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１ いじめ防止対策推進法制定の意義 

いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、

学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。 

また、関係機関や地域の力も積極的に取り込むことが必要であり、これまでも、国や各地域、学校にお

いて、様々な取組が行われてきた。 

大分県におけるいじめの認知件数は、些細ないじめの事案も見逃さず、積極的ないじめの把握に努め

た結果、平成１８年度以降２，０００件台から３，０００件台で推移しており、いじめを背景とした、

児童生徒の生命や心身に重大な危険が生じる事案の発生も懸念される。 

大人社会のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどといった社会問題も、いじめと同じ

地平で起こる。いじめの問題への対応力は、我が国の教育力と国民の成熟度の指標であり、子どもが接

するメディアやインターネットを含め、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定していると受け取

られるような行為を許容したり、異質な他者を差別したりといった大人の振る舞いが、子どもに影響を

与えるという指摘もある。 

いじめから一人でも多くの子どもを救うためには、子どもを取り囲む大人一人一人が、「いじめは絶対

に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」

との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。 

また、いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会

全体に関する国民的な課題でもある。 

このように、社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制を 

整備することが必要であり、平成２５年６月、「いじめ防止対策推進法」が成立した。 

 

２ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。 

いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことが

できるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければ

ならない。 

また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの

防止等の対策は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であ

ることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要

であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじ

めの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

 

 



３ いじめの定義 

（定義） 『いじめ防止対策推進法』（平成２５年 ９月２８日施行）より 

第２条 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   この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学

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。 

３   この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４   この法律において「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。 

(1)   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

受けた児童生徒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

生徒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生徒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生徒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。 

(2)   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「学校におけるいじめの防

止等の対策のための組織」を活用して行う。 

(3)  「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やス

ポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何ら

かの人的関係を指す。 

(4)  「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、いじめを受けた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。（平成２９

年 ３月改定）例えば、インターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、当該児童生徒が 

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生徒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生徒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。 

(5)  いじめを受けた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳し

い指導を要する場合であるとは限らない。具体的には、好意から行った行為が意図せずに相手側

の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合については、学校は、行為を行った児

童生徒に悪意はなかったことを十分加味したうえで対応する必要がある。 

(6)  具体的ないじめの態様（例） 

 



① 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 

・身体や動作について不快なことを言われる 

・方言、言葉遣い、発音等について執拗に真似される 

・存在を否定される 

・嫌なあだ名をつけられ、しつこく呼ばれるなど 

② 仲間はずれ、集団による無視をされる 

・対象の子が来ると、その場からみんないなくなる 

・遊びやチームに入れてもらえない 

・席を離されるなど 

③ ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・強弱を問わず身体を叩かれたり、触っていないふりをされたりする 

・殴られる、蹴られるが繰り返される 

・遊びと称して格闘系の技をかけられるなど 

④ 金品をたかられる、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・脅かされ、お金を取られる 

・靴に画鋲やガム、ゴミ等を入れられる 

・写真や鞄、靴等を傷つけられるなど 

⑤ 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 

・万引きやかつあげ等法に触れる行為を強要される 

・大勢の前で衣服を脱がされる 

・教師や大人に対して暴言を吐かせられるなど 

⑥ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 

・インターネット上の掲示板、ブログ等に恥ずかしい情報を載せられる 

・いたずらや脅迫のメールが送られる 

・ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等のグループから故意に外されるなど 

 (7)  「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ早期に警察に相談することが

重要なもの、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるようなものなど直ちに警察に

通報することが必要なものも含まれる。これらについては、教育的な配慮やいじめを受けた児童

生徒の意向に配慮したうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ること

が必要である。 

４ いじめの理解 

(1)  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、多くの児童生徒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。 

(2)  国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査（平成２５年７月）の結果によれば、暴力を伴わない

