別表
「本件実施機関が非公開とした情報」及び「公開すべき情報」欄に（
対応している。
番号

公文書の名称

非公開とした情報

）書したａ～ｕは本文第５の項目ａ～ｕに
公開すべき情報

Ａ事案（平成24年９月13日処分関係）
Ａ－１ 事故速報カード 校長氏名（ｄ）、事故速報カードの報告日
（ｇ）、市町村名（ｆ）、学校名（ｄ）、被
処分者の氏名、担当クラス（ｅ）、非違行為
の発生時期、発生日（ｂ）、校長が初めて
知った日（ｇ）、学校の対応の日付、内容
（ｈ）、県教育事務所職員の氏名（ｋ）、郡
名（ｆ）、職員会の内容（ｈ）、市町村教育
委員長の氏名（ｋ）、市町村の別（ｆ）、被
害児童保護者の行動（ｃ）、ＰＴＡ三役の状
況（ｄ）、警察署名（ｍ）、報道機関記者の
氏名（ｌ）、警察からの連絡内容（ｎ）、市
町村教育委員会の組織（ｆ）、ＰＴＡ評議員
会の内容（ｈ）、市町村教育長の発言
（ｌ）、市町村教育委員長の発言（ｌ）、記
者の発言（ｌ）、被処分者の家族状況
（ｊ）、被処分者家族の思い（ｊ）、保護者
（説明）会の出席者数・欠席者数（ｄ）、保
護者（説明）会における保護者の発言
（ｌ）、保護者説明会における校長の発言
（ｈ）、記者会見における校長の発言
（ｈ）、被処分者の担当学年（ｅ）、被害
（非違行為）の内容（ｂ）、保護者の問合せ
内容、発言（ｌ）、学校が推測される情報
（ｄ）、市町村が推測される情報（ｆ）、ス
クールカウンセラーの氏名、発言（ｌ）、Ｐ
ＴＡ会長の発言（ｌ）、全校児童数（ｄ）、
全校児童集会への児童及び保護者の出席者数
（ｄ）、地方検察庁職員の氏名（ｋ）、警察
職員の氏名（ｋ）、被処分者の状況（ｊ）、
県教育事務所職員の発言（ｌ）、校長のコメ
ント（ｈ）、校長からの連絡内容（ｈ）

１頁目
・被処分者の担当クラス（ｅ）
・非違行為の発生時期（ｂ）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・郡名（ｆ）
２頁目
・職員会の内容の一部（ｈ、10行目43文字目
から11行目21文字目まで、11行目29文字目か
ら最終文字まで、14行目17文字目から最終文
字までを除いた部分）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・被害児童保護者の行動（ｃ）
・ＰＴＡ三役の状況（ｄ）
・警察署名（ｍ）
・警察からの連絡内容（ｎ）
・市町村教育委員会の組織（ｆ）
３頁目
・ＰＴＡ評議員会の内容（ｈ）
・市町村教育長の発言の一部（ｌ、８行目６
文字目を除いた部分）
・市町村教育委員長の発言（ｌ）
・記者の発言の一部（ｌ、36行目25文字目か
ら28文字目までを除いた部分）
・警察署名（ｍ）
・郡名（ｆ）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
４頁目
・記者の発言の一部（ｌ、24行目25文字目か
ら28文字目までを除いた部分）
・警察署名（ｍ）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・被処分者家族の状況（ｊ）
・被処分者家族の思い（ｊ）
・保護者説明会の出席人数（ｄ）
・保護者説明会における保護者の発言の一部
（ｌ、39行目33文字目を除いた部分）
・警察からの連絡内容（ｎ）
・ 保 護 者 説 明 会 に お ける 校長 の発 言の 一部
（ｈ、49行目28文字目から最終文字まで、50
行目21文字目から51行目最終文字まで、52行
目23文字目から最終文字までを除いた部分）
５頁目
・保護者説明会における保護者の発言（ｌ）
・市町村教育長の発言（ｌ）
・記者の発言（ｌ、10行目35文字目及び36文
字目、15行目５文字目から14文字目まで、26
行目５文字目から15文字目まで、27行目５文
字目から19文字目までを除いた部分）
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番号

