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大分県立佐伯支援学校「いじめ防止基本方針」
平成２６年５月９日策定

第 1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

１ 基本理念
「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月２８日施行）第３条（基本理念）

いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめはどの子どもにも起こりうるし、どの子ども

もいじめの被害者にも加害者にもなる可能性がある。また、子どもが接するメディアやインターネットを

含め、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定していると受け取られるような行為を許容したり、異

質な他者を差別したりといった大人の振る舞いが、子どもに影響を与えるという指摘もある。

本校では、校訓「明るく 元気に がんばる人」のもと、豊かでたくましい心身と生きる力を培い、将

来自立し社会参加することを目指して、児童生徒がさまざまな学習活動に取り組んでいる。児童生徒が生

き生きと学び、自己の可能性を最大限に伸ばすためには、全ての本校児童生徒が安心して学校生活を送る

ことができるよう、いじめのない学校にしなければならない。また、現在はもちろん、将来にわたっても、

児童生徒をいじめの被害者にも加害者にもさせないという強い思いを全教職員が持ち、一丸となって指導

にあたることが重要である。

いじめが心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて児童生徒の理解を深め、全ての

本校児童生徒がいじめを行わず（未然防止）、他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置す

ることがないように、また、教職員がいじめを見逃さず見過ごさず（早期発見）、いじめを認知した場合に

は適切且つ速やかに解決するため（いじめに対する措置）、ここに本校のいじめ防止基本方針を定める。

２ いじめとは

（１）いじめの定義

（２）いじめの集団構造と態様
いじめは、加害・被害という二者関係だけでなく、はやし立てたり面白がったりする「観衆」や、周辺

で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。本校では、いじめをはっきり認識でき

ずに、遊びの延長として捉え、エスカレートする場合も想定される。

具体的ないじめの態様には次のようなものがある。

①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（身体や動作について不快なことを言

われたり、言葉遣い、発音等について執拗に真似する／嫌なあだ名をつけられ、しつこく呼ばれる）。

②仲間はずれ、集団による無視をされる。

③ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

④金品をたかられる、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

⑤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。

⑥パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

３ 学校および職員の責務
いじめが行われず、すべての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に、保

護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじ

めが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらに再発防止に努める。

特に、早期発見にあっては、児童生徒の変化を観る目を養い、いじめの兆候を決して看過しないものと

する。

いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等

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、学校の内外を問わずいじめが行われなく
なるようにすることを旨として行わなければならない。

「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

徒と一定の人間関係にある他の児童生徒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生徒が心身の苦痛を感
じているものをいう。
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第２ いじめの防止等のための対策

１ 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重の精神がみなぎっ

ている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解および人権感覚を育

む学習活動を、各教科、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要

がある。

いじめ問題は、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、全教職員が、「いじめは、ど

の学校にも、どの学級にも、どの子にも起こり得る」という基本認識に立って真摯に取り組む必要がある。

２ いじめ防止等のための組織

３ いじめの未然防止と早期発見

（１）基本的考え方
いじめの未然防止の基本として、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。

また、いじめは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、児童生徒の些細な変化に

気付く力を高め、いじめの兆候を見逃さず、早い段階から複数の教職員で関わって情報収集を行い、早期

発見に努める。

校長、教頭、生徒指導主任、生徒指導部、各学部

主事、（当該児童生徒の担任、）養護教諭

（必要に応じて関係教職員・外部機関や外部専門

家・保護者の代表も参加）

内容：学校いじめ基本方針の策定

年間計画の作成

いじめが疑われる事案の事実確認と判断

調査報告等の整理、分析

開催：４、５月

必要に応じて

※重大事案発生の場合は、本委員会の構成員の中

から必要な人員が集まって「緊急いじめ問題対策

チーム」を編成し、対応にあたる。

生徒指導部

内容：年間指導計画による取組の企画と実施

学部会での児童生徒情報交換と対応確認

取組進捗状況の確認と有効性の検証

新たな取組の考案 ･･･PDCA サイクル
開催：毎月１回

必要に応じて

各学部所属教職員

内容：①児童生徒の「ささいな変化」に気づく

②気づいた情報を確実に共有化する

③情報に基づき速やかに対応する

開催：定期的（毎月第４週を基本として月１回）に

情報交換の場を設定

必要に応じて

運営委員会：運営委員

職員会議：全教職員

内容：学校いじめ基本方針の決定と内容の確認（周知）

学校いじめ基本方針の検証 ･･･PDCA サイクル
児童生徒の現状や指導についての情報交換およ

び対応についての協議

（必要があれば、次の取組についての検討）

開催：原則として、年度初めと年度末に確認や検証の

場を設定 ※「運営のてびき」に入れる

必要に応じて、協議・検討・確認（周知）の場

を設定

いじめの相談及び通報

担任・担当 生徒指導主任 教職員・学校関係者

児童生徒・保護者・外部関係機関・地域住民 他
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（２）いじめの未然防止と早期発見のための年間指導計画（平成 28年度）
月 年間指導計画 各種会議および教職員研修等

