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学校いじめ防止基本方針 

 

大分県立盲学校   

 

１ 基本理念 

いじめは， いじめを受けた児童生徒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。 

本校では、全ての児童生徒がいじめを行わず、および他の児童生徒に対して行われる

いじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響そ

の他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のた

めの対策を行う。 

 

２ いじめとは 

（１）いじめの定義 

「いじめ」とは、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をいう。 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、

いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。この際、いじめには、多様な

様態があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するにあたり、

「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努め

ることが必要である。 

 

（２）いじめに対する基本的な考え方 

いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうる

という事実を踏まえ、児童生徒の尊厳が守られ、児童生徒をいじめに向かわせないた

めの未然防止に、全ての教職員が取り組むことから始めていく必要がある。 

未然防止の基本となるのは、児童生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の

中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的

に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことで

ある。児童生徒に集団の一員としての自覚や自信が育まれることにより、いたずらに

ストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土を児童生徒自
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らが作り出していくものと期待される。 

そうした未然防止の取組が着実に成果を上げているかどうかについては、日常的に

児童生徒の行動の様子を把握したり、定期的なアンケート調査や児童生徒の欠席日数

などで検証したりして、どのような改善を行うのか、どのような新たな取組を行うか

を定期的に検証し、体系的・計画的にＰＤＣＡサイクルに基づく取組を継続すること

が大切である。 

 

（３）いじめの集団構造と態様 

いじめは、「被害者（いじめを受けている子ども）」と「加害者（いじめている子ど

も）」だけの問題ではない。周りではやし立てたり、喜んで見ていたりする「観衆」や

見て見ぬふりをする「傍観者」もいじめを助長する存在である。周りで見ている子ど

もたちのなかから、「仲裁者」が現れる、あるいは直接止めに入らなくても否定的な反

応を示せば、「いじめる子」への抑止力になる。 

また、具体的ないじめの態様として、以下のようなものがある。 

 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

・仲間はずれ、集団による無視をされる。 

・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。 

・ひどくぶつかられたり、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、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 

 

これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期

に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害

が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについ

ては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、

警察と連携した対応を取ることが必要である。 
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３ いじめ防止の基本的な方向と取組 

いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要で

ある。 

一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、学校における「いじめ防止委

員会」で情報を共有し、組織的に対応することが必要であり、いじめがあった場合の

組織的な対処を可能とするよう、平素からこれらの対応の在り方について、全ての教

職員で共通理解を図る。 

いじめの問題等に関する指導記録を保存し、児童生徒の進学・進級や転学に当たっ

て、適切に引き継いだり情報提供したりできる体制をとる。 

また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者な

ど外部専門家等が参加しながら対応することにより、より実効的ないじめの問題の解

決に資することが期待される。 

加えて、学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成や実施に当た

っては、保護者や児童生徒の代表、地域住民などの参加を図ることが考えられる。 

 

【指導体制】 

①児童生徒に関する情報を教職員全員で収集し、課題を共有する。 

・児童生徒の何についての情報を収集するかを明確にする。 

・「報告メモ」や「連絡ノート」を活用する。 

・短時間での定期的な情報交換の機会を設ける。 

・収集した情報の信頼性を確認するため不足した情報を集める。 

②現状と課題を踏まえて、指導・対応方針を策定する。 

・児童生徒の情報が校長に集まるシステムを作る。 

・生徒指導主任等の担当者が日常的に校長、教頭と現況の対話を行う。 

・現状と生徒指導の重点事項とのズレを把握する。 

③指導における取組計画と具体的な行動基準を策定する。 

・指導の根拠となる客観的なデータ。 

・取組の全体像とスモールゴールを示す。 

・指導すべき基準を教職員全員で確認。 

・指導の具体的な行動基準を教職員全員で確認。 

④役割分担を明確にし、組織的に取り組む。 

・教職員のそれぞれの力量を活かした役割分担。 

・生徒指導主任等の主担当者の調整者としての役割。 

・状況に応じた、分担者の負担の増減。 
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４ 組織体制 

いじめの未然防止や早期発見に向けた取組を効果的に推進し、発生したいじめの事案

に対し迅速、的確に対処するために「大分県立盲学校いじめ不登校防止委員会」を設

置する。 

（１）名称：大分県立盲学校「いじめ不登校防止委員会」 

 

（２）構成：校長、教頭、人権教育主任、生徒指導主任、特別活動主任、養護教諭、各

学部主事（小学部・中学部・高等部）、学校医（精神科） 

 

