
制定の有無 名称 施⾏⽇ 公表ページのＵＲＬ ルールの有無 保存期間 取扱い 名称 住所 当該施設のURL 条例等の担当部署 施設の担当部署

1 北海道 有り
知事の所掌事務に係る公⽂書の管理
に関する規則

平成１０年３⽉３１⽇ https//en5-jg.d1-law.com/cqi-bin/hokkaido/ 有り 永久 ⽂書館において永久保存 北海道⽴⽂書館 江別市⽂京台東町４１番地１ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/ 総務部⾏政局⽂書課
総務部⾏政局⽂書課⽂書館
（北海道⽴⽂書館）

2 ⻘森県 有り ⻘森県公⽂書管理要綱 平成２５年１０⽉１⽇ 有り 永久 公⽂書センター等において永久保存 ⻘森県公⽂書センター ⻘森市⻑島１−１−１ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/kobunsyo/kobunsyocenter.html  総務部総務学事課  総務部総務学事課

3 岩⼿県 有り
知事が保有する⾏政⽂書の管理に関
する規則

平成１１年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/iwate-ken/d1w_reiki/H411902100040/H411902100040.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務室

4 宮城県 有り 宮城県⾏政⽂書管理規則 平成１１年７⽉１⽇ https://kra700.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000139 有り 永久 公⽂書館において永久保存 宮城県公⽂書館 仙台市泉区紫⼭１丁⽬１番１号 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/ 総務部県政情報・⽂書課 宮城県公⽂書館

5 秋⽥県 有り 秋⽥県⾏政⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000987.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 秋⽥県公⽂書館 秋⽥市⼭王新町１４−３１ https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/12451 総務部広報広聴課 総務部公⽂書館

6 ⼭形県 有り ⼭形県公⽂書等の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.pref.yamagata.jp/documents/1122/koubunshojyorei.pdf 有り 永久 公⽂書センターにおいて永久保存 ⼭形県公⽂書センター ⼭形市緑町１-２-３６ https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/koubunshocenter.html 総務部学事⽂書課 総務部学事⽂書課

7 福島県 有り 福島県⽂書等管理規則 平成１２年１０⽉１⽇ https://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り 永久 歴史資料館において永久保存 福島県歴史資料館 福島市春⽇町５ −５４ https://www.fcp.or.jp/history/ 総務部⽂書法務課 企画調整部⽂化振興課

8 茨城県 有り
①茨城県⽂書管理規程
②茨城県⽂書等整理保存規程

①昭和４２年１１⽉１⽇
②昭和６０年４⽉１⽇

① https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40001141.html

② https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40001251.html 有り 永久 歴史館において永久保存 茨城県⽴歴史館 ⽔⼾市緑町２−１−１５ https://rekishikan-ibk.jp/ 総務部総務課 教育庁総務企画部⽂化課

9 栃⽊県 有り 栃⽊県⽂書等管理規則 平成１３年４⽉１⽇ http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000085.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 栃⽊県⽴⽂書館 宇都宮市塙⽥１-１-２０ https://www.pref.tochigi.lg.jp/m58/education/bunka/monjyokan/toppage2.html 経営管理部⽂書学事課 栃⽊県⽴⽂書館

10 群⾺県 有り 群⾺県公⽂書等の管理に関する条例 令和３年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FE9A39A&houcd=H502901010015&no=2&totalCount=17&fromJsp=SrMj 有り 永久 ⽂書館において永久保存 群⾺県⽴⽂書館 前橋市⽂京町３丁⽬２７-２６ https://www.archives.pref.gunma.jp/ 総務部総務事務管理課 教育委員会⽂書館

11 埼⽟県 有り 埼⽟県⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41390210006100000000/41390210006100000000/41390210006100000000.html 有り 永久  庁舎内及び⽂書館において永久保存
①県⽂書課⽂庫
②県⽴⽂書館

①さいたま市浦和区⾼砂３−１５−
１
②さいたま市浦和区⾼砂４−３−１
８

①https://www.pref.saitama.lg.jp/
②https://monjo.spec.ed.jp/ 総務部⽂書課

①総務部⽂書課
②県⽴⽂書館

12 千葉県 有り 千葉県⾏政⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe 有り 永久 ⽂書館において永久保存 千葉県⽂書館 千葉市中央区中央４−１５−７ https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/ 総務部政策法務課 ⽂書館⾏政⽂書資料課

13 東京都 有り 東京都公⽂書等の管理に関する条例 平成２９年７⽉１⽇ https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004862.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 東京都公⽂書館 国分寺市泉町２−２−２１ https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu/archives/ 総務局総務部⽂書課 総務局公⽂書館

