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基本方針（概要） 
 

 

１ いじめ防止基本方針について 

２ いじめの定義 

３ いじめの理解 

４ いじめ防止等に関する取り組みの柱 

 

 



１ いじめ防止基本方針について 

 (1) 策定の基本理念 

 

 

 

 

・学校がベースとなり子どもたちの健全な心身の発達を踏まえた取り組みを行   

う。 

・家庭・地域と連携し校外においても共通した価値観がもてるよう取り組みを  

推進する。 

 

 (2) 方針の中核 

  ①未然の防止 

   ・全ての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして全ての教

育活動の場を通して支援する。さらに、児童に未然予防の力と協力体

制を培い、学校組織の指導体制を構築する。 

  ②いじめ防止対策委員会の設置 

   ・いじめに対する、予防・対処に対応するため、「いじめ防止対策委員会」 

を常設し、校務分掌に位置づける。 

  ③いじめ防止対策委員会 

   ・いじめ予防・防止、対応のための取組について検討し他の分掌等と連 

携を図る。 

・関係他機関との連携について検討する。 

   ・必要に応じ各事案に対する「指導・支援チーム」を構成する。 

   ・月１回の生徒指導委員会にて「いじめ防止対策委員会」を兼ね開催す 

る。 

   ・臨時招集は校長が招集する 

   ・いじめ防止対策委員会の構成メンバーは次の通りとする。 

生徒指導委員会を母体とし、これに心理専門家を加えたものとする。 

   ・構成者の詳細は以下の通りとする。 

 

 

 

「子どもたちの健全な心身の成長のもと将来の自己実現を図る

ため、安心安全な学校生活を確保する」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめの定義 

 ＊いじめ防止対策推進法（第２条） 

 

 

 

 

 

 

(1) 解釈上の留意点（いじめの認知について） 

  ①苦痛の有無を本人の発言のみに限定しない。 

   →周囲の状況や、当該生徒の表情、雰囲気等日常生活との相違に目を向 

ける。 

  ②「あるかもしれない」と想定し、常に複数の目と様々な情報を活用する 

ことを念頭に置く。 

   →教員ばかりでなく全学校職員の目、生徒の目の大切さを知る。 

  ③一定の人間関係とは、学校の内外を問わない 

   →同級生による校外でのいじめの可能性も踏まえる。 

   ④インターネットを通じて行われる誹謗中傷や個人情報流失等については、 

第三者からのいやがらせ行為の可能性や触法行為でもあることを日常の 

指導から意識する。→ 指導者もメディアについて知識を得る。 

 

３ いじめの理解 

 (1) いじめはどの子供にも、どの学校でも起こりうる。 

「いじめ」とは、児童等について、当該児童等が在籍する学校に在籍してい

る当該児童等との一定の人的関係等にあたる他の児童等が行う心理的また

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。 

☆　いじめ防止対策委員会・・・月１回第１週目の生徒指導委員会を兼ねる

○非常任・・・学年主任・学級担任
＊特定の学年に対しての取組、解決課題があるときは臨時参加

◎　生徒指導推進委員会・・・毎月１回定期実施

◎　教育相談部会・・・毎月１回定期実施

○常任構成者・・・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談主任・養護教諭・
　　　　　　　　　　　 スクールカウンセラー・さわやか相談員・臨床心理士

○構成者・・・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・各学年生徒指導委員・養護教諭

○構成者・・・校長・生徒指導主任・各学年教育相談担当・養護教諭・特別支援教育コーディネーター



 (2) 暴力を伴わない「いじめ」であっても繰り返されたり、多数から集中的に 

行われることで生命や身体に重大な危険を生じさせうる。 

 (3) 被害者、加害者の二者関係だけでなく第三者の影響が事の重大さ、いじめ 

られる期間の長短に大きく左右することを認識する。 

集団内の「はやし立て」、興味本位での「観衆」や周辺で見て見ぬふりを 

している「傍観者」の存在にも注意を払う。 

 (4) いじめを受けている児童の中には「自ら断らない・断れない・いじめを受

けていないように振る舞う」こともあることを理解する。その際、その当該児

童の行動を非難・否定するような指導をしない。 

 
 

～教職員の理解を深め、自らを振り返るために～ 

◎「いじめチェッリスト ～早期発見・早期解決のために～」の実施 

（草加市立小中学校生徒指導推進委員会提供資料） 

＊生徒の「いじめアンケート」と合わせて実施 

  ◎校内研修の実施 

    ＊事例研修及びワークショップ形式 

 

  

