
 

 

議案第１４号資料 
◇上尾市教育委員会事務局組織規則（平成５年上尾市教育委員会規則第３号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（内部組織及びその分掌事務） （内部組織及びその分掌事務） 

第２条 事務局に、次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる課を置く。 

第２条 事務局に、次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる課を置く。 

部の名称 課の名称 

教育総務部 総務課、生涯学習課、スポーツ振興課 

学校教育部 学務課、指導課、学校保健課 
 

部の名称 課の名称 

教育総務部 教育総務課、生涯学習課、スポーツ振興課 

学校教育部 学務課、指導課、学校保健課 
 

２ 前項の表の左欄に掲げる部及び当該部にそれぞれ置かれる課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

２ 前項の表の左欄に掲げる部及び当該部にそれぞれ置かれる課の分掌事

務は、次のとおりとする。 

教育総務部 教育総務部 

総務課 教育総務課 

（１） 教育委員会の会議に関すること。 （１） 教育委員会の会議に関すること。 

（２） 教育長の秘書に関すること。 （２） 教育長の秘書に関すること。 

（３） 教育行政の企画調整、広聴及び広報に関すること。 （３） 教育行政の企画調整、広聴及び広報に関すること。 

（４） 教育行政に関する相談に関すること。 （４） 教育行政に関する相談に関すること。 

（５） 文書事務に関すること。 （５） 文書事務に関すること。 

（６） 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 （６） 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 

（７） 入学準備金及び奨学金の貸付けに関すること。 （７） 入学準備金及び奨学金の貸付けに関すること。 

（８） 事務局及び教育機関の職員（県費負担教職員を除く。）の人事、給

与、研修、服務及び福利厚生に関すること。 

（８） 事務局及び教育機関の職員（県費負担教職員を除く。）の人事、給

与、研修、服務及び福利厚生に関すること。 

（９） 学校の用に供する財産の管理に関すること。 （９） 学校の用に供する財産の管理に関すること。 

（１０） 学校の施設の整備に関すること。 （１０） 学校の施設の整備に関すること。 

４
 



 

 

（１１） 学校及び幼稚園の予算に関すること。 （１１） 学校の予算に関すること。 

（１２） 学校の教具及び教材に関すること。 （１２） 学校の教具及び教材に関すること。 

（１３） 部内の連絡調整に関すること。 （１３） 市立幼稚園に関すること。 

（１４） 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。 （１４） 部内の連絡調整に関すること。 

 （１５） 他の部及び部内の他の課の主管に属しない事項に関すること。 

生涯学習課 生涯学習課 

（１） 生涯学習に関すること。 （１） 生涯学習に関すること。 

（２） 文化芸術に関すること。 （２） 文化芸術に関すること。 

（３） 社会教育における人権教育に関すること。 （３） 社会教育における人権教育に関すること。 

（４） 文化財保護に関すること。 （４） 文化財保護に関すること。 

（５） 市史編さん事業に関すること。 （５） 市史編さん事業に関すること。 

（６） 市民ギャラリーに関すること。 （６） 市民ギャラリーに関すること。 

（７） 公民館事業の調整に関すること。 （７） 市役所ギャラリーの運営に関すること。 

 （８） 公民館事業の調整に関すること。 

学校教育部 学校教育部 

学務課 学務課 

（１） 通学区に関すること。 （１） 通学区に関すること。 

（２） 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転

学及び退学に関すること。 

（２） 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び

退学に関すること。 

（３） 学校施設及び教職員の事故報告に関すること。 （３） 児童・生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の支給に関する

こと。 

（４） 教職員の人事、給与、服務及び福利厚生その他教職員に関すること。 （４） 特別支援学級の設置に関すること。 

（５） 部内の連絡調整に関すること。 （５） 学校施設及び教職員の事故報告に関すること。 

（６） 部内の他の課の主管に属しないこと。 （６） 教職員の人事、給与、服務及び福利厚生その他教職員に関すること。 

 （７） 部内の連絡調整に関すること。 

 （８） 部内の他の課の主管に属しない事項に関すること。 
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◇上尾市教育委員会公印規則（昭和６２年上尾市教育委員会規則第６号）  新旧対照表  

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（公印の管理についての事務の統括） （公印の管理についての事務の統括） 

