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     大分市立明野北小学校 

 

※この「いじめ防止基本方針」を明野北小学校ホームページへ掲載し保

護者や地域住民に周知する。 

※年度初めに児童や保護者にこの方針の存在・掲載場所と「いじめを絶

対に許さない」姿勢を示す。 

※この「いじめ防止基本方針」は、その内容を定期的に点検し、必要に

応じて見直しを図る。 
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１ 「いじめ防止対策基本方針」の策定のねらい 

 １９９６年に，いじめを原因とする自殺者がでてしまう。文部科学大臣は「緊急アピ

ール」を全国の学校に送った。「いじめは一部の児童生徒だけの問題ではない」「誰もが

加害者にも被害者にもなる」「深刻ないじめはどの学校にも，どのクラスにもどの子に

も起こりうるものである」など現在のいじめの質の変化（以前は『特定の子に多数の子

が長期間，精神的な苦痛を与える』から現在では『ゲームのように誰でもが絡んでくる。

陰湿』）も含めて警鐘を鳴らしている。しかしながら，その後もいじめの件数は減少せ

ず，２人に１人が被害者にも加害者にもなっていることや小４からの児童生徒は９割ほ

どがいじめを経験しているというデータも明らかになっている。 

そのような状況の中，国は「いじめ防止対策推進法」を制定し，組織的に根本からい

じめの根絶を目指し，「加害者を減らす。加害者にさせない。」ことに取り組むために，

各自治体，各学校が「いじめ防止基本方針」を策定することを義務付けた。 

 前述の通り，いじめの問題は繰り返し起こっている。いじめを起こさせず撲滅するた

めには，組織的・継続的な取組が必要となる。そこで，学校において「いじめ防止基本

方針」を策定し，いじめに対する職員の共通理解を図り，全職員でいじめの未然防止や

撲滅をめざし，いじめの早期発見に努め，早期解決を図ることを明文化した。 

 

２ いじめ とは 

（１）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。 

  行為が起こった場所は，学校の内外を問わず，いじめ行為の判断は，表面的形式的に行

うことなく，いじめられた児童の立場に立って行うものとする。 

 

（２）いじめに対する基本的な考え方 

  いじめ問題に取り組むにあたっては，どのような特質があるかを十分に認識し，

日々，「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに，いじめが認知された場合の

「早期対応」に的確に取り組むことが必要である。 

そのためには，学校の全教職員で取り組む体制を作り上げ，保護者，地域住民，児童

相談所その他の関係機関とも連携を図りつつ，学校全体でいじめの未然防止及び早期

発見に取り組む。 

いじめ行為が認知された場合は，適切かつ迅速にこれに対処し，当該児童の回復や

再発防止に全力で取り組む責務を有する。 
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「いじめはどの児童にも，どの学級にも起こり得るものである。」「いじめは人権侵

害であり，人として決して許される行為ではない。」という認識を常に持ち，児童の

指導にあたる。 

教職員は，「いじめは絶対に許さない。」「いじめを起こさせない。」「いじめを早期

に発見し，早期解決する。」「再発防止」を基本的な構えとする。 

 

（３）いじめの集団構造と態様 

①いじめの集団構造 

 

                 傍観者 

                 観衆 

                 加害者 

                 被害者 

 

 

 

 

  いじめは，「被害者（いじめを受けている子ども）」と「加害者（いじめている子ど

も）」だけの問題ではない。周りではやし立てたり，喜んで見ていたりする「観衆」

や見て見ぬふりをする「傍観者」もいじめを助長する存在である。 

  以前は，特定・固定的な人間関係でのいじめの構図であったが，最近は流動的な人

間関係の中で，どの子もがいじめられたり，いじめたりする。また，そのきっかけや

理由はささいなことであったり，ゲーム感覚的なことであったりすることが多く，い

じめられている児童への恨みや罪悪感は薄いことが多い。 

 