公文書の名称

非公開とした情報

公開すべき情報
（５頁目続き）
・記者会見における校長の発言の一部（ｈ、
14行目20文字目から22文字目まで、15行目15
文字目から18文字目まで、17行目18文字目か
ら18行目最終文字、21行目15文字目から17文
字目、23行目16文字目から最終文字、24行目
12文字目から最終文字、26行目16文字目から
最終文字まで、27行目20文字目から最終文字
まで、28行目22文字目から最終文字までを除
いた部分）
６頁目
・警察署名（ｍ）
・被処分者の担当学年（ｅ）
・被処分者の家族状況（ｊ）
・保護者の問合せ内容、発言（ｌ、22行目22
文字目から25文字目までを除いた部分）
・記者の発言の一部（ｌ、38行目27文字目か
ら33文字目までを除いた部分）
７頁目
・被害児童保護者の行動（ｃ）
・学校の対応（ｈ、７行目28文字目から35文
字 目 ま で 、 40 文 字 目 から ８行 目最 終文 字ま
で、12行目43文字目及び44文字目を除いた部
分）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・警察署名（ｍ）
・郡名（ｆ）
・市町村教育委員会の組織（ｆ）
・保護者会における校長の発言（ｈ）
・保護者会における保護者の発言（ｌ、49行
目７文字目及び８文字目を除いた部分）
・スクールカウンセラーの発言（ｌ）
・ＰＴＡ会長の発言（ｌ）
９頁目
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・全校児童集会への保護者出席者数（ｄ）
・被処分者の担当学年（ｅ）
・学校の対応（ｈ）
・地方検察庁職員の氏名（ｋ）
・警察署名（ｍ）
・警察職員の氏名（ｋ）
10頁目
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・学校の対応の一部（ｈ、11行目17文字目か
ら33文字目まで、11行目42文字目から12行目
18 文 字 目 ま で 、 12 行 目24 文字 目及 び25 文字
目、18行目８文字目から13文字目まで、18行
目23文字目から30文字目まで、20行目29文字
目及び30文字を除いた部分）
・被処分者の家族状況（ｊ）
・被処分者の担当クラス（ｅ）
・警察署名（ｍ）
・保護者会の欠席者数（ｄ）
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番号

公文書の名称

非公開とした情報

公開すべき情報
11頁目
・被処分者家族の状況（ｊ）
・被処分者の状況の一部（ｊ、７行目18文字
目から24文字目までを除いた部分）
・警察署名（ｍ）
・警察からの連絡内容の一部（ｎ、８行目37
字目から42文字目までを除いた部分）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・県教育事務所職員の発言（ｌ）
・市町村教育長の発言（ｌ）
・記者の発言（ｌ）
・校長のコメント（ｈ）
・郡名（ｆ）
・校長からの連絡内容の一部（ｈ、48行目26
文字目を除いた部分）
12頁目
・保護者の行動（ｌ）
・警察からの連絡内容（ｎ）

Ａ－２ 顛末書

日付（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名
・日付（ｏ）
（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、被処分者の
・郡名（ｆ）
印影（ｐ）、本文（ｑ）、郡名（ｆ）

日付（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名及び校
長（公印）の印影（ｄ）、校長氏名（ｄ）、
被処分者の氏名（ｅ）、非違行為の日付
（ｂ）、被処分者の担当クラス（ｅ）、被処
分者に関する評価（ｊ）、市町村の別
（ｆ）、学校が推測される情報（ｄ）、郡名
（ｆ）
顛末書確認の会
学校名（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、作成
Ａ－４
の記録
年月日（ｏ）、開催日（ｔ）、県教育事務所
職員の氏名（ｋ）、市町村名（ｆ）、関係市
町村教育委員会の職員氏名（ｋ）、校長氏名
（ｄ）、非違行為の日付（ｂ）、聴取の内容
（ｕ）
Ａ－３ 上申書

・日付（ｏ）
・被処分者の担当クラス（ｅ）
・学校が推測される情報（ｄ）
・郡名（ｆ）

１頁目
・作成年月日（ｏ）
・開催日（ｔ）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
11頁目
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
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番号

