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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 

いじめが原因と見られる自殺によって、子どもの尊い命が失われる事件が全国で後を絶たない。学校

や家庭という、子どもたちにとって、本来安全・安心であるはずの場所で、こうした痛ましい事件が起

こっているという現実は、子どもたちだけでなくすべての大人たちにも、大きな課題を投げかけている。 

いじめ問題は、教育にとって喫緊の課題の一つであり、その解消に向けて、私たち教育関係者の取組が

強く求められている。 

「いじめに悩み、苦しむ子どもを出してはいけない」「もうこれ以上、いじめによって子どもたちの尊

い命が奪われてはならない」という思いは、学校現場で日々子どもと向き合うすべての教職員の願いで

ある。いじめ問題の解決のためには、まず、各学校で子どもと接している一人一人の教職員が、「いじ

めは、どの子どもにも、どの学校、どの学級でも起こり得るもの」という強い危機感を持ち、早期発見・

早期解決のため、学校を挙げて的確に対応することが何より大切である。同時に、校長を中心とした学

校組織としての取組を進め、家庭、地域、更に関係諸機関と連携しながら、迅速で組織的な対応をしな

ければならない。また、日ごろから私たち教職員が、子どもたちを『認める・ほめる・励ます・伸ばす』

ことによって、子どもたちの自尊感情を高めていく教育活動を推進する必要がある。また、いじめを許

さない集団をつくるために、子どもたち自身で正しい判断力や自らの手で問題解決に取り組むことので

きる自己指導能力を育て、人間関係のゆがみが起こったとしてもいじめに結びつくことのない、いじめ

を許さない子どもたち及びその集団を育てる未然防止の粘り強い取組も欠かせない。様々な取組の積み

重ねが、子どもたちの自分自身を大切にする心を育てることになり、他者を思いやり、他者を大切にす

る心の醸成へとつながる。 

本方針は、人権尊重の理念に基づき、八幡小学校の全ての児童が充実した学校生活を送ることができ

るよう、「いじめ問題」を根絶することを目的に策定するものである。 

 

２．いじめとは 

（１）いじめの定義 

「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月２８日施行）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）いじめに対する基本的な考え方 

 いじめは、「決して許されないこと」であり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり得るものであ

ること。また、だれもが被害者にも加害者にもなり得るものであること。」を心に据え、学校教育に携

わるすべての関係者一人ひとりが、いじめへの重要性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握して、

迅速に対応することが大切である。また、いじめを許さない集団づくりを日常から取組んでいくとと

もに、子どもたちの発する小さなサインを見逃すことのないように、組織的に児童の様子を理解し、

 この法律において「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ほか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。 

※学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く）をいう。 

※児童とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

※保護者とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をいう。 
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早期発見・早期解決に努めなければならない。 

（３）いじめの集団構造と態様 

【いじめの集団構造】 

○被害者（いじめを受けている子ども） 

  ○加害者（いじめている子ども） 

  ○観衆（はやし立てたり面白がったりする存在） 

  ○傍観者（周辺で暗黙の了解を与えている存在） 

  ○仲裁者（いじめを直接的に止める存在。または、直接ではないが否定的な反応を示す存在） 

 

（いじめ集団の四層構造モデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【いじめの態様】 

  ○けんかやふざけ合いをする。 

  ○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 

  ○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。 

  ○いや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、誹謗中傷やいやなことをされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者 

加害者 

観衆 

傍観者 

（促進作用） 

（抑止作用） 

増
幅 

暗
黙
の
支
持 

仲
裁
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 （いじめの衝動を発生させる原因） 

①心理的ストレス（過度のストレスを集団内の弱い者への攻撃によって解消しようとする） 

②集団内の異質な者への嫌悪感情（凝集性が過度に高まった学級集団などにおいて、基準から外れた

者に対して嫌悪感や排除意識が向けられる） 

③ねたみや嫉妬感情 

④遊び感覚やふざけ意識 

⑤いじめの被害者へなることへの回避感情  など 
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３．いじめ防止の基本的な方向と取組 

