
令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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）

2-0011 4月9日 4月23日 請求

(1) ＜2020年2月27日更新＞から、＜2020年3月27日更新＞
までの間には、「３月４日からの図書館サービスの一部休止」
および「３月６日からの全館（室）一斉臨時休館」という、図書
館にとっても市民にとっても大変大きな出来事がありました。
しかしながら、こうしたことに関しては、３月27日付け更新の
「お知らせ」（朱書き部分）に、「3月31日(火曜日)まで全館(室)
で一斉に臨時休館としておりました」と書かれているのみで
す。
そこで、＜2020年2月27日更新＞から、＜2020年3月27日更
新＞までの間にどのような更新がされたのか、その内容と更
新日が判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 全部公開

2-0012 4月9日 4月23日 請求

(2) 前記(1)の「３月６日からの全館（室）一斉臨時休館」に関
連して、３月６日の図書館HPには「新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、3月4日(水曜日)から図書館サービスの一
部休止をしておりましたが、更なる対策のため、上尾市図書
館は、3月6日(金曜日)か3月31日(火曜日)まで、全館(室)で一
斉に臨時休館といたします。なお、新型コロナウイルス感染
拡大等の状況によっては期間等を変更させていただくことが
ございますので、市ホームページ等でご確認ください。　ご理
解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。」という文章
が掲載してありました。しかしながら、2020.04.09 10:00 a.m.
の時点で上尾市図書館のHPからこの文章は削除されていま
す。そこで、なぜこの文章が削除されたのか、理由および経
緯が判別できる文書・資料等。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

2-0013 4月9日 4月23日 請求

(3) 今回のコロナ禍と同様のことが後年起こった場合、図書
館はどのように図書館機能を維持し、市民サービスに責任を
持ったのか（あるいは責任を持たなかったのか）検証するた
めにも、図書館がどう対応したかについて可視化すること
は、市民にとっても図書館にとっても非常に重要だと請求人
は考えています。
同様のことは図書館としても論議したと思われますので、そ
のこと（すなわち、コロナ禍に関連して、図書館本来の機能と
しての市民サービスをどう維持していくか）についての論議さ
れた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

2-0022 4月22日 4月28日 請求

上尾小学校の「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
の自宅勤務に関する要綱」（追加・補説）（以下、「上記要綱
等」と略記）の対象となる職員（県費・市費・正規・非正規等）
の範囲が判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0023 4月22日 4月28日 請求

国のガイドラインがあるにもかかわらず、上尾小学校として
「在宅勤務中は家族の世話ができない」と決めた理由と、法
的根拠が判別できる文書・資料等。なお、職務に専念する義
務を定めた法令以外のものであること。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0024 4月22日 4月28日 請求

 請求人は上尾市内各学校のHPを閲覧したところ（最終閲覧
日2020.04.22）、この要綱を掲載している学校は、上尾小学
校だけでした。そこで、この要綱の「準則」またはその類があ
る場合は、その文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

2-0025 4月22日 4月28日 請求
上尾小学校以外の市内小中学校において、上記と同様の
「要綱」を作成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

2-0026 4月22日 4月28日 請求
上尾市教育委員会として上記と同様の「要綱」またはそれに
類したものを作成するように指示または依頼したことが判別
できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0027 4月22日 5月1日 請求
＜上尾市教育委員会４月定例会／報告事項２＞を定例教育
委員会に提出するに至った理由・経緯が判別できる文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0028 4月22日 5月1日 請求

＜報告事項２＞と「審議会等の会議の公開に関する指針」と
の関係性、とりわけ、現在も「審議会等の会議の公開に関す
る指針」を会議の公開・非公開の根拠としているのかどうか
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

2-0039 4月25日 5月11日 請求
どういう者が上尾市学校運営協議会委員となることができな
い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

2-0040 4月25日 5月11日 請求
協議会委員が県費教職員の本務者あるいは上尾市本採用
職員である場合、この４項についてどう取り扱うのか判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0041 4月25日 5月11日 請求
協議会規則第11条第５項の「自己の利害に直接の関係を有
する事項」とは具体的に何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

2-0042 4月25日 5月11日 請求
 協議会規則第12条の「研修」について、2019年４月１日～
2020年４月24日までに開催された研修会の「次第」。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0043 4月25日 5月11日 請求

 上尾市立芝川小学校のHP内の「学校運営協議会」の「（別
添２）コミュニティ・スクール」４頁にある「第三回　学校運営協
議会」の上の「上尾市立芝川小学校「働き方改革」グランドデ
ザイン」の図で覆ってしまって見えなくなっている部分の会議
録。

教育委員会 指導課 全部公開

令和３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

令和２年度の実施状況について 別冊
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2-0044 4月25日 5月11日 請求

協議会規則第11条第５項の規定があるとは言え、学校施設
の整備に関することを業務とする市教委教育総務課長が芝
川小学校の学校運営協議委員に就任していることが、協議
会規則上何らの問題も無いという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

2-0047 5月7日 5月18日 請求

６月３日～６月５日の「弁当持参」に関して、児童・生徒の健
康を守る観点で上尾市教育委員会（事務局を含む）から市内
小・中学校、保護者、児童・生徒に向けて発出された（または
発出予定の）文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 全部公開

2-0048 5月7日 5月18日 請求
６月３日～６月５日は「弁当持参」となっていますが、なぜ３日
間にわたって小学校・中学校で給食が用意できないのかが
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

2-0049 5月7日 5月18日 請求

「教育長と５人の委員により組織されている教育委員会」とし
て、「教育委員会では、臨時休業に伴う授業数確保のため、
以下の休業日を授業日とさせていただきます」に、どのように
かかわった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

2-0050 5月7日 5月18日 請求
6月12日（金＝休業日）を授業日とすることができる法的根拠
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

2-0051 5月7日 5月18日 請求
6月13日、6月27日、7月4日、7月18日の各土曜日（午前中の
み）を授業日とすることができる法的根拠が判別できる文書・
資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0052 5月7日 5月18日 請求

7月21日（火）～7月22日（水）、7月27日（月）～7月31日
（金）、8月18日（火）～8月21日（金）、8月24日（月）のそれぞ
れの日を授業日とすることができる法的根拠が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0053 5月7日 5月18日 請求
開校記念日を授業日とすることができる法的根拠が判別で
きる文書・資料等。また、ここでいう開校記念日とは、いつか
らいつまでの範囲な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

2-0054 5月7日 5月18日 請求
「休業日授業」に関して上尾小・上平北小・上尾中・大谷中そ
れぞれの校長から教育委員会に対して承認を求めたことが
判別できる文書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

2-0070 5月26日 6月4日 請求

「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第６条第
４項(1)について、具体的な例示がされていることが判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0071 5月26日 6月4日 請求

「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第６条第
４項(2)について、「特定の主義主張」とは具体的には何を指
す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

2-0072 5月26日 6月4日 請求

「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第６条第
４項(5)について、「特定の団体の宣伝又は売名を目的とする
事業」とは何か、具体的に例示されている文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0073 5月26日 6月4日 請求

「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第６条第
４項(7)について、「不適当と認められる事業」とは具体的に何
を指す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

2-0074 5月26日 6月4日 請求

「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第６条第
４項(7)について、「不適当と認められる事業」とありますが、
「不適当と認める」のは誰（職位）またはどの機関であるのか
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

2-0075 5月26日 6月4日 請求
第54回上尾母親大会について
この事業に関して、後援名義の承認等を「不承認」とした経
緯及びが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号・第3号

2-0076 5月26日 6月5日 請求

「アルゼンチンの留学生と一緒に食事を作って食べません
か！」事業について
この事業に関して、後援名義の承認等を「不承認」とした経
緯及びが判別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号・第3号

2-0077 5月26日 6月5日 請求

「アルゼンチンの留学生と一緒に食事を作って食べません
か！」事業について
この事業は「不承認」であるにもかかわらず、理由・その他に
は「市（市民協働推進課）」とあるだけで、不承認の理由が記
されていません。そこで、なぜ５月定例教育委員会の「報告
事項１」として提出されているにもかかわらず、不承認の理由
が示されていないの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
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2-0078 5月26日 6月8日 請求

