
古堅中学校いじめ防止基本方針 

 

第１ 古堅中学校いじめ防止基本方針の策定 

 本校では，いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）の趣旨を踏まえ，本校の実

情に応じ，本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。 

 古堅中学校基本方針では，本校の実情に応じ，いじめ防止等の対策の基本的な方向を示す

とともに，いじめの未然防止や早期発見，いじめへの対処が体系的かつ計画的に行なわれる

ような対策の内容を具体的に取り上げる。 

 また，いじめの防止等に係る日常的な取組みの検証・見直しを図る仕組みや，本校におけ

るいじめの未然防止に資する啓発活動や教育的取組を具体的に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ いじめの防止等に関する事項 

１ いじめの防止等のために本校が実施する施策 

（１）いじめ防止等の対策のための組織 

 本校の実情に応じ，いじめ防止等の対策を実効的に行なうための組織として「古堅中学校

いじめ防止対策委員会」を設置する。 

 （ア）構成員 

  本校の生徒指導部を母体とし，学校長・教頭・教務主任・学年主任・教育相談担

 当・養護教諭等の中から学校の実情により充てる。また個々の事案により，学級担

 任や部活動顧問も参加可能とするなど柔軟な組織とする。また必要に応じて，読谷

 村教育委員会に指導主事の参加を要請したり，諸関係機関（警察署，読谷村こども

 未来課，青少年センター，児童相談所等）との連携も図る。 

 （イ）役割 

 ○取組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核となる。 

 ○いじめの相談・通報の窓口となる。 

 ○情報の収集と記録，共有を行なう。 

 ○いじめの疑いに係る情報があった際の対応を組織的に実施するための中核とな

  る。 

いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

 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間関係にある他の児童等

が行なう心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行なわれるものを含む）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。 



 ○実際にいじめ若しくはいじめと疑われる事案が発生した際の事実確認や重大事

  態が起きた時の調査をする組織の母体となる。 

 

（２）いじめの防止 

 いじめはいつでもどこでも誰にでも起こりうるという事実を踏まえ，全ての生徒を対象

にいじめの未然防止に取り組む。 

 基本的な考え方として，すべての教育活動において，生徒指導三機能（自己決定の場を与

える，自己存在感を与える，共感的人間関係を育成する）の充実を図り，自己指導能力の育

成を目指す。 

 （ア）いじめの態様や特質，原因・背景，具体的な指導上の留意点などについて，校内研

 修等を通して，全教職員の共通理解を図り，「いじめは人間として絶対に許されな

 い」との共通理解を図る。 

 （イ）生徒指導部会（教育相談部会）・特別支援教育委員会を実施し，生徒の実態把握と

 情報の共有を図る。また，いじめ未然防止のための具体策を検討し，全教職員に周

 知徹底する。 

 （ウ）いじめに向かわない態度・能力を育成するために，学校の教育活動全体を通じて道

 徳教育や人権教育の充実を図る。 

 （エ）いじめの背景には，人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ，生徒がス

 トレスに適切に対処できる力を育み，好ましい人間関係と学校風土をつくる。 

 （オ）生徒自らがいじめの問題について学び，問題を主体的に考え，いじめの防止を訴え

 るような取組みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的ないじめの態様「沖縄県いじめ防止基本方針」より 

 

（３）いじめの早期発見 

 いじめは大人の目につきにくい時間や場所，ふざけあいなどを装うなど，大人が気づきに

くい形で行なわれることを認識し，ささいな兆候も，いじめでないかとの疑いを持って，早

○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 

○軽くぶつけられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする 

○ひどくぶつけられたり，叩かれたり，蹴られたりする 

○金品をたかられる（お金，持ち物，携帯電話，ゲームなど） 

○持ち金を隠されたり，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 

○性的いたずらをされる 



い段階から複数の教職員で的確に関わるとともに，いじめを積極的に認知する。 

 （ア）全教職員がいじめに関するアンテナを高くし，日々の観察や諸調査等から，人間関

 係の変容の把握，集団の雰囲気の変化に敏感になる感性を磨く。 

 （イ）週１回の生徒指導部会（教育相談部会）を実施し，生徒の実態把握と情報の共有を

 図る。また，いじめ未然防止のための具体策を検討し，継続して実施する。 

 （ウ）スクールカウンセラーや心の相談員等による面談を実施し，積極的に生徒・保護者

 の悩みに耳を傾ける相談活動を推進する。 

 （エ）「学校生活アンケート」を月１回，教育相談旬間を年間２回行ない，生徒の悩み

 や人間関係を把握し，いじめゼロの学校づくりを目指す。 

 （オ）三者面談において，子どもや保護者の悩み等に耳を傾け，学校外での本人の様子を

 把握する。 

 