（１）指導体制、組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止委員会 

（構成）校長、教頭、養護教諭、生活指導担当、学年部代表、スクールカウンセラー 

構成員の中から委員長をもうける。 

（目的） 

学校生活において、生活指導の指導範囲を著しく超えるような問題（いじめ、不登校、授業

の騒乱、問題行動、児童虐待）の予防・調査・解決のために本委員会を設置する。 

 ・学校いじめ防止基本方針の作成、見直し 

 ・年間指導計画の作成 

 ・調査結果、報告等の情報の整理、分析 

 ・いじめ等が疑われる案件の事実確認、判断 

 ・配慮を必要とする子どもへの支援 

 

担任実態把握 

・個別対応 

・アンケート等 

※場合によっては学年部、養護教諭、

生徒指導担当が入る場合もある。 

いじめ発生 

実態把握 

 

対応協議・共通理解 

報
告 

校長、教頭、養護教諭 
教育相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

生活指導担当、学年部代表 
＋ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 

いじめ防止委員会 

職員会議 
報告 

対応 

本人 子ども 

全職員 担任 

対
応 

家庭 対応 

ＰＴＡ 対応 

学
校
運
営
協
議
会 

外
部
関
係
機
関 

報
告 

支
援 

助
言 

 

報
告 

支
援 

助
言 
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（２）いじめ防止年間指導計画 

月 活動内容 ポイント 

４月 

○学年間の児童の情報交換、指導記録の引き継ぎ 

○児童の情報交換 

○学級開き・人間関係づくり・学級のルールづくり【学級活動】 

○いじめ・不登校防止委員会の編成、いじめ防止基本方針に対す

る共通理解 

・いじめの被害者加害者 

の関係の引き継ぎを前  

担任が新担任に行う。(全

体会議でも職員に実態や

対応を周知しておく。) 

５月 

○いじめ防止基本方針について保護者への説明と啓発 

【学校ホームページに掲載】                                

 ○「いきいき八幡っ子」なかよしのきまりの取り組み【全校集会】 

○児童の情報交換 

・学校・学級のいじめに 

対する姿勢の明確化。・全

体会議で児童の実態を交

流し、いじめ未然防止に

繋げていく。 

６月 

○教職員いじめ発見チェック 

○企画委員会で、チェックリストをもとに気になる児童を出し合

い、全体会議で周知する。 

○児童の情報交換 

○第１回あじさいチャレンジカップ（縦割り班活動）【学級活動】 

・縦割り班活動を行い、異

学年の繋がりを強める。 

 

７月 

○児童いじめ調査アンケート→アンケート集約→報告 

○企画委員会で、アンケート結果をもとに気になる児童を出し合

い、全体会議で周知する。 

○児童の情報交換 

・気になる記入のあった児

童を担任が聞き取りす

る。児童の情報交換の際

に職員に周知する。 

８月 

○いじめ防止に関する資料等を職員に周知 ・研修等に参加した資料を

もとに、いじめ防止に関

する情報を周知する。 

９月 

○教職員いじめ発見チェック 

○企画委員会で、チェックリストをもとに気になる児童を出し合

い、全体会議で周知する。 

 

・担任以外の職員にもチェ

ックしてもらい、気にな

る児童を生活指導担当が

把握。企画委員会で取り

上げ全体会議で全職員に

周知する。 

１０月 

○児童の情報交換 ・全体会議で児童の実態を

交流し、いじめ未然防止

に繋げていく。 

１１月 

○児童の情報交換 ・全体会議で児童の実態を

交流し、いじめ未然防止

に繋げていく 

１２月 

○児童いじめ調査アンケート→アンケート集約→報告 

○企画委員会で、アンケート結果をもとに気になる児童を出し合

い、全体会議で周知する。 

○人権授業・研修広報部主催人権講演会【学期末ＰＴＡ】 

○児童の情報交換 

・子どもの人権意識の高揚。 

・気になる記入のあった児

童を担任が聞き取りす

る。児童の情報交換の際

に職員に周知する。 

１月 ○第２回あじさいチャレンジカップ（縦割り班活動）【学級活動】 ・縦割り班活動を行い、異
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学年の繋がりを強める。 