＜平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の
承認等の状況＞の中には、「世界救世教」⇒
'https://www.myotsuuji.info/世界救世教/
という宗教団体が母体となり、その活動の一環としておこな
われている事業が見受けられます。この事業について、第６
条第４項各号に抵触しない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

2-0081 5月29日 6月8日 請求
「これまでの考え方」とはいったい何を指すのかが判別できる
文書・資料等

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0082 5月29日 6月8日 請求

「上尾市教育委員会の会議の公開、非公開の扱いにつきま
しては、上尾市の定めている審議会等の会議の公開に関す
る指針にのっとって進めている」についての真偽（正しいのか
誤っているのか）について、市教委事務局が保有している文
書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0083 5月29日 6月8日 請求
「市民の方から会議公開・非公開の根拠について間違えた
発言があったという指摘を受け」とありますが、それは具体的
にどういう内容であ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

2-0084 5月29日 6月8日 請求
上尾市教育委員会関連で「審議会等の会議の公開に関する
指針（平成14年３月）」の適用を受ける「審議会等」はどのよう
な会議であるかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0085 5月29日 6月8日 請求
「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認及び上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」について
「教育委員会事務局に対して周知した運用通知」の開示

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0093 5月29日 6月5日 請求

2013（平成25）年９月市議会本会議で、学校教育部長（当時）
は秋山もえ議員の「夏休みの５日間削減について、ことし１月
の教育委員会定例会において、非公開で協議されたのはな
ぜか伺います。」という質問に対して、「上尾市教育委員会の
会議の公開、非公開の扱いにつきましては、上尾市の定め
ている審議会等の会議の公開に関する指針にのっとって進
めているところでございます。」と答弁しています。　それで
は、この答弁の根拠となる文書・資料等で上尾市教育委員
会事務局として保有しているもの。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0095 6月1日 6月12日 請求
上尾市立図書館（本館・分館・分室を含む）の「一般書」の蔵
書構成が判別できる文書・資料等で最新のもの。

教育委員会 図書館 非公開 文書不存在

2-0100 6月3日 6月16日 請求
上尾市教育委員会HPの2020.04.30付けの「新着情報」がい
つ削除されたのか判別できる文書・資料。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

2-0101 6月3日 6月16日 請求
上尾市教育委員会HPの2020.04.30付けの「新着情報」がな
ぜ削除されたのか判別できる文書・資料。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

2-0102 6月3日 6月16日 請求
上尾市教育委員会HPの2020.04.30付けの「新着情報」が掲
載される前に、「臨時休業に伴う対応」の方針が示されたこと
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

2-0131 6月15日 6月26日 請求
コロナ感染防止の観点から、上尾市教育委員会（事務局）と
して上尾市内小・中学校に向けて児童・生徒のトイレ使用に
ついて注意喚起をした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

2-0132 6月15日 7月28日 請求

市内３３校全ての小・中学校において、「児童・生徒のトイレ
清掃を誰が担当するのか」が判別できる文書・資料等（例え
ば、低学年の児童のトイレ清掃を誰が担当するのか、その場
合の注意事項は何かなどの文書・資料等が想定されます）。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第7号

2-0133 6月15日 7月28日 請求

文科省「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイ
ドライン」を参考にして作成されたNPO法人日本トイレ研究所
の感染予防対策のための資料には、「特に多くの児童生徒
等が手を触れる箇所は、適宜、消毒液（消毒用エタノールや
次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行うなどして環境
衛生を良好に保つ」とされています。上尾市内各小・中学校
でもそうした配慮に基づいて「児童・生徒用トイレの環境衛生
を良好に保つ」実践がされていることが判別できる文書・資
料等。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第7号

2-0134 6月15日 7月28日 請求
市内３３校全ての小・中学校において、「教職員および来校
者が使用するトイレの清掃を誰が担当するのか」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7号

2-0135 6月15日 7月28日 請求

上述の日本トイレ研究所の感染予防対策のための資料で
は、コロナ感染予防対策として、「ドアの取っ手」・「洗浄レ
バー・ボタン」・「ホルダー」・「蛇口」・「便座」・「ふた」・「手す
り」・「スイッチ類」をこまめに洗浄することが必要であると指
摘されています。そこで、教職員・来校者が使用するトイレ清
掃について、そうした洗浄について配慮されていることが判
別できる文書・資料等

教育委員会 学校保健課 一部公開 第7号

2-0136 6月15日 6月26日 請求

新型コロナ感染予防対策の観点から、「学校の教職員・来校
者が使用するトイレについては、専門業者がそれなりの装備
や手段によって清掃と保守点検をする」ことが必要なのは論
を待ちません。
上尾市教育委員会（事務局を含む）も当然同意見であると考
えられますが、そのことについて市教委（事務局）で決定また
は検討した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

3



令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0177 6月26日 7月7日 請求
 監査委員事務局から2020年６月23日に公表された「住民監
査の結果」に基づく「報告事項７　住民監査請求に係る監査
結果について」についての決裁文書。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0178 6月26日 7月7日 請求

2020年６月23日に公表された「住民監査請求の結果」と、
2019年４月19日に公表された「住民監査請求の結果」は、両
請求とも本質的には同じ性格の住民監査でした。にもかかわ
らず、「報告事項」として扱われたのは2020年６月の教育委
員会に報告された「報告事項７」のみです。なぜこのように異
なった扱い（換言すれば、全く首尾一貫しておらず、市民から
強い不信を招く扱い）となっ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

2-0179 6月26日 7月7日 請求

請求人は去る2020年６月２日、「上尾市本町３－１－　上尾
市役所７階　教育総務課気付　教育委員〇〇様 ［親展］」と
表書きした郵便物５通（教育長職務代理者１名及び教育委員
４名宛）を上尾郵便局において投函いたしました。
そこで、これらの郵便物が市教委事務局教育総務課に届け
られた後、現在（2020年６月26日）までにどのような取扱いを
受け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

2-0182 6月26日 7月9日 請求

以下の(1)～(12)までの上尾市公共施設の「トイレ」の清掃を
「誰が（あるいはどこの業者が）担当しているのか」、また、「１
日に何回くらい、どのような清掃をするのか」「外部委託の場
合、その費用はどのくらいなのか」、「トイレットペーパーなど
の消耗品は誰が交換するのか」が判別できる文書・資料等
の開示を求めます（以上挙げた全てが判別できない場合は
一部でも可）。その際、「職員用トイレ」・「来客者（利用者）用
トイレ」に分けて開示してください。「職員用トイレ」と「来客者
（利用者）トイレ」が共通の場合はその旨ご教示ください。
(3)平方幼稚園

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

2-0186 6月26日 8月3日 請求

以下の(1)～(12)までの上尾市公共施設の「トイレ」の清掃を
「誰が（あるいはどこの業者が）担当しているのか」、また、「１
日に何回くらい、どのような清掃をするのか」「外部委託の場
合、その費用はどのくらいなのか」、「トイレットペーパーなど
の消耗品は誰が交換するのか」が判別できる文書・資料等
の開示を求めます（以上挙げた全てが判別できない場合は
一部でも可）。その際、「職員用トイレ」・「来客者（利用者）用
トイレ」に分けて開示してください。「職員用トイレ」と「来客者
（利用者）トイレ」が共通の場合はその旨ご教示ください。
(7) 上尾市図書館本館

教育委員会 図書館 一部公開 第3号・文書不存在

2-0187 6月26日 8月4日 請求

以下の(1)～(12)までの上尾市公共施設の「トイレ」の清掃を
「誰が（あるいはどこの業者が）担当しているのか」、また、「１
日に何回くらい、どのような清掃をするのか」「外部委託の場
合、その費用はどのくらいなのか」、「トイレットペーパーなど
の消耗品は誰が交換するのか」が判別できる文書・資料等
の開示を求めます（以上挙げた全てが判別できない場合は
一部でも可）。その際、「職員用トイレ」・「来客者（利用者）用
トイレ」に分けて開示してください。「職員用トイレ」と「来客者
（利用者）トイレ」が共通の場合はその旨ご教示ください。
(8) 原市公民館図書室

