令和２年度

いじめ防止基本方針

大網白里市立白里中学校
〒299-３2１１
大網白里市細草1385番地１
TEL 0475-77-2840
FAX 0475-77-4694

令和２年度

白里中学校いじめ防止基本方針

１ いじめの定義といじめ防止に関する基本的な考え
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、生徒等に対して、一定の人間関係にある他の生徒等が行う心や体に痛み
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、その行為の対象と
なった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
なお、起こった場所は、学校の内外を問わない。
個々のいじめが「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、い
じめられた生徒の立場に立って行うものとする。
【教職員が持つべきいじめ問題についての基本的な認識】
・いじめとはどの子供にも、どの学校にも起こり得るものである。
・いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
・いじめは大人に気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
・いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
・いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
・いじめは教職員の生徒感や指導のあり方が問われている問題である。
・いじめは家庭教育のあり方に大きな関わりを持っている。
・いじめは学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、
一体となって取り組むべき問題である。
(2)いじめ防止に関する基本的な考え
全校の生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじ
め防止基本方針」を策定した。いじめは全ての生徒等に関係する問題であり、生徒が安心し
て学習、その他の活動が行えるよう学校の内外を問わず、いじめ防止に取り組んでいかなけ
ればならない。
いじめは、「どの学校・どの学級でも起こりうるものである。そして、係わり合う形に違
いこそあれ、全ての生徒が係わる問題である」という基本認識に立ち、保護者・地域・専門
機関と連携していじめ防止に取り組んでいく。
２ いじめ防止に関する措置
(1)いじめ（インターネットを通じて行われるものを含む）を許さない雰囲気作り
①全校集会などで校長および教職員が日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間
として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
②「学校いじめ防止基本方針」をホームページへ掲載するほか、様々な機会を活用し保護者
や生徒等に周知する。
③「考え、議論する」ことを意識した道徳活動の充実や人権教育の充実、読書活動・体験活
動などの推進等に計画的に取り組む。
④けんかやふざけ合い、暴力行為等についても、背景にある事情の調査を行い、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。
⑤過度の競争意識や勝利至上主義等により、生徒等のストレスを高め、いじめを誘発するこ
とがないよう、注意を払う。
⑥教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合は、一人で抱え込むことなく組織的な対
応につなげ、事実関係の把握・いじめであるか否かの判断等、速やかに組織的に対応する。
⑦いじめが「解消している」（国の基本方針の「いじめ解消」の定義による）状態に至った
場合でも、当該生徒等について、一定期間継続して注意深く見守っていく。
⑧学校評価にいじめ防止に関する取り組みについての評価項目を設定するとともに、評価結
果を踏まえＰＤＣＡサイクルに基づき、取り組みの改善を図る。
(２)生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開
①一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを進める、「自己存在感」を持たせる場面
や「自己決定」の場面を与えるなどの取り組みにより自己有用感を高める。
②教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり他の生徒によるいじめを助長したりす
ることのないよう指導のあり方に細心の注意を払う。
③学校の教育活動全体を通じて道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進
等に計画的に取り組む。
④生徒が自己有用感を高められる場面や、困難や状況を乗り越えるような体験の機会を積極
的に設ける。
⑤いじめの問題に生徒自らが主体的に参加する取り組みを推進する。
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(３)地域や家庭との連携
①社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すため、いじめに対する学校の取り組みを積
極的に周知し、学校関係者と地域・家庭と連携を図る。
（登下校時の見守り活動等の実施）
②ＰＴＡの会議や保護者会等において、いじめの実態や基本方針などの情報を提供し、意見
交換する場面を設ける。また、いじめの持つ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理
解してもらうために、家庭教育学級や学校・学年便りでの広報活動を積極的に行う。
③家庭訪問（加害・被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応）等によって、迅速
に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。
④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、いじめに関する情報を適切に
提供する。
⑤いじめ防止等に向けた取り組みについて、学校評価を用いる方法で検証し、その結果を教
育委員会及び保護者・地域に報告する。
(４)関係機関との連携
警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、平素から、教育委員会や関係機関と連携
を図る。
３ いじめの早期発見のための措置
(1)いじめの早期発見につながる体制づくり（積極的ないじめの認知）
①いじめを早期に発見するために、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に
取り組むとともに、生徒および保護者、教職員がいじめに関する相談を適宜行うことがで
きる体制を整備する。
②日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃
さないようにアンテナを高く保つ。
③休み時間・放課後の生徒との雑談や日記・生活ノートを活用し、交友関係や悩みを把握す
る。
④保健室を利用する生徒との雑談の中で、その様子に目を配るとともにいつもと何か違うと
感じたときは、機会をとらえ悩みを聞く。
⑤保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知する。
⑥休み時間や昼休みの校内巡視や放課後の校内巡回等において、生徒が生活する場の異常の
有無を確認する。
⑦個人面談や家庭訪問の機会を活用して、少なくとも学期に１度は教育相談を計画的に行う。
⑧いじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保証するとともに、学校内だけでなく各種
団体や専門家と協力して、解決にあたる。
(2)いじめ相談窓口の設置
①学校におけるいじめ相談・通報窓口を明示し、生徒の悩みを積極的に受け止める体制づく
りをする。（教育相談担当教諭・養護教諭）
②学校以外のいじめ相談・通報窓口を明示する。
千葉県子どもと親のサポートセンター電話相談窓口
フリーダイヤル０１２０－４１５－４４６（県内のみ）いじめの相談は２４時間対応
③い じめ ０宣 言 で全校 生 徒で 「話す 勇 気」、い じめ られ てい るこ とを 「 恥ずか し い」「み じ
め」であると考えないこと、相談・通報は適切な行為、「ちくり」と揶揄される行為では
ないことを確認する。
(3)いじめの態様
いじめの態様について、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、
いじめられている生徒を守り通すという観点から、毅然とした対応をとることが必要である。
①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。→脅迫・名誉毀損・侮辱
②仲間はずれ、集団による無視→刑罰法規には触れないが毅然とした対応が必要
③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→暴行
④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする→暴行・傷害
⑤金品をたかられる→恐喝
⑥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→窃盗・器物破損
⑦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
→強要・強制わいせつ
⑧スマホ等でＳＮＳ等に、誹謗中傷を書き込まれる。→名誉毀損・侮辱
※消去されたものであってもいじめとして調査対象となる。
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４ いじめに対する措置
(1)本人や保護者からの訴えがあったとき
全力で守る教職員の姿勢を伝える。守る手立てを考える。保健室や相談室での一時的に危
険を回避する時間や場所を提供し、担任やカウンセラーを中心に本人の心のケアに努めると
ともに具体的に心身の安全を保証する。また、疑いを持つことなく傾聴する。
(2)周囲の生徒からの訴えがあったとき
いじめを訴えたことにより、その子どもへのいじめが新たに発生することを防ぐために、
他の生徒から目の届かない場所や時間を確保し、訴えを真摯に受け止める。「よく言ってく
れたね」とその勇気ある行動を称え、情報の発信元は絶対に明かさないことを伝え安心感を
与える。
(3)いじめ対応の基本的な流れ
いじめ情報のキャッチ

