
                                  情審第 ６ 号 

                          平成２１年 ６ 月３０日 

 

 小田原市教育委員会 様 

   

小田原市情報公開審査会 

                        会 長  石嶋 襄 

 

   公文書一部公開決定に対する異議申立てについて（答申） 

 平成２０年 １ 月２８日付け教学第１０３号をもって諮問（諮問第１７号）のあった

公文書一部公開決定処分に対する異議申立て事案について、次のとおり答申します。 



第１ 審査会の結論 

異議申立人の公文書公開請求（以下「本件請求」という。）に対し、小田原市教育

委員会（以下「実施機関」という。）が行った公文書一部公開決定処分（以下「本

件処分」という。）については、以下の部分を公開することが妥当である。 

１ 平成１９年４月に実施した全国学力・学習状況調査（以下｢本件調査｣という。）

について、小田原市（以下「本市」という。）の小学校６年の国語・算数及び中学

校３年の国語・数学の平均正答率 

２ 学習状況調査（児童生徒への質問）の結果 

３ 学校状況調査（学校への質問）の結果 

 

第２ 本件請求の内容 

異議申立人は、実施機関に対し、本件調査についての、（１）本市の小学校６年の

国語・算数及び中学校３年の国語・数学の平均正答率、（２）本市内の学校別の平均

正答率 ただし、下中小学校及び橘中学校に関するもの、（３）学習状況調査（児童

生徒への質問）の結果、（４）学校状況調査（学校への質問）の結果、（５）結果に

ついての学力の傾向などを分析した文書、（６）今後の教育施策・教育指導計画等の

改善策をまとめた文書、（７）文科省及び県教委から市（町村）教委への実施要領及

び結果の取り扱いについての通知文（行政資料）、（８）市（町村）教委から各学校

への実施要領及び結果の取り扱いについての通知文について本件請求を行ったが、そ

のうち、本件処分により一部公開とされた上記（１）～（４）の文書（以下｢本件文

書｣という。）を公開するよう求めているものである。 

 

第３ 異議申立ての経緯 

１ 異議申立人は、平成１９年１２月１７日に、小田原市情報公開条例（以下「条

例」という。）第７条第１項の規定に基づき、実施機関に対して、本件請求を行っ

た。 

２ 実施機関は、本件請求に対し、本件文書は、条例第８条第４号の非公開理由（市

等又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該

事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るもの）に該当し、公にすることにより教育行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
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れがあるとして、平成２０年１月７日付けで、本件処分を行った。 

３ 異議申立人は、本件処分に不服があるとして、平成２０年１月１１日に、行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づき、実施機関に対して異議申立書を

提出した。 

 

第４ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

異議申立人の異議申立ての趣旨は、本件処分の取り消しを求めるものである。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立書、公文書一部公開理由説明書に対する意見書及び口頭意見陳述による

と、異議申立人の主張の要旨は、おおむね次のとおりである。 

（１）教育委員会、学校の説明責任 

ア ４３年ぶりに行われた本件調査は、それによって教育施策や教育指導内容

が改善され学力向上に寄与するものと、保護者や地域住民の関心も高く、大

きな期待が寄せられている。教育委員会・学校には、このような期待に応え

調査結果を公開するとともに、傾向分析や考察を行い、今後の教育課程や学

習指導方法の改善について保護者や地域住民に説明する責任がある。 

イ 保護者や地域住民の期待、教育基本法・学校教育法の趣旨及び文部科学省

の実施要領を踏まえれば、非公開とするのは著しい支障が相当程度確実かつ

不可避的である場合に限るべきであり、本件調査結果についてはむしろ積極

的に公開し、教育施策や教育指導内容の改善に活かしていくべきである。 

（２）非公開情報とする根拠 

文部科学省は、文部科学省が公表する以外の情報については、行政機関の保

有する情報の公開に関する法律第５条第６号「当該事務または事業の性質上、

当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を根拠と

して、非公開情報として取り扱うとしている。そして、実施機関は、支障を及

ぼすおそれとして、学校の序列化、過度の競争、市民の信頼を損なう、などを

挙げ、調査結果を数値でなく、説明文書として既に公表した。しかし、これら

の理由には以下に述べる通り合理的な根拠があるとは思えない。 

ア 学校の序列化 
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   各学校の情報が公開されると、数値を比較して順位付けがされるおそれは

