
鹿嶋市立鉢形小学校・いじめ防止基本方針

１ 基本方針策定の趣旨
「いじめ防止対策推進法」（平成 25 年法律第 71 号）第 13 条の規定を受け，いじめ

のない学校づくりの実現を目指すとともに，いじめの問題に対して組織的に対応するた
めの基本的な方針を定める。

２ 基本理念
いじめは，いじめを受けた児童の教育を受ける権利や学校生活，その他の活動を著し

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
の生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
したがって，全ての児童がいじめを行わない，他の児童に対してのいじめを認識しな

がらこれを放置することがないように，全ての職員が「いじめはどの学校でも起こりう
るものであり，いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない」という認識のもと，全児
童が「いじめのない，明るく，楽しく夢を語れる学校生活やその他の活動」を送ること
ができるように，いじめ防止に向けた取組を行う。

３ いじめの問題について
(１) いじめの定義

いじめとは，「本校児童に対して，本校児童と一定の人間関係にある他の児童が
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が心身の苦痛を感じているもの」
と定義する。
【具体的ないじめの様態】

・ひやかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる。
・仲間はずれ，集団により無視をされる。
・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，誹謗中傷や嫌なことをされる 等

（２）いじめの禁止
いじめ防止対策推進法第一章第四条「児童等は，いじめを行ってはならない。」

の遵守の徹底を図る。また，児童は，いじめを見たら黙認したり，傍観者になった
りしてはいけない。いじめを禁止します。

４ 「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成 25 年 10 月 11 日 文部科学大臣決定）
の改訂を受けて

（１） けんかに係る記述の改正（「けんか」をいじめの定義に追加）
けんかやふざけ合いであっても，見えないところで被害が発生している場合もあ

るため，背景になる事情の調査を行い，児童生徒の感じる被害性に着目し，いじめ
に該当するか否かを判断するものとする。

（２） いじめの「解消の定義」
いじめが解消している状態とは，少なくとも以下の２点の要件が満たされている

必要がある。
① いじめの行為が止んでいること（少なくとも３か月以上止んでいる状態）
② 被害者が心身の感じていないこと（児童・保護者に面談等で確認する）

（３） 特に配慮が必要な児童への対応
下記の児童を含め，学校として特に配慮が必要な児童については，日常的に，当

該児童の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに，保護者との連携，周囲の児童
に対する必要な指導を組織的に行う。

① 発達障害を含む，障害のある児童
② 帰国子女や外国人の児童や開国人の親を持つ児童
③ 性同一性障害や性的指向や性自認に係る児童
④ 東日本大震災や原子力発電所事故による避難している児童



５ いじめ防止に取り組むための組織

校 長 ・ 教 頭

報告 連絡 【速やかな報告】 報告 連絡

いじめ問題対策協議会 学年・学級
【構成メンバー】 ・連絡 【計画的な指導の実施】
・生徒指導主事 ・学年主任 ・報告 【いじめの実態把握
・養護教諭 ・スクールカウンセラー ・支援 ・早期発見】
（弁護士・医師） ・学校関係者

情報の収集・提供 情報の収集
提供

各担任 各学年 児童 保護者

（１） 組織について
いじめへの対応は，一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく，学校に

おける「いじめ問題対策協議会」で情報を共有し，組織的に対応する。
（２） 協議会の構成メンバー

校長，教頭，教務主任，生徒指導主事，養護教諭，関係教諭
また，校長が必要と認める場合，専門的な知見を有する者などを臨時に構成員と

することができる。
（３） 役割

・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録
・いじめの情報の迅速な共有，関係する児童への事実関係の聴取，指導や支援の体
制対応方針の決定と保護者との連携

６ いじめの問題への対応
（１） 基本的な考え方
○ いじめの発見・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。その際，謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく，社会性
の向上等，児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。

○ 教職員全員の共通理解の下，保護者の協力を得て，関係機関・専門機関と連携し，
対応に当たる。

（２） 未然防止のための取組
児童一人一人が認められ，お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取

り組む。また，教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ，児童に基礎・基本の定
着を図るとともに学習に対する達成感を味わわせ，自己有用感を高め，自尊感情を
育むことができるように努める。

① 児童と教職員との信頼関係づくり
・日頃のふれあいや共通体験を通して，児童と向き合う時間をつくる。
・学級の人間関係を把握し，心の居場所づくりや絆づくりをすすめる。
・担任とサポート教員との朝の児童把握と連携を図る。

② 分かる授業づくりの推進
・すべての児童が授業に参加し，活躍できるようにする。
・グループワーク等を通して，児童相互の関わりをつくる。

③ 豊かな体験活動づくり
・縦割り班活動等の体験活動を伴う行事を年間計画に位置付け，その中で児童が
他者のための奉仕活動や異年齢児童と関わる経験を積み，自己有用感を高める。

