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屯田北中学校のいじめに対する取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『いじめ』がおこるまえに 

【未然防止の取組】 

・生徒会、委員会におけるいじめ防止

の「標語づくり」を行う。 

・いじめが許されない姿勢、環境作り

をする。 

・ピア･サポートを生かした人間関係づ

くりをする。 

・情報モラルの学習を企画し行う。 

・道徳を通じての「いじめられている

生徒」の「気持ちの理解」をする。 

『いじめ』がおこってしまったら 

【早期発見】 

・教員のいち早く「いじめ」を発見す

る努力をする。 

［様子と変化の観察］ 

・教員の情報の共有を図る。 

・教員のアンケートなどを利用しての

状況把握を行う。 

【早期対応】 

・速やかにかつ組織として対応する。 

・事実関係の確認を正確に行う。 

・いじめを受けた生徒の安全確保をす

る。 

・被害生徒、加害生徒への支援を行う。 

『いじめ』が解決しても 

【再発防止】 

・保護者への説明をする。 

・再発防止への協力を要請する。 

・今後の対応を適切に行えるよう協力

を要請する。 

・解決したと思われた後も生徒の様子

を把握し支援を行う。 

◎本校生徒一人一人がいじめ問題について

考え、生徒会や委員会活動等において「標

語づくり」に取り組むなど、全員が自分

の意見等を発信する場を設ける。 

○学校は生徒に対して「いじめは絶対に許

さない」「いじめられている立場に立って

考える」という姿勢の下、生徒の発育段

階の応じた指導を行う。 

○上記の姿勢を明確に生徒に伝え、安心し

て生活できる環境作りを行う。 

◎「いじめはどの子にもどこの学校でも起り

うる」「いじめは見つけにくい」という認識

を持って、生徒を細やかに観察し、生徒が

発する小さなサインや不安、悩みにいち早

く気付く努力をする。 

◎年に複数回アンケート調査や教育相談など

を実施し、定期的に生徒の状況を把握する。 

 

○いじめへの対応や取組について、生徒や保護

者はもちろん、地域の方にも知ってもらう。

（学校だより、ホームページ、保護者会） 

○健全育成推進会などとタイアップして地域も

含めて生徒を見守っていく。 

○生徒や保護者がいつでも相談できる体制づく

りを行う。 

 

※いじめ基本方針は毎年点検･評価を行い、より

よいものになるように検証を続けていく。 



 

 組織的ないじめ対応の流れ 

             札幌市立屯田北中学校 

  

 

 

 

いじめの情報の把握 

・全職員で生徒に関わり、登校観察などから情報を得る。 

・変化に気づいたら「たいしたことない」と思わずに、学年代表や生徒指導担当に報告、

全教職員で情報を共有する。 

・アンケート調査や教育相談を計画的に実施する。 

正確な事実確認 

・いじめ行為は即その場で指導

する。 

・生徒、保護者、地域等からの

いじめ情報、苦情、相談を受け

たときには真摯に傾聴し対応

する。 

・周囲の生徒を含め関係する生

徒から速やかにかつ正確に聞

取りを行う。 

・同時刻、個別の聞取りとそれ

の記録化。情報を一カ所に集め

て情報を整理する。 

・学年代表や生活担当、生徒指

導部から教頭、校長に報告す

る。 

チームづくり 

指導方針の決定 

・生徒指導委員会の招集と、

役割分担をする。 

・委員会の中で指導、支援の

方針を決定する。 

・全教職員でいじめの事実に

ついて共通理解を図る。 

・教育委員会や関係機関と連

携をとる。 

生徒への指導・支援 

・被害の生徒に寄り添い心の

ケアに努める。被害生徒の安

全確保のため休み時間なども

見守りを行う。 

・加害生徒には、いじめは人

格を傷つける行為であること

を理解させるとともに、いじ

めに向かわせない心を育て

る。 

再発防止 

・指導、支援体制に修

正を加え同じようなこ

とが繰り返されないよ

うにする。 

・被害生徒とその保護

者の了承を得た上で、

再発防止のための学級

指導、学年指導を行う。 

・同様のいじめが発生

しないようにピア･サ

ポートをはじめとした

認め合う人間関係の集

団づくりを進める。 
保護者との連携 

・保護者と会って、事実関係をその日のうちに正確に伝える。 

・いじめの背景を共有し再発防止への協力を要請する。 



札幌市立屯田北中学校いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法第 13 条に基づき、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。