第４条 公印の管理については、教育総務部総務課長（以下「総務課長」と

いう。）が、その事務を統括する。 

第４条 公印の管理については、教育総務部教育総務課長（以下「教育総務

課長」という。）が、その事務を統括する。 

２ 総務課長は、公印台帳（第１号様式）を備え、すべての公印について、

その新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければなら

ない。 

２ 教育総務課長は、公印台帳（第１号様式）を備え、すべての公印につい

て、その新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければ

ならない。 

３ 総務課長は、公印の管理の状況その他公印の管理に関し必要な事項につ

いて調査し、又は報告を求めることができる。 

３ 教育総務課長は、公印の管理の状況その他公印の管理に関し必要な事項

について調査し、又は報告を求めることができる。 

（新調、改刻及び廃止） （新調、改刻及び廃止） 

第５条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、

公印新調（改刻・廃止）申請書（第２号様式）を総務課長を経て教育長に

提出しなければならない。 

第５条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、

公印新調（改刻・廃止）申請書（第２号様式）を教育総務課長を経て教育

長に提出しなければならない。 

（廃棄） （廃棄） 

第６条 管理者は、改刻その他の理由により使用しなくなった公印を総務課

長に引き継がなければならない。 

第６条 管理者は、改刻その他の理由により使用しなくなった公印を教育総

務課長に引き継がなければならない。 

２ 総務課長は、引継ぎを受けた公印を、使用廃止の日から１０年間保存し

なければならない。 

２ 教育総務課長は、引継ぎを受けた公印を、使用廃止の日から１０年間保

存しなければならない。 

（電子印影の使用） （電子印影の使用） 

第８条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影

（縮小したものを含む。以下「電子印影」という。）を使用することによ

って、公印の押印に代えることができる。 

第８条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影

（縮小したものを含む。以下「電子印影」という。）を使用することによ

って、公印の押印に代えることができる。 

２ 当該事務の主管課長は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影

使用申請書（第３号様式）を総務課長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 当該事務の主管課長は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影

使用申請書（第３号様式）を教育総務課長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

 



 

 

（公印の事故届） （公印の事故届） 

第９条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故

報告書（第４号様式）を速やかに総務課長を経て教育長に提出しなければ

ならない。 

第９条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故

報告書（第４号様式）を速やかに教育総務課長を経て教育長に提出しなけ

ればならない。 

（総務課長保管公印の使用） （教育総務課長保管公印の使用） 

第１１条 総務課長が保管する公印（以下「総務課長保管公印」という。）

を使用しようとするときは、押印すべき文書に起案用紙（起案用紙を用い

ていない場合にあっては、公印使用申請書（第５号様式））を添えて、総

務課長又は総務課長が指定する公印取扱者に提示し、その承認を受けなけ

ればならない。 

第１１条 教育総務課長が保管する公印（以下「教育総務課長保管公印」と

いう。）を使用しようとするときは、押印すべき文書に起案用紙（起案用

紙を用いていない場合にあっては、公印使用申請書（第５号様式））を添

えて、教育総務課長又は教育総務課長が指定する公印取扱者に提示し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 総務課長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の

適当と認める方法をもって、総務課長保管公印を使用させることができる。 

２ 教育総務課長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、

他の適当と認める方法をもって、教育総務課長保管公印を使用させること

ができる。 

３総務課長保管公印を使用したときは、公印使用簿（第６号様式）に必要事

項を記入しなければならない。 

３ 教育総務課長保管公印を使用したときは、公印使用簿（第６号様式）に

必要事項を記入しなければならない。 

４ 総務課長保管公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。た

だし、やむを得ない理由により、事前に総務課長の承認を受けた場合は、

この限りでない。 

４ 教育総務課長保管公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならな

い。ただし、やむを得ない理由により、事前に教育総務課長の承認を受け

た場合は、この限りでない。 

５ 総務課長保管公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない

理由により、事前に総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

５ 教育総務課長保管公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得

ない理由により、事前に教育総務課長の承認を受けた場合は、この限りで

ない。 
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公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ２１ １ 教育委員会名をもって発

する文書 

総務課長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ６０ 学校の数 卒業証書用 校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ２４ 学校の数 学校名をもって発する文

書 

校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 

 

１５×３６ 学校の数 割印用 校長 

  

公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ２１ １ 教育委員会名をもって発

する文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ６０ 学校の数 卒業証書用 校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ２４ 学校の数 学校名をもって発する文

書 

校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 

 

１５×３６ 学校の数 割印用 校長 

  

公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長印 
 

方 ２１ １ 委員長名をもって発する

文書 

総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 委員長職務代理者名をも

って発する文書 

総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ２１ １ 教育長名をもって発する

文書 

総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 教育長職務代理者名をも

って発する文書 

総務課長 

  

公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長印 
 

方 ２１ １ 委員長名をもって発する

文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 委員長職務代理者名をも

って発する文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ２１ １ 教育長名をもって発する

文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 教育長職務代理者名をも

って発する文書 

教育総務課長 
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◇上尾市図書館規則（平成１８年上尾市教育委員会規則第８号）  新旧対照表   

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 図書館は、次に掲げる業務を行う。 第２条 図書館は、次に掲げる業務を行う。 

（１） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条各号に掲げ

る事項の実施に関すること。 

（１） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条各号に掲げ

る事項の実施に関すること。 

（２） 図書館協議会に関すること。 （２） 図書館協議会に関すること。 

（３） 図書館の業務に関する諸団体に関すること。 （３） 図書館の業務に関する諸団体に関すること。 

（４） 分館集会室に関すること。 （４） 子どもの読書活動の推進に関すること。 

（５） 視聴覚教育の振興に関すること。 （５） 分館集会室に関すること。 

  

 


