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※ 義務教育学校については、本文及び資料の小学校又は中学校に関する記述を参照してください。

＜法令（略称）一覧＞
本書では、下記の法令を記載する際に、（ ）内の略称を用いている場合がある。
□ 教育基本法（教基法）
□ 学校教育法（学教法）
□ 国家公務員法（国公法）
□ 地方公務員法（地公法）
□ 教育公務員特例法（教特法）
□ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）
□ 学校教育法施行規則（学教法施行規則）
□ 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）
□ 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）
□ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（出会

い系サイト規制法）
□ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

※なお、本書では関係法令の記載に際しては、項以下を省略している。


