
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 施設の担当部署

1 兵庫県 有り 公⽂書等の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/kobunshokanri.html 有り 永久 兵庫県公館において永久保存 兵庫県公館県政資料館
（歴史資料部⾨）

神⼾市中央区下⼭⼿通４丁⽬４番
１号

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/pa13_000000005.html 総務部法務⽂書課 総務部法務⽂書課

2 神⼾市 有り 神⼾市公⽂書管理規程 昭和３５年５⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00000172.html 有り 永久 庁舎内等において永久保存 ⾏財政局業務改⾰課

3 姫路市 有り 姫路市⽂書取扱規程 昭和６０年１０⽉１⽇ https://krl500.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久
庁舎内及び⽂書管理センターにおいて永久保
存

姫路市⽂書管理セン
ター

姫路市夢前町前之庄２１６０番地
総務局総務部⾏政管理
課

総務局総務部⾏政管理課

4 尼崎市 有り 尼崎市公⽂書の管理等に関する条例 令和４年４⽉１⽇ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/bunkazai_0/1030066.html 有り 永久 歴史博物館において永久保存 尼崎市⽴歴史博物館 尼崎市南城内１０−２ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/bunkazai_0/index.html
総務局⾏政法務部公⽂書
管理担当

教育委員会事務局
歴史博物館

5 明⽯市 有り 明⽯市⽂書管理規程 昭和６１年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85D03F3D&houcd=H361902200006&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務局総務管理室総務
課

6 ⻄宮市 有り ⻄宮市⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ http://regulations.bk2reiki.net 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務局総務総括室総務
課

7  洲本市 有り 洲本市⽂書取扱規程 平成１８年２⽉１１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

8 芦屋市 有り
①芦屋市⽂書取扱規程
②歴史的⽂書の取扱要領

①平成１９年４⽉１⽇
②平成２８年４⽉１⽇

https://www1.g-reiki.net/ashiya/reiki_honbun/n700RG00001090.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⽂書法制課

9 伊丹市 有り  伊丹市⽂書取扱規則  昭和５４年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/itami/d1w_reiki/H354902100027/H354902100027.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

10  相⽣市 有り 相⽣市役所処務規則 昭和３７年１⽉３１⽇ 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

11 豊岡市 有り 豊岡市⽂書取扱規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www3.city.toyooka.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r269RG00000029.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

12 加古川市 有り 加古川市⽂書管理規程 昭和６３年６⽉２７⽇ https://www.city.kakogawa.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k312RG00000087.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 ⾚穂市 有り ⾚穂市⽂書管理規程 平成９年３⽉１⽇ https://www.city.ako.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k314RG00000081.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⾏政課

14 ⻄脇市 有り ⻄脇市⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/nishiwaki/d1w_reiki/H417902200005/H417902200005.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

15 宝塚市 有り 宝塚市公⽂書管理規則 平成１７年４⽉１⽇ http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/k316RG00000822.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 三⽊市 有り 三⽊市⽂書取扱規程 平成６年３⽉３０⽇ https://www.city.miki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k317RG00000079.html 有り 永久 保存委託契約を結んだ寺院において永久保存 本要寺 三⽊市本町２−３−６ 総合政策部企画政策課

17 ⾼砂市 有り ⾼砂市⽂書取扱規程 昭和５２年８⽉２０⽇ https://www.city.takasago.lg.jp/section/info_reiki/H352902300012/H352902300012.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務室総務課

18 川⻄市 有り 川⻄市⽂書等取扱規程 平成９年９⽉１⽇ http://www2.city.kawanishi.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/k319RG00000109.html#shoshi-inf-span 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

19 ⼩野市 有り ⼩野市⽂書取扱規程 平成１０年１１⽉４⽇ https://www.city.ono.hyogo.jp/section/~somu/reiki/reiki_honbun/v400RG00000062.html 有り 永久 好古館において永久保存 ⼩野市⽴好古館 ⼩野市⻄本町４７７番地 https://www.city.ono.hyogo.jp/section/~kokokan/ 総務部総務課
教育委員会
いきいき社会創造課
好古館

20 三⽥市 有り 三⽥市⽂書取扱規程 平成４年３⽉３０⽇ https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/6/gyomu/gaiyo/profile/992.html 有り 永久 歴史資料収蔵庫等において永久保存 歴史資料収蔵庫 三⽥市屋敷町１２−２７
経営管理部
⾏政管理室総務課

地域共創部市⺠協働室
⽂化スポーツ課

21
加⻄市

有り 加⻄市⽂書取扱規程 平成２４年３⽉１⽇ https://www.city.kasai.hyogo.jp/d1w_reiki/H424902200019/H424902200019.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

22 丹波篠⼭市 有り 丹波篠⼭市⽂書取扱規程 平成１１年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 企画総務部総務課

23 養⽗市 有り 養⽗市⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.city.yabu.hyogo.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r026RG00000034.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 経営企画部経営総務課

24 丹波市 有り 丹波市⽂書取扱規則 平成２０年１⽉１０⽇ https://www.city.tamba.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r394RG00000042.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

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 南あわじ市 有り 南あわじ市⽂書管理規則 令和４年２⽉２８⽇ https://www1.g-reiki.net/city.minamiawaji/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務企画部総務課
⾏政法制係

26  朝来市 有り 朝来市⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 企画総務部総務課

27 淡路市 有り 淡路市⽂書管理規則 平成１７年４⽉１⽇ https://www.city.awaji.lg.jp/reiki/mokuji_bunya.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

28 宍粟市 有り
①宍粟市⽂書規程
②宍粟市歴史資料⽂書管理規程

①平成１７年４⽉１⽇
②平成２５年４⽉１⽇

https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/somu/tantojoho/reiki/1388983662802.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

29 加東市 有り 加東市⽂書取扱規程 平成１８年３⽉２０⽇ https://www.city.kato.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/r315RG00000045.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務財政部総務財政課

30  たつの市 有り たつの市⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.tatsuno/reiki_honbun/r397RG00000088.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

31 猪名川町 有り ⽂書取扱規程 平成１４年３⽉２９⽇ 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

32 多可町 有り 多可町⽂書管理規程 平成１７年１１⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

33 稲美町 有り 稲美町⽂書管理規程 平成元年１⽉８⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 経営政策部総務課

34 播磨町 有り 播磨町事務⽂書取扱規程 平成１８年４⽉１⽇ http://www.town.harima.lg.jp/d1w_reiki/H418902200001/H418902200001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務グループ

36 福崎町 有り 福崎町⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.town.fukusaki.hyogo.jp 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

37  神河町 有り 神河町⽂書管理規程 平成１７年１１⽉７⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

38 太⼦町 有り 太⼦町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/static/reiki/H414902210006/H414902210006.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

39 上郡町 有り
①上郡町⽂書取扱規程
②歴史的⽂書の保存等に関する規程

①平成１１年４⽉１⽇
②平成２８年４⽉１⽇

https://www.town.kamigori.hyogo.jp/section/reiki_int/reiki_menu.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

40 佐⽤町 有り 佐⽤町⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ http://www.town.sayo.lg.jp/reikisyuu/H417902300005/H417902300005.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務⼈事室

41 ⾹美町 有り ⾹美町⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

42 新温泉町 有り 新温泉町⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/shinonsen/d1w_reiki/H417902200004/H417902200004.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

35 市川町 有り 市川町⽂章編さん保存規程 平成１３年１０⽉１２⽇ 総務課無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
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