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Ⅰ いじめ防止等の対策の基本的な考え方 

 

１ いじめの定義 

いじめは、｢児童生徒に対して､当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒

と一定の人間関係にある他の児童生徒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が心身の苦

痛を感じているもの」と定義する。 

(平成25年9月28日施行いじめ防止対策推進法より) 

 

２ いじめ問題に関する基本的認識 

全ての教職員が「いじめは人権を侵害する決して許されない行為であり、どの学校にも、ど

の学級にも、どの児童にも起こりうる」という共通認識にたち、全校児童がいじめのない学校

生活を送ることができるように、藤岡市いじめ撲滅宣言「いじめをしない、させない、ゆるさ

ない」を核とし、以下の点を踏まえ、適切に対応する。 

・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つ。 

・いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行う。 

・いじめ問題は学校の在り方が問われる問題である。 

・関係者が一体となって取り組むことが必要である。 

  ・いじめの解消は、単に謝罪をもって安易に解消とはせず、少なくとも 3ヶ月の間、いじ

めに関わる行為が止んでいること、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないことの２

つの要件を必要とする。 

そして、いじめ防止の基本姿勢（ネット上のものも含む。）は以下のポイントである。 

①いじめを許さない、見過ごさない学級・学校づくり等、未然防止に努める。 

②いじめの早期発見、早期解決のために、様々な手段を講じる。 

③いじめの早期の適切な対応のために、当該児童の安全を保障するとともに、指導体制を整

え、解決に向けて家庭と連携して取り組む。 

④学校内だけでなく各種団体や専門家と協力して、事後指導にあたる。 

 

３ 学校目標といじめ防止等の取組の関連 

学校目標「人間尊重の精神を基盤に、高い知性と豊かな情操、たくましい意志を持ち、自ら考え

判断し実践する、心身ともに健康で人間性豊かな児童の育成」を図るため、人間関係づくりに基

盤を置いた「いじめゼロ」の学校をめざす。 

 

４ いじめ防止等のための校内組織 

（１）いじめ防止推進委員会の設置 

＜構成＞ 校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、 

学年主任（学年生徒指導担当）、スクールカウンセラー 

  ・定期的に開催 

  ・いじめ防止基本方針に基づき、校内研修の企画・立案 

  ・年間指導計画の作成 



  ・事案への組織的対応 

  ・情報交換、収集、記録等の整理・分析 

  ・取り組みの評価等 

 ＊その都度「いじめ防止基本方針」の策定、見直し、取り組み状況の把握、事例検討、計画

の見直し等、ＰＤＣＡサイクルで検証を行う。 

 

（２）職員会議での情報交換及び共通理解 

月に一度、全教職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての情報交換及び

共通理解を図る。 

 

５ いじめ防止に関する年間計画 

  指導等の内容 

教職員の活動 児童の活動 保護者への活動 

４月 ○いじめ防止基本方針につ

いての検討 

【いじめ防止推進委員会】 

○いじめ防止活動計画作成 

○いじめ対策に関わる共通

理解 

○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○学級開き・学級ルールづ

くり  【学級活動】 

○あいさつ運動 

○いじめ対策についての説

明・啓発 

【ＰＴＡ総会・学級懇談会】 

５月 ○Ｃ＆Ｓ調査① 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○アンケート調査 

  

○行事を通した人間関係づ

くり   【遠足】 

○ＪＲＣ登録式 

○フレンドリー結成式 

○いじめ防止強化月間 

○あいさつ運動 

  

６月 ○人権講話 

○アンケート調査 

○Ｃ＆Ｓ調査①結果を踏ま

えた考察と対応策の共有 

○いじめ対策取り組み状況

の把握 

【いじめ防止推進委員会】 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○前期人権週間 

○フレンドリー活動 

○行事を通した人間関係づ

くり 【尾瀬学校】 

○あいさつ運動 

○いじめ問題解決に向けた

教育懇談会 

○親子による人権標語作成 

 

７月 ○自己評価の実施 

○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○あいさつ運動 

○行事を通した人間関係づ

くり  【臨海学校】 

○学校評価の実施 

○市いじめ防止フォーラム 

○保護者との情報交換 

【個人面談】 

○学校評価の実施 

８月 ○生徒指導に関する研修 

【職員研修】 

○行事を通した人間関係づ

くり【校内水泳大会】 

  



  ○県いじめ防止サミット 

９月 ○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

  

○あいさつ運動 

○行事を通した人間関係づ

くり  【運動会】 

  

10月 ○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○Ｃ＆Ｓ調査② 

○あいさつ運動 

○行事を通した人間関係づ

くり 【バス旅行】 

  

11月 ○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○あいさつ運動 

○行事を通した人間関係づ

くり 

【修学旅行・校内持久走大会】 

○人権集会 

○いじめ対策についての啓

発 

【人権教育参観日】 

12月 ○自己評価の実施 

○アンケート調査 

○Ｃ＆Ｓ調査②結果を踏ま

えた考察と対応策の共有 

○いじめ対策取り組み状況

の把握 

【いじめ防止推進委員会】 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○あいさつ運動 

○フレンドリー活動 

○いじめ防止強化月間 

○後期人権週間 

○人権集会 

○学校評価の実施 

○保護者との情報交換 

【個別懇談会】 

○学校評価の実施 

１月 ○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○あいさつ運動 

○フレンドリー活動 

 

２月 ○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

 

○あいさつ運動 

○フレンドリー活動 

○市いじめ問題解決子ども

会議 

○行事を通した人間関係づ

くり 

【６年生を送る会】 

○いじめ対策についての説

明・啓発 

【ＰＴＡ総会・学級懇談会】 

３月 ○アンケート調査 

○児童に対する情報交換 

【職員会議】 

○いじめ防止活動計画の見

直し 

【いじめ防止推進委員会】 

○あいさつ運動 

○フレンドリー活動 

 

