平成２７年度

学校いじめ防止基本方針

高萩市立君田 小学校

学校いじめ防止基本方針
高 萩市 立君田 小学校

いじめの定義
「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。（「いじめ防止対策推進法」Ｈ2５.6による）
なお，いじめの発生場所は学校の内外を問わない。
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Ⅰ

はじめに

創立 当時 は７７ 名の 児童 が在 籍し 全て 単式 学級 であ った が， 近年 は過 疎化 によ り極少
人 数と なっ た。伝 統と すば らし い地 域環 境に 包ま れた 君田 小学 校の 教育 の推 進者 である
私 たち は， 子供た ちに とっ てか けが えの ない 教師 であ る。 と同 時に ，地 域社 会の 中でも
信頼される教師であることが期待されている。
教育 は， 人格の 完成 を目 指し ，平 和で 民主 的な 国家 及び 社会 の形 成者 とし て必 要な資
質を備 えた心身ともに 健康な国民の育 成を期して行 われなければな らない。（教育基本法
第 １条 ）そ のため には ，一 人一 人の 子供 が， 将来 の夢 や目 標に 向か って 努力 し， 意欲・
気力・活力ある学校であることが重要である。
しか し， いじめ を背 景と して 自ら の命 を絶 つと いう 痛ま しい 出来 事が 発生 して いる。
文 部科 学省 におい ては ，い じめ 対策 を総 合的 かつ 効果 的に 推進 し， 児童 生徒 等の 権利利
益 の擁 護並 びにそ の健 全な 心身 の成 長及 び人 格の 形成 に資 する こと を目 的と して ，いじ
め 防止 対策 推進法 を策 定し ，国 とし ての 指針 を示 した 。そ の内 容は ，次 のよ うな もので
ある。
１

いじ めがい ずれ の学 校の いず れの 児童 生徒 にも 起こ りう るも ので ある こと を踏ま
え て， いじめ の未 然防 止を 図る こと を旨 とす ると とも に， いじ め又 はそ の兆 候を早
期に発見し，迅速かつ適切に対処することができるようにすること。

２

いじ めは児 童生 徒等 の尊 厳を 害す ると とも に， 犯罪 その 他重 大な 人権 侵害 となり
得 る行 為を含 むも ので あり ，決 して して はな らな いも ので ある こと につ いて ，児童
生 徒等 が認識 でき るよ う， その 情操 と道 徳心 を培 い， 規範 意識 を養 い， 及び 自尊心
を育むこと。

３

いじ めに関 する 事案 への 対処 にお いて は， 当該 いじ めを 受け た児 童生 徒等 の生命
を 保護 するこ と， 及び いじ めに より その 心身 に受 けた 影響 から の回 復を 図る ことが
特に重要であることを認識すること。

４

いじ めを受 けた 経験 を有 する 者の 意見 が反 映さ れる よう にす ると とも に， いじめ
を 受け ている 者の 立場 に立 ち， かつ ，そ の置 かれ てい る状 況に 応じ ，最 大限 に必要
な配慮をすべきこと。

以上 のよ うな基 本理 念の 下， 学校 にお ける いじ めの 未然 防止 策及 び組 織体 制， 関係諸
機関との連携，いじめが発生した際の対応等が示された。
学校 では ，校長 を中 心と した 一致 協力 体制 を確 認す るこ とが 急務 であ り， 教育 委員会
と の連 携を 深めな がら 指導 の徹 底を 図り ，い じめ の問 題へ の更 なる 取り 組み を進 めるこ
とにより，児童・保護者・地域社会に対する信頼を回復させなければならない。
その ため には， 全教 職員 が。 児童 が発 して いる サイ ンを 見逃 すこ とが ない よう に，教
師 は「 もし かした ら， 自分 の学 校や 学級 でも いじ めが 起き てい るか もし れな い」 という
危 機感 を持 って児 童に 接し ，教 職員 相互 の情 報交 換を 密に 行い ，い じめ 撲滅 に向 け努力
しな けれ ばな らな い。「 いじ めは 絶対許 さな い」「いじ める 側が 悪い」 とい う認識 を児童
も教職員ももつことが前提となる。
この こと を念頭 にお き， 下記 に本 校の 基本 方針 を示 し， いじ めの ない 学校 の実 現を目
指して学校経営を推進していきたい。
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Ⅱ

