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はじめに 

いじめは、いじめを受けた児童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。 

 このたび、本町では、すべての子どもの健全育成及びいじめのない子ども社会の実現

を目指し、いじめ防止対策推進法(平成 25年法律第 71号。以下「法」という。)の趣旨

を踏まえ、国の「いじめの防止等のための基本的な方針（以下「国基本方針」という。）」

及び県の「岩手県いじめ防止等のための基本的な方針（以下「県基本方針」という。）」

を参酌し、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「紫波町い

じめ防止等のための基本的な方針（以下「町基本方針」という。）」を策定する。 

 

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な考え方 

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

  いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全て 

の児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学

校の内外を問わず、いじめがなくなることを目指して行われなければならない。 

また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがな 

いよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童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ことについて、児童生徒が十分に理解できるよう 

にしなければならない。 

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護す 

ることが特に重要であることを認識しつつ、町、学校、家庭、地域その他の関係者の 

連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

 

２ いじめの定義 

(定義) 

法第２条 この法律において「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。 

こ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、被害者感情に寄り添うなど、いじめられた児童生徒

の心情に共感し、その立場に立って行うことが必要である。 

 

３ いじめの防止等に向けた方針 

町、学校、家庭や地域、関係機関等は、相互に連携を図り、町全体でいじめ防止等
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の取組を推進し、子どもの健やかな成長を支えるものとする。 

(１) 町 

① 町基本方針を定め、これに基づき、いじめの防止や解決に向けた施策を総合 

的に策定し、実施する。 

  ② いじめの早期発見・早期対応その他いじめの防止、いじめを受けた子どもの 

支援、いじめを行った者等への適切な指導を速やかに行うため、いじめに関す 

る相談体制の充実、学校、家庭や地域、関係機関等との連携の強化や必要な体 

制の整備に努める。 

  ③ 学校におけるいじめの実態の把握を行い、いじめに関する報告を受けたとき 

は、適切かつ迅速にいじめを解決するための措置を講じ、再発防止に努める。 

④ いじめ防止に向けて、町民に向けて広く啓発活動を行う。 

(２) 学校 

① 自校におけるいじめ防止等の取組についての基本的な方向、取組の内容等を 

示した「学校いじめ防止基本方針」を定めるとともに、「いじめの防止等のため 

の組織」を設置する。 

② いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを全職員で強く意 

識し、保護者や地域、関係機関と連携を図りながら、未然防止と早期発見・早 

期解決に努める。 

③ 子どもや保護者に対し、相談窓口を明示するとともに、定期的なアンケート 

や個別面談などにより、児童生徒の状況の把握に努める。 

(３) 家庭や地域 

① どの子どもも、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを理解し、子ど 

もの様子の変化を注意して見守るとともに、相談等があった場合は、速やかに 

学校や関係機関に連絡し、協力して解決に向けて取り組む。 

② 普段から地域の中で情報共有に努め、いじめを発見した場合やいじめにかかわ 

る情報等を得た場合には、速やかに学校や関係機関に連絡し、協力して解決に向 

けて取り組む。 

(４) 関係機関等 

子どもの健全育成に関わる関係機関等は、その役割を認識し、学校等と相互に 

連携しながら、いじめの防止と早期対応に努める。 

 

第２ 町が実施する施策 

１ 「紫波町いじめ問題対策連絡協議会」の設置 

町は、「紫波町いじめ問題対策連絡協議会（以下「町連絡協議会」という。）」を

設置することとし、その構成員は、町立学校、町教育委員会、町関係行政機関、保護

者代表、外部専門機関等とする。 
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２ 町教育委員会の調査機関の設置 

