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東京都大田区立糀谷小学校「学校いじめ防止基本方針」 

平成２６年４月１日策定  

令和３年９月３０日改定  

本方針は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第 ７１ 号）〔以下、「法」とする〕第１３条、及

び大田区いじめ防止対策推進条例第１２条、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 最終改定 平成２９年３月１４日）、「大田区いじめ防止基本方

針」（平成２６年９月２４日 大田区教育委員会決定 令和３年４月１日改正）により、大田区立糀谷

小学校の全ての子どもが安心して充実した学校生活を送ることができるよう、「いじめ」を根絶するこ

とを目的に策定します。              

 

１ いじめの定義  

本方針における「いじめ」とは、子どもに対して、当該の子どもが在籍する学校に在籍してい

る等当該児の子どもと一定の人的関係にある他の子ども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子ど

もが心身の苦痛を感じているものをいいます。 

 

２ いじめ防止に向けての基本姿勢 （別表１） 

いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を

全教職員で共有します。また、いじめはどの子どもにも起こり得るという事実を踏まえ、全ての子ど

もを対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示します。未然防止

及び早期発見・早期対応におけるいじめの認知は、（別表１）のとおりです。 

 

３ いじめ対策のための校内組織（「糀谷小いじめ対策委員会」）の設置  

校長、副校長、生活指導主任、主幹教諭、学年主任、特別支援教育コーディネーター（養護教諭を

含む）、スクールカウンセラーからなる、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応等の対策のため

の校内組織を設置します。  

 

４ いじめの未然防止及び早期発見、早期対応等に関する取組方針 （別表２） 

 法第２３条（いじめに対する処置）の規定を踏まえ、教育委員会 と連携し て、「未然防止」及び

「早期発見」、「早期対応」、「重大事態への対処」の４つの段階に応じて、いじめの防止等に向けた

効果的な対策を講じていきます。 

（１）未然防止 

・校長を中心とした組織体制を構築し、全教職員が一致協力した体制を確立するため、年度の始め

の職員会議等で学校基本方針や学習規律、生活規律の指導の在り方について確認し、学校全体に

「いじめは 絶対に許されない」という 意識を高めます 。  

・各教科等の授業における規律正しい態度や、道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動

などの推進等により、いじめを行わない態度を養います。 
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・子どもがいじめ について主体的に考え、 議論する等、 積極的に いじめ防止を訴えるような取組

を推進します。 

・子どもの「居場所づくり」、「絆づくり」を行い、よりよい集団づくりに努めます。  

・分かる授業や全ての子どもが参加・活躍できる授業を工夫します。また、いじめに関する授業

を、年間３回以上実施します。 

・子どもの不安や悩みに対して、スクールカウンセラー等の活用を含め全ての教職員がいつでも子

どもの相談に応じる体制を整備します。 

・校内研修等ＯＪＴの充実等を通じて教職員の 対応力の 向上 を図ります。いじめの防止に向けて、

年間３回以上の校内研修を行います。うち１回以上、法第２８条に規定されている重大事態の定

義等について理解を深めます。 

・インターネットによるいじめ を 防止 する ための啓発活動や携帯電話・スマートフォンの使い方

のルールに基づき、学校や家庭でルールを作成し、ネットトラブル等の未然防止を図ります。 

・家庭訪問や教育相談、学校 だより などを通じた家庭との連携 ・ 協力を強化します。 

・いじめに対する学校の取組姿勢を保護者や地域に理解してもらうため、学校便りや学校ホームペー

ジ、保護者会等を積極的に活用し、日頃より学校いじめ防止基本方針等について周知します。 

（２）早期発見 

・いじめを早期発見するために、年間３回以上（Ｑ－Ｕ調査を含む）アンケート等定期的な調査及

びその他の必要な措置を講じます。アンケートの保存期間は３年間とします。 

・いじめの相談を受けることができる相談体制を整備し、いつでも相談できる環境を構築します。

学級担任等は、年間２回以上、個別に話を聞く機会を設けます。なお、小学校第５学年の子ども

を対象に、毎年度当初にスクールカウンセラーを活用した面接を実施します。 

・日常的な会話や観察等を通し て、 子ども・生徒の 気になる様子やいじめの疑いのある状況等がな

いか 、きめ細かく把握するよう 努めます。 

・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等による早期の実態把握とともに、保健室や 相談室 の

利用 等、子どもがいじめを訴えやすい学校体制を整備します。 

・ いじめに関する情報を全教職員いじめに関する情報を全教職員間で適切に共有します。 

・ 定期的に外部相談窓口の周知のためのチラシを配布するなどにより、学校に相談しづらいことに

ついては、多様な外部の相談窓口で相談に応じていることを伝えます。 

・ 保護者や地域住民等、関係機関の職員等からからのいじめに関する情報の収集に努めます。 

（３）早期対応 

・ いじめを発見した場合、特定の教職員で抱え込まず、迅速にいじめ対策委員会に報告し、全教職

員で情報共有した上で、組織的に対応方針を決定するなど、いじめ解決に向けたを行います。 

・ いじめられた子どもやいじめを知らせてきた子どもの安全を確保します。 

・ いじめられた子どもが落ち着いて教育を受けられる環境を確保します。 

・ 教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめた子どもを指導します。 

・ いじめを見ていた子どもやいじめを見ていた子どもに対して、自分の問題として捉えさせる取組

や誰かに知らせる勇気をもつよう指導します。 
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・ いじめを解決するために、保護者への支援・助言を行います。 