④ 道徳・学級活動の充実
・児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え，考え，議論することにより，
いじめに正面から向き合うことができるよう，道徳教育推進教師を中心として
学級や学校での道徳教育を推進し，児童の心を育む。

・人権教室を開催し，人権意識を育てる。



・ソーシャルスキルトレーニングや構成的グループエンカウンター等で，人間関
係づくりをする。

⑤ 保護者との連携
・保護者からの子供に関する情報を，全職員で共有する場をもつ。
・日頃から保護者との連絡相談を密にし，信頼関係を築くことで，保護者から学
校へ気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。

⑥ 児童会が主体となった活動
・いじめは絶対にいけないことを児童に確認する場として，人権集会を実施する。
・いじめや人権に関する標語を全児童から募集し，校内に掲示しながら児童の人
権意識を啓発する。

⑦ 情報モラル教育の推進
・インターネットや携帯電話(スマートフォン)等のいじめを防止するため，情報
教育を計画的に実施し，児童に正しい知識を身に付けさせる。

（３） いじめの早期発見
いじめは，大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識する。日頃

から児童の見守り等に努め，児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようア
ンテナを高く保つようにする。教職員相互が積極的に児童の情報交換を行い，情報
を共有する。

① 担任の観察とチェックリストの活用による発見
・学級集団で気になる児童について「いじめ早期発見チェックリスト」を実施する
とともに，関係職員で状況を把握し，実態をつかむ。

② 他の教師の観察による発見（学年内，養護教諭，特別支援部，生徒指導主事など）
・担任だけではなく，全職員がチーム支援体制で児童の支援を行う。

③ 本人からの訴えによる発見
・毎月末に「生活アンケート」を実施する。担任が集計後，いやなことがあったと
を訴えた児童を中心に，教育相談を行う。

④ 保護者の情報提供による発見
・保護者との信頼関係を基盤に，いじめの訴えや情報があった場合は真摯な姿勢で
早期に対応する。

（４） いじめの早期対処（報・連・相・確の徹底，チームで対応する。）
① いじめの事実確認
・児童の目につかない場所で，複数の職員で対応する。
・話しやすい雰囲気づくりを心がけ，人権に配慮して事実を確認する。
・情報提供者の秘密は必ず厳守する。
・解決を当事者だけに任せたり，当事者の話し合いだけによる解決は絶対にしない。
・単に謝罪だけ，注意するだけの指導は絶対に行わない。
・事実確認後は，原則，保護者にも事実を説明し，理解を得る。

② いじめられた児童への対応
・みんなで守る（教員・友達）ことをしっかり伝え，継続的に支援する。
・表面的な変化から解消したと判断せず，担任が中心となり，今後の方向性まで具
体的に支援する。

・自己肯定感の喪失を食い止める支援をし，学校がいつでも相談できる体制を整え
ているという安心感を与える。

③ いじめた児童への対応
・いじめの背景を児童自身に考え，その行為に対しては毅然たる態度で指導する。
・どうすればよかったのかを考えさせ，今後どのような行動を取るべきか内省させ
たりして，いじめを繰り返さない指導をする。

④ 周囲や傍観者への対応
・いじめを学級などの集団の問題として捉え対応していく。
・教師が児童（保護者）と共に，本気で取り組んでいる姿勢を示す。
・いじめの情報を伝えることは「ちくった」ではなく，つらい立場の人を救う勇気
のある行動であることや，人権や命を守る立派な行為であることを指導する。

・傍観者やいじめをあおる人もいじめ問題の関係者であることを指導する。
⑤ 保護者や関係機関との連携と留意点
○ 被害者の児童又はその保護者への連携・支援

いじめられている児童にも責任があるという考え方はあってはならず，「あな
たが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど，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。

ア 家庭訪問等により，その日のうちに家庭訪問を行い，保護者に明らかになった
事実関係を伝える。

イ 徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え，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，当該児童の見守りを行
うなど，いじめられた児童の安全を確保と今後の支援方針を伝える。

ウ 家庭訪問は，必ず複数で行い，対応する。保護者の訴えに対して，安易な返答
はしない。事実を確認することと，対応について継続的に行う。

エ 対応の経過をこまめに伝え，保護者からの情報提供を受ける。いじめが解消し
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やアンケート等により判明した情報を適切
に提供する。

○ 加害者の児童又はその保護者への指導
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，必要に応じて

心理や福祉等の専門家，教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て，組織
的にいじめをやめさせ，その再発を防止する措置をとることに努める。

