
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 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

2 千葉市 有り 千葉市公⽂書管理規則 平成１２年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000803.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務局総務部総務課

3 銚⼦市 有り 銚⼦市⽂書管理規程 昭和５０年４⽉３０⽇ https://www1.g-reiki.net/city.choshi/reiki_honbun/g003RG00000091.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務室政策法務班

4 市川市 有り 市川市公⽂書等の管理に関する条例 令和２年７⽉１⽇ https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen01/1211000007.html 有り 永久 外部倉庫（⺠間委託）において永久保存 総務部総務課

5 船橋市 有り 船橋市⽂書管理規則 平成１４年７⽉１⽇ https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/jouhoukoukai/005/p026897.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務法制課

6 館⼭市 有り 館⼭市公⽂書管理規則 平成１６年１０⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tateyama/d1w_reiki/H416902100033/H416902100033.html 有り ⼀定期間 博物館において⼀定期間保存 館⼭市⽴博物館 館⼭市館⼭３５１−２ https://www.city.tateyama.chiba.jp/hakubutukan/page100065.html 総務部総務課 教育委員会教育部⽣涯学習課

7 ⽊更津市 有り ⽊更津市⽂書規程 平成１６年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80073AA0&houcd=H416902200006&no=3&totalCount=9&jbnJiten=5040506 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

8 松⼾市 有り 松⼾市公⽂書管理規則 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/matsudo/reiki_honbun/g008RG00000075.html 有り  ⼀定期間 庁舎内及び根⽊内東⽂書庫において永久保存 根⽊内東⽂書庫 松⼾市根⽊内５９８番地 総務部総務課 総務部総務課

9 野⽥市 有り 野⽥市⽂書管理規程 昭和４５年９⽉１⽇ http://www2.city.noda.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g009RG00000093.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課

10 茂原市 有り 茂原市⽂書管理規程 昭和６１年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/mobara/d1w_reiki/H361902210002/H361902210002.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

11 成⽥市 有り 成⽥市公⽂書管理規程 平成１８年３⽉２４⽇ https://www1.greiki.net/narita/reiki_honbun/z700RG00000830.html 有り 永久 図書館において永久保存 成⽥市⽴図書館 成⽥市⾚坂１−１−３ https://www.library.city.narita.lg.jp/librarymap/index.html 総務部総務課 教育部図書館

12 佐倉市 有り 佐倉市⽂書管理規程 平成６年３⽉３１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内及び図書館において⼀定期間保存 佐倉市⽴佐倉図書館 佐倉市海隣寺町９７ 総務部⾏政管理課

13 東⾦市 有り 東⾦市⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ http://www.city.togane.chiba.jp/reiki/d1w_reiki/H412902200001/print.html 有り ⼀定期間 庁舎内で⼀定期間保存
総務部総務課

14 旭市 有り 旭市⽂書管理規程 平成１７年７⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.asahi/reiki_honbun/r197RG00000043.html 無し 永久 ⽂書館において永久保存 旭市⽂書館 旭市南堀之内１０ https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/29/19401.html 総務課 教育委員会⽣涯学習課

15 習志野市 有り 習志野市⽂書管理規程 平成１０年４⽉１０⽇ https://www1.g-reiki.net/narashino/reiki_honbun/1000RG00000058.html 有り 永久  庁舎内において永久保存 総務部情報政策課

16 柏市 有り 柏市公⽂書管理規則 平成１２年９⽉２７⽇ https://www.city.kashiwa.lg.jp/shiseijoho/about_kashiwa/jorei.html 有り 永久 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⾏政課

17 勝浦市 有り 勝浦市⽂書取扱規程 昭和４６年１⽉１⽇ https://www.city.katsuura.lg.jp/div/kohou/htm/reiki/reiki_honbun/g019RG00000059.html 無し ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存 総務課

18 市原市 有り 市原市公⽂書管理規則 平成１４年１０⽉１⽇ https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000748.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
総務部総務課法務・情報
公開室

