
 

第４回 公文書管理委員会 議事次第 

 

 

平成24年１月24日（火）13時～   

大阪市役所地下１階第10共通会議室 

 

 

１ 開会 

２ 大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する議長が定める基準改正案の

諮問について 

３ 大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する市長が定める基準改正案の

諮問について 

４ その他 

５ 閉会 

 

 

[ 配布資料一覧 ] 

(1)  大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する議長が定める基準の改

正案及び市長が定める基準の改正案について 

(2) 大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する議長が定める基準の改

正について（諮問） 

(3)  大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する市長が定める基準の改

正について（諮問） 

(4) 大阪市公文書管理条例（抄） 
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資料２ 

 

大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する議長が定める基準改

正案及び市長が定める基準改正案について 

 

１ これまでの大阪市公文書管理規則に基づく歴史的文化的価値を有する公文

書の決定方式について（旧基準） 

(1) 保存期間が有期である（永年でない）文書分類に該当する簿冊 

→大阪市公文書館運営委員会の専門委員が、５年に１度程度、新たに発生

した文書分類の簿冊等の内容を精査した上で、公文書館公文書収集基準

（参考１）に沿って、歴史的文化的価値を有するかどうかを判定 

→当該判定をもとに、同委員会で歴史的文化的価値を有するものを指定

（文書分類単位の指定） 

→当該指定を、本市の機関において、文書分類表に反映（参考２） 

→上記指定をされた文書分類に該当する簿冊については、保存期間の満了

後、公文書館に引き継がれてきた。 

(2) 保存期間が永年である文書分類に該当する簿冊（旧永年文書） 

→(1)のような価値の判定は行われず、保存期間 30 年経過後、公文書館へ

引き継がれてきた。 

 

２ 旧基準による決定方式における問題点 

(1) 歴史的文化的価値があるものと指定された文書分類に該当するものは、編

集されている公文書の内容を問わず全て、公文書館へ引き継がれる。 

⇒文書分類単位でなく、簿冊単位や公文書単位で指定する仕組みがない。 

(2) 判定後、編集する公文書の内容が変わったこと等により、当該文書分類の

歴史資料としての重要性に疑義が生じても、当該文書分類に該当する簿冊は

公文書館に引き継がれ続ける。 

⇒指定を取り消す仕組みがない。 

(3) 数年分まとめて判定を行うため、判定時には新たな簿冊名称が必要だと判

断した職員の意図がわからなかったり、公文書の内容を作成者に尋ねること

ができなかったりするなど、調査が困難になっている。 

⇒公文書の内容を最もよくわかっている作成者が判定に関わっていないこ

とが多い。 

 

３ 問題点に対する措置 

(1) 指定の単位 

現行の文書分類単位から簿冊単位（国の単位）に変更することについて 

検討したが、現行体制は、他都市に比して、歴史公文書等が公文書館へスム
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ーズに引き継がれる体制が構築されている。 

簿冊単位での指定等に変更した場合、歴史公文書等が誤って廃棄されるお

それが高まることから、現行どおり文書分類単位での指定とする。 

歴史公文書等と認められないものが大量に公文書館へ引き継がれること

に対しては、歴史公文書等に該当しない具体例をわかりやすく細目として職

員に例示するとともに、「一部歴文指定方法の拡充」や、特定歴史公文書等

の廃棄を検討する。 

(2) 指定の時期 

指定された当時は、歴史資料として重要な公文書が編集されていたもので

も、年数の経過とともに編集する公文書の内容が変化する場合もあり得る。 

これまで専門委員が５年に１度程度の調査を基に指定を行っていた頻度

についても、時期を逸することなく柔軟に指定又は取消ができるような仕組

みに変更する必要がある。 

したがって、これまでの専門委員による指定ではなく、国と同様に、当該

公文書を作成又は取得した職員が、歴史公文書等に該当するかどうかを判断

する。 

 (3) 指定にあたっての客観性の確保 

職員による歴史公文書等の該当性の判断を客観的に評価し、より精度を高

めていくため、職員の判断の妥当性を外部有識者が確認するなど、専門的な

知見を有する者の意見を聴取する体制を構築する。 

なお、公文書をどの文書分類を用いて分類するかは、これまでも職員個人

が判断し、承認者や決裁権者が意思決定する際の承認事項の１つであり、意

思決定の際のチェック項目であることを再度徹底し、文書主任（各課の係長

級職員）及び文書管理責任者（各課の課長級職員）に対する研修や日々の啓

発において徹底する。 

歴史公文書等の指定や取消等を行うにあたっては、当該課等の職員や文書

管理責任者の判断だけで行うのではなく、総務局行政課文書担当課長の協議、

承認を必要とすることとし、指定や取消の協議等の過程について記録する。 

 
４ 新たな基準について 

次の(1)から(3)を基本とし、(4)の国の行政文書管理ガイドライン（参考２）

を参考にしながら作成。 

(1) 旧基準の尊重 
旧基準の策定にあたり、専門家の視点で調査し決定された過程を尊重する

ことにより、新基準案にも専門家の意見を反映する。 

従来、公文書館において収集してきた歴史公文書等の継続性を確保する。 

 (2) 文書分類単位での指定 

文書分類単位で指定することにより、必要な公文書を漏れなく収集する。 
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(3) 旧永年簿冊を判断する基準の追加 

旧永年保存を含む長期保存の公文書は、歴史資料として重要な公文書が多

くあると考えられること、旧永年保存簿冊の収集の継続性といった観点から

も、その多くは引き続き歴史公文書等に該当するものと考えられる。 

したがって、条例別表の保存期間が 30 年と規定されている公文書の区分

１から 12 に該当するもの及び 13 に該当する公文書であって、基準中２(3)

又は(4)に掲げるものに該当するときは歴史公文書等に該当するものとする。 

 (4) 国の行政文書管理ガイドライン 

国の各行政機関における行政文書管理規則の制定に当たり示されたもの

で、本ガイドラインを踏まえ、当該行政機関における文書管理の実効性を確

保するため、各行政機関それぞれの業務内容や取り扱う文書の性格、組織体

制等を考慮する必要があるとされている。 

 