否定できない。しかし、教育委員会・学校は調査結果を活用して、教育施策

や教育内容の改善を図るため、数値は固定的なものでなく変化する。適切な

改善が実行されれば、学校間の学力差は縮小し全体の学力も向上するはずで

あり、それが全国学力調査の目的でもある。また、公立小中学校には入学試

験が無いので、上位校に優秀な児童生徒が集中することもなく、固定的な序

列化が起こる可能性はほとんど考えられない。 

イ 過度の競争 

     過度の競争とは、保護者や地域住民が学校に理不尽な圧力をかけることに

より、学校が全国学力調査対策に走ったり、不正行為を働くような事態を想

定しているものと思われるが、学力調査の趣旨や目的、調査結果は学力の特

定の一部に過ぎないし、調査結果については、教育委員会・学校が自らの問

題として適切に管理することができるはずのものである。小田原市の教育委

員会・学校にそのような見識が欠如しているとは思えない。また、児童生徒

は校外の進学塾や予備校等で、さらなる学習の機会を得る傾向にあり、いま

さら過度の競争は起きるはずがない。 

ウ 市民の信頼 

     文部科学省は、平成１８年６月に通知した実施要領の「調査結果の取り扱

いに関する配慮事項」で、調査結果の公開を制限することを前提に調査を実

施したので、それに反して情報を公開することは調査の実施方法に対する国

民の信頼を損なうと述べているが、実施要領において「市町村教育委員会が、

保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市町村における公立

学校全体の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだねること。

また、学校が自校の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだ

ねること。」としており、今回の情報公開申請は実施要領の趣旨に反するも

のではない。それどころか、情報公開を拒否した場合は「よほど成績が悪い

のではないか」「学校間に極端な学力差があるのではないか」「教育委員

会・学校は学力向上に不熱心なのではないか」というような噂や誤解を生み、

教育委員会・学校に対する保護者や地域住民の信頼を損ねることになりかね

ない。 
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エ 数値でなく文章で説明することについて 

     数値を用いなくても全体の傾向などを文章で説明すれば、説明責任を果

たすことができるという主張であるが、数値のデータを文章表現で説明す

るということは不可能である。「ほぼ」「若干」「少々」「ほとんど」な

どと言われてもほとんど判らない。成績が向上した場合の「かなり」「大

幅に」「目に見えて」「画期的」なども同様である。しかも人によって受

け止め方が大幅に異なるため、共通の理解をうることが出来ない。従って、

いくら調査結果を分析し改善策を立てたとしても、それが適切であるかど

うか判断ができない。 

オ 本市の事情に照らした非公開理由の正当性について 

     実施機関が非公開とした理由は、ほぼ全国的に同じような理由が述べられ

ていて、本市の実施機関及び教育の事情に照らした正当性の理由として理解

ができない。 

以上の通り、「支障を及ぼすおそれ」はいずれも根拠が薄弱で、教育委員

会・学校が適切に管理できるものであることは明らかである。 

（３） 公開によるメリット 

調査結果を公開することは大きなメリットがある。 

ア 保護者や地域住民との信頼関係と協力体制 

公教育は、学校・保護者・地域住民が協力して取り組むことが大切で、学

校が保護者や地域住民の協力をうるためには、｢開かれた学校｣として教育

方針を始めとする学校の情報や課題を積極的に提供し共有することが不可

欠である。本件調査結果についても、積極的に情報提供することにより、

保護者や地域からの建設的な助言や提案が期待でき、相互の信頼関係も強

化され、結果的に全体的な学力向上などに寄与するものと思われる。 

イ 学力向上の促進 

本件調査結果が広く公開されていれば、成績のよい教育委員会や学校の

取り組みを参考にすることが容易になり、優れた教育施策・教育課程・学

習指導方法などが、教育委員会・学校間で短時間のうちに共有され、児童

生徒の学習環境の改善や学習意欲の向上にも役立つと思われる。 

また、教育施策や教育指導方法などが、教育委員会・学校間で情報交換
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が活発に行われ、相互に切磋琢磨するという適度な競い合いが生まれれば、

