
行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

31-0008 4月8日 4月22日 請求
上尾市立小中学校に勤務する職員の勤務時間の
割振りが判別できる文書。2019年４月のもの。 教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0009 4月8日 4月15日 請求

上尾市教育委員会教育長・上尾市教委事務局学
校教育部長・同教育総務部長の「2019年４月の勤
務にかかる予定表（一覧表）」

教育委員会 教育総務課 全部公開

31-0010 4月8日 4月15日 請求
2019年度／上尾市教育委員会事務局座席表（ま
たはそれに類する資料）。 教育委員会 教育総務課 一部公開 第7号

31-0011 4月8日 4月18日 請求
上尾市教育委員会が保有している、文科省が示し
ている年間授業日数が判別できる文書・資料等。 教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0012 4月8日 4月18日 請求

上尾市内小中学校における2018年度の年間授業
時数（各学校別）。
「予定時数」と「実際の時数」が分かるもの。

教育委員会 指導課 全部公開

31-0013 4月8日 4月19日 請求
2019.05.01に図書館を休館とした理由・経緯等が
判別できる文書・資料等。 教育委員会 図書館 全部公開

31-0014 4月8日 4月19日 請求

上尾市近隣で2019.05.01を休館とした図書館がど
のくらいあるのかについて、上尾市図書館（or上尾
市教育委員会事務局or上尾市）が保有している文
書・資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0015 4月8日 4月19日 請求

近隣の図書館が2019.05.01は通常どおり開館して
いるにもかかわらず、あえて休館とした理由が判
別できる文書・資料等。ただし、（31-0013）と同一
の文書・資料等の場合は、どちらかで可。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0016 4月8日 4月18日 請求
2019年度上尾市小中学校に勤務するALTに関す
る「仕様書」。 教育委員会 指導課 一部公開 第7号

31-0017 4月8日 4月18日 請求

「学習指導要領」は法的拘束力を持つ。ということ
が判別できる文書・資料等で、上尾市教育委員会
（or事務局）が保有するもの。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0018 4月8日 4月18日 請求

前記＜法的拘束力＞について、罰則規定の有無
が判別できる文書・資料等で上尾市教育委員会
（or事務局）が保有するもの。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0022 4月12日 4月24日 請求

上尾市教育委員会教育長または教育委員の発案
による、「教育、学術および文化に関する事項につ
いて大所高所から提案された方針」が提案または
論議されたことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0024 4月12日 4月25日 請求
平成26年１１月　図書館本館耐震診断性能判断
票 教育委員会 図書館 一部公開 第2号・第3号

31-0030 4月14日 4月26日 請求
歴代の「上尾市教育委員会事務局 学校教育部
長」の異動先が判別できる文書・資料等。 教育委員会 学務課 全部公開

31-0031 4月14日 4月26日 請求

「上尾市教育委員会事務局 学校教育部長」の異
動に関して、上尾市教育委員会の考える「適材を
適所に」という方針が具体的に何を意味するのか
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0032 4月14日 4月25日 請求

上尾市内各小・中学校には「学校間格差」が無い
ことが判別できる文書・資料等、あるいは「学校間
格差を生じさせてはいけない」と市教委が述べて
いることが判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0040 4月18日 5月7日 請求

上尾市建築工事入札記録の内、以下の予定価格
の内訳４項目の金額（最低制限価格を算出するた
めの）
2017年7月28日（仮）新図書館複合施設（建築工
事）

教育委員会 図書館 全部公開

31-0041 4月18日 5月7日 請求

上尾市建築工事入札記録の内、以下の予定価格
の内訳４項目の金額（最低制限価格を算出するた
めの）
2017年7月28日（仮）新図書館複合施設（自動書架
設備工事）

教育委員会 図書館 全部公開

31-0042 4月18日 5月7日 請求

上尾市建築工事入札記録の内、以下の予定価格
の内訳４項目の金額（最低制限価格を算出するた
めの）
2017年7月28日（仮）新図書館複合施設（空調換気
設備工事）

教育委員会 図書館 全部公開

31-0043 4月18日 5月7日 請求

上尾市建築工事入札記録の内、以下の予定価格
の内訳４項目の金額（最低制限価格を算出するた
めの）
2017年7月28日（仮）新図書館複合施設（給排水衛
星設備工事）

教育委員会 図書館 全部公開

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料
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31-0055 4月19日 5月7日 請求

関係職員への事情聴取によると、教育長は自宅
に到着後の午後１時30分から午後５時15分
までは、翌日の土曜日の「こども相撲上尾・伊奈場
所」及び「原市公民館祭り」に出席する勤務時
間を充てると職員に報告していたとのことであっ
た。とありますが、当該「関係職員」の職名・氏名お
よび事情聴取をおこなったのがいつなのかが判別
できる文書、資料、記録等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号・第3号

31-0056 4月19日 5月7日 請求

　関係職員への事情聴取によると、教育長は自宅
に到着後の午後１時30分から午後５時15分
までは、翌日の土曜日の「こども相撲上尾・伊奈場
所」及び「原市公民館祭り」に出席する勤務時
間を充てると職員に報告していたとのことであった
とありますが、「職員」の職名・氏名および報告が
あったのがいつなのかが判別できる文書、資料、
記録等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号・第3号

31-0057 4月19日 5月7日 請求

「報告事項２／平成30年度全国都市教育長協議
会並びに関東地区都市教育長協議会」を2019年４
月教育委員会に報告することとしたことが判別で
きる文書・資料等

教育委員会 教育総務課 全部公開

31-0058 4月19日 5月7日 請求

「平成29年度全国都市教育長協議会並びに関東
地区都市教育長協議会」についての報告がされて
いるかどうか判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0059 4月19日 5月7日 請求

2019.04.19に開催された４月教育委員会におい
て、「報告２」が４月教育委員会で報告されたの
か、その経緯が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0060 4月19日 5月7日 請求

「平成30年度全国都市教育長協議会」の報告の際
に、「５月16日は博物館に行った云々」との口頭説
明がされています。その口頭説明をした理由が判
別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0062 4月22日 5月7日 請求

平成31年４月18日付上監査第１４号文書を手交さ
れました。その中で前記「中尊寺や一関博物館へ
行った」云々とありますが、その際の「公務として
の服務が何であるのか」判別できる文書・資料等
（関係条例・規則に則ったものであること）。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0063 4月22日 5月7日 請求

平成31年４月18日付上監査第１４号文書を手交さ
れました。その中で前記「中尊寺や一関博物館へ
行った」云々とありますが、上述のように、教育長
の動静が判別できる文書によれば、５月16日は午
前から夜間まで全国都市教育長協議会（岩手県
一関市）に行ったことになっています。つまり、５月
16日については、行き先も中身も全くの虚偽という
ことがその後の情報公開請求や住民監査請求の
過程で明確になっています。そこで、なにゆえにこ
のような虚偽がまかりとおるのかが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0064 4月22日 5月7日 請求

「公務として中尊寺や一関市博物館等を視察し」
との記述がされている以上、当然「視察」先の博
　物館長および学芸員等から説明を受けたものと
思われます。よって、博物館長および学芸員から
説明を受けたことが判別できる文書・資料等

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0067 4月23日 5月7日 請求

上尾市において収蔵されている刀剣の振数、収蔵
場所、収蔵方法等の詳細が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

31-0068 4月23日 5月7日 請求

『平成30年度　上尾の教育』の88頁では、＜文化
財の保護・伝統文化の継承＞とのタイトルが付し
てあり、93頁まで諸々写真を含めて文化財の保
護・伝統文化の継承について述べられているが、
「刀剣の収蔵」についての記述がない。それが何
故なのか判別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

31-0078 4月26日 5月10日 請求
「はじめての日本刀講座」を開催するにあたっての
起案・決裁文書 教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号・第7号

31-0079 4月26日 5月10日 請求

「はじめての日本刀講座」の「はじめての」という意
味が曖昧ですが、それがどういう意味であるか判
別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号・第7号

31-0080 4月26日 5月10日 請求

2019年４月26日よりも以前に「日本刀講座」または
それに類する講座が上尾市教委により開催された
ことが判別できる文書・資料等

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在
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31-0081 4月27日 5月13日 請求

上尾市教育委員会の会議等（定例・臨時会あるい
は視察・現地見学等を含む）の中で、「文化財の保
護に関すること」の内、「刀剣の収蔵に関すること」
が議題またはテーマとなったことが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0083 5月3日 5月17日 請求

上尾市図書館５館（平方分館・たちばな分館・上平
公民館図書室・原市分館図書室・大谷公民館図書
室）は開館時間を変更したのか、その理由が判別
できる文書・資料等

教育委員会 図書館 一部公開 第7号

31-0084 5月3日 5月17日 請求

上尾市図書館５館（平方分館・たちばな分館・上平
公民館図書室・原市分館図書室・大谷公民館図書
室）の2019年４月における来館者数が判別できる
文書・資料等

教育委員会 図書館 全部公開

31-0085 5月3日 5月17日 請求

上尾市図書館５館（平方分館・たちばな分館・上平
公民館図書室・原市分館図書室・大谷公民館図書
室）の午前中の「図書貸し出しカウンター業務」に
必要な人員が判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0086 5月4日 5月20日 請求

