
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 神奈川県 有り 神奈川県⾏政⽂書管理規則 平成１２年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe 有り 永久 公⽂書館において永久保存 神奈川県⽴公⽂書館 横浜市旭区仲尾１丁⽬６−１ https://archives.pref.kanagawa.jp/www/index.html
総務局組織⼈材部⽂書
課

公⽂書館資料課

2 横浜市 有り 横浜市⾏政⽂書管理規則 平成１２年３⽉３１⽇ https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000040.html?id=j2_k2 有り ⼀定期間
中央図書館内及び⺠間書庫において⼀定期間
保存

横浜市史資料室
（横浜市中央図書館
内）

横浜市中区⽼松町１ 横浜市中央
図書館B１

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/shishiryo/
総務局⾏政マネジメン
ト課

総務局⾏政マネジメント課横
浜市史資料室

3 川崎市 有り
①川崎市公⽂書管理規則
②川崎市公⽂書館条例

①平成１3年４⽉１⽇
②昭和５９年１０⽉１⽇

①http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H413902100020/H413902100020.html
②http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359901010004/H359901010004.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 川崎市公⽂書館 川崎市中原区宮内4−1−1 https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/19-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html

総務企画局情報管理部
⾏政情報課

総務企画局情報管理部公⽂書
館

4 相模原市 有り 相模原市公⽂書管理条例 平成２６年４⽉１⽇ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/shikumi/1005786.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 相模原市⽴公⽂書館
相模原市緑区久保沢１−３−１
城⼭総合事務所第２別館３階

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/shikanren/etc/1002758.html
総務局
情報公開・⽂書管理課

総務局
情報公開・⽂書管理課

5 横須賀市 有り
①公⽂書管理規則
②公⽂書管理規程

平成２１年４⽉１⽇ https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/reiki/idex.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

6 平塚市 有り 平塚市⾏政⽂書管理規則 平成１７年３⽉３１⽇ https://krg205.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り ⼀定期間 博物館において⼀定期間保存 平塚市博物館 平塚市浅間町１２−４１ https://www.hirahaku.jp/ 総務部⾏政総務課 教育委員会社会教育部博物館

7 鎌倉市 有り 鎌倉市⾏政⽂書管理規則 平成１４年３⽉８⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80260D3E&houcd=H413902100020&no=1&totalCount=6&jbnJiten=5040525 有り 永久 ⺠間書庫において永久保存 総務部総務課

8 藤沢市 有り
藤沢市公⽂書等の管理に関
する条例

平成２９年４⽉１⽇ https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g207RG00000861.html 有り 永久 ⺠間書庫及び⽂書館において永久保存 藤沢市⽂書館 藤沢市朝⽇町１２ー６ https://digital.city.fujisawa.kanagawa.jp/
市⺠⾃治部市⺠相談情
報課⽂書館

市⺠⾃治部市⺠相談情報課⽂
書館

9 ⼩⽥原市 有り ⼩⽥原市⽂書管理規程 昭和４５年４⽉１⽇ https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/jourei/ 有り ⼀定期間 中央図書館において⼀定期間保存 ⼩⽥原市⽴中央図書館 ⼩⽥原市南鴨宮１−５−３０ https://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/facilities/library/libra/kamome.html 総務部総務課 ⽂化部図書館

10 茅ヶ崎市 有り 茅ヶ崎市公⽂書等管理条例 令和３年４⽉１⽇ https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/jyorei/1041942/index.html 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務部⽂書法務課
⽂化⽣涯学習部⽂化⽣
涯学習課

11 逗⼦市 有り
①逗⼦市⽂書管理規則
②逗⼦市公⽂書等選別基準

①平成１９年４⽉１⽇
②平成１８年４⽉１⽇

①https://www1.g-reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210RG00000904.html
②https://www1.g-reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210RG00000864.html 有り 永久 旧脇村邸において永久保存 旧脇村邸 逗⼦市桜⼭８丁⽬２２４１ https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/ryokusei/wakimuratei.html

①総務部総務課
②教育委員会教育部社
会教育課

教育委員会教育部社会教育課

12 三浦市 有り 三浦市公⽂書取扱規則 平成１５年１２⽉２６⽇ https://en3-jg.d1-law.com/miura/d1w_reiki/H415902100042/H415902100042.html 無し 歴史的公⽂書の選別を⾏っていない 総務部法制⽂書課

