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草加市立両新田小学校いじめ防止基本方針 

 

 

はじめに 
 

 いじめは、決して許される行為ではありません。いじめられている児童がいた場合

には、最後まで守り抜き、いじめを行っている児童には、その行為を許さず毅然とし

て指導していく必要があります。 

 そして、いじめを防止するためには、いじめはどの児童にも起こり得るものだとい

う認識を教職員全員がもち、その上ですべての児童を対象としたいじめの未然防止と

いじめを生まない土壌づくりを関係者と一体となって継続的に取り組まなければい

けません。 

 そこで、草加市立両新田小学校（以下「本校」という）は、いじめ防止対策推進法

（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第１２条の規定及びいじめの防止等

のための基本的な方針（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定。以下「国の基本

方針」という。）及び草加市学校におけるいじめの防止等のための基本的な方針（平成

２６年３月策定。以下「市の基本方針」という。）に基づき、いじめの防止等のための

対策を推進するために「草加市立両新田小学校いじめ防止基本方針」（以下「基本方

針」という。）を策定しました。 

 また、本校では、法及び国並びに市の基本方針改定の内容や重大事態ガイドライン

（平成２９年文部科学省。以下「重大事態ガイドライン」という。）の内容に基づき、

基本方針を改定し、引き続き、いじめの防止等のための対策を一層推進します。 

 

 
第１章 いじめ防止等についての基本的な考え 
 

 １ 基本理念 
 

   すべての児童は、かけがえのない存在であり、地域社会の宝である。児童が健

やかに成長していくことは、いつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来の

実現に向けて最も大切なことである。 

   いじめは、いじめを受けた児童の尊厳を脅かし、心身に深刻な影響を及ぼす許

されない重大な人権侵害であるとともに、その生命または身体に重大な危険を生

じさせる恐れがあるものである。いじめを防止するには、特定の児童や特定の立

場の人だけの問題とせず、広く学校全体で真剣に取り組む必要がある。そのため

に、学校・保護者等は、ぞれぞれの責務を自覚し、主体的かつ積極的に相互に連

携して、児童が安心して生活し、学ぶことができる環境を整えるとともに、いじ

めの防止等に取り組むものとする。 
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 ２ 「いじめ撲滅スローガン」 
 
   草加市では、平成２５年８月に草加市立小中学校「いじめ撲滅サミット」にお

いて、市内小中学校代表児童生徒の協議により、「いじめ撲滅サミット宣言」を全

会一致で採択した。この宣言には、各校児童生徒のいじめ撲滅への思いが込めら

れている。 

   これを受けて、両新田中学校区（両新田中学校・両新田小学校・新里小学校）

では、代表児童生徒の協議により、いじめ撲滅のための両新田中学校区スローガ

ンを掲げ、小中一貫教育の中で、いじめ撲滅に取り組んでいくこととした。 

   さらに、本校では児童会が中心となり、両新田小学校いじめ撲滅スローガンを

掲げ、児童が主体となったいじめ撲滅の取組を進めていくこととした。 

   これらの宣言やスローガンに込められた思いを決して忘れないためにも、基本

方針に明示することにより、いじめ防止に向けた児童の意志を発信していくもの

である。 

 

     

両新田小学校いじめ撲滅スローガン 
 

い じ め を な く そ う  
～ みんなの力で ～ 

 

 

 

両新田中学校区いじめ撲滅スローガン 
 

 

笑顔の輪 仲間の輪 思いやりの心を高めよう 
 

 

 

いじめ撲滅サミット宣言 
 

       わたしたちは、次のことを宣言します。 

一、 お互いを認め合い、助け合います。 

一、 いじめをみすごしません。 

一、 相手の気持ちを考えて行動します。 

一、 笑顔いっぱいの学校をつくります。 
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 ３ いじめの定義 
 

   この基本方針において「いじめ」とは、法第２条にあるように「本校児童に対

してに対して、本校に在籍している等、当該児童と一定の人間関係にある他の児

童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が心身の苦痛を感じ

ているもの」をいう。 

 

○個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすること

なく、その行為により感じている心身の苦痛の状況など、いじめを受けた児童

の立場に立つことが必要である。なお、本人がいじめを受けていることを否定

する場合も多々あることなども踏まえ、本人の表情や様子をきめ細かく観察す

るなどして確認することも大切である。 
 
○「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級の児童や、塾

やスポーツクラブ等当該児童がかかわっている仲間や集団（グループ）など、

当該児童の何らかの人間関係を指す。 
 
○「物理的な影響」とは、身体的な影響の他、金品をたかられたり、隠されたり、

嫌なことを無理やり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。 

 

 