14 神奈川県 有り 神奈川県⾏政⽂書管理規則 平成１２年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe 有り 永久 公⽂書館において永久保存 神奈川県⽴公⽂書館 横浜市旭区仲尾１丁⽬６−１ https://archives.pref.kanagawa.jp/www/index.html 総務局組織⼈材部⽂書課 公⽂書館資料課

15 新潟県 有り 新潟県公⽂書の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bunsho/0276925.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 新潟県⽴⽂書館 新潟市中央区⼥池南３丁⽬１−２ https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=569 総務部法務⽂書課 教育庁⽣涯学習推進課

16 富⼭県 有り 富⼭県⽂書管理規程 昭和６２年４⽉１⽇ https://www.pref.toyama.jp/1103/kensei/kouhou/jourei/houkishuu.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 富⼭県公⽂書館 富⼭市茶屋町３３−２ https://www.pref.toyama.jp/1147/kensei/kouhou/1147/index.html 経営管理部総務課 経営管理部公⽂書館

17 ⽯川県 有り ⽯川県⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00001003.html 有り 永久 図書館において永久保存 ⽯川県⽴図書館 ⾦沢市⼩⽴野２丁⽬４３番１号 http://www.pref.ishikawa.jp/muse/library/ 総務部総務課 県⺠⽂化スポーツ部⽂化振興課

18 福井県 有り 福井県⽂書規程 昭和６１年４⽉１⽇ https://www.pref.fukui.lg.jp/jyoureikisoku/H361902200006/H361902200006_m.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 福井県⽂書館 福井市下⾺町５１−１１ https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/category/annai/144.html 総務部情報公開・法制課 福井県⽂書館

19 ⼭梨県 有り ⼭梨県⾏政⽂書管理規程 平成１８年４⽉１⽇ https://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001297.html 有り 永久 図書館等において永久保存 ⼭梨県⽴図書館 甲府市北⼝２−８−１  https://www.lib.pref.yamanashi.jp/ 総務部⾏政経営管理課 総務部⾏政経営管理課

20 ⻑野県 有り ⻑野県公⽂書等の管理に関する条例 令和４年４⽉１⽇ https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/nagano-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1922566829&CALLTYPE=1&RESNO=5&UKEY=1656384403416 有り 永久 歴史館において永久保存 ⻑野県⽴歴史館 千曲市⼤字屋代２６０−６ https://www.npmh.net/ 総務部情報公開・法務課
教育委員会事務局⽂化財・⽣涯
学習課

21 岐⾩県 有り 岐⾩県公⽂書規程 昭和４４年４⽉１⽇ https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/131284.pdf 有り 永久 歴史資料館において永久保存 岐⾩県歴史資料館 岐⾩市⼣陽ヶ丘４ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13452.html 総務部法務・情報公開課 総務部法務・情報公開課

22 静岡県 有り 静岡県⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html 有り 永久
庁舎内等及び公⽂書センターにおいて永久保
存

静岡県公⽂書センター 静岡市葵区追⼿町９− ６ http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-325/rekishi/index.html 経営管理部⽂書課 経営管理部⽂書課

23 愛知県 有り 愛知県⾏政⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi 有り 永久 公⽂書館において永久保存 愛知県公⽂書館
名古屋市中区三の丸⼆丁⽬３番２号
愛知県⾃治センター７・８階

https://kobunshokan.pref.aichi.jp/ 総務局総務部法務⽂書課 総務局総務部法務⽂書課

公⽂書管理のための条例等
歴史公⽂書の保存に関する取扱い

（ルールが有る場合はルールベース、ルールが無い場合は実態ベース）
歴史公⽂書を保管する施設 担当

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/kobunsyo/kobunsyocenter.html
https://en3-jg.d1-law.com/iwate-ken/d1w_reiki/H411902100040/H411902100040.html
https://kra700.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000139
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/
https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000987.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/12451
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https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/koubunshocenter.html
https://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://www.fcp.or.jp/history/
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40001141.html
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40001251.html
https://rekishikan-ibk.jp/
http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000085.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/m58/education/bunka/monjyokan/toppage2.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FE9A39A&houcd=H502901010015&no=2&totalCount=17&fromJsp=SrMj
https://www.archives.pref.gunma.jp/
https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41390210006100000000/41390210006100000000/41390210006100000000.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/
https://monjo.spec.ed.jp/
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe
https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004862.html
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu/archives/
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https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bunsho/0276925.html
https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=569
https://www.pref.toyama.jp/1103/kensei/kouhou/jourei/houkishuu.html
https://www.pref.toyama.jp/1147/kensei/kouhou/1147/index.html
https://www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00001003.html
http://www.pref.ishikawa.jp/muse/library/
https://www.pref.fukui.lg.jp/jyoureikisoku/H361902200006/H361902200006_m.html
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/category/annai/144.html
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https://www.npmh.net/
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公⽂書管理のための条例等
歴史公⽂書の保存に関する取扱い

