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はじめに 

 いじめは、決して許される行為ではない。いじめられている子どもがいる場合には、

最後まで守り抜き、いじめをしている子どもには、その行為を許さず、毅然とした指導

をしていく必要がある。 

本校においては、「夢に向かって、一人ひとりが輝く白石小児童の育成」を学校教育目

標に、「日本一笑顔の多い学校！」をめざし、目標をもち、その目標に向かってともに

学び、互いに認め合い、つながり合う児童の育成に教職員一丸となって取り組んでいる。 

「一人ひとりが輝き、自己肯定感をもつことができるよう、安心して楽しく毎日学校に

登校できるように、本校として、いじめ防止等のための対策を効果的に推進するため、

ここに対策の基本となる事項を定める。 

 

１ いじめの防止等のための基本的な事項 

（１）いじめの定義 

 

    この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童生徒が在籍する

学校の在籍している等当該児童等と一定の人間関係のある他の児童等が行う心

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。）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。 

                  （「いじめ防止対策推進法」第 2条第 1項） 

 

（２）いじめの禁止 

 

    児童生徒は、いじめを行ってはならない。  

（「いじめ防止対策推進法」第 4条） 

 

（３）基本的な認識 

   

    いじめは、「人間として絶対に許されない、人権に関わる重大な問題」である。 

 

  ・「いじめは許されない」、「いじめる側が悪い」という毅然とした姿勢を示す。 

  ・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、絶対に認められ

ない。 

 

    いじめは、「学校、家庭、地域の教育力が問われる問題」である。 
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  ・大人の何気ない言動や不適切な対応が、子どもを傷つけたり、他の子どもによる

いじめを助長してしまったりすることもあり得る。 

  ・大人が日頃から毅然とした態度、個性や差異を尊重する姿勢を示すことが大切で

ある。 

 

    いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る問題」である。 

 

  ・いじめは、同じ学級で仲のよい友だち同士の間でも起こり得る。また、誰もが「い

じめる側」にも、「いじめられる側」にもなり得る。 

 

    いじめは、「発見が難しい問題」である。 

 

  ・いじめは、人が見ていないところで起こりやすい。一見すると遊んでいるように

見えることもある。（いじめとふざけ合いが区別しにくい） 

  ・被害者は、誰にも打ち明けることができず、その悩みや苦しさを一人で抱え込ん

でいる場合が多い。 

 

    いじめは、「学校、家庭、地域、関係機関が連携して取り組むべき問題」 

である。 

 

 ・子どもの様子をいち早くキャッチした者が、その子どもを取り巻くすべての関係

者と連携して、それぞれの立場から解決に向けた責務を果たす必要がある。 

 

（４）基本的な対応 

  

         未然防止・早期発見・早期対応 

 

 未然防止 

  ・子どもの発達段階に応じて、様々な人と関わり合う生活体験や学習活動を通して

心の通い合う人間関係を構築する能力を育てる。あわせて、豊かな心を育む道徳

教育の充実を図る。 

  ・学校は、児童や保護者との信頼関係を基盤として、いじめを絶対許さない風土を

つくる。 

 早期発見 

  ・学校、家庭、地域が一体となって、子どもたち一人ひとりに寄り添い、関わる中

で、子どもが発するサインを見逃さない。 
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  ・学校の相談機能を高め、子どもたちが不安や悩みを気軽に相談できる体制を整え

る。 

 早期対応 

  ・いじめの発見・報告を受けた場合には、速やかに組織的に対応し、いじめられて

いる児童を守り通すとともに、いじめている児童に対しては、教育的配慮の下、

毅然とした態度で指導する。これらの対応について、ＳＣやＳＳＷ等との連携は

もとより、外部関係機関との連携を密にし、早期の相談やケース会議等を行い、

素早い解決をめざす。 

 

２ 本校における「いじめ防止対策基本方針」 

【めざす子ども像】 

「あいさつがしっかりできる子ども」 

「まわりの人がうれしくなることをする子ども」 

「まわりの人が困ることをいやがることを絶対にしない子ども」 

 

