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答申第１号 

諮問第３号、第４号 

件名：児童生徒に係る問題行動報告書等の行政文書一部開示決定に関する件 

 

答 申 

 

１ 審査会の結論 

  みよし市教育委員会が、平成２４年１月１８日付け２３み令教学第１５７６号及び平成２４年

２月２７日付け２３み令教学第１８３３号で行った行政文書一部開示決定のうち、別表１及び別

表２の３欄に掲げる部分は開示すべきである。 

 

２ 異議申立ての内容 

 (1) 異議申立ての趣旨 

   本件異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成２４年１月４日付け及び平成２４年２月１３日

付けでみよし市情報公開条例（平成１３年三好町条例第２号。以下「条例」という。）に基づ

き行った行政文書開示請求に対し、みよし市教育委員会が開示請求者に対して平成２４年１月

１８日付け及び平成２４年２月２７日で行った行政文書一部開示決定（以下これらを「本件行

政文書一部開示決定」という。）のうち、一部の非開示部分を除き、他の非開示処分を取り消

すとの決定を求めるというものである。 

 

 (2) 異議申立ての理由 

   異議申立人の主張する異議申立ての理由は、異議申立書によると、一部の非開示部分を除き、

他の非開示部分は個人に関する情報ではなく、特定の個人を識別できる情報ではないため、条

例第７条第２号に該当せず、非開示処分は条例の誤った解釈及び運用であるとのことである。

また、みよし市が平成２２年４月に策定した「みよし市教育基本計画」より『家庭・地域とと

もにあゆむ学校づくり』の項目、みよし市教育長の「平成２４年度教育行政方針」より『開か

れた学校づくり』の項目をそれぞれ引用し、学校で起きた不都合なことについて、個々の児童

生徒を非難することはもちろん慎むべきであるが、学校・家庭・地域が情報を共有し、問題の

解決と防止に当たることが必要であるとのことである。 

 

３ 実施機関の主張要旨 

  実施機関は、次の理由により本件行政文書を一部開示としたというものである。 

 (1) 本件開示請求は、みよし市教育委員会に対し、平成２２年４月１日以降分の児童生徒に係る

問題行動報告書及び関係する連絡文、また、市内小中学校の児童生徒に係る問題行動報告に係

る文書（平成２４年１月４日請求以降分）を請求するものである。 

   本件開示請求に対し、みよし市教育委員会学校教育課は、「児童生徒に係る問題行動報告に

ついて（依頼）」、「報・連・相（８件）」、「児童生徒に係る問題行動報告書（速報）（様式 No.617、

621）（７件）」、「児童生徒に係る問題行動報告書（様式 No.618）（４件）」、「児童生徒の事故報

告書（速報）」、「[報告様式１]児童生徒に係る問題行動報告書（速報）（６件）」、「[報告様式２]
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児童生徒に係る問題行動報告書（２件）」を特定した。なお、これらの行政文書のうち、開示