②いじめの態様 

 大部分のいじめの態様は，冷やかしやからかい，いやなことを言われるなどである。

また，仲間はずれや集団による無視，軽くぶつかられたり遊ぶふりをして叩かれたりけ

られたりするということも多くある。 

 これらの行為が続くと，やがて金品の恐喝や暴力にまで発展し，被害者が自ら命を絶

つという悲惨な出来事まで起こっている。 

 しかし，冷やかしやからかい，軽くぶつかる等の行為については，加害者は「いじめ」

と捉えていない場合が多い。 

 最近では，パソコンや携帯電話の普及により，「学校裏サイト」などの掲示板からＳ

ＮＳ（ツイッターやＬＩＮＥ等）上での誹謗中傷が増加している。これらは，外部から

見つけにくいことも問題となっている。 
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３ いじめ防止の基本的な方向と取り組み 

（１）未然防止のための基本姿勢 

 いじめ問題を未然に防ぐためには，いじめが起こらない学級・学校づくりやそれを実現す

るための指導力を高める研修等に取り組むことが最も重要である。そのためには，「いじめ

はどの学級にも学校にも起こり得る」という認識を全教職員が持ち，好ましい人間関係を築

き，豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に、児童へのはたらきかけと教職員

の研修の両面で取り組む必要がある。児童・保護者の意識や背景，地域の特性等を把握した

うえで，一年を見通した予防的な取り組みを計画・実施する必要がある。 

≪児童へのはたらきかけ≫ 

 ① いじめを許さない，見過ごさない雰囲気づくりに努める。 

   ・人権同和教育担当者を中心に，継続的計画的に取り組みを進め，人権を尊重す

る心を育てる。     

 ② 児童一人ひとりが所属感を持ち，自尊感情を育てる学級集団づくりを推進する。 

   ・授業のユニバーサルデザイン化を取り入れ，児童一人ひとりが理解できる学習

活動に取り組む。 

   ・人との関わり方を身につけさせるためのグループワークトレーニングやソーシ

ャルスキルトレーニングに取り組む。 

   ・自己表現力を育てるために，見通しを持って自分の考えを表現できる指導方法

の工夫をする。 

   ・人とつながる喜びを味わう体験活動を通して，友だちと分かりあえる楽しみや

コミュニケーション力を育成する。学校行事や児童会活動，生活科や総合的な

学習の時間の道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。 

 ③ 背景の調査と対応 

   ・けんかやふざけ合いであっても，その背景や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。教師のアンテナを高く広くするとともに調

査（定期=年３回，必要に応じて何回でも）を行う。     

 

≪教職員の研修≫ 

 ① 年間計画への位置づけ 

・いじめ防止等に係る校内研修を年間計画に位置付け、計画的に実施する。 

 ② 小中連絡会や職員会議等で情報交換を行い、支援方法についての共通理解を図る

とともに、支援方針の見直しや検討をしていく。（小中連携支援シート活用） 

 ③ 管理職の役割 

   ・管理職は、研修後、教職員のいじめ問題への対応に関する理解度の把握に努め、

担当と連携して、研修方法や研修内容の改善充実を図る。 
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（２）指導体制・組織 

  いじめの未然防止，早期発見，早期解決のために，校内に「いじめ・不登校防止対

策委員会」を設ける。 

 

  （構成メンバー） 

    校長・教頭・生活指導主任・教育相談担当・人権同和教育主任 

・学年主任・養護教諭・学級担任（いじめ発生時） 

                   

   （外部専門家）        ※必要に応じて参加してもらう。 

     スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・弁護士 

     民生委員・医師（小児科医・精神科医）・教育警察官経験者・学校評議員等 

 

 

《平常時》 

              校 長・教 頭 

 

         

  いじめ・不登校               各学年・各学級 

  防止対策委員会               生活指導部会 

 

 

 

 

 

 

 

《いじめ発生時》 

     

