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波崎第四中学校 学校いじめ防止基本方針 
神栖市立波崎第四中学校 

                                   校 長  片根 孝典 

Ⅰ はじめに 

「共に輝く自慢の学校」を目指し，生徒はもちろん地域，保護者からも信頼される学校づくりをさらに

推進することが期待されている。 

 そのためは，生徒一人一人が人格の完成を目指し，それぞれの個性を伸ばし，お互いを思いやり認め合

う心の育成を図り，誰もが安心して学校生活を送ることができる支持的風土を構築していくことが必要

不可欠である。 

特に中学校教育とは，人生の扉を開く鍵になり得るもので，その鍵の開け方の基礎・基本を教示するの

が学校の役割である。然るに 15の春を迎えた生徒が，将来に夢を持ち，しっかりとした足取りで社会を

生き抜いていく力を身に付けさせることが責務となる。したがって学校は，あらゆる場面において，生徒

に感動と意欲を提供する場であり，生徒個々が将来への夢と希望にあふれ，意欲・気力・活力に満ちてい

る場をつくらなければならない。 

文部科学省においては，いじめ対策を総合的に推進し，以て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，いじめ対策推進基本法を策定し，国としての

指針を示した。 

 

【国のガイドライン】 

１ いじめがいずれの学校のいずれの児童生徒等にも起こり得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べきこと。 

 
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，及び自尊心を育むべきこと。 

 
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べきこと。 

 
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。 

 

という基本理念の下，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発表された。 

 今回の件を契機として，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，市教育委員会と

の連携を深めながら指導の徹底を図り，いじめ問題への更なる取組を進めることにより，生徒・保護者か

ら寄せられる信頼を強固にしなければならない。 

そのためには，全教職員が生徒が発しているサインを見逃すことの無いように，教師は「もしかしたら

自分の学校でもいじめが起きているかもしれない」という危機感をもって常に生徒に接すること，教員相

互の情報交換を密にし，いじめ撲滅に向け努力しなければならない。「いじめは許さない」「いじめる側が

悪い」という認識を生徒も教師ももつことが前提となる。 

 以上のことを念頭に置き，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

を進めるものとする。 



Ⅱ 本校のいじめ防止基本構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの定義 

 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

の一定の人的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 

 

本校におけるいじめ防止基本方針 

 

１ 心の安全，心の安心が保障され，明るくのびのびとした学校生活が送れる教育の 

推進 

２ 一人一人が学ぶ喜びを十分に味わえる授業 

３ コミュニケーション能力を高める教育活動の充実 

４ 各教科及び道徳教育における心の育成と特別活動の充実 

具体的施策 

 
○少人数指導，学び合い学習による知識や技能，表現力を高める指導 

○全教育活動を通じての道徳教育  ○「時計塔」による居場所づくり   

○相互に存在価値を認め合いながらよい集団を形成する学級活動      

○協力や団結によって成就感を味わう行事    

○部活動・駅伝活動による心の醸成 ○教育相談週間を軸にした生徒支援 

○あいさつ・読書の励行                           



Ⅲ 基本的な方針 

 

 

１ いじめ防止措置：未然防止について 

 

(1) 校長，教頭及び教務主任，生徒指導主事を中心としたいじめ防止対策委員会を設置し定期的

な会議を実施する。ここでは，いじめ防止に関する具体的な年間指導計画を作成する。 

① いじめ対策委員会において，生徒や保護者アンケートを作成し，分析の上，いじめの早期発 

見・早期対応を図る。（生活・悩みアンケート→2ヶ月に１回実施） 

  ② ＰＤＣＡサイクルに基づき，年間計画で決定した期間の終わりに「取組評価アンケート」を 

実施し，取り組みが適切に行われたか検証する。 

 

(2) 豊かな心コーディネーターや特別支援コーディネーターを中心とした教育相談体制を充実さ 

せ，重大事態とならないような体制を築く。 

   ① 好ましい人間関係の構築を図るとともに，校内教育相談体制及び支援体制を強化する 

    ための教育相談週間を充実させ，生徒や保護者の悩み等の早期発見・早期対応を図る。 

   （定期教育相談週間→学期１回 保護者面談→不定期，随時） 

② 神栖市教育委員会，いきいき神栖，すくすく波崎，スクールカウンセラー，心の相談委員，神栖 

市こども課と連携し，校内のみにとらわれることなく相談体制を推進する。 

 

(3) いじめ問題に対して豊富な知識を持つ専門家を講師とし，教師個々が自己研鑽を積むことに 

よりこの問題に対応できる能力を身に付け，いじめ問題に対処する。  

   ① 専門家を招聘し，講演等を行い，いじめ防止につながる研修を実施する。 

 

