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答 申 書

（答申第８２号）

平成２１年３月２日

１ 審査会の結論

児童養護施設の事故等関係文書に係る別紙１の表に掲げる非開示部分のうち、別紙２

の表の右欄に掲げる部分は開示すべきであるが、その余の部分を非開示とすることは妥

当である。

２ 異議申立ての経過並びに異議申立人の主張及び実施機関の説明の要旨

（省略）

３ 審査会の判断

(1) 本件諮問事案に係る開示請求の対象公文書について

本件諮問事案に係る開示請求（以下「本件開示請求」という。）の対象公文書（以

下「本件公文書」という。）は、次のとおりである。

ア 社会福祉施設等における事故等の防止及び報告について（平成○年○月○日付け

○○○第○○号決定書）

イ 社会福祉法人○○○○○○に対する指導監査の実施結果並びに追加調査について

（平成○年○月○日付け○○○第○○号決定書）

ウ 指導監査の実施に伴う追加調査報告書の提出について（平成○年○月○日付け）

エ 社会福祉施設等における事故等の防止及び報告について（平成○年○月○日付け

○○○第○号決定書）

オ 社会福祉法人○○○○○○に係る指導監査結果について（平成○年○月○日付け

○○○第○○号決定書）

カ 社会福祉法人○○○○○○に係る平成19年度指導監査結果措置状況報告について

（平成○年○月○日付け報告書）

キ 社会福祉施設等における事故等の防止及び報告について（平成○年○月○日付け

○○○第○○号決定書）

(2) 本件諮問事案における審議について

北海道知事（以下「実施機関」という。）は、本件公文書の一部が北海道情報公開

条例（平成10年北海道条例第28号。以下「条例」という。）第10条第１項第１号に規

定する非開示情報（以下「１号情報」という。）又は同条同項第２号に規定する非開

示情報（以下「２号情報」という。）に該当するとして一部開示決定処分（以下「本

件処分」という。）を行った。

異議申立人は、本件処分を全部を開示する処分に変更することを求めていることか

ら、本件処分の妥当性について判断することとする。

(3) １号情報の該当性について

ア 条例第10条第１項第１号は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構

成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別され得るもののうち、

通常他人に知られたくないと認められるものは、非開示情報に該当する旨を定めて

いる。

イ 実施機関が本件処分において１号情報に該当するとして非開示としたものは、別

紙２の(1)の表に掲げる情報であり、実施機関は、おおむね次のとおり主張する。
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特定の個人が識別され得る詳細な個人情報が含まれ、かつ、その内容は通常他人