４ いじめ防止等に関する取組の柱 

 (1) 予防・防止 

 ＊本方針の中心部となる 

  ①学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」 

ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自他受容、自己洞察、 

他者理解、コミュニケーション力等、社会性の育成につながる取組を進め

る。また、実践内容について情報を家庭や地域へ発信し価値観を共有して

理解協力の推進を図る。 

 (2) 早期発見 

  ①学校職員全員の目について 

   ・学校にいる大人全員が児童の安全を見守っていること、一人一人を守 

るために必要な事をいつも連絡しあっている。 

  ②地域の目 

   ・保護者を含め、地域全体がみんなのことを見守っている。登下校や遊 

んでいる時地域が連携しあっている。 

  ③子どもたちの目の活用 



   ・お互いがお互いを見守る。みんなのことを一番よく見ているのはみん 

な。だから、一人一人を助けるために気づいたことを先生へ知らせる 

のは同じクラス・学年・学校の一員としての義務だと気づく。気にな 

ったことについての一言が友達を助ける「正義である」という認識を 

持つ。 

 (3) 対処 

 ＊被害者、その保護者の心情を最優先に考え誠意を持ち速やかに対応する。 

また、毅然とした指導を徹底する。 

①家庭・地域との連携を図り、学校と共通した指導を図れるよう務める 

②被害者の保護者には事実確認と指導状況及び以後の指導方針を丁寧に 

伝え、意向を汲みながら指導を進める。 

③加害者の保護者には事実の連絡を行うと共に、その心情も受け取りな 

がら必要な支援を並行して行っていく。 

   ④様々な状況により、継続した指導・助言等が受け入れられず、十分な 

    効果を上げることが困難な場合や心身に重大な被害が生じる場合には 

関係他機関との連携を速やかに図る。さらに、犯罪性がある場合は、 

警察や児童相談所と適切な連携を図る。 

 

 

 

 

 

 



 

 

いじめ防止の取り組み 

 
１ いじめ防止・予防等のための取り組み 

２ いじめに対する措置 

 

 

 

 

 

 

 



いじめ防止のための取組 

(1) 道徳教育の充実 

①豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養う。 

→ いじめ防止 

  ②すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図る。 

  ③いじめに関する生徒等の理解を深める。 

 

 

 

 

 

 (2) 早期発見の措置 

  ①在籍児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。 

  ②学校は保護者、地域住民その他の関係者との連携を図る。 

  ③児童徒等が自主的に行うものに対する支援、保護者、教職員に対する 

「いじめ」を防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その 

他必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(3) 相談体制の整備 

①複数の教員、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相談体制（いじめに係わる相談を行うことができる体制）の整備 

※ 教育を受ける権利等の擁護が必要 

  

 

 (4) インターネット関連のいじめに対する対策の推進 

  ①インターネットを通じて行われるいじめの防止し、効果的に対処できる 

よう必要な啓蒙活動を行う。 

◎各学年、年間３回程度「いじめ」に関する授業を行う。 

・授業→３時間程度 

・外部指導を招聘して学年又は全校集会形式による授業 

○ 年５回の「いじめに関するアンケート調査」と聞き取り調査の実施 

○ 毎月の教育相談週間の実施 

○ 校内研修の推進・教職員の気づきを基本とした防止 

○ 代表委員を中心とした活動 

◎ 民生委員との連携 

◎ 人権教育の充実 

◎ いじめ防止対策委員会の設置 ○さわやか相談員の活用○教育相談日

の活用 

○ 非行防止教室の活用 

○ 情報教育におけるネットモラルに関する指導 



２ いじめに対する措置 

(1) いじめを受けていると思われるとき 

  ①速やかに事実の有無の確認を行う措置をとるとともに、学校設置者に報

告をする。 

(2) いじめが確認されたとき 

  ①いじめの実態の確認 

  ②再発防止措置の継続（いじめを受けた児童等又はその保護者への支援、 

いじめを行った生徒等への指導又はその保護者に対する助言等） 

  ③いじめを受けた生徒等その他の生徒等が安心して教育が受けられるよう 

にする。 

  ④保護者間で争いが起きないように、いじめの事案に係わる情報を保護者 

と共有する措置をとる。 

 

 

 

 

(3) いじめが重大事態（いじめによる生命、身体及び財産の重大被害及び長欠） 

の場合 

  ①質問票等による事実関係の明確化と保護者への必要な情報の提供 

  ②犯罪行為と認められる場合は所轄警察署と連携して対処する。 

  ③命、身体及び財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄 

警察署に通報し、適切に、援助を求める。 

 

 

 

 

(4) 学校相互間の連携協力体制の整備 

 

 

 

 
 

○ 生徒指導体制充実 

・生徒指導基本方針の共通理解、共通行動の徹底 

◎ いじめ防止対策委員会の定期的開催 

◎ いじめ防止基本方針の周知 

○ 小中間学校連携の推進 ○さわやか相談 ○生徒指導の連携 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止の取り組みに係る年間計画 

 

