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Ⅰ いじめ防止等に係る基本的な考え方

１ いじめ防止対策の意義

いじめから一人でも多くの児童を救うためには、児童を取り囲む大人一人一人が、「い

じめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの児童にも、どの

学校でも、起こりうる」との意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならな

い。また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、

いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめを受けた児童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、児童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。

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが

特に重要であることを認識しつつ、学校、地域や家庭、柳井市教委等その他の関係者の連

携の下、いじめの問題を克服することをめざして行われなければならない。

２ いじめの定義

『いじめ防止対策推進法』において「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍す

る学校に在籍している等、当該児童と一定の人的関係１）にある他の児童が行う心理的

または物理的な影響２）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が心身の苦痛を感じているものをいう。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、い

じめを受けた児童の立場に立つことが必要である。この際、いじめには、多様な態様があ

ることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦

痛を感じているもの [いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議（平成25年6月19日 衆議院文部科学委員

会）]」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。

例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該

児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。ただし、このこと

は、いじめられた児童の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめられた児童本

人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するものではない。

なお、いじめの認知については、特定の教職員のみによることなく、組織的な対応によ

り、総合的に判断する必要がある。

例えばインターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該児童がそのことを知らず

にいるような場合など、行為の対象となる児童本人が心身の苦痛を感じるに至っていない

１）「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒

や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該

児童生徒と何らかの人的関係を指す。

２）「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な

ことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見

えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じ

る被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
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ケースについても、加害行為を行った児童に対する指導等については法の趣旨を踏まえた

適切な対応が必要である。

加えて、いじめられた児童の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その

全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図

せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を

傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し、教員の指導によらずして良好な関係を再び築く

ことができた場合等においては、学校は「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、

柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義す

るいじめに該当するため、事案を法第２２条の学校いじめ対策組織へ情報共有するこ

とは必要となる。

３ いじめの態様

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

これらの「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

察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるよ

うな、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な

配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応

を取ることが必要である。

４ いじめの理解

いじめは、どの児童にも、どの学校でも、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、多くの児童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、生命または身体に重大

な危険を生じさせうる。

国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査の結果によれば、暴力を伴わないいじめ（仲

間はずれ・無視・陰口）について、小学校４年生から中学校３年生までの６年間で、被害

経験を全く持たなかった児童生徒は１割程度、加害経験を全く持たなかった児童生徒も１

割程度であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。

加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の

・ 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
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構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞性）、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりす

る存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体に

いじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

Ⅱ 本校におけるいじめ防止等のための具体的な取組

（重点目標）

◎自分を大切に、人を大切にする柳東小

（達成目標）

〇生徒指導の３機能を生かした温かい学級づくりを行う。（未然防止）

〇児童のサインを敏感に受け止め、見逃さずに、児童理解を深める。（早期発見）

〇児童の心身の安全確保を最優先するよう組織的な対応を図る。（早期対応）

（年間取組計画）

学校の組織的取組 未然防止の取組 早期発見・早期対応の取組

1学期 ・「いじめ防止等の基本的な方 ・親師会（ＰＴＡ）総会で ・「生活アンケート」の

針」の内容確認と取組の実施 の周知（内容の説明） 実施（毎週火曜日）

Ｐ ・学級懇談会の実施 ・生活目標の徹底と評価 ・児童の日々の観察

↓ ・児童理解の会実施 ④みんなと仲良く安全な生活をしよう ・教職員のミニ情報交換

Ｄ ・ＳＣによる相談 ⑤力を合わせて仕事をしよう 会の実施（毎週木曜日）

↓ ・「ケータイ安全教室」の実施 ⑥落ち着いたくらしをしよう ・「生活ふり返りアンケ

Ｃ （６月） ⑦心と身体をきたえよう ート」の実施（６月）

↓ ・「学校評価アンケート（児 ⑧規則正しい生活をしよう ・教育相談の実施（６

Ａ 童・保護者・教職員」の実施 ・学級経営の充実 月）

・３つのアンケートをふまえた ・道徳授業の充実 ・個人懇談会・家庭訪問

夏休み 検証会議（前期） ・異学年での縦割班活動 における保護者との相

・1学期の取組のまとめ ・朝の挨拶運動の実施 談活動

・校内研修「いじめ対応のスキ ・温かい人間関係づくり ・ケース会議（随時）

ルアップ」

2学期 ・「いじめ防止委員会」の開催 ・生活目標の徹底と評価 ・「生活アンケート」の

Ｐ （９月） ➈何事も最後までがんばろう 実施（毎週火曜日）

↓ ・児童理解の会実施 ⑩「オアシス運動」を進めよう ・児童の日々の観察

Ｄ ・「子ども見守りアンケート ⑪物をたいせつにしよう ・教職員のミニ情報交換
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↓ （保護者）」の実施（１１月） ⑫だれにでも親切にしよう 会の実施（毎週木曜日）

