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報告① 札幌市公文書館がめざすもの

札幌市文化資料室 竹内 啓 ル

札幌市文化資料室の竹内です。本日は追加

配布のパワーポイント資料でお話しします。
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1 )地方公文書館の現状

0-------- - -: 

1 ・地方公文書館の公文書館機能はいまだ脆弱である
f .臓資斜時ける公文書附率引主書の捧蜘州事

i ・緩史資料館約コンセプトを払拭できない館が多い
F ・古文書所蔵事・百文書調慌由織瞳ー萌究根裏由主要治文

f ・公文書館予算・定数などインフラ環境の滑強が急務
l .公文鵬抑制融噛え震をか問機州向にある

最初に、地方公文書館の現状についてです

が、現在地方公文書館の公文書館機能は脆弱

であると考えます。この公文書館機能の実態

は、公文書館における公文書の所蔵率、年間

の移管簿冊件数、移管済み公文書の公開率の

実績が一番わかりやすいですが、これらの数

字は全国公文書館長会議で配られる「関係資

料集」に出ています。聞き取り調査でも一部

補強をしています。

公文書の所蔵率ですが、これは公文書館開

設までの沿革にも左右されます。母体施設が

歴史資料館であれば、当然公文書はゼロに近

く、古文書を逆転するには相当の年月を要し

ます。現に国立公文書館は40年かかってよう

やく公文書6割、古文書4割の所蔵率となり、

昨春初めて公文書の閲覧率が古書・古文書を

上回ったそうです。都道府県では 6割にあた

る18館で4分の l以下の比率、政令指定都市

では72%が4分の l以下です。

公文書の移管数ですが、これは直近5年間

の平均を取っています。国立公文書館調べに

合わせ単位は簿冊数としています。都道府県

では半数の公文書館が、年間に1，000簿冊以
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下しか公文書を受け入れておらず、政令指定

都市では、実に86%の公文書館が1，000簿冊

以下です。年間5，000簿冊以上の移管を実施

している公文書館は、都道府県では全体の l

割である3館、政令市では7館中1館のみです。

¥ 

公文書の公開率ですが、こちらも都道府

県・政令指定都市ともに約半数の公文書館に

おいて公開率が50%を下回っています。通常、

移管公文書は一年以内に簿冊目録に登録し公

開することが目安と言われますので、目標ど

おり事務処理が進んで、いないことがわかりま

す。さて、二点目の歴史資料館的コンセプト

から抜け出せないというのは、特に自治体史

編さん室からの移行型に顕著な特徴です。札

幌市文化資料室もその例に漏れませんでした

が、公文書館基本構想の段階でこのコンセプ

トと決別しました。三点目の公文書館の予算

や定数ですが、本来新法の施行で追い風ムー

ドのこの時期に、むしろ横ばいか削減傾向さ

え見られます。最大の原因は予算・定数の査

定部局が公文書館の重要性についてまだまだ

理解不足であるという点に尽きます。

公文書館における職員配置状況

以前に論文作成のため調べた2007年と2011
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年のデータ比較により、全国的に公文書館職

員が減少傾向にあることがわかりました。 37

施設の平均職員数が16.7人となっていますの

で、 4年前より1.8人も減少しています。ただ

昨年2010年から見ますと0.1人増と微増してい

ます。この点が僅かながら救いといえます。

2)公文書管理法制定に伴うインパクト

-公文書館の欄緩や公文審管現体制の見複しが進む
a公文書館法{バブル量豊~) ， 符殺緩欝情報公煩潟ご決寸軍3由潜涜

鑓公文書管理華条例の制定へ動き出す自治体の治主E
.必一方で自治体法務田地tI!;記下{却再構化傾向}も唱会事口市品

海電子:sc.対応や文書管理システムの整備が加速化
a自治樟タラウドや誠子自治搾時務*.儀費量なども埠浮上

さて、公文書管理法が施行され何が大きく

変わったかといいますと、最近 1年半で新し

く4つの公文書館が誕生しま Lた。これは、

国立公文書館の調べによります。①公文書館

法の制定(昭和62年)とその前後約4年のバ

ブル期が第一の波、②行政機関情報公開法の

制定(平成11年)が第2の波、そして今回の

③公文書管理法の制定が第3の波でした。統

計的にも公文書館の開設はこの波の時期にあ

る程度集中しています。

この分布図は一応、 最新のデータに基づい

j公文書館の分布 i

圃・得道府!I!が公文.鎗を控置B毎

lI<軍飛.tJ(公文書留の聞誼変厳甑9

. 市区町村が聖litZ.2.量全用叫障に
公文..を開設

. 政令指定都市または3管区町将が
公文.鎗の蝿霊安計画喰

ています。2点目 に、公文書管理条例の制定

に動き出す自治体の増加です。ただ、昨今

「日経グローカル」が特集を組んだように

「自治体法務の弱体化」も指摘されています。

条例まで作らなくてもこれまでの規則や要綱

で十分対応可能ではないかという消極論です。
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地方分権に伴う固からの権限移譲や住民訴訟

