
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

1 岐⾩県 有り 岐⾩県公⽂書規程 昭和４４年４⽉１⽇ https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/131284.pdf 有り 永久 歴史資料館において永久保存 岐⾩県歴史資料館 岐⾩市⼣陽ヶ丘４ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13452.html 総務部法務・情報公開課 総務部法務・情報公開課

2 岐⾩市 有り 岐⾩市⽂書取扱規則 昭和４９年３⽉２７⽇ https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00000073.html 有り 永久 庁舎内及び⼋ツ寺書庫において永久保存 ⼋ツ寺書庫 岐⾩市⼋ツ寺町１丁⽬７番地 ⾏政部⾏政課⽂書係 ⾏政部⾏政課⽂書係

3 ⼤垣市 有り ⼤垣市⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ https://www2.city.ogaki.lg.jpreiki_intreiki_honbuni303RG00001026.html 有り 永久 図書館において永久保存 ⼤垣市⽴図書館 ⼤垣市室本町５丁⽬５１ https://www.ocpl.ogaki.gifu.jp 総務部⾏政管理課 教育委員会事務局図書館

4 ⾼⼭市 有り ⾼⼭市公⽂書規程 平成１７年２⽉１⽇ https://krq900.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 公⽂書館において永久保存 ⾼⼭市公⽂書館
⾼⼭市清⾒町牧ケ洞２４４７番
地

https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004141/1004307/1004309.html 総務部総務課 総務部総務課

5 多治⾒市 有り 多治⾒市⽂書管理規程 平成１８年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tajimi/d1w_reiki/H418902210010/H418902210010.html 有り 永久 図書館において永久保存
多治⾒市図書館郷⼟資
料室

多治⾒市豊岡町１丁⽬５５番地
ヤマカまなびパーク

https://www.tajimi-bunka.or.jp/lib/ 総務部総務課 ⽂化スポーツ課

6 関市 有り
①関市公⽂書規程
②関市公⽂書の保管、保存及び廃棄に関
する規程

平成３年４⽉１⽇ ① https://en3-jg.d1-law.com/seki-shi/d1w_reiki/H402902210005/H402902210005.htm
② https://en3-jg.d1-law.com/seki-shi/d1w_reiki/H402902210006/H402902210006.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 財務部⾏政情報課

7 中津川市 有り 中津川市公⽂書規程 昭和５１年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/nakatsugawa/d1w_reiki/H351902200001/H351902200001.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

8 美濃市 有り 美濃市公⽂書規程 昭和５４年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/mino/d1w_reiki/H354902210003/H354902210003.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 瑞浪市 有り 瑞浪市⽂書管理規程 平成１６年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/mizunami/d1w_reiki/H415902200007/H415902200007.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

10 ⽻島市 有り ⽻島市公⽂書規程 昭和５１年７⽉２０⽇ https://www1.g-reiki.net/hashima/reiki_honbun/i310RG00000062.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課総務係

11 恵那市 有り 恵那市⽂書管理規則 平成１６年１０⽉２５⽇ https://en3-jg.d1-law.com/ena/d1w_reiki/H416902100012/H416902100012.html 有り 永久 市⺠会館において永久保存
恵那市市⺠会館
（市史編さん室）

⻑島町正家１丁⽬３番地２１ https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/enabunkacenter/1/8/2704.html 総務部総務課 教育委員会事務局⽣涯学習課

12 美濃加茂市 有り 美濃加茂市⾏政⽂書規程 平成１４年３⽉２９⽇ https://www1.g-reiki.net/minokamo/reiki_honbun/i312RG00000075.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

13 ⼟岐市 有り ⼟岐市⽂書事務取扱規程 昭和５３年７⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/toki/d1w_reiki/H353902210005/H353902210005.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

14 各務原市 有り 各務原市⽂書管理規程 昭和５７年４⽉１⽇ http://www2.city.kakamigahara.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i314RG00000061.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

15 可児市 有り 可児市⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kani/reiki_honbun/b700RG00000630.html 無し ⼀定期間 庁舎内及び郷⼟歴史館において⼀定期間保存 郷⼟歴史館 可児市久々利1644番地1 https://www.city.kani.lg.jp/2486.htm 総務部総務課 ⽂化スポーツ部郷⼟歴史館

16 ⼭県市 有り ⼭県市公⽂書規程 平成１５年４⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

17 瑞穂市 有り 瑞穂市⽂書規程 平成１５年５⽉１⽇ https://www.city.mizuho.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r011RG00000029.html 無し 永久 庁舎内等において永久保存 総務部総務課

18 ⾶騨市 有り ⾶騨市公⽂書規程 平成１６年２⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki2f0/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

