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1 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

2 宇都宮市 有り 宇都宮市⽂書取扱規程 平成２３年２⽉２８⽇ https://www1.g-reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00000992.html 無し
歴史公⽂書の選別を⾏っていない

※保存及び利⽤のルールの導⼊を検討中
⾏政経営部⾏政総務課

3 ⾜利市 有り ⾜利市⽂書取扱規程 昭和３７年４⽉１⽇ https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/reiki/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
⾏政経営部デジタル戦略
課

4 栃⽊市 有り 栃⽊市⽂書取扱規程 平成２２年３⽉２９⽇ http://www.city.tochigi.lg.jp/ 有り 永久 庁舎内において永久保存 経営管理部総務課

5 佐野市 有り 佐野市⽂書管理規程 平成１７年２⽉２８⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7A6DF88E&houcd=H417902200020&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない ⾏政経営部⾏政経営課

6 ⿅沼市 有り ⿅沼市⽂書取扱規程 平成３年４⽉１⽇ https://www.city.kanuma.tochigi.jp/reiki/H403902200003/H403902200003.html 有り 永久 ⽂化センターにおいて永久保存 ⿅沼市⺠⽂化センター ⿅沼市坂⽥⼭２-１７０ 総合政策部総合政策課 教育委員会事務局⽂化課

7 ⽇光市 有り ⽇光市⽂書管理規程 平成１８年３⽉２０⽇ https://www.city.nikko.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r340RG00000030.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

8 ⼩⼭市 有り ⼩⼭市⽂書取扱規程 昭和６２年３⽉１２⽇ https://www1.g-reiki.net/oyama/reiki_honbun/e109RG00000064.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 ⼩⼭市⽂書館 ⼩⼭市⼋幡町２丁⽬４番２４号 http://monjyokan.city.oyama.tochigi.jp/ 総務部⾏政総務課 ⼩⼭市⽂書館

9 真岡市 有り 真岡市⽂書管理規程 平成１１年２⽉２４⽇ https://www1.g-reiki.net/moka/reiki_honbun/e110RG00000100.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

10 ⼤⽥原市 有り ⼤⽥原市⽂書取扱規程 平成１０年２⽉４⽇ https://lg.joureikun.jp/ohtawara_city/reiki/act/frame/frame110000114.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存 経営管理部総務課

11 ⽮板市 有り ⽮板市⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

12 那須塩原市 有り 那須塩原市⽂書取扱規程 平成１７年１⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A7A6DF8F2 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

13 さくら市 有り さくら市⽂書取扱規程 平成１７年３⽉２８⽇ https://en3-jg.d1-law.com/sakura-tochigi/d1w_reiki/H417902200011/H417902200011_j.html 有り 永久 統合書庫において永久保存 さくら市統合書庫 さくら市喜連川５６１番地 総務課 さくら市ミュージアム

14 那須烏⼭市 有り 那須烏⼭市⽂書取扱規則 平成１７年１０⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7A6DF8F4&houcd=H417902100008&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj 有り 永久  庁舎内及び旧七合中学校において永久保存  旧市⽴七合中学校 那須烏⼭市中⼭２２６ 総務課 総務課

15 下野市 有り 下野市⽂書取扱規程 平成１８年１⽉１０⽇ https://www.city.shimotsuke.lg.jp/statics/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000040.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務⼈事課

16 上三川町 有り 上三川町⽂書取扱規程 平成１４年１⽉１⽇ https://www.town.kaminokawa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e114RG00000049.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

17 益⼦町 有り 益⼦町⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.mashiko.lg.jp 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

18 茂⽊町 有り 茂⽊町⽂書取扱規程 平成７年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/motegi/d1w_reiki/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

19 市⾙町 有り 市⾙町⽂書取扱規程 昭和５３年１⽉１⽇ 4 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

20 芳賀町 有り 芳賀町⽂書取扱規程 昭和５２年１０⽉５⽇ https://en3-jg.d1-law.com/haga/d1w_reiki/H352902200002/H352902200002.html 有り 永久 総合情報館において永久保存 芳賀町総合情報館
芳賀郡芳賀町祖⺟井南１−１−
１

https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/menu/kurashi/sports/shogai/johokan/index.html 総務課⾏政係
教育委員会事務局⽣涯学習課
総合情報館係

21 壬⽣町 有り 壬⽣町⽂書管理規程 令和４年４⽉１⽇ https://www.town.mibu.tochigi.jp/bunya/reiki_int/reiki_honbun/e126RG00001234.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課⽂書法規係

22 野⽊町 有り 野⽊町⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/nogi/d1w_reiki/H412902200001/H412902200001.html 無し ⼀定期間  庁舎内において⼀定期間保存
総合政策部総務課庶務⽂
書係

23 塩⾕町 有り 塩⾕町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.shioya/reiki_honbun/e136RG00000090.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

24 ⾼根沢町 有り ⾼根沢町公⽂書管理条例 平成３０年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.takanezawa/reiki_honbun/e138RG00001054.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

25 那須町 有り 那須町公⽂書の管理に関する条例 平成３１年３⽉７⽇ https://www1.g-reiki.net/town.nasu/reiki_honbun/e146RG00000089.html 有り 永久  庁舎内において永久保存 総務課総務防災係

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 那珂川町 有り 那珂川町⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nakagawa/reiki_honbun/r215RG00000034.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

https://www1.g-reiki.net/nakagawa/reiki_honbun/r215RG00000034.html