 ４ 責務等 
 

 （１）学校として 

   ① 学校及び学校の教職員は、先の基本理念にのっとり、本校に在籍する児童

の保護者、地域住民、その他の関係者との連携を図り、学校全体でいじめの

防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめを受け

ていると思われるときは、法第２３条の規定に基づき適切かつ迅速にこれに

対処する。 

  ② 学校は、教育活動全体を通して、豊かな情操や道徳心、自他のいのちを大

切にする心を養い、自他の存在を等しく認め、互いの人格を尊重し合える態

度を育てるとともに、相手にとって心や体の苦痛を感じる行為を決して行っ

てはならないことを理解させる。さらに、相手がこのように感じる行為は広

くいじめであり、決して許されないことを理解させる。 

   ③ 学校は、法第１３条の規定により、国及び市の基本方針に基づき、本校の

実情に応じた学校いじめ防止基本方針を定める。 
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   ④ 学校は、児童のいじめの防止等の対策に日頃から取り組むとともに、いじ

めを認知した場合は、その解決に向け速やかに組織的対応を講じ、その内容

を教育委員会に報告する。 

   ⑤ 学校は、法第２２条の規定により、本校におけるいじめの防止等に関する

措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理・福祉等の専門的知識を有す

る者、その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織

を置く。 

 

  （２）保護者として 

   ① 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、その保護する子どもに対し、

相手にとって心や体の苦痛を感じる行為を決して行ってはならないことを

理解させる。さらに、相手がこのように感じる行為は広くいじめであり、決

して許されないことを理解させる。 

   ② 保護者は、その保護する子どもがいじめを受けた場合、またはいじめを受

けている疑いを認知した場合には、適切に子どもをいじめから保護するとと

もに、速やかに学校、市または関係機関等に通報または相談する。 

   ③ 保護者は、学校や市が行ういじめ防止に対する取組に協力するよう努める。 

 

  （３）地域住民及び事業者として 

   ① 地域住民及び事業者は、地域において児童に対する見守り、声かけ等を行

うとともに、地域が連携して児童が安心して過ごすことができる環境づくり

に努める。 

   ② 地域住民及び事業者は、いじめを発見したときは、速やかに学校または関

係機関等に情報を提供するよう努める。 

   ③ 地域住民及び事業者は、いじめに関する通報、相談に接したときは、その

際に知りえた情報を第三者に漏らさない。 

 

  （４）児童に対して 

   ① 全ての児童が、相手にとって心や体の苦痛を感じる行為（いじめ）を決し

て行ってはならないことを理解し、いじめを許さない態度を身に付けられる

よう導く。 

   ② 児童がいじめを受けた場合には、一人で悩まず、家族・学校・友だちまた

は関係機関等に相談するよう伝えるとともに、アンケート、教育相談、市い

じめ悩み相談等、具体的な相談、訴えの方法を理解させる。 

   ③ お互いが思いやりの心をもって協力し支え合い、一人ひとりが安心して生

活できるよう、心の通う人間関係を構築するとともに、すべての児童に、そ
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の能力の素地が形成されるよう努める。 

 

 ５ いじめ防止等に関する基本的な考え 
 

   いじめは、どの児童にもどの学校にも起こりうるものである。また、学校外で

も起こりうるものである。「暴力を伴わないいじめ」であっても何度も繰り返さ

れたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」と同

様に、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれもある。 

   いじめの防止等では、「未然防止」「早期発見」「事案対処」という３つの視点か

ら、学校、家庭、地域が連携を図りながら取り組む必要がある。特に、児童の生

活の中心となる学校においては、いじめの防止等のための具体的な方針を示すと

ともに、家庭・地域と一体となって取組を推進していくことが求められる。 

 

 
第２章 学校が実施する施策 

  

 １ 学校が実施する施策 

 

（１）両新田小学校いじめ防止基本方針の策定 

 

    学校は、法第１３条の規定に基づいて、本校の実態に応じた両新田小学校い

じめ防止基本方針を定める。 

    この基本方針は、児童一人ひとりを大切にする教育実践を行うことを土台に、

いじめの防止等のための具体的な取組、いじめの早期発見のための措置、いじ

め事案への対処や校内連携の在り方、生徒指導・教育相談体制、年間指導計画、

構内研修など、いじめの防止及び解決の観点から体系的・計画的に行われるよ

う包括的な取組の方針を定めるものとする。策定に当たっては、学校の実情に

即し実効的に機能するものとしていくことが何より重要であり、ＰＤＣＡサイ

クルにより常に点検し、必要に応じて見直しを図る。 

    策定した基本方針は、学校のホームページその他の方法により、保護者や地

域住民が内容を確認できるようにするとともに、その内容を各年度開始時に児

童、保護者等に説明する。 

 

  （２）「いじめ防止対策委員会」の設置 

 

