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青森市立野内小学校 

 



令和４年度 青森市立野内小学校いじめ防止基本方針 

 

１ いじめ防止基本方針策定にあたっての学校の考え 

   いじめは、いじめを受けた児童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。 

本校の全ての児童が、心身ともに健全な発達を遂げるために楽しく豊かな学校生

活を送ることができるよう、いじめのない学校を作るために「青森市立野内小学校

いじめ防止基本方針」を定める。 

 

２ いじめの定義 

  

  「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定

の人的関係にある他の児童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、いじめを受けた児童が心身の苦痛

を感じているものをいう。 

 

（１）法の定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断 は、

表面的・ 形式的に行うのではなく、いじめを受けたとされる児童の立場に立っ

て行う必要がある。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対

象となるいじめに該当するかどうかを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じて

いるもの」との要件が限定して解釈されることのないようにする必要がある。 例

えば、いじめを受けた児童本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、

行為が起こったときのいじめを受けた児童本人や周辺の状況等を客観的に確認

するとともに表面のみにとらわれることなく、当該児童の表情や様子をきめ細か

く観察するなどして確認する必要がある。 

（２）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「学校におけ

るいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。 

（３）「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童や、

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

該児童と何らかの人的関係を指す。 

（４）「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。例えば、インターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該

児童がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童本人が心

身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童に対

する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。 

（５）いじめを受けた児童の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その

全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為

が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合につい

ては、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応をする。ただし、



これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を学校いじめ

対策組織と情報共有することは必要となる。 

（６）具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。 

・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 等  

（７）これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早

期に警察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被

害が生じるような、直ちに警察への通報が必要なものが含まれることから、教育

的な配慮やいじめを受けた児童の意向への配慮の上で、早期に警察と連携して対

応することが必要である。 

 

３ いじめについての基本的認識 

（１）いじめは、どの児童にも、どの学校でも、起こり得るものである。 

（２）いじめは、人権侵害であり、人として絶対に許されない行為である。 

（３）いじめは、大人には気付きにくいところで行われることが多く発見しにくい。 

（４）いじめは、いじめを受けたとされる児童にも問題があるという見方は間違ってい

る。 

（５）いじめは、その行為の態様により暴行・恐喝・強要等の刑罰法規に抵触する。 

（６）いじめは、教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。 

（７）いじめは、家庭教育のあり方と大きな関わりを持っている。 

（８）いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、

一体となって取り組むべき問題である。 

（９）いじめに対して見て見ぬふりをすることや知らぬ顔をすることも、「傍観者」とし

て、いじめに荷担するものである。 

 

４ 校内体制 

（１）校務分掌に「いじめ防止推進教師」を置き、また、「いじめ防止等対策委員会」を

組織する。 

（２）いじめ防止推進教師は、児童の些細な変化に関する情報を集約し、分析したり、

校長の承認を受けいじめ防止等対策委員会の緊急招集を行ったりする。また、い

じめ防止に関わる取り組みや児童・保護者への啓発活動等に関することを行う。

いじめ防止等対策委員会は、いじめの認知と早期対応を組織的に行うものとする。 

（３）いじめ防止等対策委員会の構成の基本は、校長・教頭・いじめ防止推進教師・教

務主任・学年主任・養護教諭とし、必要に応じてカウンセリングアドバイザー

（※）・ＰＴＡ会長・学校運営協議会委員も参加する。 

  （※）スクールカウンセラーや青森市教育委員会の教育相談員を含む 

（４）いじめの情報やいじめ相談があった場合には、随時いじめ防止推進教師に報告す



る。いじめの疑いがある場合直ちに「臨時いじめ防止対策委員会」を開催し、事

実関係の把握、関係児童・保護者への連絡等の報告及び今後の対応等問題解決の

仕方について協議する。 

（５）また、毎週金曜日の職員朝会後に「いじめ防止等対策委員会」を開催し、１週間

の出来事について共通理解を図る。 

（６）その他、「拡大いじめ防止等対策委員会」（月一回開催される子どもを語る会の中

に拡大いじめ防止等対策委員会を含める）を開催して事後報告などを行う。 

（７）なお、学級担任は、児童との面談内容を「聴取結果整理表」に記録したり、聴き

取り内容のメモを残したりする。また、情報源や情報内容、面談内容、児童およ

び保護者との連携状況、学校の対応を「いじめ対応報告シート」に記録する。生

徒指導主任は月ごとに「いじめの状況報告書」をまとめ青森市教育委員会に報告

する。これら資料は、事例を蓄積することでその後の指導への適切な活用を図る。 

 
 

