
平成３０年１１月 改訂

軽野東小学校いじめ防止基本方針
神栖市立軽野東小学校

はじめに
いじめが，いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し，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，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれが
あるものであることに鑑み，児童等の尊厳を保持するため，いじめの防止等のための対策に関し，基
本理念を定め，国及び地方公共団体等の責務を明らかにし，いじめの防止等のための対策に関する基
本的な方針の策定について定めるとともに，いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める
ことにより，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし，平成２５
年９月，いじめ防止対策推進法が施行された。
軽野東小学校いじめ防止基本方針は，本校の実情に応じ，本校におけるいじめの防止等のための対

策に関する基本的な方針を定めるものである。

１ いじめの定義（「いじめ防止対策推進法」第二条より）
「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」とする。
（解釈１） 「一定の人的関係にある他の児童等」とは，同じ学校・学級や部活動の者，当該児童等が関わってい

る仲間や集団（グループ） など，当該児童等と何らかの人的関係のある者を指す。

（解釈２） 「心理的な影響」とは，心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものもや，直接的にかかわらないも

のの，「仲間はずれ」や「集団による無視」をすることなどを意味する。

（解釈３） 「物理的な影響」とは，身体的な苦痛のほか，金品をたかられたり，隠されたりすることなどを意味

する。

２ いじめの主な態様
・冷やかされたり，からかわれたりする。悪口や脅し文句，いやなことを言われる。
・仲間はずれ，集団による無視をされる。
・ひどく（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。
・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，誹謗中傷やいやなことをされる。

３ いじめに対する基本認識
「いじめは，人として決して許されない行為である。」しかし，「どの学校にも，どの学級にも，

どの児童にも起こり得る。」という認識をもつ。
○ 学校，学級内にいじめを許さない雰囲気を作る。
○ 児童，教職員の人権感覚を高める。
○ 児童と児童，児童と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築く。
○ いじめを早期に発見し，適切な指導を行い，いじめ問題を早期に解決する。
○ いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深める。

４ めざす学校像
○ 温かさにあふれ安心して生活し，個性を伸ばせる学校
○ 職員と家庭が仲良く，子どもの成長を喜び合う学校
○ 児童・保護者・職員・地域が信頼し，誇りに思える学校

５ めざす児童像
○ 自ら学び，考える子
○ すなおな心をもち，進んであいさつのできる子
○ 運動を楽しみ，規律を守る元気な子

６ めざす教師像
○ 人間性豊かな教師
○ 活力に満ちた教師
○ 指導力のある教師
○ 子どもの気持ちを理解できる教師
○ 明るく積極的な教師



７ 校内組織
・校務分掌に「いじめ防止対策委員会」を位置付ける。構成は，校長，教頭，教務主任，生徒指
導主事，特別支援教育コーディネーター，養護教諭とする。

・役割として，本校におけるいじめ防止等の取組に関することや，相談内容の把握，児童，保護
者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。

・いじめの相談があった場合には，当該学年主任，担任を加え，事実関係の把握，関係児童・保
護者への対応等について協議して行う。なお，いじめに関する情報については，児童の個人情
報の取り扱いを考慮しながら，本校の教員が共有するようにする。

８ 未然防止
学校は，児童一人一人がのびやかに成長発達できる環境をつくり，人権尊重の精神に基づく教育

活動を展開すると共に，児童の主体的ないじめ防止活動を推進する。
(1) 児童の取組
・生活委員会を中心に，児童が主体となったルールを作成し，いじめの防止に努める。
・児童集会や児童フォーラム・キャンペーン等を実施し，児童の手によるいじめの防止の取組や
望ましい集団づくりの活動を実践する。

(2) 学校の取組
ア 児童に対して
・教育活動全体をとおして，児童がいじめ問題を自分のこととして考え，自ら解決していく力を
発揮できる集団づくりに努める。
・わかる授業を行い，児童に基礎・基本の定着を図ると共に，学習に対する達成感・成就感を
育てる。

・道徳・特別活動をとおして規範意識や集団の在り方等についての学習を深める。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童がもつよう様々な活動の中で指導する。
・いじめに限らず，困った事や悩んでいることがあれば，誰にでも相談できることや相談する
ことの大切さを児童に伝えていく。

