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滋賀県公文書管理に関する有識者懇話会設置要領 

 
（趣旨） 

第１条 公文書管理法の施行に伴い、本県において時代に則した公文書の管理および公

文書館機能の整備を図るため、公文書管理に関する有識者懇話会（以下「懇話会」と

いう。）を設置し、有識者による幅広い意見交換を行い、今後のあり方についての検

討に資する。 
 
（委員） 

第２条 懇話会の委員は、学識経験者を有する者のうちから、別表に掲げる者で構成す

る。 
 
（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、１年とする。 
 
（座長） 

第４条 懇話会に座長を置き、委員の互選によって定める。 
２ 座長は、会務を総理し、懇話会を主宰する。 
３ 座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 
 
（会議） 

第５条 懇話会の会議は、総合政策部長が招集する。 
２ 会議は、公開とする。 
３ 総合政策部長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、総合政策部県民活動生活課県民情報室において処理する。 
 
（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、懇話会の議事および運営に関し必要な事項は、

総合政策部長が別に定める。 
 

付 則 

この要領は、平成27年７月24日から施行する。 
 

資料１ 



- 2 - 
 

別 表 

 
滋賀県公文書管理に関する有識者懇話会委員名簿 

 
（五十音順） 

氏  名 所    属 備  考 

青柳 周一  滋賀大学経済学部 教授   

梅澤 幸平  元・滋賀県立図書館長   

大賀 妙子  国立公文書館 専門調査員   

大橋 晶子  京都新聞社滋賀本社編集局 編集部長   

佐伯 彰洋  同志社大学 法学部長   
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歴史的文書の保存・活用について 

 

１ 背景とねらい 
公文書は、県の諸活動や歴史的事実を記録し、県民の知る権利の尊重と県民への説明責任を

果たすための重要かつ貴重な資料である。 

本県は、全国的にも稀な歴史記録の宝ともいえる歴史的文書（明治期から昭和戦前期までの

9,068簿冊、約75万件［滋賀県指定有形文化財］）を管理しているとともに、戦後期以降におい

ても、滋賀県政、滋賀県民の足跡を記す様々な公文書を保存している。 

この「滋賀の記憶・誇り」とも言うべき公文書を、将来にわたって適切に保存し、県民をは

じめ県内外に発信していくため、公文書管理法の趣旨を踏まえ、現用文書から歴史的文書へと

移行するという公文書のライフサイクルに沿った新たな公文書管理の制度構築を進める。 

 

２ 公文書を取り巻く状況 
（１）公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号） 

・現用文書と非現用文書の管理について同一の法律で規定 

・歴史資料として重要な行政文書ファイルは全て移管（現用文書の保存期間最大＝30年ル

ール） 

・利用請求権の新設と不服申立て制度の整備、積極的な一般利用の促進 

 

 

 

 

 

（２）公文書館法（昭和62年法律第115号） 

・国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措

置を講ずる責務を有する。（第３条） 

・公文書館は、国立公文書館法（平成11年法律第79号）の定めるもののほか、国又は地方公

共団体が設置する。（第５条第１項） 

・地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で

定めなければならない。（第５条第２項） 

 

 

 

 

政策・土木交通常任委員会資料１ 

平 成 2 7 年 ( 2 0 1 5 年 ) ９ 月 ９ 日 

総合政策部 県民活動生活課 県民情報室 

【公文書管理条例の制定状況】 

島根（平23.3）、熊本（平23.3）、鳥取（平23.10）、香川（平25.3）の４県が公文

書管理条例を制定（全国 条例４、規則16、訓令27 滋賀県は訓令）  

【公文書館の設置状況】 

30道府県で条例設置（全国 条例30、規則３、要綱２ 滋賀県は未規定） 

資料２ 
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３ 滋賀県の現状と課題 
（１）統一的な新しい管理ルールとして条例等公文書管理規程の制定 

