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プレス・リリース 

2006年 3月 14日 
（担当：室長 三木由希子） 

 

96 の合併自治体で合併前文書が情報公開条例の対象外に 
 

過去はリセット？合併で後退した情報公開条例 
他にも透けて見える自治体ごとの情報公開に対する姿勢 

 
 
 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウスでは、合併した情報公開条例と文書管理規

程の状況について、条例、文書規程を収集して調査をいたしました。その結果、調査対象とし

て情報公開条例を収集した 377団体のうち 96団体が、合併前は情報公開条例の対象であった
文書を合併後に情報公開請求の対象外としていたことがわかりました。また、文書管理規程が

収集できた 361団体中 279団体で、文書管理規程に合併前文書の保存に関する規定がないこと
もわかりました。 
 

1 調査の背景 

国立公文書館が行った調査の結果、合併自治体において合併前文書の保存の取り組みが十分

ではなく、散逸や安易な廃棄の危機にさらされているとして、国立公文書館が総務大臣に対し

て 2005年 6月 16日付で「市町村合併時における公文書等の保存について（要請）」を出して
いる。これを受けて、2005年 6月 24日付で総務大臣官房総括審議官名で各都道府県に対し、
「市町村合併時における公文書等の保存の適正化について」との書面を出し、市町村に対する

助言を依頼する文書が出している。 
情報公開条例は、自治体が保有している行政文書についての公開請求権を定めたものであり、

文書が保存され適切に管理されていなければそもそも情報公開条例は意味をなさない。合併自

治体で合併前文書の保存状況が懸念されているということは、情報公開条例による公開請求に

も大きく影響することから、情報公開条例、文書管理規程ともにどのような実態にあるのかに

ついて調査を実施した。 
 

2 調査の概要 

 ○対象：2000年 1月 1日～2005年 10月 31日までに合併のあった自治体（編入・新設とも） 
     ※合併自治体の把握は、地方自治情報センターのウェブサイトに掲載されている「最

近 10年間の市区町村数の変遷」をもとに行った 
 ○分析対象した情報公開条例数：377団体分 
   ※編入が複数回あった場合、合併で新設自治体となりその後編入があった場合があるこ

と、合併時に情報公開条例が未制定の自治体で旧自治体のいずれもが条例未制定だっ

た場合は除いたこと、条例の収集ができなかったところがごく少数あることから、「最

近 10年間の市町村数の変遷」で時系列で把握できる新設・編入後の自治体数と一致
していない。なお、当会で複数回合併があった自治体のデータを整理して算出した合
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併自治体数は 389団体。 
 ○収集した文書管理規程数：361団体分（未収集、未制定分があるため） 
 ○収集方法：各自治体のウェブサイトで公開している例規集か、例規集が公開されていない

場合は直接各自治体に依頼して収集した。なお、収集漏れが若干ある 
 ○その他：条文だけでは不明確なものについては、電話で問合せて確認をした 
 

3 調査結果の概要 

（1）合併前文書の情報公開条例での扱い―請求対象か、対象外か 

 情報公開条例は、請求対象文書として定義した公文書に対する開示請求権を保障するものだ

が、附則で「適用区分」が定められ、たとえば情報公開条例の施行以後に作成・取得された公

文書に限るなど、過去の公文書の公開請求を認めないものもある。 
 合併自治体の情報公開条例の適用区分は、以下の 4通りにわけることができる。 
（1）新設自治体で合併前文書はすべて請求対象外とする 
（2）合併前の各自治体の情報公開条例で請求対象文書としていた公文書には請求権を認める

（旧条例施行日のみで区分しているものと、加えて旧条例の公文書の定義でも区分してい

るものがある） 
（3）編入合併の場合で編入先の情報公開条例の適用区分が適用される 
（4）条例で定める公文書については合併前文書もすべて請求対象 
 
 今回条例を収集した 377団体の適用区分の内訳は、以下のようになった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1）合併前は情報公開条例の請求対象文書が、合併後には請求対象外に 

－公開請求の権利を認めない自治体の意思表示 
 
 合併前文書が 96団体で情報公開条例の請求対象外という結果となった。すべて、合併によ
る新設自治体で、情報公開条例を合併にあわせて新たに制定したところである。 
この 96団体の合併前の旧自治体数は 362団体であり、そのうち 47団体は合併前に情報公開
条例が未制定であった。しかし 315団体では、合併前は公開する義務があった公文書が、合併
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により義務の対象外になった。 
 96団体のうち 85団体では、合併前文書についても公開に務めるよう努力義務（任意の申出
制度）が情報公開条例で、あるいは要綱等で明確に定められているが、請求権の対象外になっ

