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平成３１年度 「学校いじめ防止基本方針」

大分県立三重総合高等学校

１ 基本方針策定の意義と内容

いじめは、いじめを受けた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および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

生命または身体にさえ重大な危険を生じさせうるものである。

本方針はこれらの点を踏まえ、国の「いじめの防止等のための基本的

な方針」および県教育委員会の「学校いじめ防止基本方針策定ガイドライ

ン」等に基づき、三重総合高等学校のすべての教職員が、いじめ問題に対

応するうえでの基本的な姿勢を共有し、校長のリーダーシップのもとで、

同問題に係る諸課題の解決にむけ組織的に取り組むことを目的に策定した

ものである。

２ いじめとは

（１） いじめの定義

「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間関係にある他の児童等が行う心理的

また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

じているものをいう（「いじめ防止対策推進法（以下、「推進法」)」第

２条）。

（２） いじめに対する基本的な考え方

いじめはどの生徒にも起こり得ることから、学校・家庭・地域が一体

となって、未然防止・早期発見・早期対応に努める。

① 未然防止

日常の教育活動のあり方と密接に関わっていることから、「いじ

めを生まない土壌づくり」のためにすべての教職員が認識を共有

するとともに、年間を見通した予防的な取り組み計画に基づいて、

好ましい人間関係づくりと豊かな心を育てる指導に、学校全体で

組織的に取り組む。
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② 早期発見

いじめの早期解決には問題の早期発見が重要であることから、

教職員と生徒との信頼関係構築に日頃から努めていく。また、い

じめは保護者や教職員が気づきにくいところで行われやすいこと

から、生徒に関わる情報をすべての教職員が共有し、保護者とも

連携しながら、生徒の小さな変化を見逃さないよう努める。

③ 早期対応

いじめの兆候を発見した場合、迅速かつ適切に対応をすること

が大切であることから、問題を軽視することなく、「いじめ対策委

員会」を中心に、学年および学校全体で組織的に対処する。その

際、いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先とする

が、再発防止のため日常的な実践取組計画を立て、該当生徒を継

続的に見守ることとする。

（３） いじめの集団構造と態様

○ いじめの集団構造

いじめに係る集団は、しばしば、

① いじめを受けている生徒（以下、「被害者」）

② いじめている生徒（以下、「加害者」）

③ 周りではやし立てたり、喜んでみている生徒（以下、「観衆」）

④ 見て見ぬふりをする生徒（以下、「傍観者」）

からなる。

しかし、周りで見ている生徒の中から「仲裁者」が現れたり、

直接止めたりはできなくても否定的な反応がある場合には、「加害

者」への抑止力となりうる。

【いじめ集団の四層構造モデル】
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○ いじめの態様

具体的ないじめの態様には、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で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等。

３ いじめ防止の基本的な方向と取り組み

（１） 指導体制、組織体制

○ 指導体制

① 現状と課題の明確化

生徒に関する情報を教職員で収集し、課題を共有する。

（留意点）

・収集すべき情報の明確化

～ 生徒の何についての情報を収集するのか。

・「相談記録」を活用する。

・情報交換の機会設定 ～ 短時間かつ定期的に行う。

・不足した情報の収集

～ 収集した情報の信頼性を確認する。

② 現状と課題を踏まえた校長による指導・対応

（留意点）

・生徒情報の取り扱い

～ 校長に集まるシステムになっているか。

～ 主担当者（生徒指導主任）が現況を把握し、日常的

に校長・教頭と対話しているか。

・生徒指導の重点事項と現状のズレについての把握

③ 方針を具現化する「取り組み計画」と「具体的行動基準」の
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教職員への提示

（留意点）

・指導の根拠となる客観的なデータが示されているか。

・取り組みの全体像とスモールゴールが示されているか。

・指導すべき基準を、全員で確認しているか。

・指導の具体的な行動基準が、教職員に示されているか。

○ 組織体制 〔※ 資料１〕

いじめ問題についての対策組織として、「いじめ対策委員会」を設

置する。同委員会は校長を委員長とし、必要に応じて委員長が開催

する。教頭・生徒指導主任・教務主任・進路指導主任・特別活動主

任・保健教育相談主任・人権教育主任・総務主任・学年主任・各科

主任を委員とし、必要に応じて関係教職員の出席と発言を認める。

〔「いじめ対策委員会」の機能〕

・「学校いじめ防止基本方針」の見直し

・年間指導計画の作成

・校内研修会の企画、立案

・調査結果や報告等の整理、分析

・いじめが疑われる案件の事実確認、判断

・配慮を必要とする生徒への支援内容を検討

（２） 年間指導計画（モデル）

年間指導計画 教職員研修等

４月
・クラス開き ・基本方針の確認

・クラス面接

５月
・Q-Uテスト

（1年生対象第 1回）

・構成的グループエンカウン

ターⅠ（オリエンテーション、

教育合宿)

