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[ 平成２８年 ６月 総務常任委員会－06 月 14 日-01 号 

 

△(1) 議案 第１０号  藤沢市公文書等の管理に関する条例の制定について 

 

 

○井上裕介 委員長 日程第１、議案第 10 号藤沢市公文書等の管理に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありません

か。 

 

◆土屋俊則 委員 それでは、本条例の制定に当たって全国の状況がどのようになってい

るのかということと、また、県内でこうした条例を制定している自治体があるのかどうな

のか、その点をまずお聞かせください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 お答えいたします。 

 全国の地方公共団体約 1,760 自治体ございますけれども、このうち全国で条例化をして

おりますのは 16 自治体となります。また、神奈川県内では相模原市のみが条例を制定して

おります。 

 

◆土屋俊則 委員 それほど多くない中で、県内では相模原市ということでありますけれ

ども、相模原市ですとか 16 自治体などについて、条例を制定するに当たって、こうした条

例文などを参考にしているのかどうか、その点を確認させてください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 相模原市も含めまして、これまでに制定をして

おります自治体の条文、条例等につきましては参考とさせていただいております。 

 

◆土屋俊則 委員 相模原市さんのものを見せていただいたんですが、条例文は全部で 40

条近くあるわけで、本市の条例については 10 条ということで、どこに違いがあるのか、そ

の点はどうなんでしょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 相模原市の条例等につきましては、国が制定を

いたしました公文書管理法をもとに、また手本としてつくっているようでございます。本

市の条例につきましては、公文書等の管理における考え方を条例化した、いわゆる理念条

例の形をとっております。本市の公文書等の管理の基本的な理念を明らかにいたしまして、

必要な事項を誰でもわかりやすいような形で定めるために、この条例の形となっておりま

す。 

 

◆土屋俊則 委員 この条例を藤沢市で制定するに当たり、パブリックコメントも求めて
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いるところですけれども、その点でパブリックコメントを求めるに際して、条例の骨子案

というふうになっているようなんですけれども、この骨子案で意見を求めているのはなぜ

なのか教えてください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 パブリックコメントはことしの１月から２月に

かけて行いましたけれども、パブリックコメントを実施する段階ではまだ詳細な条例案が

決まっていない、また固まっていなかった状況がございましたので、条例骨子案でパブリ

ックコメントをやらせていただきました。 

 

◆土屋俊則 委員 条例案が固まっていなかったということですけれども、固まってから

提起をしてパブリックコメントにかけるということもあったと思うんですけれども、それ

では時期的には遅かったのかどうなのか、その点をちょっと教えてください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 やはりパブリックコメントはなるべく早く市民

の方にも周知をして、内容をいち早く伝えたかった部分がございまして、残念ながらその

時期に間に合わなかったという形で、今回骨子案でやらせていただきました。 

 

◆土屋俊則 委員 では、少し中身についても議論させていただきたいと思うんですが、

第７条についてです。管理の状況の公表ということでありますけれども、具体的にはどの

ようにして公表していくのか、その点をお聞かせください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 文書保存主管課であります文書館が今保存をし

ております保存文書の種類、また保存している数、それから廃棄文書の目録等を新たに設

けます予定の委員会等に確認をしていただきながら、市のホームページ等で公表をしてま

いる予定でございます。 

 

◆土屋俊則 委員 今、新たに設ける委員会というようなお話がありましたけれども、そ

うしたら、その委員会なんですが、条例上にどのように位置づけられているのか、見たと

ころ、そういった委員会についての記載はないようなんですが、その点はどうなんでしょ

うか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 条例の第５条に重要行政文書というところがご

ざいますけれども、そちらの第２項に公文書等の管理に関して「見識を有する者の意見を

聞かなければならない。」という形で、こちらに位置づけております。 

 

◆土屋俊則 委員 あと、行政文書目録についてなんですが、記述についてないように思

うんですけれども、目録を作成して公開すべきだというふうに条例上位置づけるべきだと

思いますし、そういった形で条例に入れるべきだというふうに思うんですけれども、その
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点はどうなんでしょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 目録につきまして、いわゆる行政文書目録はも

