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■   令 和 ４年 ４月 １日 
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令和４年度別府西中学校「学校いじめ防止基本方針」 

 

１ いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針 

（基本理念） 

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恐れが

ある。したがって、本校では生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、全て

の生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置するこ

とがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する生徒の理解を深めること

を旨として、いじめ防止等のための対策を行う。 

（いじめの定義） 

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人

的関係にある他の生徒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生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

また、けんかやふざけ合いであってもその背景や被害性等に着目しいじめの該当性を判断する。 

（いじめの禁止） 

生徒は、学校内外を問わずいじめを行ってはならない。 

（学校及び教職員の責務） 

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができるように、保護者や地域

住民他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、い

じめが疑われる場合は適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。（教職員はい

じめに関わる情報抱え込み、「校内いじめ防止等対策委員会」に報告しないことは懲戒処分に該当

することから速やかに報告、情報共有を行う。） 

 

２ いじめの防止等のための対策の基本となる事項 

（１）基本施策 

  ① 学校におけるいじめの防止 

ア 校内の指導体制を整え、十分な情報収集と正確な事実確認・適切な診断と適時な指導により、

問題行動やいじめを見過ごさないことに組織的に取り組む。 

イ 生徒が自分自身を大切にしていこうとする気持ちを持つように、また、周りを大切にしてい 

こうとする気持ちを持つように、すべての教育活動を通して、人権教育、道徳教育、体験活 

動などの充実を図る。 

ウ 生徒が授業に意欲的に取り組むことができるような活力ある「わかる」「できる」授業の創造 

に努める。 

エ 保護者や地域住民との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が主体的に行う生徒会活動 

の充実・支援を図る。 

オ いじめの防止等の教職員の資質向上のために、校内研修を実施する。 

カ インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるよう、生徒や保護者 

に対し、情報モラル講習や啓発活動を行う。 

キ 発達障がいを含む、障がいのある生徒等、特に配慮が必要な生徒については、日常的に当該 

生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必 

要な指導を組織的に行う。 

② いじめの早期発見のための措置 

ア いじめ調査等 

     いじめを早期に発見するため、生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。 

・いじめに関するアンケート（６月、１１月、２月） 

・生活アンケート     （毎月実施） 

・教育相談を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査（各学期に１回） 

イ いじめ相談体制 

     生徒及び保護者が相談を行うことができるように相談体制の整備を行う。 

     ・スクールカウンセラー、スクールサポーター、養護教諭等の活用 



     ・別府市教育相談センター、中央児童相談所等の関係機関の周知 

     ・教育相談だけでなく生活ノートや休み時間等での何気ない会話でのチャンス相談の充実 

  

（２）いじめ防止等に対する措置 

① いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止等対策委員会」の設置 

 いじめの防止等を実効的に行うため、組織的な対応を行う中核となる組織を設置する。 

   ア 構成員 

    校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各学年生徒指導担当、教育相談コーディネーター、養 

護教諭、特別支援コーディネーター、ＳＣ、ＳＳＷ等 

     ※事案や対応内容等により市教委関係者及びＰＴＡ関係者等を加える 

   イ 活 動 

    ・いじめの早期発見に関すること。（アンケート調査、教育相談等） 

    ・いじめの防止に関すること。 

    ・いじめ事案の対応に関すること。 

    ・いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。 

    ・「いじめ防止基本方針」の見直しや取組の検証に関すること 

   ウ 開 催 

    月１回を原則とし、いじめ事案発生の際は緊急開催とする。なお、対処にあたり関係の深い教 

職員を追加する場合もある。 

 

  ② いじめに対する措置 

   ア いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに事実の確認を行い組織的に対応する。 

   イ いじめを受けた生徒を守り通すとともに、事情や心情に配慮し、その状況に応じて継続的な 

ケアを行う。 

   ウ いじめを行った生徒に関しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導し、いじめをやめ 

させるとともに、その再発を防止するため、適切かつ継続的な指導・支援を行う。 

   エ いじめの状況に応じて、いじめを受けた生徒やその保護者の意向を配慮の下、教育委員会及 

び警察等と連携して対処する。 

   オ 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。 

〇いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも３か月を目安とする）。ただし、さらに 

長期の期間が必要であると判断される場合は「いじめ防止等対策委員会」の判断により、 

長期の期間を設定する。 

〇いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

 

  ③ 重大事態への対処 

   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れ   

さている疑いがある場合は、次の対処を行う。また、生徒や保護者から「いじめにより重大な被害 

が生じた」という申し立てがあったときも同様に対処する。 

   ア 事態発生について、別府市教育委員会を通じて別府市長へ報告する。 

   イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対する組織（「いじめ防止対策委員会」を母体として 

心理・福祉の関係者や PTA 役員等の委員を加えた構成とする）を設置する。 

   ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

   エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係等その他の必要な 

情報を適切に提供する。 

 