学校間・地域間の学力格差の縮小や全体のレベルアップに大いに寄与する

ものと期待できる。 

ウ 継続的な検証改善サイクルの確立 

文部科学省は｢平成１９年度全国学力・学習状況調査の結果の活用につい

て（通知）｣において、｢（本件調査についての）取り組み等を通じて、教

育における継続的な検証改善サイクルを確立することが求められる｣と述べ

ている。保護者や地域住民も、こうした取り組みを通じて着実に学力が向

上していくことを期待している。しかし、調査結果が公開されず定性的な

説明だけでは、正確な理解も適切な評価も不可能である。したがって、教

育委員会や学校の真摯な努力により学力が向上したとしても、保護者や地

域住民の正当な評価を受けることができない。これでは、教育委員会や学

校・教職員の改善意欲にもつながらず、検証改善サイクルを確立すること

もできない。調査結果を学校・保護者・地域住民が共有して初めて検証改

善サイクルの確立が可能となる。 

（４）他の自治体の公開事例 

東京都、和歌山県、秋田県、神奈川県横浜市及び広島県三次市などは、本

件調査に先駆け独自の学力テストを実施し、調査結果を積極的に公開してい

る。それによって、学校の序列化や過度の競争が生じている証拠はない。積

極的に情報を公開し、学力向上に役立てており、情報公開が事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすという見解は、一面的なものに過ぎない。 

（５） 実施要領に違反する処分 

本件調査結果の公開方法について、文部科学省は学力調査の実施要領におい

て、公開の実施機関として、文部科学省、都道府県教育委員会、市町村教育委

員会、学校と定めているが、情報公開手続きにおいて学校は情報公開の実施機

関とされていないため、便宜的に教育委員会が実施機関となっている。今回の

場合、本件調査結果を学校が自主的に公開するか、あるいは非公開とするかの

判断を、実施機関によって制限されたのであるから、実施要領に違反する実施

機関による違法行為である。 

（６） 裁量権の拡大解釈 
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実施機関は、条例第８条第４号の規定を適用して裁量権を主張するが、一部

公開（数値の非公開）とすることの公益を実証せずに、｢臭いものには蓋｣する

がごとき一部公開処分は、裁量権の濫用であり違法である。 

   個別の学校の数値についても、今も学区内に居住する卒業生として、在校

生により良い環境を整備できるよう協力する機会を喪失させるものである。 

（７） 学力テスト結果の情報公開に関する判例 

   大阪府枚方市が平成１５年度、１６年度に市立中学校で行った学力テストの

学校別成績を公開しないのは違法として、非公開決定の取り消しを求めた訴訟

の判決が平成１９年１月に大阪高裁であった。結局、市教委の主張（序列化、

過度の競争を招く、生徒の学習意欲を低下させるおそれ）は根拠がないと退け

られ敗訴が確定し、学校別成績が公開された。 

（８） 以上の理由により、本件処分は不当である。 

 

第５ 実施機関の主張の要旨 

公文書一部公開理由説明書、口頭意見陳述、補足資料及び関係資料によると、実施

機関の主張の要旨は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件調査の目的は、実施要領によると、「全国的な義務教育の機会均等とその水

準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析

することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。」

「各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策

の成果と課題を把握し、その改善を図る。」こととなっており、調査結果は、当該

校や教育委員会が学習指導方法や教育施策の改善に役立てるためのデータであり、

学校間の結果を比較するためのものではない。 

２ 学校間の序列化や過度な競争につながらないようにするため、実施主体である文

部科学省が定めた「全国学力・学習状況調査に関する実施要領」では、「市町村教

育委員会は、域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わな

いこと。」と示されている。さらに、本件調査で測定できるのは、あくまでも学力

の特定の一部であるとされている。 

３ 各教科には、様々な領域や分野があり、領域ごとに、あるいは設問ごとに解答状

況や誤答の傾向などを踏まえて結果を考察し、今後の教科指導に活かしていくべき
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であると考える。従って、教科全体の平均正答率を示しただけでは、学力を調べる

