保護者や地域学校運営理事会、地域と課題を共有 

しながら、地域のネットワークを活用しつつ、いじめのない学校にする。 

      ⑨調査結果を学校の設置者に報告する。その際、いじめられた児童またはその保護者が希 

望する場合には、いじめを受けた児童またはその保護者の所見をまとめた文章の提供を受 

け、調査結果に添える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ いじめ防止体制 

（１）平常時 

 

                               （連絡・調整） 

 

    （連絡・報告）    （連絡・報告）         （連絡・報告） 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                 （情報収集・情報提供） 

 

 

 

 

 

   （取組の分析、改善） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     校長・教頭 

人権問題・ハラスメント

防止対策委員会 

 全校 

☆児童会活動を通した望まし

い集団作り 

各学年（学級） 

☆計画的な指導の実施 

☆いじめの実態把握・早期発見 

・アンケートＱU 

・生活アンケート 

・保護者アンケ―ト 

・教育相談 

いじめ防止対策委員会 

・管理職 

・いじめ対応コーディネーター 

・生徒指導副主任・ 

・養護教諭  等 

各担任 教職員 児童 保護者 地域 地域懇談会 学校運営理事会 関係機関（警察等） 

学校評価 

校内研修 

・SC、SSW 等 



 （２）いじめ発生時 

 

 

                       ↓ 

 

 

           （指示）              （対応指示） 

 

（事実確認） 

 

 

          （報告）                   （報告） 

 

 

                                （対応説明・指導体制の決定） 

 

 

            （報告） 

 

 

   （指示）         （指示）        （指示）     （連絡・調整） 

 

 

 

 

   （指導）        （心的ケア）       （事後指導）      

 

 

 

 

 

 （継続して情報交換、援助） （日常観察・SC、SSWとの連携）  （取組の分析、改善） 

 

 

 

 

 

 

いじめの発生 

担当教職員（学級担任） 

校長・教頭 学級担任 

関係児童 

 学級担任 

いじめ問題対策委員会の設置 

校長・教頭 

生徒指導主任、養護教諭等 

 全教職員（職員会議） 

サポートチーム 

 校長・教頭 教育委員会 

 PＴA会長 

地域運営理事会理事

長 

 学級担任 

生徒指導主任 

 学級担任 

 生徒指導主任 

 養護教諭・SC、SSW 

関係教職員  関係機関 

 児童相談所等 

加害児童・保護者 被害児童・保護者  関係児童 

いじめの解消  事後観察・支援の継続 学校評価 

いじめ対応コーディ

ネーター 

生徒指導副主任 

養護教諭、 

SC、SSW 等 



（３）重大事案発生時 

 

 

                       ↓ 

 

 

           （指示）             （連絡） 

 

（事実確認） 

 

 

           （報告）                 （報告）                

 

                               （対応説明・指導体制の決定） 

 

 

            （報告） 

 

 

   （指示）         （指示）        （指示）     （連絡・調整） 

 

 

 

 

   （指導）        （心的ケア）       （事後指導）     （説明） 

 

 

 

 

 

 （教育委員会との連携）  （日常観察・SC、SSWとの連携）  （取組の分析、改善） 

 

                     ↓ 

 

                  

（調査結果を報告） 

 

重大事案発生 

連絡を受けた教職員 

校長・教頭 学級担任 

関係児童 

 学級担任 

緊急いじめ問題対策委員会の設置 

校長・教頭    

いじめ対応コーディネーター等 

 全教職員（職員会議） 

 サポートチーム 

 校長・教頭 教育委員会 

 PＴA会長 

地域運営理事会理事

長 

 学級担任 

生徒指導主任 

 学級担任 

 生徒指導主任 

 養護教諭・SC、SSW 

関係教職員  関係機関 

 児童相談所等 

加害児童・保護者 被害児童・保護者  関係児童  全保護者 

報道への対応  事後観察・支援の継続 学校評価 

警察 

 教育委員会 

調査委員会の設置 

弁護士、精神科医、

SC、SSW 

全校児童、保護者 

アンケートの実施 

学校設置者 