    学校は、法第２２条の規定により、本校におけるいじめの防止等に関する措

置を実効的に行うため、いじめ防止対策委員会を置くものとする。 
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①構成員 

校長、教頭、主幹教諭（教務主任）、生徒指導主任、教育相談主任、学年主任、

養護教諭、その他校長が認める者（臨床心理士・医師等、心理・福祉等に関す

る専門的な知識を有する者その他の関係者）で組織する。 

 

   ②開催 

    定例会を月１回開催する。事案対処のための緊急会議は、必要に応じ随時開

催する。 

 

   ③役割 

    ア 未然防止 

     ・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい、いじめを許さない環境

づくりを行う。 

    イ 早期発見・事案対処 

     ・いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口となる。 

     ・いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や、児

童の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。 

     ・いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関

する悩みを含む。）の迅速な共有、及び関係児童等に対するアンケート

調査や聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの

判断を行う。 

    ウ 基本方針に基づく各種取組 

     ・基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・

修正を行う。 

     ・基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修 

を企画し、計画的に実施する。 

     ・基本方針が本校の実情に即して実効的に機能しているかについての点検

を行い、基本方針の見直しを行う。 

 

    ④その他 

      いじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりを実効的に行うため、

本委員会の存在及び活動が、児童及び保護者に対して容易に認識される取

組（全校児童等への説明等）を実施するよう努める。また、本委員会は、

いじめを受けた児童を徹底して守りとおし、事案を迅速かつ適切に解決す
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る相談・通報の窓口であると児童から認識されるようにしていく。 

      さらに、本委員会は、重大事態の発生の際は、学校が行う調査の母体と

なり、関係機関とも連携して対応する。 

   （３）いじめ防止対策委員会を核とした「いじめ問題」への対応 

 

    １ 未然防止 ～いじめを生まない、許さない学校づくり～ 

       

     いじめは、どの児童にも、どの学校にも起こりうることを踏まえ、より根 

本的ないじめ問題克服のためには、全ての児童を対象としたいじめの未然

防止の観点が必要である。定義によって導かれる「いじめ」という言葉で「い

じめは許されない」という指導を行うだけでは未然防止につながらない場

合も多い。そもそも相手にとって心や体の苦痛を感じる行為を行うこと自

体が、決して許されることではないという基本を十分に理解させる。その上

で、相手がこのように感じる行為を広く「いじめ」という言葉で表し、「い

じめ」は決して許されないものであることの理解に導いていく。 

     いじめに向かわせないための未然防止の取組として、児童が自主的にいじ 

めの問題について考え、議論すること等のいじめの防止に資する活動に取

り組む。指導に当たっては、児童がいじめの問題を自分のこととしてとら

え・考え・議論することにより正面から向き合うことができるようにすると

ともに、いじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、加害者及び周囲の児童

に大きな傷を残すものであり、決して許されないことを児童に理解させる。 

     また、いじめに向かわない態度や能力を育成するために、次の点に留意す

る。 

       

○道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進により児童の

社会性を育むとともに、いじめを許さず、いじめに向かわない態度を育て

る。 

     ○いのちを大切にする教育の充実を図るとともに、他人の気持ちを共感的 

に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、 

お互いの人格を尊重する態度を養う。 

○自他の考えに相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、 

解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与え 

るかを判断して行動できる力など、児童が円滑に他社とコミュニケーシ 

ョンを図る能力を育てる。 

 

教職員は、学校の教育活動全体を通して、児童一人ひとりの存在を大切 

     にし、児童との信頼関係づくりに力を注ぐとともに、次の項目について 
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徹底を図る。 

 

 

○いじめは絶対に許さないという断固たる教職員の姿勢を示す。 

      ○いじめについて考えさせる場を設ける。 

     ○自分の意志によって行動がとれるよう指導する。 

     ○いじめを見て見ぬふりはしないよう指導する。 

     ○一人で悩まずに、家族・学校・友だち・関係機関等に相談するよう指導 

する。 

     ○道徳教育や特別活動を通して、児童同士の好ましい人間関係を築く。 

     ○行事等を通して、学級・学年・学校の連帯感を深める。 

     ○いじめ解決に向けた、児童の主体的な取組を支援する。 

     ○自らの言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したり 

することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 

 

      学校は、これらの取組について、家庭・地域と協力し合い、取り組みを

推進していく。 

 