 

【ＰＴＡ等との連携】 

○ＰＴＡ 

○学校運営協議会 

○地域協育ネット 

○青少年健全育成協議会 

○民生委員・児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いじめ対策委員会】 

 校長、教頭、教務、生徒指導

主任、 教育相談担当、養護教

諭、担任、該当学年主任、学

年部、ＳＣ、SSW の中で委員

会を構成する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係機関】 

○警察 

○児童相談所 

○こども家庭課 

○要保護児童対策地域協議会 

○子どもと親のｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

○ふれあい教育センター 

○少年安全サポーター 

○CRT        等 

 

教育委員会（指導主事等） 

いじめ対策学校アシストチーム 

 

 

【いじめの防止】 

 学校はいじめ防止に向けて、児童が、心が

通じ合うコミュニケーション能力を育み、規

律正しい態度で授業や行事に主体的に参加

し、活躍できるようにする。自分が所属する

あらゆる集団の中で、児童自らがいじめを自

分たちの問題として考え、主体的に話し合う

機会を作ることができるような①～⑧の支援

をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生徒指導・教育相談の充実・強化 

②児童間の人間関係づくり 

③認め合い、支え合い、学び合う取組の実施 

④ＡＦＰＹによる授業改善の推進 

⑤家庭・地域社会との連携 

 （学校評価アンケートの実施） 

⑥校種間連携の充実 

⑦「なかよし宣言」の唱和 

⑧児童会による主体的な仲間つくり（集会等） 
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３ いじめ対策委員会４点の視点からの取組 

  ■１ 未然防止（いじめの予防） 

 学校の教育活動を通した取組 

  ① 「心の教育」の充実 

      道徳や学級活動等の取組を通して、他人を思いやる心、生命や人権を尊重

する心など、豊かな心を育む。授業では、資料の中にとどまることなく、児

童が自分自身の実生活や体験に目を向けることができるような授業展開を

考える。 

    ・道徳教育推進教師、人権教育主任等を中心に、適した資料を準備し担任に紹

介する。 

      →実施したものを記録に残し、次年度につなげる。 

    ・人間関係づくりの活動を取り入れる。ＡＦＰＹ，エンカウンター 

      →学級の支持的風土づくり 

      

  ② 児童の主体的な活動の充実 

      委員会活動、学級での係活動、学校行事など、児童が主体的に活動する場

を工夫し、いじめ防止等について主体的に取り組めるような場を設ける。 

    ・「みんな遊び」でルールを自分たちで見直したり、トラブルを解決したりす

る。 

      →相手の立場に立ったり、我慢したり、自分の気持ちを伝えたりする実践

の場 

    ・委員会で全校みんなで楽しめる集会を計画したり、あいさつ運動をしたりす

る。 

      →他者との協力の大切さ、成し遂げる喜びを体験する場 

 

 生徒指導・教育相談を中心とした取組 

①  「気になる児童」の共通理解の会（児童理解の会（学期に１回）） 

     『学年引き継ぎ資料』をつくり、資料を蓄積していく。 

    全教職員で全児童を見ているという体制の一つである。 

 ４月 

 

学校基本方針の確認 

 

 

○週１回の生活アンケートの実施 

○月末の「こころのアンケート」の実施 

○「なかよし宣言」の唱和 

 

  ５月 

 

ＰＴＡ総会での説明 

 

  ６月 教育相談 
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 Q-U アンケート 

人権参観日 

○Q-U アンケートの実施（２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７月 

 

「いじめ防止基本方針」を学校運営協

議会にて説明 

「いじめ防止基本方針」を HP に掲載 

  ８月 

 

校内研修会（Q-U アンケートの積極的

活用について）予定 

 

  ９月 

 

 

 

１０月 

 

いじめ防止・根絶強調月間 

学校評価（いじめの取組）アンケート 

児童会による集会 

Q-U アンケート 

１１月 

 