・ 学校便りや保護者会の開催等により、保護者と情報を共有します。 

・こども家庭支援センターや児童相談所察、専門家等と相談・連携して対応します。 

・ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については警察と連携して対応し  

ます。 

・ 単に謝罪をもって安易に解消したしたとすることなく、少なくとも、いじめに係る行為が止んで

いること及びいじめられた子どもが心身の苦痛を感じていないことが確認できなければ、解消し

ている状態とはいえないことを踏まえ、いじめられた子ども及びいじめた子どもについては、引

き続き様子を注意深く観察するようにします。期間の目安は、対処後３か月とします。 

（４）重大事態への対処 

重大事態とは、次の以下に掲げる事態にある場合をいいます。 

ア いじめにより子どもの生命、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。 

イ いじめにより子ども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。※「相当の期間」とは、年間３０日を目安とします。 

アの「生命、心身又は財産に重大な被害」とは、いじめを受ける子どもが以下のような状況にな

った場合に着目して判断します。 

・ 子ども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等 

・子どもや保護者から、いじめにより重大事態に至ったという申立てがあったときはや確認された

場合には、直ちに教育委員会に事態発生について報告します。 

・ 全教職員に、法第２８条に規定されている「重大事態」の定義と解釈の内容を確認させ、理解を

深めさせます。 

・ いじめられた子どもの安全と落ち着いて教育を受けられる環境を確保します。 

・ いじめに関する情報を保護者等に伝えるとともに、解決に向けて連携して取り組みます。 

・ 必要に応じ、子どもや保護者等への心のケアを行います。 

・ 関係機関や専門家等との相談・連携による対処を行います。 

・ 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施、及び第三者委員会等が行う調査に協力

します。 

 

５ 教育委員会や関係機関等との連携  

（１）いじめにより子どもの生命、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などの重大事態が発生した場合は、速やかに大田

区教育委員会に報告し、その後の調査の仕方などの対応を相談します。これは、子どもや保護

者からいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とします。  
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（２）いじめの内容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、所轄警察署と連携

して対処します。また子どもの生命、身体又は財産に重大な損害が生じるおそれがあるときは直

ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。  

 

６ 保護者への連絡と支援・助言  

いじめが確認された場合は、その日のうちに関係保護者に事実関係を伝え協力体制をつくるととも

に、いじめを受けた子どもとその保護者に対する支援や、いじめを行った子どもの保護者に対する助

言を行います。また、事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供します。  

 

７ 懲戒権の適切な行使  

教育上必要があると認めるときは、学校教育法第１１ 条の規定に基づき、いじめを受けた子どもの

保護を第一に、いじめを行った子どもに対して適切に懲戒を加えることがあります。その際は教育的

配慮に留意し、子どもが自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促していき

ます。  

 

８ 学校評価の実施  

   いじめへの取組等について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせ、取組の改善に役立てます。  
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（別表１）重大性の段階に応じたいじめの類型 

以下の類型は、あくまでも例であり、いじめの認知に当たっては、被害の子供が「心身の苦痛を

感じている」かどうかに鑑み、個別に判断する。個々のいじめへの対応に当たっては、その行為の

重大性（行為が与えた影響、故意性、加害の子供の人数、継続性等）を総合的に考慮して、適切な

対応を行う。 

 

 
※ 上記の類型は、加害の子供の行為によるもので、被害の子供の「心身の苦痛」の軽重によるものではない。 

※ どこからが犯罪に該当するかは、事例ごとに異なる。 ※ 「暴力」とは、言葉以外の有形力の行使全般を

指す。 
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（別表２）いじめの未然防止及び早期発見・早期対応等の取組   

Ⅰ 学校全体としての取組   ※「迅速」とは「直ちに」と意味であり、どんなに遅くとも２４時間以内とする。 

   児童へ直接かかわる取組内容  保護者との連携や依頼内容  

 

いじめの未然防止  

○個々の価値観等の理解（道徳・特別活動・総合）   
○道徳教育の充実（人権教育、情報モラル）   
○正しい判断力の育成（道徳・特別活動・総合）   
○奉仕的体験活動への積極的取組   

