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郡 上 市 立 白 鳥 小 学 校 

平成２６年１０月１日策定 

平成３１年 ４月１日改定 

令和 ２年 ４月１日改定 

令和 ３年１１月１日改定 

令和 ５年 ４月１日改定 

 はじめに  
｢白鳥小学校いじめ防止基本方針｣は，平成２５年６月２８日公布，平成２５年９月２８日

施行の｢いじめ防止対策推進法｣（以下「法」という）第１３条を踏まえ，本校におけるいじめ

問題等に対する具体的な方針及び対策等を示すものである。 

 

１ いじめの問題に対する基本的な考え方  
（１） 定義 

 

 

 

 

 

 

（２） いじめの基本認識 

 ・いじめは、人として絶対に許されない行為であるという認識に立つこと 

 ・いじめは「どの子にも」「どの学級にも」「どの学校にも」にも起こり得るものであること 

 ・誰もが被害者にも加害者にも成り得るものであること 

 ・いじめられている生徒の立場に立った親身な指導を行う必要があること 

 ・いじめの背景にあるいじめる側の心理（不安、葛藤、劣等感、欲求不満）を認識すること

が大切であること 

 ・いじめの問題は、教師の生徒間や指導の在り方が問われる問題であること 

 ・学校組織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必要があること 

 

（３）学校としての構え～「いじめをしない，させない，許さない学級・学校づくり」～ 

・学校は、一人一人に自己有用感や自己肯定感を実感させることができるよう、積極的な

構えで生徒指導を推進し、誰にとっても安心で温かい学校・学級づくりを進める。 

・学校は、生徒の心身の安全、安心を最優先に考え、危機感をもって未然防止、早期発見、

早期対応並びにいじめ問題への対処を行い、児童を守る。 

・全職員で協力し、組織的な指導体制により対応する。 

・いじめは人間として絶対に許されないという意識を、すべての教育活動を通して児童一

人一人に徹底する。 

・いじめをしない、させない、許さない学級・学校づくりを勧め、生徒一人一人を大切にす

白鳥小学校いじめ防止基本方針 

法：第２条            

「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。 
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る教職員の意識や、日常的な態度を醸成する。 

・いじめが解消した（行為が止んでいる状態が少なくとも３か月）としても、継続して十分

な注意を払い、折に触れて指導を行い、保護者と連携を図りながら見届ける。 

 

２ いじめに関する生徒指導の重層的支援 

（１） 発達支持的生徒指導 

人権教育や市民性教育を通じて「多様性を認め、他者を尊重し、互いを理解しよ

うと努め、人権侵害をしない人」に育つように働きかける。 

  

（２） 課題未然防止教育 

道徳科や学級・ホームルーム活動等において法や自校のいじめ防止基本方針の理

解を深めるとともに「いじめをしない態度や能力」を身に付けるための取組を行う。 

 

（３） 課題早期発見対応 

日々の健康観察、アンケート調査や教育相談週間を実施するなどしていじめの兆

候を見逃さないようにして、早期発見に努める。 

予兆に気付いた場合には、被害（被害の疑いがある）児童の安全確保を何よりも

優先した迅速な対処を心がける。同時に、学校いじめ対策組織へ状況を報告し、継

続的な指導・援助が必要な場合は、（４）困難課題対応的生徒指導として、丁寧な事

実確認とアセスメントに基づいて、いじめの解消に向けた適切な対応を組織的に進

める。 

     

（４） 困難課題対応的生徒指導 

     保護者とも連携しながら、被害児童の安全・安心を回復するための支援と心のケ

ア、加害児童への成長支援も視野に入れた指導、両者の関係修復、学級の立て直し

を目指す。 

 

２ いじめの防止等の対策のための組織と計画 

（１）組織の設置 

  いじめに関する問題を特定の教職員で抱え込まずにチーム学校として組織的に対応す

るために、「いじめ未然防止・対策委員会」を設置する。 

  いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、教職員、心理、福祉等に関する専門

的な知識を有する者その他の関係者により構成する。 

「いじめ未然防止・対策委員会」は、校長、第１教頭、第２教頭、教務主任、生徒指導主

事、教育相談コーディネーター、養護教諭、の委員で構成し、必要に応じてＳＣ，ＳＳＷ，

学校運営委員、市が雇用しているＳＬ等を加える。 

（２）年間指導計画 

学校としてのいじめ対策の達成目標を設定し、どのような取組をいつ実施するかとい

うことを年間計画として定め、学校評価において目標の達成状況を確認する。特に、道徳

教育、人権教育や法教育、体験活動など、教育活動全体を通して、児童がいじめ防止に向

けた方策の決定過程に主体的に参画し、議論し、実行するような取組を推進する。 
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２ いじめ防止につながる発達支持的生徒指導 