19 流⼭市 有り 流⼭市⽂書規程 平成２年５⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80073B5A 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

20 ⼋千代市 有り ⼋千代市⽂書管理規則 平成１２年１０⽉１⽇ https://www.1.g-reiki.net/yachiyo-city/reiki_honbun/g022RG00000061.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

21 我孫⼦市 有り 我孫⼦市⽂書管理規程 平成７年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80073B5C 有り 永久
庁舎内及び外部倉庫（⺠間委託）において永
久保存

企画総務部⾏政管理課

22 鴨川市 有り 鴨川市⽂書管理規程 平成１７年２⽉１１⽇ https://www.city.kamogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r102RG00000034.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 企画総務部総務課

23 鎌ケ⾕市 有り 鎌ケ⾕市⽂書管理規程 平成１１年９⽉２８⽇ 有り 永久 郷⼟資料館において永久保存 鎌ケ⾕市郷⼟資料館 鎌ケ⾕市中央１−８−３１ https://www.city.kamagaya.chiba.jp 総務企画部総務課⾏政室
⽣涯学習部⽂化・スポーツ課
郷⼟資料館

24 君津市 有り 君津市⾏政⽂書管理規則 令和３年４⽉１⽇ https://krg026.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

25 富津市 有り 富津市⽂書管理規程 昭和４６年４⽉２５⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80073B60 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 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 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 浦安市 有り 浦安市公⽂書管理規則 平成１３年１０⽉１⽇ https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/1020138/index.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部法務⽂書課

27 四街道市 有り 四街道市⽂書管理規程 平成１２年３⽉３０⽇ https://www1.g-reiki.net/yotsukaido/reiki_honbun/g029RG00000058.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

28 袖ケ浦市 有り 袖ケ浦市公⽂書管理規程 平成１３年３⽉１９⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80073B63&houcd=H413902210003&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5040513 無し 永久 郷⼟博物館において永久保存 袖ケ浦市郷⼟博物館 袖ケ浦市下新⽥１１３３番地 https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/hakubutsukan/ 総務部総務課 教育部郷⼟博物館

29 ⼋街市 有り ⼋街市⽂書規程 平成元年６⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.yachimata/reiki_menu.html 無し 永久 郷⼟資料館において永久保存 ⼋街市郷⼟資料館 ⼋街市⼋街ほ７９６番地１ https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/39/ 総務部総務課
教育委員会教育部
郷⼟資料館

30 印⻄市 有り 印⻄市⾏政⽂書管理規程 平成２７年４⽉１⽇ https://www.city.inzai.lg.jp/category15-0-0-0-0.html 有り 永久
⽊下交流の杜歴史資料センター等において永
久保存

印⻄市⽴⽊下交流の杜
歴史資料センター

印⻄市⽊下１４８９番地１ https://www.city.inzai.lg.jp/0000005283.html

教育委員会 教育部⽊下
交流の杜歴史資料セン
ター

教育委員会 教育部⽊下交流
の杜歴史資料センター

31 ⽩井市 有り ⽩井市⽂書管理規程 平成４年４⽉１⽇ https://www1.g- reiki.net /shiroi/reiki_honbun/g038RG00000070.html 有り ⼀定期間
旧⽩井第⼆⼩学校及びひだまり館において⼀
定期間保存

①旧⽩井第⼆⼩学校平
塚分校
②ひだまり館（旧中央
公⺠館別館）

①⽩井市平塚９６０
②⽩井市根６３−２

総務部総務課
①教育部教育総務課
②教育部教育⽀援課

32 富⾥市 有り 富⾥市⽂書規程 平成３年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80073BC2&houcd=H403902200006&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040520 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

33 南房総市 有り 南房総市⽂書管理規程 平成１８年３⽉２０⽇ https://www1.g-reiki.net/minamiboso/reiki_honbun/r361RG00000051.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

34 匝瑳市 有り 匝瑳市⽂書管理規程 平成１８年１⽉２３⽇ https://www1.g-reiki.net/sosa/reiki_honbun/r325RG00000034.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

