
令和４年度 いじめ防止基本方針 

雲南市立海潮中学校 

Ⅰ いじめの防止に関する基本的な方針 

（基本理念） 

 いじめは、重大な人権侵害であり、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長や人格の形成に重大

な影響を与えるのみならず、その生命や身体に重大な危険を生じさせるものである。また、「いじめ

はどの学校、どの生徒にも起こりうる。」「誰もがいじめの被害者にも加害者にもなり得る。」もので

ある。 

 上記のような認識に立ち、本校はいじめの未然防止と早期発見に努めるとともに、いじめ発生に

対しては被害生徒に寄り添いながら、迅速かつ組織的な対応を行う。 

 また、いじめは学校外でも発生する場合があることから、平素より保護者や地域、関係諸機関との

連携の上、いじめ防止のため、全ての教育活動の基底に人権教育を据え、生徒一人一人が安全で安心

して生活し、互いを認め合いながら自己実現を果たす学校づくりを行う。 

 

（いじめの定義） 

 「いじめ」とは、児童等に対して、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

定の人間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

じて行われるものを含む。）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。  （「いじめ防止対策推進法」 第２条） 

 ※「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、生徒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。 

 

（学校及び教職員の責務） 

 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、

児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組む

とともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこ

れに対処する責務を有する。 （「 同 」 第８条） 

 

Ⅱ いじめの未然防止 

１ 教職員の体制 

（１）校長・生徒指導担当・学級担当等の講話を通して、「いじめを許さない」、「いじめられた生徒

を守り通す」という強いメッセージを生徒に伝える。 

（２）職員朝礼や職員会議を通して、教職員間の情報交換を頻繁にし、生徒の様子について共通理

解・共通認識を持つ。 

（３）いじめにつながる言動を発見したら、直ちに指導するとともに、教職員のチームとして対応す

る。 

（４）昼休み等に生徒とふれあう機会をつくるとともに、教職員からのあいさつや積極的な声掛け

等の肯定的ストロークにより生徒との良好な人間関係づくりを行う。 

（５）教職員の人権意識と指導力向上のための研修を計画的に実施する。 

   ①人権に関する研修 

   ②生徒指導・生徒理解・特別支援教育に関する研修 



   ③いじめ（インターネットによるいじめ等を含む）に関する研修等 

 （６）いじめを受けた生徒といじめを行った生徒が同じ学校に在籍していない場合、学校同士で情

報共有を図り、いじめを受けた生徒、その保護者やいじめを行った生徒、その保護者に適切に

支援・助言できるよう、学校相互間の連携・協力を行う。 

 

２ 授業づくり 

（１） 授業のユニバーサルデザイン化の推進 

（２） 基礎・基本の定着の取組（家庭学習ノート・小テスト等） 

（３） 授業規律の徹底 

（４） ＩＣＴ機器の導入と活用 

 

３ 心の教育の充実 

（１）特別の教科道徳や学級活動を通して「いじめ」について考える。 

（２）情報モラル教育により、生徒のメディアリテラシーの向上を図るとともに、保護者への啓発を

行う。 

（３）人権週間等を通して、人権の大切さや自他の尊重について全校で学習する。 

（４）学校行事や体験活動を通して、達成感を感じさせ、自尊感情や自己有用感を高める。 

 

４ 集団づくり・人間関係づくり 

（１）「アンケートＱＵ」を活用したり、グループエンカウンターを行ったりして、居心地の良い学

級集団づくりに取り組む。 

（２）全教科でペア学習・グループ学習を実践し、他者の考えや立場を認めるとともに自分の考えを

深めたり、広げたりする力を育む。 

（３）授業や生徒会活動で話し合いや発表等の言語活動を取り入れ、コミュニケーション力の向上

を図る。 

（４）こども園・小学校・中学校が連携した取組を行い、異年齢に対する理解を深めるとともに、温

かい人間関係づくりに取り組む。 

 

