
◎クラウドシステムの資料の保存期間について

※当初の申し合わせから変更のある部分をピンク色に色付けしています。

第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 第五階層

資料保存場所 ―
最新の状態のものを

常時掲載
00資料保存場所

情報提供 01 当局からの情報提供 令和○年度 ○年○月

訃報 02 訃報 令和○年度

議長からの通知 ―
クラウドシステム導入以降の

データを全て保存
03 議長からの通知

議会日程 01 議会日程

会期日程

各種確認事項

報酬明細

源泉徴収票

各会派等用フォルダ 00　共有用

大綱質疑質問表様式 提出用

委員会質問取りまとめ表 様式

条例・規則・要綱・運用指
針等

（政務活動費）

01 条例・規則・要綱・

運用指針等

様式（政務活動費） 02 様式

検査報告（政務活動費） 03 検査報告

資産等報告書等
最新の状態のものを

常時掲載
最新の状態のものを

常時掲載
05 資産等報告書等 令和○年

01 本会議

02 常任委員会

03 特別委員会

議案説明資料 00 議案説明資料 令和〇年第〇回定例会 〇月〇日 〇〇課

議案書 01 議案書 令和〇年 第〇定例会

陳情書綴 02 陳情書綴 令和〇年

陳情回答綴 03 陳情回答綴 令和〇年

01 大綱質疑質問票

02 常任委員会質問票

03 予算・決算特別委員会

（総括質疑、分科会）

議員提要 01 議員提要

先例集 02 先例集

議事運営等に関する
申し合わせ

0３ 議事運営等に関する

申し合わせ

大綱質疑・委員会等
質問票（様式）

09 議員提要・先例集・議

事運営等に関する申し合わ

せ

最新の状態のものを
常時掲載

最新の状態のものを
常時掲載

速記録（本会議・委員会等）

08 大綱質疑・委員会等

質問票（様式集）

最新の状態のものを
常時掲載

最新の状態のものを
常時掲載

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

会議録検索システムに
掲載するまで

06 速記録

07 議案書・陳情書関係

（議案説明資料含む）

会議録検索システムに
掲載するまで

01 報酬明細・源泉徴収票

保存資料

保存場所

03 議員フォルダ

02 会期日程・各種確認事項

0 個人情報用

01 情報提供関係

保存期間

（申し合わせ）

提供日の属する翌年度終了まで

当該月から
日程が決定している

月まで保存

保存期間

（見直し案）

配布日の属する
年度終了まで

最新の状態のものを
常時掲載

当該月から
日程が決定している

月まで保存

最新の状態のものを
常時掲載

各議員用フォルダ

提供日の属する翌年度終了まで

04 政務活動費
最新の状態のものを

常時掲載

定例会終了まで

通告書・質問表

02 議会日程

各議員用フォルダ
配布日の属する
年度終了まで

最新の状態のものを
常時掲載
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第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 第五階層

保存資料

保存場所
保存期間

（申し合わせ）

保存期間

（見直し案）

議運抄 クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

01 議運抄

開催通知 クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

開催通知

会議当日資料 ○月○日資料

招集通知 01 招集通知

議事日程 02 議事日程

発言通告書 03 発言通告書

会議当日資料 04 本会議資料 ○月○日資料

開催通知 01 開催通知

質問表 02 質問表

陳情回答（委員会分） 03 陳情回答

会議当日資料 ○月○日資料

会議当日資料 当日資料 ○月○日資料

開催通知 01 開催通知

分科会会派別一覧表 02 分科会会派別一覧表

審査の申し合わせ 03 審議方法・申し合わせ等

総括質疑質問票 質問表

総括質疑会派等持ち時間表 04 総括質疑

総括質疑座席表

分科会座席表 分科会座席表

分科会質問票 質問表

分科会会派等持ち時間表 05 分科会

分科会報告書

分科会委員名簿

審査順序表

議案修正案 06 修正案 各会派修正案

○○委員会第○回定例会令和○年

13 予算審査特別委員会
クラウドシステム導入以降の

データを全て保存

定例会終了まで

定例会終了まで

10 議会運営委員会

11 本会議
クラウドシステム導入以降の

データを全て保存

令和○年

関係資料

令和○年 第○回定例会

令和○年 第○回定例会

12 常任委員会定例会終了まで クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

定例会終了まで
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第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 第五階層

保存資料

保存場所
保存期間

（申し合わせ）

保存期間

（見直し案）

会議当日資料 当日資料 ○月○日資料

開催通知 01 開催通知

分科会会派別一覧表 02 分科会会派別一覧表

審査の申し合わせ 03 審議方法・申し合わせ等

総括質疑質問表 質問表

総括質疑会派等持ち時間表 04 総括質疑

総括質疑座席表

分科会座席表 分科会座席表

分科会質問表 質問表

分科会会派等持ち時間表 05 分科会

分科会報告書

分科会委員名簿

審査順序表

開催通知  開催通知

質問表 質問表

会議当日資料 ○○委員会 会議資料 ○月○日資料

要望活動関係資料 ４ヵ年分を掲載 要望活動関係資料

（大都市制度・広域行政

調査

特別委員会のみ）

関西広域連合議会
会議結果報告

関西広域連合議会会議

結果報告

（大都市制度・広域行政

調査

特別委員会のみ）

活動報告書 01 活動報告書等 令和○年度

議会力向上会議記録抄 クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

01 議会力向上会議記録抄
第○回（令和○年○月○

日）

事前資料 事前資料 ○月○日資料

会議当日資料 当日会議資料 ○月○日資料

会議当日資料
（ワーキンググループ）

99 ワーキンググループ ○月○日資料

堺市議会災害対策会議資料 会議記録保存まで 01 堺市議会災害対策会議 令和○年

令和○年第○回

堺市議会災害対策会議

＜○月○日設置分＞

市当局への要望・意見等 02 市当局への要望・意見等 令和○年

様式 様式

業務継続計画（BCP)