しないこととした部分は、別表１及び別表２の「実施機関が開示しないこととした部分」のと

おりである。 

  ア 児童生徒に係る問題行動報告について（依頼） 

    「児童生徒に係る問題行動報告について（依頼）」は、愛知県教育委員会から西三河教育

事務所を経由して、小中学校長等に対し、児童生徒に係る問題行動が発生した場合の報告を

依頼するものであり、依頼文、[報告様式１]児童生徒に係る問題行動報告書（速報）、[報告

様式２]児童生徒に係る問題行動報告書からなるものである。当該文書には、文書番号、日

付、宛先、発信者、問題行動発生時における報告方法、担当者名、電話番号、ファクシミリ

番号、電子メール等が記載されている。また、報告様式１及び報告様式２は、いずれも依頼

文に添付された様式となっている。 

  イ 報・連・相 

    「報・連・相」は、児童生徒に係る問題行動が発生した場合に、小中学校からみよし市教

育委員会に報告されたことについて、その内容を教育委員会学校教育課より教育長、市長及

び副市長へ報告するものである。当該文書には、報告先、表題、学校名、学年、性別、対象

児童の数、発生日時及び曜日、発生場所、事件の状況、学校の対応、学校の対応の月日及び

曜日、教育委員会の対応、教育委員会の対応の月日及び曜日、報告年月日及び曜日、報告時

間、発信者、担当者、連絡先等が記載されている。 

  ウ 児童生徒に係る問題行動報告（速報）（様式 No.617、621） 

    「児童生徒に係る問題行動報告書（速報）（様式 No.617、621）」は、みよし市学校管理基

準に定められた様式であり、児童生徒に係る問題行動が発生した場合に、速報として学校か

らみよし市教育委員会に報告されるものである。なお、様式 No.617 と様式 No.621 は、様式

番号は異なるが、同一のものである。当該文書には、表題、報告受信日時、報告者名、受信

者名、発生日時、学校名、問題行動の種別、該当生徒名、被害程度、事件概要、学校の対応、

マスコミ報道等の内容、警察等への対応が記載されている。 

  エ 児童生徒に係る問題行動報告書（様式 No.618） 

    「児童生徒に係る問題行動報告書（様式 No.618）」は、みよし市学校管理基準に定められ

た様式であり、児童生徒に係る問題行動が発生した場合に、学校からみよし市教育委員会に

報告されるものである。当該文書には、表題、問題の区分、市町村名、学校名、校長名、教

職員数、児童生徒数、学級数、発生年月日、問題行動の概要、学校における対応・措置、市

町村教育委員会における対応・処置が記載されている。 

  オ 児童生徒の事故報告書（速報） 

    児童生徒の事故報告書（速報）は、みよし市学校管理基準に定められた様式であり、交通

事故等が起きた場合に、学校からみよし市教育委員会に報告されるものである。当該文書に

は、表題、学校名、報告者、報告日時、受信者、児童生徒名、性別、年・組、事故の発生日

時、発生の場所、事故の場合、事故の程度、事故発生の状況、事故発生に対し学校側のとっ

た措置状況、備考が記載されている。 

  カ [報告様式１]児童生徒に係る問題行動報告書（速報） 

    「[報告様式１]児童生徒に係る問題行動報告書（速報）」は、愛知県教育委員会において
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定められた様式であり、児童生徒に係る問題行動が発生した場合に、速報として学校からみ

よし市教育委員会を経由して愛知県教育委員会に対し報告するものである。当該文書には、

表題、報告受信日時、報告者氏名、作成者氏名、発生日時、学校名、問題行動の種別、該当

児童生徒、被害教師、被害程度、事件概要、学校の対応、マスコミ報道等の内容、警察等へ

の対応が記載されている。 

  キ [報告様式２]児童生徒に係る問題行動報告書 

    「[報告様式２]児童生徒に係る問題行動報告書」は、愛知県教育委員会において定められ

た様式であり、児童生徒に係る問題行動が発生した場合に、学校からみよし市教育委員会を

経由して愛知県教育委員会に対し報告するものである。当該文書には、表題、問題の区分、

市町村名、学校名、校長名、教職員数、児童生徒数、学級数、発生年月日、問題行動の概要、

学校における対応・措置、市町村教育委員会における対応・処置が記載されている。 

 

 (2) 条例第７条第２号該当性について 

   別表１及び別表２の「実施機関が開示しないこととした部分」は、個人に関する情報であっ

て、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、当該部分は、条例第７条第

２号本文に該当する。 

   なお、本件該当文書には、校長氏名及び担当教師氏名が含まれており、これらは条例第７条

第２号ウの規定により開示すべき情報ではあるが、当該情報を開示することにより生徒、児

童等、特定の個人を識別することができることとなるため、不開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

  当審査会は、２件の異議申立て案件がいずれも同一の請求内容に係る一部開示決定に対して提

起されたものであるため、併合審理することと決定し、次のとおり判断する。 

 (1) 判断に当たっての基本的な考え方 

   条例は、第１条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権利を保障し、市の保

有する情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責

務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的と

して制定されたものであり、原則開示の理念のもとに解釈・運用がされなければならない。 

   当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることのないよう、原則開示

の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 (2) 本件行政文書について 

   本件行政文書の記載内容及び開示しないこととした部分は、前記３(1)で実施機関が述べた

とおりであると認められる。 

 

 (3) 条例第７条第２号該当性について 

   条例第７条第２号は、個人の尊厳及び基本的人権を尊重する立場から、個人に関する情報で
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あって、特定の個人を識別することができる情報（他の情報と照合することにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）が記録されている行政文書は、不開示と