ア 事実関係を聴取し，明らかになったことを整理して，家庭訪問にて保護者に事
実を説明する。事実確認や家庭訪問や複数で行う。

イ 事実に対する保護者の理解や納得を得た上，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
支援を行う。

ウ いじめた児童への指導に当たっては，いじめは人格を傷つけ，生命，身体又は
財産を脅かす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。

エ 子供の成長や輝ける未来を願う姿勢や考えを伝え，指導に対する理解を得られ
るようにする。

オ 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，心理的な孤立感
や疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下，特別の指導計画による指導をす
る。また，経過観察を継続して行い，その後も連携を怠らない。

⑥ 報告体制について
担任 → 学年主任 → 生徒指導主事 → 教務主任 → 管理職
生徒指導報告書に記入し，生徒指導主事に提出する。※緊急時は，直ちに管理職へ報告

⑦ 指導記録について
・学校生活アンケートについては，年度内は学級担任が保管する。
・時系列に指導記録を残す。
〔生徒指導報告書〕
・いじめの認知状況
・いじめの内容(５Ｗ１Ｈ)
・被害児童，加害児童，保護者の状況
・対応策（関係職員による情報共有や役割分担の決定）
・生徒指導主事と学年間等で情報を集約し，校長・教頭に報告・相談する。

７ 家庭や地域，関係期間と連携した取組
○ 学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで，地域や家庭に対して，
いじめの問題の重要性の認識を広める。

○ 家庭訪問や学校通信などを通じて，家庭との緊密な連携協力を図るとともに，学
校運営協議会を活用して，地域と連携した対策を推進する。

○ より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため
学校と家庭，地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。

○ スクールカウンセラーと連携して，いじめの未然防止に努めるとともに，
学校だけで抱え込むことなく，必要に応じて教育委員会に相談し，指導・助言をう
ける。

８ 職員研修の充実
いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために，全教職員の

参加による校内研修の充実を図る。
（１） 実践的研修

カウンセリング演習等の実践的な内容をもった校内研修を積極的に実施し，いじめ
の未然防止，早期発見，早期解消等に向けた技能の習得・向上を図る。



（２） 事例研究
事例研究を通して，具体的な対応方法について理解を深め，いじめの対応の実践力

向上を図る。特に，教職員が一人で抱え込まず，組織で対応するという共通認識を図
る。併せて，同種のいじめの再発を防止する。

（３） インターネットを通じて行われるいじめへの対応
インターネットを通じて行われるいじめに対応するため，絶えず最新のインターネ

ット環境等に関する研修を行い，教職員全体の情報モラルへの理解を深める。

９ 重大事案への対応
（１） 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。

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。

※ 生命，心身又は財産に重大な被害 いじめを受けた児童に着目して判断する。
・児童が自殺を企図した場合 ・身体に重大な障害を負った場合
・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

※ 相当の期間：年間３０日を目安とする。
ただし，児童が一定期間，連続して欠席しているような場合には，上記の目安に

かかわらず，迅速に調査に着手する。
また，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

きは，その時点で「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と
考えたとしても，重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

（２） 重大事態が生じたときの対処
① 発生報告

いじめ問題対策協議会において，重大事態の状況を確認し，その旨を鹿嶋市教育
委員会に報告する。
<報告内容>

・被害児童の氏名・学年・性別
・欠席期間・その他児童の状況
・児童又保護者から重大事態である旨の訴えがある場合はその訴えの内容

② 実態把握
鹿嶋市教育委員会の指示の下，「鹿嶋市いじめ問題対策委員会」に調査を依頼す

る。
・学校が主体となって行う調査
・鹿嶋市いじめ問題対策委員会が主体となって行う調査

③ 被害者保護
・いじめの被害を受けた児童の生命又は身体の安全を確保する。
・情報を提供した児童等を守るための措置を講ずる。

④ 加害者対応
・毅然とした対応でいじめをやめさせる。
・しっかりと寄り添い，いじめを繰り返さないよう指導・支援する。

⑤ 調査結果報告
・鹿嶋市教育委員会の指示の下，いじめを受けた児童と保護者に対し，事実関係そ
の他の必要な情報を積極的にかつ適時・適切な方法で提供する。

⑥ 解消と再発防止
・いじめの被害を受けた児童に対しては，継続的な心のケア等，落ち着いて学校生
活をおくることができるための支援や，適切な学習に関しての支援等を行う。

・加害児童に対しては，適切な指導を行うとともに継続的に見守り，再発の防止に
努める。

⑦ 同種事態の発生防止
・当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって，同種の事態の発生を防
止する。

平成２６年４月 策定
平成２７年～平成３０年５月 改訂

令和元年５月 改訂
令和２年４月 改訂