本校のいじめ防止基本方針
・あらゆる教育活動を通じ，誰もが安心して安全に生活できる学校づくりを目指す。
・ いじ めは絶 対に 許さ れな いこ と， いじ めら れて いる 子ど もを 守り 抜く こと を表明
し，学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。
・ いじ めの未 然防 止， 早期 解決 のた めに 保護 者や 地域 住民 ，関 係機 関と 連携 し，情
報を共有しながら指導にあたる。
・ 子ど もが主 体と なっ て行 うい じめ 防止 のた めの 取組 が実 践で きる よう 指導 ・支援
する。
・ 相談 窓口の 明示 ，定 期的 なア ンケ ート や面 談の 実施 を通 し， 児童 一人 一人 の状況
把握に努める。

Ⅲ

めざす学校像
・子供たちの夢を育む学校
・明るく，楽しさに満ちた学校
・創意と活力のある学校
・保護者，地域から信頼される学校

Ⅳ

めざす児童像
・自分で考え進んで学習する子
・仲良く助け合う思いやりのある子
・最後までやり抜く心身ともにたくましい子

Ⅴ

めざす教師像
・教育愛に満ち，使命感に燃える教師
・創意と意欲と指導力のある教師
・向上心をもち，研修に励む教師
・保護者，地域から信頼され，共に歩む教師

Ⅵ
１
①

基本的な方針
本校におけるいじめ防止に関する施策（未 然防止）

教頭・教務主任・生徒指導主事を中心とした，いじめ防止対策委員会の設置
・定期的な会議の実施
・いじめ防止に対する具体的なマニュアルの作成
・いじめ防止のための年間指導計画の作成
・児童・保護者アンケートの実施・分析によるいじめの早期発見・早期対応
② 特 別支援コーディ ネーター・スク ールカウンセ ラー（ＳＣ）・ 生徒指導主事・養護教
諭を中心とした，教育相談体制の充実
・定例の風の子支援委員会の開催（特別支援委員会）
・もしもし週間での教育相談の充実によるいじめの早期発見・早期対応
・ ＳＣ と連携 した 教職 員全 員の カウ ンセ リン グマ イン ドの 向上 によ る， 児童 や保護
者の悩み等の早期発見・早期対応
③ 弁護士等 ，専門的 な知識を 有する 専門家を 講師とし た， いじめを始めとす る生徒指導
上の課題等に適切に対応できる能力を高める職員研修の実施
④ 学校としての取組
・ 児童 と接す る機 会を 多く もち ，話 を聞 き， 思い を理 解し なが ら， 生徒 の良 さや個
性を 伸ばす 努力 をす ると 共に ，道 徳の 時間 を中 心と した 全教 育活 動に おい て，基
本的 な生活 習慣 ・規 範意 識・ 人間 関係 を築 く力 ・社 会参 画へ の意 欲や 態度 の育成
・現在及び将来における人間としての生き方について考えさせる。
・ 児童 に，学 校生 活の 秩序 を保 つこ との 意義 を理 解さ せる と共 に， コミ ュニ ケーシ
ョン 能力・ 社会 性・ 自尊 感情 ・達 成感 ・自 己有 用感 の育 成の ため に， 所属 感のあ
る学 級づく りを 工夫 する 。ま た， 問題 行動 の指 導に 当た って は， 焦ら ず， あきら
めず，侮らず，見逃さずを常に意識し，きめ細やかに愛情をもって指導する。
・体 験的 な学 習を組 織的 ・系 統的に 行う と共 に，「 人間 関係 形成能 力」「情報 活用能
力」「将来設計能力」「自己決定力」等の育成を図る。
⑤ 保護者・地域社会との連携
・ 保護 者会・ 地域 集会 等で ，学 校の 取組 を説 明し ，保 護者 や地 域の 方々 に理 解協力
を求め，いじめ防止に努める。
・ 学校 便りの 各戸 配布 や学 校ホ ーム ペー ジ等 を活 用し ，広 く地 域社 会に いじ め防止
の取組を理解していただく。
⑥ 学校評価の実施
・ 教職 員・児 童・ 保護 者・ 地域 の方 等に よる いじ めに 関す る学 校評 価を 実施 し，学
校の取組を分析し，今後の指導の改善に生かす。
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２