に知られたくないと認められる。

また、理事長、理事、常務理事、監事及び施設長を除き、特定の個人が識別され

得る情報については、開示することにより、施設名が既に開示されていることから、

勤務先等が明らかになり、一般にこのような情報は、通常他人に知られたくないと

認められる。

ウ 当審査会としては、別紙２の(1)の表のイの⑤及びウの④の右欄に掲げる情報は、

当該施設を代表する者の職名であり、通常他人に知られたくない情報とは認められ

ないことから、１号情報に該当しないものと判断する。

ただし、別紙２の(1)の表に掲げる情報のうちイの⑤及びウの④の右欄に掲げる

情報を除いた情報については、実施機関の主張するとおり、特定の個人が識別され

得る情報であり、開示することにより、施設名が既に開示されていることから、勤

務先等が明らかになり、一般にこのような情報は、通常他人に知られたくないと認

められることから、１号情報に該当するものと判断する。

(4) ２号情報の該当性について

ア 条例第10条第１項第２号は、法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項

に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政

法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方

独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）に関する情

報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当

該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な

地位が不当に損なわれると認められるものは、非開示情報に該当する旨定めている。

イ 実施機関が本件処分において２号情報に該当するとして非開示としたものは、別

紙２の(2)の表に掲げる情報であり、実施機関は、おおむね次のとおり主張する。

法人の事業活動及び内部管理上の事項に属する情報であって、開示することによ

り、当該法人の事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められ

る。

このうち、事故の分類及びそれが特定され得る記述については、開示することに

より、当該法人の社会的評価が不当に損なわれると認められ、さらに、個別の公文

書について、「社会福祉法人○○○○○○児童養護施設○○○○における監査結

果」（別紙２(2)イ②）、「懲戒に係る委員会報告書」（別紙２(2)イ④⑤及びウ②

④）の内容欄、「社会福祉法人○○○○○○理事会議事録」（別紙２(2)ウ③⑤及

びカ⑥⑦⑧）、「指導監査結果講評調書（案）」（別紙２(2)オ②）、「通知文

（案）添付文書」（別紙２(2)オ④）、「平成19年度指導監査結果措置状況報告書」

（別紙２(2)カ①）及び「辞令」（別紙２(2)カ②）については、事故の分類が特定

され得る記述又は当該法人の内部管理上の事項に属する情報が記録されており、開

示することにより、当該法人の事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわ

れると認められる。

ウ 当審査会としては、「社会福祉法人○○○○○○児童養護施設○○○○における

監査結果」（別紙２(2)イ②）に記述されている情報のうち、１頁目の監査年月日

及び場所、公務員の職及び氏名、監査対応者のうち本件処分において既に開示され

ている者の職及び氏名、並びに、４頁目の事故の分類が特定され得る記述を除いた

情報については、本件処分において指導監査を受け指導が行われたという事実は既

に開示されていることから、これらを開示しても、当該法人の事業運営が不当に損
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なわれるとは認められない。

また、「平成19年度指導監査結果措置状況報告書」（別紙２(2)カ①）に記述さ

れている情報のうち、職員個人の人事発令及び職務内容並びに事故の分類が特定さ

れ得る記述を除いた情報についても、本件処分において指導監査を受け指導が行わ

れたという事実は既に開示されていることから、これらを開示しても、当該法人の

事業運営が不当に損なわれるとは認められない。

したがって、別紙２の(2)の表のイの②及びカの①の右欄に掲げる情報は、当該

法人の事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれるとは認められないこ

とから、２号情報に該当しないものと判断する。

ただし、別紙２の(2)の表に掲げる情報のうち、イの②及びカの①の右欄に掲げ

る情報を除いた情報については、実施機関の主張するとおり、法人の事業活動及び

内部管理上の事項に属する情報であって、開示することにより、当該法人の事業運

営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められることから、２号情報

に該当するものと判断する。

(5) 異議申立人のその他の主張について

異議申立人のその他の主張については、条例の解釈適用を左右するものではないと

考えられるものであることから、いずれも採用することはできない。

以上のことから、結論のとおり判断した。
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４ 審査会の処理経過の概要

本件諮問事案についての処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 経 過

平成20年11月７日 ○ 諮問書の受理（諮問番号83）

○ 実施機関から関係書類（①諮問文、②異議申立書の写し、

③公文書開示請求書の写し、④公文書開示決定期間延長通知

書の写し、⑤公文書一部開示決定通知書の写し、⑥異議申立

ての概要、⑦理由説明書、⑧対象公文書の写し）の提出

平成20年11月13日 ○ 新規諮問事案の報告

○ 本件諮問事案の審議を第三部会に付託

平成20年12月８日 ○ 実施機関から理由説明書の補足説明の提出

平成20年12月８日 ○ 実施機関から本件処分の理由等を聴取

（第三部会） ○ 異議申立人の意見陳述

○ 審議

平成20年12月26日 ○ 異議申立人から意見書の提出

平成21年１月13日 ○ 審議

（第三部会）

平成21年２月２日 ○ 審議

（第三部会）

平成21年２月27日 ○ 答申案審議

（第36回審査会）

平成21年３月２日 ○ 答申
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別紙１

本件処分の非開示部分

対象公文書名 非開示部分 該当条項

項目 非開示部分

ア 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①児童養護施設における事故等 「１ 事故の分類」 事故の分類 ２号情報