の増加など、今後自治体法務が多忙を極める

という予測も心理的ブレーキとして働いてい

るのかもしれません。地方のニーズに応える

ため、攻めの姿勢を取ろうという自治体はむ

しろ少数派のようです。

都道府県と政令指定都市の公文書管理条例

への対応状況です。左は広島県の文書主管課

が今春に全国47都道府県あてのアンケート調

査を実施した結果です。ただ、この10月14日

に公文書管理条例を公布した鳥取県を、検討

中から策定実施済の方へ私が勝手に移したこ

とをお断りします。また、政令指定都市の方

は8月に岡山市で聞かれた「大都市文書事務

主管者会議Jの情報交換資料から作成したも

のです。政令市で検討中という比率が、都道

府県に比べてはるかに多いのは設問の仕方も

影響していますが、政令市の中で公文書館開

設済みの自治体が比較的少なく、そのため逆

にこうした管理条例の制定にかなり鋭敏に

なっていることも考えられます。3点目の電

子文書への対応や文書管理システムの整備が

加速するというのは、例えば東日本大震災に

より自治体クラウドが一躍脚光を浴びたよう

に、これからはボーンデジタルばかりでなく、

紙文書の電子化や文書管理システムによる文

書のパックアップ体制が不可欠となってきま

す。地域科学研究会が「自治体クラウド講

座」という連続研修講座を開催しているのも

こうした需要に着目していると考えられます。
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3)札幌市公文書館の開設準備状況

-基本構想"型車備富十麹を縫て‘開設準備が加速
• 2まま撞品開設に向けて震鞠定量，:y.耳母検討が具体化

鋪公文書管理条例 E館設置E条例の策定が進行
a公文書館冊導盤上、拠り所とヰる制規即聾慣が本絡化

-専門研修参加等で機長のスキルアップ図る
. "門性確保により非常童書職員品畏輔離銃購用巷目指す

続いて、札幌市公文書館の開設準備状況に

ついてお話します。平成21年の基本構想の策

定、本年6月の整備計画の決定により、平成

25年7月にようやく開館する運びとなりまし

た。現在、建物の改修工事や備品購入などの

予算要求や定数要求を行っているところです。

一方で、公文書管理条例と館設置条例につい

ても素案の検討を進めており、公文書館の二

本柱となるこれらの条例の制定が当面最大の

課題といえます。また、人的資源の面では、

公文書館職員に専門性を身につけさせること

が急務であり、固などの研修に積極的に参加

するよう後押ししています。非常勤職員の場

合、こうした専門性が長期継続雇用のカギと

もなるからです。

この表は国立公文書館で行われる長期研修

の修了者動向です。公文書館法に規定する専

門職員の養成を想定した最もスタンダードな

研修とも言われています。今年よりこれまで

調圃凶属品位制似通d碕晶踊制脳語wr.跡雌・圃

H 【事威2~1J; 1 1i 1 a務ぺ?

の専門職員養成課程からアーカイブス研修E

に研修名を変えました。札幌市も 4年連続で

修了者を出していましたが、今年はついに途
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4)札幌市公文書館のめざすもの