月 取り組み内容 校内研修 備考

３月

○アセスメント
　　・校内のいじめの発生状況について
　　・問題行動の発生状況について
　　・解決及び未解決状況について
　　・不登校状況と原因について

○アセスメント
　＊現状分析と方針の確認

４月

○さわやか相談
　　・児童の悩み相談、心理ケア
○教育相談
　　・保護者からの相談対応
○生徒指導委員会

○生徒指導方針の周知
○教育相談体制の周知
○配慮を要する生徒の周知と対応理解
○いじめ防止対策基本方針の周知
○いじめ防止対策委員会構成員確認

→職員会議にて全職員で確認

○教育相談・さわやか相談
＊毎月１回実施

○生徒指導委員会
＊毎月１回実施し現状報告、改善方
法の検討

５月

○アンケートによる実態把握
  ・いじめアンケート

○家庭訪問
　・学校生活に関して保護者との面談

○児童理解

６月
○非行防止教室
　・県警「あおぞら班」との連携

７月
○アンケートによる実態把握
  ・いじめアンケート
　・Q-U検査の実施

８月
○生徒指導
○人権教育
○小中連携

９月

１０月
○アンケートによる実態把握
  ・いじめアンケート

１１月

１２月
○アンケートによる実態把握
  ・いじめアンケート

１月
○情報モラル教育
　・携帯電話教室

２月
○アンケートによる実態把握
  ・いじめアンケート

３月



 

 

いじめ防止に関する 

校内組織 

 
 

１ いじめ防止・予防・事前取り組みに関する組織 

２ いじめ発生時の対応組織 

 

   ・いじめの可能性を考えたフローチャート 

   ・いじめ発覚時のフローチャート 

 

 



○ いじめ防止・予防・事前取組に関する組織 

学年職員 担任
・・保護者

・地域在校生

校 長

市教委

外部機関
（警察・児童相談所・民生員等）

市関係機関

☆　いじめ防止対策委員会・・・月１回第１週目の生徒指導委員会を兼ねる

○非常任・・・学年主任・学級担任
＊特定の学年に対しての取組、解決課題があるときは臨時参加

◎　生徒指導推進委員会・・・毎月１回定期実施

◎　教育相談部会・・・毎月１回定期実施

○常任構成者・・・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談主任・養護教諭・
　　　　　　　　　　　 スクールカウンセラー・さわやか相談員・臨床心理士

○構成者・・・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・各学年生徒指導委員・養護教諭

○構成者・・・校長・生徒指導主任・各学年教育相談担当・養護教諭・特別支援教育コーディネーター

 

 

・日常における学校生活上の取組 

  ・定期的な実態把握 

  ・効果の検証 

  ・常設の組織 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

元気がなく気になる児童の対応について 

～いじめの可能性も考えた対応フロー～ 

１ 妙な言動や行動

の有無を観察する 

○連絡・相談・情報収集 

①行動面の変化を中心に、他の教諭からも情報

を収集し「管理職」「養護教諭」へ相談 

②保護者からも話を聞く 

③収集した情報をもとに学年で検討 

※いじめの可能性を感じたらいじめ防止対策 

委員会との連携を図る。 

２ 身体症状は出て

いないか？ 

○身体症状・服装・持ち物の変化を観察し 
相談 

①保健室への来室の増減。 

②服装の汚れ、授業道具等の破損 

③怪我の様子 

 ※ネグレクトやいじめ以外の事も視野に入

れた対応を相談する。 

→必要に応じて通告等他機関との連携へ 

  

３ クラスでの人間

関係に問題はない

か 

○学校内外でのトラブルの有無を点検 

 ①学級内、部活動の人間関係。また、成績の 

低下、友人の問題等について情報を収集 

②グループの変化の有無を観察 

 ※本人との面談を実施。 

 →共に考えるスタンスを確保し、週１回程 

度・１０分程度の定期面談や養護教諭と

の連携も検討 

４ 家庭の状況など

環境の変化をみる 
○家庭や児童を取り巻く生活環境の変化
について調べる 
 ①保護者の協力のもと、家庭での生活状態や 

本児に与えそうなストレスの有無を聞く 

  ※家庭構造の変化について情報を得ること 

が目的だが、家庭内のプライバシーには 

安易に立ち入らない。日頃の援助する姿 

勢と信頼関係の構築が大切となる。 

○家庭へ継続し見守る事を伝える 

 ①家庭との連携を継続し情報を共有していく。また、学年内での情報収集を継続する   

ある 

ある 

あるかも 
しれない 

あるかも 
しれない 

な
い 

な
い 

な
い 

な
い 



○ いじめ発生時の対応組織図 

 

 

  ・いじめ発覚時の組織 

  ・被害者の救済、安全の保障が最優先となるため、発覚から１次避難の対応と 

して校内連携を速やかに行う 

  ・内容に応じて臨時招集 

  ・担任または学年主任より保護者へ連絡 

   

