
片山津中学校いじめ防止基本方針
～児童生徒が安心して学ぶことができる環境を～
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１ はじめに

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

険を生じさせるおそれがあるものである。

片山津中学校いじめ防止基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的の下、学校・地域・

家庭その他の関係機関との連携により、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじ

め防止対策推進法の規定に基づき、国や県のいじめ防止基本方針を参酌し、片山津中学

校におけるいじめの防止等のための対策を「いじめ０宣言」とし、策定するものである。

２ いじめ問題への基本姿勢

いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込

むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。また、関係機

関や地域の力も積極的に取り込むことが必要である。

全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじ

め防止等の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されな

い行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければ

ならない。

（１）学校を挙げた積極的対応

ア 校長をトップとした「いじめ問題対策チーム」の常設

「いじめ問題対策チーム」には校長・教頭・生徒指導主事・教育相談担当・学年

主任・養護教諭・生徒指導サポーター・ＳＣ・SSWが入り、平素からいじめの問

題に備え、教職員間での共通認識を構築する。

イ 警察や児童相談所などの外部関係機関及び家庭や地域との連携

積極的に外部の人材（特にいじめ対応アドバイザー）の活用を進め、学校も積

極的に情報を発信し、双方向に「風通しのよい」関係をつくる。

ウ いじめの問題の組織的な対応

いじめの問題が発生したときは、関係教職員による「個別案件対策班」を組織

し、役割分担に沿った迅速で的確な対応を行い、いじめの早期解消を図る。

（２）平素からの姿勢

ア いじめの認識

いじめは「どの子にも、どの教室にも起こりうる」という認識のもと、全員を対

象とした事前の働きかけを行う。

イ いじめの対応

いじめは「人間として絶対に許されない」。いじめを行っている生徒については、

毅然とした対応をとることを示す。

ウ 教職員の日常的な態度

教職員の言動が、生徒に大きな影響を持つことを十分に認識する。

エ 実態把握と情報の共有

定期的な調査だけでなく、生徒の実態に合わせて調査を実施する。



３ いじめの理解

いじめは、どの子にも、どの教室にも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせや

いじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害

も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多く

の者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身

体に重大な危険を生じさせる。

さらに、最近のいじめはスマートフォンや音楽プレーヤー、ゲーム機などの電子情報

端末機器の普及により、一層見えにくくなっている。

（１）いじめを捉える視点（いじめの定義）

【いじめ防止対策推進法第２条第１項】

「いじめ」とは、児童に対して、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も含む）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。