（１）「多様性に配慮し、均質化のみに走らない」学校づくりを目指す 

    教室に、様々な異なる考えや意見を出し合える自由な雰囲気を確保し、児童生徒が

お互いの違いを理解し、「いろいろな人がいた方よい」と思えるように働きかける。 

 

（２） 児童生徒の間で人間関係が固定されることなく、対等で自由な人間関係が築かれる

ようにする 

    学校以外にも様々な観点から、児童生徒が興味を抱くこと、好きになれること、夢

中になれることを、学校生活において、どれだけ提供することができるのかが重要と

考える。自分のやろうとすることが認められ、応援してもらっていると感じて初めて、

学校が居場所であると思えるようにする。 

 

（３） 「どうせ自分なんて」と思わない自己信頼感を育む 

自己への信頼とは、主体的に取り組む共同の活動を通して他者から認められ、他者

の役に立っていると実感することによって育まれると考える。例えば、積極的に「異

年齢交流」に取り組み、お互いに助け合いながら、学級・ホームルームの係活動や児

童会・生徒指導活動などにおいて何ができるのか、ということについて児童生徒自身

が考える機会を用意する。 

 

（４） 「困った、助けて」と言えるように適切な援助希求を促す 

困ったときや悩みがあるときに、隠して耐えるのではなく、弱音を吐いたり、人に

頼ったりすることができる雰囲気を醸成する。成長途上にある児童が、甘えたり、弱

音を吐いたりして、信頼できる大人（教職員や保護者等）に援助希求を表出すること

は、「適切に依存できる」ネットワークを築いて「自立」（大人になること）へと踏み

出す一歩です。「困った、助けて」と言える雰囲気と「困った」をしっかり受け止める

ことができる体制を学校の中に築く。 

 

                     

２ いじめの未然防止のための取組  
    児童の教育活動の大半は、集団一斉型か小集団型で展開されます。そのため、集団

に個埋没してしまう危険性がある。そうならないようにするために、学校生活のあら

ゆる場面で、「自分の一人の人間として大切にされている」（自己存在感）を児童が実

感できることを大切にする。また、ありのままの自分を肯定的に捉える自己肯定感や、

他者のために役立った、認められたという自己有用感を育む。 

 

（１）自己存在感の感受を促進する授業づくり 

   授業において、児童が「自分も一人の人間として大切にされている」と感じ、自分を

肯定的に捉える自己肯定感や、認められたいという自己有用感を育む工夫する。学習

状況等に基づく「指導の個別化」や。児童の興味・関心、キャリア形成の方向性等に応

じた「学習の個別化」により個別最適な学びを実現できるように、授業で工夫する。児

童の多様な学習の状況や興味・関心に柔軟に応じることにより、「どの児童も分かる
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授業」、「どの児童にとっても面白い授業」になるように創意工夫する。また、個別最

適な学びの実現のために、ICTの活用を推進する。 

    

（２）共感的な人間関係を育成する授業 

   共感的な人間関係を育成する観点からは、授業において、互いに認め合い・励まし

合い・支え合える学習集団づくりを促進していく。例えば、児童がお互いに、自分の得

意なところを発表し合う機会を提供する授業づくりや、発表や課題提出において、失

敗を恐れない、間違いやできないことが笑われない、むしろなぜそう思ったのかとい

う児童の考えについて児童同士がお互いに関心を抱き合う授業づくりを目指す。 

 

（３） お互いを尊重し合い、よさや可能性を発揮し合える学級づくり 

   学級経営では、児童自身が学級や学校生活、人間関係をより良いものにするために、

皆で話し合い、皆で決めて、皆で協力して実践することを通じて、学級の友達の良い

ところに気付いたり、良好な人間関係を築いたり、学級の雰囲気が良くなったりする

ことを実感できるようにする。このように学級活動における自発的・自治的な活動を

通して、学級経営の充実を図ることで、学級において、お互いを尊重し合う温かい風

土を醸成する。 

 