     ◇両新田小学校いじめ防止基本方針の策定（法第１３条） 

     ◇いじめ問題に関する年間指導計画の作成及び実行 

     ◇いじめ問題に関する校内研修の計画及び実施 

     ◇道徳や学級活動等における「いのちの大切さ」「いじめ」の授業計画及

び実施 

      ◇「居場所づくり」「絆づくり」をキーワードとした、互いを認め合える

人間関係づくり、学校風土づくり 

       ・ハッピー・ペアタイムでの異学年交流活動（月１回程度） 

       ・小中連携あいさつ運動（学期１回程度） 

       ・情報モラル教室の実施 

       ・両新田小携帯・スマホルールの策定、実施（小中連携） 

      ◇いじめ撲滅に向けた児童会等の児童の主体的な活動 

       ・代表委員によるあいさつ運動 

       ・児童会役員による「今週のぽかぽか言葉」の掲示・呼びかけ 

       ・「いじめ撲滅掲示板」の設置 

       ・「いじめ撲滅集会」の実施 

       ・草加市いじめ撲滅サミットへの参加 

      ◇学校評価による検証と学校いじめ防止基本方針の見直し（ＰＤＣＡサ

イクル） 
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    ２ 早期発見 ～いじめを直ちに発見できる学校づくり～ 

 

      教職員は、日頃から児童一人ひとりの立場やその思いの理解に努め、何 

かあれば、児童が進んで相談したり報告したりできるような信頼関係を築

いておかなければならない。そして、たとえ些細な兆候であっても、いじ

めではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関りをもち、積極的

にいじめを認知することが必要である。 

      さらに、いじめ発見のチェックポイント等を活用して児童の日常生活を 

観察し、児童が示す小さな変化やサインも見逃さないようアンテナを高く

保つとともに、学年会、いじめ防止対策委員会、職員会議等で教職員相互

が積極的に情報交換を行い、情報を共有する。  

      また、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、さわやか相談室の周 

知等により、児童が安心して相談できる体制を整える。 

      アンケート調査や個人面談において、児童が自らいじめの情報を教職員 

に発信することは児童にとっては多大な勇気を要するものである。これを

踏まえ、学校は、児童からの相談に対して、教職員等が迅速に対応するこ

とを徹底する。 

      いじめを受けている児童は、アンケート等で相談しようとしたことを知 

られたくないとの思いから、記入等をためらうことも考えられる。これは、

いじめを見たほかの児童についても同様である。記入に当たっての指導や

記入後は教職員が一人ひとりの用紙を回収する等、細部にわたり安心して

相談できる配慮を全学年・学級で徹底できるようにする。 

      さらに、いじめを受けている児童は、改めて情報を発信しようとしない 

場合も多々ある。いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、

遊びやふざけを装って行われることを認識するとともに、アンケート調査

や個人面談は、あくまで早期発見の一つであることを踏まえておく。 

 

      ◇「いじめに関するアンケート」の実施による情報の収集・共有  

       ・児童対象アンケート調査（年５回） 

       ・保護者対象アンケート調査（年１回） 

      ◇「いじめの早期発見チェック」の実施 

      ◇「いじめ発見のチェックポイント」の活用 

      ◇定期的な児童理解研修（学期１回）等による児童の状況把握と情報の

共有 

      ◇児童の相談窓口としてのさわやか相談室等の充実 
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       ・学級担任等による教育相談（随時） 

       ・さわやか相談員による教育相談（曜日・時間の設定） 

      ◇さわやか相談員やスクールカウンセラー、臨床心理士等の保護者への

周知及びその活用 

      ◇管理職を始め、全教職員による校内巡視等の実施 

      ◇学校だよりや学年・学級懇談会等を通じた学校の取組の発信及び情報

の収集・共有 

 

     ３ 事案対処 ～いじめを解決し、繰り返さない学校づくり～ 

 

      ①学校の「組織」を核とした対応 

       ・保護者等からの通報や学校生活アンケート・教育相談等を通じて、

いじめを受けていると思われる情報を把握した際には、直ちに学校

いじめ防止委員会に報告し、学校の「組織」を核とした迅速な対応

につなげる。 

       ・「組織」として情報を共有し、いじめを受けていると思われる段階で

速やかに事実関係の確認を行う。 

       ・組織的な対応方針を策定し、いじめを受けた児童への支援、いじめ

を行った児童への指導、周囲の児童へのケア等について、教職員の

役割分担の明確化を図る。 

 

      ②いじめを受けた児童への対応 

       ・いじめを受けた児童の安全を直ちに確保してから、共感しつつ話を

よく聴き、事実関係を明らかにする。 

       ・いじめの内容や心や体の苦痛の状況、関係する児童について十分把 

握する。 

       ・いじめを受けた児童の側に立ち、絶対に守りとおすという姿勢を明

確にし、伝える。また、いじめられている側にも問題があるという

考え方で接することがないように留意する。  

       ・具体的な対応を示し、必ず解決することを伝え、安心感を与える。

以後も注意深く見守り、安心感をもたせながら支援を行う。 

       ・必要に応じて、さわやか相談員やスクールカウンセラー、臨床心理

士等を活用し、児童をケアする。 

 