Ｃ ・「学校評価アンケート（児 ・人権教育参観日による ・「生活ふり返りアンケ

↓ 童・保護者・教職員」の実施 保護者への啓発 ート」の実施（１１月）

Ａ ・３つのアンケートをふまえた ・豊かな体験活動 ・教育相談の実施（１１

検証会議（後期） ・豊かな人間関係作り 月）

・学校運営協議会による評価と ・個人懇談会における保

検証 護者との相談活動

・２学期の取組のまとめ ・ケース会議（随時）

3学期 ・「いじめ防止委員会」の開催 ・生活目標の徹底と評価 ・「生活 アンケート」の

（２月） ①寒さに負けずがんばろう 実施（毎週火曜日）

・「いじめ防止等の基本的方 ②寒さに負けずがんばろう ・児童の日々の観察

針」の反省・見直し ③感謝の気持ちを表そう ・教職員のミニ情報交換

・「児童理解の会」実施 会の実施（毎週木曜日）

・3学期の取組のまとめ ・「生活ふり返りアンケ

ート」の実施（２月）

・ケース会議（随時）

１ 未然防止（いじめの予防）

すべての教員が児童の様子を見守り、日常的な観察を丁寧に行うことにより、児

童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身につけていくことが必要である。

(1) 生徒指導・教育相談の充実・強化

いじめの問題を根本的に解決するためには、児童が本来もっているよさや可能性

を引き出すなど、開発的・予防的な生徒指導の推進が大切である。そのためには、

児童の状況等について日頃から教職員間で、情報共有等に努めることが必要である。

ア 教職員の資質能力の向上

・積極的に校内研修会（事例研究、教育相談等）を実施する。

・教職員自身が人権意識を高め、体罰や言葉による暴力を絶対に行わない。

イ 「いじめ防止対策委員会」の設置

・いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職、生徒指導主任、教育

相談担当、養護教諭、当該学級担任、ＳＣによるいじめ防止対策委員会を設

置する。

・必要に応じて委員会を開催する。

ウ 「生徒指導部会」・「児童理解の会」の開催

・学期に１回、全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導につい

ての情報の交換、および共通行動についての話し合いを行う。
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・問題行動等の報告・対応にとどまらず、いじめの問題に対する取組等の評

価・検証・改善を図る場とする。

・各分掌・各学年と情報共有を図りながら、定期的に開催する。

エ 教育相談の実施・充実

・すべての児童の能力を最大限に発揮できるよう、開発的・予防的な援助の機

能を重視する。

・学期に１回の生活振り返りアンケートにより、不安や悩みなどを受け止める

体制の充実を図る。

オ 児童の行動観察

・登下校、給食時、休憩時間、清掃活動等、できるだけ児童とのふれあいの機

会を増やし、児童の行動を観察すると同時に、信頼関係をつくる。

カ 児童理解

・日記、週１生活アンケート、相談ポストなどを通して、児童理解に努める。

キ 家庭・地域との連携

・年間１回程度、保護者からの気づきや情報を集めたり、保護者の不安や悩み

などを受け止めたりするための「子ども見守りアンケート」を実施する。

・親師会（ＰＴＡ）やしらかべネット（地域協育ネット）、学校支援ボランティ

アなど、家庭・地域と連携し、一層、開かれた学校づくりを推進する。

ク 校種間連携の一層の促進

・小中連絡協議会を開催し、連携を深める。

・隣接の保育園と日常的な情報交換を行っている。

・異校種間の情報共有や児童への切れ目のない支援体制の構築等が重要である

ため、校種間連携の一層の促進に努める。

ケ 教職員が児童と向き合うことのできる体制の整備

・学校の業務改善を促進し、教職員が児童と向き合う時間の確保に努める。

コ インターネット等によるいじめに対する対策の推進

・事前にアンケートを実施し、児童の携帯電話やスマートフォン、インターネ

ット等の利用状況を把握するとともに、年１回「ケータイ安全教室」を開催

し、保護者への機器の扱いやインターネット等のいじめに対する啓発を行う。

(2) 学校の教育活動を通した取組

いじめを防止するためには、学校の教育活動を通して、児童が、互いの人権の大

切さに気付く豊かな感性を育み、一人ひとりの存在を認め合い、互いに個性を尊重

する中で、児童一人ひとりが、安心して楽しく学ぶことができる環境づくりを進め

ることが必要である。

ア 各教科・総合的な学習の時間

・授業に対する教員の心構え
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児童にとって学校生活の大半は教科等の学習であることから、授業者から

受ける影響は大きい。そのため教員は、真剣な姿勢で授業に臨み、人権尊重

の視点に立った指導を行わなければならない。例えば、授業中に失敗した友

だちを茶化す、またそのことを助長するような場面等があれば、決して見逃

してはならない。児童同士または教員との信頼関係を基盤として、学習環境

の整備、学習規律の徹底等に努め、教育効果を高める授業づくりを行う。

・わかる授業づくり

児童が学校で過ごす中で一番長いのは、授業の時間である。様々なストレ

スのある中で、授業が児童の不安や不満といったストレスを高めるストレッ

サーになることの無いよう、ＰＤＣＡサイクルに基づき、わかる授業づくり

を進める。

・学び合いのある授業づくり

児童自ら、考え、判断し、表現する学習活動を通して学び合い、学習内容

を深めていくことができるよう、教員は授業を組み立てる中で、常に児童の

考えや意見を意味付け、価値付け、さらに他の児童へ投げ掛け、新たな意見

を引き出すなどの授業展開に心掛けることですべての児童が参加・活躍でき

る工夫をする。

イ 道徳

・道徳的実践力の育成

道徳の授業では、「公平・公正」「思いやり」「生命尊重」「畏敬の念」など

の内容項目でいじめの問題を扱うことができるが、児童の心を揺さぶる授業

展開が望まれる。授業では資料の中にとどまることなく考え、議論する活動

を通して、児童が自分自身の実生活や体験に目を向けることにより、「いじめ

を見抜く」「いじめを許さない」「いじめを傍観しない」などの心情や態度が

育成されるよう支援する。

・道徳教育を中核とした心の教育の推進

学校の特色や課題に即した道徳教育を展開し、道徳教育担当教員を中心と

した学校の組織的な取組を推進するとともに、県教委作成の指導資料「心を

耕す」や「（改訂版）いのち・なかま・やくそくを大切にする心を育む学習プ

ログラムみんなちがってみんないい」などの活用により、児童の社会性や規

範意識等の豊かな心を育み、一人ひとりの健全な成長が促されるよう、取組

の重点化を図る。

ウ 特別活動等

・児童の主体的な取組の充実

児童が自ら企画したことに意欲的に取り組む過程で、他者との協力の大切

さを感じ、成し遂げる喜びを体験していくことができ、自分とは違った他者

の価値を認める集団の規範が生まれてくるものである。このため、学級活動
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をはじめ、学校行事、児童会活動、クラブ活動において、児童が主体的に取