（４）望ましい人間関係を学ぶ児童会・クラブ活動 

   児童会活動やクラブ活動を通して、望ましい人間関係や役割を分担しあって協力し

合う態度、自主的な態度の在り方を学べるようにする。また、異年齢集団活動を通し

て、高学年がリーダーシップやメンバーシップを実感できるようにする。 

 

（５）インターネット問題の未然防止   

    情報モラル教育を通して、未然防止の取組を講じる。インターネット問題は、学校

だけでは解決が難しい場合がある。また、法的制裁の対象になっていないことであっ

ても、道義的に許されないこともあるため、ネット利用上のマナーについて理解でき

るようにする。さらに、インターネットの利便性や影響について児童自身が主体的に

議論しながらルールを定める機会をもてるようにする。 

 

                    

３ いじめの早期発見・早期対応  
いじめは、外から見えにくいコミュニケーションを使った心理的ないじめが多く、ま

た、同じ学級・ホームルームに加害者と被害者が同居したり、加害と被害の関係が入れ

替わったりする点に特徴がある。そのため、いじめの存在に気付くことができなかった

り、学級・ホームルーム担任の抱え込みから事態が深刻化してしまったりするケースが

少なくない。 

いじめに気付くには、表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのような感

情があるのかに思いを馳せる必要がある。そのためには、児童生徒の表情や学級・ホー

ムルームの雰囲気から違和感に気付き、いじめの兆候を察知しようとすることが大切で

ある。 
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さらに、最近では、SNS を介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外しなど、表に

出にくく、学校だけでは認知することが難しいケースも増えている。 

主ないじめ発見のルートとしては、 

・アンケート調査 

・本人からの訴え 

・当該保護者からの訴え 

・担任による発見 

  などが挙げられる。 

   アンケートを実施するに当たっては、いじめを受けている児童生徒が「見られたらど

うしよう」といった心配をせずに記入できたり、具体的ないじめの態様ごとの項目を設

けて体験の有無を尋ねるなどして精度を高めたりする工夫が必要である。 

   アンケート実施後には、速やかに内容の確認とダブルチェックを行い、少しでもいじ

めに関係すると思われる内容が見いだされた時には、時を置かずに対応することが肝要

である。さらに、児童生徒に安心感を与えるこまめな校内の見回りや、困った時には先

生に相談したいという気持ちを生み出す教育相談活動なども大切である。 

   また、家庭や地域、関係機関と連携し、いじめに気付くネットワークを拡げることも

重要である。学校の「気づき」と家庭・地域の「気づき」を重ね合わせることで、学校だ

けでは見逃されがちないじめの早期発見が可能になる。 

 

いじめへの対応の原則の共通理解 

① いじめられている児童生徒の理解と傷ついた心のケア 

いじめを把握したら、対応の第一歩として、何よりも被害者保護を最優先する。二 

次的な問題（不登校、自傷行為、仕返し行動など）の発生を未然に防ぐため、いじめら

れている児童生徒の心情を理解し、一緒に解決を志向するとともに、傷ついた心のケア

を行うことが不可欠である。その際、以下のような点に留意する。 

    ・「誰も助けてくれない」という無力感を取り払うこと 

    ・いじめに立ち向かう支援者として「必ず守る」という決意を伝えること 

    ・大人の思い込みで子どもの心情を勝ってに受け止めないこと。 

    ・「辛さや願いを語る」ことができる安心感のある関係をつくること 

 

② 被害者のニーズの確認  

対応の第二歩としては、「力になりたいのだけれど、何かあればいってほしい」と被 

害者のニーズを確認する。危機を一緒にしのいでいくという姿勢に基づき、安全な居場

所の確保やいじめる児童生徒や学級・ホームルーム全体への指導に関する具体的な支援

案を提示し、本人や保護者に選択してもらうようにする。 

   

③ いじめ加害者と被害者の関係修復 

いじめの加害者への指導と加害者と被害者との関係修復を図ります。加害者の保護者 

にも協力を要請し、加害者が罪障感を抱き、被害者との関係修復に向けて自分ができる

ことを考えるようになることを目指して働きかける。その際、いじめの行為を絶対に認

められないという毅然とした態度をとりながらも、加害者の成長支援という視点に立っ
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て、いじめる児童生徒が内面に抱える不安や不満、ストレスなどを受け止めるように心

がける。 

 加害側の児童生徒へのアセスメントと指導・援助が再発防止の鍵になる。また、指導

の事前及び対応の家庭で被害児童生徒及び保護者の同意を得ること、指導の結果を丁寧

に伝えるなどの配慮を行うことも忘れないようにする。 

 