2019年度上尾市立小・中学校の職員として採用さ
れている、全ての上尾市費負担臨時（非正規）職
員の職名と勤務条件が判別できる文書・資料等

教育委員会 教育総務課 全部公開

31-0087 5月6日 5月20日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「勤務状況を整理した書類がな
かったことについて、教育委員会事務局は適切な
管理を欠いていたといわざるを得ない」との指摘を
受けました。そこで、この指摘に対して監査請求書
提出（2019.02.20）後から2019.04.30の間に上尾市
教育委員会事務局として何らかの対応をしたこと
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0088 5月6日 5月20日 請求

上尾市教育委員会教育長は、「監査結果」におい
て、監査委員から「教育長は、出張用務を終えたと
きは、その概要を教育委員会等に報告しなければ
ならないと考えるが、そのような報告を行ったとす
る書類を確認することはできず、適切な復命が行
われたとはいえない」との指摘を受けました。
そこで、この指摘に対して監査請求書提出
（2019.02.20）後から2019.04.30の間に上尾市教育
委員会教育長として監査委員の指摘にしたがって
対応したことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0089 5月6日 5月20日 請求

教育長および教育委員会事務局は、「監査結果」
において、監査委員から「教育行政の責任者とし
て、服務規律の厳正な確保を指導する教育長の
服務に係る記録の管理が不適切であったことは大
変遺憾である」との指摘を受けました。
そこで、この指摘に対して監査請求書提出
（2019.02.20）後から2019.04.30の間に上尾市教育
委員会教育長および教育委員会事務局として、監
査委員の指摘にしたがって何らかの対応をしたこ
とが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0090 5月6日 5月20日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「教育委員会事務局は、請求人
からの行政文書公開請求書等により改善の機会
を得ていたにもかかわらず、事実確認や見直しを
怠ったことが原因となり、今回の住民監査請求に
つながったと考えられ、市民にこのような疑念を生
じさせないためにも適宜改善し、適切な管理に努
めるべきであったと考える」との指摘を受けまし
た。そこで、監査委員による指摘に対して監査請
求書提出（2019.02.20）後から2019.04.30の間に上
尾市教育委員会事務局として何らかの対応をした
ことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0091 5月6日 5月20日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「ついては、教育長の服務に係
る記録について検証するとともに、今後の管理体
制の構築と適切な運用を図るべく措置を講じること
を強く求める」との指摘を受けました。そこで、監査
請求書提出（2019.02.20）後から2019.04.30の間
に、この指摘にある「教育長の服務に係る記録に
ついて検証」がおこなわれたことが判別できる文
書・資料。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在
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31-0092 5月7日 5月20日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「ついては、教育長の服務に係
る記録について検証するとともに、今後の管理体
制の構築と適切な運用を図るべく措置を講じること
を強く求める」との指摘を受けました。そこで監査
請求書提出（2019.02.20）後から2019.04.30の間
に、「今後の管理体制の構築と適切な運用を図る
べく措置を講じる」ために市教委事務局として何ら
かの対応をしたことが判別できる文書・資料。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0094 5月4日 5月17日 請求

2019年度上尾市立小・中学校の職員として採用さ
れている、全ての上尾市費負担臨時（非正規）職
員の職名と勤務条件が判別できる文書・資料等

教育委員会 学務課 全部公開

31-0095 5月4日 5月20日 請求

2019年度上尾市立小・中学校の職員として採用さ
れている、全ての上尾市費負担臨時（非正規）職
員の職名と勤務条件が判別できる文書・資料等

教育委員会 指導課 全部公開

31-0096 5月4日 5月13日 請求

2019年度上尾市立小・中学校の職員として採用さ
れている、全ての上尾市費負担臨時（非正規）職
員の職名と勤務条件が判別できる文書・資料等

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0104 5月4日 5月17日 請求

2019年度上尾市立小・中学校の職員として採用さ
れている、全ての上尾市費負担臨時（非正規）職
員の職名と勤務条件が判別できる文書・資料等

教育委員会 教育センター 一部公開 第2号

31-0120 5月27日 6月7日 請求

上尾市教育委員会教育長の2019年４月以降１年
間の「年次有給休暇の付与日数」が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号

31-0121 5月27日 6月7日 請求

住民監査請求（2019.02.20）を受けてから現在
（2019.05.27）までの間に、教育長から市教委事務
局（市役所７階だけでなく、市教育センター等を含
む）に対して、住民監査請求の結果が知らされた
ことが判別できる文書・資料等

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0138 6月2日 6月13日 請求

上尾市教育委員会教育長にかかる公用車使用に
ついて、2019.04.13の車両運転日報では、「学校管
理運営」と記載されています。そこで、公務で公用
車を使用し赴いた、この「学校管理運営」とは何で
あるかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0139 6月2日 6月12日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「勤務状況を整理した書類がな
かったことについて、教育委員会事務局は適切な
管理を欠いていたといわざるを得ない」との指摘を
受けました。そこで、この指摘に対して2019.05.01
から2019.05.30の間に上尾市教育委員会事務局と
して何らかの対応をしたことが判別できる文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0140 6月2日 6月12日 請求

教育長 は、「監査結果」において、監査委員から
「教育長は、出張用務を終えたときは、その概要を
教育委員会等に報告しなければならないと考える
が、そのような報告を行ったとする書類を確認する
ことはできず、適切な復命が行われたとはいえな
い」との指摘を受けました。そこで、この指摘に対
して2019.05.01から2019.05.31の間に上尾市教育
委員会教育長として監査委員の指摘にしたがって
対応したことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0141 6月2日 6月12日 請求

教育長および教育委員会事務局は、「監査結果」
において、監査委員から「教育行政の責任者とし
て、服務規律の厳正な確保を指導する教育長の
服務に係る記録の管理が不適切であったことは大
変遺憾である」との指摘を受けました。そこで、こ
の指摘に対して2019.05.01から2019.05.31の間に
上尾市教育委員会教育長および教育委員会事務
局として、監査委員の指摘にしたがって何らかの
対応をしたことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0142 6月2日 6月12日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「教育委員会事務局は、請求人
からの行政文書公開請求書等により改善の機会
を得ていたにもかかわらず、事実確認や見直しを
怠ったことが原因となり、今回の住民監査請求に
つながったと考えられ、市民にこのような疑念を生
じさせないためにも適宜改善し、適切な管理に努
めるべきであったと考える」との指摘を受けまし
た。。そこで、監査委員による指摘に対して
2019.05.01から2019.05.31の間に上尾市教育委員
会事務局として何らかの対応をしたことが判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0143 6月2日 6月12日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「ついては、教育長の服務に係
る記録について検証するとともに、今後の管理体
制の構築と適切な運用を図るべく措置を講じること
を強く求める」との指摘を受けました。そこで、
2019.05.01から2019.05.31の間に、この指摘にある
「教育長の服務に係る記録について検証」がおこ
なわれたことが判別できる文書・資料。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0144 6月2日 6月12日 請求

上尾市教育委員会事務局は、「監査結果」におい
て、監査委員から「ついては、教育長の服務に係
る記録について検証するとともに、今後の管理体
制の構築と適切な運用を図るべく措置を講じること
を強く求める」との指摘を受けました。そこで
2019.05.01から2019.05.31の間に、、「今後の管理
体制の構築と適切な運用を図るべく措置を講じる」
ために市教委事務局として何らかの対応をしたこ
とが判別できる文書・資料。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0145 6月2日 6月12日 請求

上尾市教育委員会教育長・上尾市教委事務局学
校教育部長・同教育総務部長にかかる「2019年５
月・６月の勤務にかかる動静表・予定表（一覧表）」
の類

教育委員会 教育総務課 全部公開

31-0159 6月6日 取下げ 請求

「あげお未来創造市民会議委員名簿」には、第４
条２項委員として「元小学校教諭　〇〇氏」の名前
が記載されています。行政経営課に確認したとこ
ろ、同氏については、「上尾市教育委員会から推
薦してもらった」ということです。
そこで、以下のことについて情報公開請求いたし
ます。
「元小学校教諭」は市内在住者または元在勤者と
しても数多いる中で、上尾市教育委員会として〇
〇氏を推薦した経緯、理由等が判別できる文書・
資料等。

教育委員会 取下げ

31-0189 6月7日 6月21日 請求

「BBB」と「上尾市」との関係性を示す文書・資料等
（とりわけ、同BBBに上尾市から補助金等が支出
されている場合は、そのことが判別できる文書・資
料等で最新のもの）。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

31-0203 6月7日 6月19日 請求

「PPP」と「上尾市」との関係性を示す文書・資料等
（とりわけ、同PPPに上尾市から補助金等が支出さ
れている場合は、そのことが判別できる文書・資料
等で最新のもの）。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

31-0207 6月7日 6月12日 請求

「TTT」と「上尾市」との関係性を示す文書・資料等
（とりわけ、同TTTに上尾市から補助金等が支出さ
れている場合は、そのことが判別できる文書・資料
等で最新のもの）。

教育委員会
スポーツ振興
課

全部公開

31-0208 6月7日 6月21日 請求

「UUU」と「上尾市」との関係性を示す文書・資料等
（とりわけ、同UUUに上尾市から補助金等が支出
されている場合は、そのことが判別できる文書・資
料等で最新のもの）。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

31-0234 6月16日 7月1日 請求

学校安全パトロールカー」は、請求人が近隣の学
校を見る限り、通常は中学校に留め置かれている
と思われます。そこで、「青パト」を管理する観点か
ら、「誰が」「どこで」管理するのか（本来の駐車場
所はどこなのかを含めて）判別できる文書・資料
等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0235 6月16日 6月28日 請求