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第3号

2-0190 6月26日 8月4日 請求

以下の(1)～(12)までの上尾市公共施設の「トイレ」の清掃を
「誰が（あるいはどこの業者が）担当しているのか」、また、「１
日に何回くらい、どのような清掃をするのか」「外部委託の場
合、その費用はどのくらいなのか」、「トイレットペーパーなど
の消耗品は誰が交換するのか」が判別できる文書・資料等
の開示を求めます（以上挙げた全てが判別できない場合は
一部でも可）。その際、「職員用トイレ」・「来客者（利用者）用
トイレ」に分けて開示してください。「職員用トイレ」と「来客者
（利用者）トイレ」が共通の場合はその旨ご教示ください。
(11)上尾市中学校給食共同調理場

教育委員会 中学校給食共同調理場 一部公開 第3号

2-0210 7月5日 7月16日 請求

上尾市教育委員会として、「コロナ感染防止」名目で〈イベン
ト〉〈催し〉またはそれに類する集まりなどを中止・延期し、あ
るいは公民館などの利用者の定員を減じるなどの措置をし
てきたと思われます。一方、市民や利用者は、「お上」の言う
ことを聞かなくてはならないような雰囲気があります。公民館
利用は市教委の管轄ですが、＜コロナ感染防止＞がまるで
《錦の御旗》のような役割を果たしていて、市民が要望・意見
を言えないのをいいことに、イベントや催しを次から次へと中
止してきたように思えます（今後も続く可能性が大いにありま
すが）。　そのことに関して情報公開請求をいたします。
(1)上尾市教育委員会として、「コロナ感染防止」の名目で市
民参加の〈イベント〉〈催し〉またはそれに類する集まりなどを
今年になってから中止または延期（今後の予定も含む）した
ことが判別できる文書・資料等（一覧表が望ましい）。ただし、
図書館のイベントや催し、集まりを除く。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

4



令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0211 7月5日 7月16日 請求

(2)公民館の利用定員は、８月末までは従前の定員の三分の
一、９月からは半数になるとされています。また、「集会室兼
体育室」については従前の定員が200人であろうが300人で
あろうが、８月末までは50人、９月からは70人になっていま
す。そこで、なぜこれらの数字になったのか、その根拠が判
別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

2-0212 7月5日 7月16日 請求
(3)公民館が再開館してから、利用団体は「義務」として参加
者の名簿を事前に提出するように求められているとのことで
すが、その法的根拠が判別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

2-0213 7月5日 7月16日 請求
(4)公民館再開館後の利用当日、利用者の変動があった場
合に利用者側に課せられている「義務」がどのようなもので
あるのか、また、その法的根拠が判別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

2-0214 7月5日 7月16日 請求

　上尾市教育委員会として、「コロナ感染防止」名目で〈イベ
ント〉〈催し〉またはそれに類する集まりなどを中止・延期し、
あるいは公民館などの利用者の定員を減じるなどの措置を
してきたと思われます。一方、市民や利用者は、「お上」の言
うことを聞かなくてはならないような雰囲気があります。
　公民館利用は市教委の管轄ですが、＜コロナ感染防止＞
がまるで《錦の御旗》のような役割を果たしていて、市民が要
望・意見を言えないのをいいことに、イベントや催しを次から
次へと中止してきたように思えます（今後も続く可能性が大い
にありますが）。
　そのことに関して情報公開請求をいたします。
(5)公民館再開館にあたって、県または国から届いている〈ガ
イドライン〉またはそれに類した文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

2-0215 7月5日 7月16日 請求

(6)コロナ禍にあっても、市民が学習する権利はあるはずで
す。そこで、上記(1)のイベント等の中で、上尾市教育委員会
として何とか開催する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 生涯学習課 一部公開 第2号

2-0216 7月5日 7月13日 請求

(7) 「コロナ感染対策」名目で、大人の利用者が圧倒的に多
い公民館利用者の定員を減じるのであれば、それよりも感染
リスクの高い児童・生徒への感染を防止する観点から、学級
定員を減じる必要があるのは当然です。しかしながら、実際
には数日間「分散登校」が実施された期間は学級の児童・生
徒数が減じられましたが、現在はコロナ禍の前に戻っている
と思われます。
そこで、上尾市教育委員会として、分散登校終了後に「学級
定員」を減じる努力（検討を含む）を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

2-0226 7月6日 7月17日 請求

「上尾市いじめ問題対策連絡協議会」および「上尾市いじめ
問題調査委員会」に関連して情報公開請求をいたします。
(1)2019（令和元）年度および2020（令和２）年度の「上尾市い
じめ問題対策連絡協議会」の会長及び委員の職・氏名等が
判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0227 7月6日 7月17日 請求
(2)2019（令和元）年度および2020（令和２）年度における「上
尾市いじめ問題対策連絡協議会」の日程・開催次第・議事内
容等が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0228 7月6日 7月17日 請求
(3)「上尾市いじめ問題対策連絡協議会」委員に対して、報
酬・費用弁償等が支払われているか否かが判別できる文書・
資料等（支払予定を含む）。

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

2-0229 7月6日 7月17日 請求
(4)「上尾市いじめ問題対策連絡協議会」委員に対して、報
酬・費用弁償等が支払われる場合、なぜ支払われるのか、
その根拠が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0230 7月6日 7月17日 請求
(5)2020（令和２）年度の「上尾市いじめ問題調査委員会」委
員の職・氏名が判別できる文書・資料等（予定の場合を含
む)。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0231 7月6日 7月17日 請求
(6)上記委員を委嘱するにあたって、関係機関に推薦依頼を
したことが判別できる文書・資料等（予定を含む)。

教育委員会 指導課 一部公開 第7号

2-0232 7月6日 7月17日 請求
(7)今年度、上記「上尾市いじめ問題調査委員会」が開催され
たことが判別できる文書・資料等。予定されている場合はそ
の日程が判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0233 7月6日 7月17日 請求
(8)上記「上尾市いじめ問題調査委員会」が開催された場合、
委員に対して支払われた報酬および費用弁償の額が判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0234 7月6日 7月17日 請求
(9)「上尾市いじめ問題対策調査委員会」委員に対して、報
酬・費用弁償等が支払われる根拠が判別できる文書・資料
等。請求人が検索可能であれば、その旨ご教示ください。

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

5



令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0244 7月11日 7月20日 請求

請求人は、2020年６月22日に示された「上監査第47号 住民
監査請求に係る監査結果の送付について」に対して疑念を
持ち、そのことに関連して上尾市長宛に情報公開請求をおこ
なったところ、2020年７月10日、上尾市監査委員事務局か
ら、新・旧教育総務課長に対する事情聴取に関わって、「議
事の経過」を開示されました。そこで示された現教育総務課
長と前教育総務課長の発言に関して情報公開請求をいたし
ます（文中の朱書き部分は請求人によります）。
監査委員 今回の措置請求について、請求の内容は確認し
ているか。事実関係に相違はないか。
教育総務課長 措置請求書は確認。内容について、１点だけ
異議あり。
請求人は今回の出張の交通手段について、あたかも教育長
の独断の元に決定されたと一方的な主張。実際は関係する
教育総務課長と同課職員、総務部総務課の運転手の協議
の上で決定。適正な手続きを経たもので教育長個人の意思
で決定したものではない。
（１） 教育総務課長は「請求人は今回の出張の交通手段に
ついて、あたかも教育長の独断の元に決定されたと一方的
な主張」と述べています。そこで、措置請求書の内容につい
ての請求人の「一方的な主張」の根拠となる文書。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号