④ いじめの解消 

何をもって「解消」とするのかという点についての共通理解をする。解消の二条件を 

満たしているかどうかを、本人や保護者への面談などを通じて、継続的に確認する。な

お、いじめが解消している状態に至った後も、卒業するまでは日常的に注意深く見守り

を続けていく。 

 また、対応に当たっては、教職員自身が「いじめに耐えることも必要」、「いじめられ

る側にも原因がある」などと、いじめを容認する認識に陥っていないか常に自己点検す

る。 

 

４ 重大事態に発展させない困難課題対応的生徒指導 
    いじめを重大事態化させないためには、適切な対応を怠ればどのようないじめも深刻

化する可能性があるという危機意識を教職員間で共有した上で、組織的にいじめに係る

情報を共有し、ケースに応じた対応策を検討していくことが求められる。 

    いじめの問題が複雑化し、対応が難しくなりがちなケースとして、一般的には、次の

ような状況が考えられる。 

① 周りからは仲がよいと見られるグループ内でのいじめ 

② 閉鎖的な部活動内でのいじめ 

③ 被害と加害が錯綜しているケース 

④ 教職員等が、被害児童生徒側にも問題があるとみてしまうケース 

⑤ いじめの起きた学級・ホームルームが学級崩壊的状況にある場合 

⑥ いじめが集団化し孤立状況にあるケース 

⑦ 学校として特に配慮が必要な児童生徒が関わるケース 

⑧ 学校と関係する児童生徒の保護者との間に不信感が生まれてしまったケース 

このようなケースについては、できるだけ早い段階から、SCや SSW等を交えたケース 

会議で丁寧なアセスメントを行い、多角的な視点から組織的対応を進める。 

ケース会議においては、①アセスメント（いじめの背景にある人間関係、被害児童生徒

の心身の傷つきの程度、加害行為の背景、加害児童生徒の抱える課題等）を行い、②ア

セスメントに基づいて、被害児童生徒への援助方針及び加害児童生徒への指導方針、周

囲の児童生徒への働きかけの方針についてプランニングを行う。 

ケース会議後に、③被害児童生徒及び保護者に対して、確認された事実、指導・援助 

方針等について説明し、同意を得たうえで、④指導・援助プランを実施し、さらに、⑤

モニタリング（３か月を目途に、丁寧な見守り、被害児童生徒及び保護者への経過報告

と心理的状態の把握等）を行う。 

その際、特に、アセスメントに基づくプランの策定と実施、解消に向けての明確な目 

標設定、対応に関する被害児童生徒本人及び保護者の同意の確認、などに留意する。 
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なお、問題に応じて、警察へ相談するなど、学校外の関係機関等との密接な連携を図 

ること、および関係する児童生徒の保護者に対するきめ細かな連絡と相談を行い、信頼

関係を築く。また、いじめが認知された後の対応として、⑥教育委員会等への報告、及

び⑦情報の整理、ケース会議等の記録の作成と保管を行う。 

 
 （１）アンケートの実施と活用 

    全教職員により、いじめ等の問題行動の未然防止，早期発見・早期対応ができるよ

う、日常的な声かけ、いじめ防止チェックシート及び年４回の心のアンケート、年２

回の QU、マイサポーターアンケートの活用等、多様な方法で児童のわずかな変化の把

握に努める。また、定期的に開催する職員会や毎週実施する生徒指導委員会、都度会

において、児童の状況とその指導状況について共有して指導を進める。 

 

（２）教育相談の充実  

心のアンケート後には、必ず全児童に対して教育相談を行う。また、毎月、教育相談

日を位置付けたり、スクールカウンセラーとの面談の希望を取ったりして、気軽に教

育相談ができるようにする。実際の相談時においては、教職員は、受容的かつ共感的な

態度で傾聴・受容する姿勢で教育相談を進める。特に、問題が起きていないときにこそ

信頼関係が築けるよう、日頃から児童理解に努める。問題発生時においては、「大丈夫

だろう」と安易に考えず、少しでも気にかかるときには，早期に対応できるよう、強い

危機意識をもって相談に当たる。 

児童の変化に組織的に対応できるようにするため、生徒指導主事や教育相談コーデ

ィネーターを中心に，担任，養護教諭，スクールカウンセラー、教育相談員等、全教職

員がそれぞれの役割を相互理解した上で協力するとともに、保護者や関係機関等と積

極的に連携を図る。 

児童や保護者には，岐阜県の青少年 SOS センターという２４時間３６５日フリーダ

イヤルで対応する相談機関があることを、年度当初に知らせ周知を図る。また、相談電

話だけでなくメールやファックス、面談でも対応できることや、匿名による相談も可

能なことを伝える。 

電話番号: 0120-247-505（固定・公衆・携帯，どの電話からも可） 

FAX:0120-505-783 

MAIL:s-soudan@govt.pref.gifu.jp 

 