                       

 

          いじめ・不登校防止対策委員会の設置 

 

 

      ○事実確認調査・情報収集・情報提供 
      ○聞き取り、指導、保護者対応等の役割の決定・確認 
         （全教職員で、連携して迅速に動く） 
      ○情報の収集・情報の一本化・窓口の一本化・他への広がりの防止策 

                       

 

連絡・報告 連絡・報告 

提案・支援 

連絡・報告 

担任  学年  児童  保護者  地域  関係機関 

情
報
収
集 

情
報
提
供 

 

情
報
提
供 

 

情
報
収
集 

教育委員会 
（いじめ第一報・いじめ続報） 

いじめの発見 

校長 

校長，教頭，教務主任，人権・同和教育担当，該当児童学級担任，
学年主任，養護教諭，ＳＳＷ，生活指導担当 

関係機関 
警察・児童相談所等 
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    被害者・保護者     加害者・保護者      観衆・傍観者 

    安全安心の確保       事実確認        事実確認 

 

 

   あなたは全然悪くない       いじめは絶対に許されない 

 

 

 

 

 

 

 

※事後観察・支援の継続（いじめ続報提出後も） 

 

（３）年間計画 

 いじめ防止の取り組み 教職員研修 いじめ防止対策委員会 

４

月 

学級開き 

入学式 

仲間作り・ＧＷＴ 

基 本 方 針 の 確 認 

いじめについての

研修（１） 

基本方針の提案 

５

月 

教育相談での啓発 

「いじめをなくすための啓発

強化週間」 

６年修学旅行 

気になる子の共通

理解 

昨年度からの児童の申し

送り事項の確認 

強化週間の計画 

６

月 

５年自然の家宿泊学習   

７

月 

いじめアンケート① 

 

いじめアンケート

の結果の分析 

いじめアンケートの検討 

８

月 

平和学習 いじめについての

研修（２） 

 

９

月 

運動会の取り組み  重点事項の確認 

10

月 

秋季大運動会   

11

月 

６年修学旅行 

道徳授業 

  

担任，学年，児童，保護者，地域，関係機関 

※加害者，被害者双方の保護者に同じ言葉で伝える。 

報告  連絡  情報共有 
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12

月 

ネットモラル授業（６年） 

人権平和集会 

「いじめをなくすための啓発

強化週間」 

いじめアンケート② 

いじめアンケート

の結果の分析 

いじめアンケートの検討 

強化週間の計画 

１

月 

学校アンケート  学校アンケートの検討 

２

月 

４年１／２成人式 今年度の成果と課

題の共有 

今年度の成果と課題 

３

月 

お別れ遠足 

卒業式  

いじめアンケート③ 

修了式 

来年度へ引継ぎの

まとめ 

いじめアンケート

の結果分析 

来年度の方針 

いじめアンケートの検討 

 

 

４ いじめ防止についての取り組み 

（１）いじめの予防 

  教職員一人ひとりが全ての教育活動を通じて，子ども同士の心の結びつきを深め，

社会性や互いの違いを認め合う心を育み，いじめを許さない学校づくりを行う。 

 

《児童に対して》 

・児童一人ひとりが認められ，お互いを大切にし合い，学級の一員として自覚できるよ

うな学級づくりを行う。また，規範意識の育成に努める。 

・ユニバーサルデザインを取り入れたわかる授業を行い，基礎基本の定着を図り，学習

に対する達成感・成就感を育てる。 

・思いやりの心や一人ひとりがかけがえのない存在であるという命の大切さを道徳の

時間や学級指導の時間を通して育てる。 

・「いじめは決して許されないこと」という認識を持つように，様々な活動の中で指導

する。 

・いじめを見たら，すぐに知らせたり，やめさせたりすることの大切さを指導する。 

 