・人権意識調査（1年生対象））

・PTA総会（人権教育部より）

６月
・Q-Uテスト結果分析会議、

研修会
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７月
・いじめアンケート（第１回）

・公開人権 L.H.R

８月
・構成的グループエンカウン ・いじめの問題に係る事例

ターⅡ 検討会

・家庭訪問 ・構成的グループエンカウン

ター職員研修

９月
・クラス面接

１０月

１１月
・命の講演会

・構成的グループエンカウン

ターⅢ

・人権講演会

１２月
・Q-Uテスト（第２回） ・生徒指導見直し月間

・いじめのアンケート（第２回）

１月
・いじめ問題に係る事例検討会

・Q-Uテスト結果分析会議、

研修会

２月

３月

４ いじめ防止の措置

（１） いじめの予防 ～ 「仲間づくり、絆づくり」

すべての教育活動を通じて、生徒同士の心の結びつきを深めるとと

もに、社会性や互いの違いを認め合う心を育成することで、いじめを

許さない学校づくりに取り組む。

（具体的方策）

① 教師の基本姿勢

いじめには、学級をはじめとした集団の状態が強く影響

していることから、学級づくりの中心的役割を担う担任教

師の役割が重要である。教師自身の言動も含めて、生徒へ
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の接し方を振り返るよう努める。

② 落ち着いた生活環境の実現

いじめが起こりやすい学級は、ルールが不明確で、当事

者だけでなく、全体の規範意識が低下している傾向がある

ことから、生徒に学級のきまりやルール等をわかりやすく

示す。また、人権教育の充実を図り、講演会等の開催等を

通して、人権意識の高揚に努める。

③ 魅力的な授業・学級経営

学校生活が安定し充実したものになれば、いじめが起こ

りにくくなることから、学校生活の中心である授業が魅力

的で、どの生徒も活躍できる場になっていることが大切で

ある。「学びに向かう集団づくり」や「意欲的に取り組む授

業づくり」に努めるとともに、ホームルーム活動やボラン

ティア活動等、特別活動や道徳教育の充実に取り組む。

④ 情報モラル教育の充実

保護者と緊密に連携・協力しながら、情報モラル教育の

充実を図り、ネットいじめの未然防止に取り組む。

⑤ 保護者との信頼関係の育成、地域との連携

積極的に保護者との信頼関係づくりに努め、それぞれの

役割と責任を自覚するとともに、相互に補完し合いながら、

いじめ予防に取り組む。「学校いじめ防止基本方針」等の

周知に努めたり、学校公開を実施するなかで、保護者や地

域との連携を図る。

（２） 早期発見

いじめのサインは、被害者のみならず加害者や観衆・傍観者からも

出ていることを踏まえ、様々な方法を用いて、その把握に努める。

（把握の手立て）

① 日々の観察

授業はもちろん、休み時間や昼休み・放課後の雑談等の機

会に、生徒の様子に目を配る。生徒とともに過ごす機会を積
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極的に設けるとともに、日常的な声かけを心がける。

② 情報収集とその共有

学校相談窓口（教頭）を設けるなど、生徒や保護者が「相

談しやすい環境づくり」に留意し、情報の積極的な収集に努

める。収集した情報については、教職員間での共有を図る。

③ アンケート調査等の実施

「いじめに関するアンケート調査（無記名式）」等を定期的

に実施し、状況の客観的把握に努める。

④ 教育相談の実施

日常生活の中での声かけ等により、生徒が気軽に相談でき

る環境づくりに努めるとともに、スクールカウンセラーの活

用や各種相談機関の周知等を図る。

（３） いじめの対応

① 生徒への対応

被害生徒への支援 加害生徒への指導
観衆・傍観者

への指導・支援

・共感的に受け止める ・毅然とした態度で ・みんなを守る

教師の対応
姿勢で対応 対応 という姿勢で

※ 懲戒 対応

（「推進法」第２５条）

・学校として「何とし ・いじめは決して許さ ・被害者の心の痛

ても守る」という姿 れない行為であるこ みに配慮するこ

勢を示す。 と。 と。

伝えること ・プライバシーの保護 ・被害者側の心の痛み ・いじめを認知し

に十分配慮する。 に配慮すること。 たとき、大人に

・自分の行為が、重大 知らせる勇気を

な結果に繋がったこ 持つこと。

と。 ・プライバシーの

保護。
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・身体の被害状況 ・カウンセリングの必 ・カウンセリング

（負傷している場合 要性 の必要性

は、病院での診療

状況）

確認すること ・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

・適応指導教室での対

応の必要性

・再発や潜在化 ・加害者の心理的背景 ・観衆、傍観者も

留意すること ・PTSD、自殺危険度の ・加害者が被害者にな 被害者になるこ

アセスメント ること と

⑤ 保護者および関係機関との連携

(a) 保護者・家庭 ～ 学級担任を中心に対応

○ 学校から伝えること

・被害者最優先の姿勢で対応する方針

・加害者側へ毅然と対応する方針

○ 学校が確認すること

・保護者が知り得た情報 ・学校に対する要望

学校 県教委 ・警察への被害申告の意志

・学校への具体的支援の内容

○ 学校が配慮すること

・知り得た事象内容の保護者への公表

・安全配慮が不十分であった場合の謝罪
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(b) PTA・学校評議員・地域の方々

