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  様式１ 

 

令和４年度「学校いじめ防止基本方針」 

 
学校番号 

 

 

 

 

 

１ 本校におけるいじめ防止等のための目標 

 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、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあ

る。いじめの問題への対応は本校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのでは

なく、学校が一丸となって、関係機関や地域の力も積極的に取り込み、組織的に対応する。また、い

じめはどの生徒にも起こりうるものであることを踏まえて、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、いじめの未然防止を図るとともに、いじめまたはその兆候を早期に発見し、

迅速かつ適切に対処する。 

本校は、生徒の尊厳を保持するため、本校におけるいじめの防止等のための対策に関し、基本方針

を定め、いじめの防止等のための対策を県教育委員会等と連携し、総合的かつ効果的に推進する。 

 「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） 

 ※「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。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が

発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の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。 

 

 

学 校 名 福岡県立宇美商業高等学校 

課程又は 

教育部門 
   全日制課程 

 

３７ 
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２ いじめの未然防止（未然防止のための取組等） 

 いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるという認識のもと、い

じめに向かわせないための未然防止に、全ての教職員が共通理解のもと取り組む。生徒が周囲の友人や

教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事

に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていく。学校における

教育活動全体を通して、生徒の自己有用感や規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てるための取

り組みを推進する。また、未然防止の取り組みが着実に成果をあげているかどうかについては、日常的

に生徒の行動の様子を把握したり、定期的なアンケート調査等で検証したりして、改善点の把握や新た

な取組をどのように行うかを定期的に検討していく。さらに、いじめ問題について、すべての教職員で

共通理解を図ることを目的に本方針を活用した校内研修を実施する。年に複数回、いじめをはじめとす

る生徒指導上の諸問題等に関する校内研修会の実施や、未然防止の為の教員用早期発見チェックリスト

（年 2回実施）の活用を行うとともに、発達障がいや性同一性障がい等、きめ細かな対応が必要な生徒

について理解を深め、教職員の指導力やいじめの認知能力を高めるための研修、カウンセラーなどの専

門家を講師とした研修も適宜実施する。 

 部活動においても、いじめのない環境で部活動を実施するために、人間関係をよりよく形成できるよ

うな活動内容や方法について機会を捉え指導を行う。また定期的に部室の使用方法について点検を行う。 

 

（１）いじめを生まない教育活動を推進するために、学校として、なすべきこと 

 ①自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりの推進 

 ②いじめは、いじめる側の問題であるという共通理解を図る 

 ③教育相談活動の充実と全ての教育活動を通した生徒指導の展開を図る 

 ④家庭・地域・関係諸機関との連携を深める 

 ⑤人権教育・道徳教育の充実を図る 

 ⑥学校自己評価の評価項目に位置付け、取組の評価を行う 

 ⑦いじめ・中退防止委員会において、取組内容について定期的に検討し、体系的・計画的にＰＤＣＡ

サイクルに基づく取組を継続する 

 ⑧定期的なアンケート調査等の実施（いじめアンケート、学校生活アンケート、保護者アンケート、

教員用早期発見チェックリスト） 

⑨年に複数回、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修会を実施する。また、

カウンセラーなどの専門家を講師とした研修も適宜実施する 

 

（２）教師として、なすべきこと 

 ①いじめを見抜く感性を磨くこと 

 ②不安や悩みを受容する姿勢をもつこと 

 ③「自信」と「やる気」を引き出す授業、「わかる授業」の実践に努めること 

 ④心の居場所づくりに努めること 

 ⑤一人一人の心の理解に努めること 

 ⑥いじめは許さないというホームルームの雰囲気をつくること 

 ⑦互いに個性を認め合うホームルーム経営に努めること 
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３ いじめの早期発見（いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等） 

