
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 岡⼭県 有り 岡⼭県庁⽂書規程 昭和３８年５⽉３１⽇ https://www.pref.okayama.jp/page/detail-17177.html 有り 永久 記録資料館において永久保存 岡⼭県⽴記録資料館 岡⼭市北区南⽅２丁⽬１３−１ https://archives.pref.okayama.jp/ 総務部総務学事課 総務部総務学事課

2 岡⼭市 有り 岡⼭市⽂書取扱規程 平成１５年３⽉３１⽇ https://www.city.okayama.jp/shisei/0000015564.html 有り 永久  庁舎内及び図書館において永久保存 岡⼭市⽴中央図書館 岡⼭市北区⼆⽇市町５６番地 https://www.ocl.city.okayama.jp/TOSHOW/asp/index.aspx
総務局総務部⾏政事務管
理課

教育委員会事務局⽣涯学習部
中央図書館

3 倉敷市 有り 倉敷市⽂書管理規程 平成９年３⽉３１⽇ https://www.city.kurashiki.okayama.jp/1678.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

4 津⼭市 有り 津⼭市⽂書管理規程 昭和４０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/tsuyama/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

5 ⽟野市 有り ⽟野市⽂書管理規程 平成１１年４⽉１⽇ http://www.city.tamano.okayama.jp/reiki_int/reiki_int/reiki_honbun/m205RG00000110.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

6 笠岡市 有り 笠岡市⽂書取扱規程 平成１０年３⽉３０⽇ https://www.city.kasaoka.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/m206RG00000461.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

7 井原市 有り 井原市⽂書取扱規程 昭和５６年４⽉１⽇ 無し 永久 ⽂化財センターにおいて永久保存 井原市⽂化財センター 井原市井原町３３３番地１ http://www.city.ibara.okayama.jp/mahoroba/hp/index2.html 総務部総務課
教育委員会⽂化スポーツ課⽂
化財センター

8 総社市 有り 総社市⽂書規程 平成１７年３⽉２２⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

9 ⾼梁市 有り ⾼梁市⽂書管理規程 平成１６年１０⽉１⽇ http://www.city.takahashi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r052RG00000031.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

10 新⾒市 有り 新⾒市⽂書管理規程 平成１７年３⽉３１⽇ https://krr139.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 総務部総務課

11 備前市 有り 備前市⽂書取扱規程 平成１７年３⽉２２⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

12 瀬⼾内市 有り 瀬⼾内市⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/setouchi/reiki_honbun/r057RG00000799.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

13 ⾚磐市 有り ⾚磐市⽂書管理規則 平成１７年３⽉７⽇ https://www.city.akaiwa.lg.jp/shisei/4613.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

14 真庭市 有り 真庭市⽂書事務管理規程 平成１７年３⽉３１⽇ https://www.city.maniwa.lg.jp/reiki_taikei_default.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

15 美作市 有り 美作市⽂書管理規程 平成２４年４⽉１⽇ http://www.city.mimasaka.lg.jp/static/reiki/reiki_honbun/r140RG00000510.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 浅⼝市 有り 浅⼝市⽂書管理規程 平成１８年３⽉２１⽇ http://ww1.city.asakuchi.okayama.jp/reiki/reiki_honbun/r331RG00000035.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 企画財政部総務課

17 和気町 有り 和気町役場⽂書規程 平成１８年３⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

18 早島町 有り 早島町⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ https://public.joureikun.jp/hayashima_town/reiki/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

19 ⾥庄町 有り ⾥庄町⽂書取扱規程 平成１６年１１⽉９⽇ https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/2/1068.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

20 ⽮掛町 有り ⽮掛町⽂書取扱規程 昭和３７年７⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務防災課

21 新庄村 有り 新庄村役場⽂書編さん保存規則 昭和５１年４⽉１⽇ − 無し ⼀定期間 公⺠館内において⼀定期間保存 新庄村公⺠館 真庭郡新庄村２０１４−２ 総務企画課 教育委員会

22 鏡野町 有り 鏡野町⽂書管理規程 平成３１年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.kagamino/reiki_honbun/r141RG00001235.html 無し ⼀定期間 図書館等において⼀定期間保存 鏡野町⽴図書館 苫⽥郡鏡野町⽵⽥６６３番地７ http://lib.town.kagamino.lg.jp/ 総務課 教育委員会⽣涯学習課

23 勝央町 有り 勝央町⽂書編さん保存規程 昭和３９年１⽉１５⽇ https://lg.joureikun.jp/shoo_town/act/frame/frame110000049.htm 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部

24 奈義町 有り 奈義町⽂書編さん保存規則 平成１０年３⽉３１⽇ https://www.town.nagi.okayama.jp/reiki_int/reiki_menu.html 無し  永久 庁舎内において永久保存 総務課

25 ⻄粟倉村 無し 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務企画課

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

26 久⽶南町 有り 久⽶南町⽂書編さん保存規程 平成１３年４⽉１⽇ https://reiki.town.kumenan.lg.jp/reiki_honbun/m277RG00000030.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務企画課

27 美咲町 有り 美咲町⽂書管理規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://www.town.misaki.okayama.jp/contents/reiki_int/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

28 吉備中央町 有り 吉備中央町⽂書規程 平成１６年１０⽉１⽇ https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/2/61.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課
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