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（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例（案） 

に係るパブリックコメントの実施について 

  

１．目的 

   市では、公文書の管理に関する市の責務及び基本的事項を新たに定め、公文書の適正

な管理を図ることで市政の透明化を推進し、もって市政が適正かつ建設的に運営され

るようにするとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する市の責務が全う

されるようにすることを目的として、（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例を制定

します。 

   つきましては、この条例の制定にあたり、皆さまからの意見を募集します。 

 

２．閲覧期間 

  令和元年 12月２日（月）～12月 20日（金） 19日間 

   ※各施設の執務時間内に限ります。 

 

３．閲覧場所 

  市役所総務課、市役所本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、野洲図書館、各

コミュニティセンター、人権センター、市民交流センター 

 ※市ホームページでも見ることができます。 

 

４．意見の提出 

  （提出方法） 

住所・氏名・電話番号・意見（様式自由）を記入の上、閲覧期間内に総務課へ持参、郵

送、ファクス、Eメールのいずれかで提出してください。 

  （提出先） 

  〒520-2395 野洲市小篠原 2100番地 1 本館２階 総務部 総務課 

  電話：077-587-6038 FAX：077-587-4033 Eメール：soumu@city.yasu.lg.jp  

 

５．意見等の公表 

   提出のあった意見等については個別の回答は行いません。後日、意見に対する回答を

市ホームページで公表します。 

 

                          



 

 

「（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例（案）」について 

皆さんから意見を募集します。 

 

１．（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例（案）制定の背景 

 現在、本市では野洲市情報公開条例により定めた情報公開制度により透明な行政の推進に努め

ていますが、その情報公開制度の基礎となる公文書の管理については各実施機関が定めるルール

によるものでの運用となっており、条例では定められていません。 

 しかし、本来、公文書は、健全なまちづくりのための市民共有の重要な知的資源であるという

性質を有しており、その管理を適正に行うことは市の責務であると考えられます。 

また、「公文書等の管理に関する法律」では、行政の適正かつ建設的な運営と現在及び将来の

国民に対する説明責務が全うされるようにすることが、公文書管理の目的であることを明らかに

しています。 

 また、この法律では、文書管理のライフサイクル全般について、統一的な規定を定めており、

国おける文書管理の改善等が促されています。 

 併せて、同法では、地方公共団体が同法の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう期待して

いることから、同法の規定と本市の文書管理の実情を比較検討し、「市が保有する公文書は、健

全なまちづくりのための市民共有の重要な知的資源である。」との考え方を基本として、新たに

（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例（以下「条例」という。）を制定しようとするもので

す。 

 

２．（仮称）野洲市公文書の管理に関する条例（案）の概要 

● 目的  

公文書は、健全なまちづくりのための重要な市民共有の知的資源であることから、公文

書の適正な管理を図り、市政が適正かつ建設的に運営され、市政について市民に説明する市

の責務が全うされるようにする。 
 

● 市の責務 

市は、公文書が市の政策決定過程等を記録した市民共有の知的資源であるということ、情

報公開制度での市民の知る権利が保障されていることを踏まえ、公文書が持つ情報を市民が

円滑に得られ、利用できるよう、主体的に公文書の管理に努めなければならない。 
 

● 実施機関における公文書の管理に関する定めの整備 

公文書の管理に関する各段階（作成、整理、保存、公文書検索資料の作成等、廃棄）まで

の規定を段階ごとに規定 
 

● 管理状況の公表 

毎年度、実施機関における公文書の管理状況を取りまとめ、その概要の公表 
 

● その他 

職員への研修、出資法人への要請など 
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● 公布日等 

公布日：令和２年３月下旬   

施行期日：令和２年４月１日（（仮称）野洲市公文書管理・情報公開審議会に係る規定 

については、令和２年 11月１日施行。また、一部経過措置有） 

● 経過措置等 

１ この条例の規定は、令和３年４月１日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公

文書について適用する。 

２ 条例の適用期日前に作成し、取得した公文書についても、条例の規定に準じて、 

整理、保存、廃棄等を行うように努める。その他準備規定など。 
 

３．（仮称）野洲市公文書管理・情報公開審議会の設置 

本市が行う公文書の管理の運用及び実務的な部分について、専門的知識を持つ者及び市

民目線からの意見を反映させること並びに情報公開制度との密な連携を行うことを目的に、

現在、市に設置されている野洲市情報公開審査会に公文書の管理に関する審議機能を追加

し、新たに（仮称）野洲市公文書管理・情報公開審議会（以下「審議会」という。）を設置

します。 
 

審議会では、従来、野洲市情報公開審査会にて審査をしていた情報公開に係る審査請求に

ついての調査等以外の内容に加えて、公文書の保存期間の基準の制定又は改廃の立案に関

することや本市が行う公文書の廃棄の判断に関することについて調査、審議等を行うこと

を想定しています。 
 

●審議会の組織 

委員は６人以内で組織し、識見を有する者の中から市長が委嘱 

(1) 識見を有する者（弁護士、学識経験者等） ３人 

(2) 市民代表  ３人以内 

※参考：野洲市情報公開審査会（平成 30 年 11 月１日～令和２年 10 月 31 日） 

      弁護士 １人、学識経験者 １人、市民代表 ３人 
 

 