2-0245 7月11日 7月20日 請求
（２） 「関係する教育総務課長と同課職員、総務部総務課の
運転手の協議」つまり三者で協議した内容そのものが判別で
きる文書。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0246 7月11日 7月20日 請求
（３）「教育長は３月から４月にかけて連日公務が続き」とあり
ますが、そのことが客観的に判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0247 7月11日 7月20日 請求
（４）「体調がすぐれない」ことが客観的に判別できる文書。具
体的には「病気休暇願」の類が想定できますが、病名や期
間、医療機関名等は個人情報に当たるため不要。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0248 7月11日 7月20日 請求

（５）「電車の乗り換えによる体の負担」とありますが、当時、
○○教育長が通勤のために利用していたのは乗り換えが必
要な電車だと思われます。にもかかわらず、あえて「電車の
乗り換えによる体の負担」説を持ち出し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

2-0249 7月11日 7月20日 請求
（６）「公用車の中で書類に目を通したり、挨拶を考えたりする
こと」とありますが、そのことがどうしても公用車内でなくては
でき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

2-0250 7月11日 7月20日 請求

（７）「教育長は３月から４月にかけて連日公務が続き、体調
がすぐれないこともあり心配であった」ことが事実であれば、
常識的に考えて、松本行きを取りやめる判断があってしかる
べきですが、どうしても松本へ行かなければならない理由が
判別できる文書。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0281 7月21日 8月4日 請求

上尾市教育委員会2020年５月定例会 報告事項１１の【学校
給食関係】には、次の文言があります。
※注　中学校については、中学校給食共同調理場のボイ
ラー設備改修工事のため、給食調理、食器洗浄等が実施で
きなくなるため、以下の期日について、「牛乳のみ」の提供と
なります。
７月１７日（金）、２０日（月）～３０日（木）
８月１９日（水）～２８日（金）
このことを踏まえて、以下の情報公開請求をおこないます。
(1)上記のボイラー設備改修工事の日程（開始時期と終了時
期）が判別できる文書・資料等

教育委員会 中学校給食共同調理場 一部公開 第2号

2-0282 7月21日 8月4日 請求
(2)上記ボイラー設備改修工事の「契約書」またはそれと同様
の文書・資料等。

教育委員会 中学校給食共同調理場 一部公開 第3号

2-0283 7月21日 8月4日 請求
(3)なぜコロナ禍で学校が休業している時期（例：５月中）に当
該工事を行わなかったのかが判別できる文書・資料等。

教育委員会 中学校給食共同調理場 非公開 文書不存在

2-0284 7月21日 8月4日 請求
(4)上記日程において、通常の給食を提供した場合の保護者
の給食費負担額が幾らになるか判別できる文書・資料等。

教育委員会 中学校給食共同調理場 全部公開

2-0285 7月21日 8月4日 請求
(5)上記日程において、「牛乳のみ」提供となることについて、
市教委事務局（あるいは中学校給食共同調理場）から保護
者に連絡したことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 中学校給食共同調理場 全部公開

2-0286 7月21日 8月4日 請求
(6)上記日程において、「牛乳のみ」提供になることについて、
市内中学校から寄せられた意見等が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 中学校給食共同調理場 一部公開 第2号・第6号

2-0287 7月21日 8月4日 請求
(7)上記日程において、「牛乳のみ」提供になることに関連し
て、保護者から市教委（中学校給食共同調理場を含む）に寄
せられた意見等が判別できる文書・資料等。

教育委員会 中学校給食共同調理場 非公開 文書不存在

2-0288 7月21日 8月4日 請求
上尾市教育委員会教育長・学校教育部長・教育総務部長の
2020年６月及び７月の動静（予定）が判別できる文書・資料
等（月別予定表または同類の文書）。

教育委員会 教育総務課 全部公開
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0293 7月27日 8月6日 請求

上尾市教育委員会HPには、2020.07.27更新として＜【急募】
令和２年度アッピースマイルサポーター募集＞の記事が掲
載されています。このことを踏まえて、情報の開示を求めま
す。
(1)この記事を掲載するにあたっての決裁文書。

教育委員会 学務課 全部公開

2-0294 7月27日 8月6日 請求
(2)今年度３月末までの募集人数（予定）を３３名とした理由が
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

2-0295 7月27日 8月6日 請求
(3) 2019年度２月末（コロナ休業前）のアッピースマイルサ
ポーターの配置人数（市内小中学校の総数）が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 学務課 全部公開

2-0296 7月27日 8月6日 請求
(4) アッピースマイルサポーターの配置基準が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0297 7月27日 8月6日 請求
(5)アッピースマイル教員（市費負担教員）の配置基準がどの
ようになっているか判別できる文書・資料等で最新のもの。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0325 8月17日 8月28日 請求
教科書採択に関わる教育委員に配布された資料名及びその
資料及び教科書採択関係の会議録のすべて（4月～現在ま
で）

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

2-0326 8月17日 8月28日 請求
上尾の教科書展示会の参加人数（内訳も含む）と参加者アン
ケートの内容すべて

教育委員会 指導課 全部公開

2-0327 8月17日 8月28日 請求
専門委員と資料作成委員のメンバーの氏名と学校名・役職
名

教育委員会 指導課 全部公開

2-0328 8月17日 8月28日 請求
教科書採択に関わる学校に出された通知及び報告用紙・内
容のすべて（①と重複するもの以外）

教育委員会 指導課 一部公開 第7号

2-0333 8月17日 8月26日 請求
上尾市立西中学校　令和2年3月卒業生の進学先一覧及び
進学先別人数

教育委員会 指導課 全部公開

2-0338 8月19日 8月31日 請求

今年度の「委嘱研究発表校」について、2020年6月及び7月
における「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。　 開示を求める対象校は、中央小・大石南
小・瓦葺小・東町小・大谷小・太平中・富士見小・瓦葺中・鴨
川小・上尾小・南中（計11校）です。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

2-0339 8月19日 8月31日 請求

中央小・大石南小・瓦葺小・東町小・大谷小・太平中・富士見
小・瓦葺中・鴨川小・上尾小・南中において、6・７月の土曜日
に勤務した場合、その勤務時間分についてどう措置するの
かについて校長から示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

2-0369 9月8日 9月18日 請求
「2020年8月定例会」で上尾市教育委員会の事務に関する点
検評価が協議事項となら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

2-0370 9月8日 9月18日 請求

上尾市教育委員会の事務に関する点検評価が「2020年8月
定例会」の協議事項とならなかったことについて、「2020年8
月定例会」の席上で教育総務課長又は他の出席者から説明
が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

2-0371 9月8日 9月18日 請求

「2020年5月定例会」で配布された資料による「点検評価」の
時期その他のスケジュールが、「2020年8月定例会」で協議さ
れなかったことにより、どうな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

2-0372 9月8日 9月18日 請求

教育総務課長が公言したにもかかわらず、「点検評価」の件
が「2020年8月定例会」で協議事項とならなかったことについ
て、今後どのように謝罪あるいは釈明がされるのか判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0373 9月8日 9月18日 請求

教育総務課長が公言したにもかかわらず、「点検評価」の件
が「2020年8月定例会」で協議事項とならなかったことについ
て、教育総務課長に対する懲戒処分あるいは市教委として
どう対応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

2-0374 9月8日 9月18日 請求

点検評価における、「学識経験者」については「点検及び評
価の客観性を確保する観点から」選出していることが判別で
きる文書 資料等で上尾市教育委員会が保養している文書
資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0391 9月12日 9月25日 請求

2020年４月１日～2020年８月31日までの間に、教育長職務
代理者および教育委員（以下、教育委員等と略記）が、公表
されている「教育委員会定例会・臨時会」以外で教育委員等
としての業務をおこなった日付および時間が判別できる文
書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0392 9月12日 9月25日 請求
教育委員等の報酬はなぜ「月額」であ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

2-0393 9月12日 9月25日 請求
教育委員等の報酬月額がなぜ75,000円（教育長職務代理
者）、64,000円（教育委員）という額であ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
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0394 9月12日 9月25日 請求
教育委員等の報酬を月額から「業務をおこなった日」を対象
とした「日額」に変更することを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