【いじめの態様】

ア 冷やかしからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

イ 仲間外れ、集団による無視をされる。

ウ 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。

エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

オ 金品をたかられる

カ 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。

キ 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。

ク パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

（２）「いじめは笑いに隠される」

被害者が笑っていた、楽しそうにしていたからといって「いじめではない」と捉え

ずに、行為そのもので判断することが大切である。

（３）いじめの四層構造

いじめは、「いじめる者」と「いじめられる者」という二者関係だけで成立してい

るのではなく、「観衆」としてはやし立てたりおもしろがったりする存在や、周辺で

暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在によって成り立っており、傍観者の中から

いじめを抑止する「仲裁者」が現れるような学級経営を行うことが大切である。

（４）いじめる心理

いじめの衝動を発生させる原因として、心理的ストレス、集団内の異質な者への嫌

悪感情、ねたみや嫉妬感情、遊び感覚やふざけ意識、いじめの被害者からの回避感情

などが挙げられる。

（５）犯罪につながるいじめ

いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談

したり、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。



４ いじめの未然防止

学校長のリーダーシップのもと全ての教職員が未然防止に取り組む必要がある。

（１）わかる授業づくり

・「わかった」「できた」「使えた」が実感できる授業づくり

・学習指導の場における積極的な生徒指導（生徒指導の三機能）

生徒に「自己存在感を与えること」、「共感的な人間関係を育成すること」、「自

己決定の場」を与え自己の可能性の開発を援助することの三つの視点に留意する。

・「学び合い学習」

・「教職員の学び合い」

（２）規範意識と生徒指導の充実

・校内での規律や授業中の規律を定着させることで、規範意識を醸成するとともに、

生徒が安心して学ぶことができる環境をつくる。

・社会で許されない行為は、学校においても許されない。

・学習ルールの徹底（授業の心得３か条）

・ネット・ゲームにおける家庭でのルール作り（片中ネット憲法５か条）

（３）道徳教育や人権教育の充実

・学校の教育活動全体を通じた道徳教育

・魅力的な教材の開発や活用

・人権教育講話、人権教室の開催

（４）自己有用感や自己肯定感を育む取組

・親子共同作業（親子奉仕作業）

・柴山潟清掃等のボランティア活動

（５）生徒会が中心となる取組

・挨拶運動（オアシス運動）、生徒集会の運営

・体育祭・スワトン祭の縦割り活動

・片中ネット憲法（5ヶ条）の提案

・スワトン祭（文化祭）で「いじめ」をテーマにした寸劇の取組

・新堀川を美しくする会への参加

・南陽園ボランティアカーニバルへの参加

・それぞれ学年会のリーダー会を積極的に動かして活性化させる。

（６）体験活動を取り入れた取組

・障害者とふれあう活動（交流委員による南陽園や石川病院アカシア病棟への訪問）

・他校種や留学生との交流（錦城特別支援学校）

（７）家庭・地域と連携した取組

・いじめアンケートを活用した連携

・家庭、地域からの相談窓口の設置



５ いじめの早期発見

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装っ

て行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識す

る。たとえ、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段

階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを見逃すことなく、いじめを積極的に認

知する。

（１）小さなサインを見逃さない取組

・日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築に努める。

・児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。

・記録ノートを活用して、交友関係や悩みを把握する。

・教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い情報を共有する。

（２）定期的なアンケート調査の実施

・生活アンケート ４月・ ９月・１月（計３回：状況に応じて対応する。）

・ハイパーＱＵ ５月・１０月（計２回）

・いじめアンケート 毎月（上旬）※３月は実施なし。

（３）教育相談体制の充実

・アンケート調査をもとに、定期的な教育相談を実施する。（ふれあい週間）

・生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気・体制をつくる。

・生徒及びその保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備

する。

・保健室や相談室の利用、電話相談窓口について広く周知する。

・ＳＣ、教育支援員、生徒指導サポーター、いじめアドバイザー、ＳＳＷの効果的

な活用を図る。

（４）学校で分かるいじめ発見について

学校生活の中で、生徒は様々な悩みや不安をともなうサインを、言葉や表情、し

ぐさなどで表している。教職員は、一人一人の生徒が発するサインを見逃さず、早

期に対応することが大切である。

（５）家庭で分かるいじめ発見について

いじめられている生徒は、家庭においてもサインを出している場合がある。保護