35 ⾹取市 有り ⾹取市⽂書規程 平成１８年３⽉２７⽇ https://en3-jg.d1-law.com/katori/d1w_reiki/reiki.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

36 ⼭武市 有り ⼭武市⽂書管理規程 平成１８年３⽉２７⽇ https://en3-jg.d1-law.com/sammu/d1w_reiki/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

37 いすみ市 有り いすみ市⽂書管理規程 平成１７年１２⽉５⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A80073BC7 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課法務⽂書班

38 ⼤網⽩⾥市 有り ⼤網⽩⾥市公⽂書取扱事務規程 平成１６年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80078984&houcd=H416902200002&no=1&totalCount=7&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⾏政班

39 酒々井町 有り 酒々井町⽂書管理規程 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

40 栄町 有り 栄町⾏政⽂書管理規則 平成１４年７⽉１⽇ http://www.town.sakae.chiba.jp/reiki/reiki_honbun/g040RG00000433.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

41 神崎町 有り 神崎町⽂書管理規程 平成３１年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kozaki/reiki_honbun/g042RG00000517.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

42 多古町 有り 多古町⽂書規程 平成１５年４⽉１⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

43 東庄町 有り 東庄町⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/tohnosho/reiki_honbun/g049RG00000049.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課庶務係

44 九⼗九⾥町 有り 九⼗九⾥町⽂書管理規程 平成１４年７⽉１⽇ 無し 永久 公⺠館において永久保存 九⼗九⾥町中央公⺠館
⼭武郡九⼗九⾥町⽚⾙２９１
５

総務課 教育委員会事務局中央公⺠館

45 芝⼭町 有り 芝⼭町⽂書管理規程 平成２５年１１⽉１⽇ 無し 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

46 横芝光町 有り 横芝光町⽂書管理規程 平成１８年３⽉２７⽇ https://www1.g-reiki.net/yokoshibahikari/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

47 ⼀宮町 有り ⼀宮町⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ichinomiya/reiki_honbun/g062RG00000036.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

48 睦沢町 有り 睦沢町事務取扱規程 昭和４２年７⽉１⽇ https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/reiki 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

49 ⻑⽣村 無し 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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https://www.city.inzai.lg.jp/category15-0-0-0-0.html
https://www.city.inzai.lg.jp/0000005283.html
https://www1.g-reiki.net
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80073BC2&houcd=H403902200006&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040520
https://www1.g-reiki.net/minamiboso/reiki_honbun/r361RG00000051.html
https://www1.g-reiki.net/sosa/reiki_honbun/r325RG00000034.html
https://en3-jg.d1-law.com/katori/d1w_reiki/reiki.html
https://en3-jg.d1-law.com/sammu/d1w_reiki/reiki.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A80073BC7
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80078984&houcd=H416902200002&no=1&totalCount=7&fromJsp=SrMj
http://www.town.sakae.chiba.jp/reiki/reiki_honbun/g040RG00000433.html
https://www1.g-reiki.net/kozaki/reiki_honbun/g042RG00000517.html
https://www1.g-reiki.net/tohnosho/reiki_honbun/g049RG00000049.html
https://www1.g-reiki.net/yokoshibahikari/reiki_menu.html
https://www1.g-reiki.net/ichinomiya/reiki_honbun/g062RG00000036.html
https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/reiki


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

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

50 ⽩⼦町 無し 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

51 ⻑柄町 有り ⻑柄町⽂書取扱規程 平成１５年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

52 ⻑南町 有り ⻑南町⽂書管理規程 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

53 ⼤多喜町 有り ⼤多喜町⽂書管理規程 平成１４年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/otaki/reiki_menu.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課⽂書広報係

54 御宿町 有り 御宿町⽂書規程 平成５年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80078B0F 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課⾏政班

55 鋸南町 無し 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務企画課

https://www1.g-reiki.net/otaki/reiki_menu.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80078B0F

