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別府市立山の手中学校「学校いじめ防止基本方針」 

別府市立山の手中学校 

 

１ 法的本拠 

 【いじめ防止対策推進法＜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。 

 

２ 国のいじめ防止対策推進法を受け県・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」 

【 趣 旨 】別紙骨子（案）参照 

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る。 

  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。 

 

（３）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。 

  

（４）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。 

 

（５）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。 



３ 山の手中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、すべての生

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 

 （ⅰ）基本施策 

 〇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）インターネットの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。 

 

〇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。 

   ①いじめに関するアンケート（６月、１１月、２月） 

   ②生活アンケート     （９月、１月） 

   ③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。 

   ①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 

   ②別府市総合教育センター、中央児童相談所等の関係機関の周知 



   ③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等でのチャンス相談の充実 

 

 （ii）いじめ防止等に対する措置 

〇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。 

  ＜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、不登校担当、養護教諭、特別支援

コーディネーター、スクールカウンセラー等 

   ※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 

  ＜活動＞ 

   ①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） 

   ②いじめの防止に関すること。 

   ③いじめ事案の対応に関すること。 

   ④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。 

   ⑤「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 

  ＜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。 

 

 〇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。

①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。②いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

 

 （iii）重大事態への対処 

  〇生命・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。 

 

 （iv）学校評価、学校運営改善の取り組み 

 （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、組織的な取り組みを評価

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。 

 

 



＜大分県いじめ基本方針（抜粋）＞ 

いじめは、学校内の人間関係にとどまらず、塾やスポーツクラブ、インターネット等を通じて、学

校の外部まで広がりを見せており、学校単独では対応が難しくなっている。 

保護者は、家庭の温かな人間関係の中で、子どもの発達段階に応じた道徳観や規範意識などを身に

つけさせ、他者を思いやる心や善悪の判断、正義感等を育むための指導を行わなければならない。 

また、いじめの背景にある、子どもたちが抱えている学業や家庭環境、人間関係等にまつわるスト

レス等の要因に着目し、日頃から悩み等を相談できる雰囲気づくりに努めその改善を図るとともに、

ストレスに適切に対処できる力を様々な場面で育む観点も大切である。これら学校や保護者の取組に

加え、いじめの問題への取組の重要性について、県民全体に認識を広め、家庭と地域とが一体となっ

て取組を推進するための普及啓発が必要である。 

 

 

＜別府市いじめ基本方針（抜粋）＞ 

  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。 

  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。 

  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。 

 

 上記の趣旨を受けて、保護者は以下のことに取り組むよう努めるものとする。 

 

（１）いじめの本質・いじめの構造等、いじめ問題についての研修会への積極的に参加するとともに学

校よりの配布資料を通して積極的に学習するよう啓発にする。 

（２）普段の生活を通して、生徒の見守りやいじめを行わないよう家庭教育に努めるよう啓発する。 

（３）いじめの未然防止やいじめの解決に向け、積極的に学校と協力するよう啓発する。特に人間関係

上のトラブルといじめの中間事案（いわゆるグレーゾーン）については、被害者の救済は、もちろ

ん、相手側の教育的な立ち直り向け協力するよう啓発する。 

（４）インターネットや携帯端末等を介した事案については、「解約」や「使用禁止」等の一義的な責

任を買い与えた者の責任としてとるよう啓発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＰＴＡ総会配布資料 

＜ 別府市立山の手中学校 いじめ防止基本方針概要 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本校の基本方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  いじめ問題の指導・支援に関しては、どの生徒も被害者や加害者になり得ること。また、学校生活はもちろんのこ

と、塾や習い事及び携帯端末やインターネット等を介しての掲示板やライン等の学校独自では、把握できない場所等

での発生も予想さます。さらに、大人（教職員や保護者）の目の届かないところで起こるのも特徴のひとつです。い

じめの初期段階では、通常の人間関係上のトラブルや喧嘩等と厳密に線を引けないのも事実です。 

  そこで、以下のことについては、特に保護者の協力が不可欠ですので、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国のいじめ防止対策推進法（Ｈ２５．６．２８施行）によって＞ 