調査の結果の説明をしたことにはならないものと考える。 

４ 数値を公表することにより、数値のみが一人歩きしてしまい、過度の競争意識が

生まれ、点数至上主義となるおそれがある。そこで、市全体の結果についても過度

な競争や序列化、差別化に結びつく数値を用いた公表をせずに、傾向とその分析等

についての公表とし、今後の指導改善に活かしていくこととした。 

さらに、本市や各学校の規模を母体とする平均正答率や、今回のような問題構成

の調査の平均正答率がどのような意味を持つのか説明がない状態で、数値のみが拡

がっていくことは、結果についての誤った認識を招きかねないものとも考える。 

５ このような中で学校ごとの教科全体の平均正答率の数値データのみを公表してし

まうと、それだけで学校間の学力の優劣がつけられてしまうおそれがある。その必

ずしも適切であるとは言えない序列によって、低い結果とされた学校に通う児童生

徒の劣等感や意欲の低下、保護者の不安感をいたずらに招くおそれがあり、過度な

序列化や差別化が危惧される。 

６ 数値がクローズアップされることによって、学校では、幅広い学習指導方法の改

善という本来の目的から反れ、基本的な知識や技能といった学力の一部分に焦点化

して作成されている本件調査問題に即した指導や、数値の向上に傾倒した指導が行

われてしまうおそれがある。また、保護者からもそのような指導を強く要望される

おそれがある。 

７ 実施要領では、市全体の結果の公表については、市教育委員会にゆだねるとされ

ているが、本市としては、あくまでも平均正答率の数値のみでなく、多角的な分析

に基づいた公表とし、それに基づいた指導改善をしていく必要があると考えている。

各学校が自校の結果を捉える際にも解答の内容や誤答の傾向なども含めた同様な分

析を行っていくことが望まれる。 

８ 過度の競争、序列化、差別化が生じてしまった場合には、本件調査の今後の実施

に当たって、適正な実施が妨げられる懸念が否定できないだけでなく、学校教育活

動への支障が生じるおそれがある。 

９ 市内の中学校の学区の中には、全国と比較し平均正答率がプラスの小学校から来

た生徒とマイナスの小学校から来た生徒とで構成される学区があり、平均正答率の

数値が公表された場合、｢できる学校｣からきた生徒、｢できない学校｣からきた生徒

 7



といった感情が、児童生徒及び保護者に生じるおそれがある。 

10  学校によっては、学校生活における人間関係をめぐる問題、集団への不適応、

または家庭環境などから、不登校、いじめ、暴力行為等へとつながっている学校

もある。これまで生徒指導体制の充実を図ってきたが、このような現状において

数値を公表すると、その学校への入学を控えた子どもたちが不安感を生じるおそ

れや、同校に在籍している子どもたちのやる気をなくす等の混乱が生じるおそれ

がある。 

11 本件文書が公開されれば平成２０年度の結果も公開することとなり、本件調査結

果と比較することが可能となる。２年間で平均正答率の数値が大きく下がっている

学校の中には、２年間に特別な事情を抱える児童生徒が在籍する学校もあり、数値

を公表すると、その特別な事情を抱える児童生徒に劣等感が生じ、やる気をなくす

おそれがあるとともに、他の児童生徒や保護者から、そのクラスや児童生徒のため

に、学校の平均正答率が下がったと言われる等、中傷やいじめが生じるおそれがあ

る。 

12  学校名を出さずに平均正答率の数値のみを公開する方法も考えられるが、どの

学校が上位で下位の学校はこの学校といった、市民の評価・予測・憶測が出る可

能性がある。 

13  本市の場合、学区は決まっているが、平成１７年度から学区の弾力化を多少設

けた結果、ある特定の学校に通う児童生徒が増えたという事実がある。 

14  本市は古い城下町で、学区ごとに地域性を有しており、意識の古い方もいると

聞くので、各学校別の平均正答率の数値を公開すると、成績が上位の地域と下位

の地域といったレッテル貼りが出てくるおそれがある。また、地域特性と成績と

を関連付けて考えられる可能性がある。 

15  本市の小学校６年及び中学校３年の教科別平均正答率の数値を公開した場合、

他市との比較が出て、各学校は平均正答率を上げることに走るとともに、保護者

は、自分の子どもが在籍する学校の成績を気にして、学校ごとの数値の比較、競

争にも波及する懸念がある。 

16  学習状況調査（児童生徒への質問）の結果を公表すると、教科に関する調べと

同様に、他の自治体との数値を一覧表にすることができ、自治体間の序列化につ

ながるばかりでなく、過度な啓発・風評が起こることにより、家庭に課題のある
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児童生徒は、自分の家庭環境に自信を無くしていく。また、教科に関する調査の