公文書の名称

非公開とした情報

公開すべき情報

Ｂ事案（平成24年８月９日処分関係）
Ｂ－１ 事故速報カード 校長氏名（ｄ）、県教育事務所職員の氏名及 １頁目
び印影（ｋ）、事故速報カードの報告日
・県教育事務所職員の氏名及び印影（ｋ）
（ｇ）、市町村名（ｆ）、学校名（ｄ）、被
処分者の氏名、学年、担当クラス、生年月日 ・事故速報カードの報告日（ｇ）
（ｅ）、被害児童の氏名、クラス、年齢
・市町村名（ｆ）
（ａ）、被害（非違行為）の日時、場所、内
・学校の行事名（ｄ）
容（ｂ）、校長が初めて知った日（ｇ）、関
係職員の職名、氏名（ｋ）、学校の対応の日 ２頁目
付、時間（ｈ）、学校の行事名（ｄ）、被処 ・市町村の別（ｄ）
分者の担当学年（ｅ）、校長が被処分者から
・被処分者の家族状況（ｊ）
聞き取りをした内容（ｂ）、市町村の別
（ｆ）、学校が推測される情報（ｄ）、被処 ・学校の対応の時間（ｈ）
分者の家族状況（ｊ）、被害児童保護者の行 ・被害児童保護者の行動（ｃ）
動（ｃ）、学校の対応（ｈ）、校長が被害児 ３頁目
童及び保護者から聞き取った内容及びその時
・市町村の別（ｆ）
の様子（ｂ、ｃ）、被処分者の状況、思い
（ｊ）、県教育事務所名（ｆ）、スクールカ ・学校の対応の時間（ｈ）
ウンセラーの発言（ｌ）、被処分者の校務分
・学校の対応の日付のうち、面談計画の日
掌（ｅ）、ＰＴＡ役員氏名（ｌ）
（ｈ）
・被害児童保護者の行動（ｃ）
・県教育事務所名（ｆ）

Ｂ－２ 顛末書

Ｂ－３ 上申書

・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・スクールカウンセラーの発言（ｌ）
４頁目
・被処分者の校務分掌（ｅ）
・学校の対応の時間（ｈ）
・市町村の別（ｆ）
・学校が推測される情報（ｄ）
作成年月日（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名 ・作成年月日（ｏ）
（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、被処分者の
・市町村名（ｆ）
印影（ｐ）、本文（ｑ）
作成年月日（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名
（ｄ）、校長氏名（ｄ）、校長の印影（個人
印）（ｓ）、被害（非違行為）の日付
（ｂ）、被処分者の氏名、担当クラス、在籍
年数（ｅ）、校長の着任時期（ｄ）、校長の
思い、意見（ｒ）、校長が被害児童及び保護
者から聞き取りをした内容（ｂ、ｃ）、学校
が推測される情報（ｄ）

１頁目
・作成年月日（ｏ）
・市町村名（ｆ）
・校長の着任時期（ｄ）
２頁目
・学校が推測される情報（ｄ）

Ｂ－４ 顛末書確認の会 作成年月日（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名 １頁目
の記録
（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、開催日
・作成年月日（ｏ）
（ｔ）、関係市町村教育委員会の職員氏名
（ｋ）、校長氏名（ｄ）、聴取の内容（ｕ） ・市町村名（ｆ）
・開催日（ｔ）
・関係市町村教育委員会の職員氏名（ｋ）
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番号

公文書の名称

非公開とした情報

公開すべき情報

Ｃ事案（平成24年８月９日処分関係）
Ｃ－１ 事故報告書

学校名及び校長の印影（公印）（ｄ）、校長
氏名（ｄ）、被処分者の氏名、担当教科、担
当クラス、校務分掌（ｅ）、被害生徒の氏
名、性別、年齢、クラス（ａ）、被害（非違
行為）の日時、場所、内容（ｂ）、校長が初
めて知った日（ｇ）、関係職員の職名
（ｋ）、被害生徒の学習状況（ａ）、関係職
員の行動（ｌ）、学校の対応の日付（ｈ）、
被処分者に対する評価（ｊ）

１頁目
・被害生徒の性別（ａ）
・被害（非違行為）の時間（ｂ）
・校長が初めて知った日（ｇ）
・関係職員の職名（ｋ）
・関係職員の行動（ｌ）
２頁目
・学校の対応の日付（ｈ）
・関係職員の職名（ｋ）

・被処分者の校務分掌（ｅ）
作成年月日（ｏ）、あて名（ｏ）、学校名
Ｃ－２ 顛末書
・作成年月日（ｏ）
（ｄ）、被処分者の職名、氏名（ｅ）、被処
・あて名（ｏ）
分者の印影（ｐ）、本文（ｑ）
・被処分者の職名（ｅ）
学校名（ｄ）、校長氏名（ｄ）、校長の印影 ・被処分者の赴任時期（ｅ）
Ｃ－３ 意見書
（個人印）（ｓ）、被処分者の氏名、赴任時
期（ｅ）、被処分者に対する評価（ｊ）、校
長の思い、意見（ｒ）
Ｃ－４ 事情聴取の記録 学校名（ｄ）、被処分者の氏名、職名
１頁目
（ｅ）、開催日時（ｔ）、開催場所（ｔ）、
県教育委員会事務局職員の氏名（ｋ）、校長 ・被処分者の職名（ｅ）
氏名（ｄ）、聴取の内容（ｕ）
・開催日時（ｔ）
・県教育委員会事務局職員の氏名（ｋ）
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番号