の防止及び報告について 「２ 状況等について」 個人の役職名 １号情報

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

②事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特定され ２号情報

○年○月○日付け） 得る記述

「４ 被害者等の状況」

「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

用者又は職員等の氏 月日、年齢及び障がい等の内容

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日 １号情報

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄 １号情報

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名 １号情報

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

の住所・氏名」 月日及び年齢

「(2) 採用年月日」 個人の履歴 １号情報

「６ 事故等の概要」 すべて ２号情報

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事長及び １号情報

応」 施設長を除く。）及びそれらが

特定され得る記述

懲戒処分対象者の役職

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

「８ 再発防止策」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

③社会福祉施設等における事故 － 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

等の発生状況報告書の提出につ

いて（平成○年○月○日付け）

④事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特定され ２号情報

○年○月○日付け） 得る記述

「４ 被害者等の状況」

「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

用者又は職員等の氏 月日及び年齢

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日 １号情報

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄 １号情報

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名 １号情報

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

の住所・氏名」 月日及び年齢

「(2) 採用年月日」 個人の履歴 １号情報

「６ 事故等の概要」 すべて ２号情報

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事長及び １号情報

応」 施設長を除く。）、健康状態及

びそれらが特定され得る記述

懲戒処分対象者の役職

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

「８ 再発防止策」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

イ 社会福祉法人○○○○○○に
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対する指導監査の実施結果並び

に追加調査について（平成○年

○月○日付け○○○第○○号決

定書）

①決定書かがみ － 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

②社会福祉法人○○○○○○ － すべて ２号情報

児童養護施設○○○○における （個人が特定され得る記述） (１号情報)

監査結果

③指導監査出席者 － 個人の氏名（理事長、施設長を １号情報

除く。）、勤続年数（理事長を

除く。）、担当及びそれらが特

定され得る職名

④懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）の役 １号情報

成○年○月○日開催分） 職、氏名及び印影

「参集者」 個人（施設長を除く。）の役職 １号情報

「議題」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

「内容」 すべて ２号情報

「報告」 懲戒処分対象者の役職 １号情報

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

⑤懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）の役 １号情報

成○年○月○日開催分） 職、氏名及び印影

「参集者」 個人（理事長を除く。）の役職 １号情報

「議題」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

「内容」 すべて ２号情報

「報告」 懲戒処分対象者の役職 １号情報

⑥監査指導の実施に伴う追加調 「調査事項③」 すべて １号情報

査について別紙 ２号情報

「調査事項④」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

「調査事項⑤」 個人の職名 ２号情報

ウ 指導監査の実施に伴う追加調

査報告書の提出について（平成

○年○月○日付け）

①指導監査の実施に伴う追加調 「調査事項①」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

査報告書の提出について（平成 「調査事項⑤」 懲戒処分対象者の発令年月日及 １号情報

○年○月○日付け）別紙 び職名並びにそれらが特定され

得る記述

職務の体制に関する記述 ２号情報

「調査事項⑥」 個人（理事長、施設長を除く｡) １号情報

の職名及びそれが特定され得る

記述

懲戒処分対象者の発令年月日及

び職名並びにそれらが特定され

得る記述

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

懲戒に係る委員会の内容に関す

る記述

②懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）の役 １号情報

成○年○月○日開催分） 職、氏名及び印影

「参集者」 個人（施設長を除く。）の役職 １号情報

「議題」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

「内容」 すべて ２号情報

「報告」 懲戒処分対象者の役職 １号情報

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

③社会福祉法人○○○○○○理 － すべて ２号情報

事会議事録（平成○年○月○日 （個人が特定され得る記述） (１号情報)

開催分）

④懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）の役 １号情報

成○年○月○日開催分） 職、氏名及び印影

「参集者」 個人（理事長を除く。）の役職 １号情報

「議題」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報
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「内容」 すべて ２号情報