２月 

○児童いじめ調査アンケート→アンケート集約→報告 

○企画委員会で、アンケート結果をもとに気になる児童を出し合

い、全体会議で周知する。 

○児童の情報交換 

・気になる記入のあった児

童を担任が聞き取りす

る。児童の情報交換の際

に職員に周知する。 

３月 

○「いきいき八幡っ子」なかよしのきまりの反省【全校集会】 

○児童の情報交換(上学年への引き継ぎ情報の作成) 

○いじめ・不登校防止委員会 

→いじめ対策の見直し、次年度方針の作成 

・気になる児童の情報の引

き継ぎを全体会議で行

う。 

 

４．いじめ防止の措置 

（１）いじめの予防 

 ①学習活動の充実 

 【学びに向かう集団づくり】 

子どもたちや学校・学級の姿  

○ 失敗しても認め合い励まし合う雰囲気がある。 

○ 子どもたちが規範意識を持ち、規律ある生活を送っている。 

○ 言葉づかいが適切で、友だちにも「ふわふわ言葉」を言うことが増えている。 

○ すすんで元気よくあいさつを交わす。 

○ 児童会活動、縦割り班活動、委員会、係活動に進んで取り組み、頑張ろうとする雰囲気がある。 

○ 教室や学校が清潔で、無言清掃に取り組んでいる。 

○ 給食準備に協力して取り組んでいる。 

○ 地域の人や保護者が気軽に来校し、学校の活動に協力する。 

 

教職員の姿 

○ 全教職員が生徒指導について、毎月情報交換をして共通理解を図り、共通実践を行い、子ども

一人ひとりに関わっている。 

○ 教職員が、子どもたちの意見をきちんと受けとめて聞く。 

○ 教職員が、子どもたちに明るく丁寧な言葉で声をかけ、一人の人間として接する。 

○ 自らの言動が、子どもたちに与える影響の大きさを、教職員が強く自覚している。 

 

 【意欲的に取り組む授業づくり】 

いじめを許さない学級を作るためには子どもたち一人ひとりに日常起こる様々な人間関係から生

じる問題に対して、適切に対応できる思考力･判断力が不可欠になってくる。教職員が「分かる」授

業をめざし、思考力や判断力の基礎となる確かな学力を子どもたちに身につけさせていかなければな

らない。 

また、授業の中で違いを認め合ったり、学びを喜び合ったりする活動を通して、集団としてのつな

がりを深めていくことが大切である。そのためには、まず教職員自身が児童に寄り添い、共感的な存

在となることを忘れてはならない。 

○いじめに関して、被害にあったときの相談方法や具体的なSOSの発信方法、身を守るためのワー 

クショップなどの実効性のある授業づくりを推進する。 

○「自己決定」「自己存在感」「共感的人間関係」のある授業づくりを推進する。 

○個に応じた指導を通して子どもたちの確かな学力を保障する。 
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○発言や集団への関わりに消極的な児童もいるため、教師が適切に支援を行い、満足感や達成感、

連帯感がもてるように配慮する。 

 

②特別活動、道徳教育の充実 

○道徳や特別活動等において「正義感や公正さを重んじる心」や「他人を思いやる心」「命の大切

さ」などの道徳性をはぐくみ、体験活動や日常生活との関連を図りながら、自尊感情を高め、道

徳的実践力を育成する。 

○児童会活動や集会活動など、子どもが主体的にいじめ根絶のために取り組む活動の充実を図る。 

①縦割り班活動 

・掃除    ・年２回のあじさいチャレンジカップ    ・小中合同運動会 

②「いきいき八幡っ子なかよしのきまり」 

③全校米作り 

 