う既に公開をしておりまして、また、いわゆる廃棄目録につきましても、今後公表をして

いく予定でございますので、あえてこの条例の中には入れなかったという形でございます。 

 

◆土屋俊則 委員 今、あえて条例に入れなかったというふうにお話がありましたけれど

も、やはり条例に入れる中で行政文書ですとか、あるいは廃棄文書について、議会として

もしっかりとチェックをしていくということができると思うんですね。例えば、その点に

ついて改正をしたりするということでも、議会を通さなければならないわけですから、そ

の点で言うと、やはり議会のチェックという視点で、そういったものも私は条例に入れた

ほうがいいのかなと思うんですが、その点はどうなんでしょうかね。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 行政文書目録、今既に市のホームページ等で見

ていただくことができる状況をつくっているつもりでおります。また、廃棄目録につきま

しても、今後市民の方にも見ていただく、もちろん議員の方々にも見ていただけるような

状況をつくっていく予定でございますので、今回、先ほどお話ししましたように、この条

例につきましては理念条例という形でつくらせていただきましたので、その部分につきま

しては今回は入れない形でつくらせていただきました。 

 

◎大岡 市民相談情報課課長補佐 ただいまの回答に補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 行政文書の目録の公開につきましては、行政文書のみの目録につきましては、情報公開

条例の条例、改正されましてお持ちのものは 31 条になっているかと思いますが、新条例 32

条におきまして「実施機関は、その定めるところにより行政文書の目録を作成し、これを

一般の閲覧に供しなければならない。」という条項が既に定めてございます。こちらの定め

にのっとりまして、今、情報公開目録ということでホームページのほうで掲載をさせてい

ただいておりますので、行政文書の目録公開の定めにつきましては情報公開条例をもって

適用ができると考えております。 

 

◆土屋俊則 委員 今、情報公開目録について別の条例で定めがあるというふうにお話が

ありましたけれども、そのことについて、この新たに定めようとしている藤沢市公文書等

の管理に関する条例については、その点の記載というのはどの辺にあるんでしょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 この公文書管理条例につきましては、いわゆる

公文書の作成から最後、保存、廃棄まで、このライフサイクル全体を対象としているのに

対しまして、情報公開条例は公文書の公開請求、利用等についての定めでございますので、

関連はございますけれども、あえて公文書管理条例の中には明記することはしておりませ
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ん。 

 

◆土屋俊則 委員 あと、第３条の２項と第９条の２項なんですが、ここで「市長が別に

定める」というふうに最後のところでは記載がなっております。先ほどもお話をしたよう

に、議会との関係で言うと、このことは議決ではなくて報告ということになるのかなと思

うんですけれども、その辺はどうなっているのか、お聞かせをください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 今回、条例案を上程させていただきまして、今

後必要があれば規則等の改正などをさせていただきたく思っておりますけれども、市議会

に対しまして、それをお知らせする方法といたしましては、情報提供等をしっかりとさせ

ていただきたいと考えております。 

 

◆土屋俊則 委員 そのことなんですけれども、第３条の２項と第９条の２項、「市長が別

に定める」というふうになっております。その点で規程など、極力条文に入れ込むべきだ

なというふうに私は思います。そういう点で必要な場合は議会が目を通すことができます

し、情報公開というのは市民の知る権利もしっかり保障していくということになるわけで

すから、やはり具体的に条文に入れ込むべきだなと私は思うんですが、改めてその点はど

うでしょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 いわゆる条例をつくるつくり方といたしまして、

条例の条文の中に、その条例の下にございます、いわゆるひもづいている規則、規程等の

名称については、具体的な名称は入れないというのが条例のつくりということになってい

るようでございますので、今回はこの表現でやらせていただきました。 

 