５ いじめの未然防止～いじめを生まない土壌づくり 

（１）児童が互いに認め合い、互いを大事にし合い、学校・学級の一員としての自覚を

もてるような指導を行い、児童一人一人が、心の居場所を実感できる学校経営・

学級経営に努める。 

（２）児童を温かなまなざしで見つめ、教育相談週間だけでなく「毎日が教育相談日」

という意識のもと、教師と児童との信頼関係の構築に努める。 

（３）人権教育（生命尊重の精神・人権感覚の育成）や道徳教育（いじめを「しない」

「させない」という人間性豊かな心の育成）の充実を図る。特に学期初めには重

点的に指導するよう年間計画に位置づける。（４月・８月・１月） 

（４）体験教育（児童会行事などの異学年交流・清掃などの縦割り班活動・保小連携・

地域連携等で人と人のつながりを大切にする）の充実を図る。 

（５）コミュニケーション活動の充実を図り、他者の痛みや感情を共感的に受容するた

めの想像力や感受性を身に付け、対等で豊かな人間関係を築けるよう工夫（グル

ープエンカウンター・ソーシャルスキルトレーニング等）して指導する。 

（６）児童が主体となった活動（係活動・委員会活動・縦割り班活動等）を通して、自

尊感情や自己肯定感・自己有用感を高めるとともに、規範意識を醸成し社会のあ

り方やルールを学ばせる。 

（７）すべての児童が授業に参加し、授業を通して自己有用感を味わわせるため、授業

改善に取り組む。また、校内研修等で視点を明らかにするとともに、すべての教

員がお互いの授業を参加し合い、協議する機会を位置づける。 （７月～１２月

の校内研修検証授業にて） 

•いじめが疑われる報告があったとき臨時に行ういじめ防止等対策委員会（随時）

臨時いじめ防止等対策委員会

•毎週金曜日、職員朝会後に行われる定期のいじめ防止等対策委員会（全職員が参加）

いじめ防止等対策委員会

•月に１度「子どもを語る会」の中で行われる事後報告や児童の様子についての共通理解

拡大いじめ防止等対策委員会



（８）インターネットやＳＮＳなどの正しい使い方を学ぶ機会を設ける。 

（９）保護者と教員が合同で勉強会をしたり、情報交換をしたりする場を設ける。 

 

６ いじめの早期発見～小さな変化に対する敏感な気づき 

【第一段階】 

（１）児童とともに過ごす時間を大切にし、日頃の言動や日々の日記等に留意（学級や

グループの人間関係の把握）するとともに、小さな変化をも見逃さない観察眼を

持つよう研修に努める。いじめに関わらず、児童の小さな変化を観察した場合は、

適宜いじめ防止推進教師に報告する。それらの情報は職員朝会等で共通理解を図

り、多数の教師で見守る体制を作る。いじめと判断された場合はその都度いじめ

防止推進教師及び校長、教頭に知らせる。 

（２）定期（月に１回）・不定期（必要に応じて）に「心アンケート」を実施するととも

に、定期教育相談（４月・８月・１月）と、必要に応じた教育相談を日常的に行

う。これらを通して問題の早期発見の一助とする。 

（３）「語る会」（いじめ防止等対策委員会）および「職員朝会」を含む日常における情

報交換を密に行うとともに、「チーム野内」としての協働指導を計画的かつ適切に

行う。 

（４）いじめサインを見逃さないように、連絡帳・家庭訪問などによる家庭との連携や

夏休み保護者面談の効果的活用を図る。 

（５）児童の長期欠席について、「怠惰・無気力」などと表面的に捉えることなく、その

背景にある人間関係まで注視し、いじめがあるのではないかとの視点を持ってみ

る。 

（６）長期欠席、疾患、規則違反、男女交際など、いじめの材料になりやすい事象の指

導に際しては、特に留意する。 

（７）養護教諭やスクールカウンセラーを有効に活用し、児童の心的ストレスの軽減を

図る。 

（８）東中学校区学校運営協議会・東部地区児童生徒健全育成連絡協議会や日常の野内

町会との連携により、地域住民からの通学時等の様子を共有する体制を整える。 

 

