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令和４年度 木野東小学校いじめ防止基本方針 

音更町立木野東小学校 

 

いじめの定義 (条例第２条) 

 「いじめ」とは，児童生徒等に対して，当該児童生徒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

った児童生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 また，だれもが被害者にも加害者にもなりえることを踏まえ，いじめにあたるか否かの

判断は表面的・形式的に行うのではなく，いじめを受けた児童の周辺の状況等も踏まえ，

客観的に判断し対応する。 

 

 【具体的ないじめの態様例】 

� 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 

� 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 等 

 

いじめに対する基本認識 

（1） いじめは人として絶対に許されない行為である。 

（2） いじめは潜在的に，いつでも，どこにでも起こりうる。 

（3） 加害と被害という単純な構図ではなく，傍観者の存在や日常の関わり方など，集   

団全体の問題でもある。 

（4） 被害児童が，事実に反して，いじめられていることを否定することもありうる。 

（5） いじめられる側にも問題があるという認識による指導に陥らないよう注意する。 

（6） しばらく様子を見ようという消極的対応にならないようにする。 

（7） 学校外でのいじめについても，対応に関わる必要がある場合があることを踏まえ

る。 

（8） 問題の解決を児童や保護者との情報共有や確認を大切にしながら行う。問題の解

決や対応を一人で抱え込まず，組織的な対応に留意する。 

 

１ 基本理念 （条例第３条） 

� いじめの防止等のための対策は，いじめが全ての児童等に関係する問題であること

を踏まえ，児童等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，いじ

めのない環境をつくることを目的として行う。 

� いじめの防止等のための対策により，全ての児童等にいじめを行わないようにする
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とともに，他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置すること

がないようにする。また，いじめが児童等の心身に及ぼす影響や，いじめの問題に

関する児童等の理解を深めることを目的として行う。 

� いじめの防止等のための対策は，いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護する

ことが特に重要であることを認識し，学校全体，家庭，地域，関係機関，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う。 

� 児童が人間関係の中で精神的な苦痛を感じる事案にも適切に対応する。 

 

２ 学校及び教職員・保護者の責務 （条例第６条・第７条） 

� 学校及び学校の教職員は，基本理念にのっとり，本校に在籍する児童等の保護者，

地域住民，児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ，学校全体でいじめの防

止及び早期発見に取り組む。学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われ

るときは，適切かつ迅速にこれに対処するよう努める。 

� 学校は日頃から教育活動全体を通じ，「いじめをしない」「いじめをさせない」「い

じめを許さない」集団作りに努めるとともに，豊かな集団生活が営まれる環境づく

りを進める。 

� 保護者は必要に応じ，自ら範を示すなどして，基本的生活習慣や社会生活上のルー

ルやマナーを児童に身に付けさせる。 
 

３ いじめ対策のための組織 （いじめ防止対策推進法第２２条，条例第２３条） 

(1) 名 称 ：木野東小学校いじめ対策委員会（特別委員会） 

(2) 構成員 ：校長，教頭，指導部校内生活(１名)・同校外生活担当(１名)，養護教   

諭(１名)，学校評議員(５名)，ＰＴＡ会長(１名)・同副会長(３名) 

(3) 会 議 ：４月（計画会議），３月（反省会議），１，２学期末，その他必要に 

応じて開催する。学校評議員とＰＴＡ会長・副会長については，４月，     

３月に出席し，その他は必要に応じて出席を要請する。 

(4) 任 務  ：児童等のいじめに関わる状況の掌握 

          いじめ根絶に向けた具体策の検討 

          重大事案の際の対応策協議 

(5) その他 ：校内体制における「いじめ対応チーム」は，次の構成とする。 

         校長，教頭，指導部校内生活担当・校外生活担当，学級担任，養護教

諭とし，必要に応じて学年団や教科担任等も担当とする。 
 

４ いじめの防止のための取組 （いじめ防止対策推進法第１６条 条例第１３条） 

(1) いじめについての共通理解 

� いじめの態様や特質，原因・背景，具体的な指導上の留意点などについて，

打ち合わせ，校内研修，職員会議で周知を図り，平素から教職員全員の共通

理解を図る。 

� 児童に対しては，日常的にいじめの問題について触れ，「いじめは人間とし

て絶対に許されない」との認識を学校全体に醸成していく。  

(2) いじめに向かわない態度・能力の育成 

� 教育活動全体を通じた道徳教育，人権教育の充実と読書活動・体験活動な
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どの推進により，児童生徒の社会性を育む。 