○自他の物を区別し、大切に扱う心の育成   
○ＳＮＳの使用について、ネットトラブルの未然防止

に向けた家庭での話し合いとルール作り   
○生活の様々な機会を通し善悪の判断を育成   
○地域での様々な体験への参加   

 

いじめの早期発見  

○集団から離れて一人でいる児童への声掛け   
○個別面談（随時）、Q-Uや児童対象の年間２回の

アンケートによる情報収集 （６・１１＋ＱＵ）  
○持ち物にいたずらや紛失があった際の即時対応  
○適切なＳＮＳ使用についての指導   

○日常的・積極的な子どもとの会話   
○服装の汚れや乱れ、ケガのチェック   
○子どもの持ち物の紛失や増加に注意  
○有害サイト等のＳＮＳ等使用についてのチェック   

いじ

めの

早

期

対

応 

暴力を伴う

いじめ  

いじめられ

た側  

○本人や周囲からの聞き取りによる、身体的・精神

的な被害の的確な把握、迅速な初期対応   
○休み時間や登下校時にも教師による見回りを行う

など被害が継続しない体制作り   
○いじめの原因や背景の調査による根本的解決   

○子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話

をよく聞くことでの事実や心情の把握   
○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力   

いじめた

側  

○事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という

毅然とした態度でいじめを阻止   
○いじめの原因や背景の調査による根本的解決   
○ＳＣ、SSW、関係機関（警察・児童相談所等）との

連携   

○いじめられた児童を守る対応をすることへの理解   
○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと   
○被害児童・保護者への適切な対応（謝罪等）   

暴力を伴わ

ないいじめ  

いじめられ

た側  

○本人や周囲からの聞き取りによる、精神的な被害

の的確な把握、迅速な初期対応   
○休み時間や登下校時にも教師による見回りを行う

など被害が継続しない体制作り    
○いじめの原因や背景の調査による根本的解決   

○子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話

をよく聞くことでの事実や心情の把握   
○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力   

いじめた

側  

○事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という

毅然とした態度でいじめを阻止   
○いじめの原因や背景の調査による根本的解決   
○ＳＣ、ＳＳＷ、関係機関（教育相談所等）との連携   

○いじめられた児童を守る対応をすることへの理解   
○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと   
○被害児童・保護者への適切な対応（謝罪等）   

行為がわ

かりにくい

いじめ  

いじめられ

た側  

○苦しい気持ちへの共感と、「いじめから全力で守

る」ことの約束   
○本人や周囲からの聞き取りによる、つらさの的確

な把握、迅速な初期対応   
○いじめの原因や背景の調査による根本的解決   

○子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話

をよく聞くことでの事実や心情の把握   
○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力   

いじめた

側  

○事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という

毅然とした態度でいじめを阻止   
○いじめの原因や背景の調査による根本的解決   
○ＳＣ、ＳＳＷ、関係機関（こども家庭支援センター

等）との連携   

○いじめられた児童を守る対応をすることへの理解   
○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと   

直接関係がない児童  

○傍観することがいじめに加担することと同じである

こと、いじめられた児童の苦しさの理解   
○言いなりにならず、自分の意志で行動することの

大切さの指導   

○いじめに気付いた場合、傍観者とならず学校や保

護者へ通告できるように指導   
○どんな場合でもいじめる側や傍観者にならない強

い意志を育成   

Ⅱ 家庭や地域との連携   

各家庭（ＰＴＡ）での取組  

○子どもに関心をもち、寂しさやストレスに気付くことのできるような啓発（講演会の実施等）   
○子どものがんばりをしっかり認めて褒めること、いけない時にははっきりと叱ることの実践   
○父親の子育てへの積極的参加を啓発   

地域での取組  
○子どもたちへの積極的なあいさつと声掛けの依頼   
○広場や近所等で困っている子どもへの積極的な声掛けと学校（保護者）への連絡   
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いじめ認知時の組織的対応の流れ 

東京都大田区立糀谷小学校  
   

  日常観察・アンケート調査・教育相談・いじめを受けた児童や周りの児童の訴え等の情報  

 
  

＊上記の例は、対応のあり方の基本を示しているものであり、いじめの事案の状況に応じて柔軟か

つ適切に対応する。  

〈生命また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に報告する。教育委員会の支援のもと、校長が中心とな

り、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決に当たる。  

  

                                        特別支援教育コーディネーター  

                                    スクールカウンセラー・ＳＳＷ  

  
      

  
  

                                      報告   

                                     支援   

                   

担任や情報を得た教員   

校長・副校長   生活指導主任    学年主任   

  

事実の確認・報告・共通理解   

事実関係の把握            

指導方法の決定・指導体制の編成   

いじめ解消に向けた指導   

召集・指揮   

保護者   

教育委員会   

適宜連絡   

報告   

支援   

職員会議   

報告・共通理解   
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