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多治見市立根本小学校 「学校いじめ防止基本方針」 2019年度

基本的な構え

)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的関係にある他の児童等が行うlb理的又は41n理的なみ響
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。)であつて、当該
行為の対象となった児童等が′b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」第2条 しヽじめの定義

(2)基本理念

い じめは、い じめを受けた子 どもの人権を著 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 る恐れがある。

したがつて、本校では、い じめ問題 はいつでも、どこでも、誰 もが起こしえて、

誰に対 しても起こりえるとい う認識 と、今 も密かに進行 中かもしれないとい う危機

感を持ち、すべての子 どもがい じめを受けることなく、い じめを行わず、他の子 ど

もに対 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、全教育

活動を通 じてい じめの防止等のための対策を行 う。

また、い じめの場面には、加害者、被害者 とい う立場に加 えて、傍観者が存在 し

てお り、あらゆる立場の者がい じめを許 さない毅然 とした姿勢を生み出してい く。

(3)学校及び職員の責務

い じめが行われず、すべての児童が安心 して学習その他の活動に取 り組む ことが

できるように、保護者及び関係者 との連携 を図 りなが らヾ学校全体でい じめの防止

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、 さらにその再発防止に努める。

2い じめ防止のための取 り組み

(1)本年度の重点
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いや クノ をキーター だとι ノ「まさ月 つゲノ活動 を丸実 させることで一ス

ひとク′ご √′分 のまさゴ を′覚 させ、′尊感 ″を芦み、ス をい じめのなクヽ、

ィ ハレヌ〃なの序 クヽ心の鰐 を若fラ 。

○ノ己童生を下ノtひ とクのまさを深護者 み 等 サ ろ′会を増や九

(2)い じめを許 さない、見過 ごさない雰囲気づ くりにつ とめる

①学校の伝統 となる価値ある活動 (日 常活動の充実やい じめをなくすキャンペ

ーン等)を児童が 自主的に行 うよう支援す る。

②児童生徒の豊かな情操 と道徳心を培 うため、全教育活動を通 じた道徳教育の

充実を図る。

(3)児童一人一人に自己有用感 を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

①全教育活動を通して自他の生命を大切にする心を育てる。

②児童が他者と関わる表現力を培う。
③人とのつながりを大切にした体験活動を推進する。

④児童の自尊感情を育み、学校が楽しく充実しているという実感が得られるよ

うな教育活動を推進する。



(4)イ ンターネットを通 じて行われるいじめ防止のために保護者及び児童に啓発
活動を行 う。

(5)職員の学級経営力向上及び人権感覚を高めるための研修を行 う。
(6)対策のための組織

いじめの防止等を実効的に行 うため、次の機能を担 う「学校いじめ防止等対策
委員会」を設置する。

①いじめの早期発見に関すること。 (ア ンケー ト調査、教育相談等)

②いじめ防止に関すること。

③いじめ事案に対する対応に関すること。        ヽ

④いじめが,い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。

⑤年間 5回 (内 2回は外部専門家を含む)開催する。
いじめ事案発生時は緊急開催とする。

⑥構成員 (◎ はいじめ担当教諭として本会議の主務を担当する)

校長、教頭、◎生徒指導主事、学年主任、教育相談担当、養護教諭
※必要に応 じて保護者代表、主任児童委員、学校評議員等の第二者やス1ク ール

カウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の心理及び福祉の専門家を

招請する。

3 いじめの早期発見に向けた取組

(1)「いじめはどの学校、どの児童生徒にも起こりうるものである。」という基本

認識に立ち、すべての教職員が児童生徒の様子を見守 り日常的な観察を丁寧に行

うことにより、児童生徒の小さな変化を見つける。 (登下校指導、授業巡回、給

食、掃除指導等の様々な場面で表情、言動、服装、児童生徒相互の関係性、持ち

物等の変化)

(2)変化がある児童生徒が見つかつた場合は、情報を共有して問題の早期解決を図

る。

(3)児童生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
・アンケー ト調査  年間4回以上 (市・県の行 うアンケー トがある月は兼ねる)

・保存期間は当該児童の卒業までとする。

(4)生徒及び保護者がいじめに係る相談を行 うことができるよう次のとおり相談

担当者を定め、児童生徒及び保護者に明示する。
・スクールカウンセラーの紹介 (出 勤日及び依頼方法)

。いじめ相談窓国の設置
・市教育相談室等関係機関の相談窓口を併せて紹介する。

4 いじめ問題発生時の対応

(1)い じめ問題発生時 。発見時の初期対応

【組織対応】
。いじめを察知した場合は、 「学校いじめ防止等対策委員会」を開催 し、すみや

かに事実の有無の確認など必要な措置を講ずる。

【対応の重ソ像】
。いじめの兆候を把握 したら、速やかにかつ丁寧に事実確認を行 うとともに多治

見市教育委員会に報告する。
。いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するた



め、毅然 とした指導を行 うとともにいじめを受けた児童 。生徒や保護者に対す

る支援 と、い じめを行つた児童生徒への指導 とその保護者への助言を継続的に

行 う。
・い じめに関す る事実が認められた場合、い じめた側 とい じめを受けた側の双方

の保護者に説明 し、家庭 と連携 しながら児童生徒への指導に当たる。
・保護者 との連携の下、 自分の行為 を振 り返る中で、い じめた児童生徒が 「い じ

めは許 されない」 とい うことを自覚すると共に、い じめを受けた児童生徒やそ

の保護者の思いを受け止め、自らの行為を反省する指導に努める、
。い じめを受けた児童生徒に対 しては、保護者 と連携 しつ つ児童生徒を見守 り、

心のケアまで十分に配慮 した事後の対応に留意すると共に、二次被害や再発防

止に向けた中 。長期的な取組を行 う。
・い じめは、単に謝罪をもって安易に解消 とすることはせず、い じめを受けた子

どもに対す る行為が止んでいる状態が相 当の期間 (3か月を目安 とす る)継続

してお り、なおかつ、い じめを受けた子 どもがい じめの行為により心身の苦痛

を感 じていない と認められ るとき、い じめが 「解消 している」状態 と判断す る

ものとする。                        ,1
・犯罪行為 として取 り扱われるべきい じめについては、多治見市教育委員会及び

所轄警察署等 と連携 して対処する。

(2)重大事態への対処

生命、心身又は財産に重大な被害が生 じた疑いや、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場合は、次の対処を行 う。
。重大事態が発生 した旨を、速やかに多治見市教育委員会に報告す る。

・同種の事態発生を防止するため、多治見市教育委員会の指導の下、事実関係 を

明確にするための調査に当たる。
・上記調査を行つた場合は、調査結果について、多治見市教育委員会に報告す る

と共に、い じめを受けた児童生徒及びその保護者に対 し、事実関係その他必要

な情報を適切に提供する。

5 学校評価における留意事項

い じめの実態把握及びい じめに対する措置 を適切に行 うため、次の 3点 を学

校評価の項 目に加 え、適正に自校の取組 を評価する。
。い じめの未然防止に関すること
。い じめの早期発見に関すること
。い じめの対応及び再発防止に関す ること。

6 個人情 報 (児童が記入 したアンケー ト用紙等)の取 り扱い

。い じめ問題が重大事態に発展 した場合は、重大事態の調査組織においても、ア

ンケー ト調査等が資料 として重要になることか ら、該当児童が卒業す るまで保

管す るもの とす る。
・アンケー トや聴取の結果を記録 した文書等の二次資料及び調査報告書は、指導

要録 と同様に保存期間を 5年 とす る。


