
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 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

2 千代⽥区 有り 千代⽥区⽂書管理規程 平成２０年４⽉１⽇ https://ops-jp.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A8016805F 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 政策経営部総務課

3 中央区 有り 中央区⽂書管理規程 昭和４０年４⽉１⽇ https://krg103.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 総務部総務課情報公開係

4 港区 有り 港区⽂書管理規程 平成１８年１１⽉３０⽇ https://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_menu.html 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

総務部総務課

5 新宿区 有り
新宿区における⽂書等の保存及び廃棄に関する
規程

平成１６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課

6 ⽂京区 有り ⽂京区⾏政情報管理規則 平成２５年１２⽉１⽇ https://krg106.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

7 台東区 有り 東京都台東区役所⽂書取扱規程 昭和３１年１０⽉１⽇ https//www1.g-reiki.net/taito/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

8 墨⽥区 有り 墨⽥区⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.city.sumida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/g108RG00001176.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

9 江東区 有り 江東区⽂書管理規則 平成１４年４⽉１⽇ https://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/g109RG00000576.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課⽂書係

10 品川区 有り 品川区⽂書取扱規程 昭和４０年６⽉２２⽇ https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/H340902210026/H340902210026.html 有り 永久 歴史館において永久保存 品川区⽴品川歴史館 品川区⼤井六丁⽬１１番１号 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/hsindex.html 総務部総務課
⽂化スポーツ振興部⽂化観光
課

11 ⽬⿊区 有り ⽬⿊区⽂書管理規程 平成２０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000102.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

12 ⼤⽥区 有り ⼤⽥区⽂書管理規程 平成１０年３⽉３１⽇ https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000107.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

13 世⽥⾕区 有り 世⽥⾕区公⽂書管理条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/002/006/d00184216_d/fil/jyoureikaisei.pdf 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部区政情報課

14 渋⾕区 有り 渋⾕区⽂書管理規程 平成３１年１⽉１５⽇ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000842.html 有り ⼀定期間
庁舎内及び外部倉庫（⺠間委託）において⼀
定期間保存

総務部⽂書課

15 中野区 有り 中野区⽂書管理規程 昭和５１年１０⽉２２⽇ https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00000345.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

16 杉並区 有り 杉並区⽂書等管理規程 平成１５年８⽉１８⽇ https://en5-jg.d1-law.com/cgi-bin/suginami/d1w_login.exe?1652665892 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部総務課⽂書係

17 豊島区 有り 豊島区公⽂書等の管理に関する条例 令和元年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00002349.html 有り 永久
庁舎内および外部倉庫（⺠間委託）において
永久保存

総務部総務課⽂書グルー
プ

18 北区 有り 東京都北区区政情報管理規程 平成１９年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A801680CA&houcd=H413902210004&no=1&totalCount=11&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

19 荒川区 有り 荒川区⽂書管理規程 平成元年３⽉３１⽇ https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000127.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務企画部総務企画課

20 板橋区 有り 東京都板橋区⽂書管理規程 平成２９年１⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A801680CC&houcd=H428902400024&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5040704 有り 永久 公⽂書館において永久保存 板橋区公⽂書館 板橋区本町２４−１ https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/shiryo/koubunsho/1032794.html 総務部総務課⽂書係 総務部区政情報課情報公開係

21 練⾺区 有り 練⾺区⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000822.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⽂書法務課

22 ⾜⽴区 有り ⾜⽴区⽂書管理規程 令和３年４⽉１⽇ http://www.city.adachi.tokyo.jp 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

総務部総務課

23 葛飾区 有り ①葛飾区⽂書取扱規程 平成３０年４⽉１⽇ https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_honbun/g123RG00000116.htm 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

24 江⼾川区 有り 江⼾川区⾏政⽂書管理規則 平成１８年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80168121&houcd=H418902100056&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040517 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

25 ⼋王⼦市 有り ⼋王⼦市公⽂書の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/001/019/p026699.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部公⽂書管理課

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 ⽴川市 有り ⽴川市⽂書規程 昭和３６年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tachikawa/d1w_reiki/H336902210006/H336902210006.html 無し ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存 ⾏政管理部⽂書法政課

27 武蔵野市 有り
①武蔵野市⽂書管理規則
②武蔵野市歴史公⽂書等の管理に関する条例

①平成１７年９⽉１⽇
②平成２６年９⽉２９⽇

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8016A3ED 有り 永久 武蔵野ふるさと歴史館において永久保存
武蔵野市⽴武蔵野ふる
さと歴史館

