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１ 開会 

 

 

 

２ 議事 

 

（１）【報告事項】令和元年度事業報告及び令和２年度事業実施方針について 

 

 

 

（２）【協議事項】文書選別結果の意見聴取について  

 

 

 

（３）【報告事項】アドバイザーの活用について 

 

 

 

（４）その他 

 

 

 

３ 閉会 

 

 

 



令和元年度事業報告

資料１－１

１．令和元年度事業概要

２．歴史公文書の受入れ・整理・保存

３．利用に関する事業

・受入文書数、配架累計数

・移管市町村数

・来館者数

展示室、閲覧室

研修室、会議室

・特定歴史公文書の利用状況

令和元年度事業概要

利用に関する事業

歴史公文書の受入れ・整理・保存

来館者数‥‥‥対前年比１２％減

文書利用冊数‥対前年比１９％増。過去最高を更新

COVID-19の影響：臨時閉館、第２回企画展（関連イベント含む）中止

令和２年度以降に向けた新たな取組への準備
学習の場開放（試行）、小・中学校連携の試行、施設稼働率向上策の検討

移管市町村数‥４２市町村。対前年比20％ペースで増加中

受入文書数‥‥県、市町村ともに約４千冊。保存累計は各４万冊を突破

移管促進に向けた新たな取組に着手

選別会議への市町村担当職員の参加により、文書移管への理解を深める

令和元年度事業概要 歴史公文書の受入れ・整理・保存 利用に関する事業



受入文書数、保存累計数

市町村文書の推移県文書の推移

県は年間４千冊前後で推移。市町村はさらなる伸びが期待される。
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新規受入文書数：左軸（冊）
保存累計数：右軸（冊）

新規受入文書数：左軸（冊）
保存累計数：右軸（冊）

令和元年度事業概要 歴史公文書の受入れ・整理・保存 利用に関する事業

移管市町村数

近年の移管状況移管市町村数の推移

着実に伸びる移管市町村数。地域的課題も。

30 

35 

42 
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近年移管が定着しつつある市町村

特に移管が進んでいない市町村

苅田町

田川市

柳川市

新宮町

大野城市

篠栗町

粕屋町

対前年比２０％増ペース
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来館者数
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年間来館者数と日平均来館者数の推移

年間来館者数：左軸（人）
日平均来館者数：右軸（人/日）

来館者獲得の基本部門

展示室

閲覧室
研修室
会議室

２月下旬以降の臨時閉館、企画展の中止により、対前年比１２％減

-12%

令和元年度事業概要 歴史公文書の受入れ・整理・保存 利用に関する事業

展示室、閲覧室

展示室入室者数の内訳展示室入室者数の推移

H30企画展が突出した人気。閲覧室利用者の減少が目立つ。

2,518 

3,566 

2,414 

H29 H30 R1

1,323 1,392 

976 

H29 H30 R1

（人） （人）

閲覧室利用者数の推移

（人）

※H29第2回は、5周年記念特別展。

平成30年度第１回企画展

西南戦争 －かけめぐる情報－
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研修室、会議室

会議室利用者数の推移研修室利用者数の推移

会議室利用者数が、昨年と比較し、約3.5倍。

1,341 1,359 
1263

H29 H30 R1

（人）

199 183 

642 

H29 H30 R1

（人）

特定固定客の獲得により、
大幅に増加

約3.5倍

令和元年度事業概要 歴史公文書の受入れ・整理・保存 利用に関する事業
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特定歴史公文書の利用状況

市町村文書の利用推移県文書の利用推移

県文書の利用は順調に推移。市町村文書の利用は伸び悩む。

（冊）

（冊）

行政利用

簡易閲覧

利用請求

陸軍病床日誌 軌道許認可
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令和元年度事業報告 －資料編－ 

１ 受入れ・整理・保存事業 

（１）公文書の受入れ・選別・保存 

 

（２）行政資料 

 

 

 

 

 

 

（３）市町村からの移管促進 

 市町村からの歴史公文書移管を円滑に行うため、文書事務担当者説明会や選別

会議への参加要請、市町村に出向いての現地選別支援等を実施。 

年度 移管実施市町村数 

29 ３０市町村 

30 ３５市町村 

1 ４２市町村 

 

（４）マイクロフィルム化 

 県文書及び市町村文書のうち、青焼き紙等のため文字が消えかかっているもの

について、マイクロフィルム撮影と複製フィルム作成を実施。 

年度 県文書 市町村文書 計 

29 29冊（19,922コマ） 70冊（25,376コマ） 99冊（45,298コマ） 

30 78冊（47,338コマ） ― 78冊（47,338コマ） 

1 92冊（44,479コマ） ― 92冊（44,479コマ） 

 