 平成２３年に滋賀県大津市で起こったいじめ事案等を背景に、上記の法律が立法・施行されました。これを受け、学

校にいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針の策定義務が課されました。 

 国の基本方針には、「いじめの禁止」はもちろんのこと、県・市・教育委員会等におけるいじめ防止の基本方針の策

定及び関係機関との連携について表記されています。当然、学校にも未然防止の取組、個々のいじめに対しての措置、

重大事態への対処等について、具体的な取組内容の策定の指針が表記されています。 

＜大分県・別府市のいじめ防止基本方針＞ 

 同法の施行を受けて、県教育委員会や市教育委員会が中心となり、更に具体的ないじめ防止対策等の策定が行われま

した。 現在社会の鏡として起こる子ども社会の「いじめ問題」の未然防止及び早期発見・早期対応について、教職員

はもちろんのこと、保護者の指導・支援、地域関係者の支援等、国民的課題として、解消に向け取り組むよう表記され

ています。 

いじめの定義 

この法律において「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等、当該生徒等と一定

の人的関係にある他の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生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

いじめへの基本的対応 

○いじめを受けた生徒の救済及び心的ケアを最優先に考える。 

○いじめを行った生徒については、厳しく指導する。 

○いじめ行為の指導を通して、「２度といじめをしない」ということはもちろん「いじめ行為」を見逃さない生徒の育

成を図る。 

○恐喝や暴力行為を伴ういじめ行為（重大事案）については、積極的に関係機関への相談・協力を得る。 

○いじめ防止等対策委員会を設置し、組織的にいじめ問題に対応する。 

保護者との連携・協力 

○「いじめをしない」、「いじめを許さない」等、いじめの未然防止に係る道徳観や規範意識を生徒の発達段階に応じて

身につけさせてください。 

○早期発見、早期対応の観点から、いじめに係る情報は、積極的に関係者に提供願います。 

○喧嘩やトラブル等といじめの初期段階の境、いわゆるグレーゾーンの事案の解決に向けては、教育的立場にたった指

導に協力してください。 

○インターネットや携帯端末等を介した事案については、「解約」や「使用禁止」等の一義的な責任を買い与えた者の

責任としてとってください。 

 



（参考資料） 

いじめ（重大事態を含む）発生時の対応 概要フロー図 

 

【学校】 

いじめ事案 

 

情報提供 

保護者児童等 
 

校内いじめ防止等対策委員会の対応 

（法第２２条） 

 

別府市教育委員会への報告 

（法第２３条第２項） 

 

【別府市教育委員会】 

いじめの重大事態 

 

調査主体の判断・指示 

 

学校主体の調査  別府市教育委員会主体の調査 

 

学校いじめ調査委員会 

（法第２８条） 
 

別府市学校問題解決支援チーム（仮称） 

（法第２８条） 

 

情報提供 

保護者児童等 
 

調査結果を受け別府市教育委員会から市長へ報告 

（法第３０条第１項） 

 情報提供 

保護者児童等 

 

【別府市長】 

再調査の指示（別府市長が必要と認めた場合） 

 

別府市に設置した附属機関による再調査 

（法第３０条第２項） 

 

別府市議会への報告 

（法第３０条第３項） 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 「重大事態」への対処  ＜別府市いじめ防止基本方針より抜粋＞ 

１ 別府市教育委員会又は別府市立小中学校による調査 

（１）重大事態の発生と調査 

   法第２８条において、次のように規定されている。 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

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１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。 

   

