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光市立光井中学校いじめ防止基本方針 
令和元年８月改正 

 

１ 基本的な方針 
「いじめ」は、それを受けた子ども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や

人格の形成に大きな影響を与えるだけでなく、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。いじめ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、平成 25 年 9 月に「いじめ防

止対策推進法」が施行され、法第 11 条に基づき、「いじめの防止等のための基本的な方針」（以下「国

基本方針」）が策定された。そして、平成 25 年 10 月に策定された「国基本方針」を参酌して、「山口

県いじめ防止基本方針」（以下「県基本方針」）、「光市いじめ防止基本方針」（以下「市基本方針」）が

策定された。 

平成２９年３月に、国の基本方針が改定されたことを踏まえ、国の基本方針に準じて「県基本方針」

が改訂され、それらを参酌しながら、「市基本方針」が改訂された。 

本校においても、「国基本方針」、「県基本方針」、「市基本方針」を参考にして、平成 26 年に生徒や

地域の実情に即して策定した「いじめ防止基本方針」（以下「本校基本方針」）を令和元年８月に改訂

し、いじめ防止や根絶に向けた取組を、家庭や地域、関係機関等と緊密な連携を図りながら、校区全

域で推進していく。 

「いじめは絶対に許されない」、「いじめはどの学校にも、どの学級にも、どの子どもにも起こりう

る」という認識のもと、いじめに対し全教職員が一丸となり、迅速かつ的確に、そして組織的に生徒

一人ひとりを大切にするきめ細かな教育を進めていく。生徒の日常生活の各場面における冷やかし、

からかい、悪ふざけなど、深刻な問題に発展しやすい言動に対し、できるだけ早い段階で相互に向き

合い、相手の気持ちを考えながら乗り越えていく経験を心身の成長の過程に応じて根気強く積み重ね

ていく取組を進めていく。万一、いじめが背景にあると疑われる「重大事態」が発生した場合には、

真摯に事実に向き合い、「本校基本方針」に基づいた具体的な措置を講じていく。 

⑴ いじめの定義 

⑵ いじめの態様 

具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。 

① 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 

② 仲間はずれ、集団による無視をされる 

③ 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 

④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

⑤ 金品をたかられる 

⑥ 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 

⑦ 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 

⑧ 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   （国基本方針） 

いじめには、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、生徒の生命、身体又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

要なものも含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向を踏まえたうえで、早期に

警察に相談・通報し、警察と連携した対応を進める。 

第２条 この法律において「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） 
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(3) いじめの積極的な認知 
 

初期段階のいじめは生徒たちだけで解決できることも多々あり、教職員および保護者が適切に関

わりながら自分たちで解決する力を身に付けさせることも大切である。しかし、過去のいじめ事案

を見ると、いじめはほんの些細なことから予期せぬ方向に推移し、自殺等の重大な事態に至ること

もあるのが現実である。そのため、初期段階のいじめであっても、あるいは一回限りのいじめであ

っても、学校が組織として把握し（いじめの認知）、見守り、必要に応じて指導し、解決につなげる。 

「いじめの芽」や「いじめの兆候」も「いじめ」である。いじめそのものであるはずの「芽」や

「兆候」を、まだ「芽」や「兆候」だからいじめではないと捉え、いじめを見落としてしまうこと

がある。いじめを見落とさないためには、まずはいじめではないかという立場に立つ。たとえ、さ

さいな「芽」や「兆候」であっても、早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠した

り軽視したりすることなく、定義に従い、積極的にいじめを認知する。 

 