～ 管理職を中心に対応

○ 学校から伝えること

・被害関係者の意向を十分に確認した上で、

校長が必要と判断した事象内容

・見守り等の依頼

○ 学校が確認すること

・PTA、学校評議員、地域の方々が知り得た情報

・学校に対する具体的支援の要望内容

(ｃ) 医療機関・児童相談所・適応指導教室

臨床心理士・弁護士等

～ 管理職・担当者を中心に対応

○ 学校から伝えること

・被害関係者の意向を十分に確認したうえで、

校長が必要と判断した事象内容

・学校への協力依頼

○ 学校が確認すること

・関係機関が知り得た情報

・専門的立場からの助言

（必要に応じて、ケース会議を継続的に開催）

・学校に対する具体的支援の内容

(ｄ) 警察 ～ 管理職・担当者を中心に対応

○ 学校と警察との連携

・学校警察連絡協議会の積極的な運用と情報共有

・スクールサポーター等による非行防止教室の

開催

（いじめが犯罪行為になる場合があることを

生徒に理解させ、いじめの未然防止を図る）

○ 学校から伝えること

・生徒の健全育成を図ることを目的とした「学

校と警察の連絡制度」に基づく、いじめ事象

についての情報共有と対応の協議

・犯罪行為となるいじめ事象
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（事象内容、関係児童生徒、被害申告の意思

学校の指導方針等）

・今後、犯罪行為に発展する恐れがあるいじめ

事象、または校長が通報を必要と判断した事象

・事象についての連絡、学校と警察の連携した

対応について依頼

５ ネット上のいじめへの対応

（１） ネット上のいじめ とは

① 不特定多数の者から、特定の子どもに対する誹謗・中傷が絶え間

なく集中的に行われ、また、誰により書き込まれたかを特定するこ

とが困難な場合が多いことから、被害が短期間できわめて深刻なも

のとなる。

② ネットが持つ匿名性から安易な書き込みが行われた結果、子ども

が簡単に被害者にも加害者にもなる。

③ インターネット上に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、子どもたちの個人情報や画像がネット上に

流出し、それらが悪用されやすい。

④ 保護者や教師など身近な大人が、子ども達の携帯端末やインター

ネット利用の実態を十分に把握しておらず、また、保護者や教師に

より「ネット上のいじめ」を発見することが難しいため、その実態

を把握し効果的な対策を講じることが困難である。

（２） ネット上のいじめの具体例

○ パソコンや携帯端末から、ネット上の掲示板・ブログ・プロフ等

に、特定の子どもに関する誹謗・中傷を書き込む。

○ ネット上の掲示板・ブログ・プロフ等に、実名入りや個人が特定

できる表現を用いて、特定の子どもの個人情報を無断で掲載する。

○ 特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を不特定多数の携帯端末等にメ

ールで送信する（チェーンメール）。

○ 特定の子どもになりすましてネット上で活動し、その子どもの社

会的信用を貶める行為などを行う。
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（３） ネット上のいじめが発見された場合の対応

① 生徒への対応

○ 被害者への対応

・きめ細やかなケアを行い、被害者を守り通す。

○ 加害者への対応

・加害者自身がいじめにあっていた事例もあることから、

起こった背景や事情について詳細に調べるなど、適切に

対応する。

・十分な配慮のもとで、粘り強く指導する。

○ 全校生徒への対応

・個人情報保護など十分な配慮のもとで、指導を行う。

② 保護者への対応

迅速に連絡し、家庭訪問を行うなどして学校の指導方針を説明し、

相談しながら対応する。

③ 書き込みサイトへの削除依頼

サイトの「お問い合わせ」や「ヘルプ」を確認し、削除依頼方法

を調べる。削除したい箇所を具体的に指定し、運営会社や管理者に

連絡する。

６ 重大事態への対応

（１） 重大事態とは １）

○ 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」
２）
が生じた疑いがあると認めるとき

○ いじめにより当該学校に在籍する児童等が「相当の期間」３） 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

（推進法」第２８条）

１） 以下の２）・３）にかかわらず、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、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・調査等にあた

る（[いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議（H25.6.19 衆議院文

部科学委員会）]）。

２） 被害者の状況に着目して判断する。



- 12 -

たとえば、

・被害者が自殺を企図した場合

・身体に重大な傷害を負った場合

・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 等

３） 不登校の定義（文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸

問題に関する調査」における定義）を踏まえ、年間３０日を目安とす

る。児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記

の目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に着

手する。

（２） 重大事態への対応 〔※ 資料２〕