� 他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い，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する態度を養う。 

� 自他の意見の相違があっても，互いを認め合いながら調整し，解決していけ

る力や，自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行

動できる力など，円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。 

(3) いじめが生まれる背景を踏まえた指導や配慮 

� 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや学級や学年，放課後の活動

等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。 

� 児童が運動・スポーツや読書などで発散したり，誰かに相談したりするなど，

ストレスに適切に対処できる力を育む。 

� 不適切な認識や言動が，児童を傷つけたり，他の児童生徒によるいじめを助

長したりすることのないよう，指導の在り方には細心の注意を払う。また，

「いじめられる側にも問題がある」という認識を学校全体から排除する。 

� 障がい（発達障がいを含む）について，適切に理解した上で，児童に対する

指導に当たる。 

(4) 自己有用感や自己肯定感を育む  

� すべての児童が，認められている，満たされているという思いを抱くことが

できるよう，活躍でき，他者の役に立っていると感じ取ることのできる指導

と活動機会の提供に努める。 

� 困難な状況を乗り越えるような指導と体験活動の機会提供に努める。 

(5) 児童自らがいじめについて学び，取り組む 

� 児童自身がいじめの防止を訴えるような主体的取組を推進（児童会による呼

びかけ・運動など）する。 

 

５ いじめの早期発見の取組 （いじめ防止対策推進法第１６条，条例第１４条） 

(1) 日常からの児童観察と情報の共有 

� 「全教職員が全児童を見ていく」のスタンスのもと，児童の変化に意識を

傾注する。気になる言動等について，速やかに管理職，生徒指導担当，担

任等に連絡，報告を行い，迅速に状況確認や事実確認のほか，必要な対応

を行う。確認事項について，打ち合わせや会議等の全体の場で情報を共有

し，対応の方向性を確認する。 

(2) 保護者や地域からの情報収集 

� 平素から保護者・地域には，いじめに対する学校のスタンスを学校だより，

通信，懇談，家庭訪問等を通じてお知らせする。学校への情報提供や協力を

求める。 

� 保護者や地域から情報提供があった場合には，直ちに事実確認を行う。 

(3) いじめアンケートの実施 

� いじめの早期発見のために，音更町のいじめアンケート(６月，１１月)に参

加する。アンケート結果により，いじめを受けていると答えている児童への

聞き取り等，事実確認を行う。 

(4) 教育相談体制の整備 
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� 平素から児童が教職員へ相談しやすい雰囲気づくりに努める。受容的・共感

的態度で児童の相談を真摯に受け止め，適切な助言を行う。 

� 担任のほか，養護教諭，学年団，管理職，教科担任等にも相談できるよう相

談の窓口を複数にする。（原則，複数教員で対応する） 

(5) ハイパーＱＵアンケート(３・５学年)の実施 

� ハイパーＱＵアンケートの結果を，各担任が学級や各児童の実態と照合さ

せ，状況や変化，その背景や要因等を明らかにする。 

� 自己有用感や自己肯定感，集団や他の児童を大切にする意識を持たせる指導

や活動に資する。 

(6) 情報モラル教育の充実 

� インターネット上のいじめや不適切な行為が被害者にとどまらず学校，家

庭及び地域社会に多大な被害を与える危険性について指導する。 
 

６ いじめの適切な対応 （いじめ防止対策推進法第２３条） 

(1) いじめの発見・通報を受けたときの対応 

� 遊びや悪ふざけなど，いじめと疑われる行為を発見した場合，その場でその

行為を止める。 

� 児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には，

真摯に傾聴する。 

� いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。 

� 発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず，学校における「いじめ対応

チーム」に直ちに情報を共有する。 

� 組織が中心となり，速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして，いじめ

の事実の有無の確認を行う。 

� 設置者への報告や被害・加害児童の保護者への連絡を行う。 

� 事案により必要な場合は，ためらうことなく関係機関との連携を図る。 

 