教育相談 

１２月 

 

 

 

  １月 

 

 

 

  ２月 

 

次年度への学年引き継ぎ資料作成 

 

  ３月 

 

 

 

 

②  教育相談の充実         

      校内の相談窓口を児童や保護者に周知し、不安や悩みを受け止める体制を

継続する。また、学級担任による個別の全員面談の実施を年２回（６月と１

１月）行う。 

      教育相談担当の役割として、朝学の時間等に各教室を回って顔を覚えても

らうなどして、全校児童とふれあえるような場を工夫する。 

  

③  小中連携 

      本校では、生徒指導、教育相談担当だけでなく、多方面の話ができる関係

になることで切れ目ない支援体制を構築する。 
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  ④ 家庭・地域との連携 

      ＰＴＡや学校運営協議会などの力を借りて、「地域で育てる地域の子ども

たち」をモットーに連携を深める。 

 
 

【いじめの早期発見】 

 子どもに関する情報を全教職員で共有することは、いじめ問題への具体的取組の第一歩である。こ

のため日頃から児童の見取りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないよ

うアンテナを高く広く保つ。併せて、学校は週１回の生活アンケート調査や教育相談の実施等により、

児童生徒がいじめを訴えやすい環境を整え、いじめの実態把握に取り組むとともに、素早い対応がで

きるようにする。 
① 教育相談担当教員、養護教諭、SC 等を中心に教育相談体制の充実を図る。 

② 生活アンケート（週１回）等のアンケートや授業評価等で児童生徒理解を図る。    

③ 日記・生活ノート等を活用した学級づくり、人間関係づくりに努める。 

④ 児童とふれあう機会を増やし（みんな遊びなど）、信頼関係を築くと同時に行動をよく観察

する。 

⑤ 不登校傾向児童早期対応カードを利用し、情報の共有を図る。 

⑥ 研修部との共催で「児童理解の会」を行い、児童の見取りについて研修する。 

 

 

 ■２ 早期発見（把握しにくいいじめの発見） 

 ① 担任を中心とした、全教員による日常の行動観察 

   ・教室にいる時間を増やし、児童との対話を増やし、表情や様子を見取る。 

   ・全員遊びの中に入り、人間関係を把握する。 

   ・ノートの文字の変化を見る。 

 

④  学校生活アンケートの活用 

   ・毎週一回の「いじめ調査（生活アンケート・こころのアンケート）」 

    →評価の変化に素早く対応する。 

   ・年２回（６月、１１月）の「教育相談アンケート」 

    →自分のことだけでなく、友だちのことの情報収集できるようにする。 

 

  ③ 教職員間の情報交換 

    ・養護教諭、栄養教諭等、事務職員等との連携 

     →子どもを多角的に見ることができる。保護者からの情報等も入りやすい。 

     →教育相談担当が推奨しているもので、どこでもいつでもカウンセリング。

雑談の中から悩み相談というもので、休憩中などの何気ない会話の中から
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いろいろな情報を共有するものである。 

 

⑤  研修の充実 

    ・ＳＣ、ＳＳＷ等と連携しながら、いじめに関する事例研究や学校の実態に即

した研修体制を構築することで、教職員自身が「いじめ」を常に意識し、児

童が発するサインを見逃さないようにする。 

 

  ⑤ 相談窓口の周知 

    ・学校には、学級担任だけでなく、教育相談担当や生徒指導主任、養護教諭、

管理職など誰にでも相談できるということを周知する。 

    ・悩みを抱えたまま、学校等に相談できないでいる児童・保護者が、いつでも

相談できるように、様々な相談機関があることを周知する。 

 