◆佐賀和樹 委員 今の質問の中でも出てきましたが、全国で 16 自治体ということで、そ

して相模原市に次いで県内では２番目になる。今回、こういった状況の中で、藤沢市が今

の状況の中で制定する、その背景をお知らせいただければと思います。背景、理由を教え

てください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 まず１点目といたしましては、国が公文書等の

管理に関する法律の中で、地方自治体においても同法の趣旨にのっとった公文書管理の施

策の策定及び実施を求められていることがまず一つございます。それから、２点目といた

しましては、市民共有の知的資源でございます公文書等を適正に管理、保存、利用してい

くためには、現行の市内部の規程、行政文書取扱規程ではなくて、やはり条例化を行いま

して、市民の方々にもそれを明示することによりまして、より適正な公文書管理が担保さ

れると考えたことです。また、３点目といたしましては、市以外の文書、例えば出資法人

等の文書の管理につきましても、市に準じた取り扱いのもとに必要な措置を講ずる、その

努力をすることを求めることができることなどがその理由でございます。 
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◆佐賀和樹 委員 ありがとうございました。 

 今回は理念条例という形で、例えば相模原市では 40 条で成り立っているものが藤沢市で

は 10 条と。そういう中で、先ほどもお話があったとおり、今まであった文書館運営規則や

行政文書取扱規程などの上に来るような形で運用していくという形ですけれども、そうい

ったいわゆる条例があって規則、規程という中での文書管理という形で十分運用ができて

いくのか、その辺についてお聞かせをいただければと思います。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 今回、この条例を上程するに当たりましては、

先ほどお話をしましたが、理念条例という形をとってはおります。このことによって本市

の公文書等の管理の基本的な理念を明らかにいたしまして、必要な事項を誰もがわかりや

すい内容として定めております。そして、詳細な部分につきましては、今お話しいただき

ましたとおり、この条例にひもづく形で、今もございます文書館の運営規則ですとか行政

文書取扱規程、これらによりまして適正な公文書管理をさらに進めていくつもりでござい

ます。 

 

◆佐賀和樹 委員 ありがとうございました。 

 相模原市の条例では、例えば市長、教育長及び議会と実施機関を詳細に記載しておりま

す。藤沢市の今回の条例の第２条では職員とだけ記載をしておりますけれども、この職員

というのはどこからどこまでを指すのか、お聞かせをいただければと思います。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 この職員という言葉ですけれども、内容といた

しましては、市長、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、議会、これを示しております。 

 

◆佐賀和樹 委員 ということは、相模原市の条例でうたっている実施機関、詳細が書い

てあるわけですけれども、そのあたりと同等と考えてよろしいのでしょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 はい、そのとおりでございます。 

 

◆佐賀和樹 委員 ありがとうございました。 

 次ですが、昨年 12 月議会で情報公開システムの維持管理徹底を実施機関に求める陳情が

提出をされ、その際、ネットの画面上で確認できるデータが２年前のものであったと指摘

がありましたが、その後の運用はどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

◎大岡 市民相談情報課課長補佐 平成 26年度の文書までは１年度分を翌年度に公開して

おりました。平成 27 年度の文書からは半年分を単位に公開し、今年度の平成 28 年度の文

書以降につきましては、３カ月分を単位に公開を行う予定です。現在は平成 27 年度前半分
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の４月から９月までの文書目録が公開されており、後半分平成 27 年 10 月から平成 28 年３

月までの文書目録につきましては、この６月末から７月初めまでに公開をする予定となっ

ております。 

 

◆佐賀和樹 委員 今年度から３カ月ごとになるということですけれども、以前より間隔

が短くなっていくということですけれども、職員に与える影響をどう見ているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 

◎大岡 市民相談情報課課長補佐 情報公開システムや文書目録を公開する前には、各課

において文書件名等の内容の最終確認を行っていただいております。従前はその確認が１

年に１回でしたけれども、期間を短縮することで年度の途中で適切な文書作成となってい

るかの確認を４回行うこととなり、文書に対する位置づけの意識づけの機会がふえ、行政

文書の適正な作成につながる効果があると考えております。 

 

