
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 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

2 ⽔⼾市 有り ⽔⼾市⽂書取扱規程 昭和６２年４⽉１⽇ 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務法制課

3 ⽇⽴市 有り ⽇⽴市⽂書取扱規程 昭和６０年３⽉３０⽇ https://kre003.legal-square.com/HAS-Shohin/pafe/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 郷⼟博物館において永久保存 ⽇⽴市郷⼟博物館 ⽇⽴市宮⽥町５-２-２２ https://www.city.hitachi.lg.jp/museum/ 総務部総務課 教育委員会郷⼟博物館

4 ⼟浦市 有り ⼟浦市⽂書取扱規程 昭和５６年５⽉３０⽇ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001482.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

5 古河市 有り 古河市⽂書事務規程 平成１７年９⽉１２⽇ https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/bunrui/shiseimatidukuri/reiki/4825.html 無し 永久 資料館において永久保存 三和資料館 古河市仁連２０４２番地１ https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/8/index.html 総務部総務課
教育部⽣涯学習課⽂化教育施
設室三和資料館

6 ⽯岡市 有り ⽯岡市⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/isioka.city/reiki_honbun/r310RG00000060.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

7 結城市 有り 結城市⽂書管理規程 平成１３年３⽉１９⽇ https://www1.g-reiki.net/yuki/reiki_honbun/e008RG00000049.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

8 ⿓ケ崎市 有り ⿓ケ崎市⽂書取扱規程 平成１０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ryugasaki/reiki_honbun/e009RG00000117.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部情報管理課

9 下妻市 有り 下妻市⽂書取扱規程 平成１８年４⽉１⽇ https://www.city.shimotsuma.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

10 常総市 有り 常総市⽂書管理規程 昭和４４年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/joso/reiki_honbun/r251RG00000125.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

11 常陸太⽥市 有り 常陸太⽥市⽂書取扱規程 平成９年４⽉１⽇ http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page000687.html 無し 永久  庁舎内において永久保存 総務部総務課

12 ⾼萩市 有り ⾼萩市公⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/takahagi/d1w_reiki/H412902210001/H412902210001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 企画総務部総務課

13 北茨城市 有り 北茨城市⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

14 笠間市 有り 笠間市⽂書事務規程 平成１８年３⽉１９⽇ 有り 永久 旧笠間市⽴箱⽥⼩学校において永久保存 旧笠間市⽴箱⽥⼩学校 笠間市箱⽥１１１６ 総務部総務課
教育委員会⽣涯学習課⽂化振
興室

15 取⼿市 有り 取⼿市⽂書管理規則 平成１４年４⽉１⽇ 有り 永久 旧取⼿市⽴⼾頭⻄⼩学校において保存
旧取⼿市⽴⼾頭⻄⼩学
校

取⼿市⼾頭８−１０−１ 総務部情報管理課
情報管理課
教育委員会⽣涯学習課⽂化財
係（埋蔵⽂化財センター）

16 ⽜久市 有り ⽜久市⽂書取扱規則 平成１２年４⽉１⽇ https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00000085.html 無し
歴史公⽂書の選別を⾏っていない

※詳細な運⽤のルールの作成を検討中
総務部総務課

17 つくば市 有り つくば市公⽂書等管理指針 平成３０年４⽉１⽇ https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/seido/1004412.html 有り 永久 外部の委託先施設において保存
総務部総務課公⽂書管理
係

18
ひたちなか
市

有り ひたちなか市⽂書取扱規程 平成６年１１⽉１⽇ https://kre020.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 無し  歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課⽂書法制係

19 ⿅嶋市 有り
①⿅嶋市⽂書取扱規程
②⿅嶋市⽂書整理保存規程

①昭和６０年３⽉１６⽇
②昭和６０年４⽉１７⽇

① https://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_honbun/e021RG00000043.html
② htps://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_honbun/e021RG00000044.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

20 潮来市 有り 潮来市⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.city.itako.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

21 守⾕市 有り 守⾕市⽂書規程 平成１１年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

22 常陸⼤宮市 有り 常陸⼤宮市⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 常陸⼤宮市⽂書館 常陸⼤宮市北塩⼦１７２１番地 https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/dir002557.html 総務部総務課
教育委員会⽂化スポーツ課⽂
書館

23 那珂市 有り 那珂市⽂書事務規程 平成４年３⽉３１⽇ https://www1.g-reiki.net/naka/reiki_honbun/r089RG00000050.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

24 筑⻄市 有り 筑⻄市⽂書取扱規則 平成１７年３⽉２８⽇ https://en3-jg.d1-law.com/chikusei/d1w_reiki/H417902100012/H417902100012.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