（５）製本補修 

   移管された特定歴史公文書のうち、移管前の保存状態が良くなかったため、表

紙や綴じ紐が外れかかっているもの及び虫食いや破損している状況にあるもの

を対象として、製本補修を実施。 

年度 補修（表紙作成、裏打ち補修等）の冊数 

29 １９９冊 

30 ２１２冊 

1 ２０７冊 

 前年度 

未整理分 
新規受入 保 存 返還・廃棄 

翌年度 

繰越 
保存累計 

県文書 0 冊  3,895 冊 3,187 冊 440 冊 268 冊  45,164 冊 

市町村文書 4,110 冊  4,060 冊 6,995 冊 738 冊 437 冊  41,888 冊 

合計 4,110 冊  7,955冊 10,182 冊 1,178 冊 705 冊  87,052 冊 

 収集数 配架累計 

県行政資料 1,433 冊  26,335 冊 

市町村行政資料 583 冊  6,372 冊 

その他行政資料 1,123 冊  8,770 冊 

合計 3,139 冊  41,477 冊 

資料１－２ 
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２ 利用に関する事業 

（１）閲覧利用事業 

ア 来館状況 

年度 開館日数 来館者数 展示室見学者数 閲覧室利用者数 来館者数平均 

29 280日 3,167人 2,518人 1,323人 11.3（人／日） 

30 285日 3,931人 3,566人 1,392人 13.8（人／日） 

1 257日 3,453人 2,414人   976人 13.4（人／日） 

 

イ 特定歴史公文書利用状況 

年度 

一般利用 

（簡易閲覧＋利用請求） 

行政利用 計 

県 市町村 県 市町村 県 市町村 

件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 件数 冊数 

29 79 352 40 298 33 143 15 121 112 495 55 419 

30 89 520 33 228 19 87 16 153 108 607 49 381 

１ 117 677 30 298 26 97 11 104 143 774 41 402 

 

ウ 研修室・会議室利用状況 

年度 

研修室（件数） 会議室（件数） 

一般 
利用 

視察 
対応 

自主 
事業 

その他 合計 
一般 
利用 

視察 
対応 

自主 
事業 

その他 合計 

29 6 13 9 0 28 11 12 10 4 37 

30 5 13 12 0 30 4 8 16 2 30 

1 10 15 3 1 29 35 1 4 6 46 

 

エ レファレンスサービスの状況 

年度 来 館 電 話 電子メール 合 計 

29 42 40 11  93 

30 29 33 11  73 

1 13 21 6  40 

 

オ 特定歴史公文書のデジタル化 

 利用請求のあった文書、展示文書、議会文書についてデジタル化を行い、ホー

ムページで画像を公開。 

 

年度 冊数 コマ 

29 69 3,571 

30 17 3,138 

1 20 11,158 

開館からの累計 402 30,115 
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（２）利用促進事業 

 

ア 企画展示の開催状況 

期間 テーマ 見学者数 会場 

令和元年 7月 23日 

～9月 29日 
学校給食ヒストリー 1,118人 展示室 

令和２年 2月 4日～ 

2月 27日※ 
ふくおか スポーツの軌跡 172人 展示室 

  ※当初計画：令和２年 2月 4日～3月 22日 COVID-19の影響により中止 

 

  イ 出前展示等の開催状況 

期間 テーマ 会場 

令和元年 6月 28日 

～7月 31日 

令和元年 8月 26日 

～9月 6日 

福岡共同公文書館パネル展 福岡県庁ロビー 

令和元年 10月 15日 

～12月 27日 

リバイバル展示 

「昭和の主基祭田～福岡県の記録から～」 

福岡共同公文書館 

エントランス 

 

ウ 講演会・講座の開催状況 

区分 期日 テーマ 講師 
参加 

者数 

講演会 
令和元年 

7月 27日 

「記録・文献史料にみる福岡

県の食文化誌」 

～福岡県の鶏肉・鶏卵の食文

化を中心に～ 

日本経済大学経済学部 

教授 竹川克幸 氏 
74人 

講座 
令和元年 

8月 3日 
和綴じ講座 

元福岡女子短期大学 

准教授 倉本優子 氏 
27人 

 

 【（参考）新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止した事業】 

  ・企画展トークギャラリー（２月２２日、３月８日） 

  ・くずし字講座（２月２６日、３月８日、３月１１日、３月１８日） 

    ※定員４０名に８４名応募があったため、開催日を追加して実施する予定であった。 

  ・みやま市立図書館市民ギャラリーでの出張展示（３月４日～３月１５日） 

  ・企画展関連イベント「レッツ！トライ！！おいでよ！公文書館」（３月１４日） 

 

エ 研修会の開催状況（市町村主管課長会議） 

期日 内容 受講者 

令和２年 2月 7日 

電子媒体による文書管理・移管・保存等に関して 
【講師】 
独立行政法人 国立公文書館 
首席公文書専門官併任業務課企画官 中島康比古 氏 

38人 
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オ 広報   

内容 期日 

福岡共同公文書館平成 30年度年報 令和元年 7月 

福岡共同公文書館だより第 15号 令和元年 11月 

県広報 

 新聞定期広告「福岡県からのお知らせ」（４紙） 

ラジオ「福岡県からのお知らせ」（ＦＭ福岡） 

広報紙（グラフふくおか、九州ぱど） 

市町村広報 

 各市町村広報紙 
概ね 

企画展期間 

令和元年 

7月～9月 

令和２年 2月 

その他 

新聞取材（西日本・毎日） 

ラジオ放送（ﾄﾞﾘｰﾑｽ FM「スポット CM」） 

テレビ取材（TVQ「ふくサテ！」・FBS「めんたいワイド」・CSF「つな

GO!!GO!!!」） 

ホームページ 

 福岡共同公文書館、福岡県、各市町村、国立公文書館（全国の公文書館等

展示情報）、福岡市公式シティガイド「よかなび」 

 