○「いじめ対策委員会」を招集する。
○見守る体制整備。 登下校･休み時間･清掃時･放課後

正確な事実把握

指導体制･方針決定

・当事者双方、周囲
の生徒から聞き取
り記録する。
・個々に聞き取りを
行う。
・関係職員と情報の
共有をし正確に事
実を把握する。
・一つの事象にとら
われず、いじめの
全体像を把握する。

・指導のねらいを明らか
にする。
・すべての教職員の共通
理解を図る。
・対応する教職員の役割
分担を考える。
・教育委員会、関係機関
との連携を図る。

生徒指導・支援
・いじめられた生徒を保護し、
心配や不安を取り除く。
・いじめた生徒に、相手の苦
しみや痛みに思いを寄せる
指 導 を 十 分 行 う 中 で 、「 い じ
めは決して許さない行為で
ある」という人権意識を持
たせる。

保護者との連携
・直接会って具体的な対策を
話す。
・協力を求め今後の学校との
連携方法を話し合う。

今後の対応
・継続的に指
導や支援を
行う。
・カウンセラ
ー等の活用
も含め心の
ケアにあた
る。
・心の教育の
充実を図り
誰もが大切
にされる学
級経営を行
う。

(４)ネット上のいじめ対応
パソコンや携帯電話、スマートフォンを利用して、特定の子どもの悪口や誹謗中傷をイン
ターネット上のＷｅｂサイトの掲示板などに書き込んだり、メールを送ったりするなどの方
法でいじめを行うもの。
【保護者会で伝えたいこと】
①子どものパソコンや携帯電話を第一義的に管理するのは家庭であり、フィルタリングだけ
でなく、家庭において子どもたちを危険から守るためのルール作りを行うこと、特に携帯
電話を持たせる必要性について検討すること。
②インターネットへのアクセスは、「トラブルの入り口に立っている」という認識や、しら
ぬ間に利用者の個人情報が流出するといったスマートフォン特有の新たなトラブルが起こ
っているという認識をもつこと。
③「ネット上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に子どもたちに深刻な影響を与えること
を認識すること。
④家庭では、メールを見たときの表情など、トラブルに巻き込まれた子どもが見せる小さな
変化に気づけば躊躇なく問いかけ、即座に学校へ相談すること。
【情報モラルに関する生徒への指導】
インターネットの特殊性を踏まえて
①発信した情報は多くの人にすぐにひろまること。
②匿名でも書き込みをした人は特定できること。
③違法行為や有害情報が含まれていること。
④書き込みが原因で、思わぬトラブルを招き、被害者の自殺だけでなく傷害などの別の犯罪
につながる可能性があること。
⑤一度流出した情報は、簡単には回収できないこと。
５