４月 ・歓迎遠足 ・生徒指導部会

・学部会（情報交換）

・家庭訪問（情報収集）

５月 ・生徒指導部会

・担任による教育相談ウィーク ・学部会（情報交換）

・風の子運動会（集団・仲間づくり） ・いじめ防止委員会（学校いじめ防止基本方針策定）

・運営委員会（学校いじめ防止基本方針決定）

６月 ・生徒指導部会

・学部会（情報交換）

７月 ・各学部校外宿泊研修（集団・仲間づくり） ・生徒指導部会

・担任による教育相談ウィーク ・学部会（情報交換）

８月 ・生徒指導部会※必要であれば

・学部会（情報交換）※必要であれば

９月 ・担任による教育相談ウィーク ・生徒指導部会

・中学部修学旅行（集団・仲間づくり） ・学部会（情報交換）

・高等部修学旅行（集団・仲間づくり）

10月 ・生徒指導部会

・学部会（情報交換）

・風の子まつり（集団・仲間づくり）

11月 ・生徒指導部会

・学部会（情報交換）

12月 ・生徒指導部会

・担任による教育相談ウィーク ・学部会（情報交換）

１月 ・生徒指導部会

・学部会（情報交換）

・学部間交流授業研（研究部：～２月上旬まで）

２月 ・生徒指導部会

・担任による教育相談ウィーク ・学部会（情報交換）

３月 ・生徒指導部会

・学部会（情報交換）※必要であれば

・運営委員会、職員会議（学校いじめ防止基本方針

検証）

年間 ・学校間交流、居住地校交流 ・各学部校外学習 ・産業現場等における実習 ・ＰＴＡ懇談会

（３）いじめの未然防止のための措置
①「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を、学校教育活動全体をとおして児童生徒一人

一人に徹底する。

②学校教育活動全体をとおして、児童生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推

進する。また、他者とコミュニケーションを図る力を育てる授業を推進する。

③児童生徒が発する小さなサインを見逃さず、いじめの兆候を早期に把握する。ただし、児童生徒の障

がいの種類・状態によって、本人がいじめを受けている又はいじめをしているという認識がない場合

もあるので、担任等が日常的な観察をとおして、保護者と密に連絡を取りながら、実態の把握に努める。

④児童生徒一人一人を大切にする意識や態度が重要であることを教職員自身が認識する。教職員の不適

切な認識や言動が、児童生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう、指導の在り方

に細心の注意を払う。

⑤定期的な調査だけでなく、必要に応じてきめ細かな実態把握に努め、情報を全教職員で共有する。
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⑥いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気付かないところで陰湿ないじめが続いていること

があることを認識する。

（４）いじめの早期発見のための措置
①教師は、日常の教育活動をとおして、教師と児童生徒、児童生徒間の好ましい人間関係の醸成に努め

る。特に、困った時に相談しやすい体制や雰囲気づくり、児童生徒がいじめを訴えやすい環境を整える。

②日常的にすべての教職員が児童生徒の様子を見守り、観察を丁寧に行う。また、定期的に「担任によ

る教育相談ウィーク」を実施し、例えば本人からの聞き取り調査を行って、児童生徒の生活実態につ

いてきめ細かく把握するよう努める。その中で、児童生徒が発する小さなサインを見逃さず、学部会

や職員会議などの場で気付いたことを共有し、その一つ一つに的確な対応をする。特に、言葉による

意思表示が難しいと思われる児童生徒については、家庭との連絡を密にして情報を共有し、日々の状

況をしっかり把握するように努める。

４ いじめに対する措置

（１）基本的考え方
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込むことなく、速やかに組織的に対応し、

被害児童生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。

なお、教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携した対応に当たる。

（２）いじめの発見・通報を受けたときの対応
①いじめられている児童生徒への対応

いじめについて訴えがあったときには、問題を軽視することなく保護者や友人関係等からの情報収集

等をとおして事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、事実を隠ぺいすることなく、的確に対応する。