カ 視察・見学の受入状況 

区  分 件  数 人  数 

視察見学 ２５ ７７４ 

 県内自治体職員 １０ ５９６ 

国・県外自治体職員  ２  １７ 

議会関係  ０   ０ 

教育・学校関係  ６  ８４ 

区長等行政関係団体   ２  ５０ 

その他  ５  ２７ 
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資料２  

令和２年度事業実施方針 

１ 基本的な考え方 

 〇 事業実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」）防止対 

策を徹底する。 

 〇 実施する事業は、基本的には、本年２月策定の「令和２年度公文書館事業計画」 

に基づくが、具体的な内容については、感染症に関する県や国の方針を踏まえな 

がら、必要に応じて、見直しを行う。 

 〇 感染症の拡大に伴い、企画展及び講演会等が中止になったことから、年間来館

者数の目標達成は困難。 

今後、「新しい生活様式」の実践が求められる中、来館者数の増加のみにとらわ 

れることなく、当館の認知度を一層高め、歴史公文書の利用促進へ向けた取組み 

を行っていく。 

 【今年度目標（R2.3月末設定）】 

内容 目標値 Ｒ１年度実績 

市町村からの歴史公文書の移管促進 移管実施市町村数 ４５市町村 ４２市町村 

来館者数の増加 年間来館者数    4,500 人 3,449 人 

 

２ 感染症防止対策 ※再開時（５月１５日）から実施中。 

 ・来館者の検温、健康チェックシートの記入を実施 

・来館者に対して、マスクの着用、手洗い・手指消毒の敢行を依頼 

 ・身体的距離を確保するため、閲覧室・休憩コーナーの座席を減少、注意喚起案内

板を設置、定期的な換気 

 ・飛沫感染を防止するためビニールカーテンを設置（執務室前受付） など 

 

３ 主な事業内容 

（１）歴史公文書の受入れ・選別・保存 

  ア 市町村からの文書移管の促進 

 

 

 

 

   ・ 文書移管の重要性を一般論として説明するのではなく、市町村ごとに移管 

が進まない原因を分析し、オーダーメイド方式で対応する。 

     （対応例）移管が進まない市町村では、事務所管課の協力が得られないケースが多い。このため、文

書移管のメリットや移管すべき文書の例示など、文書事務担当者が事務所管課に依頼する

際の説明資料の作成等を支援する。 

 

【事業計画】 

・ 市町村によってバラつきがないよう、移管が進んでいない市町村に対しては、当館の職員が直接出 

向いて、文書担当者に移管に関する助言・支援を行います。 
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   ・ 現在市町村では、特別定額給付金事業など、感染症関連業務が多くの部署 

に及んでいるため、業務の支障を来たさないよう、対応可能な市町村から訪 

問し、それまでは、電話及びメールで対応する。 

イ 公文書の電子的管理 

 

 

 

 

 

 

   ・ 公文書の電子的管理は、「作成」～「整理・保存」～「管理」～「移管・ 

廃棄」の一連の流れの中で実施するものであり、公文書館への移管時だけ 

の問題ではない。 

   ・ また、移管の仕組みについては、市町村によって対応が大きく異ならない 

よう、統一的なルールを検討したり、県からの移管との整合性を図るなど、 

共同公文書館特有の難しい課題がある。 

   ・ このため、まずは、公文書を電子媒体として受け入れるに当たっての基 

本的な枠組みについて、神奈川県公文書館など先行県の実践例を参考にしつ 

つ、行政経営企画課における検討状況（共有フォルダ峻別の試行）も注視し 

ながら、整理・検討を行うこととする。 

 

（２）利用に関する事業 

  ア 展示、出前展示 

 

 

 

 

 

 

  

 

  （ア）企画展 

    ・ 感染症拡大に伴う県財源確保のための事業見直しの結果、２回開催を予 

定していた企画展は中止する。 

  （イ）常設展 

    ・ 展示物の一部リニューアルを行い、６月２日から再開。 

     

 

 

 

 

【事業計画】 

・ 常設展（公文書にみる福岡のあゆみ）とは別に、特定のテーマで公文書を紹介する企画展を開催し 

ます（夏と春の２回を予定）。 

・ テーマについては、人々のくらしや社会の変遷を公文書を通じて体感できるよう創意工夫します。 

・ 多くの方々に観覧いただけるよう、マスメディアや SNSを活用して広報を行います。 

・ 多くの方々に当館の取組みを知っていただくため、市町村庁舎や学校等へ出向いて、パネルや写真

を使った展示を行います。 

 

【事業計画】 

・ 平成３１年３月、国において、公文書の作成、保存、移管、廃棄までを一貫して電子的に管理する

方針が示されました。今後、市町村においても文書の電子的管理を検討されるケースが予想されます。 

・ これを受け、当館においても、電子ファイルの受入れ・保存についての仕組みや課題について、国 

や県の動きを注視しながら、研究します。 

 