対応マニュアル（BCP)

送付資料等 クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

04 送付資料等 令和○年○月○日

―

―

17 議会BCP

16 議会力向上会議

14 決算審査特別委員会

15 特別委員会

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

令和○年定例会終了まで

関係資料

03議会BCP計画・対応マ

ニュアル

02 令和○年

02 令和○年度

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

最新の状態のものを
常時掲載

議会力向上会議記録抄保存まで

―
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第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 第五階層

保存資料

保存場所
保存期間

（申し合わせ）

保存期間

（見直し案）

議員名簿

議会議員名簿

議会役員名簿

11階座席図

新議員紹介 任期満了まで 任期満了まで

機構別電話帳

職員メールアドレス

事務局職員名簿・配席図 02 事務局職員名簿・配席図

会則・申し合わせ等
（全国市議会議長会）

00 会則・申し合わせ等

全国市議会議長会会議日程
01 全国市議会議長会会

議日程

全議役員一覧 02 全議役員一覧

規約・申し合わせ等
（全国市議会議長会指定

都市協議会）
00 規約・申し合わせ等

指定都市協議会名簿 01 指定都市協議会名簿

指定都市市議長会に関す
る申合せ事項

02 指定都市議長会

00指定都市市議長会に関

す

る申合せ事項

規約・申し合わせ等
（近畿市議会議長会）

03 近畿市議会議長会 00 規約・申し合わせ等

規約・申し合わせ等
（大阪府市議会議長会）

04 大阪府市議会議長会 00 規約・申し合わせ等

堺市議会の概要 01 堺市議会の概要

市政概要 02 市政概要 市政概要（令和〇年度版）

議会調査報（指定都市基
本施策比較検討調（予算

編））

議会調査報（指定都市基

本施策比較検討調（予算

編））

令和○年度指定都市基本

施策比較検討（予算編）

議会調査報（指定都市基
本施策比較検討調（決算

編））

議会調査報（指定都市基

本施策比較検討調（決算

編））

令和○年度指定都市基本

施策比較検討（決算編）

議会調査報（議決事項一
覧）

議会調査法（議決事項一

覧）
令和〇年中の議決事項一覧

ブックレビュー ブックレビュー

新着図書 新着図書 令和○年度

議会報告会 ― クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

30 議会報告会
第○回開催分

（令和○年○月○日）

議員研修会 クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

聴講可能な研修

聴講可能な研修 対象の研修会等終了まで 議員研修会 令和○年度

31 議員研修

18 議員名簿・職員録関係

19 議長会

20 堺市議会の概要・市政概要

21 議会調査報
クラウドシステム導入以降の

データを全て保存

発行年度の翌年度終了まで

最新の状態のものを
常時掲載

最新の状態のものを
常時掲載

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

22 新着図書・ブックレビュー

00 全国市議会議長会

01 全国市議会議長会指

定都市協議会

02  職員録関係

01 機構別電話帳・職員

メールアドレス

最新の状態のものを
常時掲載

01 議員・委員会名簿関係

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

クラウドシステム導入以降の
データを全て保存

最新の状態のものを
常時掲載

最新の状態のものを
常時掲載

正副議長の任期満了まで

発行年度の翌年度終了まで

対象の研修会等終了まで
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第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 第五階層

保存資料

保存場所
保存期間

（申し合わせ）

保存期間

（見直し案）

視察受入一覧 受入日の属する年度終了まで 受入日の属する年度終了まで 01 行政視察の受入状況 令和〇年度

規約等（世界遺産議連） 01 規約等

名簿（世界遺産議連） 02名簿

役員会（世界遺産議連） 03 役員会 ○月○日資料

総会（世界遺産議連） 04 総会 ○月○日資料

正副議長説明（世界遺産
議連）

正副議長の任期満了まで 05 正副議長説明 ○月○日

その他議連
受理済設立届等

02　その他議員連盟 ○○議員連盟

議連設立届等様式 様式

議連設立等申し合わせ 申し合わせ

堺商工会議所懇談会資料 懇談会終了まで 03 堺商工会議所懇談会資料

業者提供マニュアル 01 業者提供

事務局作成マニュアル 02 事務局作成

03 堺市議会議員連盟の

設立等に関する申し合わせ

最新の状態のものを
常時掲載

99 moreNOTEマニュアル
最新の状態のものを

常時掲載

40 その他

01 世界文化遺産「百舌

鳥・古市古墳群」魅力発信

推進議員連盟

02 議員連盟

最新の状態のものを
常時掲載

最新の状態のものを
常時掲載

―
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