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１ 学校いじめ防止基本方針（基本方針策定の意義） 
 

いじめは児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、不登校や自殺

などを引き起こす背景ともなる深刻な問題である。 

いじめの問題は、学校が一丸となって組織的に取り組むだけでなく、家庭、

地域及び関係機関等の力も積極的に取り込み、社会総がかりで対峙することが

必要である。また、いじめの問題の解決には、児童にいじめを絶対に許さない

意識と態度を育てることが肝要である。 

「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に

全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち，全校の児童が「い

じめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「学校いじめ

防止基本方針」を策定した。定期的に点検し、必要に応じて見直しを行う。 

「学校いじめ防止基本方針」は、松岡小学校のホームページに掲載するとと

もに、必要に応じて児童や保護者に説明することとする。 
 
 

２ いじめとは 
 
（１）いじめの定義（「いじめ防止対策推進法」第２条を参照して） 

「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。 

  
（２）いじめに対する基本的な考え方 

いじめについては、「どの子どもにも、どの学校においても起こり得

る」ものであることを十分認識するとともに、特に、以下の点を踏まえ、

適切に対応する。 

 

○「弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認

識を持つ 

いじめは許されない、いじめる側が悪いという明快な一事を毅然とした態度で

行きわたらせる必要がある。いじめは子どもの成長にとって必要な場合もあると

いう考えは認められない。また、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為

もいじめる行為と同様に許されない。 

○いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行う 

子どもの悩みを親身になって受け止め、子どもの発する危険信号をあら

ゆる機会を捉えて鋭敏に感知するよう努める。自分のクラスや学校に深刻

ないじめ事件が発生し得るという危機意識を持つ。 

○いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有している 

いじめの問題の解決のために家庭が極めて重要な役割を担う。いじめの

問題の基本的な考え方は、まず家庭が責任を持って徹底する必要がある。

家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の会話や触れ
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合いの確保が重要である。 

○いじめの問題は、教師の児童観や指導の在り方が問われる問題である 

個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導を推進

する。道徳教育、心の教育を通してかけがえのない生命、生きることの素晴

らしさや喜びなどについて指導する。 

○家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一

体となって真剣に取り組むことが必要である 

いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務を果

たす必要がある。  
 

（３）いじめの集団構造と態様 

いじめにみられる集団構造 

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。周りで見ている子どもたちの中から、「仲裁者」が現れ

る、あるいは直接止めに入らなくても否定的な反応を示せば、「いじめる

子」への抑止力になる。 

 

具体的ないじめの態様 

○ 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる。 

○ 仲間はずれ， 集団による無視をされる。 

○ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。 

○ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。 

○ 金品をたかられる。 

○ 金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。 

○ パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷や嫌なことをされる。 

○ けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場

合がある。 

 

 

３ いじめ防止の基本的な方向と取組 
（１）指導体制 

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。  

・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，学校長以

下全ての教員が対応を協議し，的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあ

たる。 

・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。  

・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。  

・学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。  
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・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，

スクールソーシャルワーカーや養護教諭と連携を取りながら，指導を行

う。 

・いじめ事案（疑わしいものも含めて）は、すぐに「いじめ防止対策委員

会」に報告するとともに、「いじめ第一報」および「いじめ続報」を提出

する。 

・「いじめ続報」提出後も、被害児童および加害児童について日常的に注意

深く観察する。 

・小中連携支援シートを作成し、進学先の中学校と情報を共有する。 

・いじめの防止等に係る校内研修を実施するとともに、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、研修方

法や研修内容のさらなる改善・充実を図る。 

 

（２）組織体制 

【生徒指導部会】 

・毎月1回（第３金曜日）生活指導にかかわる話し合いをもち、問題を抱

えている児童についての現状や指導についての情報交換、及び共通認

識についての話し合いを行う。 

 

【いじめ防止対策委員会】 

・いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長、教頭、主幹教

諭、生活指導主任、いじめ対策コーディネーター、学年長、当該学級

担任、養護教諭等による「いじめ対策委員会」を設置する。 

・必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、学校医、学校評議員、ＰＴＡ役員の参加を仰ぐ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

校 長 

いじめ防止対策委員会 各学年・学級 

☆ 構成メンバー 

校長、教頭、主幹教諭、生活指導主任、いじめ

対策コーディネーター、学年長、担任、養護教

諭、人権教育担当、教育相談担当、SC、SSW  

  

☆ 計画的な指導の実施 

☆ いじめの実態把握・早期発見 

連絡・報告 連絡・報告 

連
絡
・
報
告
・
支
援 

各担任   各学年   児童   保護者  地域  関係機関（警察等） 

※ 「いじめ防止対策委員会」を組織し、いじめ防止のための年間指導計画を学校全体で組織する。

また、同委員会が保護者や関係諸機関の窓口となり、日頃から協力体制を構築しておく。 

情報収集・情報提供 情報収集・情報提供 
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（３）年間指導計画 