 ③人権教育の充実 

  ○夏休みに小中合同人権研修会を開催し、保護者の人権意識啓発を行っている。 

○２学期ＰＴＡで人権授業の公開を行う。ＰＴＡでの人権授業だけでなく、道徳や教科の中で子

どもたちの人権意識が高揚するような授業を日常的に実践していく。 

  ○２学期ＰＴＡで研修広報部主催の親子人権講演会を開催する。子どもたちだけでなく保護者に

も人権意識の高揚や啓発を促す。 

 

④学校として特に配慮が必要な児童生徒についての対応 

 ○発達障がいを含む、障がいのある児童生徒が係るいじめについては、教職員がここの児童

生徒への特性の理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した

情報共有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導

及び必要な支援を行うことが必要である。 

 ○海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につ

ながる児童生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多い

ことに留意し、それらの差からいじめ煮が行われないよう、教職員、児童生徒、保護者等

の外国人児童生徒に対する理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な

支援を行う。 

 ○性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止するため、性同一

性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や学校として必要な対

応について周知する。 

 ○東日本大震災等により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により非難している児童生

徒（以下被災児童生徒という。）については、被災児童生徒が受けた心身への多大な影響や

慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、当該児童生徒に対する心のケアを適

切に行い、細心の注意を払いながら、被災児童生徒に対するいじめの未然防止・早期発見

に取り組む。 

⑤情報モラル教育の充実 

  ○情報教育全体計画に基づいて、インターネット使用時、または、情報機器使用における留意点

を指導していく。インターネットの不正アクセスや著作権、ウイルス等の指導はインターネッ

ト使用時に必ず指導する。加えて、学年の実態に応じてメールの使用やネット犯罪、ネットい

じめについても指導していく。 
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 ⑥教育相談の充実 

  ○いじめアンケート実施時に、担任による学級の子どもたちへの面接等、適時、教育相談を行う。 

 

 ⑦保護者・地域との連携 

○ＰＴＡ全体会で学校としていじめに対して毅然とした態度をとっていくことを資料としてホー

ムページで公開し、家庭と連携しながらいじめ根絶に向けて取り組んでいくことを確認する。 

  ○家庭でも子どもの様子について把握してもらい、気になる状況が見られた場合には、学級担任が

窓口になり相談に応じるようにする。 

 

（２）早期発見 

  いじめのサインは、いじめを受けている子どもからも、いじめている子どもの側からも出ている。

教職員は組織的に様々な方法を用いて、いじめの把握に努めていく。 

 ①観察 

  ○授業だけでなく、休み時間等にも子どもたちに声をかけて、子どもの様子に注意をはらう。ま

た、日常の日記などを通しても子どもの理解を行う。 

②情報収集 

【情報収集のためのチェックリストの活用】 

○日常的に子どもの状況やサインを把握したり、教職員の姿勢を見直したりするために定期的にチ

ェックリストを活用する。 

  ○いじめ発見チェックは、６月、９月に実施する。 

  ○チェック結果により、いじめられているという意識を持っている子については個人面談を実施。 

  ○個人面談後、いじめ・不登校対応を考えないといけない場合は、企画委員会で対応について話

し合う。 

  ○全体会議で子どもたちの実態を交流する。 

【日記や連絡ノート等での情報収集】 

○連絡ノートによる家庭連絡や定期的な子どもの個人面談などを通して、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 

【児童いじめアンケートの実施】 

  ○学期に１回（７月、１２月、２月）、子どもたちへいじめアンケートを行う。 

  ○アンケート結果により、いじめられているという意識を持っている子については、個人面談を

実施。 

  ○これまで「けんか」についてはいじめとしてあつかっていなかったが、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るため、背景にある事情の調査を行い、

児童生徒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。 

  ○個人面談後、いじめ・不登校対応を考えないといけない場合は、企画委員会で対応について話

し合う。 

  ○全体会議で子どもたちの実態を交流する。 

 

 ④教育相談の実施 

  ○個人面談を定期的に行い、子どもたちの様子や人間関係の把握を行う。 

  ○スクールカウンセラーの活用や各種相談機関等の連携を行う。 
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（子どもアンケート） 