      ③いじめを行った児童への対応 

       ・いじめを行ったとされる児童からも、十分に話を聴き、事実関係を

明らかにする。 

       ・いじめの内容や関係する児童について、十分に把握する。十分な事

実確認がない中で、いじめの指導を先立って行うことのないよう留
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意する。 

       ・いじめを受けた児童に対し一定の行為をしたことは事実だが、いじ

めは行っていないという認識は、いじめを行った児童にはありがち

なものである。いじめを受けた児童が、この行為によって心や体の

苦痛を感じたこと自体も事実であることを伝え、このような行為自

体が許されないことを理解させる。 

       ・相手にとって心や体の苦痛を感じることにつながる行為はいじめで

あること、いじめは人格を傷つける行為であること、人間の生き方

として絶対に許されない行為であることを理解させて、直ちにいじ

めをやめさせる。 

・傷ついた相手の気持ちを改めて理解させ、心から謝罪できるように

指導する。 

・いじめを行った児童の発達上の悩みや葛藤等についても十分に配慮 

し、立ち直りを支援していく。 

・必要に応じて、さわやか相談員やスクールカウンセラー、臨床心理

士等を活用し、児童をケアする。 
 

      ④いじめを通報した児童への対応 

       ・学校は、通報した児童のプライバシーが完全に守られることを第一

に考える。 

・勇気をもって教職員にいじめを通報した児童を十分称賛する。同時

に、守りとおすことをはっきり伝え、教育活動全体を通して見守り、

いじめを通報した児童の安全を確保するための取組を徹底する。 

・通報した児童の保護者とも緊密に連携を図る。 
 

      ⑤いじめが起きた集団及び周囲の児童への対応 

・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。 

いじめを受けている児童の気持ちになって考えると、何もしないで 

いることは、いじめを行ったのと同じように思われることに気付か

せる。 

       ・いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をも

つよう伝える。 

       ・はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はい

じめに加担する行為であることを理解させる。 

 

      ⑥保護者への対応 

       ・いじめを受けた児童の保護者に対しては、家庭に連絡し、家庭訪問

等により、迅速かつ丁寧に状況を説明するとともに、学校としての

事態対処、再発防止などの取組方針を伝える。いじめを受けた児童

を守りとおすことを伝えるとともに、いじめを受けた児童や保護者
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の思いを受け止め、誠実に対応する。 

       ・いじめを行った児童の保護者に対しても、家庭に連絡し、迅速かつ

丁寧に事実関係を説明するとともに学校としての事態対処、再発防

止などの取組方針を伝える。説明に際しては、いじめを受けた児童

の苦痛自体も事実であることを含め、事実関係を正確に伝えること

に留意する。事実に対する保護者の理解を得た上で、学校と連携し

て以後の対応を適切に行えるよう協力を求めるとともに、保護者に

対する継続的な支援を行う。 

       ・学校は、双方の保護者と連絡を密にし、誠意を尽くした対応を継続

する。その際、双方の保護者間で事実認識の違いが起こらぬよう情

報を共有する措置を講ずる。 

       ・「いじめに係る行為が止んでいること」、「いじめを受けた児童が心

身の苦痛を感じていないこと」の要件が満たされるまでは、いじめ

が解消している状態とはならないことに留意する。 

       ・必要に応じて、さわやか相談員やスクールカウンセラー、臨床心理

士等を活用し、保護者をケアする。 
 

      ◇いじめ防止対策委員会を核とした速やかな対応策の検討及び実施 

      ◇いじめ防止対策委員会を核とした役割分担の明確化 

      ◇いじめを受けた児童やその保護者への組織的で継続的な対応 

      ◇いじめを行った児童やその保護者への組織的で継続的な対応 

      ◇いじめが起きた集団への組織的で継続的な対応 

      ◇いじめを通報した児童への組織的で継続的な対応 

 

    （４）地域や家庭、関係機関等への対応 

   

      学校は、学校評議員，ＰＴＡ等地域の関係団体等と、いじめ問題につい

て協議する機会を設けたり、小中学校連絡協議会を活用したりするなど、

いじめ問題に対して地域や家庭と連携した対策を日頃から推進する。そし

て、いじめを発見した場合は、必要に応じて協力を依頼する。 

      さらに、いじめ問題における指導において、十分な効果を上げることが

困難な場合等には、児童相談所や警察署等の関係機関との適切な連携を図

る。 
 

      ◇児童相談所、子育て支援センター、警察署など関係機関との連携と情

報の共有 

      ◇小中学校連絡協議会等での情報の共有 

      ◇学級懇談会や学年保護者会等、状況に応じた保護者会の実施 

      ◇スクールガード・リーダー等、地域の人材を活用した登下校の見守り

等の実施 
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      ◇教育委員会への報告と連携 

 
 