町教育委員会は、町基本方針に基づくいじめ防止等の対策を実効的に行うため、そ

の必要性が認められる場合、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、

公平性、中立性を確保した調査機関を設置する。 

調査機関の主な機能については、以下のとおりである。 

  (１) 町立学校におけるいじめに関する通報や相談を受け、第三者機関として当事

者間の関係を調整するなどして問題の解決を図る。 

(２) 町立学校におけるいじめの事案について、設置者である町教育委員会が、設 

置する学校からいじめの報告を受け、自ら調査を行う必要がある場合に当該組 

織を活用する。 

 

３ いじめの防止等に関する取組 

(１) いじめの防止及び早期発見 

① 町連絡協議会を開催し、町内のいじめ問題の状況と、その対応方法、未然防止 

策等について協議し、町のいじめ問題対策の充実を図る。 

 ② 町立学校児童生徒に対する心理検査を年２回実施し、いじめの防止及び早期発 

見に努め、学校のいじめ問題への早期対応を支援していく。 

③ 自己有用感や充実感を感じることができる学級経営の向上を図るための教員 

研修を推進し、児童生徒一人ひとりが充実した学校生活を実現する。 

④ 教職員に対し、いじめの防止等に関する研修（インターネットを通じて行われ 

るいじめ問題への対応を含む。）の実施や指導主事及び教育相談員の学校訪問指

導等、資質能力の向上に必要な措置を講ずる。 

  ⑤ いじめに関する通報及び相談窓口として、町教育研究所「ふれあい相談電話」 

をいじめ相談の窓口とし、周知を図り、広く相談体制の整備と充実を図る。 

  ⑥ 教育振興運動を通じて、学校・家庭・地域等が一体となった児童生徒の健全育 

成に努める。 

(２) いじめへの対処 

  ① 学校からいじめの報告を受けた場合は、各校の「いじめの防止等の対策のため 

の組織」を活用し、被害児童生徒を守ることを優先して迅速に対応するよう指

導・助言を行うとともに、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行う。 

  ② 学校におけるいじめに関する通報や相談を受け、当事者間の関係を調整して問 

題の解決を図る必要がある場合や、町教育委員会が対応を図る必要があると判断 

される場合は、関係機関（警察・児童相談所・医療機関等）と連携を図りながら 

問題の解決に向けて取り組む。 

 (３) 再発防止 
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① いじめに対する措置後も、当該児童生徒の学校生活が充実したものとなるよう、 

学校の取組を継続的に支援し、必要に応じて関係機関と連携しながら対応を図る。 

② いじめの再発防止のため、町連絡協議会での協議や学校の取組の実態等を基に 

しながら、いじめの防止等に関する取組の見直しを図る。 

 

第３ 学校におけるいじめの防止等に関する取組 

１ 学校いじめ防止基本方針の策定 

各学校は、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめ防止等のための対策に

関する基本的な方針を定めるものとする。その際、国基本方針、県及び町の基本方針

を参酌して、自らの学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについて

の基本的な方向や、取組の内容等を学校いじめ防止基本方針として定める。 

学校いじめ防止基本方針には、例えば、いじめの防止のための取組、早期発見・早

期対応の在り方、教育相談体制、生徒指導体制の充実、校内研修等を定めるとともに、

いじめの防止やいじめの早期発見、いじめへの対処などいじめの防止等全体に係る内

容を示すこととする。 

また、策定した学校いじめ防止基本方針については、学校のホームページなどで公

開し、保護者、地域の理解と協力が得られる体制づくりに努める。 

 

２ 学校におけるいじめの防止等のための組織の設置 

学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、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により構成される「い

じめの防止等の対策のための組織」を設置する。 

当該組織の構成員は、管理職や主幹教諭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、学

級担任や部活動指導に関わる教職員などから、組織的対応の中核として機能するよう

な体制を、学校の実情に応じて決定する。これに加え、個々のいじめの防止・早期発

見・対処に当たって関係の深い教職員を追加するようにするなど、柔軟な組織とする。

また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者、学

校評議員、民生委員など外部専門家等が参加しながら対応することも考慮する。 

  当該組織は、いじめの防止・早期発見・早期対応等学校が組織的にいじめの問題に

取り組むに当たって中核となる役割を担う者であり、次のような役割が考えられる。 

(１) 学校いじめ防止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を

行い、実行の中核となること。 

(２) いじめの相談・通報の窓口となること。 

(３) いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と 

記録、共有を図ること。 

(４) いじめの疑いに関する情報があった場合は、緊急会議を開き、いじめの情報 
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の迅速な共有、関係のある児童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こと。 