◆佐賀和樹 委員 ありがとうございました。 

 今までの情報公開システムの運用課題や文書取扱規程に載っていない文書などが見られ

るなど、これまでも議会から指摘があったと思いますが、条例が制定されることによって

これらの改善が図られるようになるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

◎中川 市民自治部参事 条例案「目的」の中でも「市民の知る権利の保障に寄与し、市

の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務を全うされるようにすること」を記してお

ります。また、「行政文書の作成」の中でも「経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事

業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする」、この条例

では明記しております。また、条例が制定された後も、この条例の中で研修等ということ

も明記しておりますので、そうした研修を実施しながら、今後公文書管理に対する意識も

高めたいと考えております。 

 

◆酒井信孝 委員 今回の条例化なんですが、これまでも行政文書取扱規程等によってな

されてきた公文書の扱いを議会の議決を経て条例化するということで、それ自体にはすご

く大きな意味があると思うんですが、先ほどもちょっと触れられていましたが、この条例

自体、今回のものに関しては別に定める規定がすごく多くあって、それらに関しては議会

の議決がなくても市長の裁量権の範囲で変更できてしまうわけで、そうすると、条例化と

いうことの意味が薄れるように思うんですけれども、何でそういうふうな効果が薄れるよ

うなことをあえてしているのか、あえて理念条例にしたというところの意図のようなもの

はあるのか、ちょっとお聞かせください。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 今回、条例化をするにつきましては、公文書の

管理に関しまして、やっぱり市民の方々に対する基本的な本市の考え方を示すために条例
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化させていただいております。具体的な文書の作成方法ですとか保管方法などにつきまし

ては、今お話しいただきました従来から行政文書取扱規程等によって定められておりまし

て、ここで新たに文書に関する条例が定められたことによりまして、今回はこの条文の中

には、先ほどお話ししましたように、やはり本市といたしましてはなるべくわかりやすく

市民の方にも、また職員にも理解していただけるような内容ということで理念条例とさせ

ていただいたこともございますので、このような形にさせていただきましたが、ただ、条

例の施行までには、必要があれば、規則、規程等の整備もしてまいります。これにつきま

しては今後検討していきたいと思っております。 

 

◆酒井信孝 委員 今回、行政文書以外の出資法人や指定管理者の市に関連する業務に関

する法人文書に関しても公文書として位置づけるということは至極当然なことではありま

すけれども、それら法人に対して、第８条において「適正な管理に関して必要な措置を講

ずるよう努めるものとする」と努力規定にとどめているんですが、なぜ義務化しないので

しょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 今のお話の中で法人文書につきまして、公文書

ということでお話をいただきましたが、今回この条例の中では公文書等という名称の中で

行政文書、いわゆる公文書、それから法人文書と民間資料、地域資料、これはいわゆる古

文書のようなものをお考えいただけるとよろしいかと思うんですけれども、これらを公文

書に含めて公文書等という名称で今回定義をさせていただいております。ですから、法人

文書につきましては、公文書という名称では今回はお呼びをしておりませんけれども、た

だ、それでもやはり出資法人や指定管理者の方々につきましては、市の公文書の管理と同

じような内容で適正な管理をお願いしたいということで、出資法人、指定管理者の独立性

というものもございますので、そちらを尊重しながら、今回第８条の中でこのような表記

にさせていただいたところでございます。 

 

◆酒井信孝 委員 法人の独立性といっても、この条例で求めるのは市の行政にかかわる

仕事の部分に関してちゃんと記録を残して、行政文書に準じて残していってほしいという

ことのためにあえて設けていると思うんですけれども、それに関しては市の側としては、

それに努めてくださいと言うだけでは、結局、何かあったときに、その文書の管理がいい

かげんであればチェックしたりすることができなくなるわけなので、むしろ努力規定では

なくて義務化していくということのほうが、本来あえてこの条例というのをつくる際には、

そのほうが意味があると私は思うんですけれども、そこら辺、どうでしょうか。 

 

◎中川 市民自治部参事 今回、この法人文書、民間資料を含めて公文書等という形で初

めて、今まで行政文書取扱規程の中では行政文書という位置づけしかありません。その関

係で今回改めてこの条例の中では、法人文書と民間資料についてあえて公文書等という形

で位置づけております。その中でも法人文書に関しては、市に準じた形で今までも運用が
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図られておりますので、今後も少しずつですが、こういった努力規定という形で、この条