(4) 生徒会組織を中心に，生徒を主体としたエンカウンター活動やルールづくりを作成し，いじめ防 

止に向けた取組の充実に努める。 

   ① 生徒フォーラムや生徒会によるキャンペーン活動等を実践し，望ましい集団づくりに努める。 

 

(5) 学校としての取組 

   ① 生徒と接する機会を保ち，話を聞き，思いに共感し生徒の良さや個性を伸ばす努力をする。また， 

道徳学習を中心として全教育活動において，基本的生活習慣，規範意識，人間関係を築く力，社会 

参画への意欲や態度の伸張を図る。それを以て，現在及び将来における人間としての生き方を深く 

考えさせる。 

② 生徒に学校生活の秩序や安定を保つことを意識させるとともに，コミュニケーション能力，社会 

性や自尊感情，自己有用感の育成を意識した学級への帰属感づくりの工夫をする。また，問題行動 

の指導に当たっては「あ・す・な・ろ」を常に意識し，きめ細やかな対処と愛情をもって指導する。 

「あ」：諦めず 「す」：素早く，見逃さず 「な」：流されず 「ろ」：論理的に 

   ③ 職場体験学習等の体験的学習を組織的・系統的に行うとともに，大人の生き方に接する中で「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。 

 

(6) 保護者や地域社会と連携し，いじめ防止に努める。 

   ① 保護者会，地域懇談会等で学校の取り組みを説明し，保護者や地域の理解のもと，いじめ防止に 

全教職員が協働を意識し，組織を生かしていじめ防止に取り組む
学校 

 



努める。同時に，学校便りやホームページを活用し，広く地域社会にいじめ防止の取組への理解啓 

発を図る。 

 

(7) 教職員，生徒，保護者等により，いじめに関する学校評価を実施し，取組の分析と今後の指導改善 

に生かす。 

 

２ いじめに対する措置：いじめ発生時 

 

(1)  措置の基本 

    ①  指導の手順 

 

 

 

②  組織的に対応する 

③  関係機関と連携する。 

 

(2)  具体的な対応 

①  生徒宅の家庭訪問等を行い，生徒が安心感をもてるように対応する。 

② 市教育委員会に事実関係の報告を行う。 

③ 生徒や保護者アンケートから，いじめと確認され場合，いじめ対策委員で生徒指導主事を中心と 

した特別委員会を設置し，生徒から個別の聞き取りを行うとともに，早急な対応を図る。 

④ 人権に配慮しながら事実関係を的確に把握し，親身な指導，受容的姿勢で支えることを実践する 

とともに，その記録を正確に残す。 

⑤ 保護者に対して，事実について説明するとともに，今後二度と起こらないようにするための体制 

について説明する。 

⑥ いじめられた生徒を守るために，全職員に事実関係を報告し，全教員でチームを構築し，必要に 

応じて送迎を実施するなど，解決に向けた支援を徹底する。 

⑦ 養護教諭，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，自信や所属 

感を持たせる場の設定に配慮する。 

⑧ 緊急避難として欠席した場合は，学習の場を保障するためのプログラムを作成する。 

 

(3) いじめた生徒への対応 

   ① 事実確認を行い，いじめを許さない毅然とした指導，また継続的な指導を実施する。また，相手 

の思いや自己の行為を振り返らせ，二度といじめを起こさせない環境を構築する。 

② いじめに至った原因や背景を確認し，立ち直りの支援プログラムを作成する。 

③ 家庭に連絡し，指導の経過を報告するとともに，家庭での状況を確認し今後の指導に生かす。 

 

(4) 学校としての取組 

   ① いじめがあった事実を正面から受け止め，学級環境の改善策を協議し，豊かで温かな人間関係を 

育むための指導方法の改善を図る。 

② 学級活動（指導的場面）の見直しや授業改善を図りながら，生徒が充実した学校生活を送れるよ 

う環境の改善を図る。 

ア  迅速かつ徹底した事実確認                イ  双方の保護者への説明と謝罪 

ウ  被害者への励ましと安全保障                  エ  加害者への指導 



   ③ 学校公開の実施，各種意見交換会を実施し，保護者や地域と課題を共有し，三位一体となったネ 

ットワークを活用しながらいじめのない学校づくりに取り組む。 

  ④ アンケートを実施し，気になる生徒には随時面談を行い早期発見を図る。 

 

３ いじめに対する措置：重大事態発生時 

 

(1) 「重大事態の定義」 

法第 28条第 1項においては，いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児 

童等の生命，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」（同項第 1号。以下「生 

命心身財産重大事態」という。），「いじめにより当該学校に在籍する児童等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（同項第 2 号。以下「不登校 重大事態」 

という。）とされている。改めて，重大事態は，事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を 

開始するのではなく，「疑い」が生じた段階で調査を開始する。 

 