《教職員の構え》 

・児童が自分の居場所を感じられるような学級経営に努め，児童との信頼関係を深める。 

・わかる授業に努め，児童が自己実現を図れるように支援する。 

・「いじめは決して許さない」という全教職員が持ち，さまざまな活動を通して，児童

に示す。 

・児童のわずかな変化にも気づけるように，鋭敏な感覚を持つように努める。 
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・児童や保護者からの話を同じ目線で親身になって聞く姿勢を持つ。 

・研修を通じて，いじめの構造や問題の対処についての理解を深め，人権感覚を磨き，

自己の言動を振り返る。 

・問題を一人で抱え込まず，校長教頭への報告・相談したり，学年や同僚へ協力・支援

を求めたりする姿勢を持つ。 

 

《学校全体としての構え》 

・全教育活動を通じて，「いじめは絶対に許さない」という土壌をつくる。 

・いじめアンケートを実施し，児童の様子やその変化などを全教職員で共有する。 

・「いじめ問題」に関する研修を行い，理解と実践力を深める。 

・いじめを起こさないための行事や取り組みを，児童会や委員会活動を中心に企画して，

全校で取り組む。 

・いつでも，誰にでも教育相談ができる体制の充実を図る。 

 

《保護者・地域に対して》 

・児童の発するサインに気づいたら，学校に相談することの大切さを伝える。 

・日頃から，学校の方針を「学校便り」や「学校ホームページ」などで伝え，学校・地

域・家庭の連携を深め，理解と協力をお願いする。 

 

（２）いじめの早期発見・早期解決するために 

① いじめの早期解決のために，全職員が一致団結して問題の解決にあたる。  

ア：いじめ問題を発見したときには，学級担任だけで抱え込むことなく，校長

以下全ての教職員が対応を協議し，的確な役割分担をしていじめ問題の解

決にあたる。  

イ：情報収集を綿密に行い，事実確認をした上で，いじめられている児童の身

の安全を最優先に考え，いじめている側の児童に対しては毅然とした態度

で指導にあたる。  

ウ：傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということ

を指導する。  

エ：学校内だけでなく関係機関や専門家と協力をして解決にあたる。  

オ：いじめられている児童の心の傷を癒すために，スクールカウンセラーや養護

教諭と連携を取りながら，指導を行っていく。 

カ：小中連絡会等で小中連携支援シートを活用して情報交換を行い，支援方針に

ついての共通理解を図るとともに，支援方針の見直しや検討を行う。 
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② 職域別ポイント 