することを定めるとともに、特定の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益

を害するおそれのある情報が記録された行政文書についても、同様に不開示とすることを定

めたものである。また、その一方で、同号ただし書アからウまでのいずれかに規定された情

報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原則開示と個人の権利利益

の最大限の尊重との調整を図ることにより、開示とすることを定めたものである。 

   この考え方に基づき、別表１及び別表２の「実施機関が開示しないこととした部分」が同号

に該当するか否かを以下検討する。 

   本件行政文書において、生徒氏名及び児童氏名並びにこれら個人の姓名（名字）は、個人を

識別することができるため、条例第７条第２号本文により不開示とされるべきことは明らか

である。 

   ところで、教師氏名、学校長氏名及び教頭氏名並びにこれら個人の姓名（名字）は、特定の

個人を識別することができる情報ではあるが、公務員の職務の遂行に係る情報であると認め

られるため、条例第７条第２号ただし書ウに該当するが、これらの情報を開示すれば、容易

に児童・生徒が特定されるおそれがあるため、これらの情報は条例第７条第２号本文に該当

する。 

   次に、発生日時及び曜日、学校等の対応及び日時、学校名、教職員数・児童生徒数・学級数、

発生場所、学校名及び発生場所を特定できる記述、報告月日及び曜日、個人の性別・組名・

所属部名、受付月日、報告受信月日、生徒や個人を特定できる記述、生徒の性別がわかる記

述については、それ自体個人を識別することができる情報ではないが、他の情報と照合する

ことにより特定の個人を識別することができる情報かどうか、また、特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報か

どうかについては、児童生徒の健全な育成を期すという観点から、慎重に判断することが必

要である。 

   このうち、学校名及び発生場所を特定できる記述、生徒や個人を特定できる記述、生徒の性

別がわかる記述について、記述内容を当審査会で見分したところ、地名、行政区名、団体名、

行政機関名、特定住居の居室番号、親と子供との間柄を表す表現であった。 

   また、実施機関が開示しないこととした別表１の行政文書３の受付曜日及び報告曜日につい

ては、これらの曜日の記載自体がなく、誤りであることが認められた。 

   みよし市においては、市内に中学校が４校、小学校が８校あるものの、本件問題行動に係る

児童生徒の氏名は、既に学校関係者のほか周辺の住民に知られている場合が多く、当該児童

生徒の情報に直接関係しないと思われる情報であっても、特定の児童生徒との関連性が識別

される可能性が極めて高く、また、児童生徒の問題行動に関する情報は、一般に他人に知ら

れたくない情報であると考えられる。 

   このことを踏まえると、実施機関が開示しないこととした部分は、いずれも特定の個人に結

びつく情報を不開示にすることで個人情報の保護を図ろうとするものであり、個々の情報の

みでは特定の個人を識別できないとしても、いくつかの情報と照合することにより、特定の

個人を識別できる情報になると考えるのが適当である。 
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   ただし、報告月日及び曜日は、児童生徒の問題行動報告を受け、学校から実施機関へ、実施