５ 基準に基づく個別の文書分類の判断について 

客観性の確保の観点から、専門的な知見を有する者の意見を聴取する体制

を構築するため、当該基準は平成 23 年度中に改正するものの、当該基準に基

づき個別の文書分類が歴史公文書等に該当するかどうかの決定は平成 24年度

に行うこととする。 

したがって、平成 24 年３月 31 日現在、保存期間が 30 年である公文書で、

同年４月１日において当該公文書の完結日の属する年度の翌年度の４月１日

から起算して 30 年以上経過しているものについても、当該公文書の保存期間

を延長し、平成 24 年度に判断することとする。 

なお、判断の対象は、①旧永年保存を含む 30 年保存の文書分類、②新規に

作成された文書分類、③現在歴史公文書等である文書分類の取消の３点とし、

既に歴史公文書等として決定されているものについては、当該決定を取り消

す場合を除き、引き続き歴史公文書等とする。 
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大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する議長が定める基準（案） 

 
大阪市公文書管理条例（平成 18 年大阪市条例第 15 号。以下「条例」という。）第７条第

１項の規定に基づき、歴史公文書等（条例第２条第５項に規定する「歴史公文書等」をい

う。以下同じ。）に該当するかどうかを決定するための基準を次のとおり定める。 

 

１ 基本的考え方 

条例第１条の目的において、「市政運営に関する情報は市民の財産」であること及び

「本市等の有するそ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」とされ、条例第４条において、意思決定の過程に関する事項であって意思決

定に直接関係するものは公文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の

ア～エのいずれかに該当する公文書は、歴史公文書等に当たり、当該公文書を編集した

簿冊は保存期間満了後には大阪市公文書館に引き継ぐものとする。 

 

ア 本市の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重

要な情報が記録された公文書 

イ 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書 

ウ 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書 

エ 市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書 

 

２ 具体的な判断指針 

１の基本的考え方に基づいて、個別の公文書が歴史公文書等に該当するかどうかを決

定するにあたっては、以下の(1)～(4)に沿って行う。 

(1) 条例別表において保存期間が 30 年とされている「公文書の区分」に掲げるもののう

ち、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。 

公文書の区分 

ア 市行政の総合計画又は基本方針の決定に関するもの 

 (ｱ) 計画等の策定又は改廃に関する決裁文書及び計画書等 

  (ｲ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録 

  (ｳ) 局長等への説明資料及び説明時における指示等の内容 

イ 重要な事務及び事業の計画に関するもの 

(ｱ) 計画の策定又は改廃に関する決裁文書及び計画書 

(ｲ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録 

(ｳ) 局長等への説明資料及び説明時における指示等の内容 

ウ 市会議案その他市会に関するもの 

(ｱ) 市会議案、原議 

(ｲ) 本会議及び運営委員会並びに常任委員会等の会議録 

(ｳ) 議事運営に関する重要なもの 
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エ 条例又は市規則等の制定及び改廃に関するもの 

(ｱ) 案の検討、審査に関するもの 

(ｲ) 市規則等の制定改廃に係る意見公募手続に関するもの 

(ｳ) 制定又は改廃に係る決裁文書 

(ｴ) 解釈又は運用基準の制定改廃に関するもの 

オ 議長の事務引継書 

 (ｱ) 議長の事務引継書 

カ 予算及び決算に関する重要なもの 

(ｱ) 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積に関する書類の作製そ

の他の予算に関する重要な経緯 

(ｲ) 歳入及び歳出の決算報告書並びに債務に関する計算書の作製その他の決算に関す

る重要な経緯 

キ 市域の境界変更及び編入に関するもの 

(ｱ) 市域の拡張及び変更、行政区の再編成等に関する決裁文書 

(ｲ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録 

(ｳ) 市長等への説明資料及び説明時における指示等の内容 

ク 訴訟及び不服申立てに関するもの 

(ｱ) 本市の機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯のうち、

法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの 

(ｲ) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯のうち、法令の解釈や

その後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの 

ケ 法第138 条の４第１項に規定する委員会の構成員及び同項に規定する委員の任免に

関するもの 

(ｱ) 執行機関として法律の定めるところにより、普通地方公共団体に設置を要する教

育委員会、選挙管理委員会及び人事委員会の構成員並びに監査委員の任免に関する

決裁文書 

(ｲ) 執行機関として法律の定めるところにより、市町村に設置を要する農業委員会及

び固定資産評価審査委員会の構成員の任免に関する決裁文書 

コ 職員の任免及び賞罰に関するもの 

(ｱ) 職員の採用試験、選考に関する重要なもの 

(ｲ) 職員表彰又は職員の処分に関するもの重要なもの 

サ 叙位叙勲及び褒章並びに表彰に関するもの 

(ｱ) 表彰制度の創設、改廃に関するもの 

(ｲ) 叙位・叙勲・褒章の選考・決定に関するもの 

(ｳ) 市民表彰等特に重要な市長表彰に関するもの 

シ 公有財産の取得又は処分に関するもの 

(ｱ) 公有財産の取得又は処分に関する重要な経緯 
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(2) 条例別表において保存期間が 10 年以下とされている「公文書の区分」に掲げるもの

のうち、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。 

公文書の区分 

ア 通達、要綱等の制定及び改廃に関するもの 

(ｱ) 通達、要綱等の制定又は廃止及び重要な改正に関する決裁文書 

イ 重要な請願、陳情、要望等に関するもの 

(ｱ) 請願書、陳情、要望書等及びそれらに対する回答で重要なもの 

 (ｲ) 要望等に係る協議における議事録で重要なもの 

ウ 重要な工事の施行に関するもの 

(ｱ) 総事業費が特に大規模な事業については、事業計画の立案に関する検討、環境影

響評価、事業完了報告、評価書その他の重要なもの 

(ｲ) 総事業費が大規模な事業については、事業計画の立案に関する検討、事業完了報

告、評価書その他の特に重要なもの 

(ｳ) 工事誌 

エ 公有財産の管理に関するもの 

 (ｱ) 公有財産の管理に関する重要な経緯 

オ 機構及び定員の要求に関するもの 

(ｱ) 機構及び定員の要求に関する重要な経緯 

カ 審査基準、処分基準及び行政指導指針に関するもの 

(ｱ) 行政手続法第２条第８号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指

針及び同法第６条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 

キ 補助金、各種交付金及び給付金に関するもの 

 (ｱ) 補助金、各種交付金及び給付金の要件に関するもの 

ク 統計調査に関するもの 

 (ｱ) 統計に関する立案の検討その他の重要な経緯 

 