「学級担任」 

  ・日頃から「観察」「情報収集」に心がける。 

   観察：授業だけでなく，休み時間・給食時間・そうじ時間等にも子どもに声を掛

け，子どもの様子に注意をはらう。日記（生活記録，連絡帳等）の内容や字の乱

れにも注意をはらう。 

情報収集：上記観察からや保護者から気軽に相談できる関係を築き，情報の収集

に努める。学校としての相談窓口（いじめ防止対策委員会）を設けて，保護者な

らびに地域の声が届きやすくしておく。 

  ・いじめアンケートにて定期的な情報収集も行う。 

  ・教育相談（児童，保護者）：事例，相談があれば，担任は４月当初から行う。 

２回目以降は担任を基本に，後は希望する先生等に対して相談を行う。        

スクールカウンセラーが配置か近隣校にいる場合は必要に応じて相談に活用す

る。 

「養護教諭」 

  ・保健室を利用する児童の様子，頻度，声などから早期に発見する。 

  ・特に気になる場合には，身体的な傷，あざについても確認する。 

  「生活指導主任」「人権同和教育主任」 

  ・いじめアンケートの企画，提案，分析 

  「校長・教頭」 

 ・児童及び保護者が気軽に悩み等を話せるような関係づくりに努める。 

③ 学校組織として，いじめの早期発見のために，様々な手段を講じる。  

ア：「いじめはどの学校でも，どの児童にも起こりうるものである。」という基

本認識に立ち，全ての教員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行う

ことにより，児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていくこと

が必要である。  

イ：おかしいと感じた児童がいる場合には学年部や生活指導部会等の場において

気付いたことを共有し，より大勢の目で当該児童を見守る。  

ウ：様子に変化が見られる場合には，教師が積極的に働きかけを行い児童に安心

感をもたせるとともに問題の有無を確かめ，解決すべき問題がある場合に

は，担任・養護教諭・スクールカウンセラーによる「教育相談活動」で当該

児童から悩み等を聞き，問題の早期解決を図る。  

エ：「いじめアンケート」を行い，児童の悩みや人間関係を把握しいじめゼロの

学校づくりを目指す。  

オ：「いじめ・不登校防止対策委員会」を持ち，防止対策を協議する。 
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（３）いじめが起きた時の指導・支援 

①被害者，加害者，観衆，傍観者への対応・支援 

  ※いじめ行為の背景にある問題を見極め，解決の方法を考えて迅速に対応する。 

 

 被害者への支援 加害者への指導 観衆・傍観者への指

導・支援 

教師の対応 共感的に受け止める

姿勢で対応 

毅然とした態度で対

応 

みんなを守るという

姿勢で対応 

伝えること ・学校として「何とし

ても守る」という姿勢

を示すこと 

・学校が得た正確な

情報を伝え、学校の対

応について随時共有

し、意向を聞き取る。 

・プライバシーの保

護に十分配慮するこ

と 

・正確な情報の伝達 

・いじめは決して許

されない行為である

こと 

・いじめられた側の

心の痛みに配慮する

こと 

・自分の行為が重大

な結果につながった

こと 

・いじめられた側の

心の痛みに配慮する

こと 

・いじめを認知した

時，大人に通知する勇

気を持つこと 

・プライバシーの保

護 

確認するこ

と 

・身体の被害状況 

（負傷している場合，

病院での診療状況） 

・金品の被害状況 

・警察への被害申告

の意思 

・カウンセリングの

必要性 

・適応指導教室での

対応の必要性 

・カウンセリングの

必要性 

 

・学校として、解決・

改善に向けて、継続的

な助言や支援を行っ

ていくこと 

・カウンセリングの

必要性 

留意するこ

と 

・再発や潜在化 

・ＰＴＳＤ自殺危険

度のアセスメント 

・加害者の心理的背

景 

・加害者が被害者に

なること 

・観衆，傍観者も被害

者になること 

※いじめ防止対策委員会の中で，報告・連絡・相談・記録を徹底しながら実施 

※記録等関係文書の保存に当たっては、該当児童が卒業後５年間保存しなければならない。 
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②保護者との連携（学級担任を中心に対応） 

 ア学校から伝えること 

   ・被害者最優先の姿勢で対応する方針 

   ・加害者側へ毅然と対応する方針 

 イ学校が確認すること 

   ・保護者が知り得た情報 

   ・警察への被害申告の意思 

   ・学校に対する要望 

   ・学校への具体的支援の内容 

 ウ学校が配慮すること 

   ・知り得た事象内容の保護者への公表 

   ・安全配慮が不十分であった場合の謝罪 

 