・「いじめ」を見たら，先生方や友達に知らせたり，やめさせたりすることの大切さを指導する。
その際，知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。

・見て見ぬふりをすることや傍観者も「いじめ」をしていることにつながることを指導する。

イ 教員に対して
・児童一人一人が，自分の居場所を感じられるような学級経営に努め，児童との信頼関係を深
める。

・児童が自己実現を図れるように，子供が生き生きとする授業を日々行うことに努める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
・「いじめは決して許さない」という姿勢を教員がもっていることをさまざまな活動を通して児
童に示す。

・児童一人一人の変化に気付く，鋭敏な感覚をもつように努める。
・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢をもつ。
・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に，自己
の人権感覚を磨き，自己の言動を振り返るようにする。

・問題を抱え込まないで，いじめ防止対策委員会で協議する。

ウ 学校全体として
・教育活動全体を通して，「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
・「いじめ問題」に関する校内研修を行い，「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深
める。

・いつでも，誰にでも相談できる体制の充実を図る。
・児童代表委員会からの呼びかけや標語づくりなど，児童がいじめについて考える機会を作る。

(3) 保護者や地域社会との連携
・学級・学年懇談会や個人面談等で，学校でのいじめ防止の取組を説明し，保護者や地域の方
々に理解・協力いただき，いじめ防止に努める。

・児童が発する変化のサインに気付いたら，学校に相談することの大切を伝え，保護者等との
連携を図る。

・ＰＴＡ総会や学校だより，ホームページ，学校評議員会等を活用し，広く地域社会にいじめ防
止の取組を理解してもらい協力を仰ぐ。



９ 早期発見
いじめは，大人の目の届きにくいところで発生することが多く，教育活動全体の中で児童の変化

を見逃さない。学校・家庭・地域が全力で実態把握に努める。教頭を，保護者・地域よりの相談窓
口とする。
・児童の様子を担任をはじめ多くの教員で見守り，気付いたことを共有する場を設ける。
・様子に変化が感じられる児童には，教師は積極的に声かけを行い，児童に安心感をもたせる。
・いじめに関するアンケート調査を学期に１回実施し，児童の人間関係や学校生活等の悩み等の
把握に努める。

10 早期解消
いじめ問題が生じたときには，詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い，関係する児童

や保護者が納得する解消を目指す。また，いじめに関する相談を受けた教員は，管理職に報告す
ると共にいじめ防止対策委員会を通して校内で情報を共有するようにする。
・いじめを受けた児童や保護者の立場に立ち，詳細な事実確認を行う。
・いじめを行った児童には，その行為が誤ったものであることを理解させ，反省・謝罪させると共
に，いじめを行うに至った背景事情を解消する支援を行う。

・学級担任等が抱え込むことのないように，いじめ防止対策委員会を中心に学校全体で組織的に
対応する。

・必要に応じて，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を求める。
・いじめを受けた児童といじめを行った児童への教育的観点や当事者の意向に配慮し慎重に対処す
る。

・懲戒はあくまでも最後の手段として慎重に運用する。
・校長は事実に基づき，児童や保護者に説明責任を果たす。
・いじめが解消した後も，保護者と継続的な連絡を行う。

11 重大事態発生時
(1) 重大事態とは
・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障害をあった場合
・児童が金銭を奪い取られた場合
・いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間３０日に達した場合 （H30.11）

(2) 重大事態の報告
・重大事態が発生した際は，教育委員会や警察署等に迅速に報告し，協力を求める。

(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，スクールカウンセラー，スクールソーシャル
ワーカー等の専門的知識を有する者のほか，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
れることがないよう配慮する。

・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こと。

12 評価
・学校評価においては，年度毎の取組について，児童，保護者からのアンケート調査，教職員の
評価を行い，その結果を公表し，次年度の取組の改善に生かす。

13 いじめ問題等相談窓口
(1) 軽野東小学校

住所：〒３１４－０１１６ 神栖市奥野谷５７４６番地２
電話：０２９９-９６-１４０２ e-mail：higashi@sopia.or.jp

(2) 茨城県いじめ解消サポートセンター
住所：〒３１１－１５１７ 鉾田市鉾田１３６７－３ 鹿行教育事務所内
電話：０２９１－３３－６３１７ e-mail：rokkouijimekaisho@edu.pref.ibaraki.jp

