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1 沖縄県 有り ⽂書管理規程 昭和４９年１２⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CAD16A&houcd=H349902200037&no=1&totalCount=5&fromJsp=SrMj 有り 永久 公⽂書館において永久保存 沖縄県公⽂書館 南⾵原町字新川１４８番地３ https://www.archives.pref.okinawa.jp/ 総務部総務私学課 総務部総務私学課

2 那覇市 有り 那覇市⽂書取扱規程 平成２０年１１⽉４⽇ https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000967.html 有り ⼀定期間 歴史博物館において⼀定期間保存 那覇市歴史博物館
那覇市久茂地１−１−１パレッ
トくもじ４階

http://www.rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp 総務部総務課 市⺠⽂化部⽂化財課

3 宜野湾市 有り 宜野湾市⽂書取扱規程 平成１９年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ginowan/reiki.html 有り 永久 博物館において永久保存 宜野湾市⽴博物館 宜野湾市真志喜１−２５−１ https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kyoiku/1/2/index.html 総務部総務課 教育委員会教育部市⽴博物館

4 石垣市 有り ⽯垣市⽂書編集保存規程 昭和６１年１１⽉２１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki499/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 浦添市 有り 浦添市⽂書取扱規程 平成１２年１１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 図書館において⼀定期間保存 浦添市⽴図書館 浦添市安波茶⼆丁⽬２番１号 https://www.city.urasoe.lg.jp/faciltyDatail?articleId=60b9923443f5421c3eb73f2c&categoryId=20101020 総務課 教育部社会教育推進課

6 名護市 有り 名護市⽂書取扱規程 平成１６年１１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss00000A46\GUEST&TID=2&SYSID=391 無し ⼀定期間 博物館において⼀定期間保存 名護博物館 名護市東江１丁⽬８番１１号 https://www.city.nago.okinawa.jp/museum/ 総務部総務課 教育委員会博物館

7 糸満市 有り ⽷満市⽂書取扱規程 平成１８年３⽉３１⽇ https://www1.g-reiki.net/itoman/reiki_menu.html 有り 永久 図書館において永久保存 ⽷満市⽴中央図書館 ⽷満市字真栄⾥１４４８ http://www.city.itoman.lg.jp 総務部総務課 教育委員会教育部⽣涯学習課

8 沖縄市 有り 沖縄市⽂書取扱規程 平成１８年４⽉１⽇ https://www.city.okinawa.okinawa.jp/zyoureikun/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

9 豊見城市 有り 豊⾒城市⽂書管理規則 平成１６年１０⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CB1CD1&houcd=H416902100018&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務企画部総務課

10 うるま市 有り うるま市⽂書取扱規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/uruma/reiki_honbun/r170RG00000035.html 無し ⼀定期間 歴史⺠俗資料館において⼀定期間保存
うるま市⽴⽯川歴史⺠
俗資料館

うるま市⽯川曙３丁⽬１番５５
号

https://www.city.uruma.lg.jp/culture/139/1277/1282 総務部総務課 社会教育部⽂化財課

11 宮古島市 有り 宮古島市⽂書事務取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss00000B62\GUEST&TID=1&SYSID=27 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

12 南城市 有り 南城市⽂書取扱規程 平成１８年１⽉１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

13 国頭村 有り 国頭村⽂書整理保存規程 昭和５９年９⽉１⽇ https://lg.joureikun.jp/kunigami_vill/reiki/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

14 大宜味村 有り ⼤宜味村⽂書整理保存規程 平成元年１２⽉２０⽇ http://www.vill.ogimi.okinawa.jp/_common/themes/ogimi/reiki/reiki_honbun/q913RG00000037.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

15 東村 有り 東村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CB43E1&houcd=H347902200002&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務財政課

16 今帰仁村 有り 今帰仁村⽂書整理保存規程 昭和６３年５⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nakijin/reiki_honbun/q915RG00000036.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課⾏政係

17 本部町 有り 本部町⽂書取扱規程 平成２０年４⽉１⽇ ttp://www.reiki.town.motobu.okinawa.jp/reiki_honbun/q916RG00000393.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

18 恩納村 有り 恩納村⽂書取扱規程 平成１４年１１⽉１⽇ https://www.vill.onna.okinawa.jp/reiki_int_2022/reiki_honbun/q917RG00000352.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

19 宜野座村 有り 宜野座村役場処務規則 昭和３３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/vill.ginoza/reiki_honbun/q918RG00000022.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