 
 
 
 ２ いじめに対する措置 
 

 

  第２３条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に 

応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた 

場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けた 

と思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるも 

のとする。 

  ２  学校は、前項の規定による通報を受けたときはその互い等学校に在籍 

する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童 

等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、 

その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

                        「いじめ防止対策推進法」 

 

   

  （１）発見、通報 

    学校の教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合には、速やかに、

いじめ防止対策委員会に対し、当該いじめに係る情報を報告し、組織的に対応

する。児童またはその保護者からの通報や訴え、申し立て等については、速や

かに事実確認の措置等を行う。これらの措置は、いじめを受けていると思われ

る段階で行わなければならないことに留意する。 

 

  （２）報告 

    法第２３条第２項の規定により、学校いじめの事実の有無の確認を行うため

の措置を講じ、その結果を教育委員会に報告する。 

 

  （３）いじめの解消 

    いじめの解消の判断は、単に謝罪をもっていじめが解消したとするのではな

く、いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たさ

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、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 
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     被害者に対する心理的または物理的な影響与える行為（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。 

 

② いじめを受けた児童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、いじめ 

を受けた児童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。いじめを受けた児童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、いじめを受けた児童を徹 

底的に守りとおし、その安全・安心を確保する責任を有する。いじめ防止対

策委員会においては、いじめが解消に至るまでいじめを受けた児童の支援

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。 

 

    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、当該いじめを受けた児童については、日常

的に注意深く観察する必要がある。 
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 ３ 学校における「いじめ問題」への具体的な組織対応 
 

 《両新田小学校いじめ防止対策委員会》 
 

        

        ○メンバー 

             校長、教頭、主幹教諭（教務主任）、生徒指導主任、 

              教育相談主任、学年主任、養護教諭、その他校長が認める者 

 

            ○委員会の役割 

             基本方針に基づく取組   

         ・未然防止－いじめを起こさせない、許さない環境づくり 

               ・早期発見－アンケート等 通報相談を受ける体制 

                （現状把握、共通理解、共通行動、改善） 

               ・事案対処－いじめを受けていると思われる事案情報把握、 

                関連情報収集、共有、役割分担の決定、事実確認及び 

                いじめの有無確認 

 

         いじめが確認された際の対応－問題の明確化、 

               指導方針の決定、指導支援及び連絡体制の決定  

               （いじめを受けた児童への支援、いじめを行った児童への支援、 

                いじめがあった集団への指導、保護者との連絡、その他） 

 

 

        ○経過観察   ○関係機関   

             （児童・        との連携    

               保護者）     （警察等） 

     

 

学
校
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域
か
ら 
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●重大事態 

・調査組織決定 

（市教委判断に基づく） 

・調査 

・情報提供（関係保護者） 

・重大事態としての 

児童及び集団への 

指導支援等 

 

報告 

報告 

指導 
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委
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重大事態では、本委員会組織を母体とし事案の性質に 
応じ適切な専門家を加え対応することも考えられる。 

 

・両新田小学校いじめ対策委員会は、いじめの防止等の措置を組織的かつ実効的に 

行うため中核となる役割を担う。 

・管理職は、すべての取組における最終的な責任者であり、それぞれの取組が円滑に

行われるようマネジメントする立場にあることを認識する。 

 

第３章 重大事態への対処 
 

 １ 重大事態の発生と調査 
 

   いじめの重大事態については、本基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関

するガイドライン（平成２９年３月文部科学省）により適切に対応する。 

 

 

  第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その 

    事態(以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事 

    態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置 

    する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該 

    重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

    一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、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。 

    二 いじめにより当該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。 

  ２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行った 

   ときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該 

   調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するも

のとする。 

  ３ 第２項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者 

   は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な 

   指導及び支援を行うものとする。 

 

 第３０条 地方公共団体が設置する学校は、第２８条第１項各号に掲げる場合に

は、当該地方公共団体の脅威奥委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、

結果 

報告 
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当該地方公共団体の長に報告しなければならない。 

  ２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大 

   事態への対処又は当該重大事態と同様の事態発生の防止のため必要がある

と認めるときは、附属期間を設けて調査を行う等の方法により、第２８条第

１項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

  ３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を 

   議会に報告しなければならない。 

                       「いじめ防止対策推進法」 

 

 

 

（１）重大事態の意味 
  

 法第２８条第１項では、次に掲げる場合には、その事態を重大事態と規定し

ている。 

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、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場合 