２ いじめ対策のための組織の設置 

⑴「いじめ対策委員会」の設置 

第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該

学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係

者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 

（いじめ防止対策推進法） 
 

「いじめ対策委員会」は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核と

なる役割を担う。本校では「いじめ対策委員会」を、本校教職員（校長、教頭、教務主任、生徒指

導主任、各学年生徒指導担当、教育相談担当、特別支援教育コーディネーター、養護教諭）、市教委、

ＳＣ、ＳＳＷ、子ども家庭課、学校運営協議会代表によって構成し、定例会として年３回程度実施

する。 

また、日常の諸問題に迅速に対応するために、本校教職員のみの「いじめ対策委員会」を基本的

に週１回開催する。いじめの認定は本委員会で行われ、話し合われた内容は、全教職員に報告され

る。※生徒指導委員会と兼ねる。 

さらに、急な対応が必要になった場合は、校長の判断により、臨時で「いじめ対策委員会」を開

催することがある。 

いずれの場合も必要に応じて、構成員以外の関係教職員、弁護士、医師、警察官経験者等の外部

専門家が参加することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめ対策委員会 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各学年

生徒指導担当、教育相談担当、特別支援教育コ
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３ 本校におけるいじめの防止等のための具体的な取組 

 光市立光井中学校  

  

 いじめ対策委員会  

 

 

 

 

 ■１ 未然防止 （いじめの予防） 

① 「いじめ防止プログラム」の実施 ② 教育相談体制の充実 

③ 光井小学校との連携 ④ 教職員の資質向上、共通理解のための研修 

⑤ 関係機関との連携 ⑥ 保護者との信頼関係の構築と情報提供 
   

 ■２ 早期発見 （把握しにくいいじめの発見） 

① いじめを訴えやすい雰囲気づくり ② 見守り活動の充実 

③ 週１回の生活アンケートの実施 ④ いりこ（日記）の活用 

⑤ 定期教育相談によるいじめの把握 ⑥ 保健室の利用 

⑦ チェックリストの活用 ⑧ 保護者との連携と啓発 

⑨ ネット上のトラブルの早期発見 ⑩ いじめの積極的な認知 
   

 ■３ 事案対処 （現に起こっているいじめへの対応） 

① いじめ発覚時の対応    ② 安全の確保 ③ 初期対応の決定 

④ 詳細な事実確認        ⑤ いじめ対策委員会への報告 

⑥ いじめを受けた生徒及びその保護者への対応 

⑦ いじめを行った生徒への指導とその保護者への支援・助言 

⑧ いじめが起きた集団への働きかけ 

⑨ 警察への通報  ⑩ 保護者会の開催   

⑪ ネットいじめへの対応  ⑫ いじめの解消の確認 
   

■４ 重大事態への対応 （生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるいじめ等への対応） 

① 重大事態発生の判断 ② 市教委への報告 

③ 重大事態への対応 ④ 重大事態の調査を行う主体の判断 

⑤ 重大事態の調査のための組織の設置 ⑥ 重大事態の調査の実施 

⑦ 被害生徒及びその保護者への情報の提供  ⑧ 調査結果の報告 

⑨ 加害生徒、他の生徒及びその保護者への情報提供 

⑩ 調査結果の公表   ⑪ 調査結果を踏まえた対応 
 

■５ その他  

〇学校いじめ基本方針の評価・検証・改善及びいじめ対策に資する積極的な取組    

〇学校評価と教職員評価 

〇家庭や地域との連携  

「未然防止」「早期発見」「事案対処」「重大事態の対応」の実効的な取組及び取組

の評価・検証・改善を行ういじめ対策の中核 

４つの視点からの取組 
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⑴ いじめの未然防止  （市基本方針 p.13～20参照） 

