
学校いじめ防止基本方針

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な

成長に影響を及ぼす。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観し

たりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に

応じることが大切である。そのことが、いじめの問題の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さ

ない生徒の意識を育成することになる。

そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を

貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在と

して尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指

導を徹底することが重要である。

第1章 いじめの問題に関する基本的な考え方

第２章 いじめ対策の組織

第３章 いじめの未然防止

第４章 早期発見

第５章 早期対応

第６章 ネット上のいじめへの対応

第７章 重大事態発生時の対応

山梨県立峡南高等学校
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第1章 いじめの問題に関する基本的な考え方

いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こり得る

ことから、学校、家庭、地域が一体となって、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組む

事が重要である。

いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取組を進める

必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り

方と密接にかかわっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。

１ いじめの定義 いじめ防止対策推進法 第２条（定義）

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している当該生徒等と一定

の人的関係にある他の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生徒等が心身の苦痛を感じている

ものをいう。

●具体的ないじめの態様は，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等で，誹謗中傷や嫌なことをされる 等。

２ いじめに関する基本的認識

①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。

②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。

③いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。

④いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。

⑤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。

⑥いじめは大人には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。

⑦いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。

⑧いじめは学校、家庭、地域社会などすべ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。
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第２章 いじめ対策の組織

いじめ問題への取組にあたっては、全職員が「いじめを根絶する」という強い意志を持ち、学校全体

で組織的な取組を行う必要がある。そのためには、早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生ま

ない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開することが

求められる。いじめ防止対策推進法の第２２条に規定されているように、組織的な取り組みを推進させ

るために以下の組織を設置し、学校全体で共通理解のもと総合的ないじめ対策を行う。

※いじめ防止対策推進法 第２２条（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）

当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教

職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじ

め防止等の対策のための組織を置くものとする。

１ ＜いじめ対策委員会＞

構成員は、校長以下、校長が任命した教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、生徒会主任、各

学年主任、各学科主任、当該クラス担任、養護教諭、特別支援コーディネーター 等で構成する。

なお、メンバーは実態等に応じて柔軟に対応する。

●役割

① 学校いじめ防止基本方針の策定

② いじめの未然防止

③ いじめへの対応

④ 教職員の資質向上のための校内研修

⑤ 年間計画の企画と実施

⑥ 年間計画進捗のチェック

⑦ 各取組の有効性の検証

⑧ 学校いじめ防止基本方針の見直し

２ ＜拡大いじめ対策委員会＞

構成員は、「いじめ対策委員会」に学校評議員やスクールカウンセラー等、外部有識者を加え

る。

●内容

①学期に１回程度開催（学校評議員会に併せて開催）する。

②直近の「いじめ実態調査」の結果等を踏まえ、いじめ問題への対応について検証する。

③重大事案への対応



- 3 -

３ その他

①いじめ事案の発生時は、緊急対応し、事案に応じて、いじめ対策委員会メンバーに必要なメ

ンバーを加え対応する。

②いじめ対策委員会での内容や事案に応じての対応については職員会議等において全職員

に報告し周知徹底する。

４ 組織図

校長 教頭

教務主任 生徒指導主事

保健主事 生徒会主任

各学年主任 各学科主任

当該クラス担任 養護教諭

特別支援コーディネーター

生徒指導部員

拡大いじめ対策委員会

いじめ対策委員会

学校評議委員会

有識者

（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等）

全 教 職 員

全校生徒・保護者

ＰＴＡ

関係機関
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５ 年間計画 「いじめ防止指導計画」

●基本方針に沿って、以下のとおり実施する。

１年 ２年 ３年 学校全体

４月 生徒・保護者への 相談窓口の周知 ・ （いじめ対策委共有）

・「中学からの調査書」 「学校いじめ防止基本方

「個人調査票」等に 針」の周知

よって把握された生 （ＨＰへの掲載）

徒状況の集約

ＰＴＡ総会で「学校いじめ防

HRづくり・学年づくり 止基本方針」

５月 個人面談 の趣旨説明

６月 ・三者懇談週間 （家庭での様子の 把握）

７月 ・「第１回いじめ実態調査アンケート」の実施

８月

９月 第１回「拡大いじめ対策委

10 員会（アンケート調査結果）

１１ ・「第２回いじめ実態調査アンケー」の実施

１２

１月 第２回「拡大いじめ対策委

２月 員会（アンケート調査結果）

３月 ・「第３回いじめ実態調査アンケート」の実施

６ 取組状況の把握と検証

いじめ対策委員会は、年３回、検討会議を開催し、取組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対処がうま

くいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。
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第３章 いじめの未然防止

いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、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、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係

を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。生徒・保護者の意識や背景、地

域等を把握したうえで、年間を見通した予防的、開発的な取組を計画・実施する必要がある。

１ 生徒や学級の様子を知る

①教職員の気づきが大切

②実態把握の方法

２ 命や人権を尊重し豊かな心を育てる

①道徳教育の充実

②人権教育の充実

３ 保護者や地域への働きかけ

ＰＴＡの各種会議（総会、部会）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

交換する場を設ける。また、いじめのも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

うために学校・学年だより等による広報活動を積極的に行う。

第４章 早期発見

いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と

生徒との信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで

行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さな

い認知能力を向上させることが求められる。また、生徒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ことが大切である。