本校におけるいじめに対する措置（いじめ 発生時）

①

いじめられた児童への対応
・ 児童 や保護 者ア ンケ ート から ，い じめ が確 認さ れた 場合 は， 校長 の指 示に より，
生徒 指導主 事を 中心 にし た特 別委 員会 を設 置し ，児 童か らの 個別 の聞 き取 り等を
実施し，早急に対応し，重大な事態とならないように対処する。
・ 人権 に配慮 しな がら 事実 関係 を的 確に 確認 し， 親身 な指 導， 悩み を受 け止 め支え
る指導をを実践すると共に，指導の記録をとる。
・ 保護 者に対 して ，事 実に つい て説 明す ると 共に ，今 後二 度と 起こ らな いよ うな体
制について説明し理解を得る努力をする。
・ いじ めら れた 児童 を守 るた めに， 全職 員に 事実に つい て報 告し， 全職 員で サポー
トする体制を整え，必要に応じ送迎等を実施し，解決に向けた支援を行う。
・ 養護 教諭や スク ール カウ ンセ ラー 及び 医師 と連 携し ，メ ンタ ルヘ ルス ・ケ ア等を
行い，自信や自己有用感をもたせる場の提供を行う。
・緊急避難として欠席した場合は，学習を補償するためのプログラムを作成する。
・家庭訪問を実施する等，児童に安心感をもたせる。
・教育委員会に事実関係を報告する。
いじめた児童への対応
・ 事実確認を行い ，「いじめは絶 対に許さない 」という毅然と した指導，及び，継続
的な 指導を 行う 。相 手の 思い や自 己の 行為 を考 えさ せ， 二度 とい じめ を起 こさな
い環境を構築する。
・いじめに至った原因や背景を確認し，立ち直りの支援を行う。
・ 保護 者に対 して ，事 実や 指導 経過 につ いて 説明 する と共 に， 家庭 での 様子 を確認
し，今後の指導に生かす。
学校としての取組
・ いじ めがあ った 事実 を真 摯に 受け 止め ，学 級環 境等 の改 善策 を協 議し ，豊 かな人
間関係を育むための指導方法の改善を図る。
・ 学級 経営の 見直 しや 授業 改善 を図 りな がら ，児 童が 充実 した 学校 生活 が送 れるよ
う，環境の改善を図る。
・ 学校 公開や 意見 交換 会等 を実 施し ，保 護者 や地 域と 課題 を共 有し なが ら， 地域ネ
ットワークを活用しながら，いじめのない学校づくりを推進する。

②

③

３

本校におけるいじめに対する措置（重大事 態発生時）

①

重大事態とは
○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
・児童が自殺を企図した場合
・児童に精神性の疾患が発生した場合
・児童が身体に重大な傷害を負った場合
・児童が金銭を奪い取られた場合
○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
・年間３０日程度欠席がある場合（目安）
・病気・けが等理由が明らかな場合を除き，連続して３日以上欠席した場合（いじめの有
無等を調査する）
② 重大事態の報告
・重大事態が発生した際は，教育委員会に迅速に報告する。
③ 重大事態の調査
・ 重大 事態が 生じ た場 合は ，弁 護士 ・精 神科 医・ ＳＣ ・ス クー ルソ ーシ ャル ワーカ
ー（ ＳＳ） 等の 専門 的知 識を 有す る者 の他 ，第 三者 から なる 組織 を設 け， 調査す
る。
・ 重大 事態が 発生 した こと を真 摯に 受け 止め ，全 校児 童及 び保 護者 に対 しア ンケー
ト等 を行い ，事 実関 係を 把握 し， 調査 委員 会に 速や かに 提出 する 。そ の際 ，被害
児童の学校復帰が阻害されることのないよう配慮する。
・ いじ めを受 けた 児童 及び 保護 者に 対し ては ，学 校と して 説明 責任 があ るこ とを自
覚し ，真摯 に情 報を 提供 する 。そ の際 ，個 人情 報の 保護 に関 する 法律 等を 踏まえ
るようにする。
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Ⅶ