  ⑥ 家庭との連携 

    ・担任と保護者との連携 

     →連絡帳や、参観日、懇談会での会話、学級便り等を通して信頼関係を築く。 

    ・学校から依頼する種々のアンケートの回答をしっかり活用して、課題把握を

し学校の活性化を図る。また、その結果を報告する。 

     →自由記述の欄に丁寧に書いていること等を見逃さないようにすること。 

    ・定期的な学校便りの発行、学校 Web サイトの工夫と定期的な更新、電子メー

ル等を活用した情報発信に努め、学校に対して理解と信頼が深まる取組を行

う。 

 

⑦  地域との連携 

    ・地域にある商店やコンビニエンスストア、自動販売機の周辺など、児童がよ

く立ち寄る場所を地域の方や、民政児童委員等の方たちと連携して情報を共

有し、指導を行う。 

    ・種々の地域活動に、学校も積極的に参加し、いじめの問題に関わる広報・啓

発活動を行う。 

    ・地域行事や各種の催事等に、児童の参加を呼びかける。 

 

 

 

【いじめに対する措置】 

 いじめを発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。

被害児童を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指導する。これらの対
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応について、教職員全員の共通理解、保護者の理解、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。 

  

 ①第一通報者から事実確認 

    通報者の思いの共感的理解と事実確認 

 ②管理職への報告・連絡・相談＋記録 

 ③「いじめ対策委員会」の開催 → 教育委員会に報告 

    情報集約、情報の共有 

    児童・保護者への対応（被害児童・加害児童・傍観者等） 

    状況に応じて、関係機関等と連携を図る 

 ④当事者・周囲からの聴取（調査） 

    被害児童、加害児童、及び周囲の児童から聴取 

 ⑤職員会議（終礼）の開催（必要に応じて） 

    全教職員への周知と共通理解 

    今後の対応策の検討と役割分担 

 ⑥児童、保護者への対応 

     被害児童への指導・支援 

      共感的理解、ＳＣ等による心のケア 

      家庭訪問 

      緊急避難（相談室、欠席） 

    加害児童への指導・支援 

      謝罪について 

      ＳＣ等による心のケア 

    学級（周りの児童）への指導 

    関係機関等との連携 

 

 

  ■３ 早期対応（すでに起こっているいじめへの対応） 

  ① 学校の体制づくり 

     現に起こっているいじめに対応するには、いじめの全容解明が必須である。 

    そのため、校長のリーダーシップの下、「いじめ対策委員会」を中核として 

迅速・的確かつ組織的に、早期解決に資する取組をより実効的に行う。 

 

     ＜白石小いじめ対策委員会＞ 

      本校ではまず発見者は生徒指導主任あるいは、教育相談担当または教頭に

報告する。この三者が会のリーダーとして、直ちに担任等関係者と管理職に

連絡し、今後の動きを協議する。 
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いじめられている児童への対応 

       →担任か、学年主任か、教育相談か、生徒指導主任か 

      いじめている児童への対応 

       →生徒指導主任が役割分担をする。 

      周りの児童への対応 

       →教頭が役割分担をする。 

      いじめられている児童への保護者への対応 

       →担任だけでなく、学年主任、管理職等複数で誠意を持って対応する。 

      いじめている児童の保護者への対応 

       →面談の目的・役割・分担・対応の実際等を事前に協議した上で、担任、 

生徒指導主任、管理職の複数で対応する。 

      ＰＴＡ等への働きかけ 

       →管理職が担当する。 

      教育委員会、関係諸機関との連携 

       →管理職、教育相談担当が担当する。 

  

  

② 対応する上での留意点 

   ◯ いじめられている児童・保護者への対応 

・ いじめられている児童のこれまでの心の痛みや不安を共感的に理解する

とともに、「絶対に守り通す」「必ず解決する」という姿勢を示す。 

・ いじめられている児童に対して事実確認を行う際には、その出来事を思い

出すこと自体が精神的負担をかけていることに十分配慮する。 

・ 本人の要望等を聞き取りながら，学校生活のいろいろな場面で、支え、励

まし、本人のよさを認めることによって、自信を回復させ、精神を安定さ

せていくことに努める。 

・ 「いじめに負けるな」「立ち向かえ」などの叱咤激励は、逆に本人の自信

を失わせる可能性があるため、避けなければならない。 

・ いじめの事実を認知後、直ちに状況を整理し、できる限り早期に保護者に

正確に伝えることが肝要である。また、家庭訪問の了解を取った上で、担

任と管理職等複数の教職員で訪問し、保護者の信条に寄り添いながら、学

校管理下で起こったことに対する謝罪、状況や今後の対応方針等の説明、

解決に向けての協力依頼等、誠意をもって対応する。 

 