1 教職員のいじめに気づく力を高める

２ いじめは見えにくい

①いじめは大人の見えないところで行われている

遊びやふざけあいのような形態、被害者なのに加害者と仲の良い仲間の一員のような形態等

がある｡

②いじめられている本人からの訴えは少ない

いじめられている生徒には、①親に心配をかけたくない、②訴えても大人は信用できない、③訴

えたらその仕返しが怖い、などといった心理が働くものである。

③ネット上のいじめは最も見えにくい

Twitter 、 Facebook 、 LINE等、ネット上でいじめにあっている兆候を見つけることは難しい。
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３ 早期発見のための手だて

①日々の観察

②観察のポイント

③ HR日誌、個人面談等の活用

④相談体制の充実

いじめている側から「チクった」と言われて、いじめの対象になったり、さらにいじめが助長されたり

する可能性があることを教職員は十分に認識し、その対応について細心の注意を払う必要があ

る。その対応如何によっては、在化することも考えられる。

⑤いじめ実態調査（アンケート調査等）の実施

いじめの実態実態（アンケート調査等）を年３回実施する。また必要に応じて随時実施すること

にする。

第５章 早期対応

いじめもしくはその兆候を発見・通報を受けた時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をす

る。いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて特定の教

職員一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。また、教育的配慮のもと、加害生

徒に対しては毅然とした態度で指導する。謝罪や責任を問うとともに、生徒の将来を鑑み、人格の成長

につながる指導を行うことが大切である。全職員の共通理解のもと、保護者、関係機関等と連携して

おこなう。またいじめの再発を防止するため継続的に見守ることを忘れない。。

１ いじめが起きたときの基本的な対応の流れ

いじめの情報を入手

＊当事者双方、周りの生徒からの聞き取り実施・記録。

正確な実態の把握 ＊関係教職員からの聞き取り及び情報共有

＊保護者への連絡及び聞き取り。

指導体制・方針の決定 ＊ 「いじめ対策委員会」の招集・検討

＊状況により、「拡大いじめ対策委員会」招集・関係機関との連携

＊対応についての方針作成

＊指導のねらいの明確化

＊全教職員の共通理解を図る。

生徒への指導・支援 ＊いじめられている生徒を保護し、心配や不安を取り除く。

＊いじめた生徒への指導

＊学校と保護者との連携体制をつくる

事後の対応 ＊継続的な指導や支援の実施

＊いじめのない学級・学校の環境づくりを行う
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第６章 ネット上のいじめへの対応

インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについて最新の動向を

把握し、情報モラルに関する指導の向上に努め、専門的な知識を有する有識者による講演等を行う。

また、未然防止には、生徒のパソコンや携帯電話、スマートフォン等を管理する保護者と連携した取

組を行う必要がある。

「ネット上のいじめ」が発覚・発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図るととも

に、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、警察等の専門的な機関と連携して対応する。

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必要である。

第７章 重大事態発生時の対応

※いじめ防止対策推進法 第２８条

「重大事態が発生した場合には、学校の設置者又はその設置する学校は、学校の設置者又はその設

置する学校の下に、組織を設け、適切な方法により重大事態に係る事実関係を明確にするための調

査を行う。」

●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

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

③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する。

※いじめにより「生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑い、とは

＊児童生徒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

１ 重大事態が発生した場合

①校長は、教育委員会（高校教育課長）へ重大事態の発生を報告する。

（→教育委員会から知事に報告）

②教育委員会が主体となって、重大事態の調査を行う。

調査は「山梨県立学校いじめ問題対策委員会」（教育委員会の附属機関） が主体となり、

学校の「いじめ対策委員会」と連携して行う。
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※「山梨県立学校いじめ問題対策委員会」（教育委員会の附属機関）

＊山梨県いじめ防止対策推進法施行条例で設置。

＊県立学校で発生した重大事態の調査を行う組織。

＊学校より重大事態の発生の報告を受けた県教育委員会の諮問により調査を行う。

＊委員は、「学識経験者」「弁護士」「臨床心理士」「社会福祉士」「精神科医」

「県警本部少年課職員」「県中央指導相談所職員」「地方法務局人権擁護課職員」

「高等学校校長会会長」「総合教育センター相談支援部職員」「高校教育課長」等。

＊事務局は、高校教育課。

③調査上の目的と配慮

＊事実関係を明確にするための調査を行う。

＊調査の目的は、当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

＊いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先として調査を行う。

＊重大事態の当該児童生徒の保護者の要望・意見等を十分に聴取し、迅速に当該保護者

に当該調査について協議し、協力を求めてから調査を行う。

④調査結果の報告（いじめられた生徒･その保護者、県教育委員会へ）

＊「対策委員会」は、調査によって明らかになった事実関係について、県教育委員会に報告

する。

＊「対策委員会」は、情報を適切に（適時･適切な方法で経過報告をする）、いじめられた生徒

及びその保護者」に対して提供する。

＊いじめられた生徒又はその保護者が希望する場合には、「いじめられた生徒又はその保護者

の所見」をまとめた文書を調査結果に添える。

◇ いじめ防止対策推進法 平成２５年９月２８日施行

◇ いじめの防止等のための基本的な方針 平成 25年 10月 11日 文部科学大臣決定

◇ 生徒指導リーフ増刊号 いじめのない学校づくり

「学校いじめ防止基本方針」策定 Q&A 生徒指導・進路指導研究センター

◇ 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm

いじめ相談の窓口

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

◇ 法務省 子どもの人権１１０番

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html