③関連機関との連携 

《ＰＴＡ・学校評議員・地域の方々》（校長・教頭を中心に対応） 

 ア学校から伝えること 

   ・被害関係者の意向を十分に確認した上で，学校長が必要と判断した事象内容 

   ・見守り等の依頼 

 イ学校が確認すること 

   ・ＰＴＡ，学校評議員，地域の方々が知り得た情報 

   ・学校に対する具体的支援の要望内容 

《医療機関・児童相談所等》（校長・教頭・生活指導担当を中心に対応） 

 ア学校から伝えること 

   ・被害関係者の意向を十分に確認した上で学校長が必要と判断した事象内容 

   ・学校への協力依頼 

 イ学校が確認すること 

   ・関係機関が知り得た情報 

   ・専門的立場からの助言（必要に応じて，ケース会議を継続的に開催） 

   ・学校に対する具体的支援の内容 

《警察》（校長・教頭・生活指導担当を中心に対応） 

 ア学校から伝えること 

   ・児童生徒の健全育成を図ることを目的とした「学校と警察の連絡制度」に基づ 

    く，いじめ事象についての情報共有と対応の協議 

   ・犯罪行為となる事象 

     事象内容，関係児童生徒，被害申告の意思，学校の指導方針等 

   ・今後，犯罪行為に発展するおそれがあるいじめ事象，または学校長が通報を必
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要と判断した事象 

       事象についての連絡，学校と警察の連携した対応について依頼 

 イ学校と警察との連携 

   ・学校警察連絡協議会の積極的運用と情報共有 

   ・スクールサポーター等による非行防止教室の開催（いじめが犯罪行為になる場

合があることを児童生徒に理解させ，いじめの未然防止を図る） 

 

５ 最近のいじめへの対応 

（１）ネットいじめへの対応 

 ①ネットいじめとは 

  ア，不特定多数の特定に子どもに対する誹謗中傷が集中的に行われ，また，書き込

み者を特定することが困難で，被害が短期間で極めて深刻なものとなる。 

  イ，ネットの持つ匿名性からの安易な書き込みの結果，簡単に被害者にも加害者に

もなる。 

  ウ，子どもたちの個人情報や画像がネットに流出し，それらが悪用されやすい。 

  エ，保護者や身近な大人が，子どものインターネットの利用の実態を十分に把握し

ておらず，「ネットいじめ」を発見することが難しいため，その実態を把握し

効果的な対応を講じることが困難である。 

②未然防止のための構え 

インターネット上のいじめを未然に防ぐために、情報教育担当等とも連携し、情

報モラル教育の充実を図るとともに、保護者に対しても、必要な啓発を図る。 

 

（２）ネットいじめが発見された場合の対応 

 ①児童への対応 

   ・被害児童への対応 

     きめ細やかなケアを行い，いじめられた子どもを守り通すことが重要。 

   ・加害児童への対応 

     加害者自身がいじめに遭っていた事例もあることから，起こった背景や事情

について，詳細に調べるなど適切な対応が必要である。また，十分な配慮の

もとで粘り強い指導が求められる。 

   ・全校児童への対応 

     個人情報保護など十分な配慮のもとで，全校児童への指導を行う。 

 ②保護者への対応 

    迅速に連絡し，家庭訪問を行うなどして，学校の指導方針を説明し，相談しな

がら対応する。 
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 ③書き込みサイトへの削除依頼 

    サイトの「お問い合わせ」や「ヘルプ」を確認し，削除依頼方法を調べる。削

除したい箇所を具体的に指定し，運営会社や管理者に連絡する。 

 

６ 重大事態への対応 

（１）重大事態の意味 

  「いじめにより生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」 

○児童生徒が自殺を企図した場合 

○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 

  「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」 

    ○年間３０日を目安とするが，一定期間連続して欠席している場合も学校の設

置者又は学校の判断で重大事態と認識する。 

  「その他の場合」 

    ○児童生徒や保護者から，いじめられて重大事態に至ったという申立てがあっ

た場合 

 

（２）重大事態への対応 

 ①重大事態の報告 

   学校が重大事態を認知した場合，直ちに発生の報告を行う。 

       学校⇒教育委員会⇒市長 

   

②重大事態の実態調査 

   教育委員会への報告後，その事案の調査を行う主体やどのような調査組織とする

かは教育委員会の判断に従う。    

○学校が主体となって調査を行う場合，教育委員会から必要な指導支援を受けな

がら，調査を行う。 

   ○教育委員会が主体となって調査を行う場合。 

    ・学校主体の調査では，重大事態への対処及び同種の事態の発生防止に必ずし

も十分な結果を得られないと判断される場合。 

    ・学校の教育活動に支障が生じる恐れがある場合。 

 

