
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 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

2 福島市 有り 福島市⽂書取扱規程 平成５年３⽉２５⽇ https://en3-jg.d1-law.com/fukushima/d1w_reiki/H405902200004/H405902200004.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

3 会津若松市 有り 会津若松市⽂書取扱規則 昭和４７年１０⽉１⽇ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/reiki_int/reiki_honbun/c503RG00000082.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

4 郡⼭市 有り 郡⼭市⽂書等取扱規程 平成１８年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務法務課

5 いわき市 有り いわき市⽂書等管理規程 平成１７年１⽉３１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

6 ⽩河市 有り ⽩河市⽂書管理規程 平成１７年１１⽉７⽇ http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/shirakawa/contents/reiki/H417902200006/H417902200006.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

7 須賀川市 有り 須賀川市⽂書取扱規程 平成２年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/sukagawa/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久  庁舎内において永久保存 総務部⾏政管理課

8 喜多⽅市 有り 喜多⽅市⽂書管理規程 平成１８年１⽉４⽇ http://www.city.kitakata.fukushima.jp/ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課

9 相⾺市 有り 相⾺市⽂書管理規程 平成７年４⽉１⽇ https://www.city.soma.fukushima.jp/shiseijoho/kokai/4200.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部総務課

10 ⼆本松市 有り ⼆本松市⽂書取扱規程 平成１７年１２⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/nihonmatsu/d1w_reiki/H417902200013/H417902200013.html 有り 永久 歴史館において永久保存 ⼆本松歴史館 ⼆本松市郭内三丁⽬３０３-５ https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page008886.html 総務部⼈事⾏政課 教育委員会⽂化課

11 ⽥村市 有り ⽥村市⽂書管理規程 平成１７年３⽉１⽇ https://www.city.tamura.lg.jp/ta_reiki/d1w_reiki/H417902200009/H417902200009.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課

12 南相⾺市 有り 南相⾺市⽂書管理規程 平成１８年１⽉１⽇ https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000093.html 有り 永久 博物館において永久保存 南相⾺市⽴博物館
南相⾺市原町区⽜来字出⼝１９４

総務部総務課 教育委員会⽂化財課

13 伊達市 有り 伊達市公⽂書管理規程 平成１８年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/date/d1w_reiki/H418902200001/H418902200001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

14 本宮市 有り 本宮市⽂書取扱規程 平成２６年１０⽉１⽇ - 有り ⼀定期間
歴史⺠俗資料館及び公⺠館において⼀定期間
保存

①本宮市⽴歴史⺠俗資料館
②本宮市⽩沢公⺠館

①本宮市本宮字南町裡１３０
②本宮市⽩岩字堤崎５００

総務政策部総務課
①歴史⺠俗資料館
②⽩沢公⺠館

15 桑折町 有り 桑折町⽂書管理規程 昭和４０年５⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務課

16 国⾒町 有り 国⾒町⽂書管理規則 平成２５年４⽉１⽇ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/reiki/act/frame/frame110000700.htm 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

17 川俣町 有り 川俣町⽂書等管理規則 平成１４年９⽉１⽇ https://www.town.kawamata.lg.jp/ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

18 ⼤⽟村 有り ⼤⽟村⽂書取扱規程 昭和６１年５⽉３０⽇ https://www.vill.otama.fukushima.jp 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課

19 鏡⽯町 有り 鏡⽯町⽂書管理規程 平成１５年１０⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

20 天栄村 有り 天栄村⽂書取扱規程 平成１０年２⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

21 下郷町 有り 下郷町⽂書取扱規程 昭和３９年１０⽉１⽇ https://www.town.shimogo.fukushima.jp/section/reiki/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

22 檜枝岐村 有り 檜枝岐村⽂書等管理規則 平成１７年４⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

23 只⾒町 有り 只⾒町⽂書事務取扱規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www.town.tadami.lg.jp/ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

24 南会津町 有り 南会津町⽂書取扱規程 平成１８年３⽉２０⽇ https://www1.g-reiki.net/minamiaizu/reiki_honbun/r298RG00000046.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

25 北塩原村 有り 北塩原村公⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務企画課

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
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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

26 ⻄会津町 有り ⻄会津町⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp>reiki_honbun 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

27 磐梯町 有り 磐梯町⽂書取扱規程 平成１５年１⽉２２⽇ https://www.town.bandai.fukushima.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/c545RG00000048.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

28 猪苗代町 有り 猪苗代町⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/c546RG00000612.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

29 会津坂下町 有り 会津坂下町⽂書管理規程 平成３年３⽉１１⽇ http://www.town.aizubange.fukushima.jp 有り 永久 埋蔵⽂化財センターにおいて永久保存 会津坂下町埋蔵⽂化財センター
河沼郡会津坂下町⼤字⻘⽊字⻘⽊１
３９

http://www.town.aizubange.fukushima.jp 総務課 教育課⽣涯学習班

30 湯川村 有り ⽂書編集、保存、処理要綱 昭和４３年２⽉１⽇ 有り 永久 公⺠館において永久保存 湯川村公⺠館
河沼郡湯川村⼤字清⽔⽥字⻑瀞１７
番地

総務課 教育委員会社会教育課

31 柳津町 有り 柳津町⽂書取扱規程 平成２７年６⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yanaizu/d1w_reiki/H427902200026/H427902200026.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