 



11 
 

   ◯ いじめている児童・保護者への対応 

・ いじめの解決に当たっては、当事者だけでなく、周りの児童(観衆・傍観

者)からも詳しく事情を聞き取り、事実関係を正確に把握する。当事者が

複数の場合は、一対一対応で同時に別々の部屋で事情を聞き取ること。決

して一緒に話を聞かないこと。食い違った点を整理し、できる限り、その

日のうちに相違点の確認をすること。 

・ 叱責や注意ばかりではなく、なぜそのような行為に及んだのかという背景

について，本人の話を十分に聞き、心情をくみ取る。 

・ 自分の言動で相手にどれほどの深刻な苦痛を与えたか認識させ、内省を促

す。「説得より納得」が重要である。 

・ 相手の気持ちを理解することにより、再びいじめを行わない気持ちを強く

もたせることを中心に指導する。 

・ 保護者への対応については、担任、生徒指導主任、管理職等複数の教職員

が面談することとし、当該児童への指導・支援の在り方を共に考え、今後

の学校生活における人間関係の再構築に向けて、謝罪の場を設定するなど

の働きかけを行う。 

 

   ◯ 周りの児童(観衆・傍観者)への対応 

・ 「周りではやし立てる」「見て見ぬふりをする」ことは、「いじめをするこ

とと同じである」と教職員が毅然とした態度で指導し、いじめは許されな

いという校内の雰囲気づくりに努める。 

・ 周りではやし立てる児童や見て見ぬふりをする児童に対しては、いじめら

れている児童が、いじめによってどんなにつらく、悲しい思いをしている

のかを共感できるように指導する。 

・ いじめを見た場合には、制止するか、それができなくても教職員に相談す

るように指導する。いじめを報告してきた児童に対しては、その勇気と態

度をほめ、当該児童を守るために、秘密を厳守し、特定されないように配

慮する。 

 

   ◯ いじめのアフターケア 

・ いじめはなくなったように見えて、表面から消えただけということが多々

ある。偽装化、潜在化、陰湿化して継続する場合があるので、表面的に仲

よさそうに見える当事者同士に安心してはいけない。 

→ 関係した児童の様子を継続的に注視し、しっかり寄り添っていく。また、

いじめられていた児童と継続的に会話をする役割を担任の他につけてお

くこと。 
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  ③ 教育相談の在り方 

     いじめられている児童の心のケア、いじめている児童の内省を促す支援等に

ついては、教育相談担当を中心に、臨床心理に関して専門的な知識・技能を有

するＳＣと連携し、個別支援を行う。 

     また、保護者の虐待や養育の不十分さ、経済的問題等に起因して、児童がい

じめの行為に至ることもあるため、専門家であるＳＳＷによる家庭支援を積極

的に進める。 

   ◯ いじめられている児童に対する教育相談 

     いじめられている児童に対しては、精神的に安定し自信をもつことができる

よう、児童の抱えるつらさや苦しさに全面的に共感し、寄り添う。より高い専

門性が必要な場合は、ＳＣ、ＳＳＷ等と連携する。 

     いじめがおさまったと思われても、継続して寄り添っていく。 

 