（３）教職員の研修の充実 

年度当初の職員会議や夏季休業中の現職研修はもちろんのこと、必要に応じて適宜職

員研修を行う。一人一人の教職員が、早期発見・早期対応とともに、未然防止に取り組む

ことができるよう校内研修を充実する。 

 

（４）保護者との連携 

いじめの事実が確認された際には、いじめた側といじめを受けた側の両方の保護者へ

の報告を行い、謝罪の指導を親身になって行う。その指導の中で、いじめた側の児童にい

じめ自体が許されない行為であることを自覚させるとともに。いじめを受けた児童やそ
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の保護者の心情に思いが至るよう指導し、いじめた児童自身が自らの行為を十分に反省

できるようにする。また、いじめの問題がこじれたりすることがないよう、保護者の理解

や協力を十分に得ながら指導に当たり、児童の今後に向けて一緒になって取り組んでい

こうとする前向きな協力関係を築くことを大切にする。 

 

（５）関係機関等との連携 

いじめを中心とする生徒指導上の諸問題を学校だけで抱え込まず、その解決のために、

日頃から教育委員会や子ども相談センター、民生児童委員、学校運営委員、警察等とのネ

ットワークを大切に、早期解決に向けた情報連携と行動連携を行い、問題の解決と未然

防止を図るように努める。 

インターネット上の誹謗中傷等については、保護者の協力を得ながら迅速に事実関係

を明らかにするとともに、状況に応じて警察等の関係機関と連携して解決に当たる。 

いじめ問題等の対応にあたっては、教育委員会との連携を常に大切にし、必要に応じ

て指導助言や支援を求めるとともに、解決までの見届けを依頼する。 

 

４ いじめ未然防止、早期発見・早期対応の年間計画  

月 取組内容 備考 

４月 ・各学級での児童への人権教育 

・生活アンケート（保護者・児童）の実施、教育相談の実施 

・保護者への「学校いじめ防止基本方針」（以下「方針」）の趣旨説明 

・職員研修会の実施（「方針」、前年度のいじめの実態と対応等） 

※校内関係者のみによる校内委員会は４月当初から随時実施 

「方針」の確認 

 

５月 ・心のアンケート、マイサポーターアンケートの実施、教育相談の実施 

・心のアンケート実施日を、「いじめ見逃さない日」とし、その週を

「いじめ防止強化週間」とする。 

 

６月 ・いじめ未然防止に向けた全校集会等での指導 

・Ｗｅｂページ等による「方針」の発信 

・第１回「いじめ未然防止・対策委員会」の実施 

・QUの実施と QU 研修会 

・保護者向け情報教育・ネットいじめに関する講習会 

・人権七夕集会の取組（よさ見つけの活動） 

 

７月 ・第１回教職員評価（学校評価）アンケート（対策等の見直し） 

・校内「いじめ未然防止・対策委員会」の実施 

・職員会議（夏休み前までのいじめ防止対策の取組の振り返り） 

 

 

第 1回県いじめ調査 

８月 ・職員研修会（ネットいじめも含めた研修会・教育相談研修会） 

・校内「いじめ未然防止・対策委員会」の実施（取組の評価） 

夏季休業中の指導 

９月 ・学校だより等による取組の公表 

・心のアンケートの実施、教育相談の実施 

・心のアンケート実施日を、「いじめ見逃さない日」とし、その週を

「いじめ防止強化週間」とする。 

 

１０月 ・学年会（いじめ防止対策の取組についての中間交流）  
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１１月 ・「ひびきあいの日」に向けた取組（全校でのいじめ防止対策の取組） 

・児童向けネットいじめに関する指導 

・心のアンケート（記名式）の実施、教育相談の実施 

・心のアンケート実施日を、「いじめ見逃さない日」とし、その週を

「いじめ防止強化週間」とする。 

 

