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は じ め に 

 

 学校においては、「いじめは、人間として絶対に許されない行為」であり、ま

た「どの子どもにも、どの学校でも起こり得る」問題であるとの認識に立ち、

日頃から危機意識をもって教育活動に取り組む必要があります。 

 他県において、生徒が自ら命を絶つという痛ましい事件が発生し、当該生徒

がいじめにあっていた事実が確認されています。生徒が自ら命を絶つというこ

とは、理由の如何を問わずあってはならないことであり、私たちは自らのこと

として重大に受け止めています。 

 豊後大野市教育委員会では、このような社会情勢を踏まえ、いじめ問題専用

相談窓口の設置や市スクールソーシャルワーカーの配置による機動性を活かし

た相談活動、県教委「いじめ問題解決支援チーム」との連携等、教育相談体制

の整備、市独自の「いじめ解消に向けた取組報告書」を定めることによる、学

校に対する指導、支援の強化、更には県教委と連携した教職員研修の実施等、

いじめ問題に関する取り組みを推進して参りました。 

 しかしながら、豊後大野市においても、いじめに関わる事例が認められてお

り、次代を担う豊後大野っ子が、安全・安心な教育環境の中で「たくましく生

きる力を育む」ことができるよう、全ての教職員がいじめの問題に関する認識

を共有し、不断の取り組みを充実させるべく、決意を新たにしているところで

す。 

 さて国の段階では、第１８３回国会（常会）において、いじめ防止対策推進

法が成立し、平成２５年６月２８日に公布されました。この法律においては、

地方公共団体に対して地域の実情に応じた、いじめの防止等に関する基本方針

の策定に努めるよう求め、また学校に対しては、地方の基本方針を参酌した同

様の基本的な方針の策定やいじめの防止等の対策のための組織の設置等を求め

ています。更に学校の設置者及びその設置する学校が講ずべきいじめの防止等

に関する措置や、重大事態への対処等についても規定されています。 

 この度、豊後大野市教育委員会では、いじめ防止対策基本法を受けて、これ

までの取り組みをあらためて見直すとともに、本法律の趣旨に則った施策をよ

り一層充実できるよう、豊後大野市いじめ防止等基本方針を策定することによ

り、市民からの期待に応える学校づくりを推進し、積極的にいじめ対策に取り

組んで参ります。 

 

 

                      平成２５年 ８月 

                      豊後大野市教育委員会 



豊後大野市 いじめ防止等基本方針 

～いじめ防止対策推進法を受けて～ 

【豊後大野市教育委員会】 

Ⅰ いじめ防止対策推進法（概要） 

第１８３回通常国会において、いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁

止、関係者の責務等を定めた「いじめ防止対策推進法」が成立し、平成２５年６月２８

日に公布された。この法律は、公布の日から起算して３月を経過した日から施行される。 

（１０月より施行） 

１ 目的 

   この推進法は、いじめが、いじめを受けた児童等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

命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の

尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対策に関し基本理念を定め、国及び地

方公共団体の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的

な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事

項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する

ことを目的とする。 

 

 

 ＜いじめの定義＞ 

  児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と

一定の人的関係にある他の児童生徒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も含む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心

身の苦痛を感じているもの。 

 

２ いじめの防止等の基本方針 

（１）国、地方公共団体、学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関す

る基本的な方針」の策定。（国、学校は義務、地方公共団体は努力義務） 

 

（２）地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談

所、法務局、警察その他の関係者より構成される「いじめ問題対策連絡協議会」

を置くことができる。 

 

３ 基本施策・いじめの防止等に関する措置 

  （１）道徳教育等の充実、早期発見のための措置、相談体制の整備、インターネット

を通じて行われるいじめに対する対策推進。 



  （２）学校に、いじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、複数の教職員、心

理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者より構成されるいじ

めの防止等の対策のための組織を置く。 

 

  （３）個別のいじめに対して、学校が講ずべき措置としては、いじめの事実確認、い

じめを受けた児童生徒又はその保護者への支援、いじめを行った児童生徒への

指導又はその保護者に対する助言、犯罪行為として扱われるべき事案と認める

場合の所轄警察署との連携。 

 

  （４）懲戒、出席停止制度の適切な運用等。 

 

４ 重大事態への対処 

  （１）重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに適切

な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。 

 

  （２）（１）の調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報

を適切に提供する。 

 