たことは、市民にとって大きな権利の制約になる。請求権に基づく公開請求の場合は、不服申

立てや裁判で非公開決定などを争うことができるが、任意の申出の場合は、非公開とされた場

合は争うことができなくなるからだ。 
自治体の情報公開条例の過去の運用では、非公開を不服申立てで争った結果、公開範囲が拡

大した割合は 46.6％、全部公開になったのは 9.1％になる1。情報公開条例の最大の意義は、非

公開とされた場合に市民がそれを争うことができるという点であり、合併前文書を情報公開条

例の対象外とした自治体は、過去の文書については非公開について争うことを認めない、と条

例で定めたことになる。 
 

＜合併前の文書を情報公開条例の請求対象外としている自治体＞ 

北海道 森町 青森県 深浦町、つがる市、外ヶ浜町 

宮城県 加美町、栗原市、南三陸町 秋田県 潟上市、大仙市、にかほ市 

福島県 田村市 茨城県 かすみがうら市、城里町 

群馬県 伊勢崎市、太田市 
埼玉県 秩父市、さいたま市、熊谷市、ふじ

み野市 

千葉県 鴨川市 富山県 南砺市 

石川県 宝達志水町 福井県 若狭町 

山梨県 南アルプス市 長野県 千曲市、長和町、佐久穂町 

岐阜県 瑞穂市、海津市、本巣市 静岡県 伊豆の国市、掛川市 

愛知県 愛西市 三重県 松阪市 

滋賀県 高島市、米原市、野洲市 京都府 京丹波町 

兵庫県 淡路市 奈良県 葛城市 

鳥取県 南部町、琴浦町、伯耆町 島根県 邑南町、出雲市、隠岐の島町、飯南

町、雲南市、奥出雲町、美郷町 

岡山県 瀬戸内市、高梁市、新見市、美咲町、

美作市、赤磐市、吉備中央町 

広島県 安芸高田市、安芸太田町、大崎上島

町 

山口県 萩市、周防大島町 徳島県 美馬市、つるぎ町、那賀町 

愛媛県 四国中央市、西条市、上島町、八幡

浜市、伊方町、宇和島市、久万高原

町、西予市、大洲市、砥部町、東温

市 

福岡県 上毛町、うきは市 

佐賀県 みやき町、小城市、唐津市 長崎県 対馬市、雲仙市 

熊本県 氷川町、山鹿市、宇城市、玉名市、

菊池市、南阿蘇村、阿蘇市、芦北町 

大分県 佐伯市、臼杵市、豊後大野市 

鹿 児 島

県 

肝付町 沖縄県 宮古島市 

 

                                                   
1 条例制定から 2003年 3月 31日までに行われた不服申立ての累計値（特定非営利活動法人情報公
開クリアリングハウス『情報公開制度不服申立実態調査報告－2002年度自治体条例の実態』 回答
率は都道府県 80.9％、市区町村 53.0％） 
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2）合併後の作成・取得文書と、旧条例の対象分を情報公開条例の対象にしている自治体 
― 一つの自治体の中でも文書の由来によっては請求対象範囲がまちまち 

 
 176団体が、合併後に作成・取得した文書と、旧条例の対象文書を情報公開条例の請求対象
文書としていた。しかし、内訳は 2通りある。 
 ①旧条例の施行日以後に作成・取得された文書については情報公開条例の対象とするとした

自治体 →92団体 
②旧条例の施行日以後に作成・取得された文書で旧自治体の定義する公文書について対象と

するとした自治体 →84団体 
 
②は、旧条例の対象文書が決裁・供覧などの手続を経た文書のみとしていた場合などで、合

併後の条例が決裁・供覧の有無を問わず個人メモを除きすべての文書を対象としていると、①

の定め方では合併前文書の公開請求対象範囲が旧自治体条例よりも広くなってしまうことから、

それを避けるための措置と言うことができる。 
 いずれにしても、両者ともに旧自治体ごとに情報公開条例の施行時期が異なっており、合併

後は一つの自治体の中であっても、文書が旧自治体のどこが保有していたかによって情報公開

条例で請求可能な範囲が異なっている。合併によって、旧自治体ごとの縦割りで情報公開条例

が適用されていることになる。 
 

3）現に保有している文書は全部情報公開条例の対象 

 77団体は合併前の文書も含めて現に保有している文書は、情報公開条例の対象としている。
このうち 45団体は新設自治体で、36団体が編入のあった自治体である。1）、2）の自治体と
の差は明らかだ。 
 
［コメント］ 
・ 合併前文書を対象外とした背景として考えられるのは、①情報公開条例未制定自治体があ

ったのでそこにあわせた、②市区町村の情報公開条例では条例の施行日以後に作成・取得

した文書を請求対象文書と定めているものがまだ見られるので、それを踏襲し、新設自治

体として新たに制定した条例の施行日に合わせた、というものがある。いずれの場合も、

情報公開請求の対象を極力狭くする趣旨であり、合併によって水が低い方に流れ、合併を

期に過去をリセットしたに等しい。たとえば、合併協議会の文書なども基本的には情報公

開請求の対象外、過去の税金の使い道もチェックできないということになろう。 
・ 合併前文書を請求対象外にしている自治体のほとんどで、合併前文書の公開についての努

力義務が定められている。電話で条例について問い合わせた中には、「合併前文書もできる

だけ公開します」と説明した職員が少なくなかったが、努力義務では公開・非公開は完全

な行政裁量で、非公開とされてもその決定を争うことはできない。前述の通り、情報公開

条例のこれまでの運用では非公開が争われることで公開範囲が広がってきており、情報公

開条例がなければこのような公開範囲の拡大はない。 
・ 合併前文書の情報公開条例の適用を、旧自治体条例の適用区分にあわせているところは、

一つの自治体ながら情報公開の義務の範囲がばらばらという状況で、旧自治体の自己都合

のみが反映されているといわざるを得ない。 
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・ 77団体は現に保有している文書をすべて情報公開請求の対象としており、合併前文書を請
求対象外としたり、旧自治体条例の適用区分をそのまま残している自治体も同様の措置を

