
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 熊本県 有り 熊本県⾏政⽂書等の管理に関する条例 平成２４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110000040.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務部総務私学局県政情
報⽂書課

2 熊本市 有り 熊本市公⽂書管理条例 令和３年４⽉１⽇ https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=38660 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務局⾏政管理部総務課

3 ⼋代市 有り ⼋代市⽂書管理規程 平成１７年８⽉１⽇ http://www.city.yatsushiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r371RG00000066.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務企画部⽂書統計課

4 ⼈吉市 有り ⼈吉市⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/reiki/reiki.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

5 荒尾市 有り 荒尾市⽂書取扱規程 昭和３８年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/arao-shi/d1w_reiki/H337902200013/H337902200013.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

6 ⽔俣市 有り ⽔俣市⽂書規程 平成７年４⽉１８⽇ https://www.city.minamata.lg.jp/kiji003810/index.html 有り 永久
⽣涯学習センター及び⽔俣病資料館において
永久保存

① ⽯坂川⽣涯学習セ
ンター
② ⽔俣市⽴⽔俣病資
料館

①⽔俣市⽯坂川１１３
②⽔俣市明神町５３番地

https://minamata195651.jp 総務企画部
①教育委員会教育課
②福祉環境部環境課

7 ⽟名市 有り ⽟名市⽂書規程 平成１７年１０⽉３⽇ https://www1.g-reiki.net/tamana/reiki_honbun/r227RG00000024.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

8 ⼭⿅市 有り ⼭⿅市⽂書規程 平成１７年１⽉１５⽇ https://www1.g-reiki.net/yamaga/reiki_honbun/r081RG00000035.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

9 菊池市 有り 菊池市⽂書規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://www1.g-reiki.net/city.kikuchi/reiki_honbun/r190RG00000072.html 有り 永久 図書館において永久保存
菊池市⽣涯学習セン
ター中央図書館

菊池市隈府８７２番地１ http://www.library-kikuchi.jp/library/ 総務部総務課
⽣涯学習センター 中央図書
館

10 宇⼟市 有り 宇⼟市⽂書管理条例 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/uto-city/reiki_honbun/m100RG00000667.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

11 上天草市 有り 上天草市⽂書管理規則 平成１６年３⽉３１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kamiamakusa/d1w_reiki/H416902100009/H416902100009.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

12 宇城市 有り 宇城市⽂書管理規程 平成１７年１⽉１５⽇ https://www1.g-reiki.net/uki/reiki_honbun/r177RG00000036.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

13 阿蘇市 有り 阿蘇市⽂書規程 平成１７年２⽉１１⽇ https://www.city.aso.kumamoto.jp/ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

14 天草市 有り 天草市⾏政⽂書管理条例 平成３１年４⽉１⽇ http://www2.city.amakusa.kumamoto.jp/reiki/reiki_menu.html 有り 永久

天草アーカイブズにおいて永久保存
 
※移転のため令和５年１⽉２２⽇まで臨時休
館しているが、休館中も同様に保存してい
る。

天草市⽴天草アーカイ
ブズ

天草市志柿町６３３５番地 http://hp.amakusa-web.jp/a0695/MyHp/Pub/ 総務部総務課 総務部総務課

15 合志市 有り 合志市⽂書規程 平成１８年２⽉２７⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A918D7795&houcd=H418902200010&no=3&totalCount=17&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

16 美⾥町 有り 美⾥町⽂書規程 平成１６年１１⽉１⽇ https://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r164RG00000038.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

17 ⽟東町 有り ⽟東町⽂書規程 平成１４年７⽉２２⽇ https://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/reiki/reiki_honbun/q425RG00000249.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

18 南関町 有り 南関町公⽂書規程 平成１４年４⽉１⽇ http://www.town.nankan.lg.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

19 ⻑洲町 有り ⻑洲町⽂書規程 平成２１年４⽉１⽇ https://public.joureikun.jp/nagasu_town/reiki/act/frame/frame110000064.htm 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

20 和⽔町 有り 和⽔町役場処務規程 平成１８年３⽉１⽇ https://www.town.nagomi.lg.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

