
「名護市立久辺小学校・いじめ防止基本方針」 

平成 29年 3月策定 

平成 29年 4月１日施行 

 

１．基本的な考え方（基本理念） 

   いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利及び基本的人権等を著しく侵害し、児童の心

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、その生命または身体に重大な危

険を生じさせる恐れがある。また、「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こり

得る」という基本認識に立ち、「いじめ未然防止」、「いじめの早期発見」、「いじめへの早急な対処措

置」について共通理解を図り、組織的に対応していく。 

   いじめの予防と早期発見に特に重点的に取り組んでいくと共に、いじめが発生してしまった場合

には、児童の尊厳を重視し、国頭教育事務所、名護市教育委員会や地域、家庭、関係機関との連携

のもと、いじめ根絶に向けて、組織をあげて適切に対処する。本校の児童が、楽しく豊かな学校生

活を送るために、いじめのない学校を作るために「久辺小学校いじめ防止基本方針」を策定した。 

 

２．いじめに係る理念 

（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当該児童 

   生徒と一定の人間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。         【「いじめ防止対策推進法第２条」より】 

 

 

 （２）いじめの基本認識 

   ・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つこと 

   ・いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行うこと 

   ・いじめ問題は学校の在り方が問われる問題であること 

   ・関係者が一体となって取り組むことが必要であること 

 

 

３．いじめのない学校づくり（防止等の指導体制・組織的な対応について） 

 （１）教職員による指導について 

□校内研修の確立と情報共有の場の設定及び児童への指導の徹底 

□いじめを許さない体制の場の設定及び児童への指導の徹底 

□日常的な「わかる授業」の実践 

□学級経営を中心とした児童の活躍の場作り、居場所作り、絆作り 

□キャリア教育に視点をあてた社会体験や奉仕体験活動等の推進と充実 

□道徳の時間を中心とした全教育活動における指導 

□地域行事等の参加の奨励 

  

 



 

（２）いじめ対策委員会について 

    いじめ防止等に組織的に対応するため、いじめ防止対策委員会を設置し、基本方針に基づく 

   取り組みの実施、新捗状況の確認、定期的検証を行う。必要に応じて委員会を開催する。構成 

   員は以下のとおりとする。 

 

 

４．いじめ未然防止・早期発見について 

    早期発見の基本は、児童のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、 

   情報に基づき速やかに対応することである。そのためには、教職員が意識的に児童の様子に気を 

   配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。併せて、定期的な「学校生活アンケート」の

実施・児童との面談や各種調査を活用し保護者や地域・関係機関との連携を図っていく。 

○ 朝、帰りの会での観察や授業中の観察 

○ 個人面談の実施（学校生活アンケート及び教育相談週間の活用） 

○ アセスによる学級生活状況調査 

○ スクールカウンセラーとの連携 

○ 子ども同士の関わり合う様子 

○ 保護者や地域からの情報提供 

 

 

６．いじめへの早期対応・措置について 

    いじめの発見・通報を受けたときの対応は、校長のリーダーシップのもと、「いじめ防止対策委

員会」が中心となり、事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の指導及びケアなど問題の解

消を行う。尚、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、教育委員

会との連携を図り、諸関係機関や警察署と相談して対処する。また、児童の生命、身体または財

産に重要な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。 

○ 正確な実態把握（アンケート調査等） 

○ 指導体制、方針の決定 

○ 子どもへの継続的な指導と支援（いじめられた側といじめた側、傍観者） 

  

 

 

 

〈校内構成員〉 

  校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭、その他の関係職員（担任、

専科、支援員 等） 

   

〈校外構成員〉 

  国頭教育事務所（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー） 

名護市教育委員会（指導主事、臨床心理士）、学校評議委員、民生委員、児童委員、 

その他の関係機関 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめの情報 

日常の観察、本人の訴え・相談、教育相談、他の児童・保護者からの情報提供、アンケート、個人

面談、教育相談センターからの報告、その他 

 