19 本巣市 有り 本巣市公⽂書規程 平成１６年２⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.motosu/reiki_honbun/r016RG00000014.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

20 郡上市 有り 郡上市公⽂書規程 平成１６年３⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/gujo/d1w_reiki/H416902200011/H416902200011.html 無し 永久 歴史資料館において永久保存 郡上市歴史資料館 郡上市⼋幡町中坪２２６番地１ https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/6568.html 総務部総務課 教育委員会事務局社会教育課

21 下呂市 有り 下呂市公⽂書規程 平成１６年３⽉１⽇ https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/2/4.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

22 海津市 有り 海津市公⽂書規程 平成１７年３⽉２８⽇ https://www.city.kaizu.lg.jp/html/reiki/reiki_honbun/r157RG00000042.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

23 岐南町 有り 岐南町公⽂書規程 昭和５０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

24 笠松町 有り 笠松町公⽂書規程 昭和４６年８⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kasamatsu/d1w_reiki/H346902210003/H346902210003.html 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
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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

25 養⽼町 有り 養⽼町公⽂書規程 平成１７年３⽉３０⽇ http://reiki.town.yoro.gifu.jp/ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

26 垂井町 有り 垂井町⽂書管理規程 平成２２年１０⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

27 関ケ原町 有り 関ケ原町公⽂書規程 昭和６０年８⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.sekigahara/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

28 神⼾町 有り 神⼾町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１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 神⼾町⽴図書館
安⼋郡神⼾町⼤字北⼀⾊８２１
番地１

tosyo@town.godo.lg.jp 総務部総務課 総務部総務課

29 輪之内町 有り 輪之内町⽂書規程 平成１４年４⽉１⽇ https://town.wanouchi.gifu.jp 有り 永久 図書館において永久保存 輪之内町⽴図書館
安⼋郡輪之内町中郷新⽥１４９
５

https://wakyo.tanpopo.ne.jp 総務課 教育委員会事務局

30 安⼋町 有り 安⼋町公⽂書規程 昭和４５年１２⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/anpachi/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

31 揖斐川町 有り 揖斐川町公⽂書管理規程 平成２２年１０⽉２２⽇ 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

32 ⼤野町 有り ⼤野町公⽂書規程 平成２年８⽉１６⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

33 池⽥町 有り 池⽥町公⽂書規程 平成５年３⽉３１⽇ 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

34 北⽅町 有り 北⽅町公⽂書規程 昭和４６年１１⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務危機管理課

35 坂祝町 有り 坂祝町公⽂書規程 平成１０年４⽉１⽇ http://reiki.town.sakahogi.gifu.jp/reiki_honbun/i361RG00000021.html 無し ⼀定期間 庁舎内及び公⺠館において⼀定期間保存
坂祝町中央公⺠館図書
室

加茂郡坂祝町⿊岩１２６０番地
１

https://www.town.sakahogi.gifu.jp/life/category16/cate16_01.html 総務課 教育委員会事務局教育課

36 富加町 有り 富加町⽂書管理規程 平成１４年１⽉１⽇ 無し 永久 郷⼟資料館において永久保存 富加町郷⼟資料館 加茂郡富加町⼣⽥２１２ 総務課 教育委員会

37 川辺町 有り 川辺町公⽂書規程 平成１４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

38 七宗町 有り 七宗町公⽂書規程 平成１４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

39 ⼋百津町 有り ⼋百津町公⽂書規程 昭和５９年４⽉１⽇ http://www.town.yaotsu.lg.jp＞reiki_int＞reiki_honbun 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

40 ⽩川町 有り ⽩川町公⽂書規程 平成５年７⽉１⽇ https://www.town.shirakawa.lg.jp/div/admin/htm/reiki/reiki_honbun/i366RG00000044.html 無し 永久 庁舎内及び図書館において永久保存 美濃⽩川楽集館 加茂郡⽩川町河岐１７２８ https://www.town.shirakawa.lg.jp/gakusyukan/ 総務課秘書係
教育委員会事務局教育課⽣涯
学習係

41 東⽩川村 有り 東⽩川村公⽂書規程 昭和４５年１１⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課⾏政係

42 御嵩町 有り 御嵩町公⽂書規程 平成１０年３⽉３１⽇ 有り 永久 中⼭道みたけ館において永久保存 中⼭道みたけ館
可児郡御嵩町御嵩１３８９番地
１

https://www.town.mitake.lg.jp/ 総務部総務防災課 教育委員会⽣涯学習課

43 ⽩川村 有り ⽩川村処務規程 平成１９年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/shirakawa-go/reiki_honbun/i390RG00000030.html 無し 永久 庁舎内及び⽂化会館において永久保存 南部地区⽂化会館 ⼤野郡⽩川村平瀬１２６−１１ 総務課 総務課
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