  （３）教育委員会を通じて地方公共団体の長に対する重大事態が発生した旨の報告、

地方公共団体の長による再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講じる。 

 

 

Ⅱ 基本的方向性 

 １ いじめの防止等に関する基本方針 

   ☞☞☞ 「いじめはどの学校でも、どの教室でも、どの子どもにも起こり得る」と

いう認識の上に組織的に立つ。 

 （１）いじめは人権侵害・犯罪行為であり、未然防止に努め、「いじめを絶対に許さない」 

学校をつくる。 

 （２）いじめられている子どもの立場に立ち、最後まで絶対に守り通す。 

 （３）いじめを行う子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を徹底する。 

 （４）アンケートや PTA 等の場を通じてなど、日常的に保護者からの情報や声を把握す

るとともに、保護者及び関係機関との連携を深めるよう努める。 

 

 ２ 未然防止に向けて 

   ☞☞☞ 学校は子どもの現実から深く学び、人権教育の日常化を具現化する教育活 

動を展開することにより、人権尊重の精神がみなぎる環境づくりに努める。 



＜※資料１：「同和教育を実践してきた時代」から大切にする人権教育の４つの側面、５つの原則＞ 

 （１）子どもがいじめの問題を自分のこととして考え、自ら行動できる集団づくりを推

進する。 

 （２）道徳、特別活動等を通して規範意識や生命の尊重、他者への思いやり等について

学習を深める。 

 （３）教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することのないよう、常に指導者とし

ての自己変革に努めることにより、子どもと教職員の信頼関係の増幅に努める。 

（４）常に最悪のケースを想定しながらいじめの問題への取組を点検し、改善・充実を

図る。 

（５）教職員研修の充実、いじめ相談体制の整備、相談窓口の周知徹底を図る。 

（６）保護者・地域住民・関係機関との日常的な連携を深める。 

 

３ 早期発見に向けて 

  ☞☞☞ いじめは大人の目の届かない所で発生するとの認識に立ち、学校が家庭、地

域等と連携して細心の注意を払って、組織的な実態把握に努める。 

 （１）子どもの声に耳を傾け、表情や行動を注視する。 

    【学期ごとのアンケート調査、面談、ノート点検等】 

 （２）保護者と情報を共有する。 

    【家庭訪問、電話連絡、連絡帳、PTA 等の場】 

 （３）地域や関係機関と日常的に連携する。 

    【学校公開、学校評議員の意見聴取、教育支援センター「かじか」訪問等】 

 

４ 早期解消に向けて 

  ☞☞☞ 詳細な事実確認に基づき、迅速・適切に関係する子ども及び保護者が納得で

きる情報及び取組の共有が図れる初動対応に全力を尽くす。 

 （１）いじめられている子どもや保護者の不安や悩みに寄り添い、詳細な事実確認を行 

う。 

 （２）運営委員会並びに生徒指導担当者等、関係主任等の取組を機能化し、学校全体で

組織的な情報共有と解消に向けた取組を推進する。 

 （３）校長は事実に基づき、子ども及び保護者に対し説明責任を果たす。 

 （４）いじめを行う子どもには、行為の重大さを理解させるとともに、反省、謝罪を含

めた教育指導を徹底する。 

 （５）法を犯すと認められる行為に対しては、スクールサポーター、警察等に相談し、

協力を求める。 

 （６）必要に応じて、県教委が設置している「いじめ問題解決支援チーム」の活用を図

る。 



 （７）いじめが解消した後も、関係する保護者と継続的に連絡をとり、その後の情報を

共有するとともに、いじめられた子どもの見守りと支援を継続する。 

  

 

 

 

Ⅲ 教育委員会の取組 

 １ 学校を支援するための取組 

 （１）相談体制の整備 

   ①スクールカウンセラー連絡協議会の実施 

     全中学校及び小学校へ配置されたスクールカウンセラーによる連絡協議会を実

施し、スクールカウンセラースーパーバイザーの指導を受け、カウンセリングマ

インドの学校内への普及と資質の向上を図る。 

 

   ②いじめ専用相談窓口の設置 

     教育委員会内に設置したいじめ専用相談ダイヤル及び豊後大野市教育支援セン

ター「かじか」を相談窓口として、保護者等からの相談の受付け、必要な措置を

講じる。 

 