《リニューアルの内容》 

〇 「自分の住んでいる“まち”のことを知ろう！」をテーマに、【暮らしのこと】（広報誌、

暮らしの便利帳等）、【お金のこと】（予算書、税リーフレット等）、【学校のこと】など、閲覧室

で実際に読むことができる行政資料を展示し、閲覧室の利用につなげる。 

〇 「日本の公文書館について知ろう！」をテーマに、全国公文書館の年報、紀要や公文書

館関連書籍を展示し、公文書・公文書館・アーキビスト認証制度の関心度を高める。 
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    ・ 「新しい生活様式」の実践が求められる中、来館せずとも観覧していた

だけるよう、公文書館ホームページ上で、常設展の展示物を紹介する。 

    ・ ３か月に１回程度を目標に、展示物の一部入替えを行う。また、ロビー 

におけるパネル展示を定期的に行う。 

  （ウ）出前展示 

    ・ 昨年度末に感染症拡大のため中止になった市立図書館（筑後地域）での 

出前展示（過去の企画展のポスター・パネルや市から移管された歴史公文書の展示）を実 

施する方向で検討中。「県主催イベントの対応」を踏まえ、開催の可否を 

含めて、市立図書館と協議する。 

・ アクロス福岡（１階コミュニケーションエリア）で、７月２７日～８月２日ま 

で、パネル展「ふくおか スポーツの軌跡」を開催予定。ただし、開催・ 

中止の判断はアクロス福岡が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 講座、講演会等 

 

 

 

 

   ・ 感染症拡大に伴う県財源確保のための事業見直しの結果、外部講師を招聘 

しての講演会、講座等は中止する。 

   ・ ただし、「県主催イベントの対応」を踏まえ、くずし字講座や公文書講座

など、当館職員を講師とした講座を実施する方向で検討中。 

   

ウ 施設見学の受入れ 

 

 

 

 

   ・ 案内に当たって身体的距離を確保できないため、当面中止としている。 

・ 再開の時期については、「県主催イベントの対応」を踏まえて検討する。 

【事業計画】 

・ 和綴じ講座、初心者向けのくずし字講座のような文書に親しんでもらえる各種講座や歴史・文化を 

テーマとした講演会、子供たちにも楽しんでもらえるイベント等を開催します（年４回程度）。 

・ これらを企画展期間中に開催することで観覧者数の増加を図ります。 

 

【事業計画】 

・ 自治体、学校、自治会など、少人数から団体まで、県内外を問わず施設見学を積極的に受け入れ、 

公文書館の役割や共同設置の意義を説明します。 

 

 

《県主催イベントの対応》 

※第１０回福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（5/14）で決定 

「県主催の一般県民が参加するイベントや集会については、参加者の人数、高齢者などの 

属性及び限定の度合い、開催地、会場の状況等を考慮して、個別にその可否を判断する。 

 開催する場合には、入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内 

の換気の実施など適切な感染防止対策を徹底する。」 

 ※今後、上記内容に変更があった場合には、変更内容を踏まえて対応を決める。 
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  エ 小学校・中学校との連携、インターンシップ研修 

 

 

 

 

 

   ・ 令和３年度からの本格実施に向け、公文書館で活用できるメニューを整理 

し、県内各市町村及び教育委員会に対して案内する。 

   ・ インターンシップ研修については、県労働政策課の方針に従って対応する。 

 

  オ 学習の場開放 

 

 

 

 

 

   ・ 「県主催イベントの対応」を踏まえ、窓がない閲覧室２（昨年冬休み試行

の際に使用）ではなく、窓がある２階研修室において、身体的距離を確保し

て開放する方向で検討中。 

   ・ 夏休みが短縮されることが予想される中、時期については検討する。 

 

  カ 所蔵文書の調査研究（お宝文書の発掘）※事業計画には記載なし 

   ・ 昨年度の文書利用冊数は、対前年比１９％増で過去最高を更新。引き続き、 

利用を増やしていくために、利用申請を待つだけでなく、行政の各分野で関 

心を引きそうな、いわゆる“お宝文書”を広くＰＲしていくことが必要。 

   ・ このため、所蔵資料の中からお宝文書をできるだけ多く発掘し、公文書館 

だより・ＨＰ・ブログへの掲載、来館者への案内等を通じてＰＲを行う。 

 

  キ 会議室・研修室の稼働率向上 ※事業計画には記載なし 

   ・ 昨年度、特定の固定客獲得により会議室の利用人数は大幅に増加。今後は、 

新たな固定客獲得が課題。 

・ 筑紫地区の市町村やコミュニティ施設等へのチラシ配架、市町村広報誌へ 

の掲載により、地域での利用（市民サークル、勉強会等）や自治体開催の会 

議等を呼び込む。 

      ※これまで、会議室・研修室の利用促進に特化した取組みは行ってこなかった。 

  

【事業計画】 

・ 小学生の社会学習（「私たちの住んでいる県」）や中学生の職場体験に活用していただけるよう学 

校に働きかけを行います。 

・ 高校生、大学生のインターンシップを積極的に受け入れます。 

 