はじめに

いじめは、いじめを受けた子どもの権利を著しく侵害し、その心身の健全な育成に重大

な影響を与え、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。屯田

北中学校に通う全ての生徒が安心・安全に生活を送ることができるようにこの「いじめ防

止基本方針」を定めるものである。

いじめの定義

「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）

１，子どもの権利の理念を踏まえた児童生徒の主体的な取組

（１）生徒の意見を大切にする取組を行う

◎本校生徒一人一人がいじめ問題について考え、生徒会や委員会活動等において「標

語づくり」等に取り組むなど、全員が自分の意見等を発信する場を設ける。

（２）学校は生徒が安心して生活できる環境作りを行う

○学校は生徒に対して「いじめは絶対に許さない」「いじめられている立場に立っ

て考える」という姿勢の下、生徒の発達段階に応じて適切に指導する。

○「いじめは絶対に許さない」「いじめられている立場に立って考える」という学

校の姿勢を明確に生徒に伝え、安心して生活できる環境作りを行う。

２，いじめの未然防止のための取組

（１）「いじめ」についての理解を深める

○教職員と生徒は、常日頃から「いじめとは何か」について、認識を共有し、

「いじめは絶対に許されない」という雰囲気作りを行う。

○教職員は生徒が「いじめていたという認識はなかった」ということのないよう、

「してはいけないこと」を具体的に意識付けをしていく努力をしていく。

（２）いじめられている生徒の気持ちを理解する

○道徳の時間や特活などで、いじめられている生徒の気持ちを理解できる「心」を

育てていくとともに、その気持ちを理解することで、いじめを許さない風土を作

る。

○いじめられている生徒は一人で悩みを抱え、そのためにいじめが深刻化する場合



があるので、誰かに相談することの大切さを日頃から生徒に伝え、相談しやすい

雰囲気を作る。

（３）いじめている生徒の指導や支援もきめ細やかに行う

○いじめられている生徒ばかりではなく、いじめた側の生徒や保護者、周辺の教職

員や生徒からも話を聞き、背景を丁寧に把握して個に応じた指導をしていく。

（４）豊かな心を育てる取組をする

○道徳教育などの心の教育を通して、優しさや思いやりの心を育てていく。

◎ピア･サポート等の活動を通して、人間関係の基本的なコミュニケーションスキ

ルを身に付け、心が通い合う人間関係を築く素地や心を育てていく。

○日常の場面でその機を逃さず、一人一人の「違い」や「存在」を理解し、互いを

認め合える態度や能力、資質を育てていく。

○委員会や生徒会、学級活動を通して、生徒が主体的に活動することによって、一

人一人が仲間や大人から認められている、大事にされているというということ（自

己有用感）を感得できる機会や場、時間などを工夫する。

◎生徒及び保護者対象の情報モラル研修会を実施する。

◎ 9 月の「子どもの命の大切さを見つめ直す月間」に講演会を企画し、命の大切さ

について考えさせるとともに、その感想を活かした「いじめ撲滅メッセージづく

り」を行う。

３，いじめの早期発見・早期対応のための指針

（１）早期発見について

◎「いじめはどの子にもどこの学校でも起こりうる」「いじめは見つけにくい」と

いう認識を持って、生徒を細やかに観察し、生徒が発する小さなサインや不安、

悩みにいち早く気づく努力をする。

○声をかけた生徒の反応が「大丈夫」というものであっても、他の教職員等と情報

を共有して対応していく。

○日常から教職員全体で生徒に関する情報を共有する。また家庭からの情報を集め、

協力等についても保護者にお願いする。

◎年に複数回アンケートや教育相談などを実施し、定期的に生徒の状況を把握する。

（２）早期対応、いじめに対する措置について

◎いじめを認知した場合、原則として以下の対応を速やかに行う。但し、これは原

則であり、子どもの心理等の状況に応じて判断することとする。

１）速やかにかつ組織として対応する

・いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは教職員一人一人の責務と役割を

果たし速やかに組織として対応する。

・いじめに関わる情報があったときは緊急に「生徒指導委員会」を開催し情報の迅

速な共有、事実関係の聴取を行う。さらにそれを踏まえて指導や支援体制、対応

方針を決定し、関係する保護者と連携した適切な対応を検討する。