(2) 重大事態の報告 

① 重大事態が発生した場合，教育委員会に速やかに報告する。 

 

(3) 重大事態の調査 

① 重大事態が生じた際，医師・スクールカウンセラー及び法的機関等の専門的知識を有するものの 

ほか，第三者からなる組織を設け調査する。 

② 重大事態が発生したことを受け，全校生徒及び保護者に対しアンケート等を行うとともに事実 

関係の把握に努め，調査委員会に速やかに提出する。その際，被害生徒の学校復帰に支障が生じな 

いよう配慮する。 

③ いじめを受けた生徒及びその保護者に対しては，学校としての説明責任を十分に果たす。その際， 

個人情報の保護に関する法を適切に踏まえる。 

 

４ 『「いじめ防止等のための基本的な方針」の改訂について』を受けての共通認識事項 

 

(1) いじめ認知について 

    けんかやふざけ合いであっても，見えない所で被害が発生している場合もあるため，背景にある事 

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) いじめへの対応 

いじめが解消している状態とは，少なくとも２つの要件を満たしているものとする。 

  ①  【いじめに係わる行為が止んでいること】 

      被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる行為 

も含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続している。この相当の期間とは，少なくとも３か月 

を目安とする。 

  ②  【被害者が心身の苦痛を感じていないこと】 

      いじめが解消しているか判断する時点において，被害者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。被害者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。 



Ⅳ いじめ防止体制：未然防止時 

 

Ⅴ いじめ防止体制：いじめ発生時 

 速やかな報告体制 

 
 
※ 構成委員 

校長，教頭，教務主任，学年主任 

生徒指導主事，養護教諭，ＳＣ 

（他に 医師等） 

いじめ防止対策委員会 
 
 
※ 日常，計画的な指導 

※ 生活アンケート実施と分析 

 いじめの実態把握，早期発見 

各学年・各学級 連
絡
・
報
告
・
支
援 

情報収集・情報提供 情報収集・情報提供 

各担任 各学年 生徒 保護者 地域 関係機関（市教委，市こども課，警察） 

 
いじめの発見 

いじめ防止対策委員会の発動 

関係諸機関と連携 

（情報提供） 

神栖市教委へ 

（連絡・報告） 

 
事実確認調査・情報収集・情報提供 

※ 誰が，どのように対応するのか確認のもと，迅速な対応を 

  ○情報収集 ○窓口の一本化による情報の集約 ○さらなる防止策  

いじめ防止対策委員会 

・身柄の安全確保 

・安心して事実を伝えて 

・何があってもあなたを守る 

いじめを受けた生徒・保護者 

『非は全くない』ことを伝える 

・事実確認 

いじめは絶対に許されない行為 

いじめた側の生徒・保護者 

報告・連絡・相談 

各担任 各学年 生徒 保護者 地域 関係機関（市教委，市こども課，警察） 



Ⅵ いじめ防止体制：重大事態発生時 

○ 適切な報道等への対応（市教委との連携及び指導のもと）を行う。 

○ 当事者間はもとより，関係及び一般生徒への事後観察や支援の継続を適切に行う。 

 

 重大事態の発見 

いじめ防止対策委員会の発動 

関係諸機関と連携 

（情報提供） 

神栖市教委へ 

（連絡・報告） 

 
 

いじめ防止対策委員会 

いじめを受けた生徒・保護者 

『非は全くない』ことを伝える 

事実確認調査・情報収集・情報提供 

※ 誰が，どのように対応するのか確認のもと，迅速な対応を 

  ○情報収集 ○窓口の一本化による情報の集約 ○さらなる防止策 

～構成委員～ 

校長，教頭，教務主任，生徒指導主事，学年主任，担任 

養護教諭，スクールカウンセラー，医師，警察，教育委員会等 

～校内サポートチーム～ 

校長，教頭，生徒指導主事，養護教諭，副担任 

ＰＴＡ本部役員 

いじめた側の生徒・保護者 

関係生徒への 

  指導・援助 

 

保護者・地域への啓発活動 

○身柄の安全確保 

○安心して状況説明 

○絶対に守ることを約束 

○学習環境の確保 

事実確認 

 

◎いじめは絶対に許されない 

（出席停止も視野） 

情報の共有・対策の検討 

各担任 各学年 生徒 保護者 地域 関係機関（市教委，市こども課，警察） 



Ⅶ いじめアンケート等の実施計画 

  

学校生活アンケート・・・学期に 1度（年 3回実施） 

  

いじめアンケート・・・・2ヶ月に 1度（年 6回実施） 

 

 

 

付記 

平成 27年 4月 1日 改訂     

平成 29年 4月 1日 改訂     

平成 29年 9月 1日 改訂 

平成 30年 4月 1日 改訂 

平成 31年 4月 1日 改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