り組めるよう、内容・方法等を工夫改善する。

・集団活動及び体験活動の推進

他者の思いを大切にするなどの思いやりの心を醸成するためには、社会性

を育み、人間関係や生活体験を豊かなものとするふれあい班活動（異年齢集

団活動）、自然体験活動、ボランティア活動等を、学校・地域の実態に即して、

効果的・計画的に実施する。

エ 自殺予防教育の導入

近年、いじめが背景にあるとする自殺事案が社会問題化しており、児童が

自殺を想起する可能性があることも否めないところである。このため、児童

が自ら命の危機を乗り越える力、児童同士が相互に危機を察知し、適切に対

応する力等を身に付ける「自殺予防教育」について、今後、国の動向を踏ま

えながら、導入を検討する。

(3) いじめ防止対策委員会について

ア 構成員

・学校運営協議会委嘱者

・校長

・教頭

・生徒指導主任

・教育相談担当

・養護教諭

・学年主任、学級担任

・学校教育課指導主事

・柳井市担当スクールカウンセラー

・（必要に応じて）岩国児童相談所担当職員

・（必要に応じて）柳井市家庭相談員

・その他、状況に応じた専門的な知識を有する者

・必要に応じて、関係の学校担当者

イ 会の開催

・定例会

（年１回開催 山口県『いじめ防止・根絶強調月間』に合わせ、１０月に開催）

・臨時会

（重大事態の発生、又は構成員から開催要望があった場合、学校長の判断で開催

を決定する。）

ウ 会の成立及び議案について

・協議会における議案は、生徒指導主任により取りまとめ提案する。
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・協議会は、構成員の２／３の参加又は委任状をもって、成立とする。また、

議案の成立も同様とする。

エ 会における決議について

・本協議会において決議された議案は、直ちに柳井市教委及び関係の教員に通

知し、本協議会の指導のもと、各担当者が速やかな対応をとることができる

ようにする。

オ 会の指導について

・本協議会において決議された議案に係る内容で、指導等が必要な場合は、本

協議会の構成員が直接指導に当たるものとする。

・本協議会は、決議された議案に係る対応等が、学校において迅速かつ的確

に行われているかどうか、経過観察と指導を行うとともに、経過評価を行う

ものとする。

(4) 「いじめ防止対策委員会」による評価・検証・改善

当該委員会は、児童・保護者に対して、いじめ防止等について組織的・積極的・

継続的に対応する姿勢を明確に示すとともに、いじめ防止等に対する学校の徹底し

た取組を通して、未然防止及び再発防止等に取り組むことを目的とする。

この「いじめ防止対策委員会」は、次の役割を担う。

ア いじめの未然防止の態勢整備及び取組

○いじめの未然防止のための組織づくり

○道徳教育等の充実

○早期発見のための措置

・児童対象「生活振り返りアンケート」の実施（学期に１回）

（※週１生活アンケートは毎週実施）

・保護者対象「子ども見守りアンケート」の実施（年間に１回程度）

・相談ポストの設置

○相談体制の確立

・教育相談の実施（学期に１回以上）

○インターネット等によるいじめに対する対策の推進

イ いじめの状況把握及び分析

ウ いじめを受けた児童に対する相談及び支援

エ いじめを受けた児童の保護者に対する相談及び支援

オ いじめを行った児童に対する指導及び支援

カ いじめを行った児童の保護者に対する助言及び支援

キ 専門的な知識を有する者等との連携

ク その他いじめの防止に係ること

いじめの防止等の取組について、学校基本方針の策定や見直し、いじめの未然防止
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の取組が計画どおり進んでいるかどうかの確認など、日常的に評価・検証・改善して

いくことが求められる。このため、当該委員会に児童の様子等（観察による見取り、

生活アンケート結果等）の情報が日常的に集約され、速やかにすべての教職員へ情報

共有が図られる体制づくりが欠かせない。学校における様々な取組をいじめの未然防

止の視点からとらえ直し、主体的かつ機動的な組織として位置付ける。

(5) 家庭・地域との連携

いじめの問題は、学校だけで解決しようとせず、家庭・地域と緊密に連携・協働

して解決を図る姿勢が重要である。学校を家庭・地域に開かれたものにしていくた

め、親師会（ＰＴＡ）や地域の関係団体と共に協議する機会を設け、学校基本方針

の共通理解を図りながら、情報交換や協力の要請を行う。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、ホームページ、学