上尾市教育委員会は、HPの冒頭にあるように、
「大所・高所から」の観点で、児童・生徒の安全を
考えているはずです。当然「運転者登録簿」あるい
は「実施者証返還者報告」以外にも「青パト」運転
者の年齢制限に関する文書・資料等を共有し保有
していると考えられますので、そのことが判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0236 6月16日 6月28日 請求

昨年度（2018年度）実施した、「学校安全パトロー
ルカー運転者」を対象とした講習会の内容が判別
できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0285 7月1日 7月16日 請求

「関東都市教育長協議会総会・研修会」
（2019.05.09－2019.05.10）にかかる開催文書（日
程等が判別できる文書・資料）

教育委員会 教育総務課 一部公開 第7号

31-0286 7月1日 7月16日 請求

「関東都市教育長協議会総会・研修会」
（2019.05.09－2019.05.10）に出向いた時刻（上尾
発or自宅最寄駅発）が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0287 7月1日 7月16日 請求

「関東都市教育長協議会総会・研修会」
（2019.05.09－2019.05.10）に出向いた際の旅費
（日当を含む）・宿泊費等が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号

31-0288 7月1日 7月16日 請求

「関東都市教育長協議会総会・研修会」
（2019.05.09－2019.05.10）にかかる「復命書」「出
張報告書」の類。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号

31-0289 7月1日 7月16日 請求

「全国都市教育長協議会」（富山県富山市，
2019.05.22－2019.05.24）にかかる開催文書（日程
等が判別できる文書・資料）

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号・第3号・第7号

31-0290 7月1日 7月16日 請求

「全国都市教育長協議会」（富山県富山市，
2019.05.22－2019.05.24）に出向いた時刻（上尾発
or自宅最寄駅発）が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0291 7月1日 7月16日 請求

「全国都市教育長協議会」（富山県富山市，
2019.05.22－2019.05.24）に出向いた際の旅費（日
当を含む）・宿泊費等が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号・第3号・第7号

31-0292 7月1日 7月16日 請求

「全国都市教育長協議会」（富山県富山市，
2019.05.22－2019.05.24）にかかる「復命書」「出張
報告書」の類。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号・第3号・第7号

31-0293 7月1日 7月16日 請求

上尾市教育委員会教育長は、2019.04.18に示され
た住民監査請求についての「監査結果」におい
て、監査委員から「教育長は、出張用務を終えたと
きは、その概要を教育委員会等に報告しなければ
ならないと考えるが、そのような報告を行ったとす
る書類を確認することはできず、適切な復命が行
われたとはいえない」との指摘を受けました。しか
しながら、５月・６月の定例教育委員会において
は、上述の関東・全国都市教育長協議会に関して
の報告がされていません。
つまり、上尾市教育委員会教育長は、監査委員か
らの指摘を全く無視していると言えますが、なぜこ
のような事態がまかり通っているのかが判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0318 7月17日 7月19日 請求

情報公開請求で開示された教育長が2019.05.09―
05.10に「関東都市教育長協議会総会・研修会」及
び2019.05.22―05.24に「全国都市教育長協議会
総会・研修会」へ出向いた際の「旅行命令簿」なる
用紙には、「発令月日」が記載されていません。発
令月日が記載されている旅行命令簿が正式だと
考えられますので、正式の旅行命令簿。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0319 7月17日 7月30日 請求

教育長が「関東都市教育長協議会総会・研修会」
に公用車を使用した場合、①前年の横浜メルパル
クの例のように、いったん公用車を上尾に帰し、ま
た松本に迎えに来させたのか、それとも②運転手
を泊まらせ、両日公用車を使用したのかが、旅行
命令簿からは判別できません。そこで、以上①・②
のどちらなのか、あるいは別の使用方法なのかが
判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0320 7月17日 7月30日 請求

公用車使用には、車両管理規程や監査上の観点
等、使用には条件があると考えられますが、それ
でもなお、松本市で開かれた「関東都市教育長協
議会総会・研修会」に、上尾市の公用車を使用す
ることが可能であると判断した根拠となる文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0324 7月24日 7月30日 請求

2019.05.09―05.10に「関東都市教育長協議会総
会・研修会」について
(2)泊をともなったことにより運転手に支払われた
手当が判別できる文書・資料等

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0337 7月14日 7月25日 請求

2017/10/30に発覚した市長議長同時逮捕に関し
て。その日から市長選挙告示日12/10までの期間
で、市民から本件についてどんな問い合わせやク
レームや意見等があったかを集計した文書・資料
等。

教育委員会
スポーツ振興
課

一部公開 第2号・第7号

31-0339 7月19日 7月31日 請求

上尾市教育委員会教育長あるいは上尾市教育委
員会事務局として、市内公立小中学校の校長を通
じて、各学校の教諭に「教頭試験を受けるように」
勧めていることが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0340 7月20日 7月31日 請求

2018年４月開催の「上尾市学校管理運営研修会」
について、上尾市教育委員会事務局学務課長
は、「上尾市教育委員会が認めていない私的な研
修会」であると述べています。上尾市教育委員会
として認めていないのであれば、この開催文書を
入手した際、指導者に「上尾市教育委員会」と記
載されていることについて、校長会に対して質問
や抗議、あるいはそれ以外の何らかの対応をした
はずです。そのことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0341 7月20日 7月31日 請求

「上尾市教育委員会（事務局の職員を含む）」が各
種会合等に出席する場合、「上尾市教育委員会と
して出席しているが、あくまでも私的な立場」であ
るということが請求人は理解できません。どういう
場合にそのようなことになるのか判別できる文書・
資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0342 7月20日 7月31日 請求

2018年・2019年ともに「上尾市学校管理運営研修
会」の指導者に「上尾市小・中学校長会学校管理
運営研修会担当校長」となっています。もしも指導
課長の言うように、「私的な研修会」であるとすれ
ば、「校長」という公的立場を明らかにしながら、し
かし「私的な研修会」であるということになります。
「校長」と名乗って会合に出席することは、それだ
けで「公的な立場」を明らかにすると考えるのが普
通だと思いますが、「校長」あるいは「校長会」と名
乗っているにもかかわらず、「私的」な研修会であ
るとする根拠となる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0343 7月20日 7月31日 請求

2019年7月19日に開催された「口頭意見陳述」の
席上、上尾市教育委員会事務局学務課職員の○
○氏は、2018年４月14日に開催された「上尾市学
校管理運営研修会」の文書の存否について、上尾
市教育委員会事務局教育総務課に確認したと述
べています。その確認について、日時・形式が判
別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0344 7月20日 7月31日 請求

校長・教頭によるパワーハラスメントの実例（こうい
う行為がパワハラにあたる、など）を示している文
書・資料等で上尾市教育委員会が保有しているも
の。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0347 7月26日 8月5日 請求

2019年４月以降、現在（2019年７月26日）まで、上
尾市教育委員会事務局学務課に３名の「指導主
事」が配置されている根拠となる文書・資料等（な
ぜ３名配置なのか判別できる文書・資料等である
こと）。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0348 7月26日 8月5日 請求

2019年４月以降、現在（2019年７月26日）まで、上
尾市教育委員会事務局指導課に１１名の「指導主
事」が配置されている根拠となる文書・資料等（な
ぜ１１名配置なのか判別できる文書・資料等であ
ること）。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0349 7月26日 8月5日 請求

2019年４月以降、現在（2019年７月26日）まで、上
尾市教育委員会事務局教育センターに３名の「指
導主事」が配置されている根拠となる文書・資料等
（なぜ３名配置なのか判別できる文書・資料等であ
ること）。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0350 7月26日 8月5日 請求

2019年４月以降、現在（2019年７月26日）まで、上
尾市教育委員会事務局学校保健課に１名の「指
導主事」が配置されている根拠となる文書・資料等
（なぜ１名配置なのか判別できる文書・資料等であ
ること）。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0351 7月26日 8月5日 請求

2019年４月以降、現在（2019年７月26日）まで、上
尾市教育委員会事務局指導課に１１名の「指導主
事」が配置されていると思われますが、上述の地
教行法第18条４項に「指導主事は、教育に関し識
見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指
導その他学校教育に関する専門的事項について
教養と経験がある者でなければならない」とありま
す。そこで、指導課副主幹（指導主事）９名がこの
地教行法の定めに合致していることが判別できる
文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0352 7月26日 8月5日 請求

上尾市内各小中学校教員の中には、地教行法18
条４項に合致する方は相当数存在すると思われま
すが、「指導主事」になるには、地教行法18条４項
以外にも条件があると考えられます。その条件が
判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0359 7月28日 8月2日 請求
上尾市が保有している、「○○」にかかる文書。資
料等。 教育委員会 生涯学習課 一部公開 第3号

7



行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0360 7月28日 8月7日 請求
上尾市が保有している、「○○」にかかる文書。資
料等。 教育委員会 図書館 一部公開 第3号

31-0371 8月3日 8月14日 請求

上尾市のHPによれば、コンプライアンス研修会に
おいて、講師からは「不祥事が発生した場合は、
（当事者に）そうさせたものが一体何なのかを考え
ることが重要」「市民ファーストはもちろんだが、目
の前の市民だけではない。公務員は全体の奉仕
者であることを自覚して行動すべき」「職員全員が
当事者意識を持ち、職場内においても互いに関心
を持って小さな兆しも見逃さないことが不祥事を未
然に防ぐことに繋がること」「織全体で防止に取り
組むことが重要である」ことを「ご教示いただきまし
た」とあります。そこで、これらの内容が判別できる
文書、研修資料、研修会の記録等で、上尾市教育
委員会教育総務課長が保有しているもの。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第1号

