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１．滝尾中学校いじめ防止基本方針 
（１） 基本方針策定の意義と内容 

  平成２５年９月２８日，国から施行された「いじめ防止対策推進法」を受け，「いじめは，

どの学校にも，どの学級にも，どの生徒にも起こりうる」という基本認識に立ち，「本校の

すべての生徒が，安心・安全に，楽しい学校生活を送り，いじめをしない・させない・許さ

ない集団」を構築するために，「滝尾中学校いじめ防止等基本方針」を策定する。 

 

 

 

 

 

※いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号） 

（いじめ防止基本方針） 

第１１条 

文部科学大臣は，関係行政機関の長と連携協力して，いじめの防止等のための対策を総合的か

つ効果的推進するための基本方針（以下「いじめ防止基本方針」という。）を定めるものとする。 

 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 

学校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し，その学校の実情に応じ，当

該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

 

（学校におけるいじめ防止等の対策のための組織） 

第２２条 

学校は，当該学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，当該学校の複数

の教職員，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

め防止等の対策のための組織を置くものとする。 

 

 

２．いじめとは 

（１） 法第２条によるいじめの定義 

この法において「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間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。 
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「一定の人間関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動の生徒，塾やスポ

ーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など，当該生徒と何らかの人

的関係を指す。 

「物理的な影響」とは，身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，嫌なこと

を無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが，外見的にはけんかのよ

うに見えることでも，いじめられた生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。 

（２） いじめに対する基本的な考え方 

「いじめはいつでもどこでも起こり得ると同時に，被害者にも加害者にもなり得る。」こと

を常に認識する。また，一人一人の生徒の心と体を大切にし，安心して学校生活を送ること

ができる環境を整え，いじめ未然防止の取り組みを推進していくことが最も重要であると考

える。そのためにも，「当り前を磨く～心を磨く滝中生～ あいさつ・時間・身だしなみ・

いじめゼロ・無言ピカピカ清掃」の生活目標の実践・定着を図る。 

① いじめの防止 

いじめはどの生徒にも起こりうる，いじめは絶対に許されない行為であるという事実を踏ま

え，教育活動全体を通じ，すべての生徒を対象に，いじめに向かわせないための未然防止に

取り組む。 

② いじめの早期発見 

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装って行われ

たりするなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認

識する。さらには，地域や家庭と連携し，ささいな変化やサインに気付き，いじめを積極的

に認知する力を高めることが必要である。そのため、学校ホームページに「いじめ防止基本

方針」を掲載し、保護者・地域住民に見ていただき，保護者には入学式、ＰＴＡを通じ，い

じめの対応について知らせることとする。 

③ いじめへの対処 

いじめの発見や通報を受けた時，教職員が一人で抱え込まず，迅速に教職員が連携し指導す

る。また，被害生徒や通報した生徒の安全を確保し，加害生徒に対しては，教育的配慮のも

と毅然とした態度で適切に指導する等，組織として対応していく。これらの対応について，

教職員の共通理解のもと家庭や関係機関との協力・相談・連携ができる体制整備が必要であ

る。 

④ 地域・家庭との連携 

 社会全体で生徒を見守るために，学校・家庭・地域が組織的に連携・協働する体制を構築

し，被害生徒・加害生徒双方の立場で，指導・支援していくことが大切である。 

⑤ 関係機関との連携 

 平素より，関係機関の担当者との連絡会の開催，情報共有体制を構築し，関係機関と適切

な連携をしていくことが必要である。 

 

 

 



- 3 - 

 

３．いじめ防止等の基本的な方向と取り組み 

（１） 指導体制と組織体制 

① 指導体制～いじめの起こりにくい学校へ～ 

ア. 生徒に関する情報を全教職員で収集と共有をし，現状と課題を明確にする。 

 生徒の情報交換・情報共有の徹底を図る 

     生徒の何についての情報収集をするか明確にする 

 生活ノートや個人面談等を活かす 

 情報の信頼性を確認するため不足した情報を集める 

イ．学校の指導方針が，現状と課題をふまえたものとなっており，校長が，現状と課題

をふまえて指示・対応を示す。 

 生徒の情報が校長に集まるシステムになっている 

生徒指導主事が日常的に校長・教頭と現況の対話を欠か

さず行っている 

 現状との生徒指導の重点事項のズレを把握している 

ウ．指導における具体的な行動基準と方針を具現化する取り組み計画を教職員に示す。 

 指導の根拠となる客観的なデータが示されている 

 取り組みの全体像とスモールゴールが示されている 

 指導すべき基準を全教職員で確認している 

 指導の具体的な行動基準が全教職員に示されている 

エ．役割分担を明確にし，協力する意識の醸成。 

一部の教職員のみに負担が偏っていない 

教職員のそれぞれの力量を活かした役割分担になって 

いる 
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生徒指導主事が調整役にまわっている 

状況に応じて，分担者の負担の増減を図っている 

 

