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山口市立小郡南小学校いじめ防止基本方針

平成２９年４月 ７日策定

平成３０年４月２０日改定

はじめに

いじめの問題は、人権侵害の問題であり、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を

、 、著しく侵害し その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず

その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。

また、いじめは、いつでも、どこからでも、どの児童にでも起こり得るものであり、

どの児童も被害者と加害者の両方になり得るという危険性をもはらんでいる。

こうした中、改めて、本校教職員がいじめという行為やいじめ問題に取り組む基本的

な姿勢について共通理解し、組織的にいじめ問題に取り組む必要がある。

そこで、小郡南小学校では、家庭・地域社会・教育委員会・その他関係諸機関と連携

し、いじめをなくし、全ての児童が安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ

防止基本方針を定めるものとする。

１ いじめ防止等に関する基本的事項

（１）いじめの定義 （いじめ防止対策推進法第２条より）

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。

（２）いじめの具体的な態様

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、特定の教職員のみによることな

く、いじめ対策委員会が中心となり、表面的・形式的にならないよう、いじめられた

児童の立場に立って行う。

具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。

◇からかい、ひやかし、いじり、悪口、脅し文句、嫌なことを言われる。

◇仲間はずれ、集団による無視をされる。

◇軽くぶつけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、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。

◇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせたり、させられたりする。

◇パソコンや携帯電話等で、本人の許可なく個人情報等を載せられたり、誹謗

中傷や嫌なことをされたりする。 等

なお、上記の「いじめ」には、犯罪行為として取り扱われるべきものがあり、それ

らについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・

通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
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２ いじめ問題に関する基本的認識

いじめについては 「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」ものである、

、 、 、 。ことを十分認識するとともに 特に 以下の点を踏まえ 適切に対応する必要性がある

１ 「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと

どのような社会にあっても、いじめは許されない、いじめる側が悪いという明快

な一事を毅然とした態度で行きわたらせる必要がある。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認められない また いじめをはやし立てたり

傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されない。

２ いじめられている児童の立場に立って親身に指導をおこなうこと

児童の悩みを親身になって受け止め、児童の発する危険信号をあらゆる機会を捉

えて鋭敏に感知するよう努める。自分のクラスや学校に深刻ないじめ事件が発生し

得るという危機意識を持つ。なお、いじめの件数が少ないことのみをもって問題な

しとすることは早計である。

３ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること

いじめの問題の解決のために家庭が極めて重要な役割を担う。いじめの問題の基

本的な考え方は、まず家庭が責任をもって徹底する必要がある。家庭の深い愛情や

精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の会話や触れ合いの確保が重要である。

（いじめ防止対策推進法第９条）

４ いじめの問題は、教師の児童観や指導の在り方が問われる問題であること

個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導を推進する。道

徳教育、心の教育を通してかけがえのない生命、生きることの素晴らしさや喜びな

どについて指導することが必要である。

５ いじめ問題に対し、家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を

果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要であること

いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務を果たす必要

がある。地域を挙げた取組も急務である。

（１）いじめの未然防止

いじめ問題の対応は、いじめを起こさせないための予防的取組が最も重要である。

そこで、本校では、教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、豊かな

人間性や社会性を育てることに取り組む。

（２）いじめの早期発見・早期対応

いじめの問題を解決するための重要なポイントとして、いじめの早期発見・早期対

応があげられる。日頃から、児童の言動に留意するとともに、どんな些細ないじめの

サインも見逃すことなく発見し、早期の対応に努める。

（３）いじめに対する措置

いじめを発見した場合は、すみやかに適切な対応を図らなければならない。特に、

いじめられた児童の苦痛を取り除くことを最優先し、迅速に指導を行わなければなら

ない。また、いじめの解決に向けては、特定の教職員が問題を抱え込まずに学年及び

学校全体で組織的かつ継続的に対応する。
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（４）いじめの解消

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。

① いじめに係る行為が止んでいること

◇被害者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。

◇いじめの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、小郡南小学校いじめ対策委員会又は校内いじめ対策

委員会の判断により、より長期の期間を設定するものとする。

◇学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害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 被害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、被害児童等へ