 

３ 学校におけるいじめの防止等に関する取組 

(１) いじめの防止 

① いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童生徒を対 

象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。 

  ② 未然防止の基本として、児童生徒の「居場所づくり」や「絆づくり」を重視し、 

児童生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、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を行うこと 

を大切にする。 

(２) いじめの早期発見 

① いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあい 

を装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるこ 

とが多いことを全教職員で認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないか 

との疑いを持って積極的に認知する。 

② 管理職、主幹教諭、生徒指導主事、学級担任等の役割を明確にしながら、日常 

的な児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信 

号を見逃さないようアンテナを高く保つよう努める。 

③ 定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴え 

やすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

 (３) いじめに対する措置 

① いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに対応し、被害児童生徒を守り通 

すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、 

教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。 

  ② 対応については、特定の教職員で抱え込まず、「いじめの防止等のための組織」 

を中心に活用し、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と

の連携の下で取り組む。 

 

第４ 重大事態への対処 

１ 町教育委員会又は学校による調査 

(１) 重大事態の意味について 

法第28条第１項第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当するものと 

しては、いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。 

例えば、次のケースが想定される。 

①児童生徒が自殺を企図した場合 
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②身体に重大な傷害を負った場合 

③金品等に重大な被害を被った場合 

④精神性の疾患を発症した場合 

同項第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえることとするが、 

児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、町教育委員会又は学 

校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。 

また、児童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。 

(２) 重大事態の報告 

学校は、重大事態が発生した場合、町教育委員会に報告し、町教育委員会は重大

事態の発生を町長に報告する。 

(３) 調査の趣旨及び調査主体について 

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 

するために行うものである。 

町教育委員会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかに

ついて判断する。 

(４) 調査を行うための組織について 

町教育委員会は、その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に

係る調査を行うため、速やかに、その下に組織を設ける。その場合、構成員の中に、

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者がいれ

ば、その者を除いた専門的知識及び経験を有する第三者等の参加を図ることにより、

当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。 

また、学校が調査の主体となる場合、調査の迅速化を図るため、各学校の既存の 

「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性質に応じ 

て適切な専門家を加えるなどの方法により調査を実施する。 

(５) 調査の内容 

重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、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や児童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、

可能な限り網羅的に明確にする調査を行う。 

 

２ 調査結果の提供及び報告 

(１) いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する適切な情報提供 

町教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査 

により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童生徒やその保護者に
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対して説明する。 

(２) 調査結果の報告 

調査結果については、学校は町教育委員会に報告し、町教育委員会は町長に報告 

する。 

 

３ 調査結果の報告を受けた町長による再調査及び措置 

(１) 再調査 

上記２（２）の報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該 

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第28条第

１項の規定による調査の結果について調査（以下「再調査」という。）を行うこと

ができる。 

再調査に当たっては、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の

専門的な知識又は経験を有する者のうち、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者でない者（第三者）が調査に参加するなど、当該

調査の公平性・中立性を図るよう努める。 

(２) 再調査の結果を踏まえた措置等 

町長及び町教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、

当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ために必要な措置を講ずる。 

 

第５ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

１ 町基本方針の見直しの検討 

町基本方針の策定から３年の経過を目途として点検を行い、実効的な方針となるよ

う見直しを行う。 

 

２ 県教育委員会との連携 

町立学校で発生した重大事態等で、当該学校及び町教育委員会だけでは解決が困難

な事案が発生した場合は、県教育委員会に対し、外部の専門家からなる支援チームの

派遣要請を行う。 