機関から愛知県教育委員会へ、実施機関から教育長、市長及び副市長へそれぞれ報告した月

日及び曜日であり、受付月日は、当該文書が学校から実施機関へファクシミリで送信されて

きた際の収受印にある日付であり、報告受信月日は、問題行動が発生した際、関係者がその

報告を受けた月日であることから、これらの不開示部分については、問題行動発生後、当該

問題行動の報告を受け、実施機関内部において問題行動に対する事務処理を行った月日及び

曜日を示すものであり、問題行動発生日の特定につながらないため、特定の個人を識別する

情報とは認められない。 

また、別表２の行政文書１から５までの文書中で不開示とした発生場所は、不特定多数の

者が訪れる大型店舗であり、同表の行政文書１０の文書中で不開示とした発生場所を特定で

きる記述は、用水路を所有する団体の名称であり具体的な場所を示してはいないことから、

特定の児童生徒との関連性が識別され得る情報につながるとは認められない。 

したがって、別表１及び別表２に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分は、条例第７条第

２号本文に該当せず、開示すべきである。 

   ところで、本件事案のいくつかの問題行動が報道機関により報道され、そのことにより、本

件事案に関する情報が一時的に公衆に知り得る状態になっていることが認められた。報道機

関により報道された情報は、問題行動の発生月日や発生場所であったため、これらの情報が

条例第７条第２号ただし書アに該当するかどうか検討する。 

   本件事案において報道された情報は、報道機関の独自の取材に基づき報道されたものであっ

て、実施機関自らが公表しているものでもなく、また、今後発表する予定もないことから、

過去のある時点において公にされた事実のみをもって、慣行として公にされ、又は公にする

ことが予定されている情報であるということはできない。また、問題行動事案に関する一般

の関心や記憶は、公にされた時点から時間が経過するに従い薄れていく一方、問題行動の当

事者である児童生徒の更生の必要性は高く、児童生徒の権利利益を守る必要性は時間の経過

とともに一層増していくと考えられる。さらに、未成年である児童生徒にあっては、少年法

（昭和２３年法律第１６８号）第６１条（記事等の掲載の禁止）の趣旨に鑑み、慣行として

公にされ、又は公にすることを予定されている情報であるかについては、より慎重に判断す

べきである。よって、一部報道により公にされた部分は、条例第７条第２号ただし書アには

該当しない。 

 

 (4) その他 

   実施機関は弁明書において、異議申立ての対象となった不開示部分を公開することにより、

関係者が行政文書の開示を意識して詳細で正確な内容を報告しなくなるおそれがあり、みよ

し市教育委員会の児童生徒の指導に係る学校への指導・助言事務等の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとして、条例第７条第６号の不開示理由にも該当するため、不開示としたと主張

している。 

しかしながら、実施機関の主張は、本件行政文書一部開示決定の中の不開示理由とされてい

ないこと、このため異議申立人が申し立てる異議申立ての理由にも記載がないこと、さらに

は条例第７条第２号該当性については、(3)で判断していることから、同条第６号について判
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断しなかったことを申し添える。 

 

 (5) まとめ 

   以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別表１（平成２４年１月１８日付け２３み令教学第１５７６号）（実施機関が開示しないこととし

た部分の中の文字の囲みは、異議申立人による不開示容認部分） 

１ 行政文書名 ２ 実施機関が開示しないこ

ととした部分 

３ 開示すべき部分 

１ 児童生徒に係る問題行

動報告について（依頼） 

担当者の電子メールの個人ア

ドレス 

 

２ 報・連・相（児童によ

る出火について） 

・在籍学校名 

・当該児童生徒の氏名及び性別

・発生月日、曜日及び発生場所

・対応月日及び曜日 

・報告月日及び曜日 

 

 

 

 

・報告月日及び曜日 

３ 児童生徒に係る問題行

動報告書（様式 No.618） 

・受付月日、曜日、報告月日及

び曜日（当該行政文書には曜日

の記載なし） 

・在籍学校名及び校長名 

・教職員数、児童生徒数及び学

級数 

・発生月日、曜日及び発生場所

・受付月日、報告月日 

 

４ 児童生徒に係る問題行

動報告（速報）（様式

No.621） 

・受付月日 

・報告者学校名及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・当該児童生徒の氏名及び性別

・発生場所、学校の対応におけ

る月日及び曜日 

・受付月日 

 

５ 報・連・相（生徒の事

故及び問題行動につい

て） 

・在籍学校名 

・当該児童生徒の氏名、性別及

び組名 

・発生月日、曜日及び発生場所

・報告月日及び曜日 

・報告月日及び曜日 

６ [報告様式１]児童生徒

に係る問題行動報告書

（速報） 

・受付月日 

・報告受信月日 

・作成者所属学校名及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・学校名、該当児童生徒性別及

び氏名 

・発生場所及び担任名 

・関係児童生徒名 

・受付月日 

・報告受信月日 
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７ 児童生徒の事故報告書

（速報） 

・受付月日 

・学校名、報告者名、報告月日

及び曜日 

・児童生徒名、性別及び組名 

・事故の発生月日及び発生場所

・担任名 

・受付月日 

・報告月日及び曜日 

 

 

 

８ 報・連・相（児童の問

題行動について） 

・学校名及び該当児童性別 

・問題行動発生月日 

・被害児童の学校名及び性別 

・学校教育課の対応における月

日、曜日及び関係学校名 

・報告月日及び曜日 

 

 

 

 

 

・報告月日及び曜日 

９ 児童生徒に係る問題行

動報告（速報）（様式

No.617） 

・報告受信月日、作成者学校名

及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・該当児童生徒性別及び氏名 

・被害児童名及び性別 

・報告受信月日 

 

１０ 報・連・相（児童の

問題行動について） 

・該当児童の学校名及び性別 

・問題行動発生月日及び曜日 

・被害教師の学校名、担当組名、

氏名、年齢及び性別 

・関係教師担当組名 

・担任教師及び校務主任名 

・報告月日及び曜日 

 