（３）具体的な組織の役割 

学校におけるいじめの未然防止や早期発見のための対策等に関する取組の中核的な

役割は以下のとおりとする。 

① 学校基本方針の策定及び方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実

行・検証・修正 

・学校基本方針の策定や見直し、進捗状況の確認や、いじめへの対処がうまくいかな

かった事例等をＰＤＣＡ（Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action(行動)）サ

イクルで検証する。 

・組織を機能させるにあたり、適切に外部専門家の助言を得ながら機動的に運用でき

るように構成員による全体会議と関係者会議等の役割分担を行う。 

・組織における複数の教職員については、学校の実情に応じて決定し、個々のいじめ

に対処にあたり関係の深い教職員を追加する等柔軟な対応を行う。 

② いじめの相談及び通報への対応 

・児童生徒や保護者、地域住民等がいじめの相談や通報が容易にできるよう、窓口や

手順、方法等を明確にする。 

③ いじめや児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録及び情報の共有 

・些細な兆候や懸念、児童生徒からの訴えを抱え込むことなく組織に報告・相談のう

え、集積された情報は、個々の児童生徒ごとに記録化し、複数の教職員が個別に認

知した情報とを集約のうえ共有化を図る。 

④ いじめ事案に対応するための会議開催と報告 

・いじめの疑いに係る情報があった時は速やかに緊急会議を開催し、いじめの情報の

迅速な共有と支援の体制、対応方針の決定を行う。 

・重大事態発生時並びに教育委員会の支援等を必要とする事案の報告。 

⑤ いじめを受けた・行った児童生徒に対する指導及び支援並びに保護者との連携 

・関係ある児童生徒への事実関係の聴取と指導、支援並びに保護者と連携した解決指

導並びに情報提供を図る。 
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（４）年間指導計画 

 

道徳・各教科・学部行事 等 特別活動 

調査・研修等 その他 
小学部 中学部 高等部 児童生徒会 

学校行事 

学級活動(HR) 

４ 

月 

オリエンテー

ション 

授業規律の確

保（年間通して） 

歓迎遠足 

オリエンテー

ション 

授業規律の確

保（年間通して） 

 

歓迎遠足 

オリエンテーシ

ョン 

授業規律の確

保（年間通して） 

 

歓迎遠足 

年間計画作

成 

始業式 

入学式 

研修①（年度始め

の打ち合わせ、取

組の確認） 

視覚障害基礎講座 

服務規律研修 

校長講話 

（いじめ根絶

宣言） 

５ 

月 

平和学習 校内弁論大会 校内弁論大会 生徒総会 

弁論大会 

杉山検校祭 

 

 家庭訪問 

６ 

月 

人権教育  専攻科研修旅

行 

 防災訓練（不

審者対応） 

 家庭訪問 

７ 

月 

平和学習 

校外学習 

人権学習 

宿泊学習 

人権学習 球技大会 終業式 生活アンケート 

進路希望調査 

服務規律研修 

研修②（1学期の振

り返りと 2 学期準

備） 

保護者面談 

８ 

月 

     人権教育研修 

校内夏季研修会

（専門性向上研修） 

家庭訪問 

９ 

月 

読書感想文 

宿泊学習 

校外学習 

読書感想文 

 

読書感想文 秋 の 遠 足

（高） 

始業式 

読書感想文コ

ンクール 

  

10 

月 

修学旅行 

校外学習 

文化祭企画 

健康相談 

文化祭企画 

校外学習 

修学旅行 

文化祭企画 

  

学校公開 

  

11 

月 

文化祭取組 文化祭取組 文化祭取組  文化祭 校内授業研究会  

12 

月 

平和学習 

お楽しみ会 

産業現場等に

おける実習 

人権教育 

人権教育  図書館祭り 

防災訓練（火

災） 

終業式 

人権教育研修 

服務規律研修 

生活アンケート 

進路希望調査 

研修③（2学期の振

り返りと 3 学期準

備） 

保護者面談 

 

１ 

月 

学級会活動 学級会活動 ホームルーム 校内成人式 

児童生徒会

選挙 

始業式 

防災訓練（地

震・津波） 

ICT研修  

２ 

月 

平和学習 

卒業生を送る

会 

校外学習 

卒業生を送る

会 

校外学習 

卒業生を送る

会 

卒業生を送

る会 

生徒総会 

 

 人権教育研修 

研修④（1年間の振

り返りと次年度準

備） 

 