年間指導計画 教職員研修

４月
・学校間、学年間の情報交換指導記録の引き継ぎ

・いじめ対策に係る共通理解・いじめ対策会議編成

・学級開き・人間関係づくり・学級のルールづくり

５月 ・いじめをなくすための啓発強化週間 研修会(１回目)

６月
・行事（松小子どもまつり）を通した人間関係づくり

・いじめアンケートの実施と分析

７月

８月 研修会(２回目)

９月 ・行事（運動会）を通した人間関係づくり

１０月

１１月 ・いじめアンケートの実施と分析 研修会(３回目)

１２月
・人権週間（人権意識啓発活動）
・いじめをなくすための啓発強化週間

１月 研修会(４回目)

２月 ・いじめアンケートの実施と分析

３月
・記録の整理、進級する学年への引き継ぎ情報の作成
・小中の情報連携のための連絡会

 

 
 

４ いじめ防止の措置 
  
（１）いじめの予防  

[児童に対して]  

・児童が、自己有用感を高め自尊感情を育むことができ、学級の一員としての

自覚をもてる学級づくりを学級経営の柱とする。  

・一人一人を大切にした楽しい授業・わかる授業を推進し、確かな学力の向上

を図るとともに、学習活動での達成感・成就感を味わわせる。  

・「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識をもてるようさ

まざまな機会を通して指導していく。  

・いじめを見て見ぬふりをすることは、「観衆」や「傍観者」としての存在に
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等しいことや、いじめを見たらやめさせたり、先生や他の友達に知らせたり

する行動をとることの大切さをわからせる。  

・学校生活のルールを守ろうとする意識を持たせる。 

 

[教職員に対して]  

・日常的にいじめについての問題に触れ、「いじめは、人間として絶対に許さ

れない」との信念をもっていることを、さまざまな場面において児童に示

す。  

・児童一人一人が自己実現を図れるように、子どもが主役の学級経営に努め

る。 

・思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。  

・不適切な認識や言動が、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 ことのないように、指導の在り方には細心の注意を払う。  

・児童や保護者からの訴えには、親身になって聞こうとする姿勢を持つ。  

・いじめについての理解（構造・発見法・対処法等）を深め、人権感覚を磨き

自己の指導等の検証を行い、明日への指導に生かす。  

・一人で問題を抱え込むことなく、管理職への報告や学年等への協力を求め、

組織的な対応を心掛ける。  

・全職員が全児童に規律正しい生活が送れるよう指導する。 

 

[学 校]  

・全教育活動を通して、「いじめをしない、させない、許さない」という土壌

をつくる。  

・年３回（６月、１１月、２月）、いじめに関するアンケートを実施し、児童

の実態把握に努める。また、いじめが発見された場合は、解消に努めるとと

もに、いじめについての理解を深め実践力の向上に努める。 

・いじめ事案については、随時記録に残すとともに、関係文書の保存に当たっ

ては、該当児童が卒業後５年間保存する。 

 

[保護者・地域に対して]  

・児童が発する変化のサインに気付いたときは、早急に学校に相談することの

大切さを伝える。  
 

 （２）早期発見   

①観 察 

授業だけでなく、休み時間等にも声をかけて、子どもの様子に注意を

はらう。また、日常の日記や日誌等を通して子どもの理解に努める。 

 

②情報収集 

連絡帳、個人面談、家庭訪問、保護者会、各種行事等の機会を通し

て、子どもや保護者からの情報を積極的に収集する。 

 

③アンケート調査等 

毎学期ごとの「いじめに関するアンケート調査」を実施したり、いじ

め予防のための教職員意識調査を活用したりするなど、子どもの状況や
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教職員の指導方法を客観的に把握する。 
 

（３）いじめの対応 

   ①いじめられている児童への対応 

・事実確認とともに、まず、つらい今の気持ちを受け入れ、共感するこ

とで心の安定を図る。 

・「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。 

・必ず解決できる希望が持てることを伝える。 

・自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。 
   

②いじめている児童への対応 

・いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、子どもの背景にも目

を向け指導する。 

・心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮

のもと、毅然とした対応と粘り強い指導を行い、いじめが人として決

して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させ

る。 

   ③友人、知人（観衆、傍観者）への対応  

・当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として

考え、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。 

・「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級・学年・

学校全体に示す。 

・はやし立てたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを

理解させる。 

・いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを指

導する。 
   

④保護者及び関係機関との連携 

・いじめを受けた児童の保護者への対応について、正確な情報を伝え、

学校の対応について随時共有するとともに、意向を聴き取る。 

・いじめを行った児童の保護者への対応について、正確な情報を伝え、

継続的な助言や支援を行う。 

・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に

係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 

・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び

所轄警察署等と連携して対処する。   

 

５ ネットいじめへの対応  
 

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 
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  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。 

 ○全校の児童への対応 

  情報モラル教育を進める。また、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。また、情報モラルについての必要な啓発を図

る。 

③書き込みの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  
 

「生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」や、「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」がある場合は、以下の

対処を行う。 

① 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。 

② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 

③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施す

る。 

④ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実

関係その他の必要な情報を適切に提供する。 

 

 
 

 

＊R３年５月１３日 改定 

 