平均正答率との相関があいまって、保護者・子どもたちが｢家庭に課題がある｣児

童生徒への不信感を生み出しかねない。さらに、自治体間の序列化・過度な啓発

が起こることにより、｢朝食を毎日食べる子・学校のきまりを守っている子は正

答率が高い｣など、自治体や学校は生活改善まで競い合う危険がある。 

17 学習状況調査（学校への質問）結果が公開されることにより、学習状況調査の母

数は小学校２５校、中学校が１２校と少ないので、その地域性から学校がある程度

特定され、｢就学援助の子が多い｣｢外国籍の子が多い｣｢発達障害の子が多い｣という

数値から、その児童生徒が特定されてしまう。 

  さらに、教科に関する平均正答率との相関があいまって、子どもたちの間にも

｢平均点を下げる友だち｣への嫌悪感や排除の心理が働き、家庭環境に課題のある児

童生徒への偏った価値観を形成しかねない。 

18 本件調査結果を活用するため、実施機関で本件調査結果について分析し、｢平成

１９年度全国学力・学習状況調査の小田原市の分析結果について｣を作成し、広報

や各学校に公表している。 

19 以上の理由により、本件処分をしたものである。 

 

第６ 審査会の判断 

   当審査会では、実施機関が一部公開とした公文書を検分した上で、異議申立人の異

議申立書、公文書一部公開理由説明書に対する意見書及び口頭意見陳述、並びに実施

機関の公文書一部公開理由説明書、口頭意見陳述、補足資料及び関係資料に基づき、

本件処分の妥当性について調査、審議した結果、以下のように判断する。 

１ 本件文書について 

本件文書は、平成１９年４月に実施された本件調査の調査結果である。本件調査

は、実施要領（文部省事務次官通知「平成１９年度全国学力・学習状況調査の実施

について」（平成１８年６月２０日））によると「全国的な義務教育の機会均等と

その水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把

握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図

る。」こと及び「各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教

育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図る。」ことを目的として、本
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市内の小学校６学年の全児童に対する国語・算数及び中学校３学年の全生徒に対す

る国語・数学の教科に関する調査、小学校第６学年及び中学校第３学年の児童生徒

を対象にした質問紙による学習状況調査（児童生徒への質問）、学校を対象にした

質問紙による学習状況調査（学校への質問）を実施したものである。 

本件調査の結果は、学力調査については｢調査結果概況｣として、小中学校ごと教

科別に作成されている。その中には、小田原市教育委員会（本件調査結果において

は小田原市全体の公立小学校あるいは公立中学校を表す。以下「本市全体」とい

う。）又は市内の各学校、神奈川県（公立）、全国（公立）別に、児童生徒数、平

均正答数、平均正答率（％）、中央値、標準偏差の数値が記載されている。また、

学習状況調査（児童生徒への質問）については、｢回答結果集計【児童質問紙】｣又

は｢回答結果集計【生徒質問紙】｣として、児童生徒別に作成されており、その中に

は、本市全体、神奈川県（公立）、全国（公立）別に、質問事項の回答として児童

生徒が選んだ選択肢の割合が記載されている。また、学習状況調査（学校への質

問）については、｢回答結果集計【学校質問紙】｣として、小中学校別に作成されて

おり、その中には、本市学校数が示され、質問事項に対する回答として、学校が選

択した質問の選択肢の本市内の学校数と、本市全体、神奈川県（公立）、全国（公

立）の割合が記載されている。 

本件調査は、文部科学省が学校の設置管理者である都道府県教育委員会及び市町

村教育委員会、学校法人、国立大学法人等の協力を得て実施したもので、市町村教

育委員会は、学校の設置管理者として調査に協力し、所管の学校に対して指示・指

導・助言等をするなど調査にあたり、学校は、校長を調査責任者として、設置管理

者である市町村教育委員会等の指示・指導・助言等に基づき調査にあたったもので

ある。 

文部科学省は、その実施要領において、｢調査結果の取扱いに関する配慮事項｣と

して、「市町村教育委員会」は、「域内の学校の状況について個々の学校名を明ら

かにした公表は行わないこと。」としたうえで、なお、「市町村教育委員会が、保

護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市町村における公立学校全体

の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだねること。また、学校が

自校の結果を公表することについても、それぞれの判断にゆだねること。」として

いる。 
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２ 条例第８条第４号該当性について

条例第８条第４号は、「市等又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、

公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、公開しないことができると規定し

ている。 

実施機関は、本件文書を公開すると、この条例第８条第４号に該当し、次年度以

降の本件調査の適正な遂行及び教育行政の適正な執行に支障があると主張している。 

一方、異議申立人は、本件文書を公開することにより、公教育を実施する側と保

護者や地域住民との信頼関係、協力体制の強化や、あるいは学力向上の促進等に大

いに寄与することができると主張し、教育委員会、学校には説明責任があるとした

うえで、実施機関が「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ」があるとして非公開としたことは、合理的理由がないとし