① 重大事態の意味について 

    「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行

われるいじめにあることを意味する。 

    また、第１項第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童

生徒の状況に着目して判断する。例えば、 

   ○ 児童生徒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 

   などのケースが想定される。 

    第１項第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とする。

ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、

別府市教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。 

    また、児童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立てがあったときは、そ

の時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、

重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 

  ② 重大事態の報告 

    学校は、重大事態が発生した場合、別府市教育委員会を通じて別府市長へ、事態発生について

報告する。 

  ③ 調査の趣旨及び調査主体について 

    法第２８条の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために

行うものである。 

    学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに別府市教育委員会に報告し、別府市教育委員会

は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。 

    調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、別府市教育委員会が主体となって行う場合が

考えられるが、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、



学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得

られないと別府市教育委員会が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるよ

うな場合には、別府市教育委員会において調査を実施する。 

    学校が主体となる場合であっても、法第２８条第３項に基づき、別府市教育委員会は調査を実

施する学校に対して必要な指導、適切な支援を行う。 

    なお、従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめられた児童生徒又は保護者が望む場

合には、法第２８条第１項の調査に並行して、別府市長による調査を実施することも想定しうる。

この場合、調査対象となる児童生徒等への心理的な負担を考慮し、重複した調査とならないよう、

法第２８条第１項の調査主体と、並行して行われる調査主体とが密接に連携し、適切に役割分担

を図ることが求められる。 

  ④ 調査を行うための組織について 

  （ア）学校が主体となって調査を行う場合 

     学校に設置している「校内対策委員会」を母体として、心理・福祉の関係者、ＰＴＡ役員等

の教職員以外の委員を加えるなど、公平性・中立性の確保に努めた構成により、学校長が「学

校いじめ調査委員会」を設置し、これが調査に当たる。 

  （イ）別府市教育委員会が主体となって調査を行う場合 

別府市教育委員会が設置している「別府市学校問題解決支援チーム（仮称）」を招集し、こ

れが調査に当たる。 

  ⑤ 事実関係を明確にするための調査の実施 

    「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃か

ら）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関

係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能

な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な

事実関係を速やかに調査すべきである。 

    この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでは

ないことは言うまでもなく、学校と別府市教育委員会が事実に向き合うことで、当該事態への対

処や同種の事態の発生防止を図るものである。 

    法第２８条第１項の調査を実りあるものにするためには、別府市教育委員会及び学校自身が、

たとえ不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要である。

別府市教育委員会又は学校は、「別府市学校問題解決支援チーム（仮称）」に対して積極的に資料

を提供すると共に、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組まなければならない。 

  （ア）いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合 

     いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合、いじめを受けた児童生徒から十分に

聴き取るとともに、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行うことが考

えられる。この際、いじめを受けた児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最

優先とした調査実施が必要である。（例えば、質問票の使用に当たり個別の事案が広く明らか

になり、被害児童生徒の学校復帰が阻害されることのないよう配慮する等）。 

     調査による事実関係の確認とともに、いじめを行った児童生徒への指導を行い、いじめ行為

を止める。 

     いじめを受けた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめを受けた児童生徒の状況

にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をすることが必

要である。 

     これらの調査を行うに当たっては、事案の重大性を踏まえて、別府市教育委員会がより積極

的に指導・支援するとともに、関係機関とより適切に連携して対応に当たる。 

 



  （イ）いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合 

     児童生徒の入院や死亡など、いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合は当該

児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議

し、調査に着手する。調査方法としては、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取

り調査などがある。 

    （自殺の背景調査における留意事項） 

     児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自殺防止に

資する観点から、自殺の背景調査を実施することが必要である。この調査においては、亡くな

った児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再発防止策を講ずることを目

指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行うことが必要である。 

     いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、法第２８条第１項に定める調

査に相当することとなり、その在り方については、以下の事項に留意の上、「児童生徒の自殺

が起きたときの調査の指針」（平成２３年３月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会

議）を参考とするものとする。 

    ○ 背景調査に当たり、遺族が、当該児童生徒を最も身近に知り、また、背景調査について切

実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、できる限りの配

慮と説明を行う。 

    ○ 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。 

    ○ 死亡した児童生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、別府市

教育委員会又は学校は、遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り

調査を含む詳しい調査の実施を提案する。 

    ○ 詳しい調査を行うに当たり、別府市教育委員会又は学校は、遺族に対して、調査の目的・

目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取り扱い、遺族

に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する方針などについて、できる限り、遺族と合

意しておくことが必要である。 

    ○ 調査を行う組織については、「別府市学校問題解決支援チーム（仮称）」で行う。その際、

チームの構成員が、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する

者ではない者であることに留意し、当該調査の公平性・中立性を確保する。 

    ○ 背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限り偏り

のない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、客観的に特定の資料や情

報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行うよう努める。 

    ○ 客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響について

の分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求めることが必要であるこ

とに留意する。 

    ○ 学校が調査を行う場合においては、別府市教育委員会は、情報の提供について必要な指導

及び支援を行うなど適切な対応を行う。 

    ○ 情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮の上、正確で一貫した情報提供が

必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切な対応がなかったと

決めつけること又は断片的な情報で誤解を与えることのないよう留意する。 

      なお、亡くなった児童生徒の尊厳の保持や、子供の自殺は連鎖（後追い）の可能性がある

ことなどを踏まえ、報道の在り方に特別な注意が必要であり、ＷＨＯ（世界保健機関）によ

る自殺報道への提言を参考にする必要がある。 

 


