
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 静岡県 有り 静岡県⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html 有り 永久
庁舎内等及び公⽂書センターにおいて永久保
存

静岡県公⽂書センター 静岡市葵区追⼿町９− ６ http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-325/rekishi/index.html 経営管理部⽂書課 経営管理部⽂書課

2 静岡市 有り 静岡市公⽂書管理規則 平成１５年４⽉１⽇ https://www.city.shizuoka.lg/000_000347.html 有り 永久 公⽂書館等において永久保存
静岡市北部勤労者福祉
センター（３階 公⽂
書館）

静岡市葵区本通７丁⽬１１−９ 総務局総務課 総務局総務課

3 浜松市 有り 浜松市⽂書規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki_honbun/o700RG00000834.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務部⽂書⾏政課

4 沼津市 有り 沼津市⽂書管理規程 昭和４２年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C75D&houcd=H342902210002&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し 永久 ⽂化財センターにおいて永久保存 沼津市⽂化財センター 沼津市志下５３０ 財務部総務課
教育委員会事務局⽂化振興課
⽂化財センター

5 熱海市 有り 熱海市公⽂書管理規則 平成１７年４⽉１⽇ https://krg306.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
経営企画部総務課法務⽂
書室

6 三島市 有り 三島市⽂書取扱規程 平成元年４⽉１⽇ https://www.city.mishima.shizuoka.jp/maincategory0707.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 企画戦略部広聴⽂書課

7 富⼠宮市 有り 富⼠宮市⽂書取扱規程 昭和４８年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C761&houcd=H348902300002&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⾏政課

8 伊東市 有り 伊東市役所⽂書取扱規程 昭和３７年７⽉７⽇ https://krg309.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 総務部庶務課

9 島⽥市 有り 島⽥市⽂書取扱規程 平成１７年５⽉５⽇ https://www1.g-reiki.net/city.shimada/reiki_honbun/r303RG00000040.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 ⾏政経営部⾏政総務課

10 富⼠市 有り 富⼠市公⽂書管理規則 平成１９年３⽉２８⽇ http://krg311.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

11 磐⽥市 有り 磐⽥市処務規程 平成１７年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/iwata/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 磐⽥市歴史⽂書館 磐⽥市岡７２９−１ https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisetsu_guide/toshokan_bunka/tenji/1003514.html 総務部総務課 教育部⽂化財課歴史⽂書館

12 焼津市 有り 焼津市処務規程 昭和４７年３⽉２９⽇ en3-jg.d1-law.com/yaizu/d1w_reiki/H347902210001/H347902210001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

13 掛川市 有り 掛川市⽂書取扱規程 平成１７年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kakegawa/d1w-reiki/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⾏政課

14 藤枝市 有り 藤枝市⽂書取扱規程 昭和５０年１０⽉３０⽇ https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g315RG00000046.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

15 御殿場市 有り 御殿場市⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ https://krg316.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 図書館において永久保存 御殿場市⽴図書館 御殿場市萩原５８０−２ https://www.city.gotemba.lg.jp/kyouiku/d-4/d-4-3/343.html 総務部総務課 教育委員会社会教育課

16 袋井市 有り 袋井市⽂書取扱規程 平成２１年６⽉２４⽇ https://en3-jg.d1-law.com/fukuroi/d1w_reiki/H421902500117/H421902500117.html 有り 永久 歴史資料館において永久保存 袋井市歴史資料館 袋井市浅名１０２８番地 http://fukuroi-rekishi.com/ 教育委員会⽣涯学習課 教育委員会⽣涯学習課

17 下⽥市 有り 下⽥市⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C7C8&houcd=H412902200002&no=1&totalCount=5&fromJsp=SrM 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

18 裾野市 有り 裾野市⽂書取扱規程 昭和５１年３⽉２３⽇ https://krg321.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⾏政課

19 湖⻄市 有り 湖⻄市⽂書規程 昭和５９年３⽉３１⽇ https://www.city.kosai.shizuoka.jp/section/reiki/reiki_honbun/g322RG00000047.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 伊⾖市 有り 伊⾖市⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C81C&houcd=H416902200004&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

21 御前崎市 有り 御前崎市⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A8573C81D 有り 永久 図書館において永久保存 御前崎市⽴図書館 御前崎市池新⽥５５６０ https://library.maotv.ne.jp/index.shtml;jsessionid=D69A835570FB242418E22384A4B93979?0 総務部総務課 教育委員会

22 菊川市 有り 菊川市⽂書管理規程 平成１７年１⽉１７⽇ https://www1.g-reiki.net/city.kikugawa/reiki_honbun/r398RG00000080.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

23 伊⾖の国市 有り 伊⾖の国市⽂書管理規則 平成２８年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C81F&houcd=H419902100017&no=1&totalCount=4&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⾏政経営課

24 牧之原市 有り 牧之原市⽂書事務取扱規程 平成１７年１０⽉１１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課⾏政係

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

25 東伊⾖町 有り 東伊⾖町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/html/town_gov/reiki2/act/frame/frame110000041.htm 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

26 河津町 有り 河津町役場庶務規則 昭和４６年９⽉２０⽇ https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/gyousei/reiki/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務係

27 南伊⾖町 有り 南伊⾖町⽂書取扱規則 平成１６年４⽉１⽇ https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000032.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

28 松崎町 有り 松崎町役場処務規則 昭和３７年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/matsuzaki/d1w_reiki/H337902100002/H337902100002.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

29 ⻄伊⾖町 有り ⻄伊⾖町⽂書事務取扱規程 平成２２年４⽉１⽇ https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/r153RG00000642.html 有り ⼀定期間 図書館において⼀定期間保存 ⻄伊⾖町⽴図書館 賀茂郡⻄伊⾖町安良⾥９７−２ 総務課総務係 教育委員会事務局

30 函南町 有り 函南町⽂書取扱規程 平成１６年６⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kannami/d1w_reiki/H416902210003/H416902210003.html 有り 永久 図書館において永久保存 函南町⽴図書館 ⽥⽅郡函南町上沢１０７番地１ https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tosyokan.town.kannami/ 総務部総務課 教育委員会

31 清⽔町 有り 清⽔町役場処務規則 昭和５４年７⽉１⽇ http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/somu/somu00013.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課庶務係

32 ⻑泉町 有り ⻑泉町⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/gyosei/12/5065.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⾨ ⾏政課

33 ⼩⼭町 有り ⼩⼭町⽂書取扱規程 平成１７年３⽉２５⽇ http://www.fuji-oyama.jp/oyama/reiki/reiki_menu.html 無し

歴史公⽂書の選別を⾏っていない

※但し、⼩⼭町制が始まる以前の村役場等が
作成した⽂書等は、地域資料室において永久
保存されている。

⼩⼭町地域資料室 駿東郡⼩⼭町⽣⼟５９−１０
企画総務部総務課 総務
法規・監査班

教育委員会⽣涯学習課

34 吉⽥町 有り 吉⽥町⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/yakuba/reiki/reiki_honbun/g350RG00000038.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

35 川根本町 有り 川根本町役場処務規則 平成１７年９⽉２０⽇ https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/section/reiki_int/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 庁舎内及び郷⼟資料館において⼀定期間保存
本川根中学校内郷⼟資
料館

総務課 教育委員会事務局社会教育課

36 森町 有り 森町情報の公開に関する条例 平成１３年７⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/mori/d1w_reiki/H413901010003/H413901010003.html 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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