①「いじめ防止プログラム」の実施 

年間の学校教育活動全体を通じて，いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行う

ために、「いじめ防止プログラム」を策定し、実施する。（資料１） 

○ 各教科   ○ 道徳     ○ 学級活動  ○ 学校行事 ○ 全校集会 

○ 生徒会活動  ○ 教育相談  ○ 情報モラル教育  
 
②教育相談体制の充実 
 
○ 気軽に相談できる雰囲気づくり 

生徒が気軽に相談できるようにするために、日頃から生徒と積極的にコミュニケーションを

とり、良好な人間関係を築く。 

○ 生活アンケートの実施 

週１回の生活アンケートを実施し、学校生活に不安や不満を抱えている生徒を的確に把握す

ることで、即座に相談を実施する。また、不安や不満の解決を図る過程において、いじめに発

展する可能性のある事案を早期に発見し、防止・解決へとつなげる。長期休業明け、ゴールデ

ンウィーク明けにも生活アンケートを実施する。 

   ○ 定期教育相談の実施 

定期教育相談期間を設け、年３回（６月、１１月、２月）実施する。１人１０分程度の時間

を確保し、相談相手は担任かその他の教職員とする。 

○学校適応感調査『Fit』の実施 

     県教委作成の客観テストを年２回（５月、１２月）に実施し、生徒理解に努めるとともに、

学級経営や授業づくりや教育相談に生かす。 

○ 相談窓口の周知徹底 

教職員以外の相談窓口として、ＳＣ（月２回程度）、専門家による教育相談（月１回）、市教

委派遣のＳＳＷ、ヤングテレホンひかり、光市福祉保健部 子ども相談センター等がある。ＰＴ

Ａ総会、保護者懇談会に相談窓口一覧を配布し、生徒、保護者に対して周知徹底する。特にＳ

Ｃに関しては、年度初めの全校集会で紹介し、積極的な活用につなげていく。（資料２、３） 
 
③光井小学校との連携 

○ ３月末の新入生に関する情報交換会で、小学校での人間関係やトラブルを把握する。 

○ 生徒の気になる行動があった場合などに、小学校での状況を問い合わせる。 

○ 互いの「いじめ対策委員会」に参加し、意見交換を行い、連携できる取組を模索する。 

○ 光市校外補導連盟幹事会で、いじめを含めた生徒指導上の課題の情報交換を行う。 
 

④関係機関との連携 

日頃から、生徒指導上の諸問題について、市教委に報告、相談する。基本的に週１回実施され

る生徒指導委員会及び「いじめ対策委員会」の報告を、必要に応じて市教委に提出する。また、

市教委、子ども家庭課、ＳＳＷとの会議で情報交換を行う。 
   
⑵ いじめの早期発見               （光市いじめ基本方針 p.20～24参照） 

 
①週１回の生活アンケートの実施 

週一回のアンケート調査を実施し、生徒からの訴えによるいじめの早期発見の機会をつくる。

本人のことだけでなく、周りで困っている人がいないかも確認する。長期休業明けやゴールデン

ウィーク明けにも実施する。 
 

②いりこ（日記）の活用 

いりこの日記等を活用して交友関係や悩みを把握し、いじめにつながる事象を発見する。 
 

③定期教育相談によるいじめの把握 

誰にも相談することができない生徒が多い実態を踏まえて、定期的に教育相談を実施する。直

接対話することで、それまで訴えることができなかったいじめの把握につなげる。 
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④保健室の利用 

養護教諭は、生徒にとって相談しやすい、本音を話しやすい教職員である。生徒の話を聴く中

で、いじめにつながる情報が得られることがある。養護教諭と連携を密にし、いじめにつながる

情報が早急かつ確実に報告されるようにする。 
 

⑤保護者との連携と啓発 

家庭訪問や保護者会での個人面談、電話連絡など日頃から謙虚かつ丁寧に保護者に対応し、抵

抗なくいじめについて相談できる信頼関係を構築する。また、保護者用「いじめのサイン発見シ

ート」をＰＴＡ総会、保護者懇談会に配布し、生徒が示す小さな変化や危険信号を把握するため

に活用してもらう。また、いじめについての相談窓口について広く周知する。（資料２、３） 
 

⑥ネット上のトラブルの早期発見 

生活アンケートや教育相談、保護者との連携等により、ネットトラブルの早期発見に努める。 
 

⑦いじめの積極的な認知 

２ページに示している通り、いじめを積極的に認知していく。そのことが、生徒の安心感・信

頼感につながり、早期発見に資すると考える。 

 