３ 

月 

    卒業式 

終業式 

服務規律研修 保護者面談 

＊幼稚部は、学校生活全般を通じて指導を行う。 
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５ いじめ防止の措置 

（１）いじめの予防 

いじめは，どの子どもにもどの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ない

じめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止に取り組

む事が最も重要であり、全ての児童生徒を、いじめに向かわせることなく心の通う対

人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌づくりに取り

組む必要がある。  

このため学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されな

い」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を

等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能

力の素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着

目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加

えて、 全ての児童生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくり

も未然防止の観点から重要である。幼児についても、教員を中心に保護者と密に連絡

をとり、加害者および被害者にならないよう最新の注意を払う。 

具体的には以下の観点を持って学校教育活動全体をとおして未然防止に取り組む。 

①学習指導の充実 

・学びに向かう集団づくり 

・意欲的に取り組む授業づくり 

②特別活動、道徳教育の充実 

・学級会活動、ホームルーム活動の充実 

・ボランティア活動や体験学習の充実 

③人権教育の充実 

・人権意識の高揚 

・講演会等の開催 

④情報モラル教育の充実 

・パソコンや携帯電話、スマートフォン等の利用 

・ネットトラブルへの対応方法 

⑤教育相談の充実 

・相談窓口の児童生徒への周知 

・面談の定期開催 

⑥保護者・地域との連携 

・学校いじめ防止基本方針等の周知 

・学校公開の実施 
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【職務別ポイント】 

《学級担任等》 

・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」

との雰囲気を学級全体に醸成。 

・はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解さ

せ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。 

・一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。 

・教職員の不適切な認識や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒による

いじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。 

《養護教諭》 

・学校保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。 

《生徒指導担当教員》 

・いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教職員間の共

通理解を図る。 

・日頃から関係機関等を定期的に訪問し、情報交換や連携に取り組む。 

《管理職》 

・全校集会などで校長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。 

・学校の教育活動全体を通じた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。 

・児童生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体

験の機会などを積極的に設けるよう教職員に働きかける。 

・いじめの問題に児童生徒自らが主体的に参加する取組を推進（例えば、児童会・

生徒会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など） 

 

（２）早期発見 

いじめの早期発見が、早期解決につながる。早期発見のために、全ての大人が連携

し児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが重要である。 

いじめが大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり遊びやふざけあいを装って

行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、

ささいな兆候であっても，いじめではないかとの疑いを持って早い段階から的確に関

わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知する能

力を向上させることが必要である。 

また、児童生徒に関わる全ての教職員の間で情報を共有し、保護者や地域と連携し

て速やかに対応することが必要である。 
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    幼児が被害者になった場合も、この基本方針に則り学校全体で対応を行う。 

①観察 

・授業だけでなく休み時間等にも声をかけて、児童生徒の様子に注意を払う。ま

た日常の日記や日誌等を通して児童生徒理解を進める。 

②情報収集 

・定期的な教育相談や連絡ノートによる家庭連絡等を通して、児童生徒や保護者

からの情報を積極的に収集。学校の相談窓口を設け、保護者や地域からの情報

が届きやすくする。 

③アンケート調査等 

・毎学期ごとの「いじめに関するアンケート調査」を実施、いじめ予防のための

教職員意識調査を活用するなど、児童生徒の状況や教職員の指導方法の客観的

に把握に努める。 

④教育相談の実施 

・スクールカウンセラーの活用や各種相談機関（いのちの電話等）の周知及び福

祉関係部署との連携に努める。 

【職務別ポイント】 

《学級担任等》 

・日頃からの児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さ

な変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。 

・休み時間・放課後の児童生徒との雑談や日記等を活用し、交友関係や悩みを把

握。 

・個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。 

《養護教諭》 

・保健室を利用する児童生徒との雑談の中などで、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、その機会を捉え悩みを聞く。 

《生徒指導担当教員》 

・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。 

・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。 

・休み時間や昼休みの校内巡視や、放課後の校区内巡回等において、子供が生活

する場の異常の有無を確認。 

《管理職》 

・児童生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体

制を整備。 

・学校における教育相談が、児童生徒の悩みを積極的に受け止められる体制とな



- 10 - 

り、適切に機能しているか、定期的に点検。 

 

（３）いじめの対応 

いじめがあることが確認された場合、ただちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを

知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認

した上で適切に指導する等、組織的な対応を行う。また家庭や教育委員会への連絡・相

談や、事案に応じ関係機関との連携を取るようにする。 

 