情報公開は、知事以外の実施機関（議会、教育委員会、警察本部、県立大学等）を含めた共

通のルール（情報公開条例）で定めているのに対して、文書管理は、実施機関ごとにそれぞれ

規定を定めており、分かりやすい県政を進めるためにも、県全体で統一的な文書管理ルールを

導入することが望ましい。また、現用文書と非現用文書（歴史的文書）の管理が異なる規程で

定められており、時代に則した、適正な公文書管理を行うためには、現用および非現用文書の

ライフサイクル全体について、統一的な文書管理ルールで規定する必要がある。 

 

（２）最長30年経過した文書の歴史的文書への持続的な移行 

文書管理規程では、最長30年保存や現用文書から歴史的文書への継続的な移行についての規

定がないため、昭和戦後期以降の公文書の歴史的文書への移行を進めるには、永年保存文書の

処置や個々の文書ごとに保存期間の満了時の措置をあらかじめ決めておくレコードスケジュー

ルの導入、移管・廃棄についての取扱い等を明らかにする制度について検討する必要がある。 

 

（３）地方機関文書を含めた歴史的文書の適切な管理体制の整備 

地方機関が保有する文書の中にも歴史的に価値が高い公文書（糸賀一雄関係等）があるため、

地方機関の歴史的文書を正確に把握するとともに、県全体として歴史的文書の保管のあり方の

検討を行う必要がある。 

 

（４）歴史的文書をより利用しやすくするためのサービス向上や情報提供の充実 

公文書館的機能として、文書の適正な保存、閲覧、レファレンス、展示、研究、デジタルア

ーカイブなどが求められているため、その機能や今後の方向性について研究する必要がある。 

 

（５）利用に欠かせない体系的・総括的な文書目録の整備 

現用文書の歴史的文書への移管を進めていくため、既に作成後30年が経過している戦後の文

書の件名目録の整備を早期に進め、歴史的文書へ移行する必要がある。 

 

４ 滋賀県公文書管理に関する有識者懇話会 
（１）趣旨 

公文書管理法の施行に伴い、本県において時代に則した公文書の管理および公文書館機能の

整備を図るため、公文書管理に関する有識者懇話会を設置（平成27年７月24日）した。 

 
（２）委員 

氏名 所属 

青柳 周一  滋賀大学経済学部 教授 

梅澤 幸平  元・滋賀県立図書館長 

大賀 妙子  国立公文書館 専門調査員 

大橋 晶子  京都新聞社滋賀本社編集局 編集部長 

佐伯 彰洋  同志社大学 法学部長 
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（３）第１回有識者懇話会（８月20日） 

「本県の公文書管理の現状と課題」について意見交換 

（主な意見） 

・他自治体の事例を参考にしながら、新たな施設を造るよりも、既存の県政史料室を最大限に

生かす方向で考えるのがよい。 
・文書管理担当と公文書館機能が同組織にあるメリットを生かしつつ、新しい文書管理の取組

ができればよい。 
・展示の工夫など、利用者にとって身近で、利用しやすい公文書館であることが必要である。 
・移管や廃棄に第三者のチェックがあった方がよい。また、音声などデジタルデータの管理等

についても検討すべきである。 
 
（４）有識者懇話会のスケジュール（予定） 

第２回（10月） 公文書管理法に則した公文書管理の実施に対する本県の問題点 

第３回（12月） 本県にふさわしい公文書館機能のあり方とその対応 

第４回（２月） 今後の公文書管理のあり方のまとめ（骨子） 

第５回（５月） 今後の公文書管理のあり方のまとめ（案） 

 

５ 今後の予定 
平成27～28年度  有識者懇話会 

平成28年度    条例等公文書管理規程の検討、歴史的文書利活用策の検討 

平成29年度     条例等公文書管理規程の制定、県政史料室の公文書館機能の強化 
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公文書等の管理における課題について 

 

 

公文書の作成、保存、移管・廃棄から歴史的文書の利用までの文書管理の各段階において、公文書管

理法の趣旨にのっとった対応を行うには、どのような課題があるのか検討するため、国や公文書管理条

例制定各県の状況と本県の今後の方向性について、整理したものです。 

 

１ 公文書の管理 

○ 作成   (1) 公文書の意義                          資料４－(1) 