測市民自治維進の拠点鯵W:tしての公文書館
e 自，告基本語側帯'A現化と事効性を待たせる役衡をl!!う

-効率的・公蕊・透明後の禽い行敬遠2撃の被保
a公文j事曹嵐官締帯主金援広島晶究者車品村激殺事を雄選

-札幌(Jj)1lI史・文化を市渓に伝え、継承する
• f札織を知晶J噛として‘貴盟主多摩虫m主化員制を雌軍

切れてしまいました。

札幌市公文書館がめざすもの、早くも本報

告のテーマが出てきましたが、ここに挙げる

3点は本市の基本構想の中でも公文書館の設

置意義として掲げたものです。市民自治推進

の拠点施設に公文書館を位置付けているのは、

本市の場合、既に「札幌市自治基本条例」と

いうものがあり、その具体化と実効性の担保

のため公文書館の果たす役割が大きいからで

す。効率的で公正かつ透明性の高い行政運営

の確保は地方自治体としても当然なのですが、

衆参両院で公文書管理法の附帯決議とされた

「公文書管理は究極の行政改革」という一文

を空文としないためにも、公文書館がこの視

点、を常に保つ必要があります。3点目は、札

幌の歴史・文化を市民に伝え、後世にこれを

継承するという姿勢です。札幌市公文書館は

「札幌を知る場Jとして、そのリソースを最

大限に活用し、現在及び後世の市民にこれを

提供する責務があると考えます。

札幌市文化資料室のあゆみ

一泊四棚機鰍問咽由曲師由輔副

これは札幌市文化資料室のあゆみをこの7、

8年に限定してまとめたものです。この間に

は逆風 ・}II買風さまざまありましたが、 考え方

34 

全史料協会報 No.91

ひとつで逆風を順風に変えられるということ

も知りました。例えば、自治体史編さんが完

結し、それまでの27年間の組織目標がなくな

るという前に、新たに公文書館を開設しよう

という新目標が生まれ、刊行物を途絶えさせ

ないように研究紀要を創刊しようという選択

肢が現れました。そしてこれはもっとも説明

しやすい例ですが、本市では「写真ライブラ

リー」という公の施設が廃止となり、その所

蔵する大量の写真資料が私たちのところに移

管されることになりました。これをお荷物と

考えるとマイナスの結果にしか働きませんが、

デジタルアーカイブシステムの開始に結びつ

けることによって、公文書館の新しいシステ

ム設計も大き く前進したのです。

5)アーカイブズ新時代の地方公文書館

鍾行政運宮の活動記録を遁切1こ選買~.保存・開示
e終学偽古耳E捻をもヲ控訴備選別由実施

・住民の生命・財援を守る公文書の保存
a 挺害事ど時リスヲマネ世メシトも練Jil~

・歴史ー文化の掛章旗と地域のアイザンテイ子ィ確立
. :::Jミョニティ的基無主主主品費離貰輯母権意

-調停髭1章第成と霞治体ガバナンスの向よf二寄与
a市民が緩う公文書{データ)1:去るそ子ヱツク縫能

・組織の島己改革など行政改革の有力な羅針盤
。両部的意識改革主行政様趣曲強調につ立が品

¥ 

公文書管理法の時代とは、いわばアーカイ

ブズの新時代です。そこで地方公文書館はど

のような方向性を持つべきでしょうか?1点

目は、行政運営の活動記録を適切に評価選別

し、保存管理し、公閉じていくというごく当

たり前の公文書館業務です。この基幹業務を

黙々と続けることが公文書館機能のバロメー

ターなのですが、そのためには科学的合理性

をもった評価選別の実施を目指さなければな

らないと考えます。2点目は、住民の生命、

財産を守る公文書をしっかりと保存していく

姿勢です。東日本大震災などで改めて問いか

けられたリスクマネジメントへの配慮も欠か

せません。3点目は、歴史・文化の継承と地

域のアイデンティティ確立に寄与していく姿

勢です。公文書館にはコミュニティの基盤と

もいうべき貴重な資料が保管され、これを後



2012.3 

世に確実に継承しなければなりません。4点

目は、市民性の形成と自治体のガバナンス向

上に寄与していくという姿勢です。市民が公

文書と言うデータを通して、行政の施策に絶

えずチェック機能を働かせる相互関係を作り

上げることが求められています。5点目は、

組織の自己改革など行政改革の有力な羅針盤

として公文書館が働かねばならないというこ

とです。真に価値のある公文書とは内部の意

識改革と行政課題の発掘につながる役割を果

たしていくものと考えられます。

最後に、続く報告②への導入として、全史

料協調査・研究委員会が昨年の京都大会で提

案した「自己点検と評価指標」について触れ

たいと思います。私は、自己点検と評価指標

は、公文書館機能の充実という目標を達成す

るには最良の指針になると考えます。ミニマ

ムモデルとゴールドモデルを実際に現在の札

幌市文化資料室と2年後にオープンする札幌

市公文書館の予測像に当てはめて、これを比

較してみました。すると、現在の数値はかな

り低いところに位置していますが、これから

2年間で実現する予定の制度設計と先進的な

方向性の選択により、開館時には全方位に拡

大発展していくことが予測でき ました。ここ

で再び、札幌市公文書館のめざすものを言い

換えると、それは公文書館機能の充実であり、

これからお見せするレーダーチャートの完全

化ということができるかもしれません。

..溢t，c 可感

傷分混成 '4 ・E句itl¥t.... 54 
ミニマムモデル ロ祭主主

i.I 3. '~欄 g・盆研突

このレー ダーチャートでは比較しやすくす

るため、 該当なしを 1点、 部分達成を 3点、

概ね達成を 5点と しています。現在の札幌市
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文化資料室は、ミニマムモデルにおいてさえ

かなり低迷しています。

ゴーJレドモデル【l基本事項】

しー

... 嗣 H23.10

・・~ H2Sア

ゴールドモデルは項目数が多いため、 ①基

本事項、②保存・管理、 ③公開及び調査研究

の3つに分けました。ミニマムモデル、ゴー

ルドモデルは非常によく考えられており、こ

れら諸項目が円形に近づけば近づくほど公文

書館機能は充実の度を増していくといえます。

長所と短所のチェックには大いに有効活用す

べきです。ご清聴ありがとうございました。

(本報告の全文は札幌市文化資料室のホーム

ページにも掲載しています。)