「報告」 懲戒処分対象者の役職 １号情報

⑤社会福祉法人○○○○○○理 － すべて ２号情報

事会議事録（平成○年○月○日 （個人が特定され得る記述） (１号情報)

開催分）

⑥指導監査の実施に伴う追加調 「調査事項②」 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

査報告書の提出について（平成 「調査事項③」 すべて １号情報

○年○月○日付け）別紙 ２号情報

「調査事項④」 職員からの聞き取り調査内容 １号情報

２号情報

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

エ 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第○

号決定書）

①児童養護施設における事故等 「１ 事故の分類」 事故の分類 ２号情報

の防止及び報告について 「２ 状況等について」 個人が特定され得る記述 １号情報

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

②社会福祉施設における事故等 － 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

の発生状況報告書の提出につい

て（平成○年○月○日付け）

③事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特定され ２号情報

○年○月○日付け） 得る記述

「４ 被害者等の状況」

「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

用者又は職員等の氏 月日及び年齢

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日 １号情報

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄 １号情報

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名 １号情報

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

の住所・氏名」 月日及び年齢

「(2) 採用（入所・利 個人の履歴 １号情報

用開始）年月日」

「６ 事故等の概要」 すべて ２号情報

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事長及び １号情報

応」 施設長を除く。）及びそれらが

特定され得る記述

職員からの聞き取り内容 ２号情報

事故の分類が特定され得る記述

オ 社会福祉法人○○○○○○に

係る指導監査結果について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①決定書かがみ － 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

②指導監査結果講評調書（案） － すべて ２号情報

③平成19年度社会福祉施設に係 － 事故の分類が特定され得る記述 ２号情報

る指導監査結果について（通知

文案）

④平成19年度社会福祉施設に係 － すべて ２号情報

る指導監査結果について（通知

文案）添付文書

カ 社会福祉法人○○○○○○に

係る平成19年度指導監査結果措

置状況報告について（平成○年

○月○日付け報告書）

①平成19年度指導監査結果措置 － すべて ２号情報
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状況報告書 （個人が特定され得る記述） (１号情報)

②辞令 － すべて ２号情報

（個人が特定され得る記述） (１号情報)

③平成20年度職務分掌組織機構 － 個人（理事長、理事、常務理 １号情報

図 事、監事及び施設長を除く。）

の氏名及び役職

④平成20年度外部研修会参加予 － 個人の氏名及びそれが特定され １号情報

定計画 得る記述

⑤平成20年度指導計画 － 個人の氏名 １号情報

⑥社会福祉法人○○○○○○理 － すべて ２号情報

事会議事録（平成○年○月○日 （個人が特定され得る記述） (１号情報)

開催分）

⑦社会福祉法人○○○○○○理 － すべて ２号情報

事会議事録（平成○年○月○日 （個人が特定され得る記述） (１号情報)

開催分）

⑧社会福祉法人○○○○○○理 － すべて ２号情報

事会議事録（平成○年○月○日 （個人が特定され得る記述） (１号情報)

開催分）

⑨法人における第三者調査 － すべて ２号情報

（個人が特定され得る記述） (１号情報)

キ 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特定され ２号情報

○年○月○日付け） 得る記述

「４ 被害者等の状況」

「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

用者又は職員等の氏 月日及び年齢

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日 １号情報

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄 １号情報

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名 １号情報

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性別、生年 １号情報

の住所・氏名」 月日、年齢

「(2) 採用（入所・利 個人の履歴 １号情報

用開始）年月日」

「６ 事故等の概要」 すべて ２号情報

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事長及び １号情報

応」 施設長を除く。）及びそれらが

特定され得る記述

懲戒処分対象者の役職

職員からの聞き取り内容 ２号情報

事故の分類が特定され得る記述

「８ 再発防止策」 人事異動者の発令年月日、氏 １号情報

名、役職及び発令内容

事故の分類が特定され得る記述 ２号情報
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別紙２

非開示条項別の非開示部分及び開示すべき部分

（１）１号情報

対象公文書名 非開示部分 開示すべき部分

項目 非開示部分

ア 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①児童養護施設における事故等 「２ 状況等について」 個人の役職名