の面談等を実施し、被害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。

◇いじめが解消に至っていない段階では、学校は被害児童を徹底的に守り通し、そ

の安心・安全を確保する責任を有する。

◇いじめ対策委員会においては、いじめが解消に至るまで、被害児童の支援を継続

、 、 、 、するため 支援内容 情報共有 教職員の役割分担を含む対処プランを策定し

確実に実行する。

３ 小郡南小学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

いじめ防止対策法第２２条より、次の組織を設定する。

（１）組織の名称 「いじめ対策委員会」

この会は毎月第 木曜日に開催し、いじめ発生時は緊急に開催することとすること1
とする。

（２）組織の構成 ※別紙３参照

・学校長、教頭、生徒指導主任、教育相談担当、人権教育推進担当、養護教諭、

・学年部代表 （各担任）、

・必要に応じて、保護者代表としてＰＴＡ役員、地域住民代表として学校運営協議

会委員

・スクールカウンセラー等外部専門家、教育委員会（指導主事等）

（３）組織の役割

・ いじめ」に関する情報集約と情報共有。「

・ いじめ」についての共通理解と指導体制の確立・強化。「

・ いじめ」の事例についての報告、分析、対策の決定。「

・該当児童への指導、該当保護者への対応。

・いじめ防止並びに早期発見のためのアンケート調査の実施と分析。

・関係機関（児童相談所、子ども家庭課等）への協力要請、又は、警察への通報。



- 4 -

４ いじめ防止等の対策のための具体的取組

（１）いじめの未然防止 ※別紙１参照

・人権教育を推進し、人権尊重・生命尊重に重点を置いた道徳の時間の充実に努め

る。

・心を育てる勤労・奉仕活動を充実させる。

・登校班・縦割り班活動を通して異年齢集団の人間関係づくりに努める。

（ ） 、 。・いじめ０を目指す強調月間 ６月・１１月・２月 を設定し 意識の高揚を図る

・６月に「なかよし集会」を開催し、いじめをなくそうとする気持ちを育てる。

、 、 。・人権教育参観日 教育講演会を実施し 児童・保護者の人権意識の高揚に努める

・仲良し作文大会並びに作文発表会を開催し、いじめをなくそうとする気持ちを育

てる。

・認め合い、支え合い、学び合う取組を通して、自己有用感や自己肯定感を育成す

ることに努める。

・様々な場面、学習を通して児童の社会性やコミュニケーション能力を育成する。

・日頃から開かれた学校づくりに努め、保護者や地域の方々と連携を強化する。

・ＡＦＰＹによる授業改善推進に努める。

・日頃から 「ヒヤリ 「ハッ」とした事例（からかい、ひやかし、いじり等）を、、 」

蓄積・共有することで、教職員の危機意識を高め、重大な災害や事故の未然防止

に努める。

・いじめを解決していくためには、保護者との緊密な連携が必要であるため、日頃

から信頼関係づくりに努めるるとともに、ＰＴＡ、学校運営協議会、青少年健全

育成協議会等の関係団体や警察等の関係機関と協議する機会を設け、いじめの問

題の解決に向けて地域ぐるみで取り組む。

（２）いじめの早期発見

・いじめに繋がる行為を見逃さず、教職員間で常に情報を共有する。

・教育相談担当教員、養護教諭等を中心に教育相談体制の充実を図る。

・児童とふれあう機会を増やし、信頼関係を築くと同時に行動を観察する。

・登校班の反省会や朝の会・帰りの会等の学級活動を通して児童の実態の把握に努

める。

・日記指導等での人間関係づくりに努める。

・何でも相談ボックスを設置し、児童の悩みの把握・解決のための支援に努める。

・６月・１０月・１月に生活アンケート調査を実施し、回答をもとに、各担任が個

別に相談活動や指導を実施する。

・学期に１回、教育相談強調月間を設置する （６月・１０月・２月）。

・ 学校アンケート （週に１回）を実施し、実態を把握する。「 」

・毎月生徒指導部会を実施し、情報交換並びに情報収集を行う。

・家庭・地域との連携を強化し、情報の収集に努める。

・不登校傾向児童生徒早期対応カードを利用し、情報の共有を図る。

（３）いじめの早期対応 ※別紙２参照

、 、・いじめとみられる行為を認めたときは 当該教職員がいじめ対策委員会に報告し

、 、 。速やかにいじめられた児童 通報した児童 関係児童等の話を聞ける体制をとる

・いじめられた児童・通報した児童の身の安全を最優先で確保する。

・いじめ対策委員会を通し、学校全体での情報共有を図り必要な組織体制をとり、

指導にあたる。

・該当保護者に連絡し、家庭訪問や学校で話し合いの場を設けるなどして、事態の

収束に努める。

・山口市教育委員会に報告し、必要に応じて関係機関と連携をとる。
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５ 重大事態への対応

（１）重大事態とは（いじめ防止対策推進法第２８条）

○いじめにより当該学校に在籍する児童生徒等の生命、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 「第１号事案」

【 生命、心身又は財産に重大な被害」とは】「

◇子どもが自殺を企図した場合

◇身体に重大な傷害を負った場合

◇金品等に重大な被害を被った場合

◇精神性の疾患を発症した場合

○いじめにより当該学校に在籍する児童生徒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 「第２号事案」

【 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」とは】「

◇不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、子どもが一定期間

連続して欠席しているような場合も、市教委又は学校の判断で重大事態

と認識する。

※ 児童生徒やその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

あったときは、学校は重大事態が発生したものとして真摯に対応する。

いじめ対策委員会において「第１号事案」及び「第２号事案 （疑いを含む）の」

発生を把握したときは、速やかに市教委に「①学校名、②対象児童の氏名、学年、

性別、③欠席期間（第２号事案に該当する場合 、④報告の時点における対象児童）

の状況、⑤重大事態に該当すると判断した根拠」を報告し、指導助言を得る。併

せて、前掲「早期対応」と同様、いじめられている児童の心身の安全の確保を最

優先に、いじめの解決に向けた取組を行う。

（２）重大事態発生時の対応

調査の主体①

事態の重大性や特性、それまでの経緯、いじめられた子ども・保護者の訴え、学

校の実情などを踏まえ、学校を主体とした委員会で行うか、市教委において第３

者を主体とした委員会で行うかを市教委が判断する。決定後は速やかに調査を実

施する。市教委が設置する専門家等の第三者からなる「いじめ問題調査委員会」

による調査を行う場合もある。

② 調査の趣旨

調査は因果関係の特定を急ぐものではなく、客観的な事実関係を明確にし、真摯

に事実に向き合うことで、当該重大事態への対応及び同種の事態の発生防止に資

することを目的とする。

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、い

つ（いつ頃から 、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背）

景事情や子どもの人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのよ

うに対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。
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③ 調査の組織