（１）基本的考え方 

 いじめは、早期に発見することが、早期解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員

と生徒との信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめの特性として、教職員や大人が気

づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識する。また、いじめにあっている生徒が

いじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができな

いことなどがあげられる。そのため、教職員が生徒達の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見

逃さない認知能力を向上させることが求められる。さらに、定期的なアンケート調査や教育相談

の実施、電話相談窓口の周知等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、生徒

達に関わるすべての情報を教職員の間で共有し、地域・家庭とも連携して生徒を見守ることが必

要である。 

（具体的ないじめの態様） 

心理的な影響：  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。パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことを

される。 等  

物理的な影響：  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。

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。 等  

 

（２）いじめの早期発見のための措置 

 

【観   察】授業だけでなく休み時間等も声をかけて、様相チェックを心がける。また、生活の記録

等を通しての生徒理解に努める。 

【情 報 収 集】定期的な教育相談や相談ポストを設置し、生徒指導主事が毎日チェックする。また生活

の記録等を通して、生徒・保護者からの情報に耳を傾け積極的に収集する。また、他の

教職員や地域からの情報にも留意する。 

【客観的理解】面接やアンケート調査等を通して客観的理解に努める。 

 

 （アンケート調査） 

 ○「いじめに関するアンケート（記名）」…５月、８月、９月、１１月、１月 

  ※８月、１月は夏休み・冬休み振り返りシートの記入も行う。 

 ○「いじめに関するアンケート（無記名）」…７月、１２月、３月 

 ○「学校生活アンケート（記名）」…４月、６月、１０月、２月 

 ○「いじめチェックリスト（保護者）」…７月、１２月 
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４ いじめに対する措置（発見したいじめに対する対処（ネット上のいじめを含む）） 

（１）基本的考え方 

  いじめに取り組む基本姿勢は、人権尊重の精神を貫いた教育活動を展開することであると全職員で

認識し、「いじめは人間として絶対に許されない」ということを全ての教職員で自覚し、対応する。特

にいじめが生じた場合には、いじめられている生徒に非がないという認識に立ち、特定の教職員で抱

え込まず、速やかに組織的な対応によって問題の解決を図る。また、いじめの認知は特定の教職員の

みによることなく、法第２２条の学校いじめ対策組織（いじめ・中退防止委員会）を活用して行う。

けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情

の調査を行い、生徒の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ものとする。また、

心理的または物理的な影響（インターネットや携帯電話等を利用したものも含む）があると思われて

いる行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者や心身の苦痛を感じていても、周囲

の反応を恐れて、いじめられていることを表出できない者もいることに配慮する。インターネットや

携帯電話等を利用したいじめに対しても情報を適切に収集し対応する。被害生徒を守り通すとともに、

教育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際は、生徒の人格の成長に主眼をおい

た指導を行うことを大切にする。また、心の傷の回復に向けた本人への働きかけを行うと同時に、学

校全体として社会性をはぐくむ取組を実施する。さらに、教職員全員の共通理解の下、保護者の協力

を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。 

 

（２）いじめの発見・通報を受けたときの対応 

  遊びや悪ふざけなど、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、真摯に傾聴する。また、速

やかに学校内で情報を共有する。教職員がいじめの情報を学校内で情報共有しないことは、法の規定

に違反する行為であるという認識を強く持つ。 

  いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ・中退防止委員会を活用して行う。ま

た、いじめを把握したら、関係者が話し合い、情報共有を行い指導方針を共通理解した上で役割分担

し迅速な対応をする。 

  いじめの疑いのある事案を把握した段階で、県教育委員会へ管理職からＦＡＸで第一報を行う。 

  部活動においても顧問等がいじめと疑われる行為を発見した場合や、通報を受けた場合も上記と同

様の対応を行う。 

  上記の対応については、部活動指導員、非常勤講師にも部活動の指導を開始する前に周知する。 

 