  ④ 学校評価、学校運営改善の取組 

   ア いじめの有無や多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、その実態把握や対応が促さ 

れ、日頃からの生徒の理解、未然防止や早期発見、迅速かつ適切な対応、組織的な取組を評 

価する。 

   イ 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）等の活用により、いじめの問題等、学校が抱え 

る課題を共有し地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。 



参考資料 

 いじめ防止対策推進法 【一部抜粋】平成２５年６月２８日公布（９月２８日施行） 

 第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等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るものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等（いじ

めの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し、基本理念

を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基

本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める

ことにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 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。 

（いじめの禁止） 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

（学校の設置者の責務） 

第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必

要な措置を講ずる責務を有する。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第八条 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。 

 

第二章 いじめ防止基本方針等 

（学校いじめ防止基本方針） 

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、

当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

 

第三章 基本的施策 

（学校におけるいじめの防止） 

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人

交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教

育及び体験活動等の充実を図らなければならない。 

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍

する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であ

って当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童等及びそ

の保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるた

めの啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 

第四章 いじめの防止等に関する措置 



（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第二十二条 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。 

（いじめに対する措置） 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保

護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、

いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他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、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講

ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめを

やめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する

専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びい

じめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを

受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の

児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 

5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、

いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのない

よう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずる

ものとする。 

6 学校は、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所轄警察署と連携し

てこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる

おそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 

（校長及び教員による懲戒） 

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必

要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を

加えるものとする。 

（出席停止制度の適切な運用等） 

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第

一項（同法第四十九条において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ず

る等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措

置を速やかに講ずるものとする。 

 

いじめ防止対策推進法に基づく県及び別府市教育委員会の対応 

（１）大分県教育委員会「大分県いじめ防止基本方針」 

大分県におけるいじめの防止、いじめの早期発見及び対処のための対策を総合的かつ効果的に推進

するとともに、県、市町村、学校、地域、家庭、その他の関係者が連携の下、県民総ぐるみでいじめ

の問題に取り組むことを目的として策定する。 

第 12 条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共

団体におけるいじめの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の基本的な方針（以下

「地方いじめ防止基本方針」という。）を定めるよう努めるものとする。 

 



（２）別府市教育委員会「別府市いじめ防止基本方針」 

  (1) 別府市教育委員会として 

   ① いじめの防止等に関する基本的な方針（「別府市いじめ防止基本方針」）を定め、これに基づ

き、いじめの防止及び解決を図るための必要な施策を総合的に策定し実施す。 

   ② いじめの防止及び早期発見、いじめを受けた児童生徒に対する適切な支援、いじめを行った

児童生徒等に対する適切な指導を行うため、いじめに関する相談体制の整備及び学校、家庭、

地域、関係機関等との連携の強化等、その他必要な体制の整備に努める。 

   ③ 学校におけるいじめの実態の把握に努めるとともに、いじめに関する報告を受けたときは、

適切かつ迅速に、いじめを防止するための必要な措置を講じる。 

   ④ 児童生徒が安心して生活できるよう、いじめの防止等に向けて必要な啓発を行う。 

 

なお、「別府市いじめ防止基本方針」の策定については、法第１２条で次のように謳われている。 

（地方いじめ防止基本方針） 

第１２条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体におけるいじめの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の基本的な方

針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）を定めるよう努めるものとする。 

 

(2) 別府市立小中学校として 

   ① 教育活動全体を通して、誰もが安心して生活できる学校づくりを目指す。 

   ② 児童生徒が主体となっていじめのない「子供社会」を形成するという意識を育むため、児童

生徒が発達段階に応じて、いじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援する。 

   ③ 「いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子供にも起こりうること」を強く意識し、

いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者、地域や関係機関

と連携し情報を共有しながら指導にあたる。 

   ④ いじめを絶対に許さないこと、いじめを受けている児童生徒を守り抜くことを表明し、いじ

めの把握に努めるとともに、校長のリーダーシップの下、組織的に取り組む。 

   ⑤ 相談窓口を明示するとともに、児童生徒に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施す

る等、学校の組織全体で児童生徒一人一人の状況の把握に努める。 

  

(3) 保護者として 

   ① どの子供も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを意識し、いじめに加担しないよ

う指導に努め、また、日頃からいじめ被害など悩みがあった場合は、周囲の大人に相談するよ

う働きかける。 

   ② 子供のいじめを防止するために、学校や地域など子供を見守っている大人との情報交換に努

めるとともに、いじめの根絶を目指し互いに補完し合いながら協働して取り組む。 

   ③ いじめを発見し、または、いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、関係機

関等に相談又は連絡、通報する。 

 

(4) 子供として 

   ① 自分自身の夢を達成するため、何事にも精一杯取り組むとともに、他者に対する思いやりの

心を持ち、自らが主体的にいじめのない風土づくりに努める。 

   ② 周囲にいじめがあると思われるときは、当事者に声をかけることや、周囲の人に積極的に相

談することなどに努める。 