 

【事業計画】 

・ 夏休み期間中（７月・８月）、主に中高生を対象に自主学習の場として当館を開放します。 

・ 開放を通じて、公の施設として十分に活用していただくとともに、若い人たちにも公文書館を 

知ってもらえるようアピールします。 
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（３）人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 職員の資質向上 

   ・ 現在、都道府県をまたぐ出張は、原則として行わないとされていることか 

ら、国立公文書館の専門職員養成課程研修等や他県視察は、当面見合わせる。 

 

  イ 市町村職員に対する啓発活動 

・ 文書事務担当者研修会（毎年５月開催）は中止。 

・ 選別会議への出席要請については、対応が可能な市町村から順次実施する。 

 

（４）その他 

   次の事業についても、例年に引き続き、内容を充実させつつ実施する。 

  ・ 県及び市町村から受け入れた歴史公文書の選別及び保存（燻蒸処理、マイク 

   ロフィルム化、製本・補修を含む。） 

  ・ 利用請求への対応、レファレンスサービス 

  ・ 文書のデジタル化 

  ・ 広報活動（公文書館だより、年報、ホームページ、ブログ等） 

  ・ 運営専門協議会、福岡県公文書館等連絡会議の開催 

  ・ 施設の維持管理 等 

【事業計画】 

 ア 職員の資質向上 

   ・ 国立公文書館が主催する専門職員養成課程研修等に参加し、歴史公文書の保存及び利用に関 

する専門的な知識、技術を習得します。 

   ・ 先進的な取組みを行っている他都道府県や県外市町村の公文書館を視察し、来館者を増やす 

ためのノウハウ等を学びます。  

  イ 市町村職員に対する啓発活動 

   ・ 市町村における適切かつ円滑な一次選別に資するよう、文書事務担当職員を対象に研修会を 

行います（年２回を予定）。 

   ・ 文書移管について一層の意識向上を図るとともに、一次選別の参考となるよう、文書事務担 

当職員に当館の文書選別会議（随時）に参加してもらい、実際の選別過程を学んでいただくよ 

う各市町村に働きかけを行います。 

 



市町村名 選別会議対象冊数 非選別文書冊数

1 みやま市 155冊 31冊

2 柳川市 222冊 33冊

3 遠賀町 641冊 6冊

4 小竹町 50冊 1冊

5 大川市 8冊 1冊

6 直方市 43冊 18冊

7 福津市 161冊 73冊

8 大任町 28冊 23冊

9 飯塚市 120冊 1冊

10 春日市 28冊 0

11 田川市（2020.2.17） 115冊 28冊

12 田川市（2020.4.20） 5冊 0

13 田川市（2020.4.27） 12冊 0

14 田川市（2020.4.30） 8冊 0

15 久山町 2冊 0

16 広川町 184冊 24冊

17 大木町 50冊 5冊

18 中間市 133冊 51冊

選別文書数 1670冊

非選別文書予定文書数 295冊

選別会議対象冊数 1965冊

（市町村分）

令和2年度　第1回運営専門協議会　市町村移管元別　非選別文書整理表

資料 ３



　　　　　　　　　　　　　　　非選別文書リスト(令和2年度第1回運営専門協議会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （市町村）

市町村名
移管時

所管課名
完結
年度

資料名 冊数
保存
期間

資料概要 選別しない理由

1 みやま市 総務課 S56 役員名簿 1 30 各行政委員の役員名簿
（内容年度は昭和33～55年度）
（旧山川町）

委員名簿は選別対象外

2 みやま市 議会事務局 S43 議案番号簿（昭和34年～43年） 1 30 昭和34～44年の議案・決議・報告番号簿及び請願陳情書整理簿
（旧高田町）

議案等の台帳は選別対象外

3 みやま市 議会事務局 S60 議案番号綴（昭和44年～60年） 1 30 昭和44～60年の議案番号簿
（旧高田町）

議案等の台帳は選別対象外

4 みやま市 農林水産課 S62 「田麦」契約書 1 30 昭和56～59、61年度の山川町と農業協同組合等との物品売買契約書
綴
（内容年度は昭和56～61年度）

物品の売買契約書は定型的で軽易な文書

5 みやま市 総務課 H25 当初予算関係書 1 5 平成26年度予算要求に関する事績 主務課以外が作成した当初予算要求関係の説明
用資料

6 みやま市 総務課 H25 決算関係書
（決算・監査関係書（法制分）　H24年度分
の決算）

1 5 平成24年度決算審査のための説明資料綴 主務課以外が作成した決算関係の通知及び説明
資料

7 みやま市 総務課 H27 訴訟一般文書 1 3 住民訴訟（4号訴訟）による損害賠償請求に関する調査及び平成27年
度福岡法務局管内行政庁等訟務担当者事務連絡会の会議資料の綴