   ③スクールソーシャルワーカーの配置 

     豊後大野市教育支援センター「かじか」内にスクールソーシャルワーカーを配

置し、必要な関係機関との連携を支援しながら問題の解決に当たる。 

 

 （２）実態把握と指導の充実 

   ①いじめ解消に向けた取組報告書の作成・活用 

     教育委員会独自のいじめ問題の発生と経過等に係る様式を作成し、当該学校か

らの報告を「いじめが解消した」と認められるまで、継続的に求めることにより、

教育委員会による指導の充実に資する。 

     また、毎年市内全保護者宛てに周知に資するリーフレット配布。 

    ＜※資料２：市教委いじめ解消に向けた取組報告書＞ 

 

   ②豊後大野市教育支援センター「かじか」学校訪問 

     毎年１学期及び必要と認める時期に、教育委員会、「かじか」、福祉事務所が連

携した全小・中学校訪問を実施し、問題の早期発見と関係機関の窓口周知を実施。 

 

 （３）県教委との連携 

★危機管理の さ・し・す・せ・そ 

さ（最悪を思い）・し（慎重に）・す（素早く）・せ（誠意をもって）・そ（組織的に） 



   ①教職員研修の充実 

     県教委と連携した、いじめの未然防止等に関する生徒指導担当者研修及び人権

教育主任研修を実施。 

 

   ②いじめ問題解決支援チームの活用 

深刻な事案については、必要に応じ、県教委が設置している「いじめ問題解決

支援チーム」を活用した取組を推進、その他、日常的な県教委との情報共有。 

 

２ 保護者を支援するための取組 

   ①相談窓口の周知・徹底 

     いじめ専用相談ダイヤル（教育委員会直通）及び教育支援センター「かじか」

のいじめ相談窓口について、リーフレットにて周知を図る。 

 

   ②市スクールソーシャルワーカー等の派遣 

     要望に応じて市スクールソーシャルワーカー等を派遣し、相談活動や関係機関

との連携を促進する。 

 

   ③広報紙等による情報提供 

     県教委や各種団体の広報紙、リーフレットの配布を通した、情報提供を推進。 

 

３ 学校での「いじめ対策委員会」の設置と重大事態への対処 

  ☞☞☞ 複数の教職員、心理、福祉等の専門的知識を有する者その他の関係者より構 

成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 

 （１）いじめ対策委員会の設置 

 

 

 

※学校の規模や実情に応じて、いじめの防止等に関する措置を実効的な（実際に効力が 

現れる）ものとなるよう構成し、いじめの防止や対応に係る本部とする。 

○複数の教職員 

⇒⇒⇒ 管理職・教務主任・生徒指導担当者・学年主任等 

○心理・福祉等の専門的知識を有する者 

⇒⇒⇒ スクールカウンセラー・市福祉事務所 家庭 児童相談員・市スクールソー

シャルワーカー 

 ○その他の関係者 

   ⇒⇒⇒ 校長が必要と認める者 

○○学校いじめ対策委員会（例 



 （２）重大事態への対処 

  ①学校は、次に掲げる重大事態に対処し、同様の事態の発生の防止に資するため、

設置した組織の下、質問票（アンケート）の使用その他適切な方法により、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。 

 

    ★いじめにより児童生徒の生命、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。 

    ★いじめにより児童生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている   

     と認めるとき。 

 

   ②学校は、①の調査を行った時は、当該調査に係る児童生徒及びその保護者に対

し、当該重大事態の事実関係等、その他必要な情報を適切に提供する。 

 

   ③学校は、①及び②に掲げる取組を実施するに当たっては、教育委員会による指

導・助言を活かす等、教育委員会との連携を密に図るものとする。 

 

   ④学校は、重大事態が発生したと認める場合には、「いじめ解消に向けた取組報告

書」をもって、重大事態が発生した旨を、教育委員会を通じて市長へ報告しな

ければならない。 

 

     ※報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処、又は当該重大事 

      態と同様の事態の発生の防止のため必要があると認める時は、付属機関を

設けて調査を行う等の方法により、事実関係等に係る再調査を行うことが

できる。 

     ※市長は、上記の調査を行った時は、その結果を議会に報告しなければなら

ない。 

 

   ＜※資料３：重大事態への対処＞ 

 

４ その他 

   この基本方針については、今後その取組内容を勘案し、必要があると認めるとき 

は、検討を加えるものとする。 

 