31-0372 8月3日 8月14日 請求

上記研修会の内容が、上尾市教育委員会または
上尾市教育委員会事務局職員（「課長職以上の職
員」以外の職員）の間で共有されていることが判別
できる文書等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第1号

31-0390 8月6日 8月16日 請求

2019.03.06の上尾市議会「文教経済常任委員会審
査」のやりとりの中で、糟谷委員の「現場の教員の
中で、例えばそれが研修時間がすごく多くて大変
だとかいう声は届いているのかどうか」との質問
に、指導課長（当時）は、「教職からそういう声は届
いているかということについては、届いておりませ
ん」と述べています。このやりとりからは、○○委
員は「現場の教員」とは、「実際に子どもを相手に
授業をする教員」を想定していことが読み取れま
す。そのことを踏まえ、指導課長（当時）の発言の
中で「教職」とは誰（あるいは職種）を指すのかが
判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0391 8月6日 8月16日 請求

指導課長（当時）の発言からは、『教職から様々な
声を聞いているが、その中には「研修時間がすごく
多くて大変だ」という声は無い』と読み取れます。そ
うであれば、「教職から様々な声を聞く場」がある
はずです。そうした「教職から様々な声を聞く場」と
はどういう場であるのかが判別できる文書・資料
等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0392 8月6日 8月16日 請求

糟谷委員は、「（タブレット端末の導入について）先
生方の負担を増やさない努力というのはぜひして
もらいたい」と述べています。この発言後、現在
（2019.08.06）までにおいて、上尾市教育委員会と
して「タブレット導入に関して、先生方の負担を増
やさない」ために努力したことが判別できる文書・
資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0393 8月8日 8月19日 請求
上尾市臨時教育委員会の議事録（8/7と8/8分）

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0394 8月8日 8月22日 請求
小・中学校の教科書採択に関わる学校に出した通
知及び報告（4月以降） 教育委員会 指導課 一部公開 第7号

31-0395 8月8日 8月22日 請求
教科書展示会アンケートのすべてと参加者数（ＰＴ
Ａの報告も） 教育委員会 指導課 一部公開 第2号

31-0396 8月8日 8月22日 請求
資料作成委員会・専門部会の議事録と会員名 教育委員会 指導課 全部公開

31-0397 8月8日 8月22日 請求
教科書採択の教育委員会に出された資料すべて
（前３号と重複するものを除く。） 教育委員会 指導課 全部公開

31-0400 8月10日 8月21日 請求

上尾市HPからバナー広告である「○○」をクリック
していくと、「○○年○○月○○日　畠山稔上尾市
長より感謝状をいただきました」とあり、感謝状の
中身は「○○　貴社は本市の教育行政に深く理解
を賜り多額の寄付をされました」との記載が写真で
掲載されています。
「本市の教育行政に深く理解を賜り多額の寄付を
されました」とは、具体的にどういうことを指してい
るのか（「本市の教育行政に深く理解を賜り」とは
何か、また、「多額の寄付」とは幾らなのか）判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

31-0405 8月11日 8月26日 請求

H29年3月議会での、池野耕司議員の質問に対し
て、学校教育部長は「近隣自治体の動向について
注視しつつ、既に公会計で運営している自治体に
ついても研究してまいります」と答弁しています。そ
こで、2017年３月から2019年８月10日までの間に
上尾市教育委員会（事務局を含む）がこの答弁の
とおり研究した内容や経緯が判別できる文書・資
料等。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第4号
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0406 8月11日 8月26日 請求

池野耕司議員は「教職員の方が勤務時間中に未
納者への督促電話、徴収に関する文書送付は、
本来の教職員としての職務の逸脱をしており、地
方公務員法第35条の職務専念義務違反の可能性
もあります」と述べています。このことに関して上尾
市教育委員会（事務局を含む）がどう考えている
かが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0407 8月11日 8月26日 請求

池野耕司議員は「今後は教育委員会としても、教
育現場でのこのような未納問題については、公会
計を展望した中での一括処理対応の研究実現を
要望いたします」と述べています。このことに関し
て上尾市教育委員会（事務局を含む）がどう考え、
どう研究しているのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0408 8月11日 8月26日 請求

池野耕司議員は「（給食費が私会計になっている
ことで）万一の事故が発生したときは、学校職員、
また校長の個人賠償の責任もあります」と述べて
います。このことに関して上尾市教育委員会（事務
局を含む）がどう考えているのかが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0409 8月11日 8月26日 請求

池野耕司議員は「文科省でも、60年も経過した時
代錯誤の通達を見直し、法令遵守、コンプライアン
スに準じた透明性が高まるとして、現在の私会計
から新しい時代にふさわしい公会計を求めており
ます」と述べています。このことに関して上尾市教
育委員会（事務局を含む）がどう考えているのか
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0410 8月11日 8月26日 請求

池野耕司議員は「あるいはその上で上尾ではどの
ような会計処理システムにするのか、歳入歳出の
会計管理に関すること、口座振替、未納金に関す
ること、物品調達に関すること、納入業者の登録
に関すること、実施に当たっての保護者への説明
会、市民からの意見集約、あるいはパブリックコメ
ントを行うか否か、議会への提案、審議、広報広
聴に関するいろんな課題もあろうかと思います」と
述べています。このことに関して上尾市教育委員
会（事務局を含む）がどう考えているのかが判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0411 8月11日 8月26日 請求

池野耕司議員は「ぜひ市長、教育長をはじめ学校
教育部、行政経営部、総務部等他部門にも関係し
ますので、横断的に検討委員会の設置のご検討
をいただきたくよろしくお願いをいたします」と述べ
ています。このことに関して上尾市教育委員会（事
務局を含む）として2017年３月から2019年８月10日
までの間にどう検討しているのかが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0412 8月11日 8月26日 請求

星野良行議員の「小・中学校給食会計の現在の課
題は何か」との質問に対し、学校教育部長は「今
後、本市におきましてもそのガイドラインに沿った
対応が必要になるものと認識しております」と答弁
しています。この答弁の根拠となる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0413 8月11日 8月26日 請求

星野良行議員の「公会計化の課題について、改め
てお伺いをいたします」との質問に、学校教育部長
は「会計処理方法の整備や担当職員の配置、管
理業務システムの導入などの課題がある」と答弁
しています。この答弁の根拠となる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第4号

31-0414 8月11日 8月26日 請求

星野良行議員は「言ってみれば教職員にも保護者
にも両方に負担をかけているのが現在の私会計
による給食ではないかというふうに思います」と述
べています。この意見について上尾市教育委員会
（事務局を含む）の考えが判別できる文書・資料
等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0415 8月11日 8月26日 請求

星野良行議員は「この学校給食費の公会計化の
早期の実現をなおさらのこと強く要望させていただ
きます」と述べています。また、上述のとおり、星野
議員の質問の１年前にも池野議員からほぼ同趣
旨の質問がされており、両方とも「給食費の公費
会計化を求める」というものです。そこで、2018年３
月から2019年８月10日までの間に上尾市教育委
員会（事務局を含む）がこの問題について、どんな
些細な内容でも良いので、何らかの形で検討した
経緯等が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0437 8月19日 8月27日 請求

「上尾市図書館規則」第２条では「図書館法」第３
条各号に掲げる事項の実施に関することを業務と
しているものの、「図書館法」第４条に掲げる専門
的職員配置についての定めがありません。そこ
で、専門的職員である「司書」および「司書補」を配
置せずに「図書館法」第３条各号に掲げる事項の
実施に関することを業務とすることが可能であるこ
とが判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0449 8月25日 9月5日 請求

上尾中学校のHPを見ると、「地域No.１校である上
尾中学校」とありますが、ここでいう「地域」の範囲
とは、愛宕地区なのか、上尾市内なのか、それよ
りも広域なのか、地理的にどの範囲なのか判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0450 8月25日 9月5日 請求

「地域No.１校である上尾中学校」との表示が、い
つから上尾中学校のHPに掲載されているのかが
判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0451 8月25日 9月5日 請求

「地域No.１校」という表現が許されるのであれば、
地域No.２の学校やNO.３の学校もあるはずです。
それらの学校が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0452 8月25日 9月5日 請求

「地域No.１校」という表現が許されるのであれば、
地域No.２の学校やNO.３の学校もあるはずです。
それらの学校が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0453 8月25日 9月5日 請求

請求人は、上尾市内小中学校の間には地域No.１
であるとかNo.2であるとか、はたまたNo.11であると
か、所謂「学校間格差」は無いと考えています。し
かしながら、この上尾中学校のHPはそうした「学校
間格差」をいたずらに助長するものと言わざるを得
ません。そこで、何をもってNo.１なのかも明示せず
に「地域No.１である」と表示することが、生徒の学
びや成長にプラスになることが判別できる文書・資
料等。

教育委員会 上尾中学校 非公開 文書不存在

31-0455 8月26日 9月9日 請求

上尾市内の各中学校で「労働法」と「経営」（お金を
稼ぐ使用者の視点）について、具体的に指導して
いる内容の分かる文書

教育委員会 指導課 全部公開

31-0456 8月26日 9月9日 請求
上尾市内の各中学校で「総合的な学習の時間」で
どのような指導をしているか分かる資料 教育委員会 指導課 全部公開

31-0470 9月5日 9月19日 請求

2017年度までは「図書館要覧2017［平成29年度］」
であったものが、2018年度からは「図書館要覧 平
成30年度」　に変更されています。つまり、西暦が
消されているわけですが、この理由が判別できる
文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0471 9月5日 9月19日 請求