公文書の名称

非公開とした情報

公開すべき情報

Ｄ事案（平成24年６月14日処分関係）
Ｄ－２ 顛末書

作成年月日（ｏ）、あて名（ｏ）、学校名
・作成年月日（ｏ）
（ｄ）、被処分者の職名、氏名（ｅ）、被処
・あて名（ｏ）
分者の印影（ｐ）、本文（ｑ）
・学校名（ｄ）
・被処分者の職名、氏名（ｅ）
・被処分者の印影（ｐ）

Ｄ－３ 意見書

校長の印影（個人印）（ｓ）

・校長の印影（個人印）（ｓ）

Ｄ－４ 事情聴取の記録 学校名（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、開催 ・学校名（ｄ）
日時（ｔ）、開催場所（ｔ）、県教育委員会
事務局職員の氏名（ｋ）、校長氏名（ｄ）、 ・被処分者の氏名、職名（ｅ）
聴取の内容（ｕ）
・開催日時（ｔ）
・開催場所（ｔ）
・県教育委員会事務局職員の氏名（ｋ）
・校長氏名（ｄ）
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番号

公文書の名称

非公開とした情報

公開すべき情報

Ｅ事案（平成24年５月30日処分関係）
Ｅ－１ 事故報告書

報告年月日（ｇ）、学校名及び校長の印影
（公印）（ｄ）、被処分者の罪状、罰金額
（ｉ）、被処分者の氏名、担当教科、担当ク
ラス（ｅ）、被害生徒をアルファベットで記
載した部分（ａ）、被害生徒の氏名、クラ
ス、年齢（ａ）、被害（非違行為）の日付、
場所（ｂ）、校長が初めて知った日（ｇ）、
県教育委員会事務局職員の所属、氏名
（ｋ）、被害（非違行為）の内容（ｂ）、警
察による捜査の状況（ｎ）、逮捕状執行の時
間（ｎ）、学校の対応の日付、内容（ｈ）、
被処分者の担当科目が分かる情報（ｅ）、学
校が推測される情報（ｄ）、学校の記者会見
の開始時刻（ｈ）、保護者会の開始時刻
（ｈ）、被処分者の家族状況（ｊ）、被処分
者に対する評価（ｊ）

１頁目
・報告年月日（ｇ）
・被処分者の罰金額（ｉ）
・被害生徒をアルファベットで記載した部分
（ａ）
・被害日時のうち、年（ｂ）
・校長が初めて知った日（ｇ）
・県教育委員会事務局職員の所属、氏名（ｋ）
・警察による捜査の状況の一部（ｎ、36行目
８文字目から10文字目までを除いた部分）
２頁目
・警察による捜査の状況の一部（ｎ、１行目
35文字目から37文字目までを除いた部分）
・逮捕状執行の時間（ｉ）
・学校の対応の一部（ｈ、16行目４文字目か
ら９文字目まで、17行目９文字目から最終文
字、18行目９文字目から19行目最終文字ま
で、24行目19文字目から21文字目まで、25行
目11文字目から13文字目まで、25行目36文字
目から41文字目まで、27行目13文字目から18
文字目まで、28行目40文字目から42文字目ま
で、30行目14文字目から16文字目までを除い
た部分）
・警察による捜査の状況（ｎ）
・学校の記者会見の開始時刻（ｈ）
・保護者会の開始時刻（ｈ）
・被処分者の家族状況（ｊ）
・罰金額（ｉ）