ている。 

そこで、本件文書を公開することが条例第８条第４号に該当し、「市等又は国等

が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」が生ずるものであ

るか否かを検討する。 

本件調査は、国を実施主体として、市町村教育委員会は学校の設置管理者として

調査に協力して実施したものであり、当審査会では、実施機関の事務としての側面

から検討、判断を行う。その目的は本件調査結果を把握・分析することにより、教

育及び教育施策の改善を図るものであるので、本件調査が、市等又は国等が行う事

務又は事業に該当することに問題はない。また、「事務又は事業」とは、実施機関

による本件調査の実施協力と限定して解することもできるが、本件調査の目的はそ

の実施要領にあるように、教育及び教育施策の成果と課題を検証しその改善を図る

こと、子ども達の成長を見据えた教育行政に関する事務として実施されるものであ

るため、教育行政と捉えて考える。 

「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それ」についてであるが、「当該事務又は事業の性質上」とは、「当該事務又は事

業の本質的な性格をいい、具体的には当該事務又は事業の目的、その目的達成のた
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めの手法などに照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを

判断する」必要がある。また、「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、「事務

又は事業の根拠となる規定・趣旨に照らして、公にすることの公益性を考慮しても

なお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過し得ない程度のもの」で

あるかを意味し、「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求さ

れ、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性

が要求される。 

条例では第１条において市民の知る権利を尊重し、説明責任を果たすことの重要

性を掲げており、第８条において公文書は原則公開と定めているのであるから、そ

の例外である非公開事由に該当するか否かは、公にすることの公益性を考慮しても

なお、公開することにより当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過し得

ず、法的保護に値するほどの蓋然性があるものか否かを検討して判断すべきである。 

本件情報については、異議申立人が主張するように、公開により、公教育を実施

する側と保護者や地域住民との信頼関係あるいは協力関係の強化、学力向上の促進、

よい意味での競争が起こることによる地域全体の学力向上が図られるなどの効果が

生じる可能性もあり、本件情報の公開には利益があるとも思われる。 

その一方で、公開により、教育行政に支障が生じるおそれも否定できない。さら

に、教育行政とは、教育権の所在を巡って過去に対立があり、一方で国家教育権説

があり他方で国民教育権説があったが、昭和５１年の最高裁判決において、それは

両方とも極論であり、子どもの発達のために国にも教育行政に関して裁量があり、

どうバランスを取るのかが一番大事な問題であるということが示されている。こう

した最高裁判決が示している教育行政の特殊性と教育行政の本質は子どもの福祉か

ら見たバランスである、ということも前提に、以下支障が生じる可能性、及びその

可能性が認められる場合には、その程度について検討する。 

（１）過度の競争による弊害 

   実施機関は、本件文書を公開すると数値のみが一人歩きしてしまい、過度の

競争意識が生まれ点数至上主義となり、学校において本件調査の本来の目的で

ある幅広い学習指導方法の改善から反れて、学力の一部分に焦点化した本件調

査問題に即した指導や数値の向上に傾倒した指導が行われてしまうおそれがあ

り、また、保護者からそのような指導を強く要望されるおそれがあると主張し

 12



ている。 

   しかし、教育行政を担う側が数値に過敏に反応して過度の競争を行うことは、

そもそも非公開の理由にならないというべきである。仮に教育現場の教員が数

値の向上のみに傾倒した指導を行うおそれがあるというならば、それは実施機