2017年度までは表紙の次に「上尾市図書館の基
本理念」次ページに「図書館の自由に関する宣
言」とあったものが、2018年度からは、「上尾市図
書館の基本理念」および「図書館の自由に関する
宣言」が削除されています。このように変更された
理由が判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0472 9月5日 9月19日 請求

2019年度現在、上尾市図書館が「上尾市図書館
の基本理念」そのものについてどのような見解を
持っているか判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0473 9月5日 9月19日 請求

2019年度現在、上尾市図書館が「図書館の自由
に関する宣言」そのものについてどのような見解を
持っているか判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0474 9月6日 9月19日 請求

「第2次上尾市図書館サービス計画（平成31年2月
改訂）」の「用語解説」の中に「上尾市図書館の基
本理念」が含まれていない理由が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0475 9月6日 9月19日 請求

「第2次上尾市図書館サービス計画（平成31年2月
改訂）」の「用語解説」の中に「図書館の自由に関
する宣言」が含まれていない理由が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0484 9月9日 9月18日 請求

上尾市における地方交付税措置において、「司
書」及び「司書補」の分の地方交付税措置が講じ
られていることが判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0485 9月9日 9月18日 請求

2012年以降、歴代上尾市図書館長の中で、司書
の資格を有していることが判別できる文書・資料
等。

教育委員会 図書館 一部公開 第2号
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）
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一部公開・非公開

の理由
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令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0486 9月9日 9月18日 請求

2001年に文科省の告示が発出されていますが、
2002年度以降2011年度までの上尾市図書館長
で、司書の資格を有していることが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 図書館 一部公開 第2号

31-0487 9月9日 9月18日 請求

上述のように、文科省の告示は2001年に発出され
ています。もしそれ以降上尾市図書館の館長が司
書資格を有していなければ、文科省の告示を無視
したことになります。それを避けるために、上述の
文科省告示について図書館内あるいは別の機関
で司書資格を有する館長の配置を検討したと思わ
れますが、そのことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0495 9月11日 9月24日 請求

スクールサポートスタッフについて、上尾市におい
ていつから配置されたのか、判別できる文書・資
料等

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0496 9月11日 9月24日 請求
スクールサポートスタッフについて、どの学校に配
置されたのか、判別できる文書・資料等。 教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0497 9月11日 9月24日 請求
スクールサポートスタッフについて、何人配置され
たのか、判別できる文書・資料等。 教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0498 9月11日 9月24日 請求
スクールサポートスタッフについて、勤務時間は何
時から何時までか、判別できる文書・資料等。 教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0499 9月11日 9月24日 請求
スクールサポートスタッフについて、採用の際に条
件はあるか、判別できる文書・資料等。 教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0500 9月11日 9月24日 請求

スクールサポートスタッフについて、給与、有給休
暇日数その他勤務条件はどうなっているか、判別
できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0501 9月11日 9月24日 請求
スクールサポートスタッフについて、来年度以降の
採用者数の見込みが判別できる文書・資料等。 教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0512 9月17日 9月30日 請求

上尾中の前校長に確認していただければ、＜地域
No.1校＞という文言が上尾中学校のHPに2016年7
月17日2016年10月11日の間に掲載された事情
（文書・資料等の存在も含めて）が判別できると考
えられますので、その関係文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0513 9月17日 9月30日 請求

請求人による2019年８月26日付け情報公開請求
とその処分が出されたことにより、上尾中学校では
HPの上記表現がいつからされたかの確認や、文
言の変更も含めて対応策を協議したと考えられま
す。そのことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0514 9月17日 9月30日 請求

請求人による2019年８月26日付け情報公開請求
とその処分が出されたことにより、上尾市教委事
務局では、上尾中学校のHPの上記表現がいつか
らされたかの確認や、文言の変更も含めて対応策
を協議したと考えられます。そのことが判別できる
文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0515 9月9日 9月18日 請求
2002年～2010年度の上尾市図書館長で、司書の
資格を有していることが判別できる文書・資料等。 教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0521 9月18日 9月27日 請求

2019年度の中学校の体育祭は、市内全ての中学
校が9/21（土）で、その振替休が9/17（火）となって
います。体育祭終了後の生徒の健康や事前の準
備等を考慮した場合、体育祭終了後の9/24（火）
を振替休とし、予備日については、西中のように
9/25 or 9/26とするのが自然であると考えます。そ
こで、なにゆえに体育祭の振替休を体育祭前の
9/17（火）としたのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0522 9月18日 9月27日 請求

2019年度の小学校の運動会は、日程がそれぞれ
異なっているものの、振替休を運動会終了後に設
定した小学校は市内で３校のみです。運動会終了
後の児童の健康や事前準備等のことを考慮すれ
ば、運動会終了後に振替休を設定するのが自然
であると考えますが、なにゆえに前記３校は運動
会の振替休を運動会の前に設定したのかが判別
できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0532 9月25日 10月7日 請求

「審議会等の会議の公開に関する指針」では、会
議を開催する１週間前までに、情報公開コー
ナー、支所及び出張所に市民に向けたお知らせを
公表するものとなっているにもかかわらず、それが
おこなわれなかった理由が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）
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平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0533 9月25日 10月7日 請求

市教委HPに教育委員会の開催が掲載されたの
は、9/19でした。すなわち、「審議会等の会議の公
開に関する指針」で示されている期限に従わな
かったことは明らかな事実です。なにゆえにこのよ
うな事態になったのか判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0534 9月25日 10月7日 請求

2019.9/25の定例教育委員会での「議案49号」につ
いて公開・非公開について検討したことが判別で
きる文書・資料等

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0535 9月25日 10月7日 請求

2019.9/25の定例教育委員会での「議案49号」につ
いて、教育長と教育委員が当該定例教育委員会
開催の前に公開・非公開について打ち合わせをお
こなったことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0545 10月13日 10月28日 請求

2019年10月８日付けで請求人に郵送された、（審
査庁）上尾市教育委員会の「裁決書の送付につい
て」の文書の発出に至るまでの全ての文書・資料
等で上尾市教育委員会が保有しているもの。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

31-0546 10月13日 10月28日 請求

2019年10月８日付けで請求人に郵送された、上教
生第５６６号　（処分庁）上尾市教育委員会「裁決
書」の文書の発出に至るまでの全ての文書・資料
等で上尾市教育委員会が保有しているもの。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号

31-0548 10月18日 10月28日 請求

2019年９月の定例教育委員会において、「議案第
４９号行政文書非公開決定処分に係る審査請求
に対する裁決について」は、非公開の会議とされ、
その理由は「個人情報が含まれるため」というもの
でしたが、当該議案が非公開の会議とされた根拠
となる法令・通知・指針の類で上尾市教育委員会
が保有しているもの。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0551 10月23日 11月6日 請求

どのような防犯情報がHPに掲載されるのかが判
別できる文書・資料。また、警察からの防犯情報と
の差異が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0552 10月23日 11月6日 請求
警察からの防犯情報との差異が判別できる文書・
資料等。 教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0553 10月23日 11月6日 請求

HPの防犯情報の担当が指導課となっている理由
が判別できる文書・資料。および防犯情報が５年
以上HPに掲載されていない理由が判別できる文
書・資料。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0554 10月23日 11月6日 請求

学校から保護者へメール配信等で防犯情報が流
されることがあるが、それについて市教委事務局
から各学校へどのように連絡をしているのかが判
別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0555 10月23日 11月6日 請求

防犯情報を市内各学校から保護者に流す必要が
ある根拠となる法令・通知等で、上尾市教育委員
会が保有するもの。

教育委員会 指導課 全部公開

31-0557 11月1日 11月15日 請求

上尾市いじめ問題調査委員会は、2014年９月に設
置されていると思われますが、それ以降現在（この
請求書の受理日）までに開催された委員会の会議
録。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0558 11月1日 11月15日 請求
上尾市いじめ問題調査委員会の委員および委員
会の出席者名が判別できる文書・資料等。 教育委員会 指導課 全部公開

31-0559 11月1日 11月15日 請求
上尾市いじめ問題調査委員会の委員が就任した
経緯が判別できる文書・資料等。 教育委員会 指導課 一部公開 第7号

31-0560 11月1日 11月15日 請求

上尾市いじめ問題調査委員会の委員に対して報
酬その他費用弁償等の支払いの有無が判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

31-0562 11月3日 11月18日 請求

処分通知の手交の際、教育委員会事務局教育総
務課から、『上尾市教育委員会の会議（定例会・臨
時会）は、上尾市「審議会等の会議の公開に関す
る指針」の適用を受けるものではない』という説明
に対して、請求人が、「そうであれば、2013（平成
25）年９月の市議会答弁との整合性はどうなるの
か？」と尋ねると、「そのときの答弁は間違いだっ
た」「公開・非公開については、地教行法の逐条解
説にしたがっている」と教育総務課職員は答えて
います。そこで、教育委員会事務局教育総務課の
この説明が正しいものであるという根拠となる文
書・資料等で、木田宏『第四次新訂逐条解説 地方
教育行政の組織及び運営に関する法津』以外の
もの。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在
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31-0563 11月3日 11月18日 請求