（３）いじめられた生徒又はその保護者への支援 

 ①生徒・保護者への支援 

  いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている生徒にも責任があるとい

う考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高

めるよう留意する。 

  いじめられている生徒には「絶対に守る」という学校の意思を伝え、心のケアと併せて登下校時や

休み時間、清掃時間などの安全確保に努める。保護者には事実関係と今後の対応を正確に伝えるとと

もに、保護者に不安感や不信感を抱かせることがないよう配慮し、問題の解決に向けて理解と協力を

依頼する。 

 

（４）いじめた生徒への指導又はその保護者への助言 

  いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、複数

の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力
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を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。 

  事実関係の聴取を行う場合は感情的になったり、決めつけたりせず、冷静かつ客観的に、事実を確

認する。その際、事実確認と指導を明確に区別し、事情を聴きながら指導することがないようにする。

保護者には事実関係と今後の対応を正確に伝えるとともに、問題の発生を子どもの成長の契機と捉え、

保護者との信頼関係を築きながら、協働して問題の解決にあたる。 

  いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為で

あることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじ

めの背景にも目を向け、教育上必要があると認めるときは懲戒を加える。 

 

（５）いじめが起きた集団への働きかけ 

 ・全員が当事者であることを理解させる。 

   いじめを受けた心の痛みや苦しみを理解させるとともに、見て見ぬふりをしたり、はやし立 

  てたりする行為も、いじめと同様であることを理解させる。 

 ・共感的人間関係づくりに努める。 

   思いやりや友情、協力等の道徳的価値を内面的に自覚できるよう指導する。 

 ・自己存在感が味わえるホームルーム経営に努める。 

   生徒一人一人に活躍の場を与える。「できた・わかった」を実感できる授業の創造や一人一 

役の係り活動など自己存在感が味わえるように努める。 

 

（６）ネット上のいじめへの対応 

インターネット上のいじめは、外部から見えにくい、匿名性が高いなどの性質を有するため生徒が

行動に移しやすい一方で、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情

報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず学校、家庭及

び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど、深刻な影響を及ぼすものである。また、イ

ンターネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得る。

学校は、生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷

を与えかねない行為であることを理解させる取組を行う。併せて、インターネット上の不適切なサイ

トや書き込み等を発見するためのネットパトロールなど、インターネット上のいじめに対処する体制

を整備する。 

【未然防止のために】 

①保護者会で伝えること 

  ・インターネットへのアクセスは、「トラブルの入り口に立っている」という認識や、知らぬ間に利

用者の個人情報が流出するといったスマートフォン特有の新たなトラブルが起こっているという認

識をもつこと 

  ・「ネット上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に生徒達に深刻な影響を与えることを認識するこ

と。 

  ・家庭では、メールを見たときの表情の変化など、トラブルに巻き込まれた生徒が見せる小さな変

化に気づいたときには、躊躇なく問いかけ、直ちに学校に相談すること。 

 ②情報モラルに関する指導の際、生徒達に理解させること 

  ・インターネット(SNS等)で発信した情報は、周囲に与える影響力が大きいこと。 

  ・発信した情報は、多くの人にすぐに広まること。 

  ・匿名でも書き込みをした人は、特定できること。 

  ・違法情報や有害情報が含まれていること。 

  ・書き込みが原因で、思わぬトラブルを招く可能性があること。 

  ・一度流出した情報は、簡単に回収できないこと。 
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 ③学校として、なすべきこと 

  ・学校ネットパトロールを実施し、ネット上のトラブルの早期発見に努める。 

  ・学校における情報モラル教育を進める。 

  ・校内研修の充実を図る。 

【ＳＮＳ上のいじめへの対応】 

① ＳＮＳ上を通じていじめが行なわれ、いじめを受けた生徒またはその保護者がいじめに係る情報

の削除を求め、発信者情報の開示を請求するときは、必要に応じて法務局または地方法務局の協力

を求める。 

 ② データの保存（スクリーンショット等）を行う。  

③ 学校単独で対応することが困難と判断した場合は福岡県教育委員会と相談しながら対応を考えて

いく。 

④ 生徒の生命、身体また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粕屋警察署に通報

するなど、外部機関の援助を受ける。 

⑤ それぞれの生徒の立場を考えながら、各関連機関と相談しながら対応をする。 

 

