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いじめの防止等のための基本方針

平成 26 年 7 月 1日

静岡県立清流館高等学校
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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り、絶対に許されない行為である。

本校は、平成 26 年４月に県立大井川高校と県立吉田高校が再編統合して新たに出発した

学校であり、生徒一人ひとりの個性を大切にし、地域に求められる有為な人材育成を目指

している。本校においても、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの未然防止、早期発

見・早期対応、重大事態への対応に関する基本的な考え方や組織的な対応等に関する基本

方針をまとめ、学校、家庭、地域、関係機関が連携し、「いじめをなくしたい」という強

い願いをもって学校作りを推進する。

第１章 基本的な事項
（静岡県教育委員会「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」より抜粋）

１ いじめの定義

いじめとは、「児童生徒等に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している等、

当該児童生徒等と一定の人的関係にある他の児童生徒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

となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているもの」を言う。

具体的ないじめの表れとして、以下のようなものがある。

・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、集団から無視される

・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

・体当たりされたり、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、スマホ等で、誹誇中傷や嫌なことをされる等

これらの行為がいじめに当たるか否かの判断は、いじめられた児童生徒の立場に立つこ

とが必要である。また、いじめには様々な表れがあることに気をつけて、いじめであるか

を判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できなかった

り、いじめに本人が気づいていなかったりする場合もあることから、その児童生徒や周り

の状況等をしっかりと確認することも必要である。

一方、相手への好意から行った行動が意図せず、相手の児童生徒に苦痛を感じさせてし

まうケースも考えられ、いじめの認定には十分配慮しなければならない。
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２ いじめの理解

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうる。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、多くの子どもが入れ替わりながら、いじめられる側や

いじめる側の立場を経験する。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、生命又は心身に重大な危険を生じさせる。

またいじめの加害、被害という二つの立場の関孫だけでなく、学級や部活動等所属する

集団において、いじめに対して暗黙の了解を与える「傍観者」の存在にも注意を払い、集

団全体にいじめを絶対に許さないという雰囲気を作っていくことが必要である。

３ いじめ防止等に関する基本的な考え方

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、すべての児童生徒

を対象とした対応が求められる。

いじめの未然防止には、学校の教育活動全体を通じて、全ての児童生徒に「いじめは決

して許されない」ことの理解を促すとともに、社会全体で、いじめが起こりにくい人間関

係をつくり上げていくことが求められる。

(1) いじめの防止

いじめの未然防止は、学校のみならず、社会全体で、子ども一人一人が、自分を大切に

思う気持ちを高め、きまりを守ろうとする意識や互いを尊重する感覚をじっくりと育て、

健やかでたくましい心を育むことが必要である。

健やかでたくましい心を育むためには、家庭、地域、学校それぞれが連携して、子ども

自身の自立をめざすことが大切である。

家庭においては、子どもとの関わりや対話を大切にし、子どもをありのままに受け止め、

子どもが安心感や信頼感で満たされるよう努めていくことが大切である。

地域においては、きまりを守ろうとする意識や互いを尊重する感覚を育てる場として、

地域住民が連携して、子どもを温かく、時に厳しく見守っていく必要がある。

学校においては、子どもと教職員との信頼関係を大切にし、考え方などの違いを認め合

うなど、安心して自分を表現できる集団づくりに努めることが求められる。学級活動や道

徳の時間を活用し、子ども自らがいじめについて考える場や機会を大切にし、自分たちの

問題を自ら解決していくような集団を育てていくことが重要である。

(2) いじめの早期発見・早期対応

いじめの早期発見は、いじめへのすばやい対応のために絶対に必要であり、全ての大人

が連携し、児童生徒の小さな変化にも気づく力を高めることが必要である。いじめの早期

発見のために、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等

により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して児

童生徒を見守っていくことが大切である。

いじめはできるだけ早期に発見し、適切に対応することが重要である。学校や家庭、地

域等が連携し、子どもの健やかな成長を見守り、いじめの事実を知ったり、いじめの現場
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を目撃したりした場合は、一刻も早く協力して対応する必要がある。