13 秦野市 有り
秦野市⽂書等の取扱いに関
する規程

昭和４５年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.hadano/reiki_honbun/g213RG00000111.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⽂書法制課

14 厚⽊市 有り 厚⽊市⾏政⽂書取扱規程 昭和４９年９⽉１⽇ https://krg214.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部⾏政総務課

15 ⼤和市 有り ⼤和市⾏政⽂書管理規則 平成３０年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yamato/d1w_reiki/H413902100008/H413902100008.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

16 伊勢原市 有り 伊勢原市⾏政⽂書管理規則 令和２年３⽉３１⽇ https://www.city.isehara.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/c500RG00000659.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

17 海⽼名市 有り 海⽼名市⾏政⽂書管理規程 平成２１年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.ebina/reiki_honbun/g217RG00000061.html 有り ⼀定期間 歴史資料収蔵館において⼀定期間保存
海⽼名市⽴歴史資料収
蔵館

海⽼名市河原⼝２丁⽬２７番３号 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/profile/tankyusha/syuzokan/1000688.html ⽂書法制課 市教育総務課

18 座間市 有り 座間市⽂書管理規程 昭和４８年４⽉１⽇ 有り 永久 図書館において永久保存 座間市⽴図書館 座間市⼊⾕東１−３−１ https://www.library.zama.kanagawa.jp 総務部⽂書法制課 教育委員会図書館

19 南⾜柄市 有り 南⾜柄市⾏政⽂書取扱規程 昭和４０年１⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A80260DA6 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務防災部総務課

20 綾瀬市 有り 綾瀬市⽂書管理規程 昭和５２年７⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ayase/reiki_honbun/k700RG00000059.html 無し ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存 経営企画部⽂書法務課

21 葉⼭町 有り 葉⼭町⽂書管理規程 昭和５９年１０⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hayama/d1w_reiki/H357902500032/H357902500032.html 無し

歴史公⽂書の選別を⾏っていない

※但し、昭和５６年度以前の⽂書は町の歴史
公⽂書として庁舎内で永久保存している

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

22 寒川町 有り 寒川町⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A8026356F 有り 永久 寒川⽂書館において永久保存 寒川⽂書館 ⾼座郡寒川町宮⼭１３５番地１ https://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/bunsyo/index.html 総務部総務課 寒川⽂書館

23 ⼤磯町 有り ⼤磯町⽂書管理規程 昭和６３年３⽉２４⽇ http://www.town.oiso.kanagawa.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 政策総務部総務課

24 ⼆宮町 有り ⼆宮町⽂書取扱規程 昭和５２年４⽉１２⽇ http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/static/reiki/reiki.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

25 中井町 有り 中井町公⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nakai/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

26 ⼤井町 有り ⼤井町⽂書取扱規程 昭和４０年５⽉１⽇ https://www.town.oi.kanagawa.jp/d1w_reiki/H340902200020/H340902200020.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

27 松⽥町 有り 松⽥町⾏政⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://public.joureikun.jp/matsuda_town/reiki/act/frame/frame110000066.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

28 ⼭北町 有り ⼭北町⾏政情報取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/machidukuri/reiki/reiki_honbun/w700RG00000023.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 企画総務課

29 開成町 有り 開成町⽂書管理規程 令和３年５⽉３１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

30 箱根町 有り 箱根町⾏政⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/hakone/reiki_honbun/g230RG00000431.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務防災課

31 真鶴町 有り 真鶴町⽂書管理規程 平成１１年４⽉１⽇ http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/static/d1w_reiki/H411902200002/H411902200002.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務防災課

32 湯河原町 有り 湯河原町⾏政⽂書管理規程 平成１３年５⽉９⽇ https://www1.g-reiki.net/yugawara/reiki_honbun/l200RG00000346.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 庶務課

33 愛川町 有り 愛川町⽂書取扱規程 昭和４６年４⽉１⽇ http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_menu.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

34 清川村 有り 清川村⽂書整理保存規程 昭和６２年７⽉１⽇ https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/section/d1w_reiki/H362902200002/H362902200002.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課
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