校・学年だより等による広報活動を積極的に行うことも大切である。

ア 家庭との連携

・保護者の意識の向上

日頃から、学校基本方針に基づくいじめの問題に対する学校の姿勢や取組を、

機会あるごとに家庭に示し、いじめに対する認識や、協働した取組への理解を

求める。

・日頃からの信頼関係づくり

保護者の訴えから認知されるケースも含め、認知したいじめを解決していく

ためには、保護者との緊密な連携を図り、心の痛みを共有しながら取組を進め

ていくことが必要であることから、その基盤となる日頃からの信頼関係づくり

に努める。

イ 地域との連携

児童の実態等を地域にも知らせ、いじめの問題に対する関心を高めるととも

に、地域と連携していじめ対策に取り組む。

・地域の環境づくり

親師会（ＰＴＡ）はもとより、学校運営協議会、学校安全ボランティア、し

らかべネット（地域協育ネット）、青少年健全育成協議会等の関係団体、少年

安全サポーターや所轄警察署等と、いじめについて協議する機会を設けるなど、

いじめの問題の解決に向けた地域ぐるみでの取組が重要である。また、登下校

時、放課後や休日、長期休業中の校外生活について、地域の協力を積極的に求

めていくとともに、地域との情報交換を密にし、日頃から地域の相談窓口や関

係機関とも連携を図り、学校を中心とした地域の情報ネットワークを構築する。

・地域活動への支援

児童が子ども会や自治会などの既存の地域活動に積極的に参加できるよう、

十分な配慮を行う。
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ウ 日常の取組の情報発信

開かれた学校づくりに一層努め、日常の学校生活の状況等を家庭・地域に積極

的に提供する。

２ 早期発見（把握しにくいいじめの発見）

(1) 校内指導体制の確立

いじめは、早期に発見をすることが、早期の解決につながる。早期発見のためには、

日頃からの教職員と児童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、

教職員や大人が気付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

が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを逃さない認知能力を向上させることが

求められる。

また、児童に関わる情報を全教職員で共有し、保護者や地域の方とも連携して情報

を収集することが大切である。そして、その変化や情報をもとに「いじめ防止対策委

員会」が中核となって、全教職員が連携・協力して早期に発見することが必要である。

ア 複数の教職員による指導体制づくり

・担任だけでなく、教科担当教員、養護教諭、学習支援員、生活支援員等との連

携を密にする。

・学校事務職員、ＳＣ等も含めたすべての教職員が関わる連携体制を確立して、

いじめの早期発見のための留意点を踏まえ、日頃から児童の状況をきめ細かく

把握することに努める。

・学校評価における児童・保護者アンケート、短い間隔で実施する生活アンケー

ト、日記や連絡帳等により、児童・保護者等の実情をできるだけ正確に把握す

るとともに、「いじめは外から見えにくい」ことを踏まえ、より多くの情報が

寄せられるよう、恒常的にいじめの問題への取組について見直しを図る。

・全校体制で、「児童がいるところには、教職員がいる」ことを目指し、児童の

多面的・多角的な情報収集・実態把握に努め、記録等にまとめるとともに、す

べての教職員で共有を図る。

イ 教育相談担当教員・養護教諭の役割

・教育相談担当教員、養護教諭を「いじめ防止対策委員会」に加えるなど、校務

分掌上、適切に位置付け、ＳＣ等、専門家と緊密な連携を図る。

(2) 具体的な取組

児童や保護者・地域等に、すべての教職員が「いじめは人間として、絶対に許され

ない行為である」「いじめられている児童を必ず守り通す」といった、毅然とした姿

勢を日頃から示しておく。

児童との信頼関係に基づき、正義感、倫理観、思いやりの心等、学校の教育活動全

体を通して心の教育を推進し、指導の徹底を図る。
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ア いじめを受けている児童のサインを見逃さないための取組

・「誰にも相談できない児童がいるのではないか」との認識の下、日常の観察、

週１生活アンケートや生活振り返りアンケートの実施、相談ポストの設置によ

り総合的に内面の変化をとらえ、個別の教育相談を実施する。

・いじめが潜在化、偽装化していることから、日常の対話や遊びなどを通して、

児童が発するサインを鋭くキャッチする。

・児童に寄り添い、些細なことでも相談しやすい環境づくりに努めるとともに、

日常的に機会をとらえて声かけを行う。

イ 信頼感に基づいた教育相談活動

・教育相談室等で、悩みを抱える児童が、他の児童のことを気にすることなく相

談できるよう、落ち着いた雰囲気づくりに努める。

・必要に応じて、悩みの解消の方法等について、ＳＣの指導助言を受けるなど、

児童の状況に応じた支援を行う。

・児童に信頼感や安心感を抱かせるために、教育相談票を活用するなどの取組を

行い、どのような悩みでも相談に応じるなど、寄り添った対応を行う。

ウ ふれあいの時間を増やす工夫

・１日の時程表を見直すなどして、児童とのふれあいの時間を確保する。

・休み時間等の見守りや昼食（給食）指導等、担任・副担任などの複数の教職員

が連携して行う。

エ 研修の充実

ＳＣや地域コーディネーター等と連携しながら、いじめの問題に関する事例研

究や学校の実態に即した研修体制を構築し、組織的・計画的な研修を年に複数回

行う。

オ 相談窓口の周知

・学校等に相談できずに、悩みを抱えている児童・保護者がいつでも相談できる

ように、様々な相談機関があることを周知する。

(3) 家庭・地域との連携

学校評価結果の公表等の積極的な情報発信、学校運営協議会やしらかべネット（地

域協育ネット）等の取組の中で、開かれた学校づくりを推進する。定期的な学校公開

日等の設定、学校支援ボランティアとの協働等、地域と連携・協力しながら児童を共

に育てるという意識を高める。また、保護者懇談会等においては、開催日時や開催場

所を見直し、多くの保護者が参加しやすいように工夫する。

ア 家庭との連携

・学校評価等を活用し、保護者からの意見を課題把握に生かし、学校及び組織の

活性化を図る。

・年間１回程度、保護者からの気づきや情報を集めたり、保護者の不安や悩みな
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どを受け止めたりするための「子ども見守りアンケート」を実施する。