者は子どもの変化を見逃さず対応する必要がある。また、学校は保護者から、子ど

もの家庭での様子について相談があったら、いじめられているのではないかと受け

止め、指導にあたる必要がある。



６ いじめに対する措置（次ページ参照）

いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的

に対応する必要があり、学校の教職員が、いじめの情報を抱え込み、対策チームに報告

を行わないことは、法の規定に違反することになる。また、各教職員は、学校いじめ

防止基本方針等に従って、いじめに係わる情報を詳細かつ適切に記録しておくことが必

要である。いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を

教育委員会に報告する。

被害児童生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童生徒

を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性

の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。

教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対

応にあたる。

７ インターネット上のいじめへの対応

近年、携帯電話やスマートフォンのみならず、音楽プレーヤーやゲーム機など、無線

LANを利用してインターネットにつながる電子情報端末機器の普及に伴い、いつでもイ

ンターネットに接続できる環境になり、生徒にとって、これまで以上に莫大な情報に容

易に接する機会が増えてきている。

またこうした機器の利用について、大人の理解不足から対応が後手になることがある

ため、教職員及び保護者が仕組みを理解し、「インターネット上のいじめ」の未然防止

に努める必要がある。さらに学校は、生徒に適切にネット依存や情報モラルの指導がで

きる体制整備を進める必要がある。

（１）「インターネット上のいじめ」の未然防止・早期発見について

・早期発見の観点から、石川県教育委員会と連携し、「ネットチェッカーズいしかわ」

の活用により、インターネット上のトラブルの早期発見に努める。

・生徒が悩みを抱え込まないように、学校内に児童生徒が相談しやすい環境を作るこ

とが重要である。また、地方法務局におけるインターネット上の人権侵害情報に関

する相談の受付など、関係機関の取組についても周知する。

・学校や地域の実態及び生徒の発達の段階に応じた情報モラル教育を推進する必要

がある。

・「インターネット上のいじめ」について、教職員自身が理解するとともに、保護者

においてもこれらについての理解を求めていくことが必要である。

・かがっ子ノー携帯ノースマホ運動を推進する。

・インターネットの利用に関する親子のルール作りや児童生徒同士のルール作りを

推進する。

・保護者は、防災・防犯その他の特別な目的のために使用する場合を除き、小中学

生には携帯電話等を所持させないよう努める。

・保護者は、児童生徒に携帯電話等を所持させる場合には、フィルタリングサービ

スの利用を徹底するよう努める。



いじめ問題等発生時における対応組織図

→ 加賀市教育委員会

相談 報告

１．いじめ問題対策チーム

校長

→ ←いじめ対応アドバイザーやＳＳＷの活用・ 連 警察

教頭 絡

・

報 生徒指導委員会の委員 相 児童

告 学年担当（当該・学級担任・部活動顧問）・ＳＣ・ＳＰ 談 相談

・ ・

連 ・いじめを見逃さない学校づくり 調 外部

絡 ・学校や教職員の対応力向上 整 機関

・ ・基本方針の策定・周知

相 ・風通しのよい学校づくり

談

２．個別案件対策班

生徒指導主事 学年集団（部活動顧問） 教育相談

・情報収集・共有 → 対応策の検討

・役割分担 → 報告・説明

・評価・再検討

連絡系統

校長 学年主任 生徒指導主事・担任 教育相談・担任

教頭

↓ ↓ ↓ ↓

ＰＴＡ 周辺生徒 加害生徒・保護者 被害生徒・保護者

地域

関係機関



８ いじめ問題への取組チェックポイント

いじめ問題への取組について、いじめ問題対策チーム、個別案件対策班及び教職員一

人一人が、それぞれの立場でＰＤＣＡサイクルに基づき、定期的に点検を行い、点検結

果を共有して、課題を明確にし、必要な改善を行うことが大切である。

（１）指導体制（チーム）

・いじめ問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に体制を確立しているか。

・いじめ問題を職員会議で取りあげ、教職員間の共通理解を図っているか。

・いじめ問題を特定の教職員が抱え込まず学校全体で対応する体制が確立しているか。

（２）早期発見・早期対応（チーム）

・教師は生徒と好ましい人間関係の醸成に努めているか。（教職員）

・生徒の生活実態について、把握に努め、的確に対応しているか（教職員）

・養護教諭やＳＣ等と連携して体制整備が行われ、十分に機能しているか。

・いじめの訴えがあったときは、事実関係の把握を正確に迅速に行っているか。

・教育委員会との連絡を密にし、関係機関(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰなど)と連携協力を行っているか。

・教育相談について、保護者にも十分理解される体制になっているか。

（３）教育指導

・いじめ問題に関する指導の機会を設け、積極的に行っているか。（教職員）

・道徳や学活、生徒会活動において、いじめ問題を取りあげているか。（教職員）

・いじめを行う生徒に対しては、毅然とした対応をしているか。（対策班）

・いじめられている生徒には、いじめから守り通す対応をしているか。（対策班）

・いじめが解決したとしても、継続して十分な注意を払っているか。（対策班）

（４）家庭・地域社会との連携（チーム）

・方針を公表し、保護者や地域の理解を得られるようにしているか。

・家庭や地域に対して、いじめ問題の重要性の認識を広めているか。

・家庭との連携を密にして、一致協力していじめの解決にあたっているか。（対策班）

・インターネットの利用に関する親子のルール作りや児童生徒同士のルール作りを推

進しているか。


