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学校いじめ防止基本方針

１ 学校いじめ防止基本方針
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全

教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうる
ものという基本認識に立ち、すべての児童を対象に、いじめに向かわせない

ための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

２ いじめとは

（１）いじめの定義
児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一

定の人的関係にある他の児童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

対象となった児童が心身の苦痛を感じているものと定義する。

（２）いじめの判断
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、いじめを受けた児童の立場に立つことが必要である。
この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるい

じめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているも
の」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要であ
る。

例えば、いじめを受けていても、本人がそれを否定する場合が多々ある
ことを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認

する必要がある。
ただし、このことは、いじめを受けた児童の主観を確認する際に、行為

の起こったときのいじめを受けた児童本人や周辺の状況等を客観的に確認
することを排除するものではない。

（３）いじめの認知

いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第２２条の学校
いじめ対策組織を活用して行う。

（４）一定の人間関係
「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

動の児童や塾やスポーツクラブ等児童が関わっている仲間や集団（グルー
プ）など、当該児童と何らかの人的関係を指す。

（５）物理的な影響
「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もあ
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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。
例えば、インターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該児童が

そのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童本人が心
身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児

童に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要であ
る。

（６）いじめの集団構造と態様

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なかから、「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。

３ いじめの理解

いじめは、「どの子どもにも、どの学校においても起こりうるもの」であ
る。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多く

の児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「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」とともに、生命又は身体に重大な危険
を生じさせうる。

４ いじめ防止の基本的な方向と取組

（１）指導体制、組織体制
① いじめ・不登校対策委員会

校長・教頭・主幹教諭・生活指導主任・いじめ不登校対策担当・ス
クールカウンセラー（ＳＣ）・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

等からなる、いじめ防止・いじめ早期発見・いじめ対処等に関する措
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置を実効的に行うための「いじめ不登校対策委員会」を設置し、毎月

委員会を開催する。
② 職員会議での情報交換及び共通理解

月に一度、全職員で配慮を要する児童・気になる行動について、現
状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。

（２）年間指導計画

月 年間指導計画 教職員研修等

４ 仲間づくり いじめアンケート実施 校内研修（年度初めの打ち合わせ
お迎え遠足 いじめ不登校対策委員会 並びに取組の確認）

５ 面談・なかよし班活動（～ 3月） 職員会議（情報交換）
いじめ不登校対策委員会 ＱＵ検査
いじめアンケート実施 ＳＣ面談
修学旅行・教育相談月間

６ いじめアンケート実施 人権集会 職員会議（情報交換）
いじめ不登校対策委員会

７ いじめアンケート実施 職員会議（情報交換）
いじめ不登校対策委員会

８ いじめ不登校対策委員会 校内研修（1 学期の振り返り並び
に 2学期の準備）

９ 運動会 いじめアンケート実施 職員会議（情報交換）
いじめ不登校対策委員会

１０ いじめアンケート実施 いじめ不登校 職員会議（情報交換）
対策委員会 人権集会 ＱＵ検査

いじめアンケート実施 鍛錬遠足
１１ 生徒指導見直し月間 教育相談月間 職員会議（情報交換）

いじめ不登校対策委員会

１２ 人権学習いじめアンケート実施 校内研修（２学期の振り返り並び
寒稽古 いじめ不登校対策委員会 に３学期の準備）

１ いじめアンケート実施 職員会議（情報交換）
いじめ不登校対策委員会

いじめアンケート実施 人権集会
２ 面談 いじめ不登校対策委員会 職員会議（情報交換）

３ 卒業式・修了式 校内研修（1 年間の振り返りと
いじめアンケート実施 次年度の準備）
いじめ不登校対策委員会

５ いじめ未然防止の取組
（１）いじめの未然防止

いじめは、どの子どもにもどの学校でも起こりうることを踏まえ、よ
り根本的ないじめの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重要であり、全ての児童を、いじめに向かわせる
ことなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、

いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な
取組が必要である。このため、学校の教育活動全体を通じた道徳教育を
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推進し、全ての児童に「いじめは重大な人権侵害に当たり、決して許さ

れない」ことへの理解を促し、児童の豊かな情操や道徳心、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し合える態度など、心

の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。
また、道徳科の授業はもとより、学級活動、児童会活動等の特別活動

において、児童が自らいじめの問題について考え、議論する活動や校内
でいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動、相談箱を置くなどして子

ども同士で悩みを聞き合う活動等、子ども自身の主体的な活動を推進す
る必要がある。

加えて、全ての児童が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる魅
力ある学校づくりは未然防止の観点からも重要である。

また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図
り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点も必要である。

（２）いじめの早期発見
いじめの早期発見は、いじめ解決への迅速な対処の前提であり、全て

の大人が連携し、児童のささいな変化に気付く力を高めることが必要で
ある。このため、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を認識し、ささいな兆候であっても、

いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、
いじめを隠したり軽視したり、躊躇したりすることなく、個人面談や情

報収集を行い積極的にいじめを認知することが必要である。

６ いじめに対する措置

（１）いじめの対応
教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに、いじ

め・不登校対策委員会に対し、当該いじめに係る情報を報告し、学校の組
織的な対応につなげなければならない。

特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、いじめ・不登校対策委
員会に報告を行わないことは、法第２３条第１項の規定に違反し、懲戒処