いじめ（仲間はずれ・無視・陰口）について、小学校４年生から中学校３年生までの６年間で、被



害経験を全く持たなかった児童生徒は１割程度、加害経験を全く持たなかった児童生徒も１割程度

であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。 

(3) 大分県のいじめの態様では「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」が全体

の３分の２を占め、その加害側が「いじめ」であるとの認識が乏しい中で行われている。いじめの加

害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題（例えば無秩序性や

閉塞性）、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている

「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が醸成されるようにするこ 

とが必要である。 

５ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

(1) いじめの防止 

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、児童生徒に対し、人間にとっ

て絶対に許されない卑怯な行為であり、どのような社会にあってもいじめは、いじめる側が悪いとい

うことを明快かつ毅然とした態度で示す必要がある。 

さらに、根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の

観点が重要であり、全ての児童生徒を、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、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことへの

理解を促し、児童生徒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。 

加えて、全ての児童生徒が安心でき、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。 

特にいじめを受けている児童生徒には、 

・自尊心を傷つけられたくない、親に心配をかけたくない（告げ口をしたとして）更にいじめが深刻

になるのではないか等の不安な気持ちから、いじめを受けている事実を言えない。 

・屈辱をこらえ、平静を装ったり、明るく振る舞ったりする。 

・「自分に原因があるから」と自分を責め、自分の存在を否定する気持ちに陥ることがある。 

・ストレスや欲求不満の解消を他の児童生徒に向けることがある。 

等の心理状態を踏まえた対処が必要である。 

また、いじめを行った児童生徒の原因や背景については、 

・いじめの深刻さを認識しないで、からかいやいたずら等の遊び感覚でいじめを行う。 

・自分がいじめのターゲットにならないように、いじめに加わることがある。 

・いじめを受けている側にも原因、問題があると考え、いじめの行為を正当化することがある。 

・学校、家庭、地域社会にある様々な要因を背景として、児童生徒のストレスのはけ口の手段として

いじめが発生する。 

・相手の人権への配慮に欠け、差異（個性）を柔軟に受け入れることができないことなどによりいじ



めが発生する。 

等の心理状態を踏まえつつ、校内いじめ対策委員会等を活用して、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必要がある。 

(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、児童生徒のさ

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、児童生徒が無意識に出している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。 

いじめの早期発見のため、家庭における早期発見に向けた関わりができるよう保護者への啓発を行う

とともに、学校や学校の設置者は、定期的なアンケート調査等によって、常に児童生徒の状況を把握す

る体制づくりに努める。児童生徒が困った時に相談しやすい仕組みや環境、雰囲気づくりや教育相談、

２４時間子どもＳＯＳダイヤル等の電話相談窓口の周知等により、児童生徒や保護者がいじめを訴えや

すい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して幅広く情報収集するなど、県民総ぐ 

るみで児童生徒を見守ることが必要である。 

(3) いじめへの対処 

いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、教職員が連携し、いじめを受けた児童生徒やい

じめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認したうえ

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、保護者や県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が必要である。 

(4) 地域や家庭との連携 

いじめは、学校内の人間関係にとどまらず、塾やスポーツクラブ、インターネット等を通じて、学校

の外部まで広がりを見せており、学校単独では対応が難しくなっていることから社会全体で児童生徒を

見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、家庭との連携が必要である。 

保護者は、家庭の温かな人間関係の中で、子どもの発達段階に応じた道徳観や規範意識などを身につ

けさせ、他者を思いやる心や善悪の判断、正義感等を育むための指導を行わなければならない。 

また、いじめの背景にある、子どもたちが抱えている学業や家庭環境、人間関係等にまつわるストレ

ス等の要因に着目し、日頃から悩み等を相談できる雰囲気づくりに努めその改善を図るとともに、スト

レスに適切に対処できる力を様々な場面で育む観点も大切である。 

 (5) 関係機関との連携 

いじめの問題への対応においては、学校や学校の設置者において、いじめを行った児童生徒に対し必

要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合

などには、関係機関（警察、児童相談所、医療機関、法務局等）との適切な連携が必要であり、そのた



めには、平素から学校や学校設置者と関係機関の担当者窓口との情報交換や連絡会議の開催など、情報

共有体制を構築しておくことが必要である。 

また、重篤ないじめ事案に必要な支援を行うため、スクールサポーター、スクールソーシャルワーカ

ー等をはじめとした関係機関との情報交換、連携を図るほか、医療機関などの専門機関や法務局など、

学校以外の相談窓口についても児童生徒及び保護者へ適切に周知したりするなど、関係機関による取組

と連携することも重要である。 

 