とることは可能であり、そうすべきだ。 
 

（2）条例での請求対象文書の定義－いまだに残る決裁・供覧文書の限定 

 前述の適用区分以外に、情報公開条例では請求対象となる文書の定義規定が設けられている。

情報公開法が、個人メモを除き、決裁・供覧などの内部の正式な意思決定を経ていない文書で

あっても、請求対象とすると定義して以来、自治体の情報公開条例でも同様の考え方が採用さ

れるようになってきている。国がこう定義するきっかけとなった一つは、薬害エイズ事件での

「郡司ファイル」の存在で、政策形成・意思決定の非常に重要な文書であるにもかかわらず、

決裁・供覧の手続を経ていなかったことから、行政の説明責任を果たすためには、広く行政運

営に用いられる文書は対象とするとされたものだ。言い換えると、国がこのような定義を設け

るまでは、多くの自治体は、決裁・供覧文書に請求対象を限定していたところだ。 
 今回、条例を収集して文書の定義も確認したところ、80団体はいまだに決裁・供覧文書に請
求対象を限定していた。このうち 64団体が新設自治体で、最近、新たに情報公開条例を制定
しており、残りの 16団体も編入に際して条例の改正のチャンスはあった。自治体の日常的な
行政運営で発生する文書と、情報公開条例の請求対象文書の範囲が明らかに異なる決裁・供覧

文書に限定しているこれらの自治体は、情報公開に対して消極的といわざるを得ない。 
 

（3）合併前文書の保存・管理 

 合併前文書の保存・管理については、前述の通り国立公文書から散逸等の懸念が示され、実

際に昭和の大合併の際に、合併によりなくなった自治体の文書が散逸し、地域の行政資料が残

っていないという問題が起こっている。合併により旧自治体の文書管理規程等は廃止され、合

併前文書の保管等について定めたものがなくなるため、これらの文書については廃棄を禁じる

制度がない状態にある。合併自治体の文書規程で、合併前文書の保存年限について措置を講ず

ることが、散逸や安易な廃棄を回避するためには必要だ。 
 今回文書規程を入手した自治体では、82団体で保存年限について何らかの措置を講じていた。
措置の内容としては、合併前自治体の訓令の例によるとしている場合、合併自治体の文書管理

規程に準じるなどとなる。 
 しかし、文書管理規程を収集した 361団体のうち 279団体は、文書管理規程上は合併前文書
の保存・管理について定めがなく、制度面でも散逸・安易な廃棄が行われる可能性が高い状態

にあることがわかった。合併を期に短絡的な発想で過去がリセットされてしまってしまうこと

になりかねない。早急に文書保存・管理の明確なルールを作り、それを実行することが必要だ。 
 なお、経過措置として、Aのような規定を設けている自治体が 75団体あったが、保存年限
については Bのように定めているところが多く、Aは単に合併日をまたいで決裁手続などを行
う経過措置で、Bのような事例を見ると過去の保存年限の指定などは含まれていないと考えら
れる。 
 

A この規程の施行の日の前日までに、合併前の○○市文書取扱規程又は△△町文書取扱
規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 
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B １ この規程の施行の日の前日までに、合併前の○○市文書取扱規程又は△△町文書
取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により

なされたものとみなす。 
２ 合併前の規則等により保存されている行政文書の保存期間については、なお合併前の

規則等の例による。 
 

3 その他 

（1）連絡先 

特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 
新宿区愛住町 3番地貴雲閣ビル 108 
TEL.03-5269-1846 FAX.03-5269-0944 

  担当 三木由希子（室長） 
 

（2）情報公開クリアリングハウスとは 

「情報公開クリアリングハウス」は、1999 年 5 月の情報公開法の制定を受けて、「情報
公開法を求める市民運動」（1980年設立）が組織改編をおこなった結果、1999年 7月に設
立された NPO 法人（特定非営利活動法人）です。同年 12 月には、東京都から法人として
の認証を受けています。 
情報公開とその関連分野（個人情報保護、公文書館、内部告発者保護制度など）に関す

る「情報」の収集・提供を主な活動としています。また、情報公開制度や個人情報保護制

度を利用する市民のサポートを行っているほか、情報公開、個人情報保護やそれに関連す

る制度の運用監視、よりよい制度にするための提言、意見表明、調査研究などを行い、ま

た「情報公開 DIGEST」という雑誌の刊行も行っています。 
 詳しくは http://clearing-house.org まで。 
 


