
令和４年度

周陽中学校いじめ防止基本方針
令和３年３月改訂

１ いじめの問題に対する基本的な考え方

（１）基本理念

○ いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こり得るものであり、人間として絶

対に許されない人権問題である。

○ いじめ防止等のための対策は、全ての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、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを目的に

行わなければならない。

○ すべての生徒がいじめを行わず、また、いじめを認識しながら放置することがな

いようにするため、いじめが生徒の心身に深刻な影響を及ぼすことをはじめ、いじ

め問題に関する児童生徒の理解を深めることを目的に行わなければならない。

○ いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することを最優先とし、学校・家庭・地

域・関係機関その他の関係者等の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指し

て行わなければならない。

○ こうしたことを念頭に置き、いじめを『しない』・『させない』・『許さない』との

『いじめ根絶三原則』を基本理念として、いじめの防止等のための対策を講じるも

のとする。

（２）いじめの定義

○個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、い

じめられた児童生徒の立場に立って行う。なお、起こった場所は学校の内外を問わ

ない。

○「いじめ防止対策推進法」の趣旨を十分踏まえ、「いじめ」に当たるか否かの判断

を行う。いじめには、多様な様態があることに鑑み、いじめに該当するか否かを判

断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との定義が限定して解釈するこ

とのないようにする。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が

多々あることから、必要に応じ家庭と連携し、当該児童生徒の表情や様子をきめ細

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 第２条」



かく観察するなどして確認する必要がある。

○「一定の人間関係のある児童生徒」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や

部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団

（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人間関係を表す。

○「行為」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など、直接的に関わるもので

はないが心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

○「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。

○外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童生徒の感じる被害性

に着目した見極めが必要である。

（３）いじめの態様（文部科学省の分類による）

○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、集団による無視をされる

○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

○ひどくぶつかられたり、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等で、誹謗中傷や嫌なことをされる