（ルールが有る場合はルールベース、ルールが無い場合は実態ベース）
歴史公⽂書を保管する施設 担当

24 三重県 有り 三重県公⽂書等管理条例 令和２年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85924EFA&houcd=H501901010025&no=1&totalCount=5&fromJsp=SrMj 有り 永久 総合博物館において永久保存 三重県総合博物館 津市⼀⾝⽥上津部⽥３０６０ https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/ 総務部法務・⽂書課 環境⽣活部⽂化振興課

25 滋賀県 有り 滋賀県公⽂書等の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ http://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 滋賀県⽴公⽂書館 ⼤津市京町４丁⽬１番１号 https://archives.pref.shiga.lg.jp/
総合企画部県⺠活動⽣活
課県⺠情報室

滋賀県⽴公⽂書館

26 京都府 有り
①京都府⽂書の保管、保存等に関す
る規程
②京都府⽂書規程

①昭和６３年４⽉１⽇
②昭和３０年１０⽉１１⽇

①https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000017.html
②https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000015.html 有り 永久 歴彩館において永久保存 京都府⽴京都学・歴彩館 京都市左京区下鴨半⽊町１番地２９ https://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/ 総務部政策法務課

⽂化スポーツ部⽂化スポーツ施
設課

27 ⼤阪府 有り ⼤阪府⾏政⽂書管理規則 平成１５年４⽉１⽇ https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001160.html 有り 永久 公⽂書館等において永久保存 ⼤阪府公⽂書館 ⼤阪市中央区⼤⼿前２丁⽬ https://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/archives/index.html
府⺠⽂化部
府政情報室情報公開課

府⺠⽂化部
府政情報室情報公開課

28 兵庫県 有り 公⽂書等の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/kobunshokanri.html 有り 永久 兵庫県公館において永久保存
兵庫県公館県政資料館
（歴史資料部⾨）

神⼾市中央区下⼭⼿通４丁⽬４番１
号

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/pa13_000000005.html 総務部法務⽂書課 総務部法務⽂書課

29 奈良県 有り 奈良県⾏政⽂書管理規則 平成１３年３⽉３０⽇ https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/k401RG00000040.html 有り 永久 図書情報館において永久保存 奈良県⽴図書情報館 奈良市⼤安寺⻄１丁⽬１０００番地 https://www.library.pref.nara.jp/ 総務部法務⽂書課
⽂化・教育・くらし創造部
奈良県⽴図書情報館 図書・公
⽂書課

30 和歌⼭県 有り 和歌⼭県公⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00001351.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 和歌⼭県⽴⽂書館 和歌⼭市⻄⾼松１丁⽬７番３８号 https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/ 総務部総務管理局総務課 企画部企画政策局⽂化学術課

31 ⿃取県 有り ⿃取県公⽂書等の管理に関する条例 平成２４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001687.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 ⿃取県⽴公⽂書館 ⿃取市尚徳町１０１ https://www.pref.tottori.lg.jp/kobunsho/ 総務部政策法務課 総務部政策法務課

32 島根県 有り 島根県公⽂書等の管理に関する条例 平成２３年４⽉１⽇ https://krm101.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 公⽂書センターにおいて永久保存 島根県公⽂書センター
松江市殿町1番地島根県庁第３分庁
舎（旧島根県⽴博物館）

https://www.pref.shimane.lg.jp/kobunsho/ 総務部総務課 島根県総務部公⽂書センター

33 岡⼭県 有り 岡⼭県庁⽂書規程 昭和３８年５⽉３１⽇ https://www.pref.okayama.jp/page/detail-17177.html 有り 永久 記録資料館において永久保存 岡⼭県⽴記録資料館 岡⼭市北区南⽅２丁⽬１３−１ https://archives.pref.okayama.jp/ 総務部総務学事課 総務部総務学事課

34 広島県 有り 広島県⽂書等管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A 有り 永久 ⽂書館において永久保存 広島県⽴⽂書館
広島市中区千⽥町３丁⽬７番４７号
広島県情報プラザ内

