
足立区立青井中学校いじめ防止基本方針 

いじめは、いじめを受けた児童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、身体に重大な危険を生じさせるおそれがある

ものであり、絶対に許されない行為である。 

しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の児童生徒にも起こりうるものであり、全国的に深刻な状

況が続いている。 

足立区は、「いじめ防止対策推進法」（平成２５年法律第７１号。以下、「法」という）第１２条の規

定及び国の「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）

に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「足立区立青井中学校 

いじめ防止基本方針」を策定する。 

 

 

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な考え方 

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等当該児童

生徒と一定の人的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に苦痛

を感じているもの」をいう。 

 

２ 足立区立青井中学校いじめ防止基本方針策定の目的 

   いじめ問題への対策を足立区・教育委員会と学校が主体的かつ相互に連携を図りながら進め、法

により規定されたいじめの防止及び解決を図るための基本事項を定めること等により、学校全体で

生徒の健全育成を図り、いじめのない学校の実現を目指すことを目的とする。なお、本方針は、い

じめ問題対策の推進のために必要に応じ随時内容の見直しを行うものとする。 

 

３ いじめの防止に向けた学校の方針 

（１）あらゆる教育活動を通じ、だれもが、安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指す。 

（２）児童生徒が主体となっていじめのない子ども社会を形成するという意識を育むため、児童生徒

の発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援する。 

（３）いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童生徒にも起こりうることを強く意識し、い

じめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者や地域、関係機関等

と連携し、情報を共有しながら指導にあたる。 

（４）いじめを絶対に許さないこと、いじめを受けている児童生徒を守り抜くことを表明し、いじめ

の把握に努めるとともに、学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。 

（５）相談窓口を明示するとともに、児童生徒に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施する

など、学校組織をあげて児童生徒一人ひとりの状況の把握に努める。 

 

 



第２ いじめ防止等のために実施する施策 

１ 「足立区立青井中学校いじめ防止基本方針」の策定 

法第１３条の規定、及び「足立区いじめ防止基本方針」に基づいて、自校におけるいじめの防止

等の取組についての基本的な方向、内容等を「学校いじめ防止基本方針」（以下、「学校基本方針」

という）として定める。 

 

２ いじめの防止等の対策のための組織の設置 

本校は、複数の教職員等によって構成される「いじめ防止対策委員会」を組織する。 

   

 

 

 

 

「いじめ防止対策委員会」はいじめを未然に防止するための対策を推進するとともに、いじめ行

為への対処を適切に行うため、教育委員会、開かれた学校づくり協議会、ＰＴＡ、地域社会、関係

諸機関等と連携して実効的な取組を行う。 

 

３ いじめ問題に対する重点目標 

・いじめは重大な人権侵害であるという認識に立ち、「いじめをしない・させない・許さない」とい

う意識を教員生徒が共有する。 

・集団生活におけるきまりを守らせ、いじめの未然防止・早期発見に努める。 

・日頃から家庭や地域社会、関係諸機関との連携を密にし、信頼関係、指導体制を整え、いじめが

発見された場合は効果的に連携を取りながら解決する。 

・養護教諭およびスクールカウンセラーと連携して生徒理解を深め、不安や悩みの解消に努める。 

 

４ いじめに対する基本方針 

 （１）教員の指導力の向上と組織的な対応 

いじめ問題に適切に対応できるように教員一人ひとりのいじめ問題に対する知識や指導力の向

上を図り、学校全体による組織的な対応を行う。 

（２）いじめの未然防止 

いじめの未然防止のための環境整備、心の教育を行う。 

（３）いじめの早期発見 

いじめはどの学校、どの学級にも起こり得るという認識を職員全体で共有し、いじめの早期発見

に努める。 

（４）いじめの早期対応 

いじめが起こった場合は早期対応に努め、聞き取り、指導、保護者および教育委員会などの関 係

諸機関との連携のために、組織として行動する。 

 

 

 

                   

その他の 

教員 
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５ 基本方針に対する具体的な取組 

（１）教員の指導力の向上と組織的な対応 

  ①生活指導部を中心に、問題行動に対する対応策を職員全体で共通理解を図り、授業規律の厳

守・教室環境の整備等、統一した指導を行い、ルールを守る意識を高揚させる。 

②管理職を中心に校内研修を企画し、いじめ防止研修を実施することで、生徒に寄り添ったカウ

ンセラーマインドを生かした指導が行えるように指導技術の研鑽を積む。 

  ③人権教育プログラムや「暴力のない学校づくりに向けて」、いじめ防止教材「STOP！いじめ あ

なたは大丈夫」などの内容について校内研修を実施し、人権が尊重される社会づくりに向けた

授業を道徳等で実施し、内容について反省と改善を行う。 

  ④生徒からの聞き取りや生徒指導には必ず 2 人以上の教員で当たり、問題行動発生時から解決ま

で学年→生活指導主任・管理職への細やかな報告連絡相談を義務付ける。 

 