   （仮称）野洲市公文書の管理に関する条例（案） 

 （目的） 

第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、健全なまちづくりの

ための市民共有の重要な知的資源として市民が主体的に利用できることを保障するため

に、公文書の管理に関する市の責務及び基本的事項を定めることにより、公文書の適正な

管理を図ることで市政の透明化を推進し、もって市政が適正かつ建設的に運営されるよ

うにするとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する市の責務が全うされる

ようにすることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 実施機関 市長（水道事業及び下水道事業（野洲市水道事業及び下水道事業の設置

等に関する条例（平成 16年野洲市条例第 170号）第 1条に規定する事業をいう。）並び

に病院事業（野洲市病院事業の設置等に関する条例（平成 28年野洲市条例第 30号）第

１条第１項に規定する事業をいう。）の管理者の権限を行う市長を含む。）、教育委員会、

選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議

会をいう。 

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用い

るものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布すること

を目的として発行されるもの 

イ 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料

又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

 （市の責務） 

第３条 市は、市が保有する公文書が市の政策決定過程及び市の実施する手続の決定過程

を記録した市民共有の重要な知的資源であるということ、野洲市情報公開条例（平成 16

年野洲市条例第９号）第 22条の規定により、公文書が持つ情報を市民が迅速かつ容易に

得られるよう努めなければならないことを踏まえ、市が保有する公文書を市民が迅速か

つ容易に利用できるよう、主体的に公文書の管理に取り組まなければならない。 

 （法令等との関係） 

第４条 公文書の管理については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例に特別の

定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 

 （文書の作成） 

第５条 実施機関の職員は、第１条の目的を達成するため、当該実施機関における経緯も含
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めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、

又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を

作成しなければならない。 

 （公文書の整理） 

第６条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、当該公

文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定

しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、単独

で管理することが適当であると認める公文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する

公文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物（以下「公

文書ファイル」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、当該公文書ファイルについて分類し、名称を付する

とともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する

日を延長することができる。 

 （公文書ファイル等の保存） 

第７条 実施機関は、公文書ファイル及び単独で管理している公文書（以下「公文書ファイ

ル等」という。）について、当該公文書ファイル等の保存期間が満了する日までの間、そ

の内容、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、

適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければなら

ない。 

 （公文書検索資料の作成等） 

第８条 実施機関は、野洲市情報公開条例第 25条の規定に基づき、公文書の検索に必要な

目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 

 （公文書ファイル等の廃棄） 

第９条 実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄するものとする。 

 （公文書の管理状況の公表） 

第 10条 市長は、毎年、実施機関における公文書の管理の状況を取りまとめ、その概要を

公表するものとする。 

 （公文書の管理に関する定め） 

第 11条 実施機関（議会にあっては、議長。第３項及び第 13条において同じ。）は、公文

書の管理が第５条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、公

文書の管理に関する定めを設けなければならない。 

２ 前項の公文書の管理に関する定めには、公文書に関する次に掲げる事項を規定しなけ

ればならない。 

(1) 作成に関する事項 



(2) 整理に関する事項 

(3) 保存に関する事項 

(4) 廃棄に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理が適正に行われることを確保するために

必要な事項 

（審議会） 

第 12条 実施機関は、次の各号に掲げる場合は、（仮称）野洲市公文書管理・情報公開審議

会において調査、審議等をするものとする。 

(1) 公文書の保存期間の基準の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 

(2) 公文書ファイル等の廃棄に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市が実施する公文書の管理に関し実施機関が必要と認

める事項 

 （出資法人への要請） 

第 13条 実施機関は、市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定める

ものに対し、この条例の規定による市の措置に準じた措置を講ずるよう指導に努めるも

のとする。 

 （研修） 

第 14条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行う

ために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものと

する。 

 （委任） 

第 15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が

定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第 12条並びに付則第４項及び

第５項の規定は、令和２年 11月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の規定は、令和３年４月１日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公

文書について適用する。 

３ 実施機関は、適用期日前に作成し、又は取得した公文書について、第６条及び第７条の

規定に準じて、整理し、及び保存するよう努めなければならない。 

 （野洲市情報公開条例の一部改正） 

４ 野洲市情報公開条例(平成 16年野洲市条例第９号)の一部を次のように改正する。 

 （仮称）野洲市公文書の管理に関する条例の制定に当たり所要の改正を予定 

 （野洲市附属機関設置条例の一部改正） 



５ 野洲市附属機関設置条例(平成 30 年野洲市条例第１号)の一部を次のように改正する。 

 （仮称）野洲市公文書管理・情報公開審議会審議会の設置に当たり所要の改正を予定 

 （準備行為） 

６ この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 
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