５ 保護者・地域との連携 

（１）学校（教職員）と家庭（保護者）、地域住民との連携を強化し、より良い関係を構築するため

に、学校の方針・体制等について、ＰＴＡ総会や地域との会合（「海潮の教育を語る会」）等で

周知する。 

（２）行事や生徒の活動の様子を、各種通信・ホームページ等を利用して保護者・地域に発信する。 

（３）キャリア教育やふるさと教育等での体験活動に地域の人材を招聘し、生徒との交流を推進す

るとともに、学校教育活動への理解を図る。 

（４）生徒が地域の行事に積極的に参加するよう促すとともに、その体制を整備する。 

 

６ 特に配慮が必要な生徒への対応 

  生徒や家庭の事情等に照らして、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に生徒

の様子を学校全体で把握し、その特性や状況を踏まえた適切な支援や指導を行うとともに、保護

者や家庭との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に実施する。 

（１）発達障がいを含む、障がいのある生徒 

（２）海外から帰国した生徒や外国籍の生徒、国際結婚の保護者をもつなどの外国につながる生徒 



（３）性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒 

（４）東日本大震災により被災した生徒、又は原子力発電所事故により避難している生徒 

（５）その他、特に配慮を必要とする生徒 

 

Ⅲ いじめの早期発見 

１ 生徒の様子を常に見守り、ささいな変化や気になることがあれば早めに教職員間で情報を共有

する。 

２ 定期的に学校生活についてのアンケート調査を実施し、学校内だけでなく、インターネット上

のいじめに巻き込まれていないかの把握に努める。 

３ 定期的な教育相談の他、適宜、教育相談を実施する。 

４ 「未来」（生活ノート）を通して学級担任との温かい人間関係づくりを行う。 

５ 「いじめ相談テレフォン」、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」、「しまね子どもＳＮＳ相談『相談し

てみるにゃ！』」、「ヤングテレフォン・けいさついじめ１１０番」等の外部相談機関の周知を行

う。 

 

Ⅳ いじめへの対応 

１ いじめ対策のための校内組織 

（１）名称  いじめ・不登校対策委員会 

（２）構成  管理職・生徒指導主事・養護教諭・学年主任・特別支援教育ＣＮ・当該学年部 

       必要に応じて関係教員を加える。 

（３）機能 

 ①基本方針に基づく取組の実施や、年間計画の作成・実行・検証・修正 

 ②いじめの相談・通報の窓口 

 ③いじめ・問題行動に関する情報の収集と記録 

 ④いじめやその疑いがある情報に際し、その指導体制等の協議、教職員に周知・実行 

 ⑤対応した事案について、進捗状況や終結の状況の確認 

 

２ いじめへの対応  「いじめ対応マニュアル（最終ページ掲載）」による 

 

３ 重大事態への対応 

（１）重大事態とは 

 ①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、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。 

 ②いじめにより当該学校に在籍する児童等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るとき。  （「いじめ防止対策推進法」 第２８条） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

①の具体的なケース 

・生徒が自殺を図った場合 

・身体に重大な障害を負った場合 

・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 

※生徒や保護者から「人間関係により重体な被害が

生じた」という申し立てがあった場合も重大事態が

発生したものとして調査等を開始する。 

➁の具体的なケース 

・年間３０日を目安として欠席した場合 

・一定期間連続して欠席した場合 



（２）重大事態の報告     

   上記の重大事態が発生した場合は、速やかに雲南市教育委員会に報告するとともに、その対

応について協議する。 

    ＊窓口―学校教育課 義務教育グループ：担当指導主事（不在時は学校教育課長） 

TEL ４０－１０７２ 

（３）重大事態の調査 

   重大事態の事実関係を明確にするとともに、同種の事態の発生防止に資するため、いじめ・不

登校対策委員会に、雲南市教育委員会を加えて、下記の調査を実施する。また、必要に応じて雲

南市教育委員会の指示で専門的知識及び経験を有する第三者を調査に参画させる。 

 なお、教育委員会が、学校による調査が不十分と判断した場合や、学校の教育活動に支障が生

ずるような恐れのある時は、教育委員会がこれを行う。 

① いじめ行為の時期、いじめを行った人物並びにその態様について 

② いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係 

③ 周辺生徒の状況 

④ 学校・教職員の対応 等 

＊いじめが起きた際の質問票を用いる等により調査の結果等について、いじめを受けた児

童等の保護者と適切に共有されるよう、必要に応じて専門的な知識及び経験を有する者

の意見をふまえながら対応すること。（「いじめ防止対策推進法案に対する付帯決議」七） 

 