例の中に載せさせていただきながら、各法人について適切な管理に努めるようということ

で、あえて条例文の中に載せている次第でございます。 

 

◆酒井信孝 委員 法人文書に関しては、情報公開条例の対象にはなるものなんでしょう

か。 

 

◎大岡 市民相談情報課課長補佐 情報公開条例上においては、法人文書というカテゴリ

ーの概念ということではないのですが、実施機関の中に指定管理者と出資法人、情報公開

条例上は指定管理者と出資法人というところにつきましては規定がございます。まず、処

分権限を有する指定管理者、公の施設に対する処分権限を有する指定管理者につきまして

は、もともと情報公開条例における実施機関という位置づけの中に含まれておりますので、

指定管理者が保有する文書等、これは情報公開というところからになりますが、情報公開

の手続につきましては、指定管理者も情報公開条例をそのまま直接的に適用することにな

ります。 

 出資法人につきましては、やはり考え方自体は公文書条例と同様になりまして、法人格

を有する、独立性を尊重するという部分もございますので、情報公開条例上、努力規定に

なってございまして、出資団体等の情報公開という条項がございます。やはりこちらのほ

うも、「実施機関は、出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講じなければ

ならない。」とありますが、出資団体自体は「情報の公開に努めるものとする。」というこ

とで、やはりこちらも公文書条例と概念は同じ、独立性を尊重した努力規定ということで

規定はさせていただいております。 

 

◆酒井信孝 委員 あともう１点聞きたいんですが、公文書の廃棄に関する質問なんです

が、公文書の管理において廃棄に関しての規定があるのは、紙による保存には保管スペー

スや劣化といった物理的な限界があるために、厳選して保存する意図というものがあると

思うんですけれども、その文書の必要性や重要性といった価値というものは、その時々の

さまざまな要因によって変化するわけですから、すぐれた識見を有する人であっても、将

来にわたる可能性を全て見越すことというのはできるはずもないわけですから、可能であ

るなら全てを残していくということにこしたことはないわけですけれども、電子化してい

けばそれも可能だとは思うんですが、さも廃棄することが前提になっているのは何か理由

があるのでしょうか。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 これにつきましては、市の行政文書取扱規程の

中で行政文書の廃棄につきましては、その文書の保存期間が経過をして当該文書の主管課

長に照会の上、廃棄することがその中で定められておりますので、それに従って現在は廃

棄をしております。 
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◆酒井信孝 委員 厳選して廃棄していくというよりも、可能な限り残していこうという

意識というのはないということなんですか。規定があるからどんどん廃棄していくのが仕

事だというふうに思っているだけで、公文書というものの価値というものがどういうふう

に認識されているかというところをちょっとお聞きしたいんですが。 

 

◎中島 市民相談情報課文書館専任館長 公文書の中でも、やはり将来的に例えば 50年後、

100 年後に藤沢市の歴史を語るときに、必ず必要になる重要な資料がございます。これにつ

きましては、今回の条例の中でも重要行政文書という名称で廃棄文書の中からピックアッ

プをいたしまして、それを将来に向けて永年保存いたしまして、将来の藤沢市の歴史、ま

た行政の歩みについて、その資料から、また新たな将来の、未来の方々に伝えていけるよ

うな手段として今回この重要行政文書という新たな制度も設けております。 

 

○井上裕介 委員長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井上裕介 委員長 休憩いたします。 

      ────────────────────────────── 

                午前 10 時 02 分 休憩 

                午前 10 時 03 分 再開 

      ────────────────────────────── 

 

○井上裕介 委員長 再開いたします。 

 それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。ご発言はありません

か。 

               （「進行」と呼ぶ者あり） 

 

○井上裕介 委員長 これで議員間討議を終わります。 

 休憩いたします。 

      ────────────────────────────── 

                午前 10 時 04 分 休憩 

                午前 10 時 05 分 再開 

      ────────────────────────────── 

 

