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令和３年度 いじめ防止基本方針

日立市立大みか小学校

○はじめに

いじめは，すべての子どもに関わる問題です。すべての子どもたちが，安心して生活し，学びあい，

様々な体験を通して，心豊かに健やかに成長できる環境を守るため，いじめの防止等のための対策を進

めていかなければなりません。

（日立市いじめ防止基本方針 平成３０年５月改訂）

いじめ防止対策推進法の定めるところにより，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

するため，「日立市いじめ防止基本方針」を受け，「大みか小学校いじめ防止基本方針」を策定し, いじめ

の防止等に向けた取組の更なる充実を図る。

すべての子どもを，被害者にも，加害者にも，傍観者にもさせないために，子どもたちの規範意識を育

て，豊かな人間関係や人を思いやる心を育み，いじめを生まない環境をつくるという強い決意の下，学校，

家庭，地域，関係機関が協力・連携して継続的に取り組んでいく。

Ⅰ 基本的な考え
１ いじめの定義・考え方

いじめは，どの学校でも，どの学級でも，どの子どもでも，また，学校に限らずどこにおいても起こ

る可能性があります。

いじめに当たるかの判断は，その状況をよく確認し，いじめの対象になった子どもが心身の苦痛を感

じているものをいじめと捉えます。

いじめの態様は，暴力を伴うものや，仲間はずれ，無視，悪口など様々です。けんかやふざけ合いで

あっても，見えないところでいじめ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，いじ

めに該当するかどうかを判断する必要があります。

また，近年は，インターネットや携帯電話等の普及に伴い，いじめの構造が複雑化し，見えにくくな

る傾向にあります。そのことが解決困難な状況を生み出しています。

（日立市いじめ防止基本方針 平成３０年５月改訂）

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」（いじめ防止

対策推進法 第２条第１項）をいう。なお，いじめの発生場所は，学校の内外を問わないとされている。

また,文部科学省から出された「いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に

向けた取組について（通知）平成２８年３月）では,「いじめ防止対策推進法に規定するいじめの定義を正

確に解釈して認知を行えば，社会通念上のいじめとはかい離した行為『ごく初期段階のいじめ』『好意から

行ったが意図せず相手を傷つけた場合』等もいじめとして認知することとなる。」としている。

日立市いじめ防止基本方針・平成３０年５月改訂にも，「けんかやふざけ合いであっても，見えないと

ころでいじめ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，いじめに該当するかどうか

を判断する必要がある。」としている。

これらのことから,これまで軽視しがちであった,好意から行ったが意図せず相手を傷つけた場合やけん

かについてもいじめと同様の対応を要すると判断する。

２ いじめ防止などの対策に関する基本方針
基本理念として，次の３点を示す。

・豊かな心の育成（いじめの未然防止）

・いじめについての理解・啓発

・早期発見・早期対応
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Ⅱ いじめ防止に向けた取組
１ 学校いじめ防止基本方針の策定
国の基本方針，県の基本方針，市の基本方針を参酌し，いじめの防止等の取組についての基本的な方向，