（４）いじめに対する措置 

 いじめの発見・通報を受けた場合には，特定の教職員で抱え込まず，速やかに情報共有を

図り，組織的に対応し，被害生徒を守り通すとともに，加害生徒に対しては，社会性の向上，

人格の成長に主眼を置き，教育的配慮の下，毅然とした態度で指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめに対する措置（いじめ防止対策推進法第２３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  

 の確認を行な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な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なうものとする。 

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，いじめを行なった児童等 

 について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な 

 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なった児童等の保護者 



  間での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。 

 

 （ア）いじめの発見・通報を受けたときの対応 

  いじめと疑われる行為を発見した場合，その場でその行為を止めさせる。生徒や

 保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には，関わりを持ち

 ながら提供者の安全を確保する。 

  また，発見・通報を受けた教職員は，速やかに「古堅中学校いじめ防止対策委員

 会」に情報を提供し，組織が中心となって事実の有無を確認し，結果については学

 校長が責任を持って，学校の設置者，被害・加害生徒へ連絡する。 

 （イ）警察との連携 

  学校や学校の設置者が，いじめ加害生徒に対して必要な教育上の指導を行なっ

 ているにもかかわらず，十分な効果をあげることが困難な場合において，いじめが

 犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には，所轄警察署と相談

 して対処する。 

  また，いじめ被害生徒や情報提供者に対する仕返し等が懸念される場合は，保護

 する観点から必要があれば警察に相談を行ない，被害生徒の保護対策を徹底する。 

 なお，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ときは，直ち

 に所轄警察署に通報し，適切に援助を求める。 

 （ウ）いじめ被害生徒又はその保護者への支援 

 ①いじめ被害生徒から事実関係の聴取を行なう際には，個人情報の取扱等，プラ

  イバシーには十分に留意した対応を行なう。 

 ②家庭訪問等により，迅速に保護者に事実関係を伝え，徹底して守り通すことや

  秘密を守ることを伝えるなど，不安の除去に努めるとともに，生徒の見守りや落

  ち着いて教育を受けられる環境を確保する。 

 ③状況に応じて，心理や福祉等の専門家，警察官，教育経験者など外部専門家の協

  力を得る。 

 ④いじめが解決したと思われる場合でも，継続して十分な注意を払うとともに必

  要に応じて支援を行なうことが大切である。また，事実確認のための聞き取り等

  により判明した情報を適切に提供する。 

 （エ）いじめ加害生徒への指導又はその保護者への助言 

  いじめ加害生徒からも事実関係の聴取を行ない，複数の教職員が連携し，必要に



 応じて外部専門家の協力を得て，組織的にいじめをやめさせ，自らの行為の責任を

 自覚させるとともに再発を防止する。 

  事実関係を聴取した際には，迅速に保護者へ連絡し，事実に対する保護者の理解

 や納得を得た上，学校と保護者が連携して対応できるよう協力を求めるとともに，

 保護者に対する継続的な助言を行なう。 

 （オ）観衆・傍観者への働きかけ 

  いじめを見ていた生徒に対しても，自分の問題として捉えさせ，誰かに知らせる

 勇気を持たせる。はやしたてるなどの行為は，いじめに加担する行為であることを

 理解させ，いじめは絶対に許されない行為であり，根絶しようという態度を行き渡

 らせる。 

 

２ 重大事態への対処 

（１）重大事態の意味 

 （ア）生命，心身又は財産に重大な被害が生じた場合 

 ○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 等 

 （イ）相当の期間，学校を欠席することを余儀なくされている場合 

 ※「相当の期間」とは，年間３０日を目安とする。ただし，一定期間連続して欠席

  しているような場合も教育委員会又は学校の判断で重大事態と認識する。 

 （ウ）その他，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

 場合 

（２）重大事態の報告 

 重大事態が発生した場合は，本校は読谷村教育委員会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 

 いじめ防止対策推進法第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なうものである。 

 本校は，重大事態が発生した場合には，直ちに読谷村教育委員会へ報告し，本校が主体と

なって調査を行なう。ただし，事案の経緯や特性，いじめ被害生徒又は保護者の訴えなどを

踏まえ，本校主体の調査では，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

分な結果が得られないと読谷村教育委員会が判断する場合や，本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，読谷村教育委員会のいじめ防止対策推進委員会におい

て調査を実施する。本校が調査主体となる場合，法第２８条第３項に基づき，読谷村教育委

員会との連携を図りながら実施する。 

（４）調査を行なうための組織 



 本校は，その事案が重大事態であると判断した時は，当該重大事態に係る調査を行なうた

め，速やかに古堅中学校いじめ防止対策委員会を母体とし，弁護士，精神科医，学識経験者

及び心理・福祉専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって，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しない者（第三者）の参加を図ることにより，