2-0395 9月12日 9月25日 請求

教育委員等が月の初日から末日までそれぞれの業務をおこ
なっていないことが明白な場合（教育委員等の自己都合や
病欠など）において、上尾市として報酬月額を支払う義務が
あるか否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

2-0396 9月12日 9月25日 請求

上記の期間において、教育委員等が月の初日から末日まで
それぞれの業務をおこなっていないことが明白な場合には、
月額としての報酬を支払う必然性は無く、仮に報酬が支払わ
れた場合には、市民の血税が無駄に支払われたことになり、
住民監査請求の対象となると請求人は考えています。そこ
で、教育委員等が月の初日から末日まで業務をおこなってい
ない場合（単独・複数いずれの場合でも）において、当該教
育委員等に対して「上尾市職員措置請求」が可能であるか否
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

2-0398 9月14日 9月25日 請求

上尾小学校のHPには、2020年８月31日に同校で開催された
学校運営協議会の報告として、「上尾市立上尾小学校 学校
運営協議会 令和２年８月31日」が掲載されています。
'http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/life/256714_599445_mis
c.pdf#search='http%3A%2F%2Fwww.city.ageo.lg.jp%2Fuploade
d%2Flife%2F256714_599445_misc.pdf'
その中で、次のように記載されています（下線は請求人によ
ります）。
＜校長先生から１学期の学校の様子について・・・＞
○いじめの認知件数No.1！
→先生方が小さな芽を見逃さず丁寧に対応しています！
○ICT活用率No.1！
→子供たちの学びを止めないことはもちろん、１学期中に研
究授業３回
実施し、先生方の学びも止めていません！
●在校時間No.１
→教材研究、保護者対応、資料作成、コロナ禍への対応
等・・・
教育熱心な先生方の過労が心配です。
そこで、上記３つの＜No.1＞（下線部）それぞれの根拠が判
別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0424 9月18日 10月2日 請求
〇〇氏の教育委員再任にあたって、自薦なのか他薦なの
か、それとも別の理由によるもの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

2-0425 9月18日 10月2日 請求

現職の教育委員が社長となっている会社から「教育行政に
深く理解を賜り多額の寄附を受けたJ ことが、今回の同氏の
教育委員再任に全く影響を及ぼしていないことが証明できる
文書．資料等

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0442 9月26日 10月1日 請求

〇〇委員の質問に対して、学校保健課長は「他市の状況等
を見ながら研究してまいりたい」と述べています。そこで、教
育委員会７月定例会（2020.07.28）以降、この請求書が受理
されるまでの間、学校の清掃・消毒について、他市の状況等
を見て研究した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

2-0443 9月26日 10月1日 請求

〇〇委員の質問に対して、学校保健課長は「外部委託につ
いては、校務員という委託の中で、学校の用務業務をシル
バー人材センターの会員の方にお願いしている経緯がありま
すので、その辺の対応の中で少しでも教職員の負担を減ら
す方策の検討を進めてまいりたい」と述べています。そこで、
学校保健課長のこの発言に基づく検討の進捗状況が判別で
きる文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 一部公開 第2号

2-0444 9月26日 10月1日 請求
市内小中学校の清掃・消毒にかかわって、上尾市教育委員
会として市に対して予算要望（今年度緊急と来年度分のいず
れも）した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

2-0445 9月26日 10月1日 請求

子どもや保護者が利用する他の市内施設の大半は、清掃業
務を外部委託しています。にもかかわらず、市立幼・小・中学
校のみ教職員がトイレ等の清掃をしているのは何故なのか
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

2-0478 10月15日 10月28日 請求

2020.10.02（金）に開催された「上尾市教育委員会第２回臨時
会」について、事前に市民に周知されたこと（市教委HPへの
掲載、情報公開コーナー、支所等での掲示それぞれについ
て、いつ市民に周知されたのか）が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0482 10月19日 10月30日 申出 令和3年度使用中学校用教科用図書に係る調査員一覧 教育委員会 指導課 全部公開

2-0483 10月19日 10月30日 申出 令和3年度使用中学校用教科用図書に係る選定委員名簿 教育委員会 指導課 全部公開

2-0484 10月19日 10月30日 申出 令和2年度使用中学校用教科用図書に係る調査員一覧 教育委員会 指導課 非公開 文書不存在
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0485 10月19日 10月30日 申出 令和2年度使用中学校用教科用図書に係る選定委員名簿 教育委員会 指導課 全部公開

2-0502 10月23日 11月6日 申出
令和3年度用中学校教書採択に関する資料
社会科・地図の調査員名簿

教育委員会 指導課 全部公開

2-0503 10月23日 11月6日 申出
令和3年度用中学校教書採択に関する資料
学校ごとの調査研究報告書（社会科・地図のみ）

教育委員会 指導課 全部公開

2-0504 10月23日 11月6日 申出
令和3年度用中学校教書採択に関する資料
調査会議の会議録（社会科・地図のみ）

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0512 11月5日 11月11日 申出
令和2年度使用小学校用教科用図書に係る、小学校教科用
図書選定資料作成委員会委員名簿

教育委員会 指導課 全部公開

2-0513 11月5日 11月11日 申出
令和2年度使用小学校用教科用図書に係る、小学校教科用
図書調査研究専門部会調査員名簿（全教科）

教育委員会 指導課 全部公開

2-0514 11月5日 11月11日 申出
令和2年度使用小学校用教科用図書に係る、小学校調査研
究資料

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0515 11月5日 11月11日 申出
令和2年度使用小学校用教科用図書に係る、保護者等によ
るアンケート

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

2-0516 11月5日 11月11日 申出
令和3年度使用中学校用教科用図書に係る、中学校調査研
究資料

教育委員会 指導課 非公開 文書不存在

2-0517 11月5日 11月17日 申出
令和3年度使用中学校用教科用図書に係る、保護者等によ
るアンケート

教育委員会 指導課 一部公開 第2号

2-0518 11月6日 11月11日 申出
中学校教科書採択に係る教科専門部会委員名簿（令和3年
度）

教育委員会 指導課 全部公開

2-0524 11月16日 12月1日 請求

2020/10/01の12:0Oから，2020/10/02の10:00までの僅か22
時間，上尾市教育委員会のHPに掲載されたとされる「上尾
市教育委員会第２回臨時会」の開催にかかわる「お知らせ」
では，「上尾市教育委員会第２回臨時会」が2020.10.02 (金)
の10:00から開催され，議題は「報告事項１　上尾市平方幼稚
園の令和３年度新入園児募集について」の１件だけであるこ
と，および「非公開の会議として審議を公開しないこととなる
ことが見込まれます」とあります。　一方，「上尾市教育委員
会会議規則」第12条および地教行法第14条第７項ただし書
きによれば，「ただし，人事に関する事件その他の事件につ
いて，教育長又は委員の発議により，出席者の三分の二以
上の多数で議決したときは，これを公開しないことができる」
とされています。すなわち，「教育長又は委員の発議により，
出席者の三分の二以上の多数で議決したときは」とあること
から，この会議は「教育長と教育委員が出席していることが
前提となり，その席上で会議を公開するか非公開とするか議
決すること」が非公開の会議とすることの要件となります。そ
こで，まだ会議が開催されておらず，「教育長又は委員の発
議により，出席者の三分の二以上の多数で議決」されていな
いにもかかわらず，「お知らせ」に「非公開の会議として審議
を公開しないこととなることが見込まれます」となぜ記載でき
るのかが客観的に説明できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0525 11月16日 12月1日 請求

2020年４月の上尾市教育委員会定例会において，報告事項
として示された【教育委員会の会議の公開・非公開の基準に
ついて】では，非公開とするには，「個人情報の保護あるいは
率直な意見交換や意思決定の中立性等から公開することが
適当でないと認められるような場合」に限ること，すなわち，
「非公開とする場合をより限定的なものとしている」として，地
教行法の解説文を引用しています。つまり，あくまでも「会議
は公開すること」が原則であり，市の教育行政として，非公開
理由を先に探すなどの姿勢は取るべきではないことは法の
精神から言っても自明です。そこで，「報告事項１　上尾市平
方幼稚園の令和３年度新入園児募集について」が文字通り
「報告事項」であるにもかかわらず，なぜ「非公開の会議とし
て審議を公開しないこととなることが見込まれるのか」につい
て，合理的に説明できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0526 11月16日 12月1日 請求