の防止及び報告について

②事故等発生状況報告書（平成 「４ 被害者等の状況」

○年○月○日付け） 「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性

用者又は職員等の氏 別、生年月日、年齢及び

名等」 障がい等の内容

「(3) 入所・利用開始 年月日

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性

の住所・氏名」 別、生年月日及び年齢

「(2) 採用年月日」 個人の履歴

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事

応」 長及び施設長を除く。）

及びそれらが特定され得

る記述

懲戒処分対象者の役職

④事故等発生状況報告書（平成 「４ 被害者等の状況」

○年○月○日付け） 「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性

用者又は職員等の氏 別、生年月日及び年齢

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性

の住所・氏名」 別、生年月日及び年齢

「(2) 採用年月日」 個人の履歴

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事

応」 長及び施設長を除く｡)、

健康状態及びそれらが特

定され得る記述

懲戒処分対象者の役職

イ 社会福祉法人○○○○○○に

対する指導監査の実施結果並び

に追加調査について（平成○年

○月○日付け○○○第○○号決

定書）

②社会福祉法人○○○○○○ － 個人が特定され得る記述

児童養護施設○○○○における

監査結果

③指導監査出席者 － 個人の氏名（理事長、施

設長を除く。）、勤続年

数（理事長を除く。）、

担当及びそれらが特定さ
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れ得る職名

④懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）

成○年○月○日開催分） の役職、氏名及び印影

「参集者」 個人（施設長を除く。）

の役職

「報告」 懲戒処分対象者の役職

⑤懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）

成○年○月○日開催分） の役職、氏名及び印影

「参集者」 個人（理事長を除く。） ５文字目から７文

の役職 字目まで

「報告」 懲戒処分対象者の役職

⑥監査指導の実施に伴う追加調 「調査事項③」 すべて

査について別紙

ウ 指導監査の実施に伴う追加調

査報告書の提出について（平成

○年○月○日付け）

①指導監査の実施に伴う追加調 「調査事項⑤」 懲戒処分対象者の発令年

査報告書の提出について（平成 月日及び職名並びにそれ

○年○月○日付け）別紙 らが特定され得る記述

「調査事項⑥」 個人（理事長、施設長を

除く。）の職名及びそれ

が特定され得る記述

懲戒処分対象者の発令年

月日及び職名並びにそれ

らが特定され得る記述

②懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）

成○年○月○日開催分） の役職、氏名及び印影

「参集者」 個人（施設長を除く。）

の役職

「報告」 懲戒処分対象者の役職

③社会福祉法人○○○○○○理 － 個人が特定され得る記述

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

④懲戒に係る委員会報告書（平 「報告者」 個人（施設長を除く。）

成○年○月○日開催分） の役職、氏名及び印影

「参集者」 個人（理事長を除く。） ５文字目から７文

の役職 字目まで

「報告」 懲戒処分対象者の役職

⑤社会福祉法人○○○○○○理 － 個人が特定され得る記述

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑥指導監査の実施に伴う追加調 「調査事項③」 すべて

査報告書の提出について（平成 「調査事項④」 職員からの聞き取り調査

○年○月○日付け）別紙 内容

エ 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第○

号決定書）

①児童養護施設における事故等 「２ 状況等について」 個人が特定され得る記述

の防止及び報告について

③事故等発生状況報告書（平成 「４ 被害者等の状況」

○年○月○日付け） 「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性

用者又は職員等の氏 別、生年月日及び年齢

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名

「５ 当該事故関係者の

状況」
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「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性