(3) (1)から(2)に掲げるもののほか、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当する

ものとする。 

ア 市行政の運営、実績、評価等に関するもの 

(ｱ) 制度の新設及び改廃に関する重要なもの 

(ｲ) 施設の創設及び改廃に関する重要なもの 

(ｳ) 重要な契約、委託に関するもの 

(ｴ) 局長以上の職にある者の事務引継書 

(ｵ) 市行政の広報企画に関する重要なもの 

(ｶ) 施策の講評記録に関する重要なもの 

(ｷ) 行政の運営状況の監察に関する重要なもの 

(ｸ) 市が関わる団体の設置・廃止等に関する重要なもの 
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(ｹ) 市の情報公開や文書管理に関する重要なもの 

(ｺ) 市職員の業務・労働の実態を具体的に示すもの 

(ｻ) 行政評価に関する重要なもの 

(ｼ) 本市において実施・運用している制度の運用状況の把握に関するもの 
イ 市民等の権利・義務に関するもの 

(ｱ) 重要な台帳、原簿 

ウ 委員会、審議会、会議等の記録 

(ｱ) 各種委員会、審議会等の記録 

(ｲ) 重要な内部会議及び市が構成員となっている諸会議の記録 

エ 国、他都市等との連絡等に関するもの 

(ｱ) 中央省庁等との連絡調整に関する重要なもの 

(ｲ) 他都市等の行政協力に関するもの 

(ｳ) 広域行政に関する重要なもの 
オ 市民等の健康、安全等、市民生活に密接に関わるもの 

(ｱ) 重大な事故、災害に関するもの 

(ｲ) 重要な福祉事業に関するもの 

(ｳ) 産業、経済の育成・指導・調整に関する重要なもの 

(ｴ) 都市機能の整備に関する重要なもの 

(ｵ) 市民生活の健康、安全、衛生に関する重要なもの 

(ｶ) 市民の社会経済生活の実態を具体的に示すもの 

(ｷ) 環境問題に関する重要なもの 

(ｸ) 多様な市民の共同・共生とその施策に関する重要なもの 
カ 本市の歴史、文化、学術、事件等に関するもの 

(ｱ) 各種の調査、研究に関する重要な記録 

(ｲ) 重要な区行政及び地域振興に関するもの 

(ｳ) 選挙事務の管理運営に関する重要な記録 

(ｴ) 市民の教育及び文化向上に関する重要なもの 

(ｵ) 市民協働・市民活動支援とその施策の実態を具体的に示すもの 

(ｶ) 国際会議、国際協力、国際交流等に関する重要なもの 
 

(4) 上記に記載のない公文書であっても、１の基本的考え方に照らして、本市として記

録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく本市全体で

対応し、その教訓が将来に活かされるような特に重要な政策事項等に関するものにつ

いては歴史公文書等に該当する。 
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大阪市公文書管理条例第７条第１項に規定する市長が定める基準（案） 

 
大阪市公文書管理条例（平成 18 年大阪市条例第 15 号。以下「条例」という。）第７条第

１項の規定に基づき、歴史公文書等（条例第２条第５項に規定する「歴史公文書等」をい

う。以下同じ。）に該当するかどうかを決定するための基準を次のとおり定める。 

 

１ 基本的考え方 

条例第１条の目的において、「市政運営に関する情報は市民の財産」であること及び

「本市等の有するそ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」とされ、条例第４条において、意思決定の過程に関する事項であって意思決

定に直接関係するものは公文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の

ア～エのいずれかに該当する公文書は、歴史公文書等に当たり、当該公文書を編集した

簿冊は保存期間満了後には大阪市公文書館に引き継ぐものとする。 

 

ア 本市の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重

要な情報が記録された公文書 

イ 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書 

ウ 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書 

エ 市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書 

 

２ 具体的な判断指針 

１の基本的考え方に基づいて、個別の公文書が歴史公文書等に該当するかどうかを決

定するにあたっては、以下の(1)～(4)に沿って行う。 

(1) 条例別表において保存期間が 30 年とされている「公文書の区分」に掲げるもののう

ち、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。 

公文書の区分 

ア 市行政の総合計画又は基本方針の決定に関するもの 

 (ｱ) 計画等の策定又は改廃に関する決裁文書及び計画書等 

  (ｲ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録 

  (ｳ) 局長等への説明資料及び説明時における指示等の内容 

イ 重要な事務及び事業の計画に関するもの 

(ｱ) 計画の策定又は改廃に関する決裁文書及び計画書 

(ｲ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録 

(ｳ) 局長等への説明資料及び説明時における指示等の内容 

ウ 市会議案その他市会に関するもの 

(ｱ) 市会議案、原議 

(ｲ) 本会議及び運営委員会並びに常任委員会等の会議録 

(ｳ) 議事運営に関する重要なもの 
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エ 条例又は市規則等の制定及び改廃に関するもの 

