
請求件数 受付日 開示内容 担当課 決定内容 部分開示内容・不開示等の理由 備考

1 2016/04/14 平成23～25年度の●●中、●●●の学級保健記録 学校教育課 開示 教育委員会

2 2016/04/14 ●●●の保護者へ渡した健康診断の再検・再診用紙 学校教育課 不開示 該当文書は未作成のため不存在である 教育委員会

3 2016/04/04 ●●●の2011年4月～2014年3月までの指導要録 学校教育課 開示 教育委員会

4 2016/04/05 H24年度●●●のいじめについて市教委、●●中が自らいじめ調査を行った項目 学校教育課 不開示 本件に係る個人情報及び書類を保有していないため 教育委員会

5 2016/05/01 H24年度●●●のいじめについて　●●●●が依頼して調査を行った項目 学校教育課 不開示 本件に係る個人情報及び書類を保有していないため 教育委員会

6 2016/04/04 2012年4月～2013年3月までの●●中　2-●座席表 学校教育課 不開示 本件開示請求に係る個人情報を保有していないため 教育委員会

7 2016/04/05 H24～H27年度に市教委が作成した議事録の中で、●●●のいじめの件があげられているもの 学校教育課 不開示 該当事項が議案にないため 教育委員会

8 2016/04/05 ●●●がH24年4月～H25年3月までに泣いていたことについて、月々まとめた調査数 学校教育課 不開示 該当文書は存在しないため 教育委員会

9 2016/04/14 H24年10月30日に●●●が●●中　2-●で抱えていた2件のトラブル内容 学校教育課 不開示 該当文書は未作成であるため 教育委員会

10 2016/04/18 H24年1月、●●中でのいじめについての謝罪の場において、●●●が加害側生徒を非難した内容文書 学校教育課 不開示 該当文書は未作成であるため 教育委員会

11 2016/06/01
H25年度のスクールカウンセラー日報で、カウンセラーが校長に対して●●●・保護者について助言を行ったこと
がわかる項目についての説明

学校教育課 不開示 該当文書は未作成であるため 教育委員会

12 2016/06/01 ●●●について記載されているH24年度●●中の保健室来室記録 学校教育課 不開示 該当文書は既に廃棄済みであるため 教育委員会

13 2016/05/24 ●●●●●●に提出した平成26年●●中●●●の進学資料 学校教育課 不開示 該当文書は進学先に原本を提出しており保有していないため 教育委員会

14 2016/06/08
平成28年6月4日（土）　●●中で●●●●が若い教師と会話中に●●にビデオされて血圧が上がり救急の出動
を要請した記録物

消防署警防課 不開示 個人情報を保有していないため 消防本部

15 2016/05/31 平成25年度●●中●●●の出勤簿 学校教育課 開示 教育委員会

16 2016/07/21 生活満足度調査　●●●の結果　2011年度　中学1年生時実施のもの 学校教育課 不開示 本件に係る個人情報及び書類を保有していないため 教育委員会

17 2016/07/15 Ｈ24年12月～Ｈ25年3月　通級指導教室での●●●個別指導計画書 学校教育課 不開示 当該文書は未作成であるため不開示 教育委員会

18 2016/07/15
Ｈ24年12月～Ｈ25年3月　●●●の通級指導教室通級に係る、場所、時間、通級記録、指導教師などが分かる
書類

学校教育課 不開示 当該文書は未作成であるため不開示 教育委員会

19 2016/06/21
市教委が2016年5月20日以降に、●●●のいじめ件について第三者委員会を開くよう、文科省・●●氏から京都
府教委経由で伝令を受けた日付

学校教育課 不開示 伝令を受けていないため該当文書は未作成である 教育委員会

20 2016/06/21 別紙文書の警察署とは何課のことか 学校教育課 不開示 該当文書は未作成であるため 教育委員会

21 2016/08/08
平成28年7月26日、●●●●が●●中学校へスポーツ共災保険書類を持参した際に、●●中学校の対応が悪
かったことについて警察署から注意を受けた内容を示した書類