■受付時間…月曜・水曜 ９時～16時30分，火曜・木曜・金曜 ９時～18時30分

(3) 神栖市教育に関する悩みの相談室
電話 ０２９９－７７－７５４４

■相談概要 ・相 談 日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除きます）
・相談時間 午前９時～午後４時まで
・相 談 員 教育相談員



○ いじめ防止体制（平常時）

いじめ防止委員会 連絡・報告 各学年・学級
（校長，教頭，教務主任，生徒指導主事，特 ・計画的な指導の実施
別支援教育コーディネーター，養護教諭） 支援 ・いじめの実態把握・早期発見

情報収集・情報提供 情報収集・情報提供

担任 学年主任 児童 保護者 地域

○ いじめ防止体制（いじめ発生時）

いじめの発見

いじめ防止委員会（構成員 上記＋学年主任，担任）
事実確認・情報収集・情報提供→情報の集約，窓口の一本化，感染の防止策検討

○「誰がどう動くか」の決定・確認，全職員が迅速に

（いじめらたて児童・保護者） （いじめた児童・保護者）
身柄の確保，絶対に守る，正直に告白 事実確認，いじめは絶対に許されない

報告･連絡・相談・確認

担任 学年主任 児童 保護者 地域 関係機関

◎ 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）

○ いじめ防止体制（重大事態発生時）

関係諸機関と連携 重大事態の発見 市教育委員会へ速報

いじめ防止委員会（構成員 上記＋学年主任，担任＋警察，教育委員会）
事実確認・情報収集・情報提供・説明責任→情報の集約，窓口の一本化，感染の防止策検討

○「誰がどう動くか」の決定・確認，全職員が迅速に

（いじめられた児童・保護者） （いじめた児童・保護者）
身柄の確保，絶対に守る，正直に告白 事実確認，いじめは絶対に許されない
学習環境の確保（担任） (出席停止も視野に）

その他の児童への指導･援助，保護者・地域への啓発

情報共有，対策検討

担任 学年主任 児童 保護者 地域 関係機関

◎ 報道等への対応（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）



いじめ防止年間計画
神栖市立軽野東小学校

○ 通年で行う内容

・児童の達成感・成就感がもてる授業，子供たちがいきいきと活動する授業の展開

・自ら課題を解決していく力のい育成

・道徳，学級活動における規範意識の高揚やよりよい集団づくり

・相談体制の確立

・いじめを知らせる，やめさせる，観衆や傍観者にならない指導の徹底

・集団の中での居場所づくり

・児童一人一人の変化に気づく児童理解と児童と職員との信頼関係づくり

・気になる児童へは早めに、ケース会議を開催し，支援方法・支援機関・支援者などにより具体的

に検討

・毎月の職員会議時に気になる児童の情報交換，支援方法の検討

・毎週の職員集会時に継続指導児童の情報交換，情報共有

○ 月ごとの内容

◎ 軽野東小学校いじめ防止基本方針

○ 年度当初に全児童を職員が共通理解

４ 月 ・「いじめは決して許されない」という認識

・いじめを見たら，知らせる・やめさせること

・観衆や傍観者もいじめをしていること

・悩み事は何でも相談すること

５ 月 ・集団づくり（構成的グループエンカウンター，ソーシャルスキルトレーニング等）

６ 月 ・学校生活アンケート（いじめ）の実施，集計

・アンケート結果の情報共有 ・教育相談の実施 ・マナーキャンペーン

７ 月 ・生活アンケートの実施，集計 ・アンケート結果の情報共有

９ 月 ・教育相談の実施（保護者との個別面談までに）

１０ 月 ・学校生活アンケート（いじめ）の実施，集計 ・アンケート結果の情報共有

・保護者との個別面談の実施，情報共有

１１ 月 ・マナーキャンペーン

１２ 月 ・生活アンケートの実施，集計 ・アンケート結果の情報共有

１ 月 ・教育相談の実施

２ 月 ・学校生活アンケート（いじめ）の実施，集計 ・アンケート結果の情報共有

３ 月 ・１年間のまとめ ・方針や計画の見直し