武蔵野市境５−１５−５ http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shogaigakushu_koza/rekishikan/index.html

①総務部総務課
②総務部総務課及び教育
部⽣涯学習スポーツ課の

教育部⽣涯学習スポーツ課

28 三鷹市 有り
①三鷹市⽂書取扱規程
②三鷹市⽂書編さん保存規程

①昭和２７年１⽉１⽇
②昭和３２年１⽉２４⽇

https://www1.g-reiki.net/city.mitaka/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部政策法務課

29 ⻘梅市 有り ⻘梅市公⽂書管理規則 令和３年４⽉１⽇ https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/7/50887.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⽂書法制課

30 府中市 有り
府中市⽂書管理規則

平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.fuchu.tokyo/reiki_honbun/g130RG00000533.html 有り 永久 ふるさと府中歴史館において永久保存 ふるさと府中歴史館 府中市宮町３丁⽬１番地 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/gekijo/hurusatorekisikann.html
総務管理部法制⽂書課⽂
書係

⽂化スポーツ部ふるさと⽂化
財課

31 昭島市 有り 昭島市⽂書管理規程 昭和５０年１⽉２０⽇ https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/H350902200001/H350902200001.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 調布市 有り 調布市⽂書管理規則 平成１６年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/chofu/d1w_reiki/H416902100012/H416902100012.html 有り 永久 庁舎内及び外部委託倉庫において保存
総務部総務課公⽂書管理
係

33 町⽥市 有り 町⽥市⽂書管理規程 平成１７年３⽉３１⽇ city.machida.tokyo.jp/shisei/machida_reiki_youkou.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

34 ⼩⾦井市 有り ⼩⾦井市⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A44F&houcd=H416902300003&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

35 ⼩平市 有り ⼩平市公⽂書等の管理に関する条例 令和３年１０⽉１⽇ https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001291.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

36 ⽇野市 有り ⽇野市⽂書管理規則 平成１６年７⽉１４⽇ https://www1.g-reiki.net/hino/reiki_menu.html 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

総務部総務課

37 東村⼭市 有り 東村⼭市⽂書管理規程 昭和３８年１⽉４⽇ https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp 有り 永久 ふるさと歴史館において永久保存 東村⼭ふるさと歴史館 東村⼭市諏訪町１−６−３ https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp 総務部総務課 教育部ふるさと歴史館

38 国分寺市 有り 国分寺市⽂書管理規則 平成１２年４⽉１⽇ https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/area/reiki_int/reiki_honbun/c000RG00000093.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 政策部情報管理課

39 国⽴市 有り 国⽴市⽂書管理規程 平成９年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A8016A454 有り ⼀定期間 歴史公⽂書の選別を⾏っていない ⾏政管理部⽂書法制課

40 福⽣市 有り 福⽣市⽂書管理規程 平成１０年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A457&houcd=H411902200009&no=4&totalCount=7&fromJsp=SrMj 有り ⼀定期間 郷⼟資料室において⼀定期間保存  福⽣市郷⼟資料室 福⽣市熊川８５０−１ https://www.museum.fussa.tokyo.jp 総務部総務課 教育部⽣涯学習推進課

41 狛江市 有り 狛江市⽂書管理規則 平成２７年３⽉１８⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8CDA186958&houcd=H427902100006&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 企画財政部市史編さん室

42 東⼤和市 有り 東⼤和市⽂書管理規則 平成１６年５⽉２６⽇ https://www.city.higashiyamato.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g144RG00000089.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部⽂書課

43 清瀬市 有り 清瀬市⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kiyose/d1w_reiki/H414902200010/H414902200010.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

44 東久留⽶市 有り 東久留⽶市⽂書管理規程 平成１６年２⽉２５⽇ http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/H416902210001/H416902210001.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

45 武蔵村⼭市 有り 武蔵村⼭市⽂書管理規程 昭和４４年３⽉２７⽇ http://www2.city.musashimurayama.lg.jp/reiki/H344902300008/H344902300008.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⽂書法制課

46 多摩市 有り 多摩市⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tama/d1w_reiki/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⽂書法制課

47 稲城市 有り 稲城市⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ www1.g-reiki.net/inagi/reiki_honbun/g149RG00000443.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⽂書法制課

48 ⽻村市 有り ⽻村市⽂書管理規程 昭和４０年３⽉３１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A4B1&houcd=H340902300002&no=17&totalCount=64&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

49 あきる野市 有り あきる野市⽂書管理規程 平成７年９⽉１⽇ https://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g151RG00000042.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課法規係