上記に関して、2013（平成25）年９月の市議会答弁
との整合性はどうなるのか？」との請求人の問い
に、教育総務課職員は「そのときの答弁は間違い
だった」「公開・非公開については、地教行法の逐
条解説にしたがっている」と答えています。　そうで
あるならば、2013年９月以降、いずれかの時点で
市議会答弁が間違いであったと気づいたことにな
ります。そこで、2013年９月以降現在（この請求書
の受理日）までに、答弁の間違いに気づいたこと
へのなにがしかの対応（訂正または謝罪等などが
考えられますが、それ以外の対応でも可）が判別
できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0564 11月3日 11月18日 請求

議案49号は地教行法第14条第６項に抵触してい
る内容だと考えられるにもかかわらず、教育委員
会の同意を得ずに教育長が司会進行しています。
そのようなことが正当化できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0565 11月3日 11月15日 請求

上尾市内全小中学校の修学旅行の行き先と日
程、保護者負担の費用が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 指導課 全部公開

31-0566 11月3日 11月15日 請求

上尾市内中学校の修学旅行の行き先は、京都・奈
良・大阪方面であると推測されますが、その行き先
でなければならない理由が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0567 11月3日 11月15日 請求

中学校の行き先や切符の手配は、おおむね前々
年度に決定せざるを得ない状況があると言われて
いますが、その理由が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0568 11月3日 11月15日 請求
「公益財団法人　日本修学旅行協会」について、
上尾市教育委員会が保有している文書。資料等。 教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0569 11月3日 11月15日 請求

2019年度に実施された上尾市内各小・中各学校
別の引率者（教員）の修学旅行全日程の動き（引
率者の集合時刻から、修学旅行終了後の解散時
刻まで）が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

31-0570 11月3日 11月18日 請求

前記(5)において、引率者に「時間外勤務」が命じ
られている時間数と、その回復措置（時間調整等）
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0571 11月3日 11月15日 請求

学校行事としての修学旅行の意義や目的を、上尾
市教育委員会として論議または検討していること
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0572 11月4日 11月18日 請求

2018年11月の上尾市教育委員会定例会における
「議案第４０号　教育委員会教育長の給与等に関
する条例の一部改正に係る意見の申出について」
が非公開とされた理由は「市議会に提出することと
なる案件」と説明されています。この議案は、教育
長の期末手当について、年間支給月数を0.05月分
引き上げることは異議がない旨市長に申し出ると
いうものですが、逐条解説のどの記述から非公開
にするのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0573 11月4日 11月18日 請求

2018年11月の上尾市教育委員会定例会における
「議案第４０号　教育委員会教育長の給与等に関
する条例の一部改正に係る意見の申出について」
は、教育長に関して期末手当を引き上げるという
点から見て、この逐条解説に該当すると思われま
すが、このときの議案第４０号が地教行法14条第
６項に該当しないということが判別できる文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0586 11月14日 11月27日 請求

上尾市立上平小学校において、2018年４月１日以
降、現在（この請求書が受理された日）までに、教
特法第20条２項による「勤務場所を離れての研
修」を教員が行っていることが判別できる文書・資
料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0587 11月14日 11月27日 請求

上尾市立上平小学校において、2018年４月１日以
降、現在（この請求書が受理された日）までに校
長、教員（教頭・主幹教諭・教諭・養護教諭で、本
務者・臨採者を含む全員）の中で正規の勤務時間
を超えて勤務したことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0588 11月14日 11月25日 請求

「業務の負担軽減には逆行しながらも、教員として
の使命感と授業力の向上に繋がった」ことが客観
的に判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0589 11月14日 11月25日 請求

「（昭和51年度から毎年度のように積極的に委嘱
研究を受けてきた経緯があり）、この伝統と職員の
姿勢が、現教職員にも継承されている」ことが客観
的に（情緒的な意味ではなく）判別できる文書・資
料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0590 11月14日 11月25日 請求

上尾市立上平小学校の上記『研究紀要』には、⑤
「学び続ける者のみ、教うる資格あり」、「学び続け
る教師だけが、子供の前に立つことができる」
等々、授業の名人、先達の言葉があります
との記述があります。　そこで、この記述について
の「出典」が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0591 11月14日 11月25日 請求

上尾市立上平小学校の上記『研究紀要』には、⑤
「学び続ける者のみ、教うる資格あり」、「学び続け
る教師だけが、子供の前に立つことができる」
等々、授業の名人、先達の言葉がありますとの記
述があります。　「授業の名人」とは誰を指すの
か、なにゆえに「授業の名人」なのか客観的に（情
緒的な意味ではなく）判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0592 11月14日 11月25日 請求

上尾市立上平小学校の上記『研究紀要』には、⑦
「教師が変われば、授業が変わる」「授業が変わ
れば、子供が変わる」「子供が変われば、学校が
変わる」の原理　　との記述があります。　そこで、
この記述についての「原理」が判別できる文書・資
料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0593 11月14日 11月27日 請求

上尾市立上平小学校においては、市教委による
「研究委嘱」なるものを受けていて、2019年度の２
学期中にその「研究発表会」がおこなわれる予定
とのことです。よって、その「研究発表会」当日の職
員（県費負担教職員のみで可）の勤務の割振りが
判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0594 11月14日 11月25日 請求

上尾市立上平小学校においては、市教委による
「研究委嘱」なるものを受けていて、2019年度の２
学期中にその「研究発表会」がおこなわれる予定
とのことです。その「研究発表会」当日に「指導者」
あるいは「来賓」として来校する者に対して提供す
る湯茶・茶菓子の金額、並びにそれがどこから支
出されるのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0608 11月15日 11月22日 請求

上尾市教育委員会事務局から市内小中学校に流
している「防犯情報」の内容が判別できる文書・資
料等。ただし対象期間は2019年９月１日～2019年
10月31日。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0610 11月20日 12月4日 請求

上尾市内全小中学校において、修学旅行引率の
際、県費教職員（支給対象者）に支給される「特殊
業務手当」にかかる「修学旅行等実績簿」または
それと同等の実績簿。　　対象期間は2018（平成
30）年度で、対象校は上尾市内小中学校全校。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0611 11月20日 12月4日 請求

上尾市内全小中学校において、修学旅行引率者
が正規の勤務時間を超えた分の回復措置がされ
ていることが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

31-0620 12月5日 12月18日 請求

(1)上平小学校において2019.11.28に実施された
「委嘱研究発表会」に参加した、教育委員会関係
者（県・市など全ての教育委員会関係者）の職名・
氏名・人数が判別できる文書・資料等。ただし次の
(2)に該当する参加者を除く。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

31-0621 12月5日 12月18日 請求

(2)上平小学校において2019.11.28に実施された
「委嘱研究発表会」に参加した、上尾市内および
市外からの「一般」の参加者の職名・氏名・人数が
判別できる文書・資料等。ただし前記(1)に該当す
る参加者を除く。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

31-0622 12月5日 12月18日 請求

(3)上平小学校において2019.11.28に実施された
「委嘱研究発表会」に参加した、上平小学校運営
協議会（コミュニティスクール）委員名が判別できる
文書・資料等。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

31-0623 12月5日 12月16日 請求

(4)先に「上教学第８２５６－３号」により開示された
「委嘱研究発表会に向けて」（11.28の日程表）の中
で、16:45頃「お見送り」と記載されていますが、上
記(1)・(2)の参加者の中で「お見送り」に該当する
者が誰であるか判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0624 12月5日 12月18日 請求

(5)上平小学校において2019.11.28に実施された
「委嘱研究発表会」について、発表会当日参加者
に向けて配布された文書・資料等。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0626 12月6日 12月18日 請求

、「上尾市いじめ問題調査委員会」の委員の選出
に関して、A氏と柿崎登B出した根拠となる文書・資
料等

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0628 12月10日 12月23日 請求

上尾市内各小・中学校の修学旅行の日程が、い
つ、どのような経緯で決まったのかが判別できる
文書・資料等（ただし、対象校は市内全ての小・中
学校とします）。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0633 12月17日 1月6日 請求

上尾市内各小・中学校における2019年11月度「時
間外勤務時間一覧」。対象校は市内全校（向原分
校を含む）とします。ただし職員コード・氏名は黒塗
りで可。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0640 12月20日 1月6日 請求
伊藤潔学校教育部長の答弁に関連して配布され
た、教職員の在校時間の状況についての資料。 教育委員会 学務課 全部公開

31-0641 12月20日 1月20日 請求

2019年４月から11月までの間、上尾市内全小中学
校において、「定時退勤日」がそれぞれの学校で
具体的な日付としてはいつとして設定されたのか、
また、当該「定時退勤日」において最後に退出した
職員の退出時刻が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0642 12月20日 1月6日 請求
負担軽減の視点から上平小の校長を指導したこと
が判別できる文書・資料等 教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0643 12月20日 1月6日 請求

2019.12.19の上尾市議会本会議において、修学旅
行についての答弁で「実施時期や学校規模により
宿泊費等の差が生じております」の根拠となる文
書・資料等。

教育委員会 指導課 全部公開

31-0644 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、上平小の校長にはどのような責任が生じるの
か。また、校長本人は教員の過労死の予防のた
めにどのような方策を持ち、どのような見解をもっ
ているのか。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0645 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、教育長にはどのような責任が生じるのか。ま
た、教育長本人は教員の過労死の予防のために
どのような方策を持ち、どのような見解をもってい
るのか。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0646 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、教育委員（職務代理者）にはどのような責任が
生じるのか。また、教育委員（職務代理者）本人は
教員の過労死の予防のためにどのような方策を
持ち、どのような見解をもっているのか。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0647 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、教育委員たちにはどのような責任が生じるの
か。また、教育委員本人たちは教員の過労死の予
防のためにどのような方策を持ち、どのような見解
をもっているのか（教育委員それぞれで可）。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0648 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、市教委事務局学校教育部長にはどのような責
任が生じるのか。また、市教委事務局学校教育部
長本人は教員の過労死の予防のためにどのよう
な方策を持ち、どのような見解をもっているのか。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0649 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、委嘱研究を強制的におこなっている市教委事
務局指導課長にはどのような責任が生じるのか。
また、市教委事務局指導課長本人は教員の過労
死の予防のためにどのような方策を持ち、どのよ
うな見解をもっているのか。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0650 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、教職員の業務の負担軽減をすすめている市
教委事務局学務課長にはどのような責任が生じる
のか。また、市教委事務局学務課長本人は教員
の過労死の予防のためにどのような方策を持ち、
どのような見解をもっているのか