21 ⼤津町 有り ⼤津町⽂書管理規程 平成２０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ozu/reiki_honbun/q437RG00000812.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課法制執務係

22 菊陽町 有り 菊陽町⽂書規程 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kikuyo/reiki_honbun/q438RG00000069.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

23 南⼩国町 有り 南⼩国町⽂書規程 昭和３９年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/minamioguni/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 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

24 ⼩国町 有り ⼩国町⽂書規程 昭和４２年１⽉１⽇ https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

25 産⼭村 有り 産⼭村役場処務規程 昭和３５年２⽉１⽇ https://www.ubuyama-v.jp/section/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000034.htm 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

26 ⾼森町 有り ⾼森町⽂書規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/takamori/reiki_honbun/r370RG00000046.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

27 ⻄原村 有り ⻄原村⽂書規程 平成１７年３⽉２９⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

28 南阿蘇村 有り 南阿蘇村⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www.vill.minamiaso.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内及び公⺠館において永久保存 南阿蘇村中央公⺠館
阿蘇郡南阿蘇村⼤字河陽３５７
５番地

総務課 教育委員会

29 御船町 有り 御船町⽂書取扱規程 平成１２年１０⽉１⽇ https://www.town.mifune.kumamoto.jp/ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課管理係

30 嘉島町 有り 嘉島町⽂書取扱規則 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town.kumamoto-kashima.lg.jp/ 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

31 益城町 有り 益城町⽂書規程 昭和３６年６⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/mashiki/d1w_reiki/H336902210001/H336902210001.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

32 甲佐町 有り 甲佐町⽂書取扱規則 平成１４年１０⽉２４⽇ https://www.town.kosa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q457RG00000053.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課庶務係

33 ⼭都町 有り ⼭都町⽂書取扱規程 平成１７年２⽉１１⽇ https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/reiki/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

34 氷川町 有り 氷川町⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hikawa/d1w_reiki/H417902200005/H417902200005.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

35 芦北町 有り 芦北町⽂書規程 平成２１年４⽉１⽇ http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/reiki_int/reiki_honbun/r172RG00000698.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⽂書法規係

36 津奈⽊町 有り 津奈⽊町⽂書規程 平成７年６⽉１⽇ https://www.town.tsunagi.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

37 錦町 有り 錦町⽂書規程 平成１４年４⽉１⽇ http://www.nishiki-machi.com/_common/reiki/reiki_honbun/q470RG00000044.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

38 多良⽊町 有り 多良⽊町⽂書規程 平成１７年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/taragi/d1w_reiki/H417902200017/H417902200017.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

39 湯前町 有り 湯前町役場処務規程 平成１５年４⽉１⽇ https://public.joureikun.jp/yunomae_town/reiki/act/frame/frame110000030.htm 有り 永久 公⺠館において永久保存
湯前町中央公⺠館
（湯前まんが美術館）

球磨郡湯前町１８３４−１ https://yunomae-manga.com/ 総務課   教育委員会教育課

40 ⽔上村 有り ⽔上村⽂書管理規程 平成２３年３⽉３１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/mizukami/d1w_reiki/H423902200001/H423902200001.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

41 相良村 有り 相良村⽂書規程 昭和３８年４⽉１⽇ https://www.vill.sagara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q479RG00000042.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

42 五⽊村 有り 五⽊村⽂書管理規程 平成１８年６⽉３０⽇ https://www.vill.itsuki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q480RG00000036.html 有り ⼀定期間  庁舎内において⼀定期間保存 総務課

43 ⼭江村 有り ⼭江村役場処務規程 昭和３６年６⽉２０⽇ https://www.vill.yamae.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/q481RG00000019.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

44 球磨村 有り 球磨村⽂書規程 平成１７年６⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kuma/d1w_reiki/H417902200015/H417902200015.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務企画課

45 あさぎり町 有り あさぎり町⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www.town.asagiri.lg.jp/reiki/_honbun/r002RG00000027.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

46 苓北町 有り 苓北町⽂書規程 昭和３８年６⽉２４⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課
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