 二 いじめにより当該学校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られる場合 
 

   ・各事態ともに、疑いがあると認める段階で重大事態となり、確定された段階

ではないことに留意する。 

  ・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

ときは、その時点で「いじめの結果ではない」「重大事態ではない」と考えた

としても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 

  ・児童や保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報であ

る可能性があることから、調査をしないまま、いじめによる重大事態ではな

いと断言できないことに留意する。 

  ・法第２８条第１項第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、

いじめを受けた児童の状況に着目して判断する。例えば、次のようなケース

が想定される。 

    〇児童が自殺を企図した場合 

    〇身体に重大な傷害を負った場合 

    〇金品等に重大な被害を被った場合 

    〇精神性の疾患を発症した場合 

   ・同項第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０

日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場

合には、上記目安に関わらず、学校の判断により迅速に調査に着手する。 

 

  （２）発生時の報告及び通報・相談 
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   ① 教育委員会への報告 

     学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに今日お育委員会に一報を入

れ、速やかに文書（別紙様式１ いじめ重大事態発生報告書）で報告する。

学校からの報告を受け、教育委員会は市長に報告する。 

 

   ② 警察署への通報・相談 

     学校は、いじめを受けた児童に対する暴力や金銭強要等の犯罪行為が行わ

れていると疑われる場合、その児童を保護するとともに、周囲の児童に被害

がかくだいしないようにするために、速やかに警察署に通報及び相談するも

のとする。 

 

  （３）調査 

     

   ① 調査の趣旨     

     法第２８条に規定される調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事

態の発生の防止に資するために行うものである。 

 

   ② 調査の主体 

     調査は、学校が主体となって行う場合と、教育委員会が主体となって行う

場合がある。従前の経緯や事案の特性等を踏まえ、教育委員会が調査主体や

調査組織について判断する。学校が調査主体となる場合であっても、法第２

８条第３項に基づき、教育委員会は学校に対して必要な指導及び支援を行う。 

 

   ③ 調査を行うための組織 

     教育委員会又は学校は、その事案が重大事態であると判断したときは、当

該重大事態に係る調査を行うため、学校は、速やかにその下に組織を設ける。

なお、教育委員会が調査主体となる場合は、草加市いじめ問題調査対策委員

会を当該調査を行うための組織とする。 

 

   ④ 調査の実施 

     調査に当たっては、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ頃か

ら、誰から行われ、どのような様態であったか、いじめを生んだ背景事情や

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網羅的に明確にする。なお、その際は、

因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

 

   ⑤ 情報提供 

     法第２８条第２項の規定により、学校又は教育委員会は、いじめを受けた

児童やその保護者に対して、事実関係その他の必要な情報を提供するものと
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する。 

     この情報提供の結果を踏まえて、いじめを受けた児童又はその保護者が希

望する場合には、学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童又は保護者の

所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添える。また、これら

の情報提供に当たっては、学校又は教育委員会は、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ものとする。 

 

   ⑥ 調査結果の報告 

     学校から教育委員会への調査結果については、文書（別紙様式２ いじめ

重大事態調査結果報告書）で報告し、報告を受けた教育委員会は市長に報告

する。 

 

   ⑦ 法第３０条に基づく再調査 

     法第を２８条に基づく調査結果報告を受けた市長は、法第３０条第２項に

基づいて、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態

の発生の防止のため必要があると認めるときは、再調査を行うことができる。 

     再調査を行う際は、市長は「草加市いじめ問題再調査委員会」を設けて調

査を行う党の方法で実施し、再調査の結果については、市長は議会で報告す

るものとする。 

     市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任にお

いて、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発

生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 ２ いじめを受けた児童への対応 
 

   いじめを受けた児童の思いを受け止め、心身の苦痛の状況を改めて理解するこ

とに努める。いじめを受けた児童の側に立ち、絶対に守りとおすという姿勢を明

確に伝えるのみならず、解消に向けての具体的な対応の状況を速やかに示してい

く。 

 

  （１）いじめを受けた児童に対する複数教職員による保護・支援 

   ・学校は、いじめを受けた児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるこ

とを回避するため、複数の教職員による組織的で継続的な見守り体制を構築

する他、児童についての情報を共有する。 

   ・学校は、いじめを受けた児童が安心して学校で学習できる環境を確保する。 

   ・聴き取りを行う際には、心身の状態を十分に考慮しながら行う。 

 

  （２）さわやか相談員やスクールカウンセラーによる支援 

   ・学校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、さわやか相談員やスク
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ールカウンセラーによる相談体制の周知と積極的な活用を図る。 

 

  （３）スクールソーシャルワーカー等による家庭状況の把握と支援 

   ・学校は、スクールソーシャルワーカー等による家庭訪問を通じ、いじめを受

けた児童の家庭状況を把握するとともに、不測の事態を回避するため、保護

者と緊密に連携して、児童とその家庭を支援する。 

 