いじめの早期対応として、いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめ

を受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児

童生徒に対して事情を確認したうえで、適切に指導する等、組織的に対応する必要がある。

また家庭や教育委員会への連絡・相談や、いじめの内容に応じて関係機関と連携していく

ことも求められる。したがって校内においては、普段からいじめへの対応に関して理解を

深めておくとともに、組織的な対応が速やかに行えるよう体制を整えておく必要がある。

(3) 関係機関等との連携

いじめの問題に学校、家庭、地域の連携・協力だけでは十分対応しきれなかったり、解

決に向けて状況が変わらなかったりする場合、関係機関と連携することが大切である。

例えば、学校や教育委員会において、指導の効果が上がらない場合には、以下のような

関係機関との適切な連携が必要となる。

・警察や児童相談所等の関係機関（情報共有体制の構築）

・医療関係等の専門機関（教育相談等の実施）

・人権啓発センターや法務局等の学校以外の相談窓口（生徒、保護者等への周知）

第２章 組織の設置

１ 名称

清流館高校いじめ対策委員会

２ 構成員

校長、副校長、教頭、生徒指導主事、教育相談室長、「総合的な学習の時間担当」（1）、

研修担当（1）、情報担当（1）、養護教諭（1）、スクールカウンセラー（1）

（必要に応じて柔軟に編成する）

３ 役割

(1) いじめの未然防止

(2) いじめへの対応

(3) 教職員の資質向上のための校内研修の企画と実施

(4) 年間計画の企画と実施

(5) 年間計画の進捗状況チェック

(6) 各取組の有効性のチェック

(7) いじめ防止等基本方針の検証・見直し

第３章 いじめの防止
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いじめを未然に防止するためには、学校をいじめが起きにくい集団としていく必要があ

る。生徒相互また生徒と教職員の望ましい人間関係を築いていくことで、一人ひとりのよ

さや違いを認め、学校を生徒が安心して自己表現できる場とすることが大切であり、以下

のことに取り組んでいく。

１ 生徒相互の人間関係づくり

(1) 日常の授業をはじめ、行事・総合的な学習の時間・学級活動・特別活動などあらゆ

る場面で、協同的、体験的な活動を取り入れ、互いの考え方に共感し尊重しあう関係

を築く。

(2) 生徒が主体的に学級や学校などの所属集団の問題解決に取り組む場を設定し、自治

能力を高める。

(3) 学級活動や部活動などで共通の目標に向けて努力する経験を積むとともに、実績や

成果だけではなく、物事に取り組む姿勢や努力を互いに認め合い、たたえあう雰囲気

を作る。

２ 生徒と教職員の人間関係づくり

(1) 生徒のよさや可能性、行動の変化に常に注意を払い、表面的なあらわれの背景にあ

るものの理解に努める。

(2) 教育活動全般が一方的なものとならないようにし、生徒の自尊感情を尊重し、共に

考え行動する姿勢を持つ。

(3) 「楽しい授業」「わかる授業」の実践を通じて、ともに学びあうことと教職員との

信頼関係を育てていく。

(4) 教職員研修を推進し、青年期の心理や生徒を取り巻く社会環境についての理解を深

める。

３ 生徒自らがいじめについて考える機会の設定

(1) 学級活動で計画的にいじめについて討論する機会を設ける。

(2) 総合的な学習の時間で、自己理解・他者理解、望ましい生き方についての理解を深

めるとともに自己肯定感を養う。

４ 家庭・地域・関係機関との連携

(1) 学校便りや各種の集会、ホームページなどの学校の広報活動を通じて教育方針や生

徒指導方針など学校の取組みを家庭や地域に知らせるとともに、広く意見を受け入れ

る「広聴」の機能を充実させる。

(2) 生徒の出身中学などと接続をとり情報交換することで、個別の生徒の状況に配

慮したきめ細かな指導ができるようにする。

(3）必要に応じて教育委員会・児童相談所・警察等と情報を共有し連携した指導を行う。

５ 防止対策の検証・評価
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(1) いじめ対策委員会を年３回開催し、上記のいじめ防止の取組みの実践状況とその効