 ③調査を行うための組織 

   いじめ防止対策推進法第２２条により学校が設置した「いじめ・不登校防止対策

委員会」又は，教育委員会が設置した「付属機関」が調査を行う。 
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 ④事実関係を明確にするための調査の実施 

   いじめ行為のさまざまな事実関係を，可能な限り網羅的に明確にする。この際，

因果関係の特定を急ぐべきでなく，客観的な事実関係を速やかに調査する。 

    ○いつ（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は何か 

    ○児童生徒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 

   

 （いじめられた児童からの聴き取りが可能な場合） 

    ・いじめられた児童から十分に聴き取りをする。 

    ・在籍児童や教職員に対して質問紙調査や聴き取り調査を行う。 

    ・いじめた児童については，調査による事実関係を確認するとともに，指導を

行い，いじめ行為を止める。 

    ・いじめられた児童に対しては，事情や心情を聴取し，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。 

    ・これらの調査を行うにあたっては，事案の重大性をふまえて，教育委員会が

積極的に指導･支援し，関係機関とも適切に連携して対応に当たる。 

 （いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合） 

     ～いじめられた児童が入院又は死亡した場合～ 

    ・いじめられた児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し，迅速に当該保護者

と今後の調査について協議し着手する。 

    ・調査方法としては，在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査が

考えられる。 

 （いじめられた児童が自殺したときの対応） 

     事後の自殺予防に資する観点から，自殺の背景調査を実施する。その際亡く

なった児童の尊厳を保持しつつ，その死に至った経過を検証し再発防止策を講

ずることを目指し，遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。 

    ・遺族の要望･意見を十分に尊重する。 

    ・在校生及びその保護者に対しても，出来る限り配慮と説明を行う。 

    ・遺族に対して主体的に，在校生への詳しい調査の実施を提案する。その際，

調査の目的・目標，調査を行う組織の構成，おおむねの期間，方法，入手資

料の取扱い，遺族への説明のあり方，調査結果の公表に関する方針について

出来る限り遺族と合意しておく。 

    ・資料や情報は，出来る限り偏りなく多く収集し，それらの信頼性の吟味を含
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めて，専門的知識及び経験を有する者の援助のもと，客観的，総合的に分析

評価を行う。 

    ・学校が調査を行う場合において，教育委員会は，情報の提供について必要な

指導及び支援を行う。 

    ・情報発信，報道対応については，プライバシーへの配慮のうえ，正確で一貫

した情報提供を行う。なお，亡くなった児童の尊厳の保持や，子どもの自殺

は連鎖の可能性があることを踏まえ，ＷＨＯによる自殺報道への提言等を参

考にする。 

 

 ⑤調査結果の提供及び報告 

   ア いじめを受けた児童及び保護者への適切な情報提供 

    ○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

係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ，調査により

明らかになった事実関係について，いじめを受けた児童やその保護者に対し

て説明する。 

    ○調査結果を報告する際の留意点 

     ・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。 

     ・いたずらに個人情報保護に固執しすぎて説明を怠るようなことがあっては

ならない。 

     ・質問紙調査に先立ち，調査結果については，いじめられた児童またはその

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

る在校生やその保護者に説明するなどの措置が必要である。 

     ・学校が調査を行う場合においては，教育委員会は情報提供の内容・方法・

時期などについて，必要な指導及び支援を行う。 

   イ 調査結果は，速やかに報告を行う。 

        学校⇒教育委員会⇒市長  

 

関係機関一覧表 

関 係 機 関 連 絡 先 

学校教育課 児童生徒支援室 ５３７－５９９８ 

明野交番 ５５１－１５６９ 

救急車 １１９ 

中央児童相談所 ５４４－２０１６ 

中央子ども家庭支援センター ５３７－５６８８ 
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