・懇談会の内容等が、学校からの一方的な伝達、依頼とならないよう工夫する。

・毎月の学校だよりの発行、学校ウェブサイトの工夫改善及び定期的な更新、電

子メール等を活用した情報発信に努め、学校に対して理解と信頼が深まる取組

を行う。

イ 地域との連携

・民生委員や児童委員、学校安全ボランティア、子供会、スポーツ少年団等の地

域の各種団体から気になる言動があればすぐに学校に連絡が入るように体制づ

くりに努める。

・地域にある商店やコンビニエンスストア、自動販売機の周辺、ゲームセンター

など、児童がよく立ち寄る場所を地域の青少年健全育成協議会等と連携して、

組織的な巡回指導等を行う。

・種々の地域活動において、学校が中心となり、いじめの問題に関わる広報・啓

発活動を行う。

・地域行事や各種の催事等に、児童の積極的な参加を促す。

３ 事案対処（現に起こっているいじめへの対応）

(1) 学校の体制作り

現に起こっているいじめに対応するには、いじめの全容解明が必須である。その

ため、校長のリーダーシップの下、「いじめ防止対策委員会」を中核として、迅速・

的確かつ組織的に、早期解決に資する取組をより実効的に行う。

〈いじめ対応の基本的な流れ〉
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のであり、いじめの事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する。

＊いじめに係る情報が寄せられた時は、他の業務に優先して、かつ、即日、当該情

報を速やかに生徒指導部会に報告し、対応につなげる。

〈生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合〉

速やかに教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。教育委員会の支援のもと、

管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。

事案によっては、学年及び学校すべての保護者に説明する必要の是非を判断し、

必要があれば、当事者の同意を得た上で、説明文書の配布や緊急保護者会の開催を

実施する。場合によっては、マスコミ対応も考えられる。対応窓口を明確にし、誠

実な対応に努める。

(2) 対応する上での留意点

ア いじめを受けている児童・保護者への対応・支援

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

↓
⑧

⑨

⑩

緊急の職員会・連絡協議会等で全職員で対応を確認

いじめ対応マニュアル【柳東小学校】

いじめと考えられる事案が発生
↓

学級担任を中心に情報収集を行う。
（１）アンケート
（２）教育相談による児童への聞き取り調査
（３）保護者の方に聞き取り調査
　　　※家庭での様子について電話で相談する。

↓
緊急の生徒指導部会で対応を協議

↓

↓
全校体制で事案の解決に取り組む

↓
経過報告

↓ ↓

保護者会を開いて報告を行う。 ⑦に戻って対応を再度検討

解決した場合 改善されない場合

該当児童保護者に報告を行う。 ③に戻って対応を再度検討

該当児童保護者に協力を願う。
↓

④→⑤→⑥の順に事案解決にあたる。
↓ ↓

解決した場合 改善されない場合
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・いじめを受けている児童のこれまでの心の痛みや不安感等を共感的に理解す

るとともに、「絶対に守り通す」「必ず解決する」との姿勢を示す。

・いじめを受けている児童に対して事実確認を行う際には、その出来事を思い

出すこと自体が精神的負担をかけることに十分配慮する。

・本人の要望等を聴き取りながら、学校生活のいろいろな場面で、支え、励ま

し、本人のよさを認めることによって、自信を回復させ、精神を安定させて

いくことに努め、さらに、必要に応じ、被害児童の心的外傷後ストレス障害

（ＰＴＳＤ）等のいじめによる後遺症へのケアを行う。

・「いじめに負けるな」「立ち向かっていけ」などの叱咤激励は、逆に本人の自

信を失わせる可能性があるため、避けなければならない。

・いじめの事実を認知後、直ちに状況を整理し、できる限り早期に保護者に正

確に伝えることが肝要である。学校として不都合な事実があっても、知り得

た情報等を丁寧に提供する。また、家庭訪問の了解を取った上で、担任と管

理職等複数の教職員で訪問し、保護者の心情に寄り添いながら、学校管理下

で起こったことに対する謝罪、状況や今後の対応方針等の説明、解決に向け

ての協力依頼等、誠意をもって対応する。

・保護者の不満や怒りを受け止め、学校が全力で対応していることを伝え、い

じめの問題解決に対する学校の指導の在り方について信頼と協力を得る。

・プライバシーの保護に努め、個人情報が漏れないように徹底した情報管理を

行う。

・いじめを受けている児童が、いじめの事実を保護者に知られたくないと思っ

ている場合は、家庭の様々な状況に配慮し、適切に対応する。

・保護者によっては、事態を軽視する場合や、かえってわが子を叱責する場合

もある。保護者が正しく認識するように説明することを心掛ける。

・いじめの解決には、長時間の継続的指導が必要な場合が多い。保護者の全面

的協力を得るためにも、より一層緊密な連携を図る。

・積極的にＳＣやＳＳＷ等と連携する。

・必要に応じて、やまぐち総合教育支援センター内の子どもと親のサポートセ

ンター等の相談機関を紹介する。さらに、必要に応じ、被害児童の心的外傷

後ストレス障害（PTSD）等のいじめによる後遺症へのケアを行う。

イ いじめを行っている児童・保護者への対応

・いじめの解決に当たっては、当事者だけでなく、周りの児童（観衆・傍観

者）からも詳しく事情を聴き取り、事実関係を正確に把握する。

・叱責や注意ばかりでなく、なぜそのような行為に及んだのかという背景につ

いて、本人の話を十分に聞き、心情をくみ取る。また、その原因・背景を保

護者と共に考える。

・自分の言動で相手にどれほどの深刻な苦痛を与えたか認識させ、内省を促す。
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「説得より納得」が重要である。