(2) いじめられた児童又はその保護者への支援 

� いじめられた児童から，事実関係の聴取を行う。その際，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。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，当該児童生徒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。 

� 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。 

� 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。また，事実確認のための聴き取り等により判明した

情報を適切に提供する。 

(3) いじめた児童への指導又はその保護者への助言 

� いじめたとされる児童から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，複数の教職員が連携し，組織的に，いじめをやめさせ，その
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再発を防止する措置をとる。 

� 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

や納得を得た上で，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，いじめが許されない行為であることを

理解させ，自らの行為の責任を自覚させる。 

� 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，当該児童生徒

の安心・安全，健全な人格の発達に配慮する。 

(4) いじめが起きた集団への働きかけ 

� 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指

導する。 

� 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。 

� 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。 

(5) ネット上のいじめへの対応 

� 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

にプロバイダに削除を求める措置をとる。 

� 措置をとるに当たり，関係機関へ連絡し，協力を要請する。 

(6) 保護者説明会の開催 

� 重大な問題が発生した場合は保護者説明会を開催し，事実関係と学校として

の姿勢や方針をはっきりと伝える。その際，児童のプライバシー保護に配慮

する。 

(7) 報道機関への対応 

� 報道機関への対応は校長を窓口に一本化し，公開できる情報を整理して誠意

ある公平な対応を行う。その際，教育委員会と連携して対応に当たる。 

 

７ いじめ防止のための研修の充実 （いじめ防止対策推進法第１８条） 

(1) 児童の状況の情報共有，いじめの未然防止，早期発見，発見時の対処の習得を目

的とした交流会・研修会を開催する。 

(2) 研修講座等，校外の研修会に参加した情報や資料を還流し，指導や組織対応に資

する。 

(3) その他，通知・通達文の確実な回覧や資料の配布を充実させる。 

 

８ 全領域における連携の重視 （いじめ防止対策推進法第１５条） 

   学校は，児童等の豊かな情操と正しい価値観を培い，心の通う対人交流の能力の素

地を養うよう努め，いじめの防止に資する。全ての教育活動を通じた道徳教育及び体

験活動等の充実を図る。その条件整備のために，設置者等との連携を深める。 
 

９ いじめ対策の検証 

   いじめ対策の取組についてはスピード感をもった対応が求められることから，学級
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ごとに短期スパンで検証・改善を図り，各学年・指導部・管理職と情報共有を図る。 
 
 

10 保護者・地域への情報提供 

   この基本方針は保護者・地域に公開するとともに，必要に応じて対応状況について

説明する機会を設定し，説明責任・結果責任を果たす。 
 

11 いじめ対策年間プログラム 

  ４月  全校参観日にて「いじめ対応」について説明 いじめ対策委員会① 

  ５月  いじめについて学級指導   

学校職員評価制度に係る自己目標シート(目標) 

  ６月  いじめアンケート①実施  ハイパーＱＵアンケート①(３・５学年) 

      交流会・研修会① 

  ７月  学校評価①  いじめ対策委員会②  自己点検シート①   

学校評議員会議① 

 １１月  いじめアンケート②実施  ハイパーＱＵアンケート②(３・５学年)  

      交流会・研修会② 

 １２月  学校評価②  いじめ対策委員会③  学校評議員会議②   

自己点検シート② 

  １月  学校職員評価制度に係る自己目標シート(反省) 

  ２月  学校評議員会議③ 

  ３月  いじめ対策委員会④  自己点検シート③ 

 

 ※通年  児童観察  教育相談  保護者・地域等との連携   

交流会・研修会  外部研修 

      参考資料学習  学校だより・通信等による啓発   

 

12 いじめに関する自己点検 

  別紙 国立教育政策研究所生徒指導研究センター資料，校内研修ツール 

� 学期末に教職員自己点検実施 

 

（平成２６年３月策定） 

（平成３０年７月改定） 

（令和２年５月改定） 