重大事態への対処（生命又は身体の安全が脅かされるような重大な事案が発生した場合）
☆速やかに教育委員会や警察等の関係機関に報告する。教育委員会の支援のもと、管理職が中
心となって学校全体で組織的に対法し迅速に事案の解決にあたる。
☆事案によっては、学年及び学校のすべての保護者に説明する必要の是非を判断し、必要があ
れば当事者の同意を得た上で、説明文書の配布や緊急保護者会の開催を実施する。
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(1)教育委員会への報告と調査組織の設置
学校は重大事態の発生を教育委員会に報告する。学校の報告を受け、教育委員会が重大事
態の調査の主体を判断し、学校に指導・助言を行う。学校は、以下の対応をする。
①学校の下に、重大事態の調査組織を設置する。
②調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。
③いじめを受けた生徒及びその保護者に対して徹底して守り抜くことを伝えるとともに、情
報を適切に提供する。
④調査結果を教育委員会に報告する。その後、教育委員会から市長に報告する。必要に応じ
て県教育委員会に対し、重大事態の対処について相談を行い、支援を依頼する。
⑤調査結果を踏まえ、初動的及び継続的に必要な措置を行う。
(2)事実関係の調査
学校は、以下の重大事態に対し、及び同種の事態の発生防止のため、速やかに学校の下に
組織を設け、質問票の使用等により重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を行
うものとする。
①いじめにより生徒の生命、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。
②いじめにより生徒が相当の期間、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。（年間３０日を目安。一定期間連続して欠席している場合などは、迅速に着
手）
③生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
(3)情報提供
学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係わるいじめを受けた生徒及
びその保護者に対し、当該調査に係わる重大事態の事実関係等、その他の必要な情報を適切
に提供するものとする。
(4)市長への報告
学校は、大網白里市教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、大網白里市長に報告
する。
６

いじめ防止対策推進年間計画
①いじめ０宣言（４月生徒集会）
②職員研修（４月）
③道徳教育、特別活動、教科指導（各学年の年間指導計画による）
④教育相談（学期に１回・年３回）
⑤ネットいじめ防止対策（７月）
⑥命を大切にするキャンペーン（教育相談週間に合わせて特活で行う）県実践例参照
⑦人権集会（１２月）
⑧生徒・保護者啓発集会（生徒集会、家庭教育学級等で随時行う）
⑨アンケート調査（月１回・教育相談と重なる月は実施しない）
⑩学校評価・公表（１２月・１月）

７

いじめ防止等の対策のための組織（学校いじめ対策組織）
○学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等、組織的な対応を行うため、中核となる常
設の組織を置く。
○いじめに関する様々な兆候や懸念、生徒からの訴えについて、必要に応じてスクールカウ
ンセラー・児童相談所・福祉事務所・警察等外部専門機関と連携して問題解決にあたる。
大網白里市
市 長
〈調査班〉

大網白里市
教育委員会
いじめ発生

学年主任･生徒指導
養護教諭等

緊急の対応会議
〈対応班〉
学年主任･担任
部活顧問･学年職員

学
校
いじめ対策委員会
校長
教頭
生徒指導主事
（いじめ防止担当）
教育相談担当
道徳教育推進教師
養護教諭
学年主任
（スクールカウンセラー）
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連携機関
スクールカウンセラー

児童相談所
福祉事務所
保護者代表
警察等

８

いじめが起こった場合の組織的対応のマニュアル
☆方針決定までは、即日対応する。
日常の観察･アンケート･教育相談･周囲の生徒からの情報
発
見

情報を得た教職員
担任･学年主任等

情 報
収集

生徒指導担当

教頭

いじめ対策委員会(緊急の対応会議)
事
実
確
認

報告・共通理解
職
員 報告
会
議 共 通
理解

方
針
決
定

招集・指揮

保護者

適宜連絡

調査方針・分担決定
調査班編成
事案の情況によりメンバーの決定
報告･事案関係の把握

校長

市
教
報告
育
支援 委
員
会

報告
支援

県教育委員会
・学校支援チーム
・教育相談窓口

指導方針の決定、指導体制の編成
対応班編成
事案の情況によりメンバーの決定

対
応

対応班によるいじめ解消に向けた指導

連絡・相談

解
解
消
経
過
観
察

暴力･恐喝等

消

継続指導･経過観察
再発防止･未然防止活動
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学校だけで解決が
困難な事例
・警察
・関係機関等