２ 学校が行う具体的な取組

（１）未然防止

① 全ての生徒が、主体的にいじめ問題について、考え・議論する機会を設けるなど、

いじめに向かわせないための未然防止の取組を実施する。また、生徒に対しては、

いじめの傍観者とならず、周囲の教員に報告・相談するなど、いじめを止めさせ

るための行動をとる重要性を理解させるよう努める。

② 学校の教育活動全体を通じ、生徒の豊かな情操や道徳性を養い、自分と他者との

違いを理解するとともに、お互いの人格を尊重し合える態度を育成するなど、心

の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

③ 全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校づくり・学級づく

（１）未然防止（いじめの予防）

（２）早期発見（把握しにくいいじめの発見）

（３）早期対応（現に起こっているいじめへの対応）

（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）



り・授業づくり・集団づくりを意識して行う。加えて、いじめの背景にあるスト

レス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む。

④ いじめの問題への取組の重要性について校内外・地域全体に認識を広め、地域、

家庭と一体となって取組を推進するための普及啓発を行う。

⑤ 教職員の言動が、生徒を傷付けたり、他の生徒によるいじめを助長したりするこ

とがないよう、指導の在り方に留意する。

※①～⑤について、本校では以下のような取組を進める。

（２）早期発見

○ いじめの認知能力を向上させ、早期発見につなげるため、いじめを次の３つのレベ

ルに分類する。

【レベル１】日常的衝突としてのいじめ

社会性を身に付ける途上にある生徒が集団で活動する場合、しばしば見られる日

常的衝突（いわゆる「生徒間トラブル」、軽微なものでは、「ふざけ」「いたずら」

「ちょっかい」など、程度が重くなると「口論」や「けんか」などが挙げられる。）

の中で、定義に照らし、いじめと認知すべきもの。

【レベル２】教育課題としてのいじめ

生徒間トラブルが、日常的な衝突を超えた段階にまでエスカレートしたもので、

学校として個別の生徒指導体制を構築し、継続的に解消に向けた取組を進めたり、

経過観察をしたりするなどの組織的対応をとる必要があった（ある）もの。

【レベル３】重大事態及び重大事態につながりかねないいじめ

認知したいじめのうち、いじめ防止対策推進法に定める「重大事態」に該当する、

またはいじめに起因して生徒の欠席が続いているなど、最終的に「重大事態」にい

具体的な取組 目標

わかる授業の取組

（「つながる」学び

の推進）

・校内研修のテーマに基づいて全教職員が「つながる」学びを推

進する。一人ひとりが大切にされ、居心地の良い仲間づくりを推

進。講師を招き研修会を実施し、公開授業を繰り返すことで教師

の資質向上を目指す。

かけがいのない命

の大切さを学ぶ、

人権教育、道徳教

育の実施

・年１回、保護者や地域の方に、人権に関する公開授業を行う。

（令和２年度は、11月に人権参観日を開催）
・各学年いじめを取り上げた教材で道徳の授業を行い、いじめ防

止、人権意識向上を図っていく。

・10月のいじめ防止啓発月間に人権、道徳の授業の重点化を図る。
家庭教育の推進 ・家庭教育に視点をおいた研修会を PTAと連携して実施する。

（令和元年度は未実施）

・年３回、家庭で「メディアコントロール」に取り組んでもらい、

インターネット等との望ましい接し方について啓発を図る。



たる可能性があるもの。

① 学級担任だけでなく、副担任、教科担任、養護教諭、部活動顧問、ＳＣ等も含め

たすべての教職員が関わる連携体制を確立して、日頃から生徒の状況をきめ細かく

把握することに努める。

② いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装

って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認

識し、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から

的確に関わるようにする。また、「いじり」と言われる行為については、見えない

ところで被害が発生している可能性があるため、背景にある事情の調査を行い、生

徒が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。

③ 日頃から生徒との信頼関係の構築に努めながら、定期的な生活アンケート調査や

「Ｆｉｔ」などの客観テスト、定期教育相談の実施、電話相談窓口・いじめ 110番
等の周知等により、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

と連携して生徒を見守る。

※①～②について、本校では以下のような取組を進める。

（３）早期対応

① いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた生徒やいじ

めを知らせてきた生徒の安全を確保し、いじめたとされる生徒に対して事情を確

認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行う。また、家庭や教育委員会へ

の連絡・相談や、事案に応じ、関係機関（周南警察署・次世代支援課・児童相談

所等）との連携を図る。

具体的な取組 目標

アンケート調査の実施 ・毎週火曜日にアンケートを実施。（いじめの手がかりとなる

情報を早期にキャッチし、指導の糸口とする）

・学期に一度、いじめ実態調査、部活動実態調査を実施する。

教育相談活動の実施 ・各学期に教育相談期間を設け、担任や生徒の希望する教員

と生徒全員が話す時間を確保する。

校内研修会の実施と校

外研修会への参加

・いじめ等に関する校内外の研修に、本校教職員が積極的に

参加し、全教職員で情報等を共有する。

いじめに関する情報収

集・情報共有

・いじめの早期発見に向けた情報収集活動を強化するため、

既存の情報収集に関する取組を継続、強化していく。

・全校体制で生徒の遅刻、欠席確認を行い、顕著な生活習慣

の乱れがないか確認する。

・生徒指導委員会等の会議で生徒の情報を共有し、生徒一人

一人の状態を把握する。



② 周陽中学校の教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、

研修を深め、理解を深める。平素の生徒指導事案への対応を含め、何事に対して

も、組織的な対応を可能とするような体制整備を整え、常に研鑽を重ねる。

※①～②について、本校では以下のような取組を進める。

（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 重大事態とは

② 重大事態への対処

○ 学校は、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・不登校対策、生徒指導委員会」において判断するとともに、速やかに市

教委に報告し、指導助言を得ながら、いじめられている児童生徒の心身の安全

の確保を最優先に、いじめの解決に向けた取組を行う。

○ 学校は、生徒・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は、学校が異なる認識であったとしても、重大事態が発生