（２）いじめの未然防止 

  ①年度当初にいじめ問題の対応について、すべての教員がそれぞれの役割と責任に応じて主体的

に関わり、連携協力することを確認する。 

  ②いじめ未然防止に向けた年間計画に沿って指導を行い、年度末に「取り組み評価アンケート」

などを利用して、次年度への見直しを行う。 

③週 1 回の生活指導部会で各学年の行動面、精神面で不安定な生徒の情報交換と対応を協議し、

実行する。 

  ④養護教諭・スクールカウンセラーが中心となり、特別支援教育委員会(SC 会)と不登校対策委員

会(FT 会)をそれぞれ隔週で開き、専門的な知識に基づいた個別指導計画を検討し、実行する。 

  ⑤「いじめを絶対に許さない」「いじめは犯罪である」という姿勢を全校集会や学年集会、学級

活動の場面で生徒に周知する。 

  ⑥授業以外の時間も教員による校内巡視や生徒の行動観察を行い、生徒の様子を詳細に把握し、、

情報共有に努める。 

  ⑦年 3 回の教育相談と年 1 回の二者面談を実施し、生徒の状況把握を行う。 

  ⑧保護者との連携を密にし、生徒の変化などについて情報共有を図る。 

⑨小学校等と連携を図り、生徒の特性について理解する。 

⑩学校公開において、いじめに関する授業を年１回以上実施する他に、いじめを題材にした道徳

の授業を年に数回実施し、「生命尊重」に関する授業を確実に実施するとともに、生徒間の信

頼関係や豊かな心を育成するようなライフスキル教育を実施し、生徒の自己有用感を高揚させ

る。 

  ⑪学校生活アンケート(8 月)やいじめの実態把握アンケート(年 3 回)を実施し、問題を抱えた生徒

に対して、スクールカウンセラー等と連携し積極的な働きかけを行う。 

⑫６月に「いじめ防止月間」を設定し、生徒会が中心となり、「いじめ０宣言」を実施する。 

  ⑬保護者会等で学校のいじめ防止・いじめ対応の方針を周知するとともに、携帯電話の使用や危

険性について携帯安全教室等で周知を図り、ネットの世界でのいじめ防止に努める。 

  



（３）早期発見 

  ①定期的ないじめアンケートの実施と校内に「いじめ相談箱」を設置することにより、いじめの

早期発見に努める。 

  ②各学級で「いじめを許さない、見て見ぬふりをしない」という意識を徹底し、生徒主体のいじ

めを排除しようとする教室環境を構築する。 

  ③教員による校内巡視や生徒の行動観察を密にし、暴言や暴力行為等の実態を掴む。 

④行動が気になる生徒について教員間で情報共有を行い、個別面談等や家庭連絡を実施し、原因

の把握に努める。 

⑤気になる生徒の日々の行動の様子を記録し、年度を通してファイリングしていく。 

 

（４）早期対応 

   ①いじめを受けた児童生徒を最優先 

いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保することを最優

先に考え、大人が見守る体制を速やかに整備する。 

   ②迅速な調査 

      早急に全容を解明するため、児童生徒からの聴き取りなどを組織的に行う。いじめの事実、

及び学校の対応について、いじめに関わった児童生徒の保護者に報告し、いじめの解消に向

けて協力を要請する。調査結果については教育委員会に報告する。 

   ③関係機関との連携 

      こども支援センターげんき等の相談機関と連携して対応にあたる。 

     いじめを行った児童生徒について、再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援する

ための対応策を警察や児童相談所等と連携して講じる。 

  ④被害生徒や情報を提供した生徒の安全確保のために、休み時間などを利用し複数の教員による

声かけを行い、学年集会や道徳等を利用し注意を呼びかける。 

  ⑤被害生徒や保護者の心理的ストレスなどの軽減に努め、スクールカウンセラーと連携し、定期

的な面談を実施する。 

  ⑥加害生徒や保護者に対しても、状況に応じてスクールカウンセラーや関係諸機関と連携して継

続的な支援を行う。 

 

 

第３ 重大事態への対処 

１ 重大事態の発生と調査 

（１）重大事態の意味 

    重大事態とは、法第２８条において以下のように示されている。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑

いがあると認められるとき 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当な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られるとき 

    なお、児童生徒の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じる場合とは、 

      ・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 

などのケースが想定される。 

     相当な期間については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、年間３０日間を目安とし

ている。ただし、日数だけではなく、児童生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要が

ある。 

また、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、重大事態ととらえる必要がある。 

 

