大府市立大府西中学校いじめ防止基本方針
平 成３ ０年 ４月 １日
１

いじ めの防 止に つい ての 基本 的な 考え 方
(1) 基 本理念 につ いて
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 成長お よび 人格 の形 成に 重大 な影 響を 与え るの みな らず 、そ の生 命ま たは 身体 に
重大 な危険 を生 じさ せる おそ れが あり 、い じめ られ た生 徒の 心身 に深 刻な 影響 を及 ぼ
す許 されな い行 為で ある 。ま た、 どの 生徒 も被 害者 にも 加害 者に もな りう る。
し たがっ て、 本校 では 、こ れら の基 本的 な考 えを 基に 教職 員が 日ご ろか らさ さい な
兆候 を見逃 さな いよ うに 努め ると とも に、 学校 全体 で組 織的 に対 応し てい く。
何 より学 校は 、生 徒が 教職 員や 周囲 の友 人と の信 頼関 係の 中で 、安 心・ 安全 に生 活
でき る場で なく ては なら ない 。生 徒一 人一 人が 大切 にさ れて いる とい う実 感を もつ と
とも に、互 いに 認め 合え る人 間関 係を つく り、 集団 の一 員と して の自 覚と 自信 を身 に
付け ること がで きる 学校 づく りに 取り 組ん でい く。 そう した 中で 、生 徒が 自己 肯定 感
や自 己有用 感を 育み 、仲 間と 共に 人間 的に 成長 でき る学 校づ くり を進 める 。ま た、 生
徒の 保護者 、地 域の 方、 生徒 相談 セン ター 等の 関係 者と の連 携を 図り なが ら、 いじ め
の防 止と早 期発 見に 取り 組む とと もに 、生 徒が 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 るよ う努 める 。

２

いじ め防止 対策 組織
(1) 組 織等に つい て
・い じめの 防止 や対 応を 実効 的な もの とす るた めに 、「 いじ め・ 不登 校・ 虐待 対策 委
員 会」を 設置 する 。
・そ の構成 員は 、「 校長 、教 頭、 教務 主任 、校 務主 任、 学年 主任 、生 徒指 導主 事（ 主
任 ）、養 護教 諭、 特別 支援 教育 コー ディ ネー ター 等」 で構 成し 、必 要に 応じ て、
「 スクー ルカ ウン セラ ーや 関係 機関 の担 当者 」も 含め て開 催す る。
・原 則とし て月 １回 を定 例会 とし 、い じめ 事案 が発 生し た場 合は 臨時 に開 催す る。 臨
時 の開催 の場 合、 構成 員は 必要 に応 じた 適切 なメ ンバ ーと する 。
(2) 「 いじめ ・不 登校 ・虐 待対 策委 員会 」の 役割
ア

「学校 いじ め防 止基 本方 針」 に基 づく 取組 の実 施と 進捗 状況 の確 認
・ 教職員 への 「学 校の 取組 の評 価ア ンケ ート 」の 実施 と検 討
・ 学校評 価の 評価 項目 等の 検討
・ 生徒ア ンケ ート 結果 や評 価結 果を もと に状 況を 確認 ・検 証

イ

教職員 への 共通 理解 と意 識啓 発
・ 年度初 め職 員会 議等 での 、「 学校 いじ め防 止基 本方 針」 の周 知
・ 生徒ア ンケ ート や教 育相 談の 結果 の集 約、 分析 、対 策の 検討
・ 職員会 議等 での 情報 交換 や報 告に よる 共通 理解 を図 った 上で の取 組や 実践 の充 実

ウ

生徒や 保護 者、 地域 に対 する 情報 発信 と意 識啓 発
・ 学校だ より やホ ーム ペー ジ等 を通 じて 、取 組状 況や 評価 結果 の情 報発 信