事実関係の把握・確認 

いじめられた児童      保護者       いじめた生徒      周囲の児童・その他関係者 

○事実関係の聞き取り   ○事実関係の報告  ○個々へ事実関係の聞き取り  ○事実関係の確認 

○心のケア        ○信頼関係       

 ・安全の確保 

 ・支援 

一次対応 

教育委員会への報告 関係機関との連携 

いじめ対策委員会 

 

いじめられた児童      保護者          いじめた生徒       周囲の児童・その他関係者 

○チームの結成     ○事実関係の報告     ○事実関係の確認            ○事実の確認 

・信頼できる人と連携      ○解決に向けた連携強化 ○いじめは人格を傷つける  ○自分の問題として捉え 

・寄り添える体制の構築                           行為で、自らの行為の責任  させ、誰かに伝える勇気 

○安全・安心な登校の確保      を自覚させる。       をもつように伝える。 

○気持ちの受容・丁寧な観察            ○必要な場合は専門機関と協働  

 

 学級指導    傍観者からの脱却、共感的な人間関係づくり、自己存在感を実感する学級づくり 

①いじめられた児童の様子 ②いじめた児童の様子 

③被害の態様（暴力、暴言、言葉など） 

④被害の状況（時、場所、人数など） 

⑤集団の構造（被害・加害・傍観）     

⑥いじめの動機・背景 

 

二次対応 

協同体制・指導体制の確立 

指導方針の共通理解 

三次対応 

 
 

  いじめられた児童       保護者           いじめた生徒     周囲の児童・その他関係者 

○適応に向けて取り組み ○児童の変容に向けた連携強化  ○規範意識の育成        ○関係児童生徒の家庭 

○対人関係       ○解決に向けた連携強化     ○人間関係づくりの改善   訪問等の対応 

○学校との連携確認 

                                        

全校児童への指導   人権意識を高める道徳・特別活動等の実践、 

いじめ問題を解決できる学級・学年の指導の充実 

三次対応 



７．重大事態への対応 

 （１）いじめにより児童生徒の生命、心身また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などの重大事態が発生した場合は、被害児童生徒

の安全を確保し全力で守ることを保証するとともに、速やかに教育委員会に報告する。また、上

記「いじめ防止対策員会」において、当該重大事態に係る事実関係を明らかにするための調査を

実施し早急に対応する。「いじめ発見報告書」を作成し教頭に提出する。第１次緊急対応会議を招

集し、報告書の内容を周知する。 

（２）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、躊躇することなく所轄

警察署と連携して対応する。 

 

いじめ重大事態対応フロー図 

学校 

１．「生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑い」があるとき 

２．「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」があるとき 

３．ネット・ＳＮＳに係る被害が生じる疑い」があるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【 学校が調査主体の場合 】 

久辺小学校 いじめ対策委員会 

○学校職員 

○心理(SC等)や福祉(SSW等)の専門家、 

弁護士、医師、他校の職員、警察官、又は 

専門的知識及び経験者 

【 市教育委員会を調査主体の場合 】 

いじめ問題調査組織の設置 

○教育委員会の関係職員 

○弁護士、医師、臨床心理士、警察官、 

学識者等 

 

教育委員会 

調査の主体を判断 

市長・教育長 

国頭教育事務所 

事実関係を明確にするための調査実施 

○いつ（いつ頃から）  ○誰から  ○被害の状況（時・場所・人数） ○児童の人間関係 

○いじめの動機・背景  ○学校の対応（役割分担・共通理解） ○対応窓口の一本化（管理職対応） 

 