１２月 ・「ひびきあいの日」（人権に関する取組の成果のまとめ） 

・生活アンケート（保護者・児童の記名式）の実施、教育相談の実施 

・第２回「教職員の取組評価（学校評価）アンケート」（次年度に向けて） 

・校内「いじめ未然防止・対策委員会」の実施（いじめ防止対策の取組

についての中間交流） 

冬季休業中の指導 

 

 

第２回県いじめ調査 

１月 ・職員会（冬休み前までのいじめ防止対策の取組の振り返り） 

・教職員による次年度の取組計画 

 

２月 ・本年度のまとめ及び来年度の計画立案 

・学校だよりによる本年度の報告と次年度の方向の説明 

・QUの実施 

・心のアンケートの実施、教育相談の実施 

・心のアンケート実施日を、「いじめ見逃さない日」とし、その週を

「いじめ防止強化週間」とする。 

 

３月 ・教職員による「方針」の見直しと来年度における具体的な取組の共通

理解 

・第２回「いじめ未然防止・対策委員会」の実施 

第３回県いじめ調査

(国の調査を兼ねる) 

次年度への引き継ぎ 

 

５ いじめ問題発生時から解消までの対応  
（１） いじめ問題発生時・発見時の対応の重点  

〇いじめかどうかの判断は、「いじめ未然防止・対策委員会」において組織で行う。また，

「いじめ未然防止・対策委員会」で指導の方針を確認し、事実確認や情報収集、保護者

との連携等、役割を明確にした組織的な動きをつくる。 

  ・いじめの兆候を把握したら、速やかに情報共有し組織的にかつ丁寧に事実確認を行う。 

・いじめの事実が確認できた、あるいは疑いがある場合には、いじめを受けた（疑いがあ

る）児童の気持ちに寄り添い、安全を確保しつつ組織的に情報を収集し、迅速に対応す

る。 

・いじめに関する事実が認められた場合、教育委員会に報告するとともに、いじめた側

といじめを受けた側の双方の保護者に説明し、家庭と連携しながら児童への指導に当

たる。 

・保護者との連携の下、謝罪の指導を行う中、でいじめた児童が「いじめは許されない」

ということを自覚するとともに、いじめを受けた児童やその保護者の思いを受けとめ，

自らの行為を深く反省する指導に努める。 

・いじめを受けた児童に対しては、保護者と連携しつつ児童を見守り、心のケアに十分

配慮した事後の対応に留意するとともに、二次被害や再発防止に向けた中・長期的な

取組を行う。 

 

（２） いじめ問題発生時・発見時の対応と順序 

① いじめの訴え、情報、兆候の察知 
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② 管理職への報告といじめ未然防止・対策委員会での対応方針の決定（教職員は，察知

したことを一人で抱え込まない。） 

③ 事実関係の丁寧で確実な把握（複数の教員で組織的に，保護者の協力を得ながら、背

景も十分聞き取る） 

④ いじめを受けた側の児童のケア（必要に応じて外部専門家の力を借りる） 

⑤ いじめた側の児童への指導（背景についても十分踏まえた上で指導する） 

⑥ 保護者への報告と指導についての協力依頼（いじめを受けた側の児童及び保護者へ

の謝罪を含む）。 

⑦ 関係機関との連携（教育委員会への報告，警察や子ども相談センター等との連携） 

⑧ 経過の見守りと継続的な支援（保護者との連携） 

 

 【いじめ問題発生時・発見時の初期対応】 

・学校の教職員がいじめを発見、またはいじめに係る相談を受けた場合、「いじめ未然防

止・対策委員会」に報告し、いじめ未然防止・対策委員会は，いじめであるか否かの判

断を組織で行うとともに、方針を確認し、事実確認や情報収集、保護者との連携等、役

割を明確にした組織的な動きをつくる。 

・いじめの兆候を把握したら、速やかに学年主任を通じ、生徒指導主事に報告し、いじめ

未然防止・対策委員会で情報共有し、組織的にかつ丁寧に事実確認を行う。 

・いじめの事実が確認できた、あるいは疑いがある場合には、いじめを受けた（疑いがあ

る）児童の気持ちに寄り添い、安全を確保しつつ組織的に情報を収集し、迅速に対応す

る。 

・いじめに関する事実が認められた場合、教育委員会に報告するとともに、いじめた側

といじめを受けた側の双方の保護者に説明し、家庭と連携しながら児童への指導に当

たる。 

・聴き取りの際には、複数の教職員で対応し、女子児童の場合には女性教職員が同席す

る。連続して長時間に及ぶ聴き取りにならないように心身の健康に十分配慮する。状

況に応じて、スクールカウンセラーも同席するなどの配慮を行う。 

 