(ｱ) 案の検討、審査に関するもの 

(ｲ) 市規則等の制定改廃に係る意見公募手続に関するもの 

(ｳ) 制定又は改廃に係る決裁文書 

(ｴ) 解釈又は運用基準の制定改廃に関するもの 

オ 市長及び副市長の事務引継書 

 (ｱ) 市長及び副市長の事務引継書 

カ 予算及び決算に関する重要なもの 

(ｱ) 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積に関する書類の作製そ

の他の予算に関する重要な経緯 

(ｲ) 歳入及び歳出の決算報告書並びに債務に関する計算書の作製その他の決算に関す

る重要な経緯 

キ 市域の境界変更及び編入に関するもの 

(ｱ) 市域の拡張及び変更、行政区の再編成等に関する決裁文書 

(ｲ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録 

(ｳ) 市長等への説明資料及び説明時における指示等の内容 

ク 訴訟及び不服申立てに関するもの 

(ｱ) 本市の機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯のうち、

法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの 

(ｲ) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯のうち、法令の解釈や

その後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの 

ケ 法第138 条の４第１項に規定する委員会の構成員及び同項に規定する委員の任免に

関するもの 

(ｱ) 執行機関として法律の定めるところにより、普通地方公共団体に設置を要する教

育委員会、選挙管理委員会及び人事委員会の構成員並びに監査委員の任免に関する

決裁文書 

(ｲ) 執行機関として法律の定めるところにより、市町村に設置を要する農業委員会及

び固定資産評価審査委員会の構成員の任免に関する決裁文書 

コ 職員の任免及び賞罰に関するもの 

(ｱ) 職員の採用試験、選考に関する重要なもの 

(ｲ) 職員表彰又は職員の処分に関するもの重要なもの 

サ 叙位叙勲及び褒章並びに表彰に関するもの 

(ｱ) 表彰制度の創設、改廃に関するもの 

(ｲ) 叙位・叙勲・褒章の選考・決定に関するもの 

(ｳ) 市民表彰等特に重要な市長表彰に関するもの 

シ 公有財産の取得又は処分に関するもの 

(ｱ) 公有財産の取得又は処分に関する重要な経緯 
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(2) 条例別表において保存期間が 10 年以下とされている「公文書の区分」に掲げるもの

のうち、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。 

公文書の区分 

ア 通達、要綱等の制定及び改廃に関するもの 

(ｱ) 通達、要綱等の制定又は廃止及び重要な改正に関する決裁文書 

イ 重要な請願、陳情、要望等に関するもの 

(ｱ) 請願書、陳情、要望書等及びそれらに対する回答で重要なもの 

 (ｲ) 要望等に係る協議における議事録で重要なもの 

ウ 重要な工事の施行に関するもの 

(ｱ) 総事業費が特に大規模な事業については、事業計画の立案に関する検討、環境影

響評価、事業完了報告、評価書その他の重要なもの 

(ｲ) 総事業費が大規模な事業については、事業計画の立案に関する検討、事業完了報

告、評価書その他の特に重要なもの 

(ｳ) 工事誌 

エ 公有財産の管理に関するもの 

 (ｱ) 公有財産の管理に関する重要な経緯 

オ 機構及び定員の要求に関するもの 

(ｱ) 機構及び定員の要求に関する重要な経緯 

カ 審査基準、処分基準及び行政指導指針に関するもの 

(ｱ) 行政手続法第２条第８号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指

針及び同法第６条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 

キ 補助金、各種交付金及び給付金に関するもの 

 (ｱ) 補助金、各種交付金及び給付金の要件に関するもの 

ク 統計調査に関するもの 

 (ｱ) 統計に関する立案の検討その他の重要な経緯 

 

(3) (1)から(2)に掲げるもののほか、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当する

ものとする。 

ア 市行政の運営、実績、評価等に関するもの 

(ｱ) 制度の新設及び改廃に関する重要なもの 

(ｲ) 施設の創設及び改廃に関する重要なもの 

(ｳ) 重要な契約、委託に関するもの 

(ｴ) 局長以上の職にある者の事務引継書 

(ｵ) 市行政の広報企画に関する重要なもの 

(ｶ) 施策の講評記録に関する重要なもの 

(ｷ) 行政の運営状況の監察に関する重要なもの 

(ｸ) 市が関わる団体の設置・廃止等に関する重要なもの 
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(ｹ) 市の情報公開や文書管理に関する重要なもの 

(ｺ) 市職員の業務・労働の実態を具体的に示すもの 

(ｻ) 行政評価に関する重要なもの 

(ｼ) 本市において実施・運用している制度の運用状況の把握に関するもの 
イ 市民等の権利・義務に関するもの 

(ｱ) 重要な台帳、原簿 

ウ 委員会、審議会、会議等の記録 

(ｱ) 各種委員会、審議会等の記録 

(ｲ) 重要な内部会議及び市が構成員となっている諸会議の記録 

エ 国、他都市等との連絡等に関するもの 

(ｱ) 中央省庁等との連絡調整に関する重要なもの 

(ｲ) 他都市等の行政協力に関するもの 

(ｳ) 広域行政に関する重要なもの 
オ 市民等の健康、安全等、市民生活に密接に関わるもの 

(ｱ) 重大な事故、災害に関するもの 

(ｲ) 重要な福祉事業に関するもの 

(ｳ) 産業、経済の育成・指導・調整に関する重要なもの 

(ｴ) 都市機能の整備に関する重要なもの 

(ｵ) 市民生活の健康、安全、衛生に関する重要なもの 

(ｶ) 市民の社会経済生活の実態を具体的に示すもの 

(ｷ) 環境問題に関する重要なもの 

(ｸ) 多様な市民の共同・共生とその施策に関する重要なもの 
カ 本市の歴史、文化、学術、事件等に関するもの 

(ｱ) 各種の調査、研究に関する重要な記録 

(ｲ) 重要な区行政及び地域振興に関するもの 

(ｳ) 選挙事務の管理運営に関する重要な記録 

(ｴ) 市民の教育及び文化向上に関する重要なもの 

(ｵ) 市民協働・市民活動支援とその施策の実態を具体的に示すもの 

(ｶ) 国際会議、国際協力、国際交流等に関する重要なもの 
 

(4) 上記に記載のない公文書であっても、１の基本的考え方に照らして、本市として記

録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく本市全体で

対応し、その教訓が将来に活かされるような特に重要な政策事項等に関するものにつ

いては歴史公文書等に該当する。 
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資料５ 

○公文書管理条例 

平成18年３月31日 

条例第15号 

大阪市公文書管理条例を公布する。 

大阪市公文書管理条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 本市の機関の公文書管理（第４条―第10条） 

第３章 法人公文書等の管理（第11条―第14条） 

第４章 特定歴史公文書等の保存、利用等（第15条―第28条） 

第５章 大阪市公文書管理委員会（第29条―第33条） 

第６章 公印の管理（第34条） 

第７章 雑則（第35条―第37条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市政運営に関する情報は市民の財産であるという基本的認識の下、市政運営