～職員が作成する際に、認識すべき公文書の意義とは～ 

(2) 知る権利と説明責任                      資料４－(2) 

～知る権利の位置付けと果たすべき説明責任とは～ 

(3) 公文書の作成義務                       資料４－(3) 

～職員が作成すべき公文書とは～ 

○ 保存   (4) 書面以外の取扱い                       資料４－(4) 

～書面以外の電磁的記録等をどのように保存すべきか～ 

(5) 保存期間と満了時の措置                    資料４－(5) 

～保存期間と満了時の措置をどのように基準設定すべきか～ 

○ 移管  (6) 公文書館への移管                       資料４－(6) 

～保存期間が満了した公文書をどのような手続で県政史料室に移管すべきか～ 

○ 廃棄   (7) 現用文書の廃棄                        資料４－(7) 

～現用文書の廃棄の判断をどのようにチェックすべきか～ 

 (8) 議会、地方独立行政法人の文書廃棄               資料４－(8) 

～議会、地方独立行政法人の保有文書の廃棄について～ 

○ その他  (9) 出資法人、指定管理者の文書                  資料４－(9) 

～出資法人、県の公の施設の管理を行う指定管理者の文書管理について～ 

 

＜参考資料＞ 

作成   (3) 各都道府県おける文書の作成義務について              参考１ 

保存   (5) 保存期間基準と保存期間満了時の措置基準について          参考２ 

廃棄  (7) 廃棄簿冊の公表手続について                    参考３ 

 

資料３ 
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２ 歴史的文書の利用等 

○ 利用  (1) 公文書等の定義                        資料５－(1) 

～現用公文書と歴史的文書を統一的に規律するために必要な定義とは～ 

(2) 利用請求権                          資料５－(2) 

～利用に関する手続的保障とは～ 

(3) 利用制限事由                         資料５－(3) 

～歴史的文書を利用制限できる場合とは～ 

○ その他 (4) 歴史的文書の廃棄                       資料５－(4) 

～歴史的文書を廃棄することができる場合とは～ 

 

＜参考資料＞ 

利用  (1) 公文書等の定義について                      参考４ 

   (2) 歴史的文書の利用制限事由について                 参考５ 

 時の経過を考慮した利用制限情報該当性の判断基準について      参考６ 

 



歴史的価値を有する文書を
知事（県民情報室）に移管

・ 明治～昭和戦前期の文書
・ ＧＨＱ関係文書

作成・取得

延長

保管・保存

保存期間満了

（県民情報室・県政史料室）

選別収集

（県政史料室）

保存・利用

廃棄決定 廃棄予定

文書による処理のほか、文書
の作成を義務付け
・経緯を含めた意思決定の過
程

・事務事業の実績

保存期間満了時の措置（廃棄
・移管）を早期に設定

「公文書管理条例」等による
利用請求

現在 目指す姿

地方 本庁・地方

事務は、原則として公文書に
より処理しなければならない。

（文書管理規程第３条）

「歴史的文書の閲覧等に関す
る要綱」により利用申請

戦後文書の目録未整備

作成・取得

延長

保管・保存

保存期間満了

本庁

各課が「延長・廃棄」を判断

作成・取得

延長

保管・保存

保存期間満了

移管

（県政史料室）

保存・利用

永年、30年、20年、10年、
５年、３年、１年保存

（文書管理規程第43条）

現用文書としての永年保存は
廃止し、最長30年経過後は、
歴史的文書として永年保存

公文書の発生から歴史的文書の保存・利用までの流れ図

・ 明治～昭和戦前期の文書
・ ＧＨＱ関係文書
・ 戦後の文書

戦後文書の目録完備

各機関が廃棄前、知事に協議
・報告

（県民情報室・県政史料室）

選別収集

各機関が「延長・移管・廃棄
予定」を判断

廃棄決定

廃棄対象文書から、歴史的価
値を有する文書を選別収集

廃棄決定
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公文書の管理状
況と歴史的文書
の保存・利用状
況の公表



-
10
-