・相手の気持ちを理解することにより、再びいじめを行わない気持ちを強くも

たせることを中心に指導する。

・保護者への対応については、担任、生徒指導主任、管理職等複数の教職員が

面談することとし、当該児童への指導・支援の在り方を共に考え、今後の学

校生活における人間関係の再構築に向けて、謝罪の場を設定するなどの働き

かけを行う。

・「いじめは人間として、絶対に許されない」との認識の下、いじめを受けてい

る児童の立場に立って真摯に取り組んでいることの理解を得る。

・いじめの事案とは直接関係のない日常の様子にまで話を広げることのないよ

う留意する。

・積極的にＳＣやＳＳＷ等と連携する。特に、いじめを行っている児童・保護

者がいじめの事実を認めない場合や、 保護者が第三者的な立場の者の同席を

望む場合等、人権擁護委員、少年安全サポーター等とも連携する。

・いじめている児童が複数であった場合、その個々の関わり方について説明す

るとともに、「関わり方の違いに関係なく、いじめている立場は同じである」

という理解を得る。

・苦慮している保護者の心情に寄り添い、児童のよりよい成長のために協力を

依頼する。

ウ 周りの児童（観衆・傍観者）・保護者への対応

・「周りではやしたてる」「見て見ぬふりをする」ことは、「いじめをすること

と同じである」などと教職員が毅然とした態度で指導し、いじめは許されな

いという校内の雰囲気づくりに努める。

・周りではやしたてる児童（観衆）や見て見ぬふりをする児童（傍観者）に対

しては、いじめを受けている児童が、いじめによってどんなに辛く、悲しい

思いをしているかを共感できるよう指導する。

・いじめを見た場合には、制止するか、それができなくても教職員に相談する

ように指導する。いじめを報告してきた児童に対しては、その勇気と態度を

称賛し、当該児童を守るために、秘密を厳守し、特定されないよう配慮する。

エ 臨時保護者会の開催

・誤った情報や不正確な憶測が広がらないよう、学校が直接説明を行い、保護

者の理解を得るとともに、再発を防止するために開催する。

・開催に当たっては、いじめを受けている児童・保護者の心情に寄り添い、可

能な限り意向を尊重する。

・いたずらに不安感をあおることのないよう、事実関係を整理して説明する。

・学校としての責任を明らかにし、非は非として心より謝罪する。

・いじめを行っている児童・保護者の個人の責任を問う場にならないように配
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慮する。

・学校で行うこと、家庭でできることをはっきりさせ、協力を求める。

・一方的な情報伝達に終わらないよう、保護者の意見をよく聞く。

・プライバシーや個人情報の保護には十分留意する。

オ いじめのアフターケア

・「いじめがないように注意した」「お互いを仲直りさせた」「保護者に来校を

求めて指導した」などの指導等により、一旦「いじめがなくなった」ように

見えても、更に偽装化、陰湿化され、いじめが継続している場合もあるため、

｢いじめをやめること」と「いじめがなくなること」は違うとの認識が重要で

ある。関係した児童の事後の様子を継続的に注視し、寄り添った対応を行う。

・いじめが解消している状態に至った上で、児童が真にいじめの問題を乗り越

えた状態とは、加害児童による被害児童に対する謝罪だけではなく、被害児

童の回復、加害児童が抱えるストレス等の問題の除去、被害児童と加害児童

を始めとする他の児童との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員

を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動を踏み出すことを

もって達成されるものである。全ての児童が、集団の一員として、互いを尊

重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていくことが

望まれる。

カ いじめ解消の判断

いじめは，単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが

「解消している」状態とは，少なくとも次の２つの要件が満たされている必

要がある。ただし，これらの要件が満たされている場合であっても，必要に

応じ，他の事情も勘案して判断するものとする。

①いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する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。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。

この相当の期間とは，少なくとも３か月を目安とする。ただし，いじめの被

害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は，この

目安にかかわらず，いじめ防止対策委員会の判断により，より長期の期間を

設定するものとする。相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子

を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいな

い場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童

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こと。被害児

童本人及びその保護者に対し，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等

により確認する。
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(3) 教育相談の在り方

いじめを受けている児童の心のケア、いじめを行っている児童の内省を促す支援

等については、教職員による児童の心情に寄り添った教育相談を行うことはもとよ

り、臨床心理に関して専門的な知識・技能を有するＳＣと連携し、個別支援を行う。

また、保護者の虐待や養育の不十分さ、経済的問題等に起因して、児童がいじめ行

為に至ることもあるため、福祉の専門家であるＳＳＷによる家庭支援を積極的に進

める。

ア いじめを受けている児童に対する教育相談

・いじめを受けている児童に対しては、精神的に安定し自信をもつことができ

るよう、児童の抱える辛さや苦しさに全面的に共感し、寄り添う。より高い

専門性が必要な場合は、積極的にＳＣやＳＳＷ等と連携する。

イ いじめを行っている児童に対する教育相談

・いじめを行っている児童に対しては、「いじめは人間として、絶対に許されな

い行為である」との認識に立ち、毅然とした態度で指導することが必要であ

る。いじめを行っている児童の中には、家庭や学校で様々な不安や不満、心

の葛藤をもち、それを他者に向けて「いじめ」という形で発散させているこ

ともあるため、児童の生活背景を踏まえて、いじめの動機やその原因となっ

た心理的な問題に焦点を当てた個別支援を行う。より高い専門性が必要な場

合は、ＳＣやＳＳＷ等と連携する。

(4) インターネットや携帯電話等を利用したいじめ（インターネット上のいじめ）への対応

本校児童の携帯電話・スマートフォン所有率は３９％、ゲーム機等におけるネッ

ト利用率は、３４％に達する（平成２９年度１２月調査）。インターネット上におけ

るいじめは、発信された情報の高度の流通性や発信者の匿名性、非公開のSNS（ソ
ーシャルネットワーキングサービス）やコミュニケーションアプリの閉鎖性等の特

性を踏まえて、保護者と連携した取組を行う必要がある。また、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していくこ