20 金武町 有り ⾦武町⽂書事務取扱規程 昭和４７年８⽉１⽇ https://krq919.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課⾏政係

21 伊江村 有り 伊江村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ https://www.iejima.org/reikishu/H347902200035/H347902200035.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

22 読谷村 有り 読⾕村⽂書取扱規程 昭和４１年７⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yomitan/d1w_reiki/H341902300002/H341902300002.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

23 嘉手納町 有り 嘉⼿納町⽂書取扱規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kadena/reiki_honbun/q924RG00000475.htm 無し ⼀定期間 庁舎等において⼀定期間保存 総務課

24 北谷町 有り 北⾕町⽂書取扱規程 昭和６１年３⽉２９⽇ https://www.chatan.jp/reiki/reiki_honbun/q925RG00000070.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 北⾕町公⽂書館 中頭郡北⾕町字桑江２２６ https://www.chatan.jp/choseijoho/kobunshokan/index.html 総務部総務課 総務部公⽂書館

25 北中城村 有り 北中城村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課情報管理係

26 中城村 有り 中城村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１０⽇ https://www1.g-reiki.net/vill.nakagusuku/reiki_honbun/q927RG00000081.html 無し ⼀定期間 護佐丸歴史資料館において⼀定期間保存
中城村護佐丸歴史資料
館

中城村字安⾥２１５ https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/detail.jsp?id=95547&menuid=16087&funcid=1 総務課 ⽣涯学習課

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

27 西原町 有り ⻄原町⽂書取扱規程 平成３０年７⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nishihara/reiki_honbun/q928RG00000990.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

28 与那原町 有り 与那原町⽂書管理規程 平成６年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/yonabaru/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

29 南風原町 有り 南⾵原町⽂書事務取扱規程 平成１７年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CB45CD&houcd=H417902300006&no=37&totalCount=38 有り ⼀定期間 ⽂化センターにおいて⼀定期間保存 南⾵原⽂化センター 島尻郡南⾵原町字喜屋武２５７ https_://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2013022800327/ 総務部総務課 教育部⽣涯学習⽂化課

30 渡嘉敷村 有り 渡嘉敷村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ https://www1.g-reiki.net/tokashiki/reiki_honbun/q940RG00000043.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

31 座間味村 有り 座間味村⽂書事務取扱規程 昭和４７年１０⽉５⽇ https://www1.g-reiki.net/zamami/reiki_honbun/q941RG00000036.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

32 粟国村 有り 粟国村⽂書取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

33 渡名喜村 有り 渡名喜村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

34 南大東村 有り 南⼤東村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

35 北大東村 有り 北⼤東村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

36 伊平屋村 有り 伊平屋村⽂書事務取扱規程 昭和４７年６⽉１３⽇ https://www1.g-reiki.net/iheya/reiki_honbun/q946RG00000031.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

37 伊是名村 有り 伊是名村⽂書取扱規程 平成１７年３⽉２８⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

38 久米島町 有り 久⽶島町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss00000A1A\GUEST&TID=1&SYSID=22 無し ⼀定期間 博物館において⼀定期間保存 久⽶島博物館 島尻郡久⽶島町字嘉⼿苅５４２ https://www.town.kumejima.okinawa.jp/categories/soshiki/hakubutu/ 総務課 教育課

39 八重瀬町 有り ⼋重瀬町⽂書編さん保存規程 平成１８年１⽉１⽇ https://www.town.yaese.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000048.htm 無し ⼀定期間
具志頭歴史⺠俗資料館において⼀定期間保
存

具志頭歴史⺠俗資料館 島尻郡⼋重瀬町字具志頭３５２ https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2019022100054/ 総務部企画財政課 教育委員会⽣涯学習⽂化課

40 多良間村 有り 多良間村⽂書事務取扱規程 昭和４７年５⽉１５⽇ https://www1.g-reiki.net/tarama/reiki_honbun/q952RG00000031.html 有り 永久 図書館及び⺠俗学習館において永久保存
①多良間村⽴図書館
②⺠俗学習館

①多良間村字塩川１６５
②多良間村字仲筋１０９８−１

総務財政課 教育委員会教育課

41 竹富町 有り ⽵富町⽂書事務取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.taketomi/reiki_honbun/q953RG00000102.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

42 与那国町 有り 与那国町⽂書取扱規程 平成元年５⽉１６⽇ https://www.town.yonaguni.okinawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/q954RG00000412.html 有り 永久 離島総合振興センターにおいて永久保存 離島総合振興センター 与那国町字与那国３４６５番地 総務課 総務課
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