32 三島町 有り 公⽂書管理⼿引き 平成１３年２⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

33 ⾦⼭町 有り ⾦⼭町役場⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

34 昭和村 有り 昭和村⽂書取扱規程 昭和５３年３⽉２０⽇ https://www.vill.showa.fukushima.jp/reiki_int/reiki_honbun/c556RG00000028.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

35 会津美⾥町 有り 会津美⾥町⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/ 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

36 ⻄郷村 有り ⻄郷村⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/nishigo/d1w_reiki/H415902200004/H415902200004.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

37 泉崎村 有り 泉崎村⽂書等管理規程 平成１４年２⽉１４⽇ 有り ⼀定期間 資料館において⼀定期間保存 泉崎資料館
⻄⽩河郡泉崎村⼤字泉崎字舘２４番
９

https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/page/page000583.html 総務課 教育委員会

38 中島村 有り 中島村⽂書取扱規程 平成２１年３⽉３０⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

39 ⽮吹町 有り ⽮吹町⽂書取扱規程 平成５年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yabuki/d1w_reiki/H405902200001/H405902200001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 企画総務課

40 棚倉町 有り 棚倉町⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

41 ⽮祭町 有り ⽮祭町⽂書取扱規程 平成１４年１⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 ⾃⽴総務課

42 塙町 有り 塙町⽂書等管理規程 平成１９年４⽉１⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

43 鮫川村 有り 鮫川村⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/samegawa/d1w_reiki/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

44 ⽯川町 有り ⽯川町⽂書管理規程 平成２０年１⽉１⽇ https://www.ishikawa.fukushima.jp/reiki_int/reiki_menu.html 無し 永久 歴史⺠俗資料館において永久保存 ⽯川町⽴歴史⺠俗資料館 ⽯川郡⽯川町字⾼⽥２００-２ https://town.ishikawa.fukushima.jp/admin/material/ 総務課 教育委員会⽣涯学習課

45 ⽟川村 有り ⽟川村⽂書取扱規程 平成１３年４⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

46 平⽥村 有り 平⽥村⽂書等管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hirata/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

47 浅川町 有り 浅川町⽂書取扱規程 昭和４３年１⽉１⽇ http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000467 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

48 古殿町 有り 古殿町⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.furudono.fukushima.jp/reiki_int/reiki_honbun/c572RG00000032.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

49 三春町 有り 三春町⽂書取扱規程 平成９年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/miharu/d1w_reiki/H409902200003/H409902200003.html 有り 永久 歴史⺠俗資料館及び図書館において永久保存
①歴史⺠俗資料館
②町⺠図書館

①⽥村郡三春町桜⾕５
②⽥村郡三春町字⼤町１２-１

①https://www.town.miharu.fukushima.jp/site/rekishi/
②https://www.town.miharu.fukushima.jp/site/tosyo/ 総務課

⽣涯学習課

50 ⼩野町 有り ⼩野町⽂書編さん保存規定 平成１３年４⽉１⽇ https://ono-rds01.ono-sc.local/RDWeb/pages/ja-JP/Default.aspx 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課
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http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/
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https://ono-rds01.ono-sc.local/RDWeb/pages/ja-JP/Default.aspx
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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

51 広野町 有り 広野町⽂書管理規程 平成１７年３⽉１７⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hirono/d1w_reiki/H415902200030/H415902200030.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

52 楢葉町 有り 楢葉町⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/naraha/d1w_reiki/H413902200007/H413902200007.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

53 富岡町 有り 富岡町⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

54 川内村 有り 川内村⽂書管理規程 令和３年４⽉１⽇ http://www.kawauchimura.jp 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

55 ⼤熊町 有り ⼤熊町⽂書管理規程 平成１７年５⽉１⽇ https://www.town.okuma.fukushima.jp/reikishu/ 有り 永久

庁舎内 等において永久保存

※今後は運⽤予定のアーカイブ施設（開設時
期未定）において永久保存

総務課

56 双葉町 有り 双葉町⽂書管理等規則 平成１６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/futaba/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務課

57 浪江町 有り 浪江町⽂書管理規程 平成１０年３⽉２３⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

58 葛尾村 有り 葛尾村⽂書等管理規則 平成１４年１２⽉１９⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

59 新地町 有り 新地町⽂書等管理規程 平成１４年１⽉１⽇ http://en3-jg.d1-law.com/shinchi/d1w_reiki/H413902200027/H413902200027.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

60 飯舘村 有り 飯舘村⽂書管理規程 平成１０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/vill.iitate/reiki_menu.html 有り 永久 飯舘村公⺠館において永久保存 飯舘村交流センター 飯舘村草野字⼤師堂１７番地 https://www.vill.iitate.fukushima.jp/site/fureaikan/ 総務課 教育委員会⽣涯学習課

https://en3-jg.d1-law.com/hirono/d1w_reiki/H415902200030/H415902200030.html
https://en3-jg.d1-law.com/naraha/d1w_reiki/H413902200007/H413902200007.html
http://www.kawauchimura.jp
https://www.town.okuma.fukushima.jp/reikishu/
https://www1.g-reiki.net/futaba/reiki_menu.html
http://en3-jg.d1-law.com/shinchi/d1w_reiki/H413902200027/H413902200027.html
https://www1.g-reiki.net/vill.iitate/reiki_menu.html
https://www.vill.iitate.fukushima.jp/site/fureaikan/