【正確な事実把握】 

・いじめを受けた児童の訴えをもとに、順に、いじめたとされる児童、周辺児童への聴き

取りを行う。 

・事実確認においては、いつ、どこで、だれが、何を、どうしたかについて明らかにした

上で、事実関係の整合性をいじめ未然防止・対策委員会にて確認する。双方の説明が一

致しない場合、事実の整合性を図ることのみに固執せず、被害児童の思いに寄り添い

つつ、指導の方向について慎重に検討する。 

・いじめ未然防止・対策委員会が、いじめの状況を詳しく把握するための調査が必要と

判断した場合、調査を開始する前にいじめを受けた児童の保護者に調査方針の説明し，

いじめを受けた児童及びその保護者の同意を得た上で、他の児童に対して「事実関係

を明らかにするためのアンケート調査」等を、記名式・無記名式を含めて状況に合わせ

て、人権に十分に配慮して実施する。また、個人面談を行う場合も、保護者の同意を得

た上で、人権に十分配慮して実施する。 

・正確な事実把握といじめ事案の全容理解を行うために、いじめ未然防止・対策委員会

は、積極的に関係諸機関及び専門諸機関と連携を図る。 
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【いじめ解消に向けた指導】 

いじめの解消とは、いじめを受けた児童がいじめを受ける前の生活を取り戻した状態

になることである。そのために、いじめ未然防止・対策委員会で十分に検討した上で、以

下の指導を順に行う。 

 

・いじめた児童に、自分が行った事実を認め、なぜ相手の心を傷つけるような行為を行

ったのかを見つめさせることを通して、自分の何が、どうして悪かったのかを十分に

理解させる。 

・いじめられた児童が、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、必要

に応じて、いじめた児童を別室で指導する。 

・いじめた児童の保護者に、いじめた児童が行った事実、指導の経緯、今後の指導につい

て説明する。また、自分の言動を深く省み、誠意をもって謝罪し、今後の言動に生かす

ことの大切さを確認し、いじめを受けた児童と保護者が安心して学校生活を送れるよ

うになるまで、学校といじめた児童の保護者が協力して取り組んでいこうとする前向

きな協力関係（いじめ解決に一緒に取組むパートナーとしての関係）を築く。 

・いじめを受けた児童と保護者に、指導の経緯と今後の支援について十分説明し、理解

を得る。 

・いじめた児童に、今までの学校の指導を理解し、行為だけでなく心を傷つけたことに

対し謝罪するよう指導する。合わせて、今後はいじめをしないことを約束することを

心の底から思えるよう指導する。 

・いじめを受けた児童、いじめた児童、保護者の同意を得て全体指導を行う。この全体指

導とは、「観衆」や「傍観者」の存在もいじめを作り出す原因の一つであることを自覚

させる指導など、集団全体に一人一人が自分のこととして振り返りをさせる指導のこ

とである。 

 

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消に向かうことはできない。また、いじめた行為

を戒めるために、指導の過程でいじめた児童へ教師による一方的な叱責等を行っても，

いじめた児童は表面上反省したように見せかけるだけになり、心底いじめた自分を改め

ようとする気持ちを持てないままになってしまう。いじめ解消に向けた指導は、いじめ

た児童の話を十分に聴いたうえで、「自分がしたことは相手の心を傷つける行為であり許

されない」ことを理解させ、人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で

指導する。 

 

【いじめの解消】 

いじめた児童への指導後も、いじめが解消するまでその対応についていじめ未然防止・

対策委員会で検討し，継続して経過観察及び支援を行い続ける。 

いじめが「解消している」状態とは、いじめられた児童が元の生活を取り戻している状

態を言うが、そのために少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただ

し、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判

断するものとする。 

 

① いじめに係る行為が止んでいること 

いじめを受けた児童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



12 

 

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継続していること。

この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安のひとつとする。ただし，いじめの解消

に向けてさらに長期の期間が必要である場合もある。保護者の協力を得て、家庭での

様子等、いじめた児童・いじめを受けた児童の総合的な様子を把握し必要な指導を行

う。 

 

② いじめを受けた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、いじめを受けた

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。いじめを受

けた児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等に

より確認する。この場合において、事案に応じ、外部専門家による面談等により確認す

るなど適切に対応する。 

 