７ 解決に向けた対応（１次対応）～問題を軽視せず、迅速かつ組織的に対応 

【第二段階】 

（１）問題を把握したら管理職といじめ防止推進教師への報告を迅速に行う。学校の特

定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わ

ないことは、法第２３条第１項「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。」に違

反し得ることから、いじめ防止推進教師は、①重要性・緊急性のある場合、②複

数回の場合、③初めての場合に仕分けし、青森市教育委員会の「いじめの認知に

係る標準指針」に沿って対応する。いじめ防止等対策委員会では、共通理解を図

るとともに明確な役割分担のもと、協働指導体制で対応に当たる。 

（２）教師として指導の立場にあることを忘れることなく当該児童双方および周りの児

童と向き合い、適切な聞き取りを行い、正確な事実確認に努める。 



（３）教職員全員でいじめの全体像を把握するなど事案についての共通理解を図り、指

導のねらいを明確にする。 

（４）いじめを受けた児童の保護に迅速に対応し、学校カウンセラー等を活用して心配

や不安を取り除くよう心のケアに努める。 

（５）いじめを行った児童に対して、当該児童の人格の成長を促し、教育的配慮の下、

「いじめは決して許される行為ではない」という毅然とした態度で指導するとと

もに、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う。 

（６）いじめは、単に謝罪をもって安易に解消と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、他の事情

も勘案して判断するものとする。 

  ア いじめに係る行為が止んでいること 

    いじめを受けた児童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、

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

かかわらず、市教育委員会及びいじめ防止等対策委員会の判断により、より長

期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまで

は、いじめを受けた児童及びいじめを行った児童の様子を含め、状況を注視し、

期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当

の期間を設定して状況を注視する。 

  イ いじめを受けた児童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、いじめ  

      を受けた児童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。いじめを受けた児童本人及びその保護者に対し、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。学校は、いじめが解消に至っていない段

階では、いじめを受けた児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する

責任を有する。いじめ防止等対策委員会においては、いじめが解消に至るまで

いじめを受けた児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役

割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。 

      上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解

消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得る

ことを踏まえ、学校の教職員は、いじめを受けた児童及びいじめを行った児童に

ついては、日常的に注意深く観察する必要がある。 

（７）調査結果を報告する際には、当該児童双方の保護者の間で争いが起きることのな

いよう、十分な説明（いじめ事案の解消のための具体的対策等）をするとともに、

協力を求め、学校との連携について十分協議する。 

 

８ 重大事態への対応 

【第三段階】 

（１）重大事態とは、いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑

いがある場合（自殺の企図・精神性疾患の発症・身体への障害・高額金品の奪取

等）及び児童が相当な期間にわたり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（年間欠席３０日以上・連続欠席の場合は状況判断）とする。 

（２）児童や保護者から、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。

児童又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である

可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言し

ない。 

（３）「臨時いじめ防止等対策委員会」において重大事態と判断した場合には、青森市教

育委員会事務局指導課への報告（電話連絡及び「いじめ対応報告シート」提出）

を行い、いじめ解決のための助言を求める。 

（４）上記（７ 解決に向けた対応）に掲げた一次対応を行い、解決できない場合には、

二次対応として青森市教育委員会事務局指導課への支援要請とともに指導主事

等の派遣等を依頼する。 

（５）当該児童双方への継続指導・継続観察のもと、保護者との指導連携を深める。 

（６）二次対応での解決も困難な場合には「いじめ対策委員会」（全教職員・学校評議員・

教育委員会指導主事で構成）を設置し、未解決要因の分析・検討のもと今後の対

策を協議する。 

（７）必要に応じて、警察・児童相談所・医療機関等への支援要請を行い、状況に応じ

た支援等による対応を連携して行う。 

 

９ 評価 

【第四段階】 

いじめ防止についての当該年度の取り組みについて、児童・保護者からのアンケー

ト調査および教職員の評価（「いじめ問題への取り組みチェックポイント」）を行い、

結果の公表を保護者・地域に行うとともに次年度に向けた改善を提案する。 

 

１０ ネットいじめへの対応 

（１）ネットいじめとは、文字や画像を使い、特定の児童の誹謗中傷を不特定多数の者

や掲示板等に送信する、特定の児童になりすまし社会的な信用をおとしめる行為

をする、掲示板等に特定の児童の個人情報を掲載することなどであり、犯罪行為

である。 

（２）ネットいじめの予防として、保護者への啓発（フィルタリング・使用に関する家

庭での決まりの策定・見守り）・情報教育の充実（ネット利用の実態把握・情報モ

ラル教育）・ネット犯罪防止教育を実施する。 

（３）ネットいじめへの対処として、ネットいじめの把握（被害者からの訴え・ネット

パトロールや閲覧者からの情報等）に努め、不当な書き込みについての状況確認・

状況の記録（画像保存・印刷、ＵＲＬのメモ等）をもとに迅速に対処（管理者へ

の削除依頼・警察への相談等）するとともに、保護者と緊密に連携し、必要に応

じて関係機関等の協力を得て被害児童の心のケアに努める。 

（４）加害者が本校在籍児童である場合には、保護者との緊密な連携のもと、家庭での

指導を依頼するとともに、必要に応じて関係機関等の協力を得て心のケアを行う。 

 