学校教育課 不開示 該当書類が存在しないため 教育委員会

22 2016/08/30 平成26年（10月7日）●●●●の市長のなんでも相談を受けた記録 秘書課 部分開示 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる部分

23 2016/08/30 平成28年4月1日以前に●●●●が来庁したときのチェックメモ 秘書課 不開示 開示請求に係る保有個人情報を組織的に保有していないため

24 2016/08/29 平成28年度　●●●●が1階相談室に来庁したときの出席チェック表 秘書課 開示

25 2016/08/31 平成28年6月からＨ28年8月10日までに提出するスポーツ共済保険に●●●の載ったもの 学校教育課 不開示 請求内容を記した書類が存在しないため 教育委員会

26 2016/08/08 Ｈ24年度いじめ調査別紙で●●●が記入した写し 学校教育課 不開示 当該文書は既に廃棄済みであるため不開在 教育委員会

27 2016/08/08
Ｈ24年5月18日　●●中思春期スクリーニングの分析データ記録物●●●のもの（生徒ＨigＨの領域が載った
もの）

学校教育課 不開示 当該文書は廃棄済みであるため 教育委員会

28 2016/08/22 Ｈ24年10月30日　●●中2年●組と生徒と●●●との2件のトラブルがわかるもの 学校教育課 不開示 個人情報を保有していないため 教育委員会

29 2016/09/01 Ｈ24年5月18日　●●中　生活と健康アンケートのデータ●●●のもの 学校教育課 不開示 市条例第17条第7号イ該当のため不開示 教育委員会

30 2016/08/31
Ｈ24年5月18日　生活と健康に関するアンケート調査でデータに残っていた記録から作成した●●●の
集計結果データ

学校教育課 不開示 当該文書は廃棄済みであるため 教育委員会

31 2016/08/08 福7教学収発第2601号　平成28年1月26日付いじめ事案について（照会）の回答 学校教育課 開示 教育委員会

32 2016/08/08 平成27年1月13日７教学第50号　いじめ事案について（照会）の回答 学校教育課 開示 教育委員会

33 2016/08/30 Ｈ24年度　中学校体罰アンケート　●●●の原本の写し（データ可） 学校教育課 不開示 該当事務事業文書は全て廃棄済みのため不開示 教育委員会

34 2016/08/31 平成27年度　市教委に対し●●●●が開示請求した1～5の用紙 学校教育課 開示 教育委員会

35 2016/09/23
①Ｈ24年度●●中で●●●に対して机の件で日常的にいじめをしているのは誰かわかるノート・メモ　②Ｈ24年
度●●中で●●●が泣いているのを調べた内訳がわかるノート・メモ

学校教育課 不開示 当該文書は未作成であるため不開示 教育委員会

36 2016/10/06 福知山市通級指導実施要綱での通級による指導の終了　第6条に係る書類 学校教育課 不開示 当該書類は作成していないため 教育委員会

37 2016/10/07
Ｈ24年5月18日　●●中　思春期スクリーニングの分析データ記録物　●●●のもの(生徒Ｈigｈの領域が載った
もの）

学校教育課 不開示 当該文書は廃棄済みであるため 教育委員会

38 2016/10/28 Ｈ24年度　●●中通級指導教室への●●●と保護者への通知書 学校教育課 開示 教育委員会

39 2016/10/18 都市計画道路厚水内線に係る代替地処理について 都市計画課 開示

40 2016/10/07 平成28年度　●●●●が1階相談室へ来庁したときの録音現物続き　　第2段のテープ 秘書課 部分開示
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれている部分
（福知山市個人情報保護条例第17条第3号に該当）

41 2016/11/10 平成25年度　●●中学校●●●の給食費の全てが載った文書（給食費個人別徴収票） 学校給食センター 開示 教育委員会

個人情報保護開示請求一覧（平成２８年度）



42 2016/11/15 平成24年度通級指導教室実態調査書の●●●の欄が載ったものの写し　様式3の1、様式5の1、様式5の2 学校教育課 不開示
請求内容の個人情報を保有していないため（平成24年度調査書に請求人
に係る個人情報の記載はない）