６ 本校の具体的な取り組み 

本校では全ての職員が「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，「いじめ防止基本方針」を平成２５年に策定した。  

いじめ防止のための基本姿勢として，以下の５つのポイントをあげる。  

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。  

② 児童一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を育む教育活動を推進する。  

③ いじめの早期発見のために，様々な手段を講じる。  

④ いじめの早期解決のために，当該児童の安全を保証するとともに，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。  

⑤ 学校と家庭が協力して，事後指導にあたる。  

 

（１） いじめの未然防止のための取組  

児童一人ひとりが認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、

教師一人ひとりが分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する

達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。  

道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また，「いじめは絶対に許されないことである」

という認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導する。そして、見て見ぬふりをすること

や知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを自覚させる。  

 

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。  

○いいところみつけ活動 （いいところみつけカードの活用） 

一人ひとりが認められ、お互いに相手を思いやることを目指した児童会活動を推進する。  

○「ありがとうの日」  

関わりを豊かにし、思いやりや感謝の心をもって、周囲に応えようとする心情を高めるために「あ

りがとうの日」を毎月１０日に設定する。この日は自己肯定感を育てるために、心のノートや人権

教材等を活用して心と心の連携を図る。 

 

②児童一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を育む教育活動を推進する。  

○一人ひとりが活躍できる学習活動  



「健康な心や体つくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤となるものである。」

という立場に立ち、以下の教育活動を推進する。  

・縦割り活動を通しての異学年交流の充実  

・児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実  

・児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習プリントの工夫  

○人との関わり方を身に付けるための活動  

日常の生活指導の中で、自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ、そんな中に認められ

る自分が存在することを感じることで、自尊感情を育み明るく楽しい学校生活を送ることができる。  

○人とつながる喜びを味わう体験活動  

友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の工夫を行うこ

とでコミュニケーション力を育成する。また，学校行事や児童会活動、総合的な学習の時間や生活

科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。 

  

③ いじめの早期発見・早期解決に向けての取組  

○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。  

イ おかしいと感じた児童がいる場合には、一人で抱え込みをせずに、学年部や生徒指導委員会等

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、「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 「学校生活に関するアンケート（含 人権アンケート）」を年３回行い、児童の悩みや人間関

係を把握し、思いを抱え込んだままの子どもがない学校づくりを目指す。 

 

○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りながら、その背景にある要

因を把握する。  

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 学校内だけでなく各種団体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、SCやSWC、養護教諭と連携を取りながら、指

導を行っていく。  

 

④ いじめ問題に取り組むための校内組織  



○学校内の組織  

ア「生徒指導委員会」  

月1回全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報の交換，及び共

通行動についての話し合いを行う。  

イ「いじめ防止対策委員会」（いじめ・不登校対策委員会）  

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため，管理職，生活指導主任，人権教育主任，養護

教諭，当該学級担任，SC、SWCによるいじめ防止対策委員会を設置し、必要に応じて委員

会を開催する。  

ウ 「緊急生徒指導委員会」…家庭や地域，関係機関と連携した組織  

緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は，その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告

する。また，状況によっては緊急生徒指導委員会を開催し敏速な対応を行う。 

教頭は，校長に報告し校長の指示により敏速に支援体制をつくり，対処する。 

緊急を要する問題行動が発生したときに，緊急生徒指導委員会を開催する。 

緊急生徒指導委員会参加メンバーは以下の通りである。  

校長，教頭，生活指導主事，ＰＴＡ会長，宇佐警察署，主任児童委員 

自治会会長，青少年健全育成連絡協議会会長，公民館長 

 

 



⑤家庭や地域，関係機関と連携した取り組み  

ア いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を

伝えるとともに，家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。決し

て学校内だけで問題解決をするようなことはしない。  

イ 学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、「いのちの電話」等のいじめ問

題などの相談窓口の利用も検討する。  

 