取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として策定し，保護者，地域に発信する。

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，複数の教職員，スクールカウンセラーや教育相談員

など，心理や福祉等の専門的知識を有する者，学校医やその他の関係者により構成される組織を設置する。

２ 「いじめ防止等の対策のための組織」の設置（いじめ対策委員会）
本校において，いじめ防止等に関する対応を効果的に行うため，「生徒指導委員会」を活用し，校長，

教頭，教務主任，生徒指導主事，関係の学年主任，担任，養護教諭，特別支援教育コーディネーター，

教育相談員，スクールカウンセラー等により「いじめ防止等の対策のための組織」を設置する。この組

織を本校では,「いじめ対策委員会」とする。

３ いじめの未然防止（豊かな心の育成）
いじめ問題においては，いじめが起こる前に防止することが重要である。そのためには，児童の豊か

な心を育成し，心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめ防止に資することから，道徳教育や

体験活動などを通して社会性を育むことが重要になる。

（１） 道徳教育・人権教育を通して
道徳的判断力の低さや規範意識の低さなどから起こる「いじめ」に対して，道徳教育が大きな力を

発揮する。特に，道徳の授業では，個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てたり，

心の教育を通してかけがえのない生命，やさしさ，生きることの素晴らしさや喜びなど道徳的な価値

観を育てることができる。この道徳的な価値観がいじめ防止につながると考えられる。そのため，学

級の児童の実態にあわせ，資料を選び道徳の授業を進めていく。さらに道徳教育においては,児童がい

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,授業の充実を図っていく。

また，いじめは，「相手の人権を踏みにじる行為であり，決して許されるものではない。」ことを児

童に理解させることも大切である。いじめは，人権意識の希薄さから生じるところが多く，人権教育

の充実，生命尊重の意識がいじめ防止につながることが多い。そのため，人権について知り，人権意

識を高める指導を充実させる。

（２） 授業，学級活動及びホームルーム活動を通して
授業，学級活動，朝の会，帰りの会においては，児童が自らの行動を自分で選択し，相手との関わ

りの中で行動する活動を通して，自己指導能力（そのとき，その場でどのような行動が適切か自分で

考えて，決めて，実行する能力）を高め，いじめに向かわない態度，能力を育成する。また，児童が

協力して行う活動を計画的に取り入れることによって，いじめのおこりにくい学級の環境をつくりだ

す。

（３） 児童会活動，学校行事を通して
いじめに向かわない児童を育成するため，児童会活動，学年行事，学校行事の中で，全ての児童が

活躍できる場面や役割を設定し，自己有用感（自分は認められている，自分は大切にされている，自

分はみんなの役立っているといった思い）を高める。また，児童の体験活動を通して，規範意識も向

上させる。

４ いじめについての理解・啓発
いじめは，命や心身に重大な危険を生じさせるおそれがあることを十分に認識し，いつ，いかなる時

でも，ささいなことからはじまることを，子どもたちや周りの大人たちも理解する必要がある。

いじめに当たるかどうかの判断は，被害者の立場でよく考えることが重要であり，日頃からいじめに

ついての理解・啓発に取り組む。
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（１） 学級活動及びホームルーム活動を通して
学級活動，朝の会，帰りの会等を通して，いじめは，被害者や周りの子どもたちの心身に苦痛を与