作成年月日（ｏ）、あて名（ｏ）、学校名
・作成年月日（ｏ）
（ｄ）、被処分者の職名、氏名（ｅ）、被処
・あて名（ｏ）
分者の印影（ｐ）、本文（ｑ）
・被処分者の職名（ｅ）
被処分者の担当教科、氏名（ｅ）、被処分者 ・罰金額（ｉ）
Ｅ－３ 意見書
の罪状、罰金額（ｉ）、非違行為の内容
・釈放日（ｉ）
（ｂ）、釈放日（ｎ）、被処分者の状況
（ｊ）、学校の対応の日付（ｈ）、作成年月 ・被処分者の状況（ｊ）
日（ｏ）、学校名（ｄ）、校長氏名（ｄ）、 ・学校の対応の日付（ｈ）
校長の印影（個人印）（ｓ）
・作成年月日（ｏ）
Ｅ－４ 事情聴取の記録 学校名（ｄ）、被処分者の氏名、職名
１頁目
（ｅ）、開催日時（ｔ）、開催場所（ｔ）、
県教育委員会事務局職員の氏名（ｋ）、校長 ・被処分者の職名（ｅ）
氏名（ｄ）、聴取の内容（ｕ）
・開催日時（ｔ）
Ｅ－２ 顛末書

・開催場所（ｔ）
・県教育委員会事務局職員の氏名（ｋ）
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Ｆ事案（平成24年５月17日処分関係）
Ｆ－１ 事故速報カード ＦＡＸ送信日（ｇ）、学校名（ｄ）、校長氏 １頁目
名（ｄ）、県教育事務所職員の氏名及び印影
・ＦＡＸ送信日（ｇ）
（ｋ）、報告年月日（ｇ）、市町村名
（ｆ）、被処分者の氏名、職名、担当クラ
・県教育事務所職員の氏名及び印影（ｋ）
ス、担当教科、校務分掌（ｅ）、被害生徒の ・報告年月日（ｇ）
在住地区、年齢（ａ）、被処分者の罪状
（ｉ）、逮捕日（ｉ）、校長が初めて知った ・逮捕日（ｉ）
日（ｇ）、警察署名（ｍ）、関係市町村教育 ・校長が初めて知った日（ｇ）
委員会の職員氏名（ｋ）、報道機関記者の氏 ・警察署名（ｍ）
名（ｌ）、学校の対応（ｈ）、被処分者の担
・学校の対応（ｈ）
当教科、校務分掌（ｅ）、被害生徒の状況
（ａ）、関係職員の氏名、校務分掌（ｋ）、 ２頁目
関係職員の発言（ｌ）、授業開始日（ｄ）、 ・ＦＡＸ送信日（ｇ）
ＰＴＡの活動状況（ｄ）、罰金額（ｉ）、釈 ・学校の対応（ｈ）
放日（ｉ）、簡易裁判所名（ｍ）、被処分者 ・授業開始日（ｄ）
の発言（ｊ）、校長の発言（ｈ）、市町村教
育長の氏名（ｋ）、市町村が推測される情報 ・ＰＴＡの活動状況（ｄ）
（ｆ）、地域の呼称（ｆ）、地区校長会の役 ３頁目
員の学校名及び氏名（ｄ、ｋ）、学校の行事 ・ＦＡＸ送信日（ｇ）
名（ｄ）、被処分者の状況（ｊ）
・県教育事務所職員の氏名（ｋ）
・報告年月日（ｇ）
・罰金額（ｉ）
・釈放日（ｉ）
・簡易裁判所名（ｍ）
・校長が初めて知った日（ｇ）
・被処分者の発言（ｊ）
・校長の発言の一部（ｈ、27行目23文字目か
ら29文字目までを除いた部分）
・地域の呼称（ｆ）
・地区校長会の役員の学校名及び氏名（ｄ、
ｋ）
・学校の行事名（ｄ）
・被処分者の状況（ｊ）
４頁目
・ＦＡＸ送信日（ｇ）
Ｆ－２ 顛末書

作成年月日（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名 ・作成年月日（ｏ）
（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、被処分者の
印影（ｐ）、本文（ｑ）

Ｆ－３ 上申書

作成年月日（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名 ・作成年月日（ｏ）
（ｄ）、校長氏名（ｄ）、校長の印影（個人
印）（ｓ）、被処分者の氏名（ｅ）、被処分 ・逮捕日、釈放日（ｉ）
者の罪状（ｉ）、逮捕日、釈放日（ｉ）、被 ・罰金額（ｉ）
処分者の状況（ｊ）、罰金額（ｉ）、校長の
思い（ｒ）

Ｆ－４ 顛末書確認の会 作成年月日（ｏ）、市町村名（ｆ）、学校名 １頁目
の記録
（ｄ）、被処分者の氏名（ｅ）、開催日
（ｔ）、市町村名（ｆ）、関係市町村教育委 ・作成年月日（ｏ）
員会の職員氏名（ｋ）、校長氏名（ｄ）、聴 ・開催日（ｔ）
取の内容（ｕ）
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