   ◯ いじめている児童に対する教育相談 

     いじめている児童に対しては、「いじめは人間として、絶対に許されない行

為である」「「いじめる側が悪い」との認識に立ち、毅然とした態度で指導する

ことが必要である。その上で、家庭環境など生活背景を踏まえて、いじめに至

った心の中に焦点を当てた個別指導を行う。より高い専門性が必要な場合は、

ＳＣ，ＳＳＷ等と連携する。 

     好ましい人間関係の在り方について指導する。 

 

  ④ インターネットや携帯電話等を利用したいじめ（ネットいじめ）への対応 

   ◯ 未然防止 

・ 情報モラル教育の充実 

ネット上の不適切な書き込みは、瞬時に広範囲に広がっていく。児童に対

して、ネット上への不適切な書き込みを行わせないため、情報モラル教育

を計画的・系統的に実施する。 

・ 家庭・地域への啓発活動 

保護者会やＰＴＡ総会、学校運営運営協議会等を通じて、ネットいじめの

危険性やネット上の不適切な書き込み等の予防や発見、対策について啓発

する。 

 

   ◯ 初期対応 

・ インターネット上のコミュニティサイト（掲示板や無料通話アプリ等）へ

の書き込み内容、メール文等を確認するとともに、実際に印刷や写真撮影

するなどして記録しておく。教育委員会にも速やかに報告する。 
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   ◯ 被害拡大の防止 

・ 掲示板管理者への削除依頼を行う。 

・ 関係保護者了解のもと、児童のパソコンや携帯電話を閲覧し、不適切な書

き込みの削除を確実に行う。 

 

   ◯ 関係機関との連携 

・ 必要に応じて、地方法務局、やまぐち総合教育支援センターのネットアド

バイザーに相談する。 

・ なりすまし等の悪質な事案については、警察と連携し、早期解決をめざす。 

  ■４ 重大事態への対応 

 

    【重大事態とは】 

      １ いじめにより児童の生命、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           （法第 28 条第 1項第 1号） 

       ※「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」とは 

        ア、児童が自殺を企図した場合 

        イ、身体に重大な障害を負った場合 

        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    等 

 

      ２ いじめにより児童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     （法第 28 条第 1項第 2号） 

       ※「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」とは 

         年間３０日(不登校の定義)を目安とするが、一定期間連続して欠席

しているような場合は、学校又は市教委が該当の可否を判断する。 

 

      ３ 児童や保護者からいじめられて重大な事態に至ったという申し立て 

があったとき 

※ その時点で学校が「重大事態とはいえない」と考えていても、重大

事態として対応する。 

 
 
   ◯ いじめられている児童への対応 

     「いじめ対策委員会」が中核となり、ＳＣ・ＳＳＷや市教委の担当に相談し、

必要であればやまぐち総合教育支援センターによる学校サポートチームと連携す

るなど、いじめの解決に向けての様々な取組を進めていく中で、いじめられてい
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る児童の立場に立って、保護者と十分に連携を図り、当該児童をいじめから守り

通す。必要に応じて、緊急避難としての欠席、別室登校等の対応を行う。 

 

   ◯ いじめている児童への対応 

     いじめられている児童を守るため，教育的配慮の下、保護者の理解・協力を十

分得ながら，必要に応じて個別指導や、懲戒等の実施を毅然とした態度で行う。 

     なお、こうした措置を執ることについては、市教委とよく相談して行う。 

     また、当該行為が犯罪行為である疑いがある場合は、市教委とも連携して躊躇

することなく、警察へ通報する。 

● 学校による調査 

当該重大事態に対応し、同種の事態の発生を防止するために、「いじめ対策委員 

会」が中核となり、市教育委員会とも連携して、ＳＣやＳＳＷとの連携はもとよ

り、必要に応じて弁護士、医師、民生委員・児童委員、等の外部専門家とも連携

しながら、関係児童への聴き取りや質問紙等により、速やかに全容解明に向けた

調査を行う。 

調査の進捗状況及び結果等について、いじめを受けた児童・保護者に対し、適

時・適切に説明を行う。また、当該児童・保護者が希望する場合には、いじめを

受けた児童・保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添え

る。   

 