○井上裕介 委員長 再開いたします。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

◆土屋俊則 委員 それでは、本議案に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行い
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ます。 

 本議案の目的は、第１条で公文書等の管理に関する基本的事項を定めることと公文書等

の適正な作成、適正な保存及び利用等を図ること、市民の知る権利の保障に寄与し、市の

諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることなどとしており、

国民の知る権利の保障、体制と権限強化が担保されているのかどうかが問われます。情報

公開条例と公文書管理の条例は、情報公開をする上で車の両輪の位置づけにあると思いま

すが、その関連は条例上位置づけがされておりません。行政機関による恣意的な公文書管

理の防止が求められますが、第３条の２、第９条の２では「市長が別に定める」との記載

になっています。議会との関係で言うと、このことは議決ではなく報告で、しかも資料提

供ということでありました。これではチェックは及びません。情報公開や行政文書の保存、

公開、管理など、規程、規則などについてやっていくということで、それまで積み上げた

ものがあるのかもしれませんが、大事な点ですから市長の定めるによるなどとせず、極力

条例に入れ込むべきです。 

 よって、本議案には反対とします。 

 

◆酒井信孝 委員 公文書の管理や運用は、行政の適正な業務を担保して、それを検証す

るために必要不可欠なものです。しかし、本条例議案は、基本事項のみの骨格でしかなく、

市長の裁量によって作成できたり、変更できる規則や要綱、規程によって肉づけする形と

なっています。すなわち、市長の裁量を裏づけるものとなっており、本条例が恣意的に扱

われかねません。また、公共に携わる出資法人や指定管理者が保有する法人文書に関して

も、適正管理の努力規定にとどまっており、その公共的責務を軽んじているように思いま

す。加えて、基本的には全ての公文書は原本でなくとも電子化するなどして、全てを記録

保存していくべきだと思っており、これらの観点のない本条例は余りに不十分なものであ

るので、私としては本議案に反対します。 

 

○井上裕介 委員長 これで討論を終わります。 

 採決いたします。議案第 10 号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔賛成者挙手〕 

 

○井上裕介 委員長 挙手多数。したがって、この議案は可決すべきものと決定いたしま

した。 

      ────────────────────────────── 
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平成２８年 ６月 定例会－06 月 20 日-03 号 

△日程第２、議案第 10 号藤沢市公文書等の管理に関する条例の制定についてを

議題といたします。 

 ────────────────────── 

                         平成２８年６月１４日 

 

議会議長 

 佐 藤 春 雄 様 

                        総務常任委員会 

                        委員長 井 上 裕 介 

              委員会審査報告書 

 次のとおり決定したから報告します。 

１ 事  件 

  議案  第１０号  藤沢市公文書等の管理に関する条例の制定について 

２ 審査年月日     平成２８年６月１４日 

３ 審査結果 

  議案第１０号は，挙手による採決の結果，可決すべきものと決定 

                               以 上 

   ────────────────────── 

○議長（佐藤春雄 議員） 総務常任委員会の報告を求めます。15 番、井上裕

介議員。 

 

◎１５番（井上裕介 議員） 当委員会に付託されました議案第 10 号藤沢市公

文書等の管理に関する条例の制定についてに対する審査の経過及び結果につい

て報告をいたします。 

 当委員会は６月 14 日に委員会を開催し、市当局の出席を求め、審査を行いま

した。 

 この議案については、質疑及び討論の後、挙手による採決の結果、可決すべ

きものと決定をいたしました。 

 以上で当委員会の報告を終わります。 

○議長（佐藤春雄 議員） お諮りをいたします。委員長報告に対する質疑は

省略することに御異議ありませんか。 
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○議長（佐藤春雄 議員） 御異議ありませんので、質疑は省略することに決