 



 

１１ その他 

（１）「青森市いじめの認知に係る標準指針」に基づき、いじめ防止対策の再点検を実施

すること。 

（２）いじめに関する情報の取り扱いには十分に注意する。 

（３）平成３０年１２月１８日付け「いじめの早期発見・事案対処マニュアルの改善に

向けた参考資料の提供」をもとに作成・見直しをした。 

令和２年４月 １日改訂 

（４）令和３年４月改定「青森市いじめ防止基本方針」をもとに、「２ いじめの定義」

及び「７ 解決に向けた対応（１次対応）～問題を軽視せず、迅速かつ組織的に

対応」、「８ 重大事態への対応」の内容を中心に見直し、改訂した。 

令和３年７月２１日改訂 

（５）いじめ防止等に関する年間計画を作成し、巻尾に付け加えた。 

                            令和４年４月 １日改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いじめ防止等に関する年間計画 
  いじめ未然防止及び早期発見の大切さについての共通理解を図るため、全教職員・児童・保

護者に対して「いじめ防止」のための取組を以下のように組織的に行う。 

 いじめ防止等対策委員会 教師主体の取組 児童主体の取組 保護者・地域との連携 

４ 

月 

○学校いじめ防止等対
策委員会（全体会） 

・基本方針の内容確認 
・いじめの認知につい
ての共通理解 

○学級開き・学年開き 
○登下校指導 
○SCについて児童や
保護者への周知 

○教育相談週間 

○1年生を迎える会 
○縦割り班の組織会 
○児童会総会 

○参観日及び全体会 
・いじめ防止に関する
基本方針の説明 

○PTA総会 
○登下校指導 

５ 

月 

 ○いじめ防止等に関わ
る価値項目や内容項
目の重点的な学習 

○運動会 ○学校運営協議会 
 

６ 

月 

  ○クリーン作戦 
○ふれあい集会 
○宿泊学習（5年） 
○体育デー（6年） 

 

７ 

月 

○全教職員によるいじ
め防止対策の見直し
（中間） 

○終業式で生徒指導主
任の講話 

○保護者面談（夏季休
業中） 

 ○参観日及び全体会 
・すこやか会議 
○中学校区健全育成会議 
○学校運営協議会 

８ 

月 

○校内研修① 
「児童理解と学級作り」 

○夏休み登校日におけ
るアンケート調査 

○登下校指導 
○教育相談週間 
○いじめ防止等に関わ
る価値項目や内容項
目の重点的な学習 

 ○登下校指導 

９ 

月 

○情報モラル教室  ○修学旅行（6年） 
○全校遠足 
○いじめ防止について(発表) 

○自由参観日 
・情報モラル教室 
 

10 

月 

  ○学習発表会  

11 

月 

  ○ふれあい集会 ○参観日及び全体会 

12 

月 

 ○終業式で生徒指導主
任の講話 

 ○中学校区健全育成会議 
○学校運営協議会 
○学校評価アンケート 

１ 

月 

○全教職員による「取
組評価アンケート」
の実施→検証 

○冬休み登校日におけ
るアンケート調査 

○教育相談週間 
○登下校指導 
○いじめ防止等に関わ
る価値項目や内容項
目の重点的な学習 

  

２ 

月 

  ○児童会総会 
・委員会引継ぎ式 

○学校運営協議会 
○参観日及び全体会 

３ 

月 

○学校いじめ基本方針
の見直し 

○道徳年間計画の見直し 
○修了式で生徒指導主
任の講話 

○６年生を送る会 
○卒業式（6年） 

○卒業式 

通

年 

○心のアンケート（毎月） 
○いじめに関する研修
（伝達等） 

○毎週金曜日職員朝会後に
「いじめ防止等対策委員
会」を開き情報交換 

○毎月１回職員会議後
に「語る会」 

○居場所づくり、絆づくり
に向けた学級経営 

○授業をとおした生徒指導 
○集会における校長の講話 
○道徳教育、特別活動の充実 

○委員会活動 
○児童集会及び音楽集会 
○総合的な学習の時間
での異学年交流 

○あいさつ運動 
○縦割り班清掃活動 
○リトルＪＵＭＰによ
るいじめ防止運動 

○近隣の小中学校（東中
学校・原別小学校・東
陽小学校）や関係機関
との情報交換 

○巡回指導 



 