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
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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

25 坂東市 有り 坂東市⽂書保存に関する要綱 平成２１年４⽉１⽇ https://www.city.bando.lg.jp/data/reiki/reiki_honbun/r155RG00000795.html 無し 永久 資料館において永久保存 坂東市資料館 坂東市⼭２７２６番地 https://www.city.bando.lg.jp/page/dir000586.html 総務部総務課 教育委員会事務局資料館

26 稲敷市 有り 稲敷市⽂書整理保存規程 平成１８年４⽉１⽇ https://www.city.inashiki.lg.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/r168RG00000522.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 ⾏政経営部総務課

27
かすみがう
ら市

有り かすみがうら市⽂書事務規程 平成１８年２⽉２０⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A7A5E905F 無し ⼀定期間 歴史博物館において⼀定期間保存 歴史博物館 かすみがうら市坂１０２９−１ https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/dir003355.html 総務部総務課
教育委員会事務局⽣涯学習課
歴史博物館

28 桜川市 有り 桜川市⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www.city.sakuragawa.lg.jp/gyousei/reiki_int/reiki_honbun/r211RG00000020.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

29 神栖市 有り 神栖市⽂書管理規程 平成２年８⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.kamisu/reiki_honbun/r216RG00000053.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

30 ⾏⽅市 有り ⾏⽅市⽂書管理規程 平成１８年９⽉１２⽇ https://www.city.namegata.ibaraki.jp/gyousei/reiki/reiki_int/reiki_honbun/r228RG00000658.html 有り 永久

庁舎内等において永久保存

※内規上は、「公⽂書館等」で保存すること
とされているが、現状は相当する施設が整備
されていない

総務部総務課

31 鉾⽥市 有り 鉾⽥市⽂書事務取扱規程 平成１７年１０⽉１１⽇ https://www.city.hokota.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r229RG00000037.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

32
つくばみら
い市

有り つくばみらい市⽂書管理規程 平成１８年３⽉２７⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

33 ⼩美⽟市 有り ⼩美⽟市⽂書事務取扱規程 平成２４年５⽉１６⽇ https://www.city.omitama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r357RG00000032.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

34 茨城町 有り 茨城町⽂書事務規程 平成２３年７⽉２９⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

35 ⼤洗町 有り ⼤洗町⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town.oarai.lg.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⾏政係

36 城⾥町 有り 城⾥町⽂書整理保存規程 平成１７年２⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

37 東海村 有り 東海村⽂書管理規程 平成８年１２⽉１３⽇ https://www1.g-reiki.net/tokai/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務⼈事課

38 ⼤⼦町 有り ⼤⼦町⽂書管理規程 平成１９年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.daigo.ibaraki/reiki_honbun/e044RG00000684.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

39 美浦村 有り 美浦村⽂書整理保存規程 平成１３年２⽉９⽇ https://www.vill.miho.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e057RG00000032.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

40 阿⾒町 有り 阿⾒町⽂書管理規則 平成１６年１⽉２１⽇ https://www.town.ami.lg.jp/0000000230.html 有り 永久 公⺠館及び⽂化財保管倉庫において永久保存
①阿⾒町中央公⺠館
②阿⾒町⽂化財保管倉
庫

①稲敷郡阿⾒町若栗１８８６-１
②稲敷郡阿⾒町実穀１６５２-９,
１６５３-１

① https://www.town.ami.lg.jp/soshiki/22-19-0-0-0_1.html
② https://www.town.ami.lg.jp/soshiki/22-3-0-0-0_1.html 総務部総務課 教育委員会⽣涯学習課

41 河内町 有り 河内町⽂書整理保存規程 令和１８年１⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 教育委員会事務局

42 ⼋千代町 有り ⼋千代町⽂書管理規程 昭和４３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yachiyo/d1w_reiki/H343902300001/H343902300001.html 有り ⼀定期間 公⺠館において⼀定期間保存 ⼋千代町⽴中央公⺠館
結城郡⼋千代町⼤字菅⾕１０２
７

総務部総務課 教育委員会⽣涯学習課

43 五霞町 有り
①五霞町⽂書等管理規程
②五霞町⽂書整理規程

平成２４年１⽉１⽇ ① https://www1.g-reiki.net/goka/reiki_honbun/e080RG00000505.html
② https://www1.g-reiki.net/goka/reiki_honbun/e080RG00000506.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

44 境町 有り 境町⽂書整理保存規程 平成１２年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部総務課

45 利根町 有り 利根町⽂書管理規則 平成１２年３⽉２３⽇ https://www.town.tone.ibaraki.jp/gyousei/reiki_int/reiki_honbun/e086RG00000042.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務課
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