  （４）ふれあい教室（適応指導教室）等への通級等の実施 

   ・学校は、いじめが原因で不登校になっている児童の状況に応じて、保健室登

校や相談室登校の実施、ふれあい教室に通級させるなど、緊急避難措置を講

ずる。 

 

 

 ３ いじめを行った児童への対応 
 

  （１）いじめを行った児童への対応 

   ・学校は、いじめを行った児童から十分に話を聴き事実関係を明らかにする。 

・ いじめは人格を傷つける行為であること、人間の生き方として絶対に許さ

れない行為であることを理解させ、自分のとった行為を深く反省させる。

また、傷ついた相手の気持ちを理解させ、心から謝罪できるように指導す

る。 

・ いじめ防止対策委員会が中心となって組織的・継続的に観察し、指導を徹

底する。 

・ いじめを行った児童の発達上の悩みや葛藤等、いじめを行った児童が抱え

る問題など、いじめの背景にも目を向け、立ち直りを支援していく。 

・ 必要に応じて、さわやか相談員やスクールカウンセラー、臨床心理士等を

活用し、児童及びその保護者をケアする。 

 

  （２）出席停止 

   ・いじめを行った児童に対し継続的に指導を行ったにも関わらず、改善が見ら

れない場合には、教育委員会はその児童の保護者に対して出席停止を命じる

ことができる。 

   ・出席停止が行われた場合には、学校はその児童に対して学習を補完したり、 

学級担任等が計画的かつ臨機応変に家庭訪問を行い、家庭との連携を十分 

に図る。 

 

 ４ いじめを通報した児童への対応 
 

   学校は、通報した児童のプライバシーが完全に守られることを第一に考える。
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そして、勇気をもって教職員にいじめを通報した児童を十分称賛する。同時に、

守りとおすことをはっきり伝え、教育活動全体を通して見守り、いじめを通報し

た児童の安全を確保するための取組を徹底する。その際、保護者とも緊密に連携

を図る。 

 

 ５ いじめが起きた集団及び周囲の児童たちへの対応 
 

   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。いじめを

受けている児童の気持ちになって考えると、何もしないでいることは、いじめを

行ったのと同じように思われることに気付かせる。 

   また、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよ

うに伝える。はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為は、

いじめに加担する行為であることを理解させる。 

 

 ６ 保護者への対応 
 

  （１）いじめを受けた児童の保護者及びいじめを行った児童の保護者 

   ・重大事態を受け調査を行うことや、調査事態に対処し同種の事態の発生の防

止に資するために行うものであることを伝え理解を得る。 

   ・いじめを受けた児童の保護者に対しては、調査の経過や 

調査により明らかとなった事実関係について、適時、適切な方法で説明する。 

 

  （２）ＰＴＡ等との連携 

   ・学校は，ＰＴＡ等の役員に情報提供するなどして積極的に連携し、必要に応

じて協力を依頼する。 

 

  （３）緊急保護者会の開催 

   ・学校は、説明責任を果たすため、また、憶測等の誤った情報が保護者間で広

がることにより、事態が混乱しないようにする必要があることから、教育委

員会との連携・協力のもと、必要に応じて緊急保護者会を開催し、個人情報

等に十分配慮した上で、事案の状況や学校の対応等について説明を行う。 

 

 ７ 地域や関係機関等への対応 
 

  （１）民生委員・児童委員等との連携 

   ・学校は、民生委員・児童委員等の地域人材と積極的に連携し、地域での児童

の見守り・巡回を依頼する。 

 

  （２）福祉や医療機関との連携 
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調査  

調査 

●調査主体・調査組織の判断 
 
学校主体、教育委員会主体（いじめ 
問題調査対策委員会） 
学校主体の場合も教育委員会として 
加わる。 

※教育委員会が調査主体の場合 

 

※情報共有 

（様式２） 

（様式２） 
教育委員会に 

   ・学校は、いじめの原因や背景の一つとして、児童の家庭に児童虐待等がある

と疑われる場合には、児童相談所等の福祉機関に速やかに通報する。 

   ・双方の児童に精神疾患等が認められる場合には、臨床心理士等の専門的見地

からの助言を考慮し、速やかに医療機関に相談する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ＜ 重大事態対応フロー図 ＞ 
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※重大事態に至る以前の報告（重要） 

 （いじめと思われる事案－事実確認時） 
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●情報の整理・共有 
 

※学校が主体の場合 

 

発生時報告 

学校 教育委員会 

※対処に係る指導・支援・連携 

       

指導・支援 

重大事態 
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調査組織設置 調査 

指導・支援等
の対応 

 いじめ問題調査対策委員会 

調査経過 

調査結果 

調査 

調査結果報告 
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※必要があると認める場合 
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