当該調査の公平性・中立性を確保する。本校が調査主体となる際には，読谷村教育委員会の

いじめ防止対策推進委員会の委員等の協力について相談する。 

（５）事実関係を明確にするための調査の実施 

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

でないことは言うまでもなく，学校とその設置者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。 

 （ア）重大事態に至る要因となったいじめ行為が 

 ○いつ（頃） 

 ○誰から 

 ○どのような態様であったか 

 ○いじめを生んだ背景事情 

 ○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 

  などの事実関係を明確にし，客観的な事実関係を速やかに調査する。 

 （イ）いじめ被害生徒からの聴き取りが可能な場合 

 ○いじめ被害生徒から十分に聴き取る。 

 ○在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行なう。 

 ○いじめ加害生徒に対しては，調査による事実関係の確認をするとともに指導を

  行ない，いじめ行為を止めさせる。 

 ○いじめ被害生徒に対しては，事情や心情を聴取し，状況に合わせた継続的なケア

  を行ない，落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等を行なう。 

 （ウ）いじめ被害生徒からの聴き取りが不可能な場合（入院又は死亡した場合） 

 ○いじめ被害生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し，迅速に当該保護者と今後

  の調査について協議し，調査に着手する。 

 （エ）自殺の背景調査における留意事項 

   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，亡くなった生徒の尊厳を保持しつつ，その死に至った経緯を検証し再

 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なうことが

 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２

 ８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，次の事項

 に留意し，「生徒の自殺が起きた時の調査の指針」（平成２３年３月 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。 

 ○背景調査にあたり，遺族が当該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なう。 

 ○在校生及びその保護者に対しても，出来る限りの配慮と説明を行なう。 

 ○死亡した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，学

  校の設置者又は学校は，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。 

 ○詳しい調査を行なうに当たり，学校の設置者又は学校は，遺族に対して，調査の

  目的・目標，調査を行なう組織の構成等，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，出来る限り遺族と合意しておくことが必要である。 

 ○調査を行なう組織については，弁護士や精神科医，学識経験者，心理や福祉の専

  門家等の専門的知識及び経験を有する者であって，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ものではない者（第三者）について，

  職能団体や大学，学会からの推薦等により参加を図ることにより，当該調査の公

  平性・中立性を確保するように努める。 

 ○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，出来る

  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なうよ

  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。 

 ○学校が調査を行なう場合には，当該学校の設置者は，情報の提供について必要な

  指導及び支援を行なうこととされており，学校の設置者の適切な対応が求めら

  れる。 

 ○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付けたり，断片的な情報で誤解を与えたりすることの

  ないよう留意する。なと，亡くなった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の注意が必要であ

  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。 

 （オ）その他留意事項 

   重大事態が発生した場合に，関係のあった生徒が深く傷つき，学校全体の生徒や

 保護者や地域にも不安や動揺が広がったり，時には事実に基づかない風評等が流



 れたりする場合もある。学校の設置者及び学校は，生徒や保護者への心のケアと落

 ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに，予断のない一貫した

 情報発信，個人のプライバシーへの配慮に留意する必要がある。 

（６）調査結果の提供及び報告 

 学校の設置者又は学校は，いじめ被害生徒やその保護者に対して，事実見解その他の必要

な情報を提供する責任を有することを踏まえ，調査により明らかになった事実関係（いじめ

行為がいつ，誰から行なわれ，どのような態様であったか，学校がどのように対応したか）

について，いじめ被害生徒やその保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては，

適時・適切な方法で，経過報告があることが望ましい。 

 （ア）いじめ被害生徒及び保護者に対する情報を適切に提供する。 

 ○教育委員会又は学校は，いじめ被害生徒やその保護者に対して，事実見解等  

  その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ，調査により明らか

  になった事実関係について，いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明す

  る。 

 （イ）調査結果については，読谷村教育委員会に報告する。 

 ○上記（ア）の説明の結果を踏まえて，いじめ被害生徒又はその保護者が希望する

  場合には，いじめ被害生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け，

  調査結果の報告に添えて教育委員会に提出する。 

 （ウ）調査結果を報告する際の留意事項 

 ○他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど，関係者の個人情報に十分配慮す

  る。ただし，いらずらに個人情報保護を楯に説明を怠ることがあってはならない。 

 ○質問紙調査に先立ち，調査結果については，いじめ被害生徒又はその保護者に

  説明する等の措置が必要である。 

 ○学校が調査を行なう場合においては，教育委員会は情報提供の内容・方法・時期

  などについて必要な指導又は支援を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



古堅中学校いじめ対応マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重大事態の場合は，読谷村いじめ防止対策委員会の再調査も有り得る。 