に対する市民の信頼の確保を図るため、公文書等の管理責任を明確にし、公文書等の管理に関す

る基本的な事項を定めることにより、現用の公文書の適正な管理並びに歴史資料として重要な公

文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにすると

ともに、本市及び地方独立行政法人等の有するそ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を目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において「本市の機関」とは、市長、大阪市会議長(以下「議長」という。)、教

育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公

営企業管理者及び消防長をいう。 

２ この条例において「地方独立行政法人等」とは、本市が設立した地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）並びに大阪市住宅供給公社、大阪市道路公社及び大阪市土地開発公社をいう。 

３ この条例において「公文書」とは、大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第３号。以下「情

報公開条例」という。）第２条第２項に規定する公文書及び大阪市会情報公開条例（平成13年大

阪市条例第24号）第２条に規定する公文書をいう。 

４ この条例において「法人公文書」とは、公文書のうち地方独立行政法人等が保有しているもの

をいう。 

５ この条例において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 
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６ この条例において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 

(1) 第８条第２項若しくは第３項後段又は第12条第２項後段の規定により保存されている公文

書 

(2) 法人その他の団体（本市及び地方独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。）又は個

人から公文書館（大阪市公文書館条例（昭和63年大阪市条例第12号）第１条の規定により設

置される公文書館をいう。以下同じ。）に寄贈され、又は寄託された文書 

（本市の機関等の責務） 

第３条 本市の機関は、第１条の目的を達成するためには公文書を適正に管理することが重要であ

ることを十分に認識し、この条例の定めるところに従い、公文書を適正に管理しなければならな

い。 
２ 地方独立行政法人等は、第１条の目的を達成するためには公文書を適正に管理することが重要

であることを十分に認識し、この条例の趣旨にのっとり、公文書の適正な管理に資するために必

要な措置を講じなければならない。 
   第２章 本市の機関の公文書管理 

（作成） 

第４条 本市の機関は、意思決定をするに当たっては、公文書（法人公文書を除く。以下この条及

び次条において同じ。）を作成してこれをしなければならない。ただし、事案が軽微なものである

とき又は意思決定と同時に公文書を作成することが困難であるときは、この限りでない。 

２ 本市の機関は、意思決定と同時に公文書を作成することが困難である場合において、前項ただ

し書の規定により公文書を作成することなく意思決定をしたときは、当該意思決定をした後速や

かに公文書を作成しなければならない。 

３ 本市の機関は、審議又は検討の内容その他の意思決定の過程に関する事項であって意思決定に

直接関係するものについては、事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成しなければな

らない。 

４ 本市の機関は、事務及び事業の実績については、事案が軽微なものである場合を除き、公文書

を作成しなければならない。 

５ 市長は、本市の機関の意思決定の過程に関する事項に係る公文書が適切に作成されるようにす

るため、公文書の作成に関する指針を定めるものとする。 

（分類） 

第５条 本市の機関は、公文書を事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類しなければな

らない。 

２ 本市の機関は、前項の規定による公文書の分類に関する基準を定めるとともに、これを一般の

閲覧に供しなければならない。 

（編集及び保存） 

第６条 本市の機関は、前条第２項の規定により定める基準に従い、市規則（議長にあっては、そ

の定める規程。以下この章において同じ。）で定めるところにより、公文書（法人公文書及び特定
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歴史公文書等を除く。以下この章において同じ。）を簿冊（相互に密接な関連を有し、保存期間を

同じくすることが適当である公文書の集合物をいう。以下同じ。）に編集しなければならない。 
２ 本市の機関は、前項の規定により編集された公文書の保存期間が満了するまでの間、その内容、

時の経過、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、識

別を容易にするための措置を講じた上で当該公文書を保存しなければならない。 
３ 公文書の保存期間は、別表の左欄に掲げる公文書の区分に応じ、同表の右欄に定める期間とす

る。 

４ 本市の機関は、公文書の保存期間を前項に定める期間を超えて定める必要があると認めるとき

は、同項の規定にかかわらず、当該公文書の保存期間を別に定めることができる。 

５ 前２項の保存期間は、市規則で定める日から起算する。 

６ 本市の機関は、保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、

一定の期間を定めて当該保存期間を延長するものとする。この場合において、当該延長に係る保

存期間が満了した後なお職務の遂行上当該公文書を保存する必要があると認めるときも、同様と

する。 

（歴史公文書等の決定） 
第７条 本市の機関は、公文書について、保存期間（前条第６項の規定により延長された場合にあ

っては、延長後の保存期間。次条において同じ。）の満了前に、市長が定める基準（議長にあって

は、その定める基準）により、歴史公文書等に該当するかどうかを決定しなければならない。 

２ 市長又は議長は、前項に規定する基準を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ第

29 条第１項の規定による大阪市公文書管理委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴かなけ

ればならない。 

（保存期間が満了した公文書の取扱い） 

第８条 本市の機関は、保存期間が満了した公文書については、市規則で定めるところにより、適

正に廃棄しなければならない。 

２ 市長は、保存期間が満了した公文書であっても、当該公文書が歴史公文書等であるときは、前

項の規定にかかわらず、これを引き続き保存しなければならない。 

３ 市長以外の本市の機関は、保存期間が満了した公文書であっても、当該公文書が歴史公文書等

であるときは、第１項の規定にかかわらず、これを市長に引き継がなければならない。この場合

において、市長は、当該引き継がれた公文書を保存しなければならない。 

４ 本市の機関は、第２項の規定により引き続き保存され、又は前項の規定により市長に引き継が

れる公文書について、第16条第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用

の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第９条 市長は、公文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、市長以外の

本市の機関に対し、公文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、

又は当該職員に実地調査をさせることができる。 
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（公文書管理体制の整備） 