上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで，一つの段階に過ぎず、いじめが

「解消している」といじめ未然防止・対策委員会で判断した場合でも、半年、１年後にい

じめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に複数の教師が注意深く

観察する必要がある。 

 

（３）「重大事態」と判断されたときの対応 

 ・いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める

とき、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、児童や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申し

立てがあったときについては、迅速に以下の対応を行う。 

〔主な対応〕 

 ・郡上市教育委員会へ「第一報」を速やかに報告する。報告内容については、知りえた情

報について正しく「第一報」の形式「問題行動報告書」に合わせて、第一教頭が報告

する。 

・当該重大事態と同種の事態発生を防止するため、教育委員会の指導のもと、事実関係

を明確にする調査を行う。 

・調査結果について教育委員会へ報告するとともに、いじめを受けた児童及びその保護

者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。 

 ・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察

署に通報し、適切な援助を求める。 

 

☆発生した場合の報告 

                     学校窓口：第１教頭 

                      

 

 

 

学校 教育委員会 

ＰＴＡ会長 

郡上警察署 地域課（６７-０１１０） 
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＜市教育委員会への報告手順＞ 

・生徒指導主事は、時系列で事案を整理す

る。 

・第１教頭は、電話で概要を連絡する。 

その後「問題行動報告書」により、迅速適

切に報告する。場合によっては校長または

第1教頭は、出向いて指示を得る。 

・第2教頭は、学校職員の動きを時系列で記

録する。 

・第1教頭は、問題が一区切りしたところで

事案と一連の人の動き等を時系列で記録す

る。 

＜他の関係諸機関との連携＞ 

○他校 

子どもの関係が複数校にまたがる場合 

 

○児童家庭課 

家庭に複雑な問題がある場合 

 

○子ども相談センター 

児童の一時保護や施設の入所を検討す

る場合 

 
６ 学校評価における留意事項  
  いじめを隠さず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、学校評 

価において次の２点を加味し、適正に学校の取組を評価する。 

① いじめの早期発見の取組に関すること 

② いじめの再発を防止するための取組に関すること 

 

 

７ 個人情報等の取り扱い  
個人調査（アンケート等）について 

  ・アンケート調査の結果は，複数の目でチェックする。 

・アンケートの原本等の一次資料は、最低でも当該児童が卒業するまで保存する。 

・アンケート調査や聴取の結果を記録した文書及び調査報告書は、５年間保存する。 
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いじめ・不登校・問題行動等に関わる校内体制 

未然防止のための日々の取組 
◎授業改善（わかる・できる授業） ◎温かい学級づくり（絆づくり・居場所づくり） 

 ◎安全指導（命を守る学習・通学班会・交通安全教室） 

情報・連絡 

最初に認知した職員 

報告 連絡・相談 

指示 報告 
開催の指示 

緊急職員会議（ ） 
・事態に対する共通理解 
・具体的対応策の周知 
・今後の方針等の周知 
・役割分担の確認 
 

関係児童本人 
 ・具体的な指導 

関係児童の保護者 
 ・指導内容の説明 

関係教職員 
・管理職への報告 

 

実態把握 
・日常観察（声かけ） 
・心のアンケート 
・教育相談 
・保健室への来室の把握 
・遅刻・欠席などの登校状況の把握 
・登下校指導 

担任・学年主任 生徒指導主事 管理職 

管理職・関係職員 
・再発防止の検討 ・指導内容の検討 

緊急職員会議（緊急打合わせ） 
  ・指導内容の共通理解 

  ・再発防止策の周知 

白鳥小学校 

本人 本人以外の児童 保護者 

地域住民 関係機関 

関係機関 
・警察 

・消防 

・児童家庭課 

・子ども相談センター 

・医療機関 

・スクールカウンセラー 

・スクールソーシャルワーカー 

・スクールロイヤー 

・スーパーバイザー 

・学校運営協議会委員 

・保健所 

・報道関係 

連携 

学校教育課 

報告 指導・助言 

全職員 
・指導後の見届け 

・経過観察 

・職員間で指導後の様子

について，情報を共有 

関係児童 

（保護者） 

・事実確認 
・状況把握 
・事情聴取 
・経過の記録 

関係教職員 

●特別委員会全体会 
・生徒指導会議 

・臨時生徒指導会議 
（上記会議はいじめ未然防止・対策委員会，不登校未然
防止・対策委員会，教育相談委員会にあたる） 

・事態の把握  ・具体的対応の検討 
・役割分担 
 