警察 

生命や犯罪に関わる

ものは直ちに対応 

相談・通報 
報告 

調査の指示 

市長・教育長 

国頭教育事務所 

〔再調査の場合〕 

調査の指示 

経過報告を行

う 

経過報告を行う 

報告 

重大事態の 

発生 

調査結果を踏まえた必要な措置 

児童・保護者・教育委員会 

調査結果の報告 

児童・保護者・教育委員会 

＊個人情報への十分な配慮 

継続的なサポート 

・ＳＣとの面談 ・管理職の指導助言 

・職員間の協働体制の構築 

・学級経営の充実 ・道徳教育の充実 

・管理職の指導所源 

・同種の事態の再発防止取

組や体制の強化 

・関係機関との連携強化 



８．いじめ問題対応マニュアル 

１ いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、組織を置くとともに、下記の事項に取り組む 

（１）いじめ防止：○いじめについての共通理解○いじめに向かわない態度・能力の育成 

         ○いじめが生まれる背景の理解○自己有用感・自己肯定感を育む取組 

         ○児童自ら学び実践できる取組 

（２）早期発見：○定期的なアンケート調査・教育相談の実施 

○児童がいじめを訴えやすい雰囲気づくり○学校生活アンケート調査の実施 

 

２ いじめ発生時の対応 

 ※随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。常に状況把握に努める。 

 

いじめの情報 

     

 

〈情報を集める（事実確認）〉 

※教職員、児童生徒、保護者、地域住民、その他から「いじめ対策委員会」に情報を集める。 

 

 

〈「組織として指導・支援体制を組む」〉 

※学級担任等、養護教諭、生徒指導担当教員、管理職などで役割を分担する。 

                                     

                                        

〈子どもへの指導・支援を行う〉 

※いじめられた児童にとって信頼できる人（親しい友人や教

員、家族、地域の人等）と連携し、寄り添い支える体制をつ

くる。 

※いじめた児童には、いじめは人格を傷つける行為であるこ

とを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不

満やストレスがあってもいじめに向かわせない力を育む。 

※いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉え

させるとともに、いじめを止め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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

いじめ対策委員会の発足 

〈保護者と連携する〉 

●つながりのある教職員を中心に、

即日、関係児童生徒（加害、被害と

も）の家庭訪問等を行い、事実関係

を伝えるとともに、今後の学校との

連携方法について話し合う。 



９．いじめ防止に関する取り組み 

 未然防止・早期発見に向けた取り組み 

学校行事・家庭や地域等との連携 
職員会議・研修・隣学年会 

４
月 

○久辺っこのきまり・学習の約束の 

共通理解と保護者への周知 

○学級開き ○家庭訪問  

○１年生を迎える会・入学式 

○生活朝会（生活きまりの確認） 

○校内生徒指導委員会 

 ・学校の基本方針の共通理解 

 ・指導体制や指導計画の確認 

○児童の実態把握・引き継ぎの確認 

・食物アレルギー対応 

・特別な支援を要する児童の様子 

５
月 

○春の遠足 ○学校評議員顔合わせ 

○防犯教室 ○PTA総会 

 

６
月 

○平和集会   ○教育相談  

７
月 

○地域懇談会  ○個人面談 

○レク集会 

○１学期の取り組みの反省 

○小中合同研修会（情報共有） 

８
月 

○２学期始業式 ○校内研修 

・いじめ防止に向けた情報共有、事例研修等 

９
月 

○運動会  ○夏休みの児童の様子について情報交換 

10 

月 

○集団宿泊学習(５年)  

11 

月 

○修学旅行(６年) ○学習発表会 

○クリーン活動 

 

12 

月 

○学級保護者会 

○人権週間 

○２学期の取り組みの反省 

１
月 

○３学期始業式 

○持久走大会 

○冬休みの児童の様子について情報交換 

２
月 

○６年生を送る会 

○生活朝会（１年間の生活の様子の振り返り） 

 

３
月 

○卒業式 

○終業式 

○いじめ対策委員会の本年度のまとめ 

○進級・進学に伴う引き継ぎ 

 

 常時活動 

  ○スクールカウンセラーの活用（毎週火曜日）○学校生活アンケートの実施（毎月第４週目実施） 

  ○児童の様子について情報交換（隣学年会） 