第10条 本市の機関は、市規則で定めるところにより、公文書を適正に管理するために必要な体制

を整備しなければならない。 

   第３章 法人公文書等の管理 

（法人公文書の管理） 

第11条 地方独立行政法人等は、第４条から第６条まで及び第８条第１項の規定に準じて、法人公

文書を適正に管理しなければならない。 

２ 地方独立行政法人等は、公文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他の法人公文書

の適正な管理に必要な事項について定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければな

らない。 

（歴史公文書等に該当する法人公文書の取扱い） 

第12条 地方独立行政法人等は、法人公文書について、保存期間の満了前に、第７条第１項の規定

により市長が定める基準を勘案して当該地方独立行政法人等が定める基準により、歴史公文書等

に該当するかどうかを決定しなければならない。 

２ 地方独立行政法人等は、前項の規定により歴史公文書等に該当すると決定された法人公文書の

うち、当該法人公文書の保存期間が満了したものを簿冊に編集して市長に引き継がなければなら

ない。この場合において、市長は、当該引き継がれた公文書を保存しなければならない。 

３ 地方独立行政法人等は、前項の規定により市長に引き継ぐ法人公文書について、第16条第１項

第１号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うことが適切であると認

める場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

（出資等法人の文書の管理） 

第13条 本市の機関及び本市が設立した地方独立行政法人は、情報公開条例第34条第1項に規定

する出資等法人の保有する文書が適正に管理されるよう、当該出資等法人に対し必要な指導等の

実施に努めなければならない。 

２ 情報公開条例第34条第２項に規定する出資等法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有す

る文書を適正に管理するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（公の施設の指定管理者の文書の管理） 

第14条 情報公開条例第34条の２第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、

この条例の趣旨にのっとり、本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下

「法」という。)第244条第１項に規定する公の施設をいう。)の管理に関する文書を適正に管理

するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 本市の機関は、指定管理者が前項に定める措置を講ずるよう必要な指導等の実施に努めなけれ

ばならない。 

第４章 特定歴史公文書等の保存、利用等 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第15条 市長は、特定歴史公文書等について、第28条第１項の規定により廃棄されるに至る場合
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を除き、公文書館において永久に保存しなければならない。 

２ 市長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、

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。 

３ 市長は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

４ 市長は、市規則で定めるところにより、特定歴史公文書等を編集した簿冊の分類、名称その他

の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した

目録を作成し、公表しなければならない。 

（特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い） 

第16条 市長は、公文書館において保存されている特定歴史公文書等について前条第４項の目録の

記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければなら

ない。 

(1) 当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 

ア 情報公開条例第７条第１号に掲げる情報 

イ 情報公開条例第７条第２号、第３号又は第５号ア若しくはオに掲げる情報 

ウ 情報公開条例第７条第６号又は第７号に掲げる情報 

(2) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は

個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を

生ずるおそれがある場合又は公文書館において当該原本が現に使用されている場合 

２ 市長は、前項に規定する利用の請求（以下「利用請求」という。）に係る特定歴史公文書等が同

項第１号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が公文書とし

て作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第８

条第４項又は第12条第３項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項第１号又は第２号に掲げる場合であっても、同項第１号アからウまでに掲げる

情報又は同項第２号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる

ときは、利用請求をしたもの（以下「利用請求者」という。）に対し、当該部分を除いた部分を利

用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認

められるときは、この限りでない。 

（本人情報の取扱い） 

第17条 市長は、前条第１項第１号アの規定にかかわらず、当該規定に掲げる情報により識別され

る特定の個人（以下この条において「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定歴史
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公文書等について利用請求があった場合において、市規則で定めるところにより本人であること

を示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、身体、健康、生活又は財産を害するお

それがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につき当該規定に掲げる情

報が記録されている部分についても、利用させなければならない。 

（利用請求の手続） 

第18条 利用請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「利用請求書」という。）を市長に提

出する方法（これに準ずるものとして市規則で定める方法を含む。）により行わなければならない。 

(1) 利用請求をするものの氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並び

に法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等に係る第15条第４項の目録に記載された事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市規則で定める事項 

２ 市長は、利用請求書（前項の市規則で定める方法により利用請求をする場合にあっては、利用

請求書に代わるものとして市規則で定めるもの）に形式上の不備があると認めるときは、利用請

求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

（利用請求に対する措置等） 

第19条 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部又は一部を利用させるときは、その旨の

決定をし、利用請求者に対し、その旨及び利用に関し市規則で定める事項を書面により通知しな

ければならない。 

２ 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは、利用させない旨の決

定をし、利用請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により利用請求に係る特定歴史公文書等の全部又は一部を利用させない

ときは、利用請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。 

（利用決定等の期限） 

第20条 前条第１項又は第２項の決定（以下「利用決定等」という。）は、利用請求があった日（第

18条第１項の市規則で定める方法により利用請求をする場合にあっては、市規則で定める日。以

下同じ。）の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第18条第２項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用決

定等をすべき期間を、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延

長することができる。この場合において、市長は、利用請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間

及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（利用決定等の期限の特例） 

第21条 利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があった日の翌日か

ら起算して 44 日以内にそのすべてについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市長は、利用請求に係る特定歴史

公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの特定歴史公文書等につ
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いては相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。この場合において、市長は、同条第１項に規

定する期間内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第22条 利用請求に係る特定歴史公文書等に本市、国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等を

いう。）、他の地方公共団体、地方独立行政法人、大阪市住宅供給公社、大阪市道路公社、大阪市

土地開発公社及び利用請求者以外のもの（以下この条において「第三者」という。）に関する情報

が記録されているときは、市長は、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、

利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他市規則で定める事項を通知して、意見書を提出す

る機会を与えることができる。 

２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合

であって、当該情報が情報公開条例第７条第１号イ又は第２号ただし書に規定する情報に該当す

ると認められるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定

歴史公文書等の名称その他市規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を

与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 市長は、前２項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書

等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文

書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも２週

間を置かなければならない。この場合において、市長は、その決定後直ちに、当該意見書（第25

条第２号において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした

旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。 

（利用の方法） 

第23条 市長が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの

交付の方法により、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。）についてはその種別、情報化の進展状況等

を勘案して市規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用

させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき

その他正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させること

ができる。 

（手数料等） 

第24条 特定歴史公文書等の利用に係る手数料は、無料とする。 

２ 前条の規定により特定歴史公文書等の写しの交付（電磁的記録にあっては、これに準ずるもの

として市規則で定める方法を含む。）を受けるものは、当該写しの作成及び送付（電磁的記録にあ

っては、これらに準ずるものとして市規則で定めるものを含む。）に要する費用を負担しなければ
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ならない。 