えるばかりではなく，加害者の心にも深い傷を残すものであるため，いじめを防止することの重要性

を理解し，自らの問題として捉える力の育成に努める。

（２） 児童会活動，学校行事を通して
児童会活動，学年行事，学校行事等を通しても，いじめについての理解･啓発を行い，心の通う対人

交流の能力の素地の育成に努める。

５ いじめの早期発見
教職員は，いじめがどの児童にも，どの学校においても起こりうるという共通認識をもち，全ての教育

活動を通じて児童の観察等をすることで，児童の変化を敏感に察知し，いじめを受けているという兆候を

見逃さないようにする。

また，いじめは，早期に発見することが，早期の解決につながる。このことから，ささいな兆候であっ

てもいじめではないかと疑われる場合，早い段階から当該児童に個別に声掛けや相談等の関わりをもち，

的確に状況の把握を行う。また，児童たちに関わるすべての教職員の間で情報を共有し，保護者とも連携

して情報を収集する。

（１） 日常生活での観察 （児童がいるところには，教職員がいる）
休み時間や昼休み，放課後の雑談の機会に，教室等で児童たちの様子に目を配る。「児童たちがいる

ところには，教職員がいる」ことに心がける。児童たちとともに，過ごす機会を積極的に設けることは，

いじめ発見に効果があると考える。

（２） いじめ実態調査アンケート
いじめに関するアンケート調査（心の安心・安全点検表）を毎月実施し，いじめの早期発見に努める。

アンケートには，学校で起こったいじめのみでなく，学校外で起こったいじめも記入するようにする。

また，自分の身の回りで起きているいじめについても記入するようにする。

・児童対象 毎月実施

・保護者対象 年２回（８・１１月） ※個別面談等活用

（３） 教育相談（学校カウンセリング）と個別面談
いじめの問題が深刻になる前に，いじめを認知し適切な対応が取れるよう，日常の生活の中での教

職員の声かけ等，児童たちが日頃から相談できる環境をつくりだしていく。また，児童との個別面談の

際にも，児童自身だけでなく，他の児童がいじめの被害を受けていないか等を確認する。

また，心理等に関する専門的な知識をもつ教育相談員,スクールカウンセラーとの連携をし，いじめ

の早期発見や児童の心のケアを図る。

・教育相談・・・・・・・・・・・・・・随時，学級担任による聞き取り調査

・定期個別相談・・・・・・・・・・・・年２回設定（未来パスポートについての聞取含）

・教育相談の活用・・・・・・・・・・・毎週火曜日午後来校

・スクールカウンセラーの活用・・・・・年５回来校

このほか,配慮の必要な児童について,個々の特性を踏まえ,特別支援教育コーディネーター，養護教

諭及び生徒指導主事の連携を充実させ,いじめの対象につながらないよう積極的な支援といじめがあっ

た場合の早期発見，早期対応を全職員で努める。

（４） 保護者や地域の方への働きかけ
学校では，児童の状況を把握するため，日頃から保護者と密接に連絡を取り合う。いじめが起こっ

た場合，学校は，いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起

きることのないよう，いじめの事案に係る情報を互いの保護者と共有する。

また，校外における児童の状況を把握するため，日頃から民生委員・青少年相談員や地域住民と連

絡を取り合う。必要に応じて，協力を得ながら対応する。 PTAの各種会議や保護者会等において，い

じめの実態や指導方針などの情報を提供し，意見を交換する場を設ける。
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（５） 相談窓口の周知
いじめの相談については，保健室や相談室の利用（教育相談員）のほか，電話による相談窓口等，