上尾市教育委員会の定例会・臨時会の議題には，「議案の
審議」「協議」「報告事項」があると思われます。
そこで，上尾市情報公開条例が制定された日（1999年12月
28日）以降，本請求書の受付日までに、上尾市教育委員会
定例会・臨時会の席上，「報告事項」が傍聴人に対して非公
開として扱わ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

2-0527 11月16日 11月30日 請求

請求人が2020.09.24に審査請求書を提出して以降，
2020.11.16までの５３日間，当該審査請求に対して上尾市教
育委員会としてどのように対応したのかが判別できる文書・
資料等。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号・第6号

2-0532 11月18日 12月2日 請求

幼児教育の関連で，上尾市教育委員会が保有している上尾
市内私立幼稚園それぞれの園児数が判別できる文書・資料
等で最新のもの（幼稚園名と最新の園児数が判別できるも
のであること）。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0533 11月18日 12月2日 請求

2020.10.05に全議員説明会で配布された「平方幼稚園　令和
３年４月入園児の募集について」の資料では， 上尾市内私
立幼稚園の定員の計は5,419人となっています。この数字が
事実であることが判別できる文書・資料等（＝私立幼稚園ご
との定員が判別できる文書・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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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0534 11月18日 12月2日 請求

平方幼稚園の年間運営費は，教育委員会事務局（前教育総
務課長）の話では，3,500万円から4,000万円かかるとされて
います。教育委員会としてその金額を捻出するために，
2016.04.01から2020.11.17までの間にどのような検討をしてき
たか判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0535 11月18日 12月2日 請求

「事業の選択と集中を決断しなければならない」のであれば，
現在上尾市教育委員会事務局（上尾市役所７階）に配置さ
れている17名の「指導主事」は，もともとは埼玉県が採用した
職員であり，内６名を学校に戻して人件費を浮かせるという
選択もあり得るのは当然です。６名を学校に戻すだけで約
4,000万円の人件費が浮くことになり，しかも，上尾市教育委
員会事務局から指導主事が６名減じられたとしても，学校現
場は少しも困りません。さらに，上尾市職員定数条例では，
指導主事の配置人数は定まっていません。こうした事実か
ら，当然上尾市教育委員会は平方幼稚園の存続のために指
導主事の人件費の扱いについて検討したことと考えられます
ので，そのことが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0536 11月18日 12月2日 請求

市内私立幼稚園の定員の充足率が71.0%というデータが事実
であれば，平方幼稚園を本当に存続させたいのであれば，
市内私立幼稚園の充足率が71.0%（つまりバラつきがあり，中
には経営的に厳しい幼稚園もあると想定されます）ということ
を考慮し，希望する私立幼稚園の施設を借り上げ，平方幼稚
園の職員や運営のノウハウを移行する，言わば「民設公営」
の手法も当然検討されたと考えられます。そうした検討がさ
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

2-0537 11月18日 12月2日 請求

教育総務課長は，「教育委員会の権限ではないですけれど
もお金のことも考えなければならないと言われています」と発
言しています。それでは，上尾市教育委員会として，上尾市
の財政に関連して「お金のことを考えることができる」のはど
んなことがあ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

2-0538 11月18日 12月2日 請求

１． 上尾市幼児教育振興協議会について
2017.04.01～2020.11.16までに開催された上尾市幼児教育
振興協議会にかかわる文書・資料等（会議録またはそれと同
様の文書，また，会議出席者の氏名が判別できるものを含
む）。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0539 11月18日 12月2日 請求
平方幼稚園の園長に退席を促す発言がされたのは，いつの
幼児教育振興協議会であるのかが判別できる文書・資料
等。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0540 11月18日 12月2日 請求
平方幼稚園の園長に退席を促したのは，誰の発言であるの
かが判別できる文書・資料等。

教育委員会 指導課 全部公開

2-0541 11月18日 12月2日 請求

平方幼稚園の園長に退席を促し，「平方幼稚園のあり方につ
いて」の議題の際に市立幼稚園長および私立幼稚園代表者
を外すことが可能となる根拠を示す法律や条例・規則は何で
ある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

2-0542 11月18日 12月2日 請求

2020.09.24の教育委員会の会合は，市民が平方幼稚園問題
を検証する際に，非常に重要な意味を持つと考えられます。
席上話されたことは，教育委員会事務局でも共有されるはず
です。
そこで，この会合の記録，メモ，またはそれに類するもので上
尾市教育委員会事務局職員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

2-0543 11月18日 12月2日 請求
上記2020.09.24の会合への出席者の職・氏名が判別できる
文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0544 11月18日 12月2日 請求

(1) 教育総務部長の発言にあるように，2020.10.07の保護者
説明から本請求書の受付日までの間に，教育総務部長（ま
たは市教委事務局職員）は教育委員会に対し説明をしてい
ると考えられます。そこで，その説明の際に使用した文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0545 11月18日 12月2日 請求
(2) 上記(1)において，教育総務部長（または市教委事務局職
員）が教育委員に対し説明をしたことが判別できる文書・資
料等。ただし，(1)と同一のものであれば，どちらかで可。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0546 11月18日 12月2日 請求

(1) 平方幼稚園保護者有志から文書で質問が出されており，
それに対して教育総務課長は「後日改めて正式に文書回答
させていただきます」と述べています。そこで，2020.09.17以
降上尾市教育委員会から平方幼稚園保護者有志に向けて
発出された文書回答。

教育委員会 教育総務課 全部公開
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0547 11月18日 12月2日 請求

(2) 教育長は，平方幼稚園の運営に関して，次のように発言
しています。
「保護者の皆様の理解を得られないだろうと，いうことで実は
平成29年度にも教育委員会はもちろん思っていました。その
中で，何度も繰り返し，調整会議を教育総務課から，行政経
営の課とも，調整を求めて，調整会議を開いていたという事
実があります」
そこで，教育長が述べている「平成29年度に開催された調整
会議」の内容が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0555 11月19日 12月3日 請求

上尾市教育委員会による「上尾市立小・中学校における　働
き方改革基本方針　令和2年9月1日～令和4年8月31日」（以
下、「基本方針」と略記）については、請求人の知る限り、上
尾市教育委員会のHPに掲載されている者の、教育委員会定
例会・臨時会を通じて議題としては取り上げられていませ
ん。そこで、このような重要な「基本方針」がなぜ教育委員会
の定例会・臨時会の議題として扱われないのかが判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 学務課 非公開 文書不存在

2-0556 11月19日 12月3日 請求
上述の「基本方針」について、上尾市教育委員会事務局から
上尾市教育委員および教育長職務代理者に対して、いつ、
どのように報告された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

2-0557 11月19日 12月3日 請求

2020年10月分の上尾市内全小中学校教職員の時間外勤務
の状況が判別できる文書・資料等。なお、上記「時間外勤務
一覧表」では、土曜・日曜の部活動従事時間数が判別できな
いと考えられるため、上尾中学校および太平中学校につい
ては、土曜・日曜の部活動勤務の時間数が判別できる文書・
資料等も含めてください。

教育委員会 学務課 一部公開 第2号

2-0558 11月19日 12月3日 請求
上尾中学校および太平中学校における教職員の時間外勤
務の状況について、校長自らの「目視」により把握しているこ
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

2-0559 11月19日 12月3日 請求
2020年10月における、上尾中学校および太平中学校の校長
の退勤時刻が判別できる文書・資料等。なお、出張で直帰し
た日についてはその旨ご教示ください。

教育委員会 学務課 非公開 第2号

2-0560 11月19日 12月3日 請求

請求人は、上尾市立小中学校教職員の時間外勤務を削減
するために必要なことは、教職員が抱えている総業務量を減
じることであり、中でも上尾市教育委員会との関わりを最低
限にすることが最も有効であると考えています。それでは、
上尾中学校および太平中学校において、上尾市教育委員会
との関りを減じるためにどのような取り組みをしているかが判
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