の住所・氏名」 別、生年月日及び年齢

「(2) 採用（入所・利 個人の履歴

用開始）年月日」

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事

応」 長及び施設長を除く。）

及びそれらが特定され得

る記述

カ 社会福祉法人○○○○○○に

係る平成19年度指導監査結果措

置状況報告について（平成○年

○月○日付け報告書）

①平成19年度指導監査結果措置 － 個人が特定され得る記述

状況報告書

②辞令 － 個人が特定され得る記述

③平成20年度職務分掌組織機構 － 個人（理事長、理事、常

図 務理事、監事及び施設長

を除く。）の氏名及び役

職

④平成20年度外部研修会参加予 － 個人の氏名及びそれが特

定計画 定され得る記述

⑤平成20年度指導計画 － 個人の氏名

⑥社会福祉法人○○○○○○理 － 個人が特定され得る記述

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑦社会福祉法人○○○○○○理 － 個人が特定され得る記述

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑧社会福祉法人○○○○○○理 － 個人が特定され得る記述

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑨法人における第三者調査 － 個人が特定され得る記述

キ 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①事故等発生状況報告書（平成 「４ 被害者等の状況」

○年○月○日付け） 「(1) 被害を受けた利 個人の住所、氏名、性

用者又は職員等の氏 別、生年月日及び年齢

名等」

「(3) 入所・利用開始 年月日

（採用）年月日」

「(4) 保護者氏名」 個人の氏名及び続柄

｢(5) 所管児童相談所｣ 児童相談所名

「５ 当該事故関係者の

状況」

「(1) 当該事故関係者 個人の住所、氏名、性

の住所・氏名」 別、生年月日、年齢

「(2) 採用（入所・採 個人の履歴

用開始）年月日」

「７ 施設・事業所の対 個人の氏名、役職（理事

応」 長及び施設長を除く。）

及びそれらが特定され得

る記述

懲戒処分対象者の役職

「８ 再発防止策」 人事異動者の発令年月

日、氏名、役職及び発令

内容
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（２）２号情報

対象公文書名 非開示部分 開示すべき部分

項目 非開示部分

ア 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①児童養護施設における事故等 「１ 事故の分類」 事故の分類