 

 

 



Ⅳ 資料 

＜※資料１：「同和教育を実践してきた時代」から大切にする人権教育の４つの側面、５つの原則＞ 

 

【第１の側面】  人権としての教育（education  as  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 教育が受けられることが保障されていること。自分の力が発揮できる

条件や環境の保障もこれに含まれる。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         日々の授業における基礎・基本の学力を保障。主体的に生きてはたら

く力を培う等、「学習の質」を創り出すこと。更には子どもたちの確か

な未来につながる進路保障がされること。 

 

【第２の側面】  人権についての教育（education  about  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 人権についての基本的な考え方、実現されるための機構・方法、様々

な人権侵害の事実と課題克服の取組みについて学習すること。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         様々な人権問題に対して科学的な認識を培うため必要な知識を伝える

教育、またあらゆる人権問題について、学習者自身が参加・発見し、

課題を共有できる主体的な「学び」を行い、差別を見抜き、許さず、

自ら差別を解消していこうとする意欲と実践力を培う。 

 

【第３の側面】  人権を通じての教育 

（education  in  or  through  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 教育のあらゆる機会や場面において、教育に参加する全ての人たちの

人権が尊重される環境と雰囲気がつくられていること。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         全ての人たちが、排除や無視、虐待等人間関係が阻害されることなく、

一人ひとりのもつ多様な個性が丸ごと受け容れられる場をつくる。 

 

【第４の側面】  人権のための（をめざす）教育 

（education  for  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 上記３つを包括した上位概念であり、何のための人権教育か、という

目的が明確であること。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         全ての教育活動において、「人権確立」「めざす子ども像」等、明確な

目的を持ち、実践すること。 



 

 

 

１ 部落差別の現実から深く学ぶ 

  部落問題の知識や差別のおかしさに対する観念的理解ではなく、教職員等が自ら現実

に触れる中で学んだことを教育活動に還元していくことです。部落問題学習等を通じて、

子どもたちの部落問題認識を確かなものにする等の取組みも、厳しい立場に立つ子ども

を中心とした教育活動も、現実からの出発でした。まさに同和教育は「結果に対する対

策から原因解消への取組み」に深化させてきたのです。 

 

２ 教職員・指導者の自己変革を大切にすること 

  教育の中にある差別性とそれを支えている自らを、繰り返し問い直していくことから

自己変革を図ってきました。そうした個々の取組みが学校総体の変革につながり、人権

文化が学校文化として根付くことにつながりました。 

 

３ 差別と自己とのかかわりを大切にすること 

  差別は、差別される側のみならず差別する側の生き方や暮らしをも縛っています。そ

して、一人の人間の中にも差別・被差別の両面を持ち合わせていることも現実です。こ

うした現実を踏まえ、差別問題と自分自身がどのようにかかわっているのかをとらえる

ことを大切にしてきました。 

 

４ 被差別の立場の子どもを中心とする仲間づくり 

  一人の子どもを見失わずに生活を綴り、語り合う事を通しての仲間づくりは、同和教

育をすすめる根本的原則として取組まれてきました。仲間づくりは目的ではなく、それ

を通じて教育内容の創造や進路・学力保障へつながっていきました。 

 

５ 教育条件の整備 

  教育の内容としてのソフト面とともに、ハード面とも言える教育に関わる諸条件整備

も、必要とされ行われてきました。教科書無償制度、奨学金制度、同和教育推進教員配

置等は、子どもたちの現実や親たちの願いから生まれたものです。「差別の悪循環を絶つ」

という視点での低学力克服の取組み等も、地域の子ども会活動と連動して行われてきま

した。 

   

 

 



＜※資料２：市教委いじめ解消に向けた取組報告書＞ 

  

１ いじめの概要 

  学 校 名   豊後大野市立      学校 

被害側の児童生徒名   年  組 

氏 名 
担任名  

いじめの状況  

 

 

 

 

 

２ 解消に向けた取組状況 

日時【月・日（曜）】  学校の対応者 取組内容 

【加害、被害側への指導・支援や家庭訪問等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３ 報告日における解消状況 ※「解消」「継続指導中」はいずれかに○ 

 

 

 

 

                   以上報告致します。 

解消    継続指導中        報告日：平成  年  月  日 

 

校長名：          公印 



＜資料３ 重大事態への対処＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の設置者（教育委員会）が調査の主体を判断します 