⑶ いじめの事案対処 （市基本方針 p.25～34参照） 
 
①いじめ発覚時の対応 

いじめやいじめと疑われる行為、いじめの兆候を発見した場合、その場でその行為を止めさせ

て、指導する。生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には真摯に

傾聴し、具体的な内容を詳細に聞き取る。  
②安全の確保 

いじめの発覚時、まず被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。状況によって、

複数の教職員の協力のもと、被害生徒を安全な場所に避難させたり、加害生徒を別室で待機させ

たり、生徒の見守りを行ったりする。  
③詳細な事実確認 

被害生徒や保護者の立場に立ち、速やかに詳細な事実確認を行う。関係する生徒から事情を聴

き取ったり、アンケートを取ったりする。聴き取りについては、教職員の一方的な思い込みや決

めつけで行わない。被害生徒、加害生徒、周囲の生徒の言い分をしっかりと聴き、矛盾点を整理

し、再度生徒に確認して、最終的に事実の確定を行う。 
 
④いじめ対策委員会への報告 

いじめ対策委員会に報告し、いじめか否かの判定をし、今後の方針の検討・決定をする。 
 

⑤いじめが起きた集団への働きかけ 

学年集会、全校集会、個人面談、学級での話し合いなどを通して、集団全体に対して働きかけ

を行う。いじめを自分の問題としてとらえさせる。いじめを止めることはできなくても、誰かに

知らせる勇気をもつよう伝える。また、はやしたて同調していた生徒に対しては、いじめに加担

する行為であることを理解させる。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

くりのためのプログラムを新たに設定し進めていく。 
 
⑥ネットいじめへの対応 

ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置を

講ずる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信停止を求め

たり、情報を削除したりできるので、プロバイダに対して速やかに削除を求める。こうした措置

にあたり、必要に応じて法務局等の協力を求める。生徒の生命や身体等に重大な被害が生じるお

それがあるときは、直ちに警察に通報し、適切な支援を求める。 
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⑷ 重大事態への対応 

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。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等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等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 第一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。（いじめ防止対策推進法） 

いじめの根絶に向けた未然防止の取組が重要であるが、暴力行為や不登校がいじめによる重大事

態に当たるか否かを、いじめ対策委員会において判断するとともに、速やかに県教委に報告し、指

導助言を得ながら、前掲「早期対応」と同様、いじめられている生徒の心身の安全の確保を最優先

に、いじめの解決に向けた取組を行う。 

また、外部専門家等とも連携しながら、いじめ対策委員会を母体に調査委員会を設置し、迅速・ 

的確かつ組織的に対応する。 

なお、県教委が設置する専門家等の第三者からなる「いじめ問題調査委員会」による調査を行う 

場合もある。 
   

⑸ その他の取組 
 
①家庭や地域との連携 

機会あるごとに、本校いじめ防止基本方針に基づく学校の姿勢や取組、生徒の実態等を、家庭・

地域に示し、いじめに対する認識や、協働した取組への理解を求める。 
 

ア ＰＴＡ総会、保護者懇談会での啓発と実態の説明（生徒指導主任） 

イ 学校だよりによる啓発と情報発信 

ウ ホームページへの本校いじめ防止基本方針（概要版）の掲載 

エ 本校いじめ防止基本方針（概要版）の全家庭配布 

オ 学校評価結果の公表 

カ 学校運営協議会での報告（校長）、検討、提言のとりまとめ 

キ 光井コミュニティセンターでの本校いじめ防止基本方針（概要版）の自由配布 

ク 光井コミュニティ会議、防犯部会での啓発、実態の説明（生徒指導主任） 

ケ 光市校外補導連盟、光井コミュニティ会議防犯部会での地域の巡回 

コ 地域行事への参加のための部活動中止（光井ふれあいフェスタ・クリーン光大作戦） 
 



 