（異議申立て及び委員会への諮問） 

第25条 利用決定等又は利用請求に係る不作為について行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

による異議申立てがあったときは、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やか

に委員会に諮問し、その答申を尊重して当該異議申立てに対する決定をしなければならない。 

(1) 異議申立てが不適法であり、却下するとき 

(2) 決定で、異議申立てに係る利用決定等（利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させ

る旨の決定を除く。以下この号において同じ。）を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る

特定歴史公文書等の全部を利用させることとするとき。ただし、当該利用決定等について反対

意見書が提出されているときを除く。 

（情報公開条例の準用） 

第26条 情報公開条例第18条、第19条、第23条から第27条まで及び第29条の規定は、前条の

規定による異議申立てについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる情報公開条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第 18 条各号列記以外

の部分 

前条の規定により諮問をし

た実施機関（以下「諮問庁」

という。） 

市長は、大阪市公文書管理条例（平成18年

大阪市条例第15号。以下「公文書管理条例」

という。）第25 条の規定により諮問をした

とき 

第18条第１号 不服申立人 異議申立人 

第18条第２号 公開請求者（公開請求者が

不服申立人 

利用請求者（公文書管理条例第16条第３項

に規定する利用請求者をいう。以下同じ。）

（利用請求者が異議申立人 

第18条第３号 不服申立て 異議申立て 

公開決定等について反対意

見書 

利用決定等（公文書管理条例第20条第1項

に規定する利用決定等をいう。以下同じ。）

について公文書管理条例第 22 条第３項に

規定する反対意見書 

第三者（ 第三者（同条第１項に規定する第三者をい

う。以下同じ。）（ 

不服申立人 異議申立人 

第19条の見出し 不服申立て 異議申立て 

第 19 条各号列記以外

の部分 

第13条第３項 公文書管理条例第22条第３項 

裁決又は決定 決定 

第19条第１号 公開決定 利用させる旨の決定 

不服申立て 異議申立て 
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裁決又は決定 決定 

第19条第２号 不服申立てに係る公開決定

等 

異議申立てに係る利用決定等（公文書管理

条例第 16 条第２項に規定する利用請求に

係る特定歴史公文書等（公文書管理条例第

２条第６項に規定する特定歴史公文書等を

いう。以下同じ。）の全部を利用させる旨の

決定を除く。以下この号において同じ。） 

当該公開決定等 当該利用決定等 

公文書を公開する旨の裁決

又は 

特定歴史公文書等を利用させる旨の 

公文書の公開 特定歴史公文書等を利用させること 

第23条の見出し 審査会 委員会 

第23条第１項 審査会は 公文書管理条例第 29 条第１項の規定によ

る大阪市公文書管理委員会（以下「委員会」

という。）は 

諮問庁 市長 

公開決定等に係る公文書 利用決定等に係る特定歴史公文書等 

審査会に 委員会に 

公文書の公開 特定歴史公文書等の公開 

第23条第２項 諮問庁 市長 

審査会 委員会 

前項 公文書管理条例第 26 条の規定により読み

替えられた前項 

第23条第３項 審査会 委員会 

諮問庁 市長 

公開決定等に係る公文書 利用決定等に係る特定歴史公文書等 

第23条第４項 第１項 公文書管理条例第 26 条の規定により読み

替えられた第１項 

審査会 委員会 

不服申立て 異議申立て 

、不服申立人 、異議申立人 

諮問庁 市長 

不服申立人等 異議申立人等 

第 24 条第１項及び第

３項、第25条並びに第

審査会 委員会 

不服申立人等 異議申立人等 



24 
 

27条第１項 

第24条第２項 前項本文 公文書管理条例第 26 条の規定により読み

替えられた前項本文 

不服申立人 異議申立人 

審査会 委員会 

第26条 審査会 委員会 

第23条第１項 公文書管理条例第 26 条の規定により読み

替えられた第23条第１項 

公文書 特定歴史公文書等 

第24条第１項本文 公文書管理条例第 26 条の規定により読み

替えられた第24条第１項本文 

不服申立人等 異議申立人等 

第27条第２項 審査会 委員会 

前項 公文書管理条例第 26 条の規定により読み

替えられた前項 

第29条 審査会 委員会 

不服申立人 異議申立人 

 

（本市の機関等による利用の特例） 

第27条 特定歴史公文書等を作成した本市の機関又は地方独立行政法人等（当該作成した本市の機

関の所掌事務又は業務が他の本市の機関又は地方独立行政法人等に移管されている場合にあって

は当該他の本市の機関又は地方独立行政法人等、当該作成した地方独立行政法人等の所掌事務又

は業務が本市の機関又は他の地方独立行政法人等に移管されている場合にあっては当該本市の機

関又は他の地方独立行政法人等）が市長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するため

に必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第16条第１項第１

号の規定は、適用しない。 

（特定歴史公文書等の廃棄） 

第28条 市長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなった

と認める場合には、当該文書を廃棄することができる。 

２ 市長は、前項の規定により文書を廃棄するときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければ

ならない。 

第５章 大阪市公文書管理委員会 

（委員会の設置） 

第29条 第７条第２項、第25条及び前条第２項の規定によりその権限に属するものとされた事項

について、諮問に応じて審議を行わせるため、委員会を置く。 

２ 委員会は、前項に定めるもののほか、公文書等の管理に関する重要な事項について、市長の諮
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問に応じて調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第30条 委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

５ 委員会は、その指名する委員３人以上をもって構成する部会に、第25条に規定する異議申立て

に係る事件について調査審議させることができる。 

６ 委員会は、前項の規定により部会の所掌とした事項については、部会の決議をもって委員会の

決議とすることができる。 

（資料の提出等の求め） 

第31条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、本市の機関又は地

方独立行政法人等に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

（調査審議手続の非公開） 

第32条 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第７条第２項及び第28条第２項

の規定によりその権限に属するものとされた事項に係る調査審議並びに第 29 条第２項の規定に

よる調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。 

（委任） 

第33条 この章に定めるもののほか、委員会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事

項は、市規則で定める。 

第６章 公印の管理 

（公印の管理） 

第34条 本市の機関(消防長を除く。)は、市規則、法第138条の4第2項に規定する規程、地方公

営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程その他の規程(以下「市規則等」と

いう。)でその使用する公印(市長にあっては、消防長が使用する公印を含む。)の管理に関し必要

な事項を定めなければならない。 

2 本市の機関は、前項の市規則等の定めるところにより、公印を適正に管理しなければならない。 

第７章 雑則 

（他の法令等との関係） 

第35条 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により、公文書の管理に関する事項につ

いて特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法令等の定めると

ころによる。 

（適用除外） 

第36条 この条例の規定は、図書館、博物館その他これらに類する本市の施設において、歴史的若
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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公文書及び一般の利用