の防止及び報告について 「２ 状況等について」 事故の分類が特定され得

る記述

②事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特

○年○月○日付け） 定され得る記述

「６ 事故等の概要」 すべて

「７ 施設・事業所の対 事故の分類が特定され得

応」 る記述

「８ 再発防止策」 事故の分類が特定され得

る記述

③社会福祉施設等における事故 － 事故の分類が特定され得

等の発生状況報告書の提出につ る記述

いて（平成○年○月○日付け）

④事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特

○年○月○日付け） 定され得る記述

「６ 事故等の概要」 すべて

「７ 施設・事業所の対 事故の分類が特定され得

応」 る記述

「８ 再発防止策」 事故の分類が特定され得

る記述

イ 社会福祉法人○○○○○○に

対する指導監査の実施結果並び

に追加調査について（平成○年

○月○日付け○○○第○○号決

定書）

①決定書かがみ － 事故の分類が特定され得

る記述

②社会福祉法人○○○○○○ － すべて ・１頁の１行目か

児童養護施設○○○○における ら13行目まで。た

監査結果 だし、１行目27文

字目から32文字目

までを除く。

・４頁。ただし、

１行目８文字目か

ら13文字目まで及

び上段の表の中欄

の４番目の項目の

１行目15文字目か

ら２行目２文字目

までを除く。

④懲戒に係る委員会報告書（平 「議題」、「報告」 事故の分類が特定され得

成○年○月○日開催分） る記述

「内容」 すべて

⑤懲戒に係る委員会報告書（平 「議題」 事故の分類が特定され得

成○年○月○日開催分） る記述

「内容」 すべて

⑥監査指導の実施に伴う追加調 「調査事項③」 すべて

査について別紙 「調査事項④」 事故の分類が特定され得

る記述

「調査事項⑤」 個人の職名

ウ 指導監査の実施に伴う追加調

査報告書の提出について（平成
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○年○月○日付け）

①指導監査の実施に伴う追加調 「調査事項①」 事故の分類が特定され得

査報告書の提出について（平成 る記述

○年○月○日付け）別紙 「調査事項⑤」 職務の体制に関する記述

「調査事項⑥」 事故の分類が特定され得

る記述

懲戒に係る委員会の内容

に関する記述

②懲戒に係る委員会報告書（平 「議題」、「報告」 事故の分類が特定され得

成○年○月○日開催分） る記述

「内容」 すべて

③社会福祉法人○○○○○○理 － すべて

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

④懲戒に係る委員会報告書（平 「議題」 事故の分類が特定され得

成○年○月○日開催分） る記述

「内容」 すべて

⑤社会福祉法人○○○○○○理 － すべて

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑥指導監査の実施に伴う追加調 「調査事項②」 事故の分類が特定され得

査報告書の提出について（平成 る記述

○年○月○日付け）別紙 「調査事項③」 すべて

「調査事項④」 職員からの聞き取り調査

内容

事故の分類が特定され得

る記述

エ 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第○

号決定書）

①児童養護施設における事故等 「１ 事故の分類」 事故の分類

の防止及び報告について 「２ 状況等について」 事故の分類が特定され得

る記述

②社会福祉施設における事故等 － 事故の分類が特定され得

の発生状況報告書の提出につい る記述

て（平成○年○月○日付け）

③事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特

○年○月○日付け） 定され得る記述

「６ 事故等の概要」 すべて

「７ 施設・事業所の対 職員からの聞き取り内容

応」 事故の分類が特定され得

る記述

オ 社会福祉法人○○○○○○に

係る指導監査結果について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①決定書かがみ － 事故の分類が特定され得

る記述

②指導監査結果講評調書（案） － すべて

③平成19年度社会福祉施設に係 － 事故の分類が特定され得

る指導監査結果について（通知 る記述

文案）

④平成19年度社会福祉施設に係 － すべて

る指導監査結果について（通知

文案）添付文書

カ 社会福祉法人○○○○○○に

係る平成19年度指導監査結果措

置状況報告について（平成○年

○月○日付け報告書）
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①平成19年度指導監査結果措置 － すべて ・１頁。ただし、

状況報告書 表の左欄中のすべ

て並びに表の中欄

中の２行目９文字

目から13文字目ま

で、同行22文字目

から 2 3文字目ま

で､同行25文字目､

同行27文字目、３

行目３文字目から

７文字目まで、同

行17文字目から19

文字目まで、４行

目１文字目から５

行目７文字目ま

で、10行目11文字

目から17文字目ま

で、17行目６文字

目から12文字目ま

で、19行目14文字

目から20行目６文

字目まで及び21行

目３文字目から８

文字目までを除

く。

・２頁。ただし、

表の左欄中のすべ

て及び表の中欄中

の10行目22文字目

から27文字目まで

を除く。

・３頁。ただし、

表の左欄中のすべ

て及び表の中欄中

のすべてを除く。

②辞令 － すべて

⑥社会福祉法人○○○○○○理 － すべて

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑦社会福祉法人○○○○○○理 － すべて

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑧社会福祉法人○○○○○○理 － すべて

事会議事録（平成○年○月○日

開催分）

⑨法人における第三者調査 － すべて

キ 社会福祉施設等における事故

等の防止及び報告について（平

成○年○月○日付け○○○第

○○号決定書）

①事故等発生状況報告書（平成 「２ 事故の分類」 事故の分類及びそれが特

○年○月○日付け） 定され得る記述

「６ 事故等の概要」 すべて

「７ 施設・事業所の対 職員からの聞き取り内容

応」 事故の分類が特定され得

る記述

「８ 再発防止策」 事故の分類が特定され得

る記述

※ 文字のない空白部分は、文字数及び行数に含めない。