 

 

（資料１） 

光市立光井中学校いじめ防止プログラム 

※SC による思春期におけるグローイングハートプロジェクトにおける「心理教育プログラム」 

 全校 １年 ２年 ３年 

４月 全校集会 ＳＣ紹介 学活「いじめとは」   

５月 Fit アンケート  ストレスマネジメント教育  

６月 教育相談・人権参観日 グループエンカウンター   

７月 クラスマッチ    

８月     

９月 体育祭   ライフスキルトレーニング 

１０月 文化祭    

１１月 教育相談 光市人権発表大会(道徳) 光市人権発表大会(道徳) 光市人権発表大会(道徳) 

１２月     

１月  ソーシャルスキルトレーニング   

２月 教育相談    

３月     

道徳科 いじめをテーマとする教材 

学年 教材名 主題名 内容項目 

１年 

二人の約束 迷いを乗り越えて 
A－(1) 

自主、自律、自由と責任 

トマトとメロン みんな同じがよいのか 
A－(3) 

向上心、個性の伸長 

近くにいた友 心から信頼できる友 B－(8)友情、信頼 

旗 友達のよさ B－(8)友情、信頼 

自分だけ「余り」になってし
まう････ 

お互いを認め合う B－(9)相互理解、寛容 

さかなのなみだ いじめのない集団 
C－(11) 

公正、公平、社会正義 

むかで競争 みんなをまとめる力 
C－(15) 

よりよい学校生活、集団生活の充実 

２年 

五月の風－カナ－ 自分を信じて 
A－(1) 

自主、自律、自由と責任 

五月の風－ミカ－ 本当の友達 B－(8)友情、信頼 

リスペクト・アザース 個性を信頼する社会 
C－(11) 

公正、公平、社会正義 

ヨシト いじめへの公正な態度 
C－(11) 

公正、公平、社会正義 

ハイタッチがくれた
もの 

私たちでつくる校風 
C－(15) 

よりよい学校生活、集団生活の充実 

３年 

思いを伝えることの
難しさ 

互いの思いの伝え方 B－(9)相互理解、寛容 

卒業文集最後の二行 いじめを許さない心 
C－(11) 

公正、公平、社会正義 



 

 

 

（資料２） 

 

教職員以外のいじめのついての相談窓口（保護者用） 

 

子どもと親のサポートセンター・ふれあい教育センター（やまぐち総合教育支援センター内） 

お子さんの教育の悩みについて、スタッフが専門的な立場からご相談に応じます。 

《受付》月曜～金曜 8:30～17:15（火・木は 21:00 まで、来所相談は予約が必要） 

〇 ふれあい総合テレホン（代表） 083-987-1240 

〇 ２４時間子どもＳＯＳダイヤル 0120-0-78310 

〇 ふれあいファックス 083-987-1258 

〇 ふれあいメール soudan@center.ysn21.jp 

 

子どもの人権１１０番（山口地方法務局） 0120-007-110 

 

法務少年支援センター山口（山口少年鑑別所） 083-922-6701 

 

少年サポートセンター（山口県警少年課） 

東部 0827-23-5150、0120-48-5150 

中部（ヤングテレホン・やまぐち） 083-925-5150、0120-49-5150 

西部 083-222-5150、0120-62-5150 

 

光市 

〇 ヤングテレホンひかり 0120-72-3749 

〇 光市福祉保健部 子ども相談センター 0833-74-5910 

〇 専門家による教育相談（月１回） ※中学校を通して申込 

〇 市教委派遣のスクール・ソーシャル・ワーカー（随時） ※中学校を通して申込 

 

光市立光井中学校 

〇 スクール・カウンセラー（月２回程度） ※担任を通して申込 

  



 

 

 

（資料３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