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/164/ 総務局総務課 総務局総務課

35 ⼭⼝県 有り ⼭⼝県公⽂書取扱規程 昭和２８年１１⽉１⽇ http://reiki.pref.yamaguchi.lg.jp/reiki/reiki.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 ⼭⼝県⽂書館 ⼭⼝市後河原１５０−１ http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/ 総務部学事⽂書課 教育庁学校運営・施設整備室

36 徳島県 有り 徳島県公⽂書管理規則 平成１３年１０⽉１⽇ https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00001011.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 徳島県⽴⽂書館
徳島市⼋万町向寺⼭
⽂化の森総合公園内

https://archive.bunmori.tokushima.jp/   監察局法制⽂書課
⽂化の森振興センター
⽂書館

37 ⾹川県 有り ⾹川県公⽂書等の管理に関する条例 平成２６年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kagawa-ken/d1w_reiki/42590101000500000000/42590101000500000000/42590101000500000000.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 ⾹川県⽴⽂書館 ⾼松市林町２２１７番地１９ https://www.pref.kagawa.lg.jp/bunshokan/ 総務部総務事務集中課 ⾹川県⽴⽂書館

38 愛媛県 有り 愛媛県公⽂書の管理に関する条例 平成３０年１０⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部私学⽂書課

39 ⾼知県 有り ⾼知県公⽂書等の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/2020040800093.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 ⾼知県⽴公⽂書館 ⾼知市丸ノ内１丁⽬１番１０号 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110202/ 総務部法務⽂書課 総務部法務⽂書課

40 福岡県 有り
①福岡県⽂書管理規程
㉓福岡県⽴公⽂書館条例

①平成１６年１⽉３０⽇
②平成２４年４⽉１⽇

https://www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html 有り 永久 福岡共同公⽂書館において永久保存 福岡共同公⽂書館 筑紫野市上古賀１−３−１ https://kobunsyokan.pref.fukuoka.lg.jp/ 総務部⾏政経営企画課 総務部⾏政経営企画課

41 佐賀県 有り
①佐賀県⽂書管理規程
②佐賀県歴史的⽂書の保存等に関す
る規程

①昭和５５年４⽉１⽇
②平成２年４⽉１⽇

①https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00000052.html
②https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00000053.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 佐賀県公⽂書館

佐賀市城内１丁⽬６−５県庁南館２
階

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00327911/index.html
総務部法務私学課情報公
開・⽂書担当

総務部法務私学課情報公開・⽂
書担当

42 ⻑崎県 有り ⻑崎県⽂書取扱規程 昭和３８年４⽉２２⽇ https://krq301.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 公⽂書コーナーにおいて永久保存 ⻑崎県公⽂書コーナー ⻑崎市⽴⼭１丁⽬１−５１番地 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/soshikiannai/koubunsyo/ 総務部総務⽂書課 総務部総務⽂書課

43 熊本県 有り
熊本県⾏政⽂書等の管理に関する条
例

平成２４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110000040.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務部総務私学局県政情
報⽂書課

44 ⼤分県 有り
①⼤分県⽂書管理規程
②⼤分県公⽂書館公⽂書等収集保存
規程

①平成２１年３⽉１⽇
②平成７年２⽉１⽇

https://www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 ⼤分県公⽂書館 ⼤分市王⼦⻄町１４番１号 https://www.pref.oita.jp/site/346/ 総務部県政情報課
総務部県政情報課
⼤分県公⽂書館

45 宮崎県 有り ⽂書取扱規程 平成２年３⽉３１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/miyazaki-ken/d1w_reiki/H402902200005/H402902200005.html 有り 永久 ⽂書センターにおいて永久保存 宮崎県⽂書センター 宮崎市旭１−３−６ https://www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kanko/bunka/index.html 総務部総務課 総務部総務課

46 ⿅児島県 有り ⿅児島県⽂書規程 昭和６０年１２⽉１８⽇ http://g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部学事法制課
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歴史公⽂書を保管する施設 担当

47 沖縄県 有り ⽂書管理規程 昭和４９年１２⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CAD16A&houcd=H349902200037&no=1&totalCount=5&fromJsp=SrMj 有り 永久 公⽂書館において永久保存 沖縄県公⽂書館 南⾵原町字新川１４８番地３ https://www.archives.pref.okinawa.jp/ 総務部総務私学課 総務部総務私学課

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CAD16A&houcd=H349902200037&no=1&totalCount=5&fromJsp=SrMj
https://www.archives.pref.okinawa.jp/