複数の相談窓口を児童や保護者へ生徒指導便り等を通じて周知する。

・教育相談員・・・・・・・・・・・・・・・毎週火曜日午後来校

・スクールカウンセラー・・・・・・・・・・年５回来校

・いじめ相談窓口の設置・・・・・・・・・・開かれた校長室，保健室

・いじめ体罰防止サポートセンター・・・・・教育事務所

・電話による相談窓口・・・・・・・・・・・いばらきこころのホットライン

６ いじめ発生時の対応
（１） 情報提供者への配慮
情報を提供した児童が新たにいじめの対象になることも考える。そのため，情報を提供した児童に被

害が及ばないように，いじめの調査時や連絡時等に配慮する。

（２） 被害者（いじめられた児童）への対応
いじめの行為を確認した場合，いじめられている児童を守り通すことを第一とし，全職員が協力して

被害者の心のケアに努める。また，被害者の保護者に速やかに連絡を取り，状況の説明を行うとともに，

家庭での心のケアや見守りを依頼する等の対応をとる。

（３） 実態の把握
被害者，加害者及び周辺の児童から十分に話を聴き，いじめの事実を確認する。また，アンケート調

査等を実施し，速やかに実態の把握を行う。

（４） 加害者（いじめた児童）への対応
加害者に対しては，被害者の児童の心理的・肉体的な苦痛を十分理解させるとともに，自分の行為

を振り返らせ自分のあやまちに気付かせて，いじめをやめさせる。毅然とした姿勢で指導をする一方，

しっかりと寄り添い，学校生活に目標を持たせる配慮する等，いじめを繰り返さないように支援をする。

また，加害者の保護者へ速やかに連絡をとり，状況の説明を行う。

（５） 周囲の児童に対して
周囲で見ている児童（観衆や傍観者）の言動がいじめを増長してしまう場合もあるため，その集団，

学級，学年，学校の問題としてとらえる。「いじめは許されないことである」ことを確認し，周囲で見

ている児童の中からいじめを抑止する児童（仲裁者）が現れるような学級経営をおこなう。

（６） 継続した指導
和解しても，問題が解決したとは考えず，児童（被害者，加害者とも）のその後の行動や心情をき

め細やかに継続して観察し，定期的に面談を行い不安や悩みの解消に努める。その後の経過の説明等

を保護者に十分に行い，児童の様子についても情報提供をし，家庭での様子等についての情報を得る

ようにする。

（７） いじめの「解消」の要件
いじめに係わる行為が少なくとも３ヶ月を目安として止んでいること，かつ被害者が心身の苦痛を

感じていないことの２つの要件が満たされている場合に，いじめの「解消」と判断する。なお，解消

の判断は，「いじめ対策委員会」及び全職員で判断し，情報共有する。また，解消の後も全校職員での

見守りを継続させ，再発を防ぐ。

７ インターネットを通じて行われるいじめへの対応
インターネット上のいじめとは, パソコンやスマートフォンなどを利用して，特定の子どもの悪口や

誹謗・中傷等をインターネット上のSNSなどに書き込んだり，メールを送ったりするなどの方法により，

いじめをおこなうものである。このように児童がインターネット上に不適切な書き込み等を行った場合，

被害の拡大を避けるため，削除させる等の指導を行い，削除ができない場合には，運営サイトに削除を

求めるなどの措置を速やかに講じる。
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（１） 未然防止のために
インターネット上で情報が拡散すると完全な消去が困難であることから，児童のインターネットの

使用について自ら正しく判断し適切に活用できるよう，発達段階に応じた情報モラル教育を積極的に

推進する。また，学校だけでは限界があるため，地域や家庭と密接に連携をとる。さらに，児童のパ

ソコン・スマートフォン等を管理するのは，家庭であり，フィルタリングだけでなく，家庭において

児童を危険から守るためのルールづくりを行うことについての啓発や以下の学習会，研修会を行う。

・児童対象情報モラル学習会・・・・・・・・・年１回

・保護者対象情報モラル研修会・・・・・・・・年１回（児童対象情報モラル学習会と合同開催）

・道徳や学級活動での情報モラル的内容単元・・年４回

Ⅲ 重大事態への対処

いじめ重大事態対応マニュアル（平成31年1月 茨城県教育委員会）に基づく対処とする。

１ 重大事態とは
以下の場合を，重大事態と判断する。

・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
認められるとき。

○児童生徒が自殺を企図した場合 ○金品等に重大な被害を被った場合

○身体に重大な傷害を負った場合 ○精神性の疾患を発症した場合

・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られる
とき。

○年間３０日の欠席を目安

○一定期間連続して欠席しているような場合などは，速やかに調査に着手する。

２ 調査と報告
（１) 重大事態のおそれがある場合，又は，児童生徒やその保護者から申し立てがあった場合は，重

大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。なお，調査をする前に，被害者及びその保護

者に対して調査方法の丁寧な説明を行う。

（２）学校は，重大事態が発生したときは，教育委員会を通じて市長に報告する。
学校→教育委員会→市長

学校が主体となって調査を行うように教育委員会から指示された場合，教育委員会の指導・支

援をうけて調査を行う。

（３）調査を行う組織
学校が主体となって調査を行う場合は，学校が設置した「いじめ対策委員会」において調査を

行う。

（４）事実関係を明確にするための調査の実施
重大事態に至る要因となったいじめ行為が，いつから，誰から行われ，どのような態様であった

か，学校・教職員がどのように対応したか等の事実関係を，可能な限り明確にする。

３ 調査結果の報告及び提供
（１）調査結果の報告

調査結果については，速やかに教育委員会に報告する。

学校→教育委員会→市長及び市議会

（２）被害者及びその保護者への適切な情報提供
被害者及びその保護者に対し，調査により明らかになった事実関係や再発防止策について説明す

る。



- 6 -

情報提供に当たっては，他の児童生徒や関係者のプライバシーの保護や個人情報の取扱いに十

分に配慮する。

（３）再調査を行う必要があると考えられる場合

市長により，再調査が必要と考えられる場合の判断基準は以下の通りとする。

・調査等により，調査時は知り得なかった新しい重要な事実が判明した場合。

・被害児童・保護者と確認した調査事項等の調査が充分尽くされて以内場合。

・学校の設置者及び学校の対応について十分な調査が尽くされていない場合。

・調査委員の人選の公評性・中立性について疑義がある場合。

Ⅳ 検証
１ 調査結果の検証

いじめの再発防止や同種の事案の防止に役立てるため，プライバシーや個人情報等を守りながら，いじ

めがあること，またはあったこと等，事実関係を明らかにして検証し，今後の取組に活用する。

２ いじめ防止等の取組の改善
大みか小学校は，取組評価のアンケートを実施する等，いじめの防止等に向けた取組の検証を行い，取

組内容の改善を図る。保護者や地域住民が参加する学校評議員会等の活用により，いじめの問題等，学校

が抱える課題を共有し，地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。