また、「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝え、自尊感情を高めるよう留意し、児童生徒の個

人情報の取り扱いには十分に留意して以後の対応を行う。

②いじめている児童生徒への対応

本校の児童生徒には、いじめをしているという認識が薄く、友人との遊びの延長と混同する場合も考

えられる。あらゆる教育活動の場面において、「何がいじめになるのか」「いじめは、決して許されな

い」「いじめられた人の身になって考え、心の痛みを知る」「自分の行いが、相手をいかに傷つけてい

るか」等を教え、粘り強く取り組む必要がある。また、事実関係が判明したら、迅速に保護者に連絡

し、事実に対する保護者の理解を得た上で、以後の対応が適切に行えるよう保護者に協力を求める。

児童生徒の個人情報の取り扱いには十分に留意して以後の対応を行う。

③友人、知人（観衆、傍観者）への対応

いじめられた児童生徒の心の痛みに気付いたりいじめを目撃したりしたときは、すぐに教師に知らせ

る勇気をもつこと等を理解させる。また、日常の授業や教育活動全般をとおして、継続的に指導する。

④保護者および関係機関との連携

・いじめを認知した場合は、事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、保護者に対して事実を隠ぺいする

ことなく、的確に対応する。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、特

にいじめられた側の保護者には適切な情報提供を図る。

・いじめの問題解決や教育相談の実施にあたり、教育委員会（特別支援教育課・生徒指導推進室等）と

の連絡を密にすると同時に、必要に応じて教育センター、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連

携・協力を行うとともに、その周知や広報を行う。

５ ネット上のいじめへの対処

（１）未然防止と早期発見のために
①情報モラル教育を推進する。

②教育相談等の機会を利用し、児童生徒の利用実態やその中での人間関係の積極的な把握に努める。

（２）ネット上のいじめへの対応
①被害児童生徒への対応

きめ細かな心のケアをとおして、いじめられた児童生徒を守ることを最優先する。ネット上の不適切

な書き込み等に対しては、問題の箇所を確認のうえ、印字、保存等を行うとともに、被害の拡大を避

けるため、削除等の措置をとる。
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②加害児童生徒への対応

ネット上いじめの背景や事情について詳細に調べ、迅速で適切な対応をとる。また、保護者とも連絡

を密にして、十分な配慮の下で粘り強い指導を行う。必要に応じて、警察や地方法務局等と適切な連

携を図る。

第３ 重大事態への対処

１ 重大事態とは

・児童生徒が自殺を企図した場合

・身体に重大な障がいを負った場合

・金品等に重大に被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合 などが想定される。

・「相当の期間」とは、年間３０日を目安とするが、児童生徒が一定期間連続して欠席している場合

などは、迅速に調査に着手する。判断は校長が行う。

※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し立てがあったときは、重大事態が発

生したものと捉え、報告・調査等に当たり、適切に対応し、校長が判断する。

２ 学校による対処

※事案によっては、「大分

県いじめ解決支援チー

ム等」の支援や助言を

求める。

いじめにより児童生徒の生命、身体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

いじめにより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場合と認めるとき

重大事態発生 県教育委員会への報告

緊急いじめ問題対策チーム（校長のリーダーシップ）

①被害・加害児童生徒および周囲児童生徒、保護者（必要なら教職員か

らも）からの聞き取りやアンケート等の調査の実施

※調査に先立ち、調査結果の提供について説明する

↓

②複数の教師による正確な事実関係の掌握

↓

③当該学部主事と生徒指導主任は管理職に報告

↓

④緊急いじめ問題対策チームを中心とした事実関係の詳細な把握

↓

⑤事態の解決に向けての指導方針の決定、指導体制の確立

⑥いじめ解決の指導・支援

↓

⑦継続指導・経過観察

↓

⑧事態収束の判断

※被害児童生徒がいじめの解消を自覚し、

関係児童生徒との関係が良好に戻ってい

ると認められたとき

いじめを受けた児童生徒や保護者への

調査結果の説明や提供（プライバシー保護配慮して）

教育委員会への調査結果の報告

児童生徒の自殺が起きたとき

①客観的で正確な事実をまず把握
遺族への対応・記者会見・保護者会
の準備をすぐに開始
②学校や教育委員会の「対応経過」の
時系列メモの作成開始
③必要な人員の確保（教育委員会から）
④各役割で対応
保護者担当（Ｐ担当）･･･保護者会開催
個別担当（担任・当該学部主事）

･･･遺族の個別対応
報道担当（教頭）･･･報道窓口
学校安全担当（生徒指導主任）
庶務担当（事務長）
情報担当（教頭）･･･情報集約
総務担当（教頭）･･･学校再開統括
学部担当（学部主事）
ケア担当（養護教諭・教育相談部）
対応経過メモ（教務主任）