② 組織体制～いじめ防止対策のための組織～ 

 

滝中いじめ防止対策委員会 
 

《メンバー》 

校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主事，学年主任 

学年生活指導，担任，養護教諭，人権・同和教育担当 

教育相談担当，部活動担当，スクールカウンセラー， 

スクールソーシャルワーカー 

 

※必要に応じて外部より専門家を招聘する 

 

《内 容》 

○ 「学校いじめ防止基本方針」の作成と見直し。 

○ PDCAサイクルの機動。（計画→実行→評価→改善） 

○ 年間指導計画の作成。 

○ 校内研修会の企画と立案。 

○ 調査結果や報告等の情報の整理と分析。 

○ いじめが疑われる案件の事実確認と判断，報告。 

○ いじめ発生の調査と対応。 

○ 配慮を要する生徒への支援。 

       

 

     《その他》 

○  メンバーは実態等に応じて柔軟に対応することも考え 

られる。 

       ○ 定例の委員会は，学期に１回程度開催する。 

       ○ いじめ発生時は，緊急委員会を開催し対応する。 

○ 委員会での内容や対応等については，職員会議で情報 

交換・情報共有し，周知徹底を図る。 
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（２） 年間指導計画 

 

 取り組み 教職員研修 

4月 いじめ防止対策会議 

生活アンケート 

いじめ防止基本方針 

生徒情報交換 

夜間パトロール 

5月 体育大会 生徒情報交換 

夜間パトロール 

6月 いじめゼロに向けた取り組み 夜間パトロール 

7月 いじめアンケート 

人権標語作り 

いじめ防止対策委員会 

夜間パトロール 

8月 教育相談 

人権作文書き 

いじめ防止研修 

生徒情報交換 

特別支援研修 

夜間パトロール 

夏季休業中パトロール 

9月 いじめ三原則の確認（生徒会執行部） 

宿泊訓練（1年） 

夜間パトロール 

10月 文化発表会 

情報モラル教室 

情報モラル教室 

夜間パトロール 

11月 修学旅行（2年） 

薬物乱用防止教室（3年） 

夜間パトロール 

12月 いじめゼロに向けた取り組み 

いじめアンケート 

人権講演会 

いじめ防止対策委員会 

人権講演会 

夜間パトロール 

冬季休業中パトロール 

1月 ネットトラブル調査 

青少年健全育成標語作り 

特別支援研修 

夜間パトロール 

2月 教育相談 夜間パトロール 

3月 いじめアンケート 

いじめ防止対策委員会 

夜間パトロール 

学年末休業中のパトロール 
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４．いじめ防止の措置 

いじめを生まない生き生きとした学校づくりを目指すために以下の項目に取り組む。 

（１） いじめの予防 

① 校内指導体制の確立  

一部の教職員が抱え込むことなく，校長の強いリーダーシップのもと一致団結した指

導体制を確立する。「当たり前指導」の実践・徹底を図る。 

② 教師の指導力の向上 

意欲的に取り組み規律のある授業づくりやいじめ問題対応の研修実施，指導上の留意

点について，教職員間の共通理解を図り，その観察力や対応力の向上に努める。 

③ 人権教育の充実 

人権意識の高揚のため，お互いを思いやり尊重し，命を大切にする指導に努める。講

演会等の開催。 

④ 道徳教育の充実 

日頃からお互いを認め合える集団づくりに努め，「生活見直し週間」等を利用し，いじ

め防止をねらいとした取り組みを実施する。 

⑤ 特別活動の充実 

生徒会活動や部活動の一環として，ボランティア活動やいじめ防止等の取り組みを仕

組み，指導・支援し，いじめ防止意識の啓発を図る。 

⑥ 情報モラル教育の充実 

PTAや集会等を利用し，保護者・生徒に正しい情報管理を促す。講演会の実施。 

⑦ 教育相談の充実 

定期的に開催し，情報交換・共有を図り，いじめ等の早期発見を図る。 

⑧ 家庭・地域・関係機関との連携強化 

「学校いじめ防止等基本方針」の周知徹底を図る。また，講演会等を開催し，学校と一

体となった取り組みを推進する。 

（２） 早期発見 

① 観察・情報交換 

生徒を見守り，変化やサインを見逃さないようにする。情報は常に共有できる体制を

構築する。小中の連携を密にし、小中連携シートを活用して早期の予防に努める。 

② アンケート調査・個人面談の実施 

定期的又は必要に応じてアンケート調査や個人面談，生活ノートの 

活用等，きめ細やかな把握と情報収集に努める。 

③ 教育相談体制の整備 

生徒・保護者の悩みを積極的に受け止めることができる教育相談体制を整備する。今

年度新たに配置されたスクールライフサポーターと連携し、教室に入れない生徒への
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支援も充実させる。また，スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の

活用を図る。 

④ 関係機関等の周知 

学校以外の相談窓口について，周知を継続的に行う。 

 