50 ⻄東京市 有り ⻄東京市⽂書管理規程 平成１３年１⽉２１⽇ https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課法規⽂書係

https://en3-jg.d1-law.com/tachikawa/d1w_reiki/H336902210006/H336902210006.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8016A3ED
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shogaigakushu_koza/rekishikan/index.html
https://www1.g-reiki.net/city.mitaka/reiki_menu.html
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/7/50887.html
https://www1.g-reiki.net/city.fuchu.tokyo/reiki_honbun/g130RG00000533.html
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/gekijo/hurusatorekisikann.html
https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/H350902200001/H350902200001.html
https://en3-jg.d1-law.com/chofu/d1w_reiki/H416902100012/H416902100012.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A44F&houcd=H416902300003&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001291.html
https://www1.g-reiki.net/hino/reiki_menu.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/area/reiki_int/reiki_honbun/c000RG00000093.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A8016A454
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A457&houcd=H411902200009&no=4&totalCount=7&fromJsp=SrMj
https://www.museum.fussa.tokyo.jp
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8CDA186958&houcd=H427902100006&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g144RG00000089.html
https://en3-jg.d1-law.com/kiyose/d1w_reiki/H414902200010/H414902200010.html
http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/H416902210001/H416902210001.html
http://www2.city.musashimurayama.lg.jp/reiki/H344902300008/H344902300008.html
https://en3-jg.d1-law.com/tama/d1w_reiki/reiki.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A4B1&houcd=H340902300002&no=17&totalCount=64&fromJsp=SrMj
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g151RG00000042.html
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html


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

51 瑞穂町 有り 瑞穂町⽂書管理規程 平成１６年６⽉２４⽇ https://www1.g-reiki.net/mizuho/reiki_menu.html 有り ⼀定期間 庁舎内及び右記施設において⼀定期間保存
①瑞穂町図書館
②郷⼟資料館けやき館

①瑞穂町⼤字⽯畑１９６２
②⻄多摩郡瑞穂町⼤字駒形富⼠⼭
３１６−５

①https://www.library.mizuho.tokyo.jp
②http://www.mizuhokyodo.jp 企画部総務課  教育部図書館

52 ⽇の出町 有り ⽇の出町⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ 有り ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存 総務課広聴広報係

53 檜原村 有り 檜原村⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/hinohara/reiki_honbun/g154RG00000030.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務係

54 奥多摩町 有り 奥多摩町⽂書管理規程 昭和６２年３⽉１７⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016CB66&houcd=H362902200004&no=14&totalCount=14 無し ⼀定期間 庁舎内及び右記施設において⼀定期間保存
①氷川図書館
②古⾥図書館

①奥多摩町氷川１９９番地ロ
②奥多摩町⼩丹波８２番地

総務課 教育委員会事務局教育課

55 ⼤島町 有り ⼤島町⽂書管理規程 平成１３年３⽉２７⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

56 利島村 無し 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

57 新島村 有り 新島村⽂書管理規則 平成１６年４⽉１⽇ niijima.com/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 博物館において永久保存 新島村博物館 新島村本村⼆丁⽬３６番３号 niijima.com/facility/community/hakubutsukan/ 総務課庶務係 教育委員会博物館

58 神津島村 有り 神津島村公⽂規程 平成８年４⽉１⽇ https://vill.kouzushima.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g159RG00000029.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

59 三宅村 有り 三宅村⽂書管理規程 平成２４年３⽉２９⽇ https://www.vill.miyake.tokyo.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g160RG00000474.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

60 御蔵島村 有り 御蔵島村役場処務規程 平成２３年４⽉１⽇ http://www.mikurasima.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/g161R00000015.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

61 ⼋丈町 有り ⼋丈町⽂書管理規程 昭和４０年４⽉１⽇ https://www.town.hachijo.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g162RG00000056.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⽂書係

62 ⻘ヶ島村 無し 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

63 ⼩笠原村 有り ⼩笠原村⽂書管理規程 平成１４年１０⽉１⽇ https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g164RG00000259.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務係

https://www1.g-reiki.net/mizuho/reiki_menu.html
https://www.library.mizuho.tokyo.jp
http://www.mizuhokyodo.jp
https://www1.g-reiki.net/hinohara/reiki_honbun/g154RG00000030.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016CB66&houcd=H362902200004&no=14&totalCount=14
https://vill.kouzushima.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g159RG00000029.html
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g160RG00000474.html
http://www.mikurasima.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/g161R00000015.html
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g162RG00000056.html
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g164RG00000259.html