国主催会議で国作成の会議資料のみの綴は選
別対象外

8 みやま市 財政課 H20 決算統計資料綴り 1 10 平成19年度地方財政状況調査の資料綴 地方財政状況調査（自治決算）は選別対象外

9 みやま市 議会事務局 H20 監査結果報告書 1 10 平成20年度例月出納検査の結果報告綴 例月出納検査結果報告は定例的な文書

10 みやま市 議会事務局 H25 陳情書等（協賛、後援） 1 5 市長や各団体からの後援や調査依頼の綴 後援や調査依頼は定例的な文書

11 みやま市 行政委員会 H19 定期監査資料 1 10 平成19年度各小中学校歳出差引簿綴（定期監査資料綴） 定期監査資料の歳出差引簿綴で定例的な文書

12 みやま市 行政委員会 H20 監査事業計画書 1 10 平成19年度決算審査及び平成20年度定期監査の実施通知綴 決算審査等の実施通知で定例的な文書

13 みやま市 行政委員会 H20 例月出納検査報告書 1 10 例月出納検査結果綴 例月の出納検査結果で定例的な文書

1 / 23 ページ 非選別文書リスト（市町村）



市町村名
移管時

所管課名
完結
年度

資料名 冊数
保存
期間

資料概要 選別しない理由

14 みやま市 税務課 H19 時点修正 1 10 土地の価格の修正に係る福岡県地価調査基準地の標準価格資料、標
準宅地の時点修正率一覧表等の綴
（内容年度は平成18年度）

国が定例的に実施する調査に関する資料であり
選別しない

15 みやま市 福祉事務所 H25 戦没者追悼式関係書 1 5 平成25年度みやま市戦没者追悼式に関する事績 毎年度、継続的に実施される戦没者追悼式に関
する事績で定例的な文書

16 みやま市 子ども子育て
課

H20 次世代育成支援行動計画策定に係る実態
調査関係

1 10 「みやま市次世代育成支援に係るニーズ調査」の業者委託に関する事
績

調査報告が含まれない調査委託事績（業者委託
費：619,500円）

17 みやま市 子ども子育て
課

H25 陳情書等（後援依頼） 1 5 児童福祉関係行事の後援の申請及び依頼に関する文書綴 行事の後援に関する綴

18 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・開保育
園）　他

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（開保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

19 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・ひばり保
育園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（ひばり保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

20 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・太神保育
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（太神保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

21 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・東山中央
保育園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（東山中央保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

22 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・岩田のび
のび保育園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（岩田のびのび保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

23 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・本郷慈光
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（本郷慈光園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

24 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・浜田保育
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（浜田保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

25 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・山川東部
保育園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（山川東部保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

26 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・上庄保育
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（上庄保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

27 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・東山愛児
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（東山愛児園） 私立保育所の監査資料は選別対象外
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市町村名
移管時

所管課名
完結
年度

資料名 冊数
保存
期間

資料概要 選別しない理由

28 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・清水保育
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（清水保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

29 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・二川保育
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（二川保育園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

30 みやま市 子ども子育て
課

H25 保育所関係書（指導監査関係書・竹井愛児
園）

1 5 平成25年度保育所指導監査資料綴（竹井愛児園） 私立保育所の監査資料は選別対象外

31 みやま市 都市計画課
住宅係

H20 会計検査関係書 1 10 平成18・19年度国土交通省所管の国庫補助事業対象の会計検査に関
する事績(みやま市(高田町））

会計検査の実施に関する通知文で講評等ない軽
易な文書

32 柳川市 福祉課 S32 引揚者・遺族給付金交付簿 1 永 引揚者・遺族給付金交付簿
（内容年度は昭和32～40年度）

遺族給付金交付簿のみの綴

33 柳川市 S48 S42-48不利益処分の審査に関する書類受
付簿

1 永 昭和42年から48年までの不利益処分の審査に関する書類の発収番号
簿

文書の発収番号簿の綴で軽易な文書

34 柳川市 S36 不利益処分の審査に関する書類受付簿 1 永 昭和36年の不利益処分の審査に関する書類の発収番号簿 文書の発収番号簿の綴で軽易な文書

35 柳川市 S40 不利益処分の審査に関する書類受付簿 1 永 昭和40年の不利益処分の審査に関する書類の発収番号簿 文書の発収番号簿の綴で軽易な文書

36 柳川市 福祉課 普通恩給請求書受付簿　法律139号 1 永 普通扶助料及び普通恩給請求書受付簿 請求書の受付簿のみの綴

37 柳川市 福祉課 S36 普通恩給該当予定者名簿　法律139号 1 永 普通恩給該当予定者名簿の綴 県から送付された普通恩給該当予定者名簿のみ
の綴

38 柳川市 福祉課 S35 引揚者遺族給付金認定通知送付書綴 1 永 引揚者給付金及び遺族給付金の認定通知の綴
（内容年度は昭和34～40年度）

県からの認定通知書の綴

39 柳川市 福祉課 S32 引揚者遺族給付金認定通知書送付書綴 1 永 引揚者給付金及び遺族給付金の認定通知の綴
（内容年度は昭和32～34年度）

県からの認定通知書の綴

40 柳川市 福祉課 引揚者特別交付金認定通知（記号番号）国
債受取人明細表綴

1 永 引揚者特別交付金の認定通知書及び引揚者特別交付金国庫債券受
取人明細表の綴

県及び財務局からの認定通知及び受取人明細表
の綴

41 柳川市 福祉課 S46 引揚者特別交付金認定通知書綴 1 永 引揚者特別交付金の認定通知書の綴 県からの認定通知書の綴
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42 柳川市 福祉課 S42 引揚者遺族特別交付金請求書送付名簿綴 1 永 引揚者特別交付金請求書送付名簿の綴
（内容年度は昭和42～47年度）