友
とも

だちについてのしつもんをします。あてはまるものをえらんで、○じるしをつけたり、文
ぶん

で書
か

い

たりしましょう。（１学期
が っ き

のことで答
こた

えてください。） 

 

（   ）年生 

１ 
友
とも

だちや他
ほか

の学年
がくねん

の人とすごす中
なか

で、

うれしかったことはありますか。 

（   ）ある 

（   ）ない 

 それはどんなことですか。  

２ 
友
とも

だちや他
ほか

の学年
がくねん

の人とすごす中
なか

で、

いやだったことはありますか。 

（   ）ある 

（   ）ない 

 それは、どんなことですか。  

３ いやだったことは、どうなりました

か。 
（   ）相手

あ い て

があやまってくれた。 

（   ）先生
せんせい

や友
とも

だち、おうちの人
ひと

などに話
はな

してかい

けつした。 

（   ）かいけつしていない。 

（   ）その他
た
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いじめ発見のためのチェックリスト 

場面 いじめのサイン チェック 

登下校時・朝 

カバンや荷物を持たされている。  

欠席をする（欠席したいと言う：頭痛、腹痛などの理由で）  

  

休み時間 

遊ぶ友だちがすぐに変わる。  

別のグループの子といることが多くなる。  

休み時間の終わりにいつもボールなどの片付けをさせられている。  

ふざけあっているように見えるが、表情が笑っていない。  

休み時間１人でいることが多くある。  

休み時間、保健室や図書室にいることが多くなる。  

よく職員室や保健室に来るようになる。  

職員室や保健室の周りをうろうろしている。  

  

授業中 

その子が発言すると、ふざけた反応が返ってくる。もしくは、しらける。  

成績が急に下がる。  

忘れ物が多くなる。  

机や教科書、ノートなどに落書きが目立つ。  

係などを決める時に、ふざけて推薦される。  

  

給食中 

その子の分の給食の配膳をしたがらない（避けられる、いつも最後にな

る）。 

 

  

生活全般 

元気がない。  

声が小さくなる。  

生活ノートや日記の記述が少なくなる。  

持ち物を隠される。  

他の子から強い口調で呼ばれたり、呼び捨てにされたりしている。  

きついことや悪口を言われたり、命令されたりしている。  

その子の持ち物にさわりたがらない。  

隣の子が机を少し離す。  

すれ違う時、微妙（明らか）によける。  

教職員と視線を合わさない。  

  



11 

 

（３）いじめに対する措置 

  ○法第２３条第１項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他自動からの相談に応じる者及

び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ

れるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置を

取るものとする」としており、学校の教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合には、

速やかに、学校いじめ対策組織に対し、当該いじめに係る情報を報告し、学校側の組織的な対

応につなげなければならない。 

  ○学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わない

ことは、同項の規定に違反し、懲戒処分の対象になり得る。 

 