・「生徒指導委員会」開催後、学校の対応等については家庭訪問等により事実関係

をいじめられた生徒の保護者に迅速に伝えるものとする。



・学校から教育委員会へ、いじめの発生及び対応について適宜報告するとともに、

対応について助言を得る。

２）いじめを受けたとされる生徒やいじめを知らせてきた生徒の安心と安全を保証

する

・生徒に「あなたが悪いのではない」「絶対に守り通す」ということをしっかりと

伝え、心のケアに努める。

・登下校時、休み時間、放課後等にも見守り等を行い、生徒の安全確保に努め生徒

自身とその保護者にもそのことを伝える。

３）再発防止に向けた対応

・事実関係に基づいて保護者へ説明を行い、再発防止への協力をお願いする。

・いじめた生徒の保護者にも事実関係を正確に伝えた上で、被害家庭への謝罪など

今後の対応を適切に行えるよう、協力をお願いする。

・いじめが解決したと思われた後も、生徒の様子を把握し、必要な支援を行う。

４，子どもや保護者がいつでも相談できる教育相談体制づくり

○生徒や保護者が不安や悩みを気軽に相談できるよう、困ったときの相談者や相談

窓口を複数認識してもらう努力をする。

○スクールカウンセラーを活用した教育相談体制をより推進する。

○教職員一人一人が、悩んでいる生徒に気づいて、声かけをし、話をよく聞いてい

つでも相談できるという雰囲気作りをする。

５，生徒指導体制、校内研修の充実

○いじめを未然に防止する取組を重点的に行う。そのために教職員間で情報を共有

する研修や、いじめに関わる研修を行い技能や感性の向上を図る。

６，基本方針の定期的な点検・評価

※「札幌市立屯田北中学校いじめ防止基本方針」について必ず毎年度末に点検・評

価を行い、よりよいものとなるように検証していくこととする。

７,いじめ防止対策に当たっての児童生徒、保護者、地域関係者の参画

◎学校だより、ホームページ、保護者集会等でこの内容について周知する。

○日常的に保護者と連携を図り、信頼関係を構築していく努力をしていく。

○保護者アンケートなどを利用し、保護者の考えを把握して学校の教育活動に生か

していく努力をしていく。

○屯田北中学校区青少年健全育成推進会などを利用して、地域といじめなどの子ど

もの状況について共有し、地域と一緒に見守りや声かけなど、いじめ防止に向け

た取組を工夫していく。

○いじめ防止対策について、生徒会役員等から意見を聞く機会を設け生徒の主体的

な考えを反映させる。

○ LINE の仲間外し等、ケータイ、スマートフォンの使わせ方について保護者とも

連携した指導の仕方を工夫する。



札幌市立屯田北中学校いじめ防止基本方針の作成に向けて

【本校生徒の実態】

●生徒数 840 名を超える大規模の学校である。屯田地区にある小学校 4 校全てから本校に

入学してくる。落ち着いた学校生活を送る生徒が大多数である。

●自己肯定感は比較的高く、素直だが幼い言動が多く見られる。

●学習には前向きに取り組もうとするが、成果が上がらず、伸び悩んでいる生徒が多い。

●家庭環境が不安定で不登校になる生徒が徐々に増えてきている。

【本校いじめの実態】

●担任や教科担任、学年の教師団と生徒との関係は比較的良好である。悩みや困っている

ことをすんなりと話せる生徒と教師の関係がある。しかし、年数回行ういじめのアンケー

トにおいて、数件のいじめの事例が明らかになる。「いじめはどの子にもどの学校でも起

こりうる」「いじめは見つけにくい」という意識を持っていじめに対していち早く気づく

努力を継続していくことが重要である。

●ラインでの仲間外しや、陰で集団による冷やかしなどの事例があった。

【平成27年度本校のいじめ対応の重点的な取組】

重点的な取組 行動計画・行動目標 対応部署

◎生徒の主体的な取組 ・講演を聴いたり学習したりする 生徒会指導部

中で、生徒一人一人がいじめ問題 （生徒会事務局

について考え、生徒会や委員会活 ・生活委員会）

未 動等において、標語づくりなどす 生徒指導部

る場を設ける。

然 ○「いじめ」についての理 ・「いじめとは何か」について考 研修部

解を深める えや理解を深め「いじめは絶対に （道徳係・特活

防 許されない」という雰囲気作りを 係）

行う。

止 ・道徳や特活などで、いじめられ

ている生徒の気持ちを理解できる

「心」を育てていくとともにいじ

めを許さない風土を作る。

◎ピア･サポートを生かし ・ピア･サポート等の活動を通し 研修部