いじめ防止体制（平常時）
校長・教頭
連絡
報告

連絡
報告

<速やか な報告>
いじめ防 止対策委員会

各学年・学級

連絡
報告
支援

・生徒指導主任
・担任会主任
・養護教諭

・計画的な指導の実施
・いじめの実態把握
・いじめの早期発見

情報収集・情報提供
各担任

※

情報収集・情報提供

児童

保護者

地域

関係機関

「 いじ め防止 対策 委員 会」 を組 織し ，い じめ 防止 のた めの 年間 指導 計画 を学 校全体
で組 織する。いじめ 発生時は，「い じめ防止対策 委員会」が「い じめ問題対策協議会」
とな り対 応する 。そ の際 は， 保護 者や 関係 機関 の窓 口と なる ので ，日 頃よ り協 力体制
を構築しておく。

Ⅷ

いじめ防止体制（いじめ発生時）
いじめの発見
関係諸機関との連携
（情報提供）

いじめ問題対策協議会の設置

市教委へ
連絡・報告

いじめ問題対策協議会
事実確認調査・情報収集・情報提供
○「誰がどう動くか」決定・確認
○全職員が迅速に
☆情報の収集 ☆情報の一本化 ☆窓口の一本化 ☆感染の防止策
いじめられた児童・保護者へ
『あなたは全然悪くない』

いじめた児童・保護者へ

身柄の安全確保
安心して相談を
絶対に守る

事実確認
いじめは
絶対許されない
報告・連絡・相談

各担任

児童

保護者

地域

いじめの解消
：継続して情報交換・援助
事後観察・支援の継続：日常観察・ＳＣとの連携
学校評価
：取組の分析・改善
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関係機関（警察等）

Ⅸ

いじめ防止体制（重大事態発生時）
重大事態の発見
関係諸機関との連携
（情報提供）

緊急いじめ問題対策協議会の設置

市教委へ
速報

緊急いじめ問題対策協議会
校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・担任会主任・担任
養護教諭・ＳＣ・ＳＳ・弁護士・医師・警察・教育委員会
校内サポートチーム
校長・教頭・養護教諭
ＳＣ・ＳＳ・ＰＴＡ役員
事実確認調査・情報収集・情報提供・説明責任
○「誰がどう動くか」決定・確認
○全職員が迅速に
☆情報の収集 ☆情報の一本化 ☆窓口の一本化 ☆感染の防止策
いじめられた児童・保護者へ
『あなたは全然悪くない』
身柄の安全確保
安心して相談を
絶対に守る
学習環境の確保

いじめた児童・保護者へ

関係児童への
指導・援助
保護者・地域社会
への啓発活動

事実確認
いじめは
絶対許さない
（出席停止も視野に）

情報提供・対策検討
各担任

児童

保護者

地域

関係機関（警察等）

報道機関等への対応 ：教育委員会との連携
事後観察・支援の継続：ケア等日常観察・関係機関等との連携
学校評価
：取組の分析・改善

※

重 大事 態が発 覚し た時 点で ，緊 急い じめ 問題 対策 協議 会を 立ち 上げ ，組 織的 に対応
する 。同 時に， 校内 サポ ート チー ムを 立ち 上げ ，一 般児 童等 のメ ンタ ルヘ ルス ・ケア
等を行い，全校児童の不安を解消する。

○平成２５年度作成
○平成２７年４月 １日更新
○平成２７年９月１５日更新
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