 

 

 

 

 

・報告月日及び曜日 

１１ 児童生徒に係る問題

行動報告（速報）（様式

No.617） 

・報告受信月日、報告者学校名

及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・学校名 

・該当生徒性別及び氏名 

・被害教師の氏名、性別及び年

齢 

・関係教師担当組名 

・報告受信月日 

 

１２ [報告様式２]児童生

徒に係る問題行動報告書 

・報告月日 

・学校名、校長名、教職員数、

児童生徒数及び学級数 

・発生月日及び曜日 

・「問題行動の概要」における

生徒氏名、組名、発生月日、曜

日及び場所が特定できる記述 

・報告月日 
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・「学校における対応・措置」

における月日、曜日、担任を特

定できる記述、関係生徒の所属

部名及び教頭名 

・「市町村教育委員会における

対応・措置」における月日、曜

日、教頭名 

・「関係諸機関との連絡・対応

等」における月日 

１３ 児童生徒に係る問題

行動報告書（様式No.618） 

・報告月日 

・学校名、校長名、教職員数、

児童生徒数及び学級数 

・発生月日及び曜日 

・該当生徒名、組名及び発生場

所 

・報告月日 
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別表２（平成２４年２月２７日付け２３み令教学第１８３３号）（実施機関が開示しないこととし

た部分の中の文字の囲みは、異議申立人による不開示容認部分） 

１ 行政文書名 ２ 実施機関が開示しないこ

ととした部分 

３ 開示すべき部分 

１ 報・連・相（生徒の問

題行動について） 

・発生月日、曜日及び学校名 

・当該生徒の性別及び氏名 

・事件概要における月日、曜日、

発生場所、関係生徒学校名、関

係生徒氏名、担当教員氏名及び

当該生徒名字 

・報告月日及び曜日 

 

 

・事件概要における発生場所 

 

 

 

・報告月日及び曜日 

２ 児童生徒に係る問題行

動報告（速報）（様式

No.617） 

・報告受信月日、報告者学校名

及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・学校名、発生場所及び当該生

徒氏名 

・事件概要等における月日及び

曜日、発生場所、当該生徒の名

字、関係生徒学校名及び関係生

徒名 

・報告受信月日 

 

 

・発生場所 

 

・事件概要等における発生場所

３ 児童生徒に係る問題行

動報告書（様式 No.618） 

・報告月日、在籍学校名及び校

長名 

・教職員数、児童生徒数及び学

級数 

・発生月日及び曜日 

・問題行動の概要における月日

及び曜日、発生場所、当該生徒

氏名、関係生徒学校名及び関係

生徒氏名 

・報告月日 

 

 

 

 

・問題行動の概要における発生

場所 

４ [報告様式２]児童生徒

に係る問題行動報告書 

・報告月日 

・学校名、校長名、教職員数、

児童生徒数及び学級数 

・発生月日及び曜日 

・問題行動の概要における月日

及び曜日、発生場所、当該生徒

氏名、関係生徒学校名、関係生

徒氏名、当該生徒学校名及び担

当教員名 

・報告月日 

 

 

 

・問題行動の概要における発生

場所 
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５ [報告様式１]児童生徒

に係る問題行動報告書

（速報） 

・報告受信月日、作成者所属学

校名及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・学校名、当該生徒性別及び氏

名 

・事件概要等における月日及び

曜日、発生場所、関係生徒氏名、

関係生徒学校名及び担当教員

名字 

・当該生徒を特定できる記述 

・報告受信月日 

 

 

 

 

・事件概要等における発生場所

 

 

 

６ [報告様式１]児童生徒

に係る問題行動報告書

（速報） 

・報告受信月日、作成者所属学

校名及び氏名 

・発生年月日、曜日及び学校名

・当該生徒性別、当該生徒氏名、

被害生徒氏名及び被害者生徒

性別 

・事件概要等における月日、曜

日、発生場所を特定できる記

述、担当教員名字及び当該生徒

を特定できる記述 

・報告受信月日 

 

７ 児童生徒に係る問題行

動報告（速報）（様式

No.617） 

・報告受信月日、報告者学校名

及び氏名 

・発生月日及び曜日 

・学校名、当該生徒性別及び氏

名 

・被害程度における学校名及び

被害生徒氏名 

・事件概要等における月日、曜

日、当該生徒名字、発生場所を

特定できる記述、被害生徒名字

及び担当教員名字 

・報告受信月日 

 