いじめ対応の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的支援 

 いじめられた児童生徒への対応 いじめた児童生徒への対応 友人・知人（観衆・傍観者）へ
の対応 

教師の対応 共感的に受け止める姿勢で対応 毅然とした態度で対応 
※懲戒（第 25条） 
※出席停止（第 26条） 

みんなを守るという姿勢で対
応 

伝えること ・学校として「なんとしても守る」と
いう姿勢を示す。 
・プライバシーの保護に十分配

・いじめは決して許されない行
為であること 
・いじめられた側の心の痛みに

・いじめられた側の心の痛み
に配慮すること 
・いじめを認知した時、大人に

いじめ情報のキャッチ ○いじめ防止委員会の招集 
○いじめられた児童生徒の保護 
○見守り体制の整備（登下校・休み時間、放課後等） 

正確な実態把握 指導体制・方針決定 生徒への指導・支援 今後の対応 

・当事者双方、周

りの生徒から聴き

取り、記録する。 

・個々に聴き取り

を行う。 

・関係教職員と情

報を共有し、正確

に把握する。 

・ひとつの事象に

とらわれず、いじ

めの全体像を把

握する。 

・指導のねらいを明確

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。 

 

・いじめられた児童生

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

十分に行う中で「いじ

めは絶対に許されな

い行為」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。 

・継続的に指導

や支援を行う。 

・カウンセラー等

の活用を含め、

心のケアにあた

る。 

・心の教育の充

実を図り、人権

尊重に立った学

級経営を行う。 



- 11 - 

慮する。 配慮すること 
・自分の行為が重大な結果に
つながったこと 

通知する勇気を持つこと 
・プライバシーの保護 

確認すること ・身体の被害状況 
（病院での診療状況） 
・金品の被害状況 
・警察への被害申告の意志 
・カウンセリングの必要性 
・適応指導教室の対応の必要性 

・カウンセリングの必要性 カウンセリングの必要性 

留意すること ・再発や潜在化 
・ＰＴＳＤ、自殺危険度のアセスメ
ント 

・加害者の心理的背景 
・加害者が被害者になること 

・観衆、傍観者も被害者にな
ること 

 

①いじめられた児童生徒への対応 

いじめられた児童生徒から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられてい

る児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのでは

ない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。また、児

童生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行

っていく。 

家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめ

られた児童生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、

できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員の協力

の下、当該児童生徒の見守りを行うなど、いじめられた児童生徒の安全を確保す

る。 

あわせて、いじめられた児童生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、

家族、地域の人等）と連携し、いじめられた児童生徒に寄り添い支える体制をつ

くる。いじめられた児童生徒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生徒を別室において指導することとしたり、

状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじめられた児童生徒が落ち着い

て教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて、心理や福祉等の専門家、

教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。 

いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触

れ必要な支援を行うことが大切である。また、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情報を適切に提供する。 

 

②いじめた児童生徒への対応 

いじめたとされる児童生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったこと

が確認された場合、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等

の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て、組織的に、いじめ
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をやめさせ、その再発を防止する措置をとる。 

また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の

理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保

護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

いじめた児童生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体

又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。

なお、いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児

童生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童生徒の個人情報の取扱

い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況

に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別

の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、

毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるときは、学校教育法第 11条の

規定に基づき、適切に、児童生徒に対して懲戒を加えることも考えられる。 

ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観

的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分に留意し、いじめ

た児童生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよ

う成長を促す目的で行う。 

 

③友人、知人（観衆、傍観者）への対応 

いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、

いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。

また、はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為はいじ

めに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し合うなどして、

いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるよ

うにする。 

いじめの解決とは、加害児童生徒による被害児童生徒に対する謝罪のみで終わ

るものではなく、被害児童生徒と加害児童生徒を始めとする他の児童生徒との関

係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動

を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。全ての

児童生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる

ような集団づくりを進めていくことが望まれる。 

 

④保護者及び関係機関との連携 

学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで，地域や家庭に対し
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て、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを

通じて家庭との緊密な連携協力を図る。例えば、学校・ＰＴＡ・地域の関係団体

等がいじめの問題について協議する機会を設けたり、学校関係者評価委員会を活

用したりするなど、地域と連携した対策を推進する。 

より多くの大人が児童生徒の悩みや相談を受け止めることができるようにする

ため、学校と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

 