分の対象となり得る。
学校は直ちに、教職員が連携し、いじめを受けた児童やいじめを知らせ

てきた児童の安全を確保し、いじめたとされる児童に対して事情を確認し
た上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。

また、保護者や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、福祉や警察
等の関係機関との連携が必要である。

このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方に
ついて、理解を深めておくことが必要であり、また、特定の教職員が一人

で抱え込むことなく、学校における組織的な対応を可能とするような体制
整備をしておく。

① いじめられている児童への対応

いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられ
ている児童にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが
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悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう

留意する。また、児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に
留意して以後の対応を行っていく。

家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。
いじめられた児童や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守る

ことを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、
複数の教職員の協力の下、当該児童の見守りを行うなど、いじめられた

児童の安全を確保する。あわせて、いじめられた児童にとって信頼でき
る人（親しい友人や教職員、家族、地域の人等）と連携し、いじめられ

た児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童が安心して学
習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児

童を別室において指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を
活用したりして、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境

の確保を図る。状況に応じて、心理や福祉等の専門家、教員経験者・警
察官経験者など外部専門家の協力を得る。

いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、
折りに触れ必要な支援を行うことが大切である。また、事実確認のため

の聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。

② いじめている児童

いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあった
ことが確認された場合、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じて

心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得
て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する

保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適
切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的

な助言を行う。
いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、

身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を
自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも

目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童
の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を

行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えな
いよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さら

に出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。
教育上必要があると認めるときは、学校教育法第１１条の規定に基づ

き、適切に、児童に対して懲戒を加えることも考えられる。ただし、
いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的

な感情に任せて一方的に行うのではなく、 教育的配慮に十分に留意し、
いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、 健全な人間関係を育むこ

とができるよう成長を促す目的で行う。

③ 友人・知人（観衆・傍観者）への対応

いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。た
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とえ、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

持つよう伝える。 また、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。な

お、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であ
り、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。

７ いじめの解消とは
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめ

が「解消している」状態とは、少なくとも次の２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

いじめを受けた児童に対する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）が止んでいる状態が相当の期

間（少なくとも３か月を目安とする）継続していること。ただし、いじめ
被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、

この目安にかかわらず、いじめ・不登校対策委員会の判断により、より長
期の期間を設定する。

学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、いじめを受けた側、い
じめを行った側の児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で

判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して
状況を注視する。

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
徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。

上記のいじめが「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
及びいじめを行った児童については、日常的に注意深く観察し、適宜適切

な指導と支援を行う。

８ 保護者及び関係機関との連携

いじめを受けた児童といじめを行った児童及び双方の保護者に対し、事実
関係を速やかに説明し、適切な対応が行えるよう保護者の協力を求めるとと

もに、関係機関・専門機関との連携の下で必要な指導や支援を継続的に行う。
いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならない。

学校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に
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報告し、適切な連携を図る。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙

虚に耳を傾け、その上で、関係者全員で取組む。
学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃よ

り、積極的に公表し、保護者等の理解や協力を求めるとともに、各家庭での
いじめに関する取組のための具体的な資料として役立ててもらえるような工

夫を行う。いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対しては、誠意を持っ
て対応する。また、いじめの問題に関し学校と保護者や地域の代表者との意

見交換の機会を設ける、特に PTA と学校との実質的な連絡協議の場を確保
するなどにより、家庭・地域社会との連携を積極的に図る。実際にいじめが

生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うこと
により、保護者や地域住民の信頼を確保する。

９ ネットいじめへの対応
「情報」等の授業を通じて、これからの情報化社会の中で生きていくため

に必要な情報を発信する責任や自ら情報の必要性を判断する能力を身につけ
る情報モラル、情報リテラシー教育の充実を図る。また、専門的な知識を持

った業者等の協力を得ながら、様々な機会を使って、ＳＮＳ等の利便性やそ
の裏に潜む危険性、ネットによるいじめ等のトラブルへの対処法等について

の学習を推進する。
ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直

ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プ
ロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるように
なっているので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置

を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて警察や地方法務局等
との連携を図る。

１０ 重大事態への対応

重大事態とは、① いじめにより児童等の生命、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。② いじめにより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をいう。

（１）学校の設置者又は学校は、重大事態に対処し、同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための

調査を行う。
（２）学校の設置者又は学校は、（１）の調査を行ったときは、いじめを受け

た児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供する。
（３）学校は、重大事態が発生した旨を地方公共団体の長等に報告、地方公共

団体の長等は、必要と認めるときは、（１）の調査の再調査を行うことが
でき、また、その結果を踏まえて必要な措置を講ずる。
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１１

地域関係者 保護者 本人 他児童

（ 相 談 ）

※情報整理 （※情報整理）

組 整理された情報

織
関係機関との連携

メ 校長・教頭・主幹教諭 報告
ン 〇生活指導主任・いじめ担当
バ (支援学級担当) → → 教育委員 警 察
｜ 養護教諭 担任(随時) ← 校 長 ← 会

ＳＣ ＳＳＷ

内 学校で事案について事実調査 → 教 頭 →
をし、事実・対策方針を打ち ← ← ＰＴＡ 主任児童

容 出す。 役 員 委員

職員会議
～多様な解決方法の模索～

・いじめ対策委員会と

職員会議により

被害者への対応 加害者への対応 保護者への対応 地域への対応

※保護者説明

※家庭訪問 ※学校だより発行