４ 調査結果の提供及び報告 

（１） いじめを受けた生徒及びその保護者に対する適切な情報提供 

学校が調査を行う場合においては、調査実施前に被害生徒・保護者に対して以下の➀～➄の

事項について説明する。説明を行う主体は、状況に応じて適切に判断して、市教育委員会ま

たは学校が行う。 

① 調査の目的 

② 調査時期 

③ 調査事項 

④ 調査方法 

⑤ 調査結果の提供 

上記の調査結果について、市教育委員会・学校は、いじめを受けた生徒やその保護者に対し

て、調査により明らかになった事実関係について適時・適切な方法で、経過報告を行う。情報

の提供にあたっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮する。 

（２） 調査結果の報告 

調査結果については、市教育委員会を通じて市長に報告する。市教育委員会は、いじめを受

けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果とともに市長に報告

する。 

 

Ⅴ いじめの解消 

  いじめは単に謝罪をもって安易に解消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、他の状況も勘案して総合的に判断するものとする。 

  また、いじめが解消したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払うとともに、必要な支援

を適宜行う。 

 



１ いじめにかか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、学校の設置者または学校いじめ対策組織の判

断により、より長期の期間を設定するものとする。 

 

 ２ 被害児童生徒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、被害児童生徒がいじめ

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。被害児童生徒本人及びその保護

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。この場合も心身の

苦痛を感じていない状態が相当の期間継続していること。この相当期間は「１ いじめにかか

る行為が止んでいること」の記載事項に準ずる。 

 

Ⅵ 学校いじめ防止基本方針の点検・評価  

１ 学校評価等にいじめ防止に関わる項目を追加し、その取組について保護者、教職員が評価、改善

をしていく。 

２ 生徒指導部会、企画会等でいじめ防止に関する取組についての議題を必要に応じて設定し、見直

しをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いじめ対応マニュアル 

雲南市立海潮中学校 
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いじめの受信 

・教師の発見 

・本人の訴え 

・生徒からの連絡 

・各種調査・アンケート 

・保護者・地域からの連絡 

対応協議 

（いじめ・不登校対策委員会）＊１ 

・情報共有と分析 

・対応方針の決定 

・行動共有…役割分担と具体的な対応 

実態把握 

・被害生徒 

・加害生徒 

・観衆 

・傍観者 

対応協議 

・事実関係の把握 

・指導方針の決定 

・役割分担 

被害生徒への支援 

（学級担任・学年部、管理職等） 

・家庭訪問 

生徒及び保護者への支援 

＊SC、SSW 

加害生徒への指導 

（学級担任・学年部、管理職等） 

・学校での面談・家庭訪問 

生徒指導と保護者への助言 

＊SC、SSW 

観衆・傍観者への指導 

（学級担任・学年部・生徒指導・管理職） 

いじめが起きた集団への働きかけ 

・学級指導 

・全校指導 

・部活動等への指導 

事後指導 

観察・相談・指導・支援の継続 

管理職 

＊ケース会議 ＊PTA 役員会 

＊緊急保護者集会 

＊海潮の子どもを語る会 

＊海潮 PTA 協議会 

＊学校運営協議会 

＊海潮の教育を語る会 

市教委 

学校教育課 

（40-1072） 

義務教育 G 

 

・出雲教育事務所 

（0853-30-5725） 

生徒指導専任主事 

・関係諸機関 

・マスコミ対応 

雲南警察署 

（45-0110） 

＊犯罪行為の 

場合 

＊１ 

管理職 生徒指導主事 

養護教諭 学年主任 

特別支援教育ＣＮ 当該学年部 

※必要に応じて関係教員を加える。 

※重大事態の場合は、雲南市教育

委員会等の第三者を加える。 


