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1 ⼤阪府 有り ⼤阪府⾏政⽂書管理規則 平成１５年４⽉１⽇ https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001160.html 有り 永久 公⽂書館等において永久保存 ⼤阪府公⽂書館 ⼤阪市中央区⼤⼿前２丁⽬ https://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/archives/index.html
府⺠⽂化部
府政情報室情報公開課

府⺠⽂化部
府政情報室情報公開課

2 ⼤阪市 有り ⼤阪市公⽂書管理条例 平成１８年４⽉１⽇ https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000003641.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 ⼤阪市公⽂書館
⼤阪市⻄区北堀江４丁⽬３番
１４号

https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000559929.html
総務局⾏政部⾏政課（⽂
書グループ）

総務局⾏政部公⽂書館

3 堺市 有り 堺市⽂書規程 平成２年１⽉１⽇ https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000091.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務局⾏政部法制⽂書課

4 岸和⽥市 有り 岸和⽥市⽂書管理規程 昭和６３年９⽉２１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kishiwada/d1w_reiki/H363909300003/H363909300003.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務管財課

5 豊中市 有り
①豊中市⾏政⽂書管理規則
②豊中市歴史的⽂化的⽂書の保存及び利
⽤等に関する規則

①平成１３年１０⽉１⽇
②平成２６年１２⽉１９⽇

①https://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000080.html
②https://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000813.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 豊中市⽂書館 豊中市⻑興寺南３−５−２ https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/history/20160303rekibun.html 総務部⾏政総務課 総務部⾏政総務課

6 池⽥市 有り 池⽥市⽂書取扱規程 昭和３７年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.ikeda/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 市⻑公室市政相談課

7 吹⽥市 有り 吹⽥市⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www.city.suita.osaka.jp/reiki/d1w_reiki/H417902200007/H417902200007.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部法制室

8 泉⼤津市 有り 泉⼤津市⽂書規程 昭和４７年４⽉１⽇ https://www.city.izumiotsu.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/k208RG00000074.html 有り 永久 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

9 ⾼槻市 有り ⾼槻市⽂書取扱規程 平成１８年８⽉１⽇ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/bunsyo/reiki_int/reiki_honbun/k209RG00000778.html 無し

歴史公⽂書の選別を⾏っていない

※⼀部（平成12年度までの⽂書）について
は、選別の上、⾼槻市⽴しろあと歴史館にお
いて永久保存しているが、それ以後について
は歴史公⽂書の選別を⾏っていない

⾼槻市⽴しろあと歴史
館

⾼槻市城内町１−７ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/list9.html 総務部法務ガバナンス室 街にぎわい部⽂化財課

10 ⾙塚市 有り ⾙塚市⽂書管理規程 平成８年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.kaizuka/reiki_honbun/k210RG00000073.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務市⺠部総務課

11 守⼝市 有り 守⼝市⽂書取扱規程 平成５年３⽉８⽇ https://en3-jg.d1-law.com/moriguchi/d1w_reiki/H405902300001/H405902300001.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部法制⽂書課

12 枚⽅市 有り 枚⽅市⽂書取扱規程 令和４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001291.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存
総務部コンプライアンス
推進課

13 茨⽊市 有り 茨⽊市⽂書管理規則 平成１８年４⽉１⽇ https://www.city.ibaraki.osaka.jp/office/hobun/reiki_int/reiki_honbun/k213RG00000682.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

14 ⼋尾市 有り ⼋尾市⽂書取扱規程 令和４年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85C0D651&houcd=H504902200004&no=13&totalCount=27&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

15 泉佐野市 有り 泉佐野市⽂書管理規程 平成１１年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.izumisano/reiki_honbun/k215RG00000074.html 有り 永久 歴史館において永久保存
泉佐野市⽴歴史館いず
みさの

泉佐野市市場東１丁⽬２−１ https://www.occh.or.jp/?s=event/izumisano 総務部総務課
教育委員会教育部
⽂化財保護課

16 富⽥林市 有り 富⽥林市⽂書取扱規則 昭和５５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

17 寝屋川市 有り 寝屋川市⽂書取扱規則 平成１５年４⽉１⽇ http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/k217RG00000552.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

18 河内⻑野市 有り 河内⻑野市⽂書規程 平成１３年４⽉１⽇ https://www.city.kawachinagano.lg.jp/static/reiki/reiki_honbun/l700RG00000818.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

19 松原市 有り 松原市⽂書取扱規則 昭和５０年１０⽉３０⽇ https://en3-jg.d1-law.com/matsubara/d1w_reiki/H350902100028/H350902100028.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

20 ⼤東市 有り ⼤東市⽂書取扱規程 平成６年４⽉１⽇ https://www.city.daito.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k220RG00000071.html 有り 永久  庁舎内において永久保存 総務部総務課