（３） いじめの対応 

  ① 被害生徒・保護者への対応・支援 

   その生徒の苦しみに寄り添い，共感的に受け止める姿勢で対応する。学校として「何

としてでも被害者を守る」という姿勢を示し，その気持ちを生徒・保護者に伝える。事

情を聞く中で次の点について確認する。 

・身体の被害状況（外傷がある場合は、病院受診をしてもらう） 

・金品や物品の被害状況 

・警察に被害届を出す意思 

・カウンセリングの必要性の有無 

・別室指導など特別な教育的な措置の必要性の有無 

いじめ発覚後はＰＴＳＤ，自殺の危険度のアセスメントに留意し、加害生徒・保護者

謝罪後も再発の可能性，問題の潜在化がないかを十分に観察する。 

 

② 加害生徒・保護者への対応・指導 

  毅然とした態度で対応する。いじめは絶対に許されない行為であることを強く指導

する。自分の行為が重大な結果につながったことを自覚させる。加害生徒の心理的背

景を掴み、原因の追究をする。保護者を召喚し同様のことを伝え被害者に謝罪をして

もらう。加害者も次には被害者になる可能性があることを伝え、いじめを許さない心

を育てていく。本人へのカウンセリングの必要性を確認する。 

③周りの生徒・保護者への対応・指導 

被害者だけではなく、周りや集団を守るという姿勢で対応する。「いじめを見て見ぬ

ふりをすることもいじめになること」を指導する。見聞きした場合は、先生や保護者

などの大人に知らせる勇気を持つことの大切さを確認する。プライバシーに配慮する

ように指導する。観衆や傍観者も次には被害者になる可能性があることを伝え，いじ

めを許さない心を育てていく。本人へのカウンセリングの必要性を確認する。 

④諸機関との連携 

    いじめを確認した場合は、すぐに教育委員会に「いじめ第一報」を入れる。３か月

後には、「いじめ続報」を入れる。その他場合によっては、子ども家庭支援センター，

児童相談所，警察などに協力を要請する。「いじめ続報」提出後も被害生徒及び加害生

徒については日常的に注意深く観察をしていく。 
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５．ネットいじめへの対応 

ネット上のいじめを発見した場合は，書き込みや画像の削除等，迅速な対応を図るとと

もに，人権侵害や犯罪，法律違反などは，警察等専門機関と連携し対応していく。 

 

（１） 「情報モラル」教育の充実 

① 外部講師を招聘し，定期的に「情報モラル」に関する安全教室を実施する。 

② 保護者に対し，「管理の徹底」「個人情報漏洩の認識」「深刻な影響を与えることの認

識」「学校との連携」等を，PTAやプリントなどを通し啓発していく。滝尾情報モラ

ル宣言を実施してもらう。 

③ 生徒に対し，「ケータイ等の正しく賢い使用方法」「書き込みが原因で，トラブルや

犯罪に巻き込まれる危険性」「情報はすぐに多くの人に広まること」等を，学級活動

や集会などを通し啓発していく。 

（２） 書き込み（誹謗中傷）等の削除 

ネット上のいじめの発見 

生徒・保護者からの相談 

 

① 書き込み内容の確認 

○ 掲示板のアドレスを記録する。 

○ 書き込みをプリントアウトする。 

○ ケータイ等は，デジカメで撮影する。 

 

  ② 掲示板の管理人に            ②により削除されない場合 

    削除依頼             管理人の連絡先が不明な場合 

 

 

③ 掲示板のブロバイダに削除依頼 

 

 

④ 削除依頼メールの再確認 

○ 警察等関係機関に相談 

 

 

削除確認・生徒保護者への説明 
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６．重大事態への対応 

（１） 重大事態とは 

① 「生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」 

ア. 生徒が自殺を企図した場合。 

イ．身体に重大な傷害を負った場合。 

ウ．金品等に重大な被害を被った場合。 

エ．精神性の疾患を発症した場合。 

 

② 「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」 

ア. 年間３０日が目安。 

イ．一定期間連続して欠席している場合。 

※この場合，迅速に調査に着手。 

 

③ 「その他の場合」 

ア. 生徒・保護者より，いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場

合。 

（２） 重大事態の報告 

重大事態を認知した場合，直ちに発生の報告を行う。 

 

学校⇒市教育委員会⇒市長 

 

（３） 重大事態の発生時 

学校の設置者が，重大事態の調査の主体を判断 

 

学校を調査主体とした場合 

学校の設置者の指導・支援のもと対応に当たる 

○ 調査組織（いじめ防止対策委員会）を設置。 

○ 事実関係を明確にするための調査を実施。 

○ いじめ被害生徒及び保護者に対して，情報を適切に提供。 

○ 調査結果を市教育委員会へ報告。 

○ 調査結果を踏まえた必要な措置。 

 

学校の設置者が、調査主体となる場合 

○ 設置者の指示のもと，資料の提出等，調査に協力。 


