
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 宮崎県 有り ⽂書取扱規程 平成２年３⽉３１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/miyazaki-ken/d1w_reiki/H402902200005/H402902200005.html 有り 永久 ⽂書センターにおいて永久保存 宮崎県⽂書センター 宮崎市旭１−３−６ https://www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kanko/bunka/index.html 総務部総務課 総務部総務課

2 宮崎市 有り 宮崎市⽂書規程 昭和６２年１０⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A91AC49CB 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務法制課

3 都城市 有り 都城市⽂書取扱規則 平成１８年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/mkj/reiki/reiki_int/reiki_honbun/r322RG00000104.html 有り ⼀定期間 旧都城市⽴図書館において⼀定期間保存 旧都城市⽴図書館 都城市姫城町６街区２１ 総務部総務課 総務部総務課

4 延岡市 有り 延岡市⽂書取扱規程 平成９年４⽉１⽇ https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/13/11349.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 ⽇南市 有り ⽇南市⽂書取扱規程 平成２１年３⽉３０⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91AC49CE&houcd=H421902200005&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 総合政策部総務課

6 ⼩林市 有り ⼩林市⽂書取扱規程 平成１８年３⽉２０⽇ http://toweb.city.kobayashi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r346RG00000033.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

7 ⽇向市 有り ⽇向市⽂書取扱規程 平成１９年９⽉２５⽇ https://www.hyugacity.jp/reiki_new/reiki_honbun/q607RG00001137.html 無し 永久 ⽂化センターにおいて永久保存
⽇向市東郷地区⽂化セ
ンター

⽇向市東郷町⼭陰丙１３２５−１ 総務部総務課 教育委員会教育総務課

8 串間市 有り 串間市⽂書事務取扱規程 平成１３年１０⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91AC49D1&houcd=H413902200010&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において保存 総務課

9 ⻄都市 有り ⻄都市⽂書取扱規程 平成４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/saito/reiki_honbun/q609RG00000086.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

10 えびの市 有り えびの市⽂書管理規則 平成１８年３⽉３１⽇ https://www.city.ebino.lg.jp/section/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000078.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

11 三股町 有り 三股町⽂書取扱規則 平成１３年３⽉２６⽇ https://www.town.mimata.lg.jp/reiki/ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

12 ⾼原町 有り ⾼原町⽂書取扱規程 平成２２年３⽉４⽇ https://www.town.takaharu.lg.jp/reikisyu/reiki_int/reiki_honbun/q621RG00000431.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課⾏政係

13 国富町 有り ⽂書管理規程 平成２１年１０⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

14 綾町 有り 綾町⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www.town.aya.miyazaki.jp 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課情報管理係

15 ⾼鍋町 有り ⽂書取扱規程 平成１４年８⽉１５⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

16 新富町 有り 新富町⽂書取扱規程 昭和３７年４⽉２⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

17 ⻄⽶良村 有り
①⽂書取扱規程
②⻄⽶良村⽂書保存規程

①昭和５１年１２⽉２４⽇
②昭和３１年３⽉２０⽇

無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

18 ⽊城町 有り ⽊城町⽂書取扱規程 昭和３７年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務財政課

19 川南町 有り 川南町⽂書取扱規程 平成２６年１０⽉１⽇ 有り 永久 図書館において永久保存 川南町⽴図書館
児湯郡川南町⼤字平⽥２３８６番
地３

http://川南町⽴図書館.com/9.html 総務課 教育委員会

20 都農町 無し 都農町⽂書管理規程 平成７年３⽉２７⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⾏政係

21 ⾨川町 有り ⾨川町⽂書取扱規程 令和２年２⽉１３⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

22 諸塚村 有り 諸塚村⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ 有り 永久
庁舎内及び⺠俗資料館関係施設内において永
久保存

諸塚村⺠俗資料館 東⾅杵郡諸塚村⼤字家代３０６６ 総務課 教育委員会

23 椎葉村 有り 椎葉村⽂書管理規程 平成１２年３⽉２１⽇ https://public.joureikun.jp/shiiba_vill/reiki/act/frame/frame110000066.htm 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

24 美郷町 有り
美郷町公⽂書の管理、保管、保存及
び廃棄に関する規程

平成１８年１⽉１⽇ 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
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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 ⾼千穂町 有り ⾼千穂町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town-takachiho.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/q643RG00000058.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

26 ⽇之影町 有り ⽇之影町⽂書取扱規程 昭和３８年１２⽉１５⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hinokage/d1w_reiki/H338902200006/H338902200006.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

27 五ヶ瀬町 有り 五ヶ瀬町⽂書事務取扱規程 平成１５年３⽉２８⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91AC9A3F&houcd=H415902200003&no=3&totalCount=7&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

https://www.town-takachiho.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/q643RG00000058.html
https://en3-jg.d1-law.com/hinokage/d1w_reiki/H338902200006/H338902200006.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91AC9A3F&houcd=H415902200003&no=3&totalCount=7&fromJsp=SrMj