定いたしました。 

 これから討論を行います。３番、山内幹郎議員。 

◆３番（山内幹郎 議員） ただいまの総務常任委員会の報告に反対し、議案

第 10 号藤沢市公文書等の管理に関する条例の制定に反対する日本共産党藤沢市

議会議員団の討論を行います。 

 本議案の目的は、第１条で、公文書等の管理に関する基本的事項を定めるこ

とと公文書等の適正な作成、適切な保存及び利用等を図ること、市民の知る権

利の保障に寄与し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うさ

れるようにすることなどとしており、国民の知る権利の保障、体制と権限強化

が担保されているのかが問われます。 

 情報公開条例と公文書管理の条例は、情報公開を進める上で車の両輪の位置

づけにあると思います。その関連は条例上位置づけがされておりません。行政

機関による恣意的な公文書管理の防止が求められますが、第３条の２、第９条

の２では市長が別に定めるとの記載になっております。議会との関係で言いま

すと、このことは議決ではなく報告ということでした。しかし、常任委員会の

報告などではなく資料提供ということでありました。これではチェックが及び

ません。 

 情報公開や行政文書の保存、公開管理などの規定、規則については、それま

で積み上げたものがあるのかもしれませんが、大事な点ですから、市長の定め

によるなどとせずに極力条例に入れ込むべきです。 

 よって、本議案には反対いたします。 

○議長（佐藤春雄 議員） 16 番、原田伴子議員。 

◆１６番（原田伴子 議員） 議案第 10 号藤沢市公文書等の管理に関する条例

の制定について。 

 本市はこれまでも行政文書取扱規程を定め、ファイリングシステムや文書管

理システムの運用、文書館による管理などを行い、情報公開に関しては情報公

開条例による運用を図り、平成 25 年にはより積極的な情報公開に努めるとして

情報公開センターを設置してきました。そういう意味では先進的と言ってよい

のかもしれませんが、しかし、これまでも陳情や議会から情報公開システムの

運用課題や文書取扱規程にのっとっていない文書が見られる点など、たびたび

指摘がありましたように、その制度やシステムが十分に機能しているとは言え

ません。せっかくよいシステムや制度があっても、職員一人一人がその制度の

意義を理解して運用していなければ宝の持ち腐れであり、表向きしっかりとし

た制度となっていても、かえって実態が隠れてしまっているのではないかとも



13 
 

思われます。 

 今回の条例化の目的は、市民共有の知的資源である公文書等を適正に作成、

管理、保存、利用していくために現行の市内部の規程ではなく、条例化を行い、

市民に明示することにより、より適正な公文書管理が担保されることと説明が

ありました。少し残念なのは、説明にありました新たな公文書等の定義として、

公文書等が何を指しているのかが条例内の定義に示されず、そのことで行政文

書や職員の定義も明確でない点です。このあたりは公文書等の適正な作成にな

っているのか疑問の余地を残しました。ただし、相模原市の条例文との比較で

は、１条の「知る権利の保障に寄与し」と、より明確にうたわれ、相模原市の

５条にあるような「事案が軽微なものであるときは、この限りでない。」、ま

た、相模原市の２条、文書の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的

記録を除外するような規定を明文化せずに、その裁量を残した点は評価される

べきです。 

 つまりは、やはり運用次第であるということ、職員の気風を常に高めていく

ことしかありません。まずは全職員が全職場ごとに共通理解のもと運用されて

いるのか検証を行い、できていないところには指導を行うようなチェック体制

を構築していただきたいと思います。 

 この条例を制定する以上、現状よりも精度が高まるものと大いに期待してい

ますし、さらに、来年度その内容についても検証させていただきたいと思って

います。真の情報公開なくして今後さらに必要となってくる住民協働など成り

立たないのです。 

 このことを肝に銘じて、文書の作成から管理、公開まで条例以下、制度にの

っとった正しい運用を図っていただくようお願いをいたしまして、この議案に

ついては賛成といたします。 

○議長（佐藤春雄 議員） これで討論を終わります。 

 採決をいたします。議案第 10 号は、委員長報告のとおり可決することに賛成

の方の起立を求めます。 

                 〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤春雄 議員） 起立多数。したがって、この議案は可決されまし

た。 

          ────────────────────── 

 