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0651 12月21日 1月6日 請求

上平小職員の時間外勤務は、「過労死ライン」とさ
れる「月80時間」を、８月を除き毎月超えていま
す。仮にこの職員が今年度内に「過労死」した場
合、市教委事務局指導課指導主事たちにはどの
ような責任が生じるのか。また、市教委事務局指
導課指導主事たち本人は教員の過労死の予防の
ためにどのような方策を持ち、どのような見解を
もっているのか（指導主事それぞれで可）。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0652 12月21日 1月6日 請求

上尾市教育委員会として、「委嘱研究が教員の長
時間の時間外勤務の要因となっている」ことを把
握していることが判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0653 12月21日 1月6日 請求

（一般的に）教員が過労死した場合、上尾市教育
委員会（実施機関）として責任の所在を明らかする
必要がある旨が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

31-0654 12月21日 1月6日 請求

（一般的に）教員の過労死を予防するための方策
として、上尾市教育委員会が保有している文書・
資料等。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第2号・第7号

31-0673 12月24日 1月6日 請求

2019年12月定例教育委員会議案第56号は「地教
行法逐条解説」を根拠にして「非公開の会議」とし
て扱われる公算が大という状況です。しかしなが
ら、前述の2013年９月の市議会本会議でのやり取
り以降、上尾市教育委員会から新たな見解や、市
民に対する謝罪等が示されていません。　つまり、
以前の市議会答弁を恣意的に変えてしまっている
わけですが、そのことが、市長が言う「市民の皆様
の声に真摯に耳を傾け、公正な政治・公平な行政
を推進し、一刻も早い市民の皆様の信頼回復に向
け、全力を傾注してまいります」と矛盾しないことが
判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0679 12月27日 1月24日 請求

上尾市全中学校において、2019年度実施の修学
旅行の日程に関し、前記の「申込み」先と、申込み
を終えたことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 一部公開

市内11校のうち、原市
中、東中、瓦葺中、南

中、大谷中が文書不存
在。

31-0682 1月1日 1月14日 請求

2019年12月末現在、上尾市立小・中学校で「応急
手当普及員」資格を所持している教職員（県費）の
人数（各学校別）。

教育委員会 学校保健課 全部公開

31-0683 1月1日 1月14日 請求

上尾市立小・中学校に「応急手当普及員」資格者
を置くべき根拠法令等が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0684 1月1日 1月14日 請求

『平成31年度 上尾の教育』に記述されている「図
書館本館の改修時の一時移転先として、民間施
設を活用・整備します」の内容が判別できる文書・
資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0685 1月1日 1月15日 請求

『平成31年度 上尾の教育』40頁に、「学級経営」と
して、以下の記述があります。○全国学力・学習
状況調査の質問紙調査では、「先生は、あなたの
よいところを認めてくれていると思いますか」で「は
い」と答えた上尾市の小学生は54.3％（全国
42.5％）、中学生は35.1％（全国32.5％）となってお
り、全国に比べて市内の児童生徒に自己有用感
が育まれている。そこで、「先生は、あなたのよい
ところを認めてくれていると思いますか」という質問
をもって「自己有用感が育まれている」と分析が可
能であることが判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 全部公開

31-0686 1月1日 1月15日 請求

『平成31年度 上尾の教育』に、「自己有用感が育
まれている」の根拠として挙げられているのが、
「はい」と答えた上尾市の小学生は54.3％（全国
42.5％）、中学生は35.1％（全国32.5％）という割合
です。そこで、こうした割合を根拠（evidence）とす
るのであれば、小学生の約半数、中学生の三分
の二が「はい」と答えていないことのほうを課題とし
て取り上げるのが普通だと考えますが、こうした割
合をもって、あえて「自己有用感が育まれている」
と分析している理由が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 全部公開
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0687 1月1日 1月10日 請求

『平成31年度 上尾の教育』全体を通して、「（誤字・
脱字の類ではなく）内容についての誤り」が見つ
かった場合の対応（訂正や市民などへのお詫び
等）について判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0688 1月1日 1月14日 請求

上尾市立上平小学校の校長作成の今年度［学校
経営方針＝「職員の健康と安全に配慮した学校運
営、働き方改革に取り組む」と述べていること］と、
［「異常な状態」と議員から指摘される上平小の時
間外勤務の実態］との間に著しい乖離が生じてい
る事態についての説明責任を負っている校長が、
上平小職員や保護者・コミュニティスクールの委員
等にそのことを説明していることが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

31-0694 1月1日 1月9日 請求

本情報公開請求書の受理日以前に、上尾丸山公
園における「釣り大会」「釣り教室」「魚類の捕獲」
について、上尾市教育委員会が後援したことが判
別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

31-0697 1月8日 1月22日 請求

2017（H29）年10月に＜学識経験者＞として『報告
書』に意見を述べているA氏が、2018（H30）年４月
に上尾中学校運営協議会委員に就任し、同年12
月に上尾中「リレーエッセイ」に、「学校運営協議会
とは、何？」あるいは「あー引き受けなければよ
かった」などと書いています。これはどう見てもお
かしな話であり、『報告書』に＜学識経験者＞とし
て意見・提言を述べる立場の者が発言するべきで
はありません。上尾市教育委員会としても看過で
きないと思われますので、何らかの対応をおこなっ
たと考えられます。そこで、上尾市教育委員会とし
てA氏のこの言動への対応が判別できる文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0698 1月8日 1月22日 請求

『教育委員会の事務に関する点検評価報告書』に
おいて、「学校運営協議会制度」への学識経験者
の意見・提言（請求人注の［ア］の文言）が、誰に
よって記述されたのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0699 1月8日 1月22日 請求

『教育委員会の事務に関する点検評価報告書』に
おいて、「学校運営協議会制度」への学識経験者
の意見・提言（請求人注の［イ］の文言）が、誰に
よって記述されたのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第7号

31-0702 1月8日 1月22日 請求

『教育委員会の事務に関する点検評価報告書』に
おいて、「学校運営協議会制度」への学識経験者
の意見・提言（請求人注の［ウ］の文言）が、誰に
よって記述されたのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第7号

31-0703 1月8日 1月22日 請求

「教育委員」や、「学識経験者」として上尾市教委
が選んだ者が、明らかに自分の置かれている立場
では到底考えられない言動や発言、投稿をしたこ
とが判明した場合に、上尾市教育委員会がどう対
応するかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0717 2月1日 2月17日 請求

「県内市町村における地方行政サービス改革に関
する取組状況等の調査」についての文書・資料
等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0718 2月1日 2月17日 請求

埼玉県ホームページ「県内市町村における地方行
政サービス改革に関する取組状況等の調査結果
（平成30年度）」／「地方行政サービス改革の取組
状況等（平成30年４月１日現在）」の回答で「多様
なサービスの提供・コスト削減の観点から指定管
理制度の導入も含め検討している。」とした経緯が
判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 一部公開 第7号

31-0719 2月1日 2月17日 請求

「検討している」と述べられていることから、検討会
議等が開かれていることが考えられますが、その
会議録またはそれに類した話し合いにかかる文
書・メモ等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0720 2月1日 2月17日 請求
 「多様なサービス」とは何を指すのかが判別でき
る文書・資料等。 教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0721 2月1日 2月17日 請求

＜上尾市で指定管理者制度を導入すると、どの程
度「コスト削減」が見込まれると判断したのか＞が
判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0722 2月1日 2月17日 請求

上記文言は「平成30年４月１日現在」となっていま
すが、それ以降、つまり2018年４月２日から2020年
１月31日までに、指定管理者制度について上尾市
図書館内部で検討したことが判別できる文書・資
料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0723 2月1日 2月17日 請求

 2020年１月31日以前に、上尾市図書館の利用者
および市民から「指定管理者制度」の導入を求め
る声があるということが判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0727 2月13日
取下げ（2
月19日）

請求

平塚サッカー場改修工事について、排水整備工・
外周施設整備工に関する次の文書。
・変更設計起案書
・見積依頼書
・見積書
・契約起案書
・変更設計契約書

教育委員会
スポーツ振興
課

取下げ

31-0759 2月26日 3月4日 請求

市民から教育行政の誤謬を指摘されたことに対し
て、公表はされていないものの、市教委事務局内
部ではそのことについての対応を検討していると
考えられますので、2013年9月６日以降、現在（こ
の請求書の受付日）までに、上尾市教育委員会の
会議（定例・臨時）を非公開とすることについて内
部で検討したことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

31-0762 2月28日 3月13日 請求
行政文書非公開決定通知書（上教生第777号）に
かかる起案・決裁文書等。 教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

31-0763 2月28日 3月13日 請求

請求人が開示を求めた文書・資料等を探す際に、
『広報あげお』を見たかどうかが判別
できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