関の人事管理、人事制度による監督権を行使して、そのような懸念を除去すべ

きである。 

さらに、本件調査は、学力を数値によって客観化して把握することを基本目

的としている。教育において学力の向上は主要な部分であり、その学力を客観

的に数値化して把握することも必要である。そして、その結果として学力向上

を目指して適正な競争が行われることは不適当なことではないから、数値が公

開されることにより競争が促されること自体は、教育行政への弊害ではないと

考えられる。問題は、その競争が度を超して過度の競争に至った場合である。

では、どのような競争が過度なものか考えると、不正な手段を使って成績を上

げることや、保護者が学校や特定の教員に対し不当な圧力をかけることが考え

られるが、現状において、そのような問題が生じる蓋然性は認められない。 

（２）序列化、差別化による弊害 

 ア 本市全体の学力調査の平均正答率について 

   実施機関は、本市全体の平均正答率の数値を公開することにより、他市と

の比較が出て、各学校は平均正答率を上げることに走るとともに、保護者は、

自分の子どもが在籍する学校はどの位置にいるのかと、学校ごとの数値の比

較、競争に波及する懸念があると主張する。 

   しかし、本市全体の平均正答率の数値を公開すれば、市町村間での比較は

可能となるが、小田原市においては、小学校２５校全児童数１０，９１８人

（内調査対象児童数１，８３８人）、中学校１２校全生徒数５，１５１人

（内調査対象生徒数１，７０５人）という状況であるから、各小学校及び中

学校ごとの学力状況、ましてや児童生徒個人の学力状況が明らかになるもの

ではなく、本市内での学校間、あるいは個人間の序列化、差別化がおこり、

教育行政への弊害が生じる蓋然性があるとは考えがたい。現に市町村単位の

調査結果を公開している自治体も存在するが、その公開によって混乱が生じ

たという事実は確認されていない。よって、本市全体の学力調査結果を公開
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することにより、教育行政の適正な遂行に支障が及ぶとは認められない。 

イ 学校別の学力調査の平均正答率について 

   実施機関は、本件文書を公開すると、学校間の学力の優劣がつけられて

しまうおそれ、また、本市は古い城下町であるため、学区ごとに地域性を

有しており、地域特性と学力調査の結果とを結びつけて、序列化や差別化

が生じるおそれがあると主張する。さらに、本市内の中学校学区の中には、

平均正答率が上位の小学校と下位の小学校とで構成される学区もあり、｢で

きる学校｣からきた生徒、｢できない学校｣からきた生徒といった差別感情が、

児童生徒及び保護者に生じるおそれがあると主張している。では、本市内

の学校別平均正答率の数値を公開した場合に、実施機関が主張するような

おそれが生じ、教育行政の適正な遂行に支障が及ぶか否か検討する。 

異議申立人は、実施機関及び学校は本件調査結果を活用して、教育施策や

教育内容の改善を図るのであるから、数値は固定的なものでなく変化し、適

切な改善が実行されれば、学校間の学力差は縮小し全体の学力も向上するは

ずであり、それが全国学力調査の目的であると主張する。また、公立小中学

校には入学試験が無いので、上位校に優秀な児童生徒が集中することもなく、

固定的な序列化が起こる可能性はほとんど考えられないと主張する。 

しかしながら、現実的に学校別の数値には開きがあり、学校別の数値を

公開したことにより、市内の小中学校に順位を付け、序列化されてしまう

おそれは否定できない。また、市内の各地域と小中学校の学区との結びつ

きというものは、いまだ認められるものがある。近年薄まってきたとはい

え、本市においては、歴史的経緯に由来する学区ごとの地域性があり、市

内の学校に対する｢あの学校は違う｣といった社会的認識があることも否定

できない。このような状況を踏まえて学校別の数値を見ると、この偏見と

もいえるような社会的認識と実際の学校別の成績とを関連付けて見られ、

序列化や差別化を助長するおそれが認められる。 

ところで、異議申立人が公開を求めるものは、本市内の学校別平均正答

率のうち、下中小学校及び橘中学校の２校分である。その２校のみを公開

した場合には全国や神奈川県との比較において結果を判断される可能性は

あるものの、ただちに上記のような問題は生じないとも思われる。 
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しかし、仮に本件で対象とされている２校の公開を認めると、本市内の