交付金請求書送付名簿のみの綴

43 柳川市 福祉課 S42 引揚者特別交付金請求証拠資料奥書証明
願綴

1 永 引揚者特別交付金請求に必要な証拠資料の原本証明願綴 原本証明願のみの文書綴

44 柳川市 福祉課 S32 引揚者（遺族）給付金認定通知書　調査簿 1 永 引揚者・遺族給付金認定通知書の記号番号、裁定年月日記載の台帳
（内容年度は昭和32～39年度）

氏名、生年月日、住所、記号番号、裁定年月日を
記載しただけの台帳

45 柳川市 総務課 S49 工事指名参加願 1/2 永 業者からの工事指名参加願の綴（建設工事入札参加資格審査申請
書）

一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

46 柳川市 総務課 S49 工事指名参加願 2/2 永 業者からの工事指名参加願の綴（建設工事入札参加資格審査申請
書）
（内容年度は昭和50年度）

一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

47 柳川市 総務課 S50 御指名願書 1 永 業者からの工事指名参加願の綴（一般建設業の許可証、経歴書ほか） 一般的な工事指名参加願に関する資料の綴であ
り定例的な文書

48 柳川市 総務課 S50 工事指名願 1 永 業者からの工事指名参加願の綴（建設工事入札参加資格審査申請
書）

一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

49 柳川市 総務課 S49 建設工事入札参加資格審査申請書 1/2 永 業者からの工事指名参加願の綴（建設工事入札参加資格審査申請
書）

一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

50 柳川市 総務課 S49 建設工事入札参加資格審査申請書 2/2 永 業者からの工事指名参加願の綴（建設工事入札参加資格審査申請
書）

一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

51 柳川市 総務課 S45 競争入札参加願 1 永 柳川市建設工事共同企業体からの競争入札参加願の綴 一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

52 柳川市 総務課 S46 地方債査定基準 1 永 昭和46年度地方債査定基準表（自治省財政局）及び昭和46年度の地
方債許可方針の運用について（自治事務次官）の綴

国作成の調査基準表等であり選別対象外

53 柳川市 総務課 S45 建設工事入札参加資格審査申請書 1 永 業者からの工事指名参加願の綴（建設工事入札参加資格審査申請
書）

一般的な工事指名参加願の申請書の綴で定例
的な文書

54 柳川市 S60 職員団体登録 1 永 自治労三橋町職員労働組合からの職員団体登録申請書の写しの綴 職員団体登録申請書の写しの綴りで、定例的な
事務の事績
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55 柳川市 福祉課 S40 制・41・44・47改　特別弔慰金関係書類綴 1 永 特別弔慰金の請求に関する事績 特別弔慰金の請求書のみの綴で定例的な文書

56 柳川市 福祉課 H10 厚生労働統計功労者功績 1 永 現物なし

57 柳川市 福祉課 H4 社会福祉功労者厚生労働大臣（昭和63年
～平成4年）

1 永 社会福祉事業功労者厚生大臣表彰に関する事績 大臣表彰に関する事績で被推薦者もなく軽易な
文書

58 柳川市 福祉課 H13 社会福祉功労者厚生労働大臣（平成10年
～平成13年）

1 永 社会福祉事業功労者厚生（労働）大臣表彰に関する事績 大臣表彰に関する事績で被推薦者もなく軽易な
文書

59 柳川市 福祉課 H16 厚生労働統計功労者功績（平成11年～平
成16年）

1 永 厚生労働統計功労者功績表彰（厚生統計関係）及び厚生省大臣官房
統計情報部長表彰に関する事績

大臣等表彰に関する事績で被推薦者もなく軽易
な文書

60 柳川市 S43 地方公務員法第37条第2項の解釈につい
て

1 永 全国公平委員会連合会作成の「地方行員法第37条第2項の解釈につ
いて」の冊子（昭和43年7月発行）

他団体作成の冊子で選別対象外

61 柳川市 S43 事務研究資料（第30号）不利益処分審査請
求事案

1 永 全国公平委員会連合会作成の「事務研究資料（第30号）判定文記載例
（不利益処分審査請求事案」の冊子（昭和43年7月発行）

他団体作成の冊子で選別対象外

62 柳川市 S38 不利益処分の審査に関する書類受付簿 1 永 不利益処分の審査請求等に関する書類受付簿 文書受付簿のみで軽易な文書

63 柳川市 S41 不利益処分の審査に関する書類受付簿 1 永 不利益処分の審査請求等に関する書類受付簿 文書受付簿のみで軽易な文書

64 柳川市 S39 不利益処分の審査に関する書類受付簿 1 永 不利益処分の審査請求等に関する書類受付簿 文書受付簿のみで軽易な文書

65 遠賀町 行政経営課 H15 ４町合併（合併協定項目別調整関係資料
②）

1 永年 芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町合併協議会に関する資料綴（合併協
定項目に関する協議状況（協定項目別協議会議案・議事録・質問回
答）等）
（内容年度は平成16年度）