６ ネットいじめへの対応 

ネット上の不適切な書き込み等については，被害の拡大を避けるため，直ちに削除

する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合，プロバイダは違法な

情報発信停止を求めたり，情報を削除したりできるようになっている1ので，プロバイ

ダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当

たり，必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。なお，児童生徒の生命，

身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは，直ちに所轄警察署に通報し，

適切に援助を求める。 

 

（１）ネット上のいじめとは 

パソコンや携帯電話、スマートフォンを利用して、特定の児童生徒の悪口や誹謗中

傷等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により、いじめを行うもの。 

例：メール、チェーンメール、ブログ、学校裏サイト、ＳＮＳ，動画共有サイト 

①匿名性により、自分だとわからなければ何を書いてもかまわないと、容易に誹謗中

傷が書き込まれ、被害者にとっては、周囲のみんなが誹謗中傷していると思うな

ど、心理的ダメージが大きい。 

②掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることから、誹謗中傷の対

象として悪用されやすい。また、スマートフォンで撮影した写真を安易に掲載し

た場合、写真に付加された位置情報（ＧＰＳ）により自宅等が他特定されるなど、

利用者の情報が流出する危険性がある。 

③一度流出した個人情報は、回収することが困難であるだけでなく、不特定多数の者

に流れたり、アクセスされたりする危険性がある。 

 

（２）未然防止のために 

学校での校則遵守の徹底、情報モラルの指導だけでは限界があり、家庭での指導が
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不可欠であることから、保護者と緊密に連携・協力し、双方で指導を行う事が重要で 

ある。 

【保護者】 

・児童生徒のパソコンや携帯電話等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、家庭において生徒たちを危険から守るためのルールづくり

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。 

・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、

知らぬ間に利用者の 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。 

・「ネット上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に生徒たちに深刻な影響を与える

ことを認識すること。 

・家庭では、メールを見たときの表情の変化など、トラブルに巻き込まれた生徒が

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。 

【児童生徒】 

インターネットの特殊性による危険や生徒たちが陥りやすい心理を踏まえた指導を

行う。 

・発信した情報は、多くの人にすぐに広まること。 

・匿名でも書き込みをした人は、特定できること。 

・違法情報や有害情報が含まれていること。 

・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

害など別の犯罪につながる可能性があること。 

・一度流出した情報は、簡単には回収できないこと。 

 

（３）早期発見・早期対応 

書き込みや画像の削除やチェーンメールへの対応等、具体的な対応方法を子ども、

保護者に助言し、協力して取り組む必要がある。 

学校、保護者だけでは解決が困難な事例が多く、警察等の専門機関との連携が必

要になる。書き込みや画像の削除に向けて被害の拡大を防ぐために、専門機関等に相

談し、書き込み等の削除を迅速に行う必要がある。 

【指導のポイント】 

・誹謗中傷を書き込むことは「いじめ」であり、決して許される行為ではないこと。 

・匿名で書き込みができるが、書き込みを行った個人は必ず特定されること。 

・書き込みが悪質な場合は、犯罪となり、警察に検挙されること。 

・チェーンメールの内容は、架空のものであり、転送しないことで、不幸になった

り、危害を加えられたりすることはないこと。 
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・受け取った人は迷惑し、友人関係を損ねるので絶対に転送しないこと。内容によ

り、「ネット上のいじめ」の加害者となること。 

７ 重大事態への対応 

（１）重大事態とは 

①いじめにより児童生徒の生命，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。 

・児童生徒が自殺を企図した場合 

・身体に重大な障害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

②いじめにより児童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日が目安。一定期間連続して欠席している場合などは迅速に調査に着手。 

※ 児童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立てがあったと

きは，その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえ

ない」と考えたとしても，重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 

 

（２）重大事態への具体的対応 

県教育委員会が重大事態の調査の主体を判断し、教育委員会の指導・助言のもと、

以下のような対応に当たる 

①学校の下に、重大事態の調査組織を設置 

組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と

直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当

該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求められる。 

第２２条に基づく「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として、当該重

大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法も考えられる。 

②調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施 

いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の

特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべき。 

たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おう

とする姿勢が重要。 

これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じ

て新たな調査を実施。 

③いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供 
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調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供（適時・適切な

方法で、経過報告があることが望ましい）。 

関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠

るようなことがあってはならない。 

得られたアンケートは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があるこ

とを念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の

措置が必要。 

④調査結果を学校の設置者に報告 （※設置者から地方公共団体の長等に報告） 

いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児

童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。 
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