 

 



Ⅱ いじめ防止等のための取組について 

 

１ いじめの未然防止に関すること 

（１）校内体制の整備 

・「いじめ防止基本方針」の策定及び公表 

・「いじめ防止推進委員会」の設置 

・「いじめ撲滅マニュアル」活用により、いじめへの対応力の向上を図る研修を推進する

（校内研修） 

（２）すべての児童が安心して生活できる安全な学校づくり 

  ・市の方針「笑顔・やる気・希望」を受け、「笑顔、歌声、やる気いっぱいの神流小」づ

くりを推進する。 

  ・児童がお互いを認め合える人間関係づくりができ、学校風土を自らが創り出す活動や取

り組みができるようにする。 

  ・生徒指導引き継ぎ資料を作成することで、幼・保・小・中の連携を密にし、ぶれない、

とぎれない教育の推進をする。 

  ・規範意識の醸成や道徳性、社会性を伸長する。 

  ・ストレスを生まない学校づくり、児童生徒のストレス耐性を育成する。 

  ・教員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動に留意する。 

（３）児童の居場所づくり・絆づくりと自尊感情の育成 

  ・「わかる」「楽しい」授業づくり、全ての児童が参加・活躍できる授業づくりをめざす。 

  ・全ての教育活動を通じて人権教育、道徳教育及び体験活動の充実を図る。 

・自分の思いや考えを適切に相手に伝えられるよう、児童の表現力を育てる活動や授業実

践を継続的に行っていく。 

  ・家庭や地域との連携により、子どもを認める場を設定する。 

・縦割り班活動（フレンドリー活動）の実施により、人とよりよく関わる力を身に付けさ

せる。 

  ・学校における情報モラル教育、インターネット利用についての保護者啓発を推進する。 

（４）いじめを絶対に許さない学校風土の醸成 

  ・スマイルハイタッチを取り入れたあいさつ運動など、児童会を中心とした「いじめ防止

活動」を実施する。 

  ・小中連携による「いじめ防止活動」を実施する。 

 

２ いじめの早期発見に関すること 

（１）いじめの実態把握 

・目的に応じたチェックリストやアンケート（毎月のいじめアンケート・Ｃ＆Ｓ調査）を



【関係諸機関】 

藤岡市教育委員会、藤岡市・子ども課、藤岡警察署生活安全課、児童相談所、

スクールカウンセラー、藤岡市立北中学校、藤岡市青少年センター 

【関係諸機関】 

藤岡市教育委員会、藤岡市・子ども課、藤岡警察署生活安全課、児童相談所、

スクールカウンセラー、藤岡市立北中学校、藤岡市青少年センター 

活用し情報収集に努める。 

・児童の休み時間や放課後の課外活動の中で児童の様子に目を配ったり、個人ノートや日

記などから交友関係や悩みを把握したりする。 

・気になる変化や行為等があった場合、情報を職員がいつでも共有できる体制づくり 

  → いじめを把握した時の報告ルート、情報集約化のための基本的ルール等 

･･･５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、誰と、何を、どのように）の記録用紙の

作成 

（２）家庭及び地域との連携の強化 

・日頃の連絡帳でのやりとりや定期的な教育相談の実施により、児童、保護者、学校の信

頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。 

・保護者からの相談には、家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。 

・必要に応じて、関係諸機関と連携して課題解決に臨む。 

 

 

 

 

３ いじめに対する早期対応 

（１）いじめの把握と解決・再発防止に向けた具体的な対応 

・いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。 

・いじめの事実が確認された場合は、いじめ防止推進委員会を開き、対応を協議する。 

・事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 

（２）関係諸機関との連携の強化 

・いじめの解決・再発防止に向け、関係諸機関と連携して臨む。 

 

 

 

 

・犯罪行為として取り扱うべきいじめ、児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じ

る場合については、教育委員会及び警察等と連携して対処する。 

（３）いじめの再発防止に向けた具体的な対応 

・いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支

援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 

・いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、

保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。 

 



Ⅲ 重大事態への対処について 

  【重大事態対応フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会の指導・支援のもと、以下のような対応に当たる 

● 学校の下に、重大事態の調査組織を設置 

※ 組織の構成については、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より、当該調査の

公平性・中立性を確保するように努める。 

※ いじめ防止推進委員会を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加

える方法も考えられる。 

● 調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施 

※ 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

を急ぐのではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

※ 調査主体に不都合なことがあったとしても、事実としっかりと向き合おうとする姿勢

で臨む。 

※ 学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を

実施する。 

● いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供 

※ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供（適時・適切な方法

で、経過報告も行う）する。 

※ 関係者の個人情報に十分配慮する。ただし、いたずらに個人情報を楯に説明を怠るよ

うなことがないようにする。 

※ 得られたアンケートは、いじめられた児童や保護者に提供する場合があることを念頭

におき、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置をとる。 

● 調査結果を教育委員会に報告 

※ いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童又はそ

の保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添付する。 

● 調査結果を踏まえた必要な措置 

 

 

教育委員会の指示のもと、資料の提出など、調査に協力 

○ いじめ防止推進委員会でいじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有 

○ いじめの事実確認を行い、結果を藤岡市教育委員会へ報告 

いじめの疑いに関する情報 

○ 藤岡市教育委員会に重大事態の発生を速やかに報告（市教委から市長に報告） 

ア）「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童が自殺を企図した場合等） 

イ）「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」 

（年間 30 日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手） 

※「児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」 

重大事態の発生 

重大事態の調査の主体を判断（教育委員会） 

学校を調査主体とした場合 

教育委員会が調査主体となる場合 