に供することを目的として管理されている文書については、適用しない。 

（施行の細目） 

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年2月19日条例第5号) 

この条例は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月3日条例第10号)抄 

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年2月18日条例第２号) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第14条の次に２章及び章名を加える

改正規定（第５章に係る部分に限る。）は、平成23年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪市公文書管理条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に定められる公文書（改正後の条例第

２条第３項に規定する公文書のうち、同条第４項に規定する法人公文書以外のものをいう。以下

同じ。）の保存期間について適用し、施行日前に定められた公文書の保存期間については、なお

従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に公文書館（改正後の条例第２条第６項第２号に規定する公文書館をい

う。以下同じ。）において市長が保存している文書（以下「公文書館保存文書」という。）のう

ち、次に掲げるものについては、特定歴史公文書等（同項に規定する特定歴史公文書等をいう。

以下同じ。）とみなす。 

 (1) 保存期間が満了している公文書 

 (2) この条例による改正前の大阪市公文書管理条例（以下「改正前の条例」という。）別表の

規定により定められた保存期間が永年であった公文書（以下「旧永年文書」という。）であ

って、当該保存期間の起算日（改正前の条例第６条第４項の規定による起算日をいう。以下

同じ。）から起算して60年が経過しているもの 

  (3) 歴史的文化的価値を有する文書であって、公文書館に寄贈され、又は寄託されたもの（一

般の利用に供することを目的として管理されている文書を除く。） 

４ 公文書館保存文書のうち、旧永年文書であって、施行日において保存期間の起算日から起算し

て 60 年が経過していないもの（以下「60 年未経過永年文書」という。）については、改正後の

条例第７条第１項の規定により歴史公文書等に該当すると決定された公文書とみなす。 

５ 60年未経過永年文書の保存期間は、附則第２項の規定にかかわらず、60年とする。 
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６ 市長は、60年未経過永年文書のうち、現用でないと認められるものについては、その保存期間

が満了する前であっても特定歴史公文書等とみなすことができる。 

７ 60年未経過永年文書のうち、施行日から平成23年９月30日までの間に保存期間が満了したも

の及び前項の規定により特定歴史公文書等とみなされたもの以外のものは、附則第５項の規定に

かかわらず、同日に保存期間が満了するものとする。ただし、当該60年未経過永年文書について、

同日までに当該 60 年未経過永年文書を作成した改正後の条例第２条第１項に規定する本市の機

関又は同条第２項に規定する地方独立行政法人等が現用であると市長に申し出た場合は、この限

りでない。 

８ 旧永年文書のうち、公文書館保存文書以外のものの保存期間は、附則第２項の規定にかかわら

ず、30年とする。 

 

別表（第６条関係） 

公文書の区分 保存期間 

１ 市行政の総合計画又は基本方針の決定に関するもの 

２ 重要な事務及び事業の計画に関するもの 

３ 市会議案その他市会に関するもの 

４ 条例又は市規則等の制定及び改廃に関するもの 

５ 市長及び副市長の事務引継書 

６ 予算及び決算に関する重要なもの 

７ 市域の境界変更及び編入に関するもの 

８ 訴訟及び不服申立て並びに行政代執行に関するもの 

９ 法第 138 条の４第１項に規定する委員会の構成員及び同項に規定する委

員の任免に関するもの  

10 職員の任免及び賞罰に関するもの 

11 叙位叙勲及び褒章並びに表彰に関するもの  

12 公有財産の取得及び処分に関するもの 

13 １から12までに掲げるもののほか、本市の機関がこれらの公文書と同程

度の保存期間が必要であると認めるもの 

30年 

１ 事務及び事業の基本的な計画に関するもの 

２ 通達、要綱等の制定及び改廃に関するもの  

３ 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関するも

の 

４ 重要な請願、陳情、要望等に関するもの  

５ 重要な行政処分に関するもの 

６ 重要な工事の施行に関するもの 

７ 重要な契約に関するもの 

10年 
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８ 公有財産の管理に関するもの 

９ 部長級以上の職員の事務引継書 

10 機構及び定員の要求に関するもの 

11 審査基準、処分基準及び行政指導指針に関するもの 

12 １から11までに掲げるもののほか、本市の機関がこれらの公文書と同程

度の保存期間が必要であると認めるもの 

１ 許認可、免許、承認、取消等の行政処分に関するもの 

２ 予算及び決算に関するもの 

３ 補助金、各種交付金及び給付金に関するもの 

４ 行政指導及び勧告に関するもの  

５ 事務管理及び改善に関するもの 

６ 請願、陳情、要望等に関するもの 

７ 工事の施行に関するもの 

８ 消滅時効が５年である債権に関するもの  

９ １から８までに掲げるもののほか、本市の機関がこれらの公文書と同程

度の保存期間が必要であると認めるもの 

５年 

１ 予算及び決算に関する軽易なもの 

２ 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関するもの 

３ 各種連絡会議に関するもの 

４ 統計調査に関するもの 

５ 消滅時効が３年である債権に関するもの 

６ 庶務に関するもの 

７ １から６までに掲げるもののほか、本市の機関がこれらの公文書と同程

度の保存期間が必要であると認めるもの 

３年 

１ 事務及び事業に関する軽易なもの 

２ 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する軽易なも

の 

３ 庶務に関する軽易なもの 

４ 各種帳票、伝票等  

５ １から４までに掲げるもののほか、本市の機関がこれらの公文書と同程

度の保存期間が必要であると認めるもの 

１年 

その他の公文書 事務処理上必

要な１年未満

の期間 

 