2-0561 11月19日 12月3日 請求

請求人の得た情報によれば、上尾中学校においては、時間
外勤務が80時間を超えた場合、「改善のため」と称して、「報
告書またはそれに類した書類」を出させているという話しであ
り、それでなくとも多忙な教職員にとって、その「報告書」を出
すこと自体がストレスになるということです。そこで、上尾中学
校において、月の時間外勤務が80時間を超えた場合に職員
と校長はどうするのか、その流れが判別できる文書・資料等
（「報告書」の様式を含む）。

教育委員会 学務課 全部公開

2-0562 11月19日 12月3日 請求

教職員の時間外勤務が45時間なり80時間なりを超えた場
合、上記のような「報告書」等の提出を避けるため、あるいは
別の理由により、打刻後に時間外勤務をしている（つまり、実
際の時間外勤務は打刻された時間数よりも多い）実態も散
見されるということです。
そこで、「打刻後に時間外勤務をしない・させない」ために上
尾市内全小中学校で取り組ま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 非公開 文書不存在

2-0563 11月20日 12月3日 請求

「上尾市では、中学生を対象とした市内の全中学校での巡回
展示と、市民を対象とした市役所での展示を行い、約2,700人
がトーチの実物を間近でご覧になりました」との記述がされて
います。
それでは，「中学生を対象とした市内の全中学校での巡回展
示」をすると決めたのは，いつ，誰またはどの機関）なのか，
その形式はどのようなものなのかが判別できる文書・資料
等。

教育委員会 スポーツ振興課 一部公開 第7号

2-0564 11月20日 12月3日 請求

上記において，「市内全中学校での巡回展示」とは11/2当日
のみであるのか，また，当該中学校全生徒を対象としている
のか，それとも特定の生徒にだけ見せるのかが判別できる
文書・資料等（中学校別に開示を求めます）。

教育委員会 スポーツ振興課 一部公開 第2号・第7号

2-0565 11月20日 12月3日 請求
「約2,700人がトーチの実物を間近でご覧になりました」とあり
ますが，2,700人という人数の根拠となる文書・資料等。

教育委員会 スポーツ振興課 非公開 文書不存在
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0566 11月20日 12月3日 請求

「東京2020大会開催に向けた県内の気運を醸成するため」と
の記述がありますが，請求人が知る限り，NHKや共同通信が
7月に発表した世論調査によると，「予定どおり来年に開催す
べき」という人がNHKで26%、共同通信24%、「中止すべき」が
NHKで81%、共同通信84%、「さらに延期すべき」がNHK35%、
共同通信36％という結果で、「開催すべき」という人が3割に
も満たない状況という事実があります。請求人も「欧米のコロ
ナ感染の状況を見たら，そしてアスリートのことを考えても早
く中止の決定をすべきである。そしてコロナ対策に集中すべ
きである」と考えています。
そこで，一般的に認知されている「東京2020大会を開催すべ
きという人は3割にも満たない」という世論調査結果を，上尾
市や上尾市教育委員会として把握していることが判別できる
文書・資料等。

教育委員会 スポーツ振興課 非公開 文書不存在

2-0568 11月20日 12月3日 請求

2020東京大会の招致に関連して，数々の問題点や疑惑が指
摘されていることは周知の事実です。たとえば，ざっと見ただ
けでも次のようなことがあります。
＊福島第一原子力発電所の汚染水の問題（安倍晋三氏の
アンダーコントロール発言）＊新国立競技場にまつわる問題
（建設費の問題，作業員の過労死の問題）
＊エンブレム盗用・白紙撤回の問題
＊招致をめぐる贈賄疑惑（竹田恒和氏に対する疑惑＝フラン
スからの聴取）＊マラソンの会場移転の問題（IOCの強権発
動）
＊聖火リレー中止の問題（親火は 2020.03.20に強風のため
消えている）
そこで，招致に関してもこのような多くの問題を抱え，もともと
開催の正当性が問われていると考えられる2020東京大会に
ついて，「気運を盛り上げる」という理由で中学生を巻き込む
ことが，それでもなお教育的効果があるという根拠を示す文
書・資料等。

教育委員会 スポーツ振興課 非公開 文書不存在

2-0569 11月20日 12月2日 請求

教育長職務代理者が述べている「いじめるような子もいて，
いじめられるような子もいてそれをどこか抑える子もいて傍
観している子もいる。すなわちいろんな子どもたちがいるとい
うのがやはり小学校幼稚園は重要だと思っています」という
主張と，上尾市教育委員会による「いじめの根絶へ向けた取
組の推進」とに齟齬が生じない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

2-0584 11月26日 12月4日 申出 令和2年度用小学校採択調査員名簿 教育委員会 指導課 全部公開

2-0585 11月26日 12月4日 申出 令和3年度用中学校採択調査員名簿 教育委員会 指導課 全部公開

2-0633 12月25日 1月8日 請求

上尾市教育委員会１２月定例会において、「平方幼稚園につ
いて」の報告がされたと思われます。
このことに関して、以下の情報の開示を求めます。
教育委員会１２月定例会の際に教育総務課長が口頭で説明
した内容が判別できる文書、資料、メモ等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0634 12月25日 1月8日 請求
12/18（？）におこなわれた、市議会全議員説明会の際に示
された文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0635 12月25日 1月8日 請求
上記説明会で出された意見や補足等が判別できる文書・資
料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0636 12月25日 1月8日 請求

2020年10月以降、本情報公開請求書受付日までの間に、市
民が傍聴できない状況下で、教育長・教育委員・関係する市
教委事務局職員による、平方幼稚園問題に関する「打ち合
せ」や「意思確認」の「会合または集まり」が開かれたことが
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

2-0637 12月25日 1月8日 請求
前記の「会合または集まり」が開かれていた場合には、そこ
で話された内容が判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0638 12月28日 1月8日 請求

2020（令和２）年11月25日付けで、平方幼稚園の保護者有志
から、「上尾市における幼児教育の取り組み、展望について
の陳情書」（以下、［陳情書］）が上尾市議会宛てに提出され
ています。
そのことを踏まえて、上尾市教育委員会に対して、情報の開
示を求めます。
（１） この［陳情書］が提出されたことを上尾市教育委員会と
して了知していることが判別できる文書、資料、メモ等。な
お、2020.12.18に開催されたとされる、市議会全議員説明会
がこの［陳情書］を受けてのものである場合は、その旨ご教
示ください。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0639 12月28日 1月8日 請求

2020（令和２）年11月25日付けで、平方幼稚園の保護者有志
から、「上尾市における幼児教育の取り組み、展望について
の陳情書」（以下、［陳情書］）が上尾市議会宛てに提出され
ています。
そのことを踏まえて、上尾市教育委員会に対して、情報の開
示を求めます。
（２）［陳情書］で述べられている下記の内容について、
2020.10.08（新聞報道）以降、上尾市教育委員会として、い
つ、どのように平方幼稚園の保護者に説明してきたのかが
判別できる文書、資料、メモ等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0640 12月28日 1月8日 請求

2020（令和２）年11月25日付けで、平方幼稚園の保護者有志
から、「上尾市における幼児教育の取り組み、展望について
の陳情書」（以下、［陳情書］）が上尾市議会宛てに提出され
ています。
そのことを踏まえて、上尾市教育委員会に対して、情報の開
示を求めます。
（３）上記（２）において、「令和３年度の園児募集停止」につ
き、上尾市教育委員会として「平方幼稚園の保護者が納得し
ている」と判断していることが判別できる文書、資料、メモ等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0641 12月28日 1月8日 請求
上尾市教育委員会教育長の2020（令和２）年９月～12月まで
の動静表（勤務の状況が判別できる月別予定表で可）。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0650 1月6日 1月15日 請求 太平中学校他２校屋上一部防水改修工事に係る起工起案 教育委員会 教育総務課 一部公開 第7号

