篠崎第五小学校いじめ防止対策
平成２５年１０月１日制定
平成２７年

７月１日改定

い じめ防止対 策推進 法（平 成２ ５年法 律第７１号）を受けて、篠崎第五小学校において、いじめ防 止に
向けた取組及び、い じめ発生時 の対応 につい て以下のとおりとする。

１

基本理念
い じめは全て の児童 に関係 する 問題で あると認識し、児童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、学 校の内 外問 わずい じめが行われることなくなるよう取り組まなければならない 。
い じめの防止 等のた めの対 策は 、全て の児童がいじめを行わず、他の児童に対して行われるいじめを
認 識しながら 放置す ること がな いよう 取り組まなければならない。
い じめの防止 等のた めの対 策は 、いじ めを受けた児童の生命及び心身を保護することが重要であるこ
と を認識し、 校内に おける 組織 的な体 制とともに家庭及び関係諸機関との連携を図り、いじめの問 題を
克 服すること を目指 して取 り組 まなけ ればならない。

２

いじめの禁止
児 童に対し、 いじめ を行っ ては ならな いことを徹底する。また、児童はいじめが許されない行為であ
る ことを認識 できる よう徹 底す る。
教 師は、いじ めは絶 対に許 さな いとい う認識をもち、児童に対して指導を行う。また、教師がいじめ
の 助長となる 言動を 行って はな らない 。

３

いじめの早期発 見のための 措置
児 童のいじめ の早期 発見の ため 、次の 取組を行う。
①

月１回（ 安全指 導日） にい じめに 関わる学級指導及び児童への聞き取り等を実施する。

②

６、１１ 、２月 は重点 月間 として 、学校全体でいじめに関わるアンケート調査を実施する。

③

週１回（ 木曜日 夕会） にお いて、 生活指導に関わる事項を報告する場を設定し、いじめに関わる
事項が発 生し た場合 は、児 童名 をあげて全体に報告する。

④

看護当番 は、登校時及び休み時間に校内外の巡視を行い、いじめに関わる事項を認識した場合は、
速やかに 生活 指導主 任に報 告す る。

⑤

生活指導 主任は 、いじ めの 早期発 見のための取組に関して、適切な指示を行い、いじめに関わる
事項を認 識し た場合 は、速 やか に管理職へ報告する。

⑥

学級担任 は、子 供がい じめ につい て深く考え、いじめは絶対に許されないことを自覚させるため
に、道徳 の時 間や特 別活動 にお いて、各学期１回以上「いじめ」に関する授業を行う。

⑦

学級担任 及び専 科教員 は、 日常の 授業等において児童の様子を観察し、いじめに関わる初期兆候
を十分に 把握 する。

⑧

学級担任 は、適 宜、児 童及 び保護 者と面談を実施し、いじめに関わる初期兆候を十分に把握する
とともに 、児 童及び 保護者 から いじめに関わる相談があった場合は、最優先な対応を行うととも
に、管理 職へ 速やか に報告 する 。

⑨

管理職は、学級担任及び生活指導主任からいじめに関わる相談・報告を受けた際は、的確な指示・
指導を行 うと ともに 、「学校いじめ対策委員会」を招集し、組織として対応する。

⑩

「学校い じめ対 策委員 会」 だけで 対応しきれない案件の場合、それを支援する組織として「学校
サポート チー ム」を 招集す る。

５

いじめ発生時の 対策等につ いて
い じめを認識 した際 は、以 下の とおり 対策を講じる。
（１）いじめ発生 時の校内体 制
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（２）いじめ発生 時の対応
①

学級担任 及び専科教 員が、いじめを認知した際は、速やかに生活指導主任へ報告を行う。また、
いじめの 事実 がある と思わ れる 段階においても同様の措置を取る。

②

生活指導 主任は、い じめを 認知し た際、養護教諭及び管理職に報告を行い、指示を受ける。ま
た、各教 員へ 適切な 指示を 与え る。

③

生活指導 主任は、必 要があ れば、 生活指導部会を開催し、いじめに関わる事項についての対応
策を講じ る。

④

養護教諭 は、生活指 導主任 からい じめ認知の報告を受けた際、スクールカウンセラーに報告を
行い、児 童及 び保護 者のケ アを 図るよう要請する。

⑤

管理職は 、いじめ認 知の報 告を受 けた際、的確な指示及び指導を行うとともに、関係諸機関へ
の報告・ 相談 を速や かに行 い、 指示・指導を受ける。

⑥

学級担任 は、いじめ 認知ま たは、 いじめの事実があると思われる段階において、該当児童及び
その児童 に関 わる児 童に対 し面 談等を行い、事実関係を掌握するとともに指導を行う。また、
該当児童 の保 護者及 びその 児童 に関わる児童の保護者に対して、事実関係を報告するとともに
適切な対 応を 行う。

⑦

管理職は 、「学校いじめ対策委員会」を招集し、いじめ案件について組織的に取り組めるように
指示をす ると ともに 、いじ めに 関わる事項について、解決を図るために、必要があれば児童及
び保護者 と面 談を行 うなど 、適 切な対応を行う。

⑧

校長は、学校いじめ対策委員会のみでの対応が困難な場合、必要に応じ「学校サポートチーム」
を設置し 、多 角的に いじめ にか かわる事案について、解決を図る手立てをとる。

６

その他
（ １）学校い じめ対 策委員 会の 構成
・委員長を校長 とする。
・副委員長を副 校長とする
・各主幹教諭及 び全学年主 任（養 護教諭 を含む）

（２）学校サポー トチームの 構成
・校長、副校長、主幹教諭、スクールカウンセラー、

PTA 役員、民生児童委員、主任児童委員、保護

司、子ど も家 庭支援センタ ー職 員、児 童相談所児童福祉司、小岩警察職員、江戸川区教育委員 会指
導主事

等状 況に応じ依頼 をす る。