（７）いじめの解消 

  いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。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。ただし、これらの要件が満たされている場

合であっても、必要に応じ、他の事態も勘案して、いじめ・中退防止委員会での会議により校長が判

断するものとする。 

  ・いじめに係る行為が止んでいること 

   被害者に対する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。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも３か月

を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される

場合は、この目安に関わらず、より長期の期間を設定する。 

  ・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

   いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為によ

り心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及び保護者に対し、心身の苦痛を感

じていないかどうかを面談等により確認する。 

 

５ 重大事態への対処（いじめ防止対策推進法・第２８条関係） 

（１）重大事態の発生と調査 

①重大事態が発生した場合は、県教育委員会を通じて、県知事へ報告する。 

②調査の主体（県教育委員会または学校）については、県教育委員会の判断による。 

③事実関係を明確にするための調査の実施 

  A いじめ・中退防止委員会を実施する。いじめ行為が、「いつ、誰から、どのような態様であ

ったか、聴き取り調査を行う。なお、アンケート調査を実施するにあたっては、いじめられ

た生徒及びその保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先立ち、その旨を調

査の対象となる在校生やその保護者に説明する。 

  B いじめられた生徒への聴き取り 

  〈いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合〉 

    事実関係を聴き取る際には併せて事情や心情を聴取し、いじめられた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を行う。 
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 また、いじめた生徒に対しては、いじめ行為をやめるよう指導する。 

 

  〈いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合〉 

 当該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。 

 

（２）調査結果の提供及び報告 

 〈いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報提供〉 

   学校は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）や調査の組織、方法、方針、経過について、

いじめを受けた生徒やその保護者に説明する。その際、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し、適切に提供する。 

  〈調査結果の報告〉 

    学校は調査の結果を県教育委員会を通じて県知事へ報告する。また調査結果には今後の 

同種の事態防止策や上記保護者の調査結果に対する所見を含める。 

 

６ いじめの防止等の対策のための組織    

 

（１）組織の名称   いじめ・中退防止委員会    

（２）いじめ防止対策推進法・第２２条に係る組織の役割と機能 

法第２２条により、本校に、次の役割・機能を有する組織を設置する。 

① 学校基本方針に基づく取組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

しての機能をもつ。 

② いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。 

③ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役

割を担う。 

④ いじめの疑いに関する情報があった時には、緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共

有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との

連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。 

⑤ 学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめ

の問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭との緊密な

連携協力を図る役割を担う。 

 

（３）いじめ防止対策推進法・第２８条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と

機能 

法第２８条により、本校に、次の役割・機能を有する組織を設置する。 

 ①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。 

 ②「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、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が生徒の人間関係にどのよう

な問題があったのか、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。なお、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ることに留意する。 

③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く、



 8 

学校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ことを目的

とする。 

 

 

７ 学校評価 

 学校で行われているいじめ問題への取組状況を評価し、「いじめ・中退防止委員会」において、いじめ

の問題への効果的な対策が講じられているかどうかを検討し、その結果を指導の改善に活かすようにす

る。評価については、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、いじめの問題に対して学校

が、問題を隠さず、その実態把握や対応にどのように取組を行っているのかについて学校評価の項目に

も位置付け評価する。 

（１）いじめ・中退防止委員会において、いじめの防止等に係る振り返りを行い、その結果に基づき、

実施計画の修正を行う。 

（２）いじめ・中退防止委員会において、各種アンケート、いじめの認知件数及びいじめの解決件数、

並びに不登校生徒数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に、年度間の取組みを検証し、次年

度の年間計画を策定する。 

 

 