教育委員会

43 2016/11/17 Ｈ24年度特別事象報告書の10月17日無断外出についての日付が10月19日とどちらが正しいのかわかる文書 学校教育課 不開示 該当文書は未作成であるため不存在 教育委員会

44 2016/11/17 Ｈ24年10月　●●中●●●の出席簿 学校教育課 部分開示
福知山市個人情報保護条例第17条第3号に該当
公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

教育委員会

45 2016/11/18 平成28年度　●●●●が来庁したときの9月から11月18日（金）までの続きの用紙 秘書課 開示

46 2016/12/07
①平成28年11月11日に生活交通課●●から●●に渡された用紙一式　②それ以外にも上記者より渡された生
活と健康に関する様式全部

学校教育課 開示 教育委員会

47 2016/12/08
Ｈ28年12月6日　午後4時頃　市民相談室●●が市教委への電話で「しつこいね」と言ったボイスレコーダーの
原物

秘書課 開示

48 2016/12/08 平成28年11月16日以降に●●が●●に●●の書類を返したときのＣＤ－Ｒの原物 秘書課 部分開示 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる部分

49 2016/12/13
西保健所と保健センターが市教委がすると言っている健康と生活についてのアンケートＨｉｇｈ　Ｌowが載った●●
●分の用紙を作成したもの

学校教育課 不開示 当該文書を保有していないため 教育委員会

50 2016/12/14
（福8教学収発第2401号　Ｈ28.12月12日での2）●●●の思春期スクリーニング実施用紙とＨｉｇｈ　Ｌｏｗ値の点数
をつける用紙

学校教育課 不開示 当該文書保有していないため 教育委員会

51 2016/12/19 Ｈ28年度　生活と健康についてのアンケート三つ折り原本を渡した日8月25日（木）の開示　ボイスレコーダー 秘書課 部分開示
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる部分（福知山市個人情報
保護条例第17条第3号に該当）

52 2017/01/04 ●●●●氏に係る平成28年9月26日から平成28年10月11日までの住民票及び戸籍の請求・閲覧 市民課 不開示
開示請求に係る保有個人情報を保有していない（福知山市個人情報保護
条例第21条第2項に該当）

53 2017/01/16 H25年　●●小　●●●の思春期スクリーニングアンケートの原本とデータの写し 学校教育課 不開示 請求に係る個人情報を保有していないため 教育委員会

54 2016/11/16
7教学第50号　平成27年1月13日京都府教委より送付された、いじめ事案についての照会の申出書の内容に係
る事実関係の書類

学校教育課 開示 教育委員会

55 2017/03/10 Ｈ24年度　思春期スクリーニング　●●●の結果返し文書の写し 学校教育課 不開示 請求に係る個人情報を保有していないため 教育委員会

56 2017/03/23
H25年度　●●中●●●の出席簿に体育祭は休みとなっているのに●●病院受診日は出席となっている虚偽
出席簿について経緯をまとめたもの

学校教育課 不開示 当該文書は未作成であるため不存在 教育委員会

57 2017/03/01 ●●●●の来庁記録（チェック）録音のCD－R　H29年2月分 秘書課 部分開示 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる部分

58 2017/01/27 福知山市通級指導実施要綱に規定する●●●に係る通知 学校教育課 不訂正
訂正請求の対象とされている通知は、通級指導を必要とする生徒に対して
通級による指導を受ける機会を担保するものであり、出席状況に応じて取
消しや修正を行うものではないため

教育委員会

59 2017/01/27 通級指導日等の通知　様式2 学校教育課 不訂正
通級指導日等の通知に記載された指導日時は、基本的な指導計画を示す
ものであり、実際の通級指導は、生徒の心身の状態や出席状況を考慮し
て弾力的に運用されるものであるため

教育委員会