（４）いじめの対応 

 ①いじめられている児童、いじめている児童、友人・知人（観衆・傍観者）への対応 

 被害児童への支援 加害児童への指導 友人・知人（観衆・傍観者）への

指導・支援 

基
本
的
な
姿
勢 

・共感的に受け止める姿勢で対

応する。 

・いかなる理由があっても、徹

底していじめられた子どもの

見方になる。 

・子どもの表面的な変化から解

決したと判断せず、支援を継

続する。 

・毅然とした態度で対応する。 

・いじめを行った背景を理解し

つつ、行った行為に対しては

毅然と指導する。 

・自分はどうすべきだったの

か、これからどうしていくの

かを内省させる。 

・みんなを守るという姿勢で対応

する。 

･いじめは、学級や学年等集団全体

の問題として対応していく。 

・いじめの問題に、教職員が子ど

もとともに本気で取り組んでい

る姿勢を示す。 

事
実
の
確
認 

･担任を中心に、子どもが話し

やすい教職員が対応する。 

･いじめを受けた悔しさやつら

さにじっくりと耳を傾け、共

感しながら事実を聞いてい

く。（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞ） 

･対応する教職員は中立の立場

で事実確認を行う。 

・話しやすい話題から入りなが

ら、うそやごまかしのない事

実確認を行う。 

・いじめの事実を告げることは、

「チクリ」などというものではな  

いこと、辛い立場にある人を救

うことであり、人権と命を守る

立派な行為であることを伝え

る。 
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指
導･

支
援 

･学校はいじめている側を絶対

に許さないことや、今後の指

導の仕方について伝える。 

･自己肯定感の喪失を食い止め

るよう、子どもの良さや優れ

ているところを認め励ます。 

・いじめている側の子どもとの

今後のつきあい方など、行動

の仕方を具体的に指導する。 

・学校は安易に解決したと判断

せず経過を見守ること、いつ

でも相談に応じることを伝え

る。 

△「君にも原因がある」「がん

ばれ」などという指導や安易

な励ましはしない。 

・被害者の辛さに気づかせ、自

分が加害者であることの自

覚を持たせる。 

･いじめは決して許されないこ

とをわからせ、責任転嫁等は

許さない。 

・いじめに至った自分の心情や

グループ内等での立場を振り

返らせるなどしながら、今後

の行動の仕方について考えさ

せる。 

・不平や不満、本人が満たされ

ない気持ちなどをじっくり聞

く。 

・周囲ではやし立てていた者や傍

観していた者も、問題の関係者

として事実を受け止めさせる。 

･被害者は、観衆や傍観者の態度を

どのように感じていたかを考え

させる。 

・これからどのように行動したら

よいかを考えさせる。 

・いじめの発生の誘因となった集

団の行動規範や言葉遣いなどに

ついて振り返らせる。 

・いじめを許さない集団づくりに

向けた話し合いを深める。 

経
過
観
察
等 

･連絡ノート交換や面談等を定

期的に行い、不安や悩みの解

消に努める。 

・自己肯定感を回復できるよ

う、授業･学級活動等での活躍

の場や友人との関係づくりを

支援する。 

・連絡ノートや面談などを通し

て、教師との交流を続けなが

ら成長を確認していく。 

・授業や学級活動を通して、エ

ネルギーをプラスの行動に向

かわせ、よさを認めていく。 

･学級活動や学校行事等を通して、

集団のエネルギーをプラスの方

向へ向けていく。 

留
意
点 

・再発や潜在化に留意する。 

・ＰＴＳＤ、自殺危険などにも

留意をする。 

・加害児童の心理的背景に留意

する。 

・加害者が被害者になることに

も留意する。 

・観衆・傍観者も被害者になるこ

とに留意する。 
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②保護者及び関係機関との連携 

【保護者との連携】 

 被害者の保護者 加害者の保護者 

対
応 

･事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪

問を行い、学校で把握した事実を正確に伝える。 

・学校として子どもを守り支援していくことを伝

え、対応の方針を具体的に示す。 

･対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者か

ら子どもの様子等について情報提供を受ける。 

・いじめの全貌がわかるまで、相手の保護者への

連絡は避けることを依頼する。 

・対応を安易に終結せず、経過を観察する方針を

伝え、理解と協力を得る。 

･事情聴取後、事実を経過とともに伝え、その

場で子どもに事実の再確認をする。 

・相手の子どもの状況を伝え、いじめの深刻さ

を認識してもらう。 

・指導の経過と子どもの変容の様子等を伝え、

指導に対する理解を求める。 

・誰もがいじめる側にもいじめられる側にもな 

り得ることを伝え、学校は事実について指導

し、よりよく成長させたいと考えていること

を伝える。 

・事実を認めなかったり、うちの子どもは首謀

者ではないなどとして、学校の対応を批判し

たりする保護者に対しては、改めて事実確認

と学校の指導方針、教職員の子どもを思う信

念を示し、理解を求める。 

好
ま
し
く
な
い
対
応 

・保護者からの訴えに対し、安易に「うちのクラ

スにいじめはない」などと言う。→事実を調べ、

いじめがあれば子どもを必ず守る旨を伝える。 

・「お子さんに問題があるからいじめに合う」な

どの誤った発言をする。 

・電話で簡単に対応する。 

・保護者を非難する。 

・これまでの子育てについて批判する。 

 