エ

いじめ 事案 への 対応
・ いじめ があ った 場合 、あ るい はい じめ の疑 いが ある との 情報 があ った 場合 、正 確
な事実 の把 握に 努め 、い じめ とし て対 応す べき 事案 か否 かの 判断
・ いじめ 事案 と判 断し た場 合に つい ては 、適 切な メン バー 構成 を検 討し 、迅 速か つ
効果的 な対 応。 必要 に応 じて 、外 部の 専門 家、 関係 機関 と連 携し た対 応
・ 被害生 徒の ケア や支 援
・ 加害生 徒へ の指 導や 支援
・ 問題の 解消 （再 発防 止の 教育 活動 、そ の後 の経 過の 見守 り） に向 けた 指導 ・支 援
体制の 組織 化

３

いじ めの防 止等 に関 する 具体 的な 取組
(1) い じめの 未然 防止 の取 組
・生 徒同士 の関 わり を大 切に し、 互い に認 め合 い、 共に 成長 して いく 学 級 づく り・ 学
年 づくり を進 める 。
・生 徒の活 動や 努力 を認 め、 楽し く分 かる 授業 の展 開や 自己 肯定 感を 育む 授業 づく り
に 努める 。
・教 育活動 全体 を通 して 、道 徳教 育・ 人権 教育 の充 実を 図る とと もに 、体 験活 動や 交
流 活動を 推進 し、 命の 大切 さ、 相手 を思 いや る心 の醸 成を 図る 。
・道 徳教育 や体 験活 動等 の充 実を 図り 、生 徒の 人間 関係 をつ くる 力を 育て ると とも に、
コ ミュニ ケー ショ ン能 力の 向上 に取 り組 む。
・情 報モラ ル教 育を 推進 し、 生徒 がネ ット の正 しい 利用 とマ ナー につ いて の理 解を 深
め 、ネッ トい じめ の加 害者 、被 害者 とな らな いよ う継 続的 に指 導す る。 保護 者も 参
加 する機 会を もつ 。
・教 職員の 校内 研修 を計 画的 に実 施す る。 年度 初め には 、「 学校 いじ め防 止基 本方
針 」をも とに 、共 通理 解を 図る 研修 会を 実施 する 。
・生 徒が、 自発 的自 主的 にい じめ につ いて 考え 行動 して いじ めを なく す取 組を 、生 徒
会 を中心 に計 画的 に行 う。

(2) い じめの 早期 発見 の取 組
・い じめア ンケ ート や教 育相 談を 定期 的に 実施 し、 生徒 の 小 さな サイ ンを 見逃 さな い
よ うに努 める 。ま た、 実施 した 際の アン ケー ト用 紙な どの 調査 資料 につ いて は、 調
査 後５年 間の 保存 とす る。
・教 師と生 徒と の温 かい 人間 関係 づく りや 、保 護者 との 信頼 関係 づく りに 努め 、い じ
め 等につ いて 相談 しや すい 環境 を整 える 。
・生 徒が相 談し やす い相 談体 制を 整備 する 。ス クー ルカ ウン セラ ーと の連 携や 「大 府
市 悩みご と電 話相 談」 等の 関係 諸機 関の 相談 窓口 の周 知を 図る 。

(3) い じめに 対す る早 期対 応
・い じめの 発見 ・通 報を 受け たら 「い じめ ・不 登校 ・虐 待対 策委 員会 」を 中心 に組 織
的 に対応 する 。
・被 害生徒 を守 り通 すと いう 姿勢 で対 応す る。
・加 害生徒 には 、教 育的 配慮 のも と、 毅然 とし た姿 勢で 指導 や支 援を 行う 。
・教 職員の 共通 理解 、保 護者 の協 力、 スク ール カウ ンセ ラー 等の 専門 家や 、警 察署 、
生 徒相談 セン ター 等の 関係 機関 との 連携 のも とで 取り 組む 。
・い じめが 解消 に至 った と判 断さ れる 状況 にな った 場合 でも 、そ の後 の経 過に 関し て、
日 常の継 続的 な見 守り 活動 を３ ヶ月 間は 実施 する 。
・ネ ット上 のい じめ への 対応 につ いて は、 必要 に応 じて 警察 署や 法務 局等 とも 連携 し
て 対応す る。
・い じめが 起き た集 団へ のは たら きか けを 行い 、い じめ を見 逃さ ない 、生 み 出 さな い
集 団づく りを 図る 。