 

○ 従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴え等を踏まえ、

学校主体の調査では、縦断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教育委員会が判断した場合。 

○ 学校の教育活動に支障が生ずるおそれがある場合など。 

⇒教育委員会にて調査を実施 

 

 

 豊後大野市いじめ防止対策委員会の設置 

   ３項に記す重大事態が発生した場合には、事実関係を明確にするための調査を実施

することが求められるが、調査の主体を学校にするか、学校の設置者にするのか、の

判断は学校の設置者である教育委員会が判断、決定する。 

 

（１）学校が調査主体の場合 

  ①学校の下に重大事態の調査組織を置く。 

・組織の構成については、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

確保に努める。 

いじめ防止対策推進法 第２８条 

   学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には（以下「重大事態」と

いう）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やか

に当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他適

切な方法により、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。 

  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、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 

  （※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態である旨の申立てがあったとき） 

 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項による調査を行った時は、当該調査に 

係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するもの 

とする。 



  ②組織の下で、事実関係を明確にする調査を実施する。 

   ・いじめ行為の事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。その際、因果関係の特

定を急ぐのではなく、客観的事実関係を速やかに明らかにする。 

 

  ③被害児童生徒及びその保護者へ情報を適切に提供する。 

   ・得られたアンケート等の結果は、被害児童生徒及びその保護者へ提供する場合が

あることを念頭に置き、調査に先立ち、児童生徒や保護者へその旨を周知する等

の配慮が必要。 

 

  ④調査結果を学校の設置者（教育委員会）へ報告する。 

   ・被害児童生徒及び保護者が希望する場合には、被害児童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、調査結果に添える。 

  ⑤調査結果を踏まえた必要な措置 

 

 

（２）学校の設置者（教育委員会）が調査主体の場合 

  ◎設置者の下に重大事態の調査組織を設置する。 

     組織の構成については、弁護士、精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門的

知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害

関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性の確

保に努める。 

     豊後大野市いじめ防止対策委員会は、以下の委員により構成する。 

 

 

 

 

① 外部委員：（臨床心理士等） 

 

      ②豊後大野市スクールソーシャルワーカー（外部委員） 

        ※児童生徒をとり巻く環境（福祉分野・教育分野）へのはたらきかけ、

そのための関係機関との連携構築の専門性を有する。 

       

      ③豊後大野市福祉事務所家庭・児童相談員（外部委員） 

        ※児童生徒及び保護者に対する相談・支援に係る見識、専門的ノウハウ

を有する。 

 

 



      ④当該学校 校長 

※従前の経緯の把握及び当該調査に対する協力その後の措置の実施が必

要なため参加。 

 

      ⑤当該学校 スクールカウンセラー 

        ※心理・カウンセリングに係る専門性を有し、当該児童生徒及びその保

護者に対するカウンセリングも可能であるため、必要に応じ参加。 

 

      ⑥豊後大野市教育委員会 学校教育課長 

 

      ⑦豊後大野市教育委員会 学校教育課指導主事 

 

      ※重大事態発生時には、外部委員及び教育委員会事務局が豊後大野市いじめ 

対策プロジェクトチームとして、学校いじめ対策委員会へ派遣され、豊後 

大野市いじめ対策委員会を組織し、調査、支援し解決及び苦情処理等にあ 

たる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★ 重大事態への対処の流れ 

 

            

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校にて調査 

 

学校いじめ 

対策委員会 

・校長  

・教頭 

・教務主任 

・生徒指導主事 

・養護教諭 

・SC  

・その他校長が必要

と認める者 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果を報告 

地方公共団体の長 

（市長） 

 

○必要があると認

める時は、再調査 

○再調査の結果を

議会へ報告 

◎教育委員会にて調査を実施 

（１）調査組織を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）いじめ対策プロジェクト会議で調査 

（３）被害児童等及び保護者への結果提供 

（４）結果を市長へ報告 

 

学校いじめ対策委員会 委員 

・校長 ・SC  

 

市いじめ対策プロジェクトチーム 

【外部委員】 

・臨床心理士等 

・福祉事務所家庭児童相談員 

・市スクールソーシャルワーカー 

・学校教育課長 

・指導主事 

派 遣 

市いじめ防止対策委員会 

調査の主体を教育委員会が判断 報告（市いじめに係る取組報告書） 

報告 報告 