（２）重大事態の報告 

学校は重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。報告を受け

た教育委員会は重大事態の発生を区長に報告する。 

 

（３）調査の趣旨及び調査主体 

調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行うものである。 

学校は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、だれから行われ、どのような態様で

あったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったのか、教職員がどのように対

応したかなどの事実関係を明確にする。 

なお、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に

結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には、

教育委員会が調査を実施する。 

 

（４）調査結果の提供及び報告 

学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査によって明らか

になった事実関係について説明する。 

教育委員会は調査結果を区長に報告する。 

 

（５）その他 

学校は、被害生徒や保護者の心理的ストレスなどの軽減に努め、スクールカウンセラーや医療

機関等と連携し、定期的な面談を実施する。また、加害生徒やその保護者に対しても、スクール

カウンセラーや関係諸機関と連携して継続的な支援を行う。 

マスコミからの問い合わせについては教育委員会と十分連携をとったうえで、校長・副校長が

あたり、その他の対応はそれぞれの教員が校長・副校長の指示に従って適切に行動する。 

  



◎いじめ対応フローチャート 

 

 

  

「いじめをしない・させない・許さない」学校づくり 

いじめの未然防止 

・いじめを許さないという姿勢を教員・生徒で共通理解する。 

・生活指導部会・FT会・SC会などを通じて、生徒の情報共有を図る。 

・道徳でいじめを題材にした授業を年に数回実施。 

・各種アンケートの実施  ・生徒会によるいじめ撲滅運動 

・保護者との連携強化といじめに対する対応の共通理解。 

・未然防止に向けた指導は日常の指導を基礎として実施する。 

いじめの早期発見時の対応 重大な事案 発生時の対応 

１．表情・態度   ２．身体・服装 

３．持ち物・金銭  ４．言葉・行動 

５．遊び・友人関係 ６．教師との関係 

に目配り、気配りを絶やさない。 

・全職員への伝達、情報等共有 

・事態の収拾 

・被害生徒、加害生徒への聞き取り等 

・全校生徒への対応、指導等 

・保護者、関係機関等の連絡、報告 

・マスコミ対応等 

管理職・学年担当教員・生活指導部で 

対応を協議。全教員で情報共有 

校長・副校長・学校いじめ対策委員会を

核に調査・今後の対応を検討 

関係諸機関へ

の通報・相談 

・

相談 

家庭連絡を行い、保護者に状況報告。学校での面談を実施 

いじめ対策緊急保護者会の実施 
関係生徒と保護者による保護者会を実

施。謝罪と再発防止の約束 

被害生徒の心のケア … スクールカウンセラー等との連携 

加害生徒の心のケア … スクールカウンセラーや関係諸機関との連携 



☆いじめのない学校づくり 年間計画 

月 1 年 2 年 3 年 

４月 入学 進級 進級 

学年集会・朝礼・学級活動を通して、いじめ問題に対する基本方針の周知 

保護者会で連携要請 保護者会 保護者会 

家庭訪問 教育相談 教育相談 

携帯安全教室の実施 保護者・警察・学校参加の協議会の実施 

5 月 運動会  協力し合う学級づくり 運動が苦手な生徒への配慮 

 

6 月 いじめふれあい月間 いじめアンケートの実施(第 1回) 

生徒会によるいじめ０宣言実施 

いじめに関する道徳(1回目) いじめに関する道徳(1回目) いじめに関する道徳(1回目) 

いじめについての校内研修会の実施(人権教育プログラム等) 

7 月 教育相談 教育相談 教育相談 

長期休業に伴う生活指導の徹底 

8 月 学校生活アンケートの実施 気になる生徒については SC面談 

夏休み明けの健康観察 夏休み中の問題行動の把握 

   

9 月 いじめアンケート(校内)の実施 

   

10 月 青友祭  協力し合う学級づくり 

いじめに関する道徳(2回目) いじめに関する道徳(2回目) いじめに関する道徳(2回目) 

保護者会  講師を招いての子育て、問題行動、いじめに関する講演会の実施 

11 月 いじめ防止月間 いじめアンケートの実施(第 2回) 

二者面談 二者面談 二者面談 

12 月 教育相談 教育相談 教育相談 

薬物乱用防止教室の実施 

   

1 月 冬休み明けの健康観察 冬休み中の問題行動の把握 

ライフスキル教育 

「ストレス対処」の実施 

ライフスキル教育 

「ストレス対処」の実施 

ライフスキル教育 

「ストレス対処」の実施 

2 月 いじめふれあい月間 いじめアンケートの実施(第 3回) 

いじめに関する道徳(3回目) いじめに関する道徳(3回目)  

いじめ対応「取り組み評価アンケート」の実施 

3 月 年度末反省・次年度への見直し 

保護者会 保護者会 卒業式 

 