果について検証し、必要に応じて見直す。

(2) 学校評価においていじめ防止の取組みについての項目を設ける。

第４章 いじめの早期発見

１ 早期発見のための措置

いじめのサインは、いじめを受けている生徒からも、いじめている側の生徒からも出て

いる。

いじめを許さない学校づくりを進めるとともに、深刻な事態を招かないためにも、日頃

から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が出す小さな変化やサインを見逃すこ

とのないようにする。そのために、休み時間や昼休み等の生徒の様子に目を配ると共に、

生徒と共に過ごす時間を積極的に作る等して生徒理解に努める。

また、日頃から定期的にアンケートや面接を実施し、積極的にいじめの早期発見に努め

る。

２ いじめの実態把握

(1) 観察

生徒の行動を観察し、わずかな変化でも手がかりにする。

・休み時間や昼休み、放課後等に計画的な校内巡視を行う。その際、普段あまり入らな

い場所や空き教室や生徒用トイレなども注意してみる。

・授業だけでなく休み時間等にも声をかけて、生徒の様子に注意をはらう。

・日常のＨＲ日誌、作文等を通して生徒の理解に努める。

・クラスや部活動内での人間関係がどうであるか観察し、事態を把握する。

・遊びやふざけ合いのように見えるもので気になる行為があった場合は情報を共有する。

(2) アンケート調査

アンケートにより生徒の状況やサインを把握する。

・全校生徒を対象にいじめ関係の項目を含めた「生活アンケート」を計画的に行い実態

を把握するとともに、状況に応じてＨＲや部活動などにおいてもアンケートを実施し

情報収集に努める。

(3) 面接

面接を効果的に活用し実態把握、情報収集を行う。

・ＨＲ担任による個人面接や長期休業中の三者面談などの機会に、いじめがあるかどう

かの実態把握を行う。

・部活動などにおいても面接や聞き取り調査を実施し情報収集に努める。

(4) 相談体制の整備

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。
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・担任と副担任は連携を取り合い、日頃から生徒が相談しやすい雰囲気づくりを心掛け

る。

・スクールカウンセラーの活用を積極的に進める。

・教育相談活動として「事前予約相談」と「昼休み・放課後の一般開放」の両方を行い、

何気ない会話の中から生徒個人やＨＲの状況をつかむ。

・自分のことだけでなく友人の抱える悩みについて話し合える場を提供する。

(5) 保護者、地域との連携

・ 日頃から良好な人間関係を構築し、相談しやすく協力を得やすい環境づくりに努める。

・ 相談や通報の仕方について、学校ＨＰやメール通信、プリント、保護者会等を利用し

て周知する。

３ 年間計画

月 年 間 計 画 備 考

３ ・中学校訪問 新入生に関する情報交換

４ ・個人面接週間

・スタディーサポート実施

生徒の状況を把握する。

５ ・ＰＴＡ総会・クラス懇談会

・心理テスト

クラス懇談会で情報交換を行う。

生徒個人の性格や気持ちを理解する。

６ ・中学校訪問 在校生に関する情報交換

７ ・三者面談 家庭との連携を図り情報を共有する。

９ ・生活（いじめ）アンケートの

実施

いじめを含む生活アンケートを実施し実態を把握

する。

10 ・個人面接週間 生徒の状況を把握する。

通

年

・LHR「いじめについて考える」 各クラスごとに年間を通して 1時間以上行う。

第５章 いじめに対する措置

１ 早期の事実確認

いじめの相談を受けたり、いじめを受けていると思われたりするときには、いじめ防止

対策委員会に報告する。

２ いじめ対策委員会の招集

いじめが確認された場合には、速やかにいじめ対策委員会を招集する。委員会で状況を

確認し、支援・指導・助言等に関して検討を行い、生徒課と連携を取る。

(1) 情報の整理

・いじめの態様、関係者、被害者、加害者、周囲の生徒
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(2) 対応方針