他の小中学校について公開請求がされた場合にも、公開を相当とすること

となり、結果として各学校別の結果を公開することとなる。 

なお、学校別平均正答率の数値の公開方法として、数値のみ公開を認め

学校名を伏せて公開する方法も考えられるが、本市における地域ごとの特

殊性から、この学校が上位でこの学校は下位といった市民の評価・予測・

憶測を招く可能性があることから、序列化、差別化につながる可能性はあ

ると考えられる。 

次に、序列化や差別化によって、どのような弊害が生じるかについて、

検討する。検討に際しては、教育行政を実施する側ではなく児童生徒の立

場を尊重すべきである。本市内の中学校の中には、成績が上位の小学校か

らきた生徒と下位の小学校からきた生徒とで学区が構成されるところがあ

り、本件調査結果が公表されると、生徒間で優劣の感情が生じるおそれが

ある。また、さまざまな問題を抱えている学校もあり、その問題改善に向

けて対応を行っている中で、このような数値が公開されると、その学校へ

の入学を控えた子どもたちに不安感が生じたり、同校に在籍する子どもた

ちの学習意欲を低下させたり、保護者の学校の教育方針に対する理解を妨

げるといった弊害が生じるおそれは、かなりの蓋然性を持って認められる。 

さらに、本市の地域特性と学校別の成績とを関連付けて見られた場合は、

それらの学校に在籍する児童生徒が劣等感を抱き、学習意欲をなくしたり、

児童生徒への偏見やいじめといった弊害が生じる可能性は十分認められる。 

 ウ 学習状況調査の結果について 

実施機関は、学習状況調査（児童生徒への質問）結果を公表すると数値を

一覧にすることにより、自治体間の序列化につながり、生活改善まで競い合

う危険があると主張する。また、学習状況調査（学校への質問）結果を公表

すると、就学援助を受けている子の割合、日本語の指導が必要な子の割合、

発達障害のため問題を抱える子の割合が判明し、本市の地域性から学校があ

る程度特定され、該当する児童生徒が特定されるおそれがあると主張する。 

しかし、学習状況調査の結果から、そもそもどの学校がどの回答を選んだ

のか推測することは困難である。本市に固有な地域性が認められるとしても、
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上記の割合と地域性との間に因果関係は認めがたい。ましてや学習状況調査

の結果から個人を特定できるとは考えられない。 

（３）以上から、本件調査結果の学校別平均正答率の数値を公表すると、学力の向

上等の公益性も認められるものの、その一方で学校別に序列化や差別化がされ、

それにより子どもたちに差別意識や劣等感が生じ、学習意欲の低下を招くとい

う重大な弊害を生じるおそれが認められるため、教育行政を遂行するうえで看

過し得ない程度の支障があると考える。他方、本件調査の学力調査について本

市全体の平均正答率の数値及び学習状況調査の結果を公表することは、序列化、

差別化にはつながらないと考えられる。 

   したがって、本件調査結果における本市全体の平均正答率の数値、学習状況

調査結果については、これを公開しても条例第８条第４号にいうおそれは認め

られないが、本件調査結果における本市内の学校別平均正答率の数値を公開す

ることには、条例第８条第４号にいうおそれが認められる。 

 

以上の理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 
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第７ 審議等の経過 

   当審査会は、本件異議申立てについて、次のように審議等を行った。 

年 月 日        審 議 等 の 経 過                

平成２０年 １月２８日 実施機関からの諮問書を受理 

平成２０年 ２月２９日 
実施機関に対し、「公文書一部公開理由説明書」の提出

を依頼 

平成２０年 ３月１４日 実施機関から「公文書一部公開理由説明書」を受理 

平成２０年 ３月２６日 

異議申立人に対し、「公文書一部公開理由説明書」の写

しを送付するとともに、「公文書一部公開理由説明書に

対する意見書」の提出を依頼 

平成２０年 ４月 ８日 
異議申立人から「公文書一部公開理由説明書に対する意

見書」を受理 

平成２０年 ４月１０日 
実施機関に対し、「公文書一部公開理由説明書に対する

意見書」の写しを送付 

平成２０年 ６月２４日 

第２７回情報公開審査会 
事案の審議 

平成２０年 ７月２９日 

第２８回情報公開審査会 

異議申立人及び実施機関の口頭意見陳述の聴取、実施機

関から補足資料を受理 

平成２０年 ８月２１日 

第２９回情報公開審査会 
事案の審議 

平成２０年 ９月１７日 

第３０回情報公開審査会 
実施機関から補足資料を受理及び事案の審議 

平成２０年１０月２７日 

第３１回情報公開審査会 
事案の審議 

平成２０年１１月１８日 

第３２回情報公開審査会 
事案の審議 

平成２０年１２月 ２日 実施機関から｢関係資料の提出について｣を受領 

平成２０年１２月 ９日 

第３３回情報公開審査会 
実施機関の口頭意見陳述の聴取及び事案の審議 

平成２０年１２月２５日 実施機関から｢関係資料の提出について｣を受領 

平成２１年 １月１３日 

第３４回情報公開審査会 

実施機関の口頭意見陳述の聴取、補足資料を受理及び事

案の審議 

平成２１年 ２月１７日 

第３５回情報公開審査会 
事案の審議 

平成２１年 ３月１２日 

第３６回情報公開審査会 
答申案の検討 

平成２１年 ４月２０日 

第３７回情報公開審査会 
答申案の検討 
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年 月 日        審 議 等 の 経 過                

平成２１年 ６月 ８日 

第３８回情報公開審査会 
答申案の検討 

 