【関係機関との連携】 

○ 市町村教育委員会や教育事務所の指導を受けながら、必要に応じて、児童相談所、病院、警察な

どの関係機関と連携を図る。 

○スクールカウンセラー等による相談が、適切に行えるよう連携を図る。 

 

（５）いじめの解消について 

  ○いじめは単に謝罪を持って安易に解消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
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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生徒に対する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。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。 

   この相当の期間とは、少なくとも３ヶ月を目安とする。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、学校の設置者又は学校

いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定する。 

 

  ②いじめを受けた児童生徒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判断する時点においていじめを受けた児童生徒がいじ

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生徒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いたっていない段階では、いじめを受けた児童生徒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。 

 

５．ネットいじめへの対応 

①「ネット上のいじめ」とは 

○不特定多数の者から、特定の子どもに対する誹謗・中傷が絶え間なく集中的に行われ、また、

誰により書き込まれたかを特定することが困難な場合が多いことから、被害が短期間で極めて

深刻なものとなる。 

○ネットが持つ匿名性から安易な書き込みが行われた結果、子どもが簡単に被害者にも加害者に

もなる。 

○インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることから、子ど

もたちの個人情報や画像がネット上に流出し、それらが悪用されやすい。 

○保護者や教職員など身近な大人が、子どもたちの携帯端末やインターネットの利用の実態を十

分に把握しておらず、また、保護者や教職員により「ネット上のいじめ」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策を講じることが困難である。 

 

②「ネット上のいじめ」の具体例 

○パソコンや携帯端末から、ネット上の掲示板・ブログ・プロフ等に特定の子どもに関する誹謗・

中傷を書き込む。 

○ネット上の掲示板・ブログ・プロフ等に、実名入りや個人が特定できる表現を用いて、特定の

子どもの個人情報を無断で掲載する。 

○特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を不特定多数の携帯端末等にメールで送信する。 

（チェーンメール）。 

○特定の子どもになりすましてネット上で活動し、その子どもの社会的信用を貶める行為などを

行う（なりすましメール）。 

 

③「ネット上のいじめ」が発見された場合の対応 

【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となる。 
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  ○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。 

 

 【保護者への対応】 

  ○迅速に連絡し、家庭訪問など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。 

 

 【書き込みのサイトへの削除依頼】 

  ○サイトの「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 

 【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」 

   ①児童が自殺を企図した場合 

   ②身体に重大な傷害を負った場合 

   ③金品等に重大な被害を被った場合 

   ④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なくされている疑い」 

   年間３０日が目安。一定期間連続して欠席している場合などは、迅速に調査を行う。 

 （３）児童や保護者から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時 

 

◎重大事態が発生した場合は、以下の流れで対応する。 

 
関
係
機
関
（
警
察･

医
療
機
関･

福
祉
関
係
等
） 

指導 

支援 

通報 玖 

珠 

町 

長 

玖 

珠 

町 

教 

育 

委 

員 

会 

報告 

指導 

助言 

報告 

指導 

支援 

本 校 

【構成メンバー】 

 

【機能】 

校長 

教頭 

教育相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

養護教諭 

生徒指導主任 

学年部代表 

当該児童の担任 

＋ 

玖珠町教育委員会 

学校運営協議会代表 

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 

 

①調査･事実関係の把握 
･調査方針・方法等の
決定 
･情報収集と分析 

②緊急対応･対策の実施 
・対応及び指導の体制
の確立 
・児童への指導･支援 
・保護者への経過説明 

③マスコミ対応 
･窓口の一元化 
･共同取材または記者
会見の設定 

④継続指導･経過観察 
⑤事態収束の判断 

いじめ防止委員会 