・緊急度の確認（自殺、不登校、脅迫、暴行等）

・事情聴取や指導の際に留意すべきことを確認

(3) 役割分担

・被害生徒からの事情聴取と支援担当

・加害生徒からの事情聴取と指導担当

・周囲の生徒への指導担当

・保護者への対応担当

・関係機関への対応担当

３ 県教育委員会への報告

いじめが確認された場合には、県教育委員会に報告する。

４ 解決に向けた支援・指導・助言

いじめが確認された場合には、いじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを受けた生

徒とその保護者に対する支援、いじめを行った生徒とその保護者に対する指導、助言、周

囲の生徒への指導を継続的に行う。

(1) いじめを受けた生徒等への支援

・いじめを受けた生徒及びいじめを伝えた生徒を「最後まで絶対に守る」という姿

勢を生徒に示す。

・生徒が学校生活を安心して送ることができる具体的な計画を立て、すべての教職

員が協力して生徒を保護する。

(2) いじめを行った生徒への指導

・事態の深刻さを認識させ、いかなる事情があってもいじめは許されないことを伝

える。

・安易な謝罪で済ませず、自らの生き方をじっくり考えさせる指導を行う。

(3) 周囲の生徒への指導

・はやし立てたり、見て見ぬふりをしたりするのは、いじめと同じだということを

理解させる。

・勇気ある行動ができなかった自分を見つめなおし、個人や集団で再発を防ぐため

の具体的な手立てを指導する。

(4) 保護者への対応

・保護者に事実を伝え、指導方針と具体策を提示して再発防止への協力を要請する。

・解決するまで学校が主となって取り組み、解決後も定期的に学校の様子を報告す

る。

５ 関係機関との連携
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日頃から警察やスクールカウンセラーなどとの協力体制を確立し、いじめが起きたとき

には、状況に応じて連携し、早期に対応する。また、いじめ防止対策委員会は、必要に応

じて児童相談所や医療機関等の外部専門家の参加について協力を求める。

６ 警察との連携

いじめ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、警察に相談し、

連携して対応する。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある

場合には、直ちに警察に通報するなど、適切な支援を求める。

第６章 重大事態への対処

１ 重大事態のケース

重大事態とは、次のような場合をいう。

(1) いじめにより生徒の生命、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。

・生徒が自殺を企図した場合

・精神性の疾患を発症した場合

・身体に重大な障害を負った場合

・金品を奪い取られた場合 等

(2) 欠席の原因がいじめと疑われ、生徒が相当の期間、学校を欠席しているとき。ある

いは、いじめが原因で生徒が一定期間連続して欠席しているとき。

(3) 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。

２ 重大事態についての調査

重大事態が発生した場合には、県教育委員会に報告し、指導・支援を受けるとともに、

速やかにいじめ対策委員会を招集し、事態への対処や同種の事態の防止に向け、客観的な

事実関係を明確にするために調査 を行う。

３ 情報の提供

県教育委員会又は学校は、いじめを受けた生徒及びその保護者に、調査結果をもとに、

重大事態の事実関係などの情報を提供する。

４ 報道への対応

(1) 情報の収集・広報の窓口を一本化（副校長）する。

(2) 情報の公開等については、必要に応じて県教育委員会の指示を仰ぐ。

(3) 事実を正確に伝える。ただし、個人情報や人権等に最大限に配慮する。

(4) 不明なことや把握していないことは、その旨を明確に答える。誤解につながるよう

な曖昧な回答はしない。

(5) 生徒の動揺を防ぎ、正常な学校運営を維持する観点から、取材に関して校内への立

ち入り、取材場所、時間等について留意するよう依頼する。