た人間関係づくり て人間関係の基本的なやりとりを （道徳係・特活

身に付け、心が通い合う人間関係 係）

を築く素地や心を育てる。



未 ◎情報モラル研修会の実施 ・教員、生徒、保護者、それぞれ 研修部

然 について対象の情報モラル研修会 （道徳係・研修

防 を実施する。 係）

止

○情報共有の取組 ・日常から PC 掲示板等を使って 生徒指導部

早 情報を共有していく。

◎生徒の様子を観察し変化 ・生徒が発する小さなサインや不 全教員

期 を読み取る 安、悩みにいち早く気づく努力を

する。

発 ◎アンケートの実施とそれ ・学校独自で行うアンケートと教 生徒指導部

に伴う教育相談の実施 育委員会による「悩みいじめ調査」 （教育相談係）

見 「アセス」を実施。それに関わっ 研修部

て教育相談も実施する。 各担任

・アンケート等にかかわらず定期

的に教育相談を実施し、早期に不

安や悩みを取り除く。

◎対応は速やかにかつ組織 ・いじめからかいなどには即その 生徒指導部

的に行う 場で指導をする。 生徒指導委員会

い ・対応は担任だけで行わず組織で

対応する。

じ ◎初期対応・事実確認を速 ・速やかに「生徒指導委員会」を 生徒指導部

やかに行い組織で対応する 開催し、迅速で正確な情報の共有、 生徒指導委員会

め 事実関係の聴取、把握を行う。そ

れを踏まえて指導や支援体制、対

へ 応方針を決定し、関係する保護者

と連携した適切な対応を検討す

の る。

◎被害生徒、加害生徒への ・被害生徒の安全確保 生徒指導部

対 対応 ・被害生徒のメンタル面でのケア 生徒指導委員会

を行い、SC などとの連携を図る。 SC

処 ・加害生徒には被害生徒の気持ち 相談支援パート

を理解させる。 ナー

・加害生徒の背後にある要因等を

理解し、継続的に支援を行う。



◎再発防止に向けた対応 ・事実関係に基づいて保護者への 生徒指導部

い 説明を行い、再発防止に向けた協 生徒指導委員会

じ 力をお願いする。

め ・加害生徒の保護者にも事実関係

へ を正確に伝えた上で、被害家庭へ

の の謝罪など、今後の対応を適切に

対 行えるように協力をお願いする。

処 ・いじめが解決したと思われた後

も、生徒の様子を把握し、必要な

支援を行う。

※他に基本方針は毎年必ず点検･評価を行いよりよいものとなるように検証をしていくこ

と。



いじめ防止対策推進法における重大事態発生後の対応 

＜学校＞ 

 

 

＜教育委員会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜市長＞ 

 

 

 

 

 

 

＜議会＞           ※市長及び教育委員会は､当該重大事態発生と同種の事態の 

                     発生防止のために必要な措置を講ずる 

                        札幌市立屯田北中学校 

重大事態の発生 

①生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い

があるとき 

②いじめにより生徒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き 

③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

申し立てがあったとき 

 重大事態発生の報告       ※調査の目的は、事実関係を明確にすること 
調査① 

※教育委員会により調査主体を判断する 

 

 

 

 

 

 

 

      ※いじめを受けた生徒及び保護者に調査結果を報告し、希

望があれば調査結果に意見書を添付して市長に報告する。 

        

         または 学校 教育委員会 

弁護士等有識者を加えた調

査組織による調査 

教育委員会の附属機関による

調査（札幌市児童等に関する重

大事態調査検討委員会） 

  重大事態発生の報告    調査結果の報告  ※再調査の必要性を判断 

 

 

 

 

 

 

 

 

再調査結果の報告 

                              または  

再調査 調査② 調査終了 

 

              ※調査①の結果について調査する 

 

 

       ※いじめを受けた生徒及び保護者に調査結果を説明

する 

子ども未来局 

付属機関による調査等 

再調査終了 

再調査結果の報告 