８ 報・連・相（生徒の問

題行動について） 

・発生月日及び曜日 

・学校名、当該生徒性別及び氏

名 

・事件概要における月日、曜日、

発生場所を特定できる記述、担

当教員名字、個人を特定できる

記述、関係生徒名字、報告月日

及び曜日 

 

 

 

・報告月日及び曜日 



 12

９ 児童生徒に係る問題行

動報告書（様式 No.618） 

・報告月日、学校名及び校長名

・教職員数、児童生徒数、学級

数、発生月日及び曜日 

・問題行動の概要等における発

生場所を特定できる記述、個人

を特定できる記述、月日、曜日、

当該生徒名字、担当教員名字及

び関係生徒名字 

・報告月日 

 

１０ 報・連・相（学校で

の不審火について） 

・発生月日、曜日、学校名 

・事件概要における月日、曜日、

関係教員名字、学校名及び発生

場所を特定できる記述 

・報告月日及び曜日 

 

・事件概要における発生場所を

特定できる記述 

 

・報告月日及び曜日 

１１ 児童生徒に係る問題

行動報告（速報）（様式

No.617） 

・報告受信月日、報告者学校名

及び氏名 

・発生月日、曜日及び学校名 

・当該生徒性別及び氏名 

・被害生徒を特定できる記述及

び氏名 

・事件概要等における月日、曜

日、場所、被害生徒名字、当該

生徒名字、関係生徒名字、学校

名、関係生徒氏名及び関係教員

名字 

・報告受信月日 

１２ [報告様式１]児童生

徒に係る問題行動報告書

（速報） 

・報告受信月日、作成者所属学

校名及び氏名 

・発生月日、曜日及び学校名 

・当該生徒性別、当該生徒氏名、

被害生徒名、被害生徒性別及び

被害生徒を特定できる記述 

・事件概要等における月日、曜

日、場所、関係生徒氏名及び当

該生徒学校名 

・報告受信月日 

１３ 報・連・相（生徒の

問題行動について） 

・発生月日及び曜日 

・学校名、当該生徒性別及び氏

名 

・被害生徒氏名及び性別 

・事件概要における月日、曜日、

場所、関係生徒氏名、関係生徒
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学校名、当該生徒学校名及び関

係生徒を特定できる記述 

・報告月日及び曜日 

 

 

・報告月日及び曜日 

１４ [報告様式１]児童生

徒に係る問題行動報告書

（速報） 

・報告受信月日、作成者所属学

校名及び氏名 

・発生月日、曜日及び学校名 

・該当生徒氏名、該当生徒性別、

被害生徒氏名及び被害生徒を

特定できる記述 

・事件概要等における月日、場

所、関係生徒氏名、当該生徒学

校名 

・報告受信月日 

 

 

１５ 児童生徒に係る問題

行動報告（速報）（様式

No.617） 

・報告受信月日、報告者学校名

及び氏名 

・発生月日、曜日及び学校名 

・当該生徒性別、当該生徒氏名

及び被害者氏名 

・事件概要等における月日、曜

日、場所、被害者名字、当該生

徒氏名、関係生徒名字、学校名

及び性別 

・当該生徒の性別が分かる記述

及び関係教員名字 

・報告受信月日 

 

 

 

１６ [報告様式１]児童生

徒に係る問題行動報告書

（速報） 

・報告受信月日、作成者所属学

校名及び氏名 

・発生月日、曜日及び学校名 

・当該生徒氏名、当該生徒性別、

被害者氏名及び被害者生徒を

特定できる記述 

・事件概要等における月日、曜

日、場所 

・報告受信月日 
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 (審査会の処理経過) 

年  月  日 内        容 

平成２４年２月３日 諮問 

平成２４年３月７日 実施機関から弁明書を受理 

平成２４年３月１２日 異議申立人に実施機関からの弁明書を送付 

平成２４年３月１９日 異議申立人から反論書を受理 

平成２４年３月２１日 実施機関に異議申立人からの反論書を送付 

平成２４年３月１６日 諮問 

平成２４年２月２３日 平成２３年度第６回審査会（経過報告） 

平成２４年４月２６日 
平成２４年度第１回審査会（併合審理により審

議） 

 