31-0764 3月1日 3月13日 請求

(1) 上尾市長は「今後の感染の拡大防止に向け
て、県からの要請を受け、子どもたちの感染防止
のため、上尾市立の小学校、中学校においては、
３月２日（月）から２６日（月）まで臨時休業をするこ
ととしました」と「新型コロナウイルス感染症に関す
るコメントVol 02（上尾市HP／市長のページ）」で述
べています。一方、上尾市教委HP（問い合わせ
先：学校保健課）では、臨時休業の対象として「全
市立小中学校（小学校22校、中学校11校）、平方
幼稚園」となっており、市長のコメントとは相違があ
ります。そこで、市長の判断と上尾市教育委員会
学校保健課の判断が異なるのか判別できる文書・
資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0765 3月1日 3月13日 請求

(2) 市教委HPでは、臨時休業について「この度、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、
上尾市教育委員会では、上尾市立小・中学校およ
び平方幼稚園の臨時休業を決定いたしましたの
で、お知らせします」と記載されています。
　この「お知らせ」に関しての「問い合わせ先」は学
校保健課になっているものの、文面からすると、
「上尾市教育委員会では……決定しました」となっ
ており、上尾市教育委員会が主体になって決定し
た事項、ということになります。そこで、この決定に
至った上尾市教育委員会の会議が開かれたこと
が判別できる文書・資料。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0766 3月1日 3月13日 請求

(3) 上尾市立小・中学校管理規則第３条３項では、
次のように定められています。
　　３　非常変災その他急迫の事情があって、臨時
に授業を行わない場合においては、校長は、次の
事項について、速やかに教育委員会に報告しなけ
ればならない。
(１)　授業を行わない期間
(２)　非常変災その他急迫の事情の概要とその措
置
(３)　その他校長が必要と認める事項
　　今回の新型コロナウィルス感染防止について
は、上尾市立小・中学校管理規則第３条３項が該
当すると思われます。そこで、上尾市内小・中学校
及び平方幼稚園から報告された上記(１)・(２)・(３)
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0767 3月1日 3月13日 請求

(4)  今回の新型コロナウィルス感染防止に関連し
て、上尾市教育委員会教育長から市内小・中学校
および平方幼稚園にあてて発出された全ての文
書。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第7号

31-0768 3月1日 3月13日 請求

今回の新型コロナウィルス感染防止関連で、市内
小（平方幼稚園長含む）・中学校の校長を対象に
して開催された会議・会合の次第およびその内容
が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0769 3月1日 3月13日 請求

上尾市３月議会議案第７号「令和2年度 上尾市一
般会計予算」P145～P146を見ると、［教育費―社
会教育費―図書館費　12委託料　図書館運営業
務委託料］として182,600千円が計上されていま
す。
　一方、平成31年４月１日付けで交わされた「業務
委託契約書」では、委託金額は147,157,832円と
なっており、その差は３千５百万円余となっていま
す。
そこで、今年度の上尾市図書館の業務委託料と、
来年度予算の図書館運営業務委託料の差が生じ
ている根拠が判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 一部公開 第2号・第3号

31-0770 3月1日 3月13日 請求

次ページに示した〈参照〉は、上尾市図書館webか
ら転記したものです。
これによれば、『広報あげお縮刷版 Ⅵ』は上尾市
には全部で６冊あります。その内訳は、
通常の図書として貸出可　＝　２冊（原市公民館・
大石分館）
貸出禁止とされている図書＝　３冊（本館２冊・瓦
葺分館１冊）
参考書（R）として貸出可　　＝ １冊（平方分館）
　となっています。このことを踏まえて情報公開請
求いたします。
(1) 同じ図書にもかかわらず、貸出可や貸出禁
止、参考書（R）と、それぞれ扱いが異なる理由が
判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0771 3月1日 3月13日 請求

(2) 利用者がWeb予約をした場合、所蔵図書館の
指定が可か不可か判別できる文書・資料等。
（利用者が「原市図書館または大石分館所蔵図
書」と指定できれば、返却期間を通常通りとするこ
とができますし、館を指定できずに仮に平方分館
所蔵図書が貸し出されるとしたら、借り受けた翌日
には返却しなければなりません。）

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

31-0772 3月1日 3月13日 請求

(3) 「種別」が平方分館だけ「一般書」、他の５館は
「郷土資料」となっている理由が判別できる文書・
資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0773 3月1日 3月13日 請求

(4) 上記図書の装備はそれぞれどこ（部署・機関・
委託会社など）が担当したのかが判別できる文
書・資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

31-0782 2月28日 3月13日 請求

行政文書非公開決定通知書（上教生第777号）に
ついて、行政文書公開請求がされてから当該決定
通知書が発出されるまでの経緯が判別できる文
書・資料等。具体的には、何と何を探したのかが
分かる文書。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

31-0797 3月12日 3月23日 請求

新型コロナウイルス感染対策について、教育長に
よる市民・保護者・子どもたちに向けてのメッセー
ジが上尾市教育委員会HPに掲載されていない理
由が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0798 3月12日 3月23日 請求

新型コロナウイルス感染対策について、上尾市教
育委員会HPに掲載されていないとしても、仮にも
上尾市教育行政のトップである教育長なのですか
ら、当然市民・保護者・子どもたちにメッセージを発
出していると考えられます。そのことが判別できる
文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

31-0808 3月23日 3月31日 請求
2020（令和２）年度／上尾市図書館の業務委託に
かかる契約書またはそれに類した文書・資料等。 教育委員会 図書館 一部公開 第3号

31-0824 3月26日 4月9日 請求

池野教育長の動静が判別できる「予定表」で、教
育委員会事務局（全体・一部を問わず）で共有して
いる文書・資料等（以前開示していただいた月別
表で可）。
ただし期間は2019年12月および2020年１月～５月
分とします。
なお、3/26までの分については、修正後のもの。
3/27以降の分は予定のものの開示を求めます。

教育委員会 教育総務課 全部公開

31-0825 3月26日 4月9日 請求

教育長または教育委員会事務局から各教育委員
（教育長職務代理者を含む）に対して、＜臨時休
校中の児童・生徒の家庭学習や生活等について
どう対応するのか＞について連絡をしたことが判
別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在
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行政文書の公開の請求及び申出の概要（平成３１年度）

№ 受付日 決定日 区分 請求内容 実施機関 担当課 決定の内容
一部公開・非公開

の理由
（情報公開条例第7条）

令和２年上尾市教育委員会５月定例会 報告事項３

上尾市教育委員会が保有する行政文書の公開に係る

平成３１年度の実施状況について 添付資料

31-0826 3月26日 4月9日 請求

各教育委員（教育長職務代理者を含む）から教育
長または教育委員会事務局に対して、2/28～
3/24までの間に、＜臨時休校中の児童・生徒の家
庭学習や生活等についてどう対応するのか＞との
質問が寄せられたことが判別できる文書・資料
等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

31-0834 3月27日 4月6日 請求

新型コロナウイルス感染対応防止のための施設
（公民館）の対応について、3月5日から3月15日ま
で公民館の使用の制限を決定した経緯がわかる
もの。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

31-0835 3月27日 4月6日 請求

新型コロナウイルス感染対応防止のための施設
（公民館）の対応について、3月5日から3月15日ま
でであった公民館の使用の制限を3月31日まで延
長する決定をした経緯がわかるもの。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

31-0837 3月30日 4月14日 請求

新型コロナウイルスに対する図書館閉館について
3月4日～15日に係る稟議書と市長報告相談シー
ト

教育委員会 図書館 全部公開

31-0838 3月30日 4月14日 請求

新型コロナウイルスに対する図書館閉館について
3月10日～31日に係る稟議書と市長報告相談シー
ト

教育委員会 図書館 全部公開

31-0839 3月30日 4月14日 請求

新型コロナウイルスに対する図書館閉館について
4月1日～15日に係る稟議書と市長報告相談シー
ト

教育委員会 図書館 全部公開

31-0843 3月18日 4月6日 申出

電力受給契約をしている市内公共施設の最新月
の電気料金の請求書。
最新月の請求書の中に記載されている過去１２か
月における各月の最大需要電力のうちで最も大き
い値（ｋＷ）がわかるもの。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第3号・第7号

31-0844 3月18日 4月2日 申出

電力受給契約をしている市内公共施設の最新月
の電気料金の請求書。
最新月の請求書の中に記載されている過去１２か
月における各月の最大需要電力のうちで最も大き
い値（ｋＷ）がわかるもの。

教育委員会
スポーツ振興
課

一部公開 第3号・第7号

31-0845 3月18日 3月31日 申出

電力受給契約をしている市内公共施設の最新月
の電気料金の請求書。
最新月の請求書の中に記載されている過去１２か
月における各月の最大需要電力のうちで最も大き
い値（ｋＷ）がわかるもの。

教育委員会 図書館 一部公開 第3号・第7号

31-0848 3月18日 3月31日 申出

電力受給契約をしている市内公共施設の最新月
の電気料金の請求書。
最新月の請求書の中に記載されている過去１２か
月における各月の最大需要電力のうちで最も大き
い値（ｋＷ）がわかるもの。

教育委員会
中学校給食
共同調理場

一部公開 第3号・第7号

31-0854 3月19日 4月9日 申出

電力受給契約をしている市内公共施設の最新月
の電気料金の請求書。
最新月の請求書の中に記載されている過去１２か
月における各月の最大需要電力のうちで最も大き
い値（ｋＷ）がわかるもの。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第3号・第7号
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