21 和泉市 有り 和泉市⽂書取扱規則 平成１１年４⽉１⽇ https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/k221RG00000069.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務管財室

22 箕⾯市 有り 箕⾯市⽂書取扱規程 平成１０年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/minoh/reiki_honbun/t000RG00000104.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務室

23 柏原市 有り 柏原市⽂書規程 昭和３４年１０⽉１⽇ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/e600RG00000051.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 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

https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001160.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/archives/index.html
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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

24 ⽻曳野市 有り ⽻曳野市⽂書管理規則 平成１５年８⽉１⽇ https://www.city.habikino.lg.jp/reikishu/reiki_honbun/k224RG00000130.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

25 ⾨真市 有り ⾨真市⽂書管理規程 平成元年６⽉１３⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kadoma/d1w_reiki/H401902200003/H401902200003.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

26 摂津市 有り 摂津市⽂書取扱基準 昭和５８年５⽉１⽇ https://www.city.settsu.osaka.jp/section/reiki/reiki_honbun/v100RG00000041.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

27 ⾼⽯市 有り ⾼⽯市公⽂書管理規則 平成１５年５⽉６⽇ https://www.city.takaishi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k227RG00000545.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 藤井寺市 有り 藤井寺市⽂書取扱規程 昭和５６年１０⽉１９⽇ https://en3-jg.d1-law.com/fujiidera/d1w_reiki/H356902300003/H356902300003.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

29 東⼤阪市 有り 東⼤阪市⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85C0D6B1&houcd=H419902200012&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない ⾏政管理部法務⽂書課

30 泉南市 有り 泉南市⽂書規程 昭和３１年１１⽉１７⽇ https://en3-jg.d1-law.com/sennan/d1w_reiki/H331902200002/H331902200002.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

31 四條畷市 有り 四條畷市⽂書管理規程 平成１７年３⽉３１⽇ https://www1.g-reiki.net/shijonawate/reiki_honbun/k231RG00000430.html 有り ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存 総務部総務課

32 交野市 有り 交野市⽂書管理規程 平成１１年１０⽉１⽇ https://www.city.katano.osaka.jp/reiki_int/reiki_honbun/k232RG00000046.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

33 ⼤阪狭⼭市 有り ⼤阪狭⼭市⽂書取扱規程 昭和６３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/osakasayama/reiki_honbun/k233RG00000049.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
総務部法務・契約グルー
プ

34 阪南市 有り 阪南市⽂書管理規程 平成１３年５⽉１⽇ 有り ⼀定期間 歴史資料展⽰室において⼀定期間保存 阪南市歴史資料展⽰室 阪南市⾃然⽥１４６０ 総務部総務課 ⽣涯学習部⽣涯学習推進室

35 島本町 有り 島本町⽂書取扱規程 平成２６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/shimamotocho/reiki_honbun/f800RG00000537.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務・債権管理課

36 豊能町 有り 豊能町⽂書取扱規程 昭和５７年７⽉２０⽇ https://www.town.toyono.osaka.jp/reiki/d1w_reiki/H357902200003/H357902200003.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 能勢町 有り 能勢町⽂書事務取扱規程 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 総務部総務課

38 忠岡町 有り 忠岡町⽂書取扱規程 平成１０年５⽉６⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tadaoka/d1w_reiki/H410902200001/H410902200001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 町⻑公室総務課

39 熊取町 有り ⽂書取扱規程 昭和６１年４⽉１⽇ https://www.town.kumatori.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k239RG00000050.html 無し ⼀定期間 交流センターにおいて⼀定期間保存 熊取交流センター
泉南郡熊取町五⾨⻄１−１０
−１

https://www.town.kumatori.lg.jp/bunka_sports/shisetsu/rengakan/index.html
総務部総務課総務グルー
プ

教育委員会事務局⽣涯学習推
進課

40 ⽥尻町 有り ⽥尻町⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85C0FFB4&houcd=H413902200001&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

41 岬町 有り 岬町⽂書管理規則 平成１３年２⽉１⽇ http://www.town.misaki.osaka.jp/reiki_int/reiki_honbun/k241RG00000045.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

42 太⼦町 有り 太⼦町⽂書規程 平成１４年１⽉１⽇ https://www.town.taishi.osaka.jp/section/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 政策総務部総務財政課

43 河南町 有り 河南町⽂書事務取扱規程 平成１１年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kanan/d1w_reiki/H411902300001/H411902300001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

44 千早⾚阪村 有り 千早⾚阪村⽂書管理規程 平成１２年３⽉３１⽇ https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/section/d1w_reiki/H412902300003/H412902300003.html 無し ⼀定期間 郷⼟資料館において⼀定期間保存
千早⾚阪村⽴郷⼟資料
館

南河内郡千早⾚阪村⼤字⽔分
２６６番地

https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kakuka/kyoiku/3/5/796.html 総務課 教育課
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