４

重大 事態へ の対 応
・ 重大 事態が 生じ た場 合は 、速 やか に大 府市 教育 委員 会に 報告 する 。
・ 大府 市教育 委員 会の 指導 ・助 言・ 支援 を受 け、 その 判断 のも と、 調査 組織 を設 置し 、
事実 関係を 明確 にす るた めの 調査 を実 施す る。
・ いじ めを受 けた 生徒 及び その 保護 者へ 適切 な情 報提 供を する 。
・ 調査 結果を ふま えて 、生 徒へ の指 導と 支援 を行 う。
・ 調査 結果を 大府 市教 育委 員会 に速 やか に報 告し 、調 査結 果を ふま えた 必要 な措 置と 再
発防 止のた めの 対策 を講 じる 。

５

学校 の取組 に対 する 検証 ・見 直し
・ ＰＤ ＣＡサ イク ルに よる 見直 しを 行い 、実 効性 のあ る取 組と なる よう 努め る。
・ 学校 評価（ 自己 評価 、学 校関 係者 評価 ）に よっ て取 組を 検証 し、 取組 を 改 善す る。

６

その 他
・ いじ め防止 に関 する 校内 研修 を年 間計 画に 位置 付け て実 施し 、生 徒や いじ め対 応に 関
する 教職員 の資 質向 上に 努め る。
・ 「学 校いじ め基 本方 針」 は、 年度 はじ めに 保護 者へ 周知 する 。ま た、 ホー ムペ ージ 等
で保 護者や 地域 に周 知を 図る 。
・ 地域 連携を すす めて いく ため に、 「ネ ット ワー ク会 議」 等の 場を 活用 して 情報 提供 を
する ことで 、生 徒が 安心 して 過ご すこ とが でき る環 境づ くり に地 域と とも に努 めて い
く。
・ 長期 休業中 の事 前・ 事後 指導 を行 い、 休業 中の いじ め防 止に 努め る。

重大事態の対応フロー図
重大事態の発生
↓
教育委員会へ重大事態の発生を報告
↓
教育委員会が調査の主体を判断
｛学校が調査主体の場合｝
学校に重大事態の調査組織を設置
※「生 徒指 導部 会， いじ め・ 不登 校対 策委 員会 」が 調査 組織 の母 体と なる 。
※組織 の構 成に つい ては ，専 門的 知識 及び 経験 を有 し， 当該 いじ め事 案の 関係 者
と直 接人 間関 係ま たは 特別 な利 害関 係を 有し ない 第三 者の 参加 を図 るこ とに よ
り， 当該 調査 委の 公平 性・ 中立 性を 確保 する よう に努 める 。

事実関係を明確にするための調査を実施
※因果 関係 の特 定を 急が ず， 客観 的な 事実 関係 を速 やか に調 査す る。
※事実 とし っか り向 き合 う姿 勢を 大切 にす る。

いじめを受けた・加えた生徒及びその保護者へ適切な情報提供
※関係 者の 個人 情報 に十 分配 慮し つつ ，情 報を 適切 に提 供す る。
※調査 に当 たっ て実 施す るア ンケ ート は， 調査 に先 立ち その 旨を 調査 対象 の在 校
生や 保護 者に 説明 する 。

調査結果を教育委員会に報告
※希望 があ れば ，い じめ を受 けた 生徒 また は保 護者 の所 見を まと めた 文章 も調 査
結果 に添 付す る。

調査結果を踏まえた必要な処置
※調査 結果 を踏 まえ ，再 発防 止に 向け た取 組を 検討 し， 実施 する 。
※再発 防止 に向 けた 取組 の検 証を 行う 。