いじめ対策委員会を中核として、中立性・公平性を確保した上で調査を行う。な

お、詳細な事実認定が必要と判断される場合には、弁護士や警察ＯＢ等、外部の

専門家の派遣を市教委に依頼し、情報の分析を依頼することも検討する。また、

専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別

の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにも努める。

④ 調査方針の説明

調査を実施する前に、被害児童及び保護者に対して以下のⅰ～ⅵの事項について

説明する。

ⅰ)調査の目的・目標 ⅱ)調査主体（組織の構成、人選）

ⅲ)調査時期・期間 ⅳ)調査事項、調査対象

ⅴ)調査方法 ⅵ)調査結果の提供

⑤ 調査結果の報告及び提供

◇いじめ行為の事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特

定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。

◇これまでに学校で先行して調査を行っている場合にも、調査資料の再分析や必要

に応じた調査を実施する。

、 、 。◇対象の子どもや保護者に対して 調査の進捗状況等について 説明を適切に行う

◇いじめとの因果関係をもとに、再発防止に向けた提言も調査報告書に盛り込む。

⑥ 留意事項

◇質問紙調査を実施するに当たっては、いじめられた子ども・保護者に結果の提供

をする場合があることを踏まえ、調査対象の子ども・保護者にあらかじめ説明す

る等の措置が必要である。

◇重大事態が起こった場合は、いじめられた子どもはもとより、関係のあった子ど

もは深く傷つき、学校全体に不安や動揺が広がることが想定される。子どもや保

護者等の心のケアを最優先しながら、安心・安全な学校生活を取り戻し学校機能

の回復に努めていかなければならない。

いじめ防止等の成果の検証６

（１）学校運営協議会による評価・検証・改善

学校運営協議会において、いじめ防止等の学校の取組の実効性を検証する。

（２）学校評価による評価・検証・改善

本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付けるとともに、評価

結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のための取組を検証し、改善を図る。

７ その他の重要事項

（１）基本方針の点検と必要に応じた見直し

本基本方針は、必要に応じて見直しが図られなければならない。そのため、年度当

初、校長は「いじめ防止対策委員会」を開催し、基本方針の見直しや確認を行うもの

とする。

（２）基本方針の公開

本基本方針は山口市立小郡南小学校のホームページに公開するものとする。
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年間を見通したいじめ防止指導計画について別紙１

いじめの未然防止や早期発見のために、学校全体で組織的、計画的に取り組むために、年度当初に

組織体制を整えると同時に、年間の指導計画を立てていじめの問題に取り組むものとする。

項 目

〇縦割り班活動の実施 通年

〇学級活動などでの話合い活動の実施 学級活動年間指導

児童が主体となった活動 計画による

い 〇地区児童会（登校班）活動 通年

じ

め 〇なかよし集会 ６月

防

止 〇一人ひとりの実態に応じたわかる授業の展開 通年

の

た 〇学校の基本方針説明 ４月

め

の 〇児童理解の会 ５月・９月（各学級で支援が必要な児童について全職員

で共通理解を図る会）措 教職員が主体となった活動

置 〇教育相談強調月間の設定 ６月・１０月

・２月

〇校内の授業研究会の実施 職員研修計画によ

る

〇人権教育参観日、人権講演会の実施 １０月

〇何でも相談ボックスの設置 通年

〇週１アンケートの実施 通年

〇学校生活アンケートの実施 ６月・１０月

・１月

〇生徒指導部会での情報の交換 各月

いじめの早期発見の措置 〇職員会議での情報の共有 通年

〇教育相談の実施 ６月・１０月

・２月

〇進級時の情報の確実な引き継ぎ 年度末

〇過去の事例等の蓄積 通年

※ その他 各学級・各学年でのいじめ防止のための指導等は通年を通して随時行うものとする。



- 8 -

別紙２

【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）

被害児童・通報した児童の身の安全を最優先で確保する ）（※ 。

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
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別紙３

いじめ対策委員会
地 域

学校運営協議会 校長・教頭 教育委員会

ＰＴＡ

小郡地区小中連絡

協議会

小郡地区青少年健

全育成連絡協議会 生徒指導主任

教育相談担当

人権教育推進担当

養護教諭

学年部代表

関係機関 外部専門家担任

（ＳＣ・ＳＳＷ）

警察 弁護士

児童相談所 医師

地方法務局 民生委員・児童委員

その他関係機関 人権擁護委員

少年安全サポーター

支 援