校 長

市教委

外部機関
（警察・児童相談所・民生員等）

市関係機関

学年職員 担 任 保護者
・保健室

・相談室

い じ め 発 覚

管 理 職

☆　いじめ防止対策委員会・・・月１回第１週目の生徒指導委員会を兼ねる

○非常任・・・学年主任・学級担任
＊特定の学年に対しての取組、解決課題があるときは臨時参加

◎　生徒指導推進委員会・・・毎月１回定期実施

◎　教育相談部会・・・毎月１回定期実施

○常任構成者・・・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談主任・養護教諭・
　　　　　　　　　　　 スクールカウンセラー・さわやか相談員・臨床心理士

○構成者・・・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・各学年生徒指導委員・養護教諭

○構成者・・・校長・生徒指導主任・各学年教育相談担当・養護教諭・特別支援教育コーディネーター

 



 

 

 

※常に、生徒指導方針に基づき「いじめ防止対策委員会」の連携を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

いじめの対応について 

～いじめが発覚した場合のフロー～ 

○連絡・相談・情報収集 

①行動面の変化を中心に、他の教諭からも情

報を収集し「学年主任・生徒指導担当」へ

報告「管理職」「養護教諭」へ報告・相談 

②可能な範囲で、生徒からも目撃情報を収集 

③事実確認（程度の確認） 

 ※重大事態の場合は別途フローへ 

③収集した情報をもとに学年で検討し指導方

針を決める 

※いじめ防止対策委員会との連携を図る。 

１ 被害者の安全確

保 

○管理職への報告・指導分担の確認 

①被害生徒へのケア 

 ・気持を確認し、安全を約束 

②保健室、相談室、校内の支援体制の確認 

③終結方法を検討し決定する。 

④被害生徒の保護者への連絡（家庭訪問） 

 ・事実確認できた情報の提供 

 ・指導方針を伝える 

 ※指導経過及び終結方法については逐次連 

絡し信頼関係を構築し続ける。 

 

○生徒指導と連携し指導体制の確認 
 ①状況の確認 

  ・期間、人数、程度など情報を集める 

 ②加害児童から個別に事実確認 

 ③加害指導の保護者へ事実連絡 

 ④加害児童への指導 

  ※毅然とした指導を徹底する 
   生徒指導マニュアルに沿った指導 

 ④加害児童・保護者へ終結の仕方を伝える 

  ※加害生徒の継続した指導・支援 

  ※加害生徒の保護者への相談と継続支援 

   →状況により加害生徒保護者を相談機 

関へつなぐ事も検討する 

２ 加害者への指導 

○被害・加害児童共に家庭へ継続し見守る事を伝える 

 ①家庭との連携を継続し情報を共有する。また、学年内での情報収集を継続する。 

 ②卒業まで、共に過ごすことを共通理解して協力体制を構築していく。 

 

 

 
 

 

いじめ発覚 

３ 終結 

 



 

 

重大事態に関する 

校内組織と留点 

 
 

１ 重大事態発生時の対応組織 

 

   ・重大ないじめ発覚時のフローチャート 

   ・いじめの重大事態発生時における留意点 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査を行う組織について 

 いじめの事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有する

者がいた場合、そのものを除き、新たに適切な専門家を加えるなど、公平性・

中立性を確保する。 

○ 事実確認について 

・いつ（いつ頃から） 

・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事情 

・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 

※多角的・広範囲から情報を収集し、因果関係の特定を急がない 

※以上の事柄について被害者、第３者のから情報を得ることが大切 

（アンケート調査・聞き取り調査） 

※情報を提供したことにより新たに被害が及ばないように配慮する 

  ○被害者への配慮について 

     ・気持ちを大切にし丁寧に聞き取る。 

    ・加害者の児童に対して速やかに指導を行い「いじめ」行為を止める。 

    ・事情や心情を聴取し継続した心理的ケアを行う。 

    ・被害者を取り巻く環境を整え、心身ともに安全で落ち着いた学校生活の 

復帰及び学習支援等を行う。 

  ※本人・保護者の不安を受け入れると共に意向を十分に汲み、配慮する。 

   ※被害者の生徒から直接聞き取りができない場合は、迅速に当該保護者と 

今後の調査について協議し理解を得た後、調査へ移る。 

※保護者会の実施の有無とその時期について被害生徒の保護者の意を汲む。 

○事後指導について 

 ・再発防止に細心且つ全力を尽くし安全安心な学校生活の維持に努める。 

・被害者の心情に最大の配慮を行い、その意向によっては学習環境の変更 

についても弾力的な対応を検討するよう教育委員会と連携を図る。 

※加害児童に対するにも教育的配慮を十分考慮する。 

 →他機関（心理機関、矯正教育機関等）との連携も考慮する 

いじめの重大事態発生時における留意点 