とが必要である。

ア 初期対応

インターネット上の掲示板サイト、チャット、コミュニケーションアプリ上で

の誹謗中傷、他者の個人情報の流出等のネット上のいじめについては、基本的に

はいじめの早期発見と同様であるが、いじめを受けた児童からの申し出の内容を

精査する過程で、実際に掲示板サイトやコミュニケーションアプリ上の書き込み

などを確認するとともに、本文等を印刷又は写真撮影するなどして記録しておく

ことが必要である。

イ 関係機関との連携

必要に応じて、地方法務局、やまぐち総合教育支援センター配置のネットアド
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バイザー、少年安全サポーター等に相談し、指導助言に基づいた対応を行う。学

校と警察が連携した対応が必要と認められる悪質な事案等については、少年安全

サポーターや所轄警察署、県警サイバー犯罪対策室とチームを編成し、問題の早

期発見に努める。

・被害拡大の防止

いじめを受けた児童・保護者の意向を確認した上で、掲示板サイト管理者

等への削除依頼、当該コミュニティサイトを利用している児童への直接指導

等、削除の徹底・確認等、具体的な対応を行い､被害の拡大を最小限に抑える｡

(5) 地域・関係機関との連携

ア 学校と地域との連携

・親師会（ＰＴＡ）や学校評議員等といじめの問題について協議する機会の設

定、学校運営協議会やしらかべネット（地域協育ネット）等の取組の推進等、

開かれた学校づくりに努め、いじめの解決に当たっては、「いじめ防止対策委

員会」に積極的な参画を得る。

・いじめに関する連絡・情報があったときは、迅速に事実関係を確認し、指

導・対応の後は、情報提供者に必要事項を報告する。

・情報源については、秘密を厳守するとともに、学校から地域の関係者へ提供

された情報についても、慎重な取扱いを依頼する。

・地域との連携に努めながらも、あくまでも学校としての主体性を保ちつつ、

具体的にいじめへの対応を行う。

イ 学校と関係機関との連携

・いじめの早期解決のため、必要に応じて、「いじめ防止対策委員会」 に関係

機関や外部専門家等の積極的な参画を得る。

やまぐち総合教育支援センター、所轄警察署、児童相談所、地方法務局、弁

護士、医師、民生委員・児童委員、人権擁護委員、少年安全サポーター等

・いじめが犯罪行為である疑いがある場合は、教育的配慮の下、所轄警察署と

連携して対応することが必要である。明らかに犯罪行為である場合は、「やま

ぐち児童生徒サポートライン」協定（平成２８年４月施行）に基づき、躊躇

することなく連絡し、支援を得るなど学校・警察が連携した対応を行う。
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４ 重大事態への対処

(1) 重大事態の意味について

いじめ防止対策推進法第28条（以下第28条）に基づき、本校では、「いじめにより」と

は、各号に規定する児童の状況に至る要因が当該児童に対して行われるいじめにあるとと

らえる。また、第１号の「生命、心身または財産に重大な被害」については、いじめを受

ける児童の状況に着目して判断する。例えば、

○ 児童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

〇 いじめにより転学等を余儀なくされた場合

などのケースが想定される。

第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。

ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、

市教委の判断を参考にしながら、迅速に調査に着手する。

また、児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じ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、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童又は保護者か

らの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調

査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

(2) 重大事態の報告

学校は、重大事態が発生した場合、市教委を通じて市長及び県教育長へ、事態発生につ

いて報告する。

いじめ防止対策推進法 第28条
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」

という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やか

に、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切

な方法により当該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ものとする。

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。

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調

査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実

関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規

定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものと

する。
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(3) 調査の趣旨及び調査主体について

第２８条で言う調査について、本校においても、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ようにする。

重大事態が発生した場合には、直ちに市教委に報告し、調査組織等、市教委の判断を仰

ぐ。

調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、市教委が主体となって行う場合が考え

られるが、従前の経緯や事案の特性、いじめを受けた児童または保護者の訴えなどを踏ま

え、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

な結果を得られないと考えられる場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるよ

うな場合には、市教委に調査を依頼する。

学校が調査主体となる場合であっても、第２８条第３項に基づき、市教委に対し、必要

な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を依頼する。

なお、従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめを受けた児童または保護者が

望む場合には、第２８条第１項の調査に並行して、県教育長等による調査を実施すること

も想定しうる。この場合、調査対象となる児童等への心理的な負担を考慮し、重複した調

査とならないよう、第２８条第１項の調査主体と、並行して行われる調査主体とが密接に

連携し、適切に役割分担を図る（例えば、アンケートの収集などの初期的な調査を市教委

または学校が中心となって行い、収集した資料に基づく分析及び追加調査を、並行して行

われる調査で実施する等）。

(4) 調査を行うための組織について

本校において、事案が重大事態であると判断したときは、重大事態に係る調査を行うた

め、速やかに、その下に組織を設ける。

この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の

専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係また

は特別の利害関係を有しない者（第三者）について、市教委からの推薦等により参加を図

ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するようにする。

学校における調査において、市教委が調査主体となる場合、市教委に設置する「柳井市

いじめ問題対策協議会」を、調査を行うための組織とする。

また、学校が調査主体となる場合、本校の｢いじめ防止対策委員会｣を母体として、当該

重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法を講じながら調査を行うように

する。

(5) 事実関係を明確にするための調査の実施

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（い

つ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童

の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事

実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の特定を急ぐべ
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きではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。