2-0669 1月16日 1月29日 請求
新型コロナウイルス感染防止や，成人式等の対応等により，
2020年12月29日から2021年１月３日までの間に，上尾市の
教育長が公務を行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

2-0670 1月16日 1月29日 請求

新型コロナウイルス感染防止や，成人式等の対応等により，
2020年12月29日から2021年１月３日までの間に，上尾市教
育委員会事務局の職員（教育長を除く）が公務を行ったこと
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

2-0671 1月16日 1月29日 請求

（１）教育長は，2021年10月28日に市庁舎を公用車で出発し
ていますが，「通夜」のためにどこに向かったのかが判別でき
る文書・資料等（浦和区，大宮区，成増…のように，およその
地区名のみで可）。

教育委員会 教育総務課 一部公開 第2号

2-0672 1月16日 1月29日 請求
（２）教育委員会交際費から香典を支出していない「通夜」
に，教育委員会として公用車で行くことを諾とすることが判別
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

2-0673 1月16日 1月29日 請求
上記（２）が諾となれば，公用車で通夜に出向く場合，「教育
委員会交際費としての香典」を出す場合と，出さない場合が
あることになります。その違いが判別できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 全部公開

2-0674 1月16日 1月29日 請求

（４）「通夜」に出向いたあと，公用車（つまり市の財産＝原資
は税金）で自宅に帰ることができる根拠が判別できる文書・
資料等（私用の通夜出席の場合であれば公用車は使用でき
ないと考えられます）で，教育委員会が作成または保有して
いるもの。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0675 1月16日 1月29日 請求

当初文化センターで実施する予定であった成人式は，市の
HPによれば，2021.01.07に「オンラインに変更」との周知がさ
れました。一方，2020.11.19の定例教育委員会では「緊急事
態宣言等が発出されなければ実施の方向」との報告がされ
ていました。そこで，2020.11.19から2021.01.10までの間に，
成人式の方式が変更された経緯が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

2-0676 1月16日 1月29日 請求
「オンライン成人式」の実施方法，次第，市としての出席者
（主催者や来賓）等が判別できる文書・資料。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

2-0677 1月16日 1月29日 請求

以下は，上尾市広報広聴課の公式Twitterからの引用です。
上尾市広報広聴課
@Ageo_kouhou
【令和3年上尾市成人式】写真スポットの設置について1月10
日に上尾市文化センターおよび上尾市立公民館5カ所（平方
公民館・原市公民館・大石公民館・上平公民館・大谷公民
館）に、午前10時から午後4時まで写真スポットを設置しま
す。
予防対策をした上で、お越しください。
'http://city.ageo.lg.jp/site/iinkai/0640120010701.html
午後5:20 · 2021年1月8日·TwitterWeb App
そこで，上記Twitterに示されている「写真スポット」を市内５
か所に設置することが決まった経緯が判別できる文書・資
料。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

2-0678 1月16日 1月29日 請求

前記「写真スポット」の設置について，広聴広報課は午後
5:20に発信しています。そこで，当該「写真スポット」の設置に
ついて，「誰がいつ（日付と時間），どこへ連絡して広報広聴
課のTwitterとして発信されるようになったのか」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
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令和２年度　行政文書公開請求（申出）の処理状況

№ 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３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

令和２年度の実施状況について 別冊

2-0679 1月16日 1月29日 請求

前記「写真スポット」の設置については，請求人に対して，
「今（1/10当日）覗いてみると文化センター前は人だかりが出
来ています」との情報が寄せられています。「写真スポット」を
設置したら，「密」になることは当然予想されたと思われます
が，それでもなお「写真スポット」を設置した理由が判別でき
る文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 非公開 文書不存在

2-0680 1月16日 1月29日 請求

各「写真スポット」は「午前10時から午後4時まで」設置となっ
ていることから，「オンライン成人式」と時間設定が重なること
になります。
そこで，「オンライン成人式」に参加（視聴）すべき場所はどこ
が望ましいと対象者に連絡したのか（たとえば，自宅で参加
するのが望ましい，など）が判別できる文書・資料等。

教育委員会 生涯学習課 一部公開 第2号

2-0681 1月16日 1月29日 請求
各「写真スポット」に配置された上尾市職員の人数と，配置の
時間が判別できる文書・資料等（各「写真スポット」別に開示
を求めます）。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

2-0682 1月16日 1月29日 請求
各「写真スポット」に来た成人の数が判別できる文書・資料
等。

教育委員会 生涯学習課 全部公開

2-0717 2月9日 2月19日 請求
(1)議案第3号 上尾市幼児教育推進協議会条例の制定に係
る意見の申出について
これについて非公開とする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

2-0718 2月9日 2月19日 請求
(2)議案第4号 上尾市就学支援委員会条例の制定に係る意
見の申出について
 これについて非公開とする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

2-0719 2月9日 2月19日 請求

(3) 議案第 5号 上尾の摘田·畑作用具保存活用検討委員会
条例の制定に係る意見の申出につ いてこの議案について
非公開とする理由が判別できる文書 資料等。
このことについては、すでに 2021年1月定例会報告事項2と
して、以下のとおり報告されています。また、市教委 HPでも
公開されています。
 件名
 「上尾の摘田,畑作用具」の国重要有形民俗文化財指定に
ついて
内容説明
 下記の文化財について、 令和3年1月15日 (金) に開催され
た国の文化審議会文化財分科会の審議 議決を経て、国重
要有形民俗文化財に指定するよう、 文部科学大臣に答申さ
れたので、 報告します。それにもかかわらず、なぜ 2021年2
月の教育委員会臨時会で非公開の議案とするのかが判別
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

2-0720 2月9日 2月19日 請求
(4) 議案第 6 号 学校職員の服務の宣警に関する条例の一
部を改正する条例の制定に係る意見の申出についてこれに
ついて非公開とする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

2-0733 2月17日 2月19日 請求

(1)市HPには「会議開催の事前情報を，新たに市HPで公開。
トップページに専用メニューを作成（R2.12)」とありますが，
「会議開催の事前情報を市HP編集の担当課に連絡するよう
に」（同様の趣旨を含む）伝え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

2-0734 2月17日 2月19日 請求
上尾市教育委員会事務局の特定の課（例：教育総務課）に
対して、「会議開催の事前情報は連絡しなくともよい」と伝え
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

2-0735 2月17日 2月19日 請求
(3）H29年度の33人が傍聴した会議とその傍聴人数の内訳，
およびH31年度の92人が傍聴した会議とその傍聴人数の内
訳が判別できる文書・資料。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0736 2月17日 2月19日 請求

市長が「会議開催の事前情報を、新たに市HPで公開。トップ
ページに専用メニューを作成（R2.12）」としているにもかかわ
らず、上尾市教育委員会定例会・臨時会について上尾市教
育委員会のHPに掲載するのみで諾とすることが合理的に説
明できる文書・資料等。

教育委員会 教育総務課 非公開 文書不存在

2-0739 2月23日 3月3日 請求

（１）上尾市のHP（トップページ）に、「重要なお知らせ　2021
年２月22日更新」として、「上尾市立中学校体調不良者に係
るその後の対応について」という記事が掲載されているにも
かかわらず、市教委のHPに「新着更新情報」として当該記事
が掲載されないことについて合理的な説明がつく文書・資料
等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在

2-0740 2月23日 3月3日 請求

（２）上述のとおり、市教委の定例会・臨時会ともに上尾市HP
の専用メニュー「審議会等の会議の公開」に掲載されたこと
は一度もありません。「なぜ市のHPに載せないのか」との質
問に、教育総務課職員は「教育委員会のHPに載っているか
ら（市のHPには載せなくともよい）」と答えています。そこで、
同じ市教委事務局でありながら、何故に「上尾市立中学校体
調不良者に係るその後の対応について」は市のHPのみに掲
載し、「市教委の定例会・臨時会の開催のお知らせ」は市教
委HPのみに掲載するという対応の違いになるのか、合理的
な説明がつく文書・資料等。

教育委員会 学校保健課 非公開 文書不存在
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