 

いじめ発生 
いじめ情報 

（生徒・保護者・地域等） 

古堅中学校いじめ防止対策委員会 

生徒指導部，学校長，教頭，教務主任，学年主任，教育相談担当， 

養護教諭，スクールカウンセラー等 

事実確認・調査 

○被害生徒 

○加害生徒 

○観衆・傍観生徒 

 からの聴き取り 

○アンケート調査 

報告・指導 

○被害生徒及び.  

 その保護者へ  

 の報告 

○加害生徒及び 

 その保護者へ 

 の指導 

○観衆・傍観生 

 徒への指導 

い
じ
め
解
決 

その後の対応 

○被害生徒及びその 

 保護者の心のケア 

○見守り体制の確認 

○未然防止・早期発 

 見の強化 

○いじめ防止啓発 

読谷村教育委員会 



古堅中学校いじめ防止対策年間活動計画 

月 取組内容 備考 

４ ○情報交換・指導記録の引継ぎ 

○古堅中学校いじめ防止基本方針策定 

○家庭訪問で『いじめ防止対策』に向けた取組 

 の説明・啓発 

○学校生活アンケートの実施・活用 

□いじめ被害者・加害者の関係を確実に引き継ぐ 

□全校体制で共通理解を図る 

□いじめについて本気で取り組む姿勢を生徒・保護者に示す 

 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

５ ○教育相談旬間の実施 

○ＱＵテストの実施・活用 

○学校生活アンケートの実施・活用 

○生徒指導連絡協議会実施 

□生徒の心の悩み等に真摯に向き合い，解決を図る 

□テストの結果を活用し生徒理解に努める 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

□諸団体との連携でいじめ等の未然防止を図る 

６ ○学校生活アンケートの実施・活用 □いじめの早期発見・早期対応に努める 

７ ○『１学期の振り返り』の話し合い活動  

○学校生活アンケートの実施・活用 

○１学期の生徒指導の振り返り 

 

○生徒指導連絡協議会実施 

○三者面談実施 

□１学期を振り返り，いじめ防止対策の点検を行なう 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

□１学期を振り返り，生徒指導上の課題を共有し，次学期へ 

 つなげる 

□諸団体との連携でいじめ等の未然防止を図る 

□生徒・保護者の悩み等に真摯に向き合い，解決を図る 

８ ○いじめや教育相談等の研修会への積極的な 

 参加 

○２学期の生徒指導について 

□各研修会でいじめや教育相談等についての研修を深め，今 

 後の指導に活かしていく 

□校内研修で全職員の共通理解を図る 

９ ○夏休み明けの生徒の実態把握 

○生徒指導連絡協議会実施 

○学校生活アンケートの実施・活用 

□生徒の様子の変化に注意する 

□諸団体との連携でいじめの未然防止を図る 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

10 ○教育相談旬間の実施 

○学校生活アンケートの実施・活用 

□生徒の心の悩み等に真摯に向き合い解決を図る 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

11 ○学校行事（文化祭・合唱コンクール等）を通 

 した人間関係作り 

○学校生活アンケートの実施・活用 

□共感的な人間関係が育成できるように努める 

 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

12 ○『２学期の振り返り』の話し合い活動 

 

○学校生活アンケートの実施・活用 

○２学期の生徒指導の振り返り 

 

○生徒指導連絡協議会実施 

□２学期を振り返り，いじめ防止対策の点検を行なう 

 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

□１学期を振り返り，生徒指導上の課題を共有し，次学期へ

つなげる 

□諸団体との連携でいじめの未然防止を図る 



○三者面談実施 □生徒・保護者の悩み等に真摯に向き合い，解決を図る 

１ ○冬休み明けの生徒の実態把握 

○学校生活アンケートの実施・活用 

□生徒の様子の変化に注意する 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

２ ○学校生活アンケートの実施・活用 

○生徒指導連絡協議会実施 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

□諸団体との連携でいじめの未然防止を図る 

３ ○『１年間の振り返り』の話し合い活動 

○学校生活アンケートの実施・活用 

○指導記録整理，次年度への引継ぎ資料作成 

○指導方針・指導計画の見直し 

□１年間を振り返り，いじめ防止対策の点検を行なう 

□いじめの早期発見・早期対応に努める 

□いじめ被害者・加害者の関係を詳細にまとめる 

□いじめ防止対策のさらなる強化を図る 

 

 