この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするも

のでないことは言うまでもなく、学校が事実に向き合うことで、事案の全容解明、当該事

態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

第28条の調査を実りあるものにするためには、学校が、たとえ不都合なことがあったと

しても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要である。学校は、いじめ問題対策

協議会等に対して積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防

止に取り組む。

ア いじめを受けた児童からの聴き取りが可能な場合

いじめを受けた児童からの聴き取りが可能な場合、いじめを受けた児童から十分

に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う

ことなどが考えられる。この際、いじめを受けた児童や情報を提供してくれた児童

を守ることを最優先とした調査実施が必要である（例えば、質問票の使用に当たり

個別の事案が広く明らかになり、被害児童の学校復帰が阻害されることのないよう

配慮する等）。

調査による事実関係の確認とともに、いじめを行った児童への指導を行い、いじ

め行為を止める。いじめを受けた児童に対しては、事情や心情を聴取し、いじめを

受けた児童の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援

や学習支援等をする。

これらの調査を行うに当たっては、事案の重大性を踏まえて、市教委の指導を積

極的に仰ぎ、関係機関ともより適切に連携したりして、対応に当たるようにする。

イ いじめを受けた児童からの聴き取りが不可能な場合

児童の入院や死亡など、いじめを受けた児童からの聴き取りが不可能な場合は、

当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査に

ついて協議し、調査に着手する。調査方法としては、在籍児童や教職員に対する質

問紙調査や聴き取り調査などが考えられる。

ウ 自殺の背景調査における留意事項

児童の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自殺

防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施する。この調査においては、亡くな

った児童の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再発防止策を構ずるこ

とを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行うようにする。その際、必要な時

間をとりながら丁寧に説明を尽くし、根気よく信頼関係の構築に努め、被害児童・

保護者に寄り添いながら調査を進めるようにする。

いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、第28条第１項に定

める調査に相当することとなり、その在り方については、以下の事項に留意のうえ、

「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」（平成23年３月児童生徒の自殺予防に

関する調査研究協力者会議）を参考とする。
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(6) その他の留意事項

ア 重大事態の把握と対処

学校において、いじめの事実の有無の確認のための措置を講じた結果、重大事態

であると判断した場合も想定されるが、それのみでは重大事態の全貌の事実関係が

明確にされたとは限らず、未だその一部が解明されたにすぎない場合もあり得るこ

とから、第28条第１項の「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」とし

て、調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行うこととする。ただし、事

実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合は、この限りでない。

また、事案の重大性を踏まえ、市教委の積極的な支援を求めることとする。例え

背景調査に当たり、遺族が、当該児童生徒を最も身近に知り、また、背景調査について切実

な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、できる限りの配慮

と説明を行う

○ 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う

死亡した児童生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、学校は、

遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の

実施を提案する

詳しい調査を行うに当たり、学校は、遺族に対して、調査の目的・目標、調査を行う組織の

構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取り扱い、遺族に対する説明の在り方や

調査結果の公表に関する方針などについて、できる限り、遺族と合意しておくようにする

調査を行う組織については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門

的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の

利害関係を有する者ではない者（第三者）について、市教委の推薦により参加を図ることに

より、当該調査の公平性・中立性を確保する

背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限り、偏り

のない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定の資料や

情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行うようにする

客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響についての

分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求めるようにする

学校が調査を行う場合においては、情報の提供について必要な指導及び支援を必ず市教委に

依頼し行うようにする

情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した情報提供が

必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切な対応がなかったと

決めつけたり、断片的な情報で誤解を与えたりすることのないよう留意する。なお、亡くな

った児童生徒の尊厳の保持や、児童生徒の自殺は連鎖（後追い）の可能性があることなどを

踏まえ、報道の在り方に特別の注意をする
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ば、義務教育段階の児童に関して、出席停止措置の活用や、いじめを受けた児童ま

たはその保護者が希望する場合には、就学校の指定の変更や区域外就学等の弾力的

な対応を検討することも必要である。

また重大事態が発生した場合に、関係のあった児童が深く傷つき、学校全体の児

童や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が

流れたりする場合もある。学校は市教委の協力を得て、児童や保護者への心のケア

と落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫し

た情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する必要がある。

イ いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

・学校の設置者またはその設置する学校による対処

学校は市教委の助言を受けて、いじめを受けた児童やその保護者に対して、事

実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により

明らかになった事実関係（いじめ行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様

であったか、学校がどのように対応したか）について、いじめを受けた児童やそ

の保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては、適時・適切な方法で、

経過報告があることが望ましい。

これらの情報の提供に当たっては、他の児童のプライバシー保護に配慮するな

ど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。ただし、いたずらに個人

情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。

質問紙調査の実施により得られたアンケート調査の項目等については、いじめ

を受けた児童またはその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭にお

き、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する等の

措置が必要であることに留意する。

また、学校が調査を行う場合、市教委から、情報の提供の内容・方法・時期な

どについて必要な指導及び支援を受けるようにする。

ウ 調査結果の報告

調査結果については、学校は市教委を経て県教育長に報告する。また、上記ア

の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた児童またはその保護者が希望する場合

には、いじめを受けた児童またはその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、

市教委を経て、調査結果の報告に添えて県教育長等に送付する。