したものとして調査・報告する。

○ 外部専門家等とも連携しながら、「いじめ・不登校対策、生徒指導委員会」

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、市教

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。

具体的な取組 目標

いじめ防止対策委員会

の開催

・いじめの疑い事案発生時に開催する。いじめ事案がない時

も、週１回は生徒指導委員会（または教育相談委員会）と連

携し、生徒の情報交換を行い、いじめの未然防止に努める。

被害者へのケア ・心のケアを、担任を中心に学年部の教員や部活動顧問等で

行い、保護者との連携をとりながら必要に応じ、スクールカ

ウンセラー等の専門家と連携して支援する。

加害者への指導 ・学校での指導だけでなく、必要に応じて関係機関等と連携

を図り、指導する。

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（不登校の定義

を踏まえ、年間３０日を目安とする）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」



○重大事態発生時の調査等のフロー

重大事態発生

学 校

周南市教育委員会

【調査主体の判断】

発生報告

市長

いじめ問題調査委員会等

【周南市教育委員会主体】
・学識経験者、弁護士、医師、民生委

員、児童委員、人権擁護委員 等

※県立学校が調査主体で調査を行った

場合、必要に応じて、いじめ問題調

査委員会が検証活動を実施

いじめ防止対策委員会

【学校主体】
・教職員

・スクールカウンセラー

・スクールソーシャルワーカー

・（必要に応じて）弁護士、医師、

民生委員、児童委員、少年安全

サポーター 等

・学校サポートチームとの連携

公平性・中立性の確保、プライバシーへの配慮

調査結果報告

いじめられた生徒、

保護者に対して、調

査により明らかにな

った事実関係等につ

いて、適切に提供す

る。

周南市教育委員会

調査結果報告

市長

知事が必要であると認める場合

いじめられた生徒、

保護者に対して、再

調査により明らかに

なった事実関係等に

ついて、適切に提供

する。

第三者組織による調査の実施

【知事部局に設置】

再調査結果報告

議 会

発生報告



３ 校内体制（いじめ・不登校対策、生徒指導委員会）について

（１）役割

本校で生じたいじめ問題への対応、いじめ防止等の取組に関すること、いじめ防

止啓発等に関する取組など、いじめ防止に関するあらゆる活動の中心となり、い

じめ防止・対策に関する活動を推進する。

（２）構成メンバー

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、養護教諭、ＳＣ、その他

（３）いじめへの対応

いじめの事実が報告されたら、直ちに委員会を開き、事実関係の把握、関係生徒、

保護者への対応等の協議を行い、担任、学年だけでなく、委員会を中核として、

迅速に学校全体の組織として対応する。

（４）具体的な対応

① いじめの事実確認と市教委への結果報告

② いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援

③ いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言

④ 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の関係機関

との連携。

支援

【生徒指導委員会等】

生徒指導主任、

生徒指導担当教員、

養護教諭、学年主任、

担任、部活動顧問、

教育相談担当教員

SC、SSW、その他

校長

教頭
教育委員会

弁護士

医師

民生委員・児童委員

人権擁護団体

少年安全サポーター

外部専門家

警察

児童相談所

地方法務局

その他関係機関

関係機関

学校運営協議会

PTA

地域

いじめ対策組織（いじめ防止対策委員会）

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「いじめ防止対策委員会」を設置する。

「いじめ防止対策推進法 第２２条」



４ いじめ未然防止、早期発見、早期対応の年間計画

※なお、学校基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、達成状況を評価し、

学校におけるいじめ防止等のための取組の改善を図ることとする。

月 取 組 内 容 備 考

４月 ・入学式、保護者会で「学校いじめ防止基本方針」（以下「方針」）の説明

・ホームページ等による「方針」等の発信

・職員研修会の実施（「方針」共通理解、前年度のいじめ実態と対応）

・生活アンケートの実施（毎週）

・クラス別希望懇談の実施・部活動懇談会

５月 ・学校運営協議会等で「方針」の説明

６月 ・教育相談週間の実施①（担任と面談）、「Ｆｉｔ」の実施（第１回）

・にこにこあいさつプラン①（登校時あいさつ活動）

・いじめ実態調査、部活動実態調査の実施

・メディアコントロール（第１回）

７月 ・「いじめ・不登校対策、生徒指導委員会」の開催（１学期の取組評価）

・職員会議（夏休み前までのいじめ防止対策の振り返り）

・校外巡視（地域のお祭り等）

・保護者懇談会

８月 ・校外巡視（教職員による地域パトロール）

・校外巡視（地域のお祭り等）

９月

10月 いじめ防止啓発月間いじめ防止啓発月間

・いじめ撲滅全校集会の実施

・いじめ実態調査、部活動実態調査の実施

11月 ・人権参観日（人権教育に関わる参観授業・講演会を予定）

・いじめ対策委員会の開催（２学期の取組評価）

・教育相談週間の実施②（希望する教師と面談）、「Ｆｉｔ」の実施（第２回）

・にこにこあいさつプラン②（登校時あいさつ活動）

・メディアコントロール（第２回）

12月 ・保護者懇談会

・学校評価アンケートを利用したいじめに関する意識調査

・職員会議（冬休み前までのいじめ防止対策の振り返り）

１月 ・教職員による次年度の取組計画

２月 ・教育相談週間の実施③（任意による実施）

・にこにこあいさつプラン③（登校時あいさつ活動）

・いじめ実態調査、部活動実態調査の実施

・学校運営協議会での学校評価アンケート結果報告・協議

・メディアコントロール（第３回）

３月 ・いじめ対策委員会の開催（１年間の取組評価）

・次年度への引き継ぎ準備