重複文書（選別文書と同一資料）

66 遠賀町 行政経営課 H15 ４町合併（新市建設計画関係資料②） 1 永年 芦屋町・水巻町・岡垣町及び遠賀町合併協議会に関する資料綴（新市
建設計画資料集（新市建設計画に係る事業実績、新市建設計画作成
資料等）

重複文書（選別文書と同一資料）

67 遠賀町 総務課 H18 陳情・要望書 1 永年 現物なし

68 遠賀町 S63 消防施設整備事業事蹟土地使用契約（別
府）

移管元からの要請により返却

69 遠賀町 議会事務局 S38 議案整理簿（昭和３８年～昭和６３年） 1 永年 現物なし
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70 遠賀町 議会事務局 S54 委員選出事蹟（昭和５４年～平成６年） 1 永年 現物なし

71 小竹町 総務課 S52 昭和53年　町制50周年記念事業高令者等
調査票
記念品及び配布事蹟

1 永年 町制50周年記念事業に伴う高齢者等調査票綴 記念事業の際の記念品贈呈等のための事績で、
調査内容は政策の意思決定等のためのものでは
ない

72 大川市 インテリア課 H27 藩境のまちづくりを考える会 1 3 「藩境のまちづくりを考える会」定例会（運営会議）の資料綴 外部団体の会議資料綴

73 直方市 企画経営課 H26 地方分権・権限移譲 1 3 地方分権改革・権限移譲資料 県からの通知書のみ

74 直方市 企画経営課 H27 地方分権・権限移譲 1 3 地方分権改革に関する国・県資料 国・県が作成した資料であり選別対象外

75 直方市 企画経営課 H20 情報開示請求書 1 10 情報開示請求に係る開示の可否の決定に関する起案書 全部開示決定された文書であり選別基準に該当
しない

76 直方市 企画経営課 H20 インターチェンジ 1 10 スマートインターチェンジ（高速道路利便増進事業）制度実施要綱 国からの通知のみ

77 直方市 企画経営課 H25 総合計画　構造改革特区・地域再生計画 1 5 構造改革特区・地域再生計画資料 県からの通知のみ

78 直方市 企画経営課 H25 行政改革　庶務（行政評価） 1 5 総務省九州管区行政評価局研修テキスト 国が主催する研修資料のみ

79 直方市 企画経営課 H19 市民満足度調査 1 10 市民満足度調査作業仕様書及び実施要領（案） 調査結果がなく一連の意思決定の文書ではない

80 直方市 企画経営課 H24 総合計画　構造改革特区・地域再生計画 1 5 構造改革特区・地域再生計画資料 県からの通知のみ

81 直方市 企画経営課 H24 行政改革　事業仕分け 1 5 飯塚市から外部評価実施に伴う職員派遣依頼通知及び民間作成事業
仕分けに関する資料

職員派遣依頼の通知文書と民間作成資料

82 直方市 企画経営課 H24 行政改革　行政改革（庁内事務） 1 5 組織変更の市報掲載の伺い 市報掲載のための伺いであり定例的な文書

83 直方市 企画経営課 H26 行政改革　庶務（行政評価） 1 3 総務省九州管区行政評価局政策評価等に関する情報交換会資料 国が主催する研修資料のみ

84 直方市 企画経営課 H26 行政改革　庶務（諸調査等） 1 3 県からの行政改革の取組状況等に関する調査の照会・回答等 県からの定例的な調査依頼により行った調査で
あり定型的な文書

85 直方市 総務・コミュニ
ティ推進課

H24 政治倫理審査会 1 5 直方市政治倫理審査会に関する事績 政治倫理審査会に関する事績であるが、定例的
な文書
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86 直方市 文化・スポー
ツ推進課

H25 福岡県市町村文化財保存整備協会 1 5 福岡県市町村文化財保存整備協議会に関する事績（総会資料等） 定例的な総会に関する文書

87 直方市 文化・スポー
ツ推進課

H25 文化財確認・試掘 1 5 埋蔵文化財の所在の有無確認のための試掘調査依頼綴 文化財試掘調査依頼であり定例的な文書

88 直方市 土木課 H24 平成24年度　災害応急工事 1/2 5 平成24年度九州北部豪雨による道路陥没災害応急工事に関する事績
（随意契約要望書、工事写真帳等）

九州北部豪雨による災害応急工事であるが、工
事費が低額（491､400円）のため選別しない

89 直方市 土木課 H24 平成24年度　災害応急工事 2/2 5 平成24年度九州北部豪雨災害応急工事に関する綴（工事完了届、工
事写真帳等

九州北部豪雨による災害応急工事であるが、工
事費が低額（2,000,000円／件、16件）のため選別
しない

90 直方市 教育総務課 H25 教育委員会人事 1 5 平成26年4月1日付学校技術職員（用務員・調理員）の人事異動に関す
る事績

人事異動に関する事績

91 福津市 総務課 H27 行政不服審査庶務 1 3年 行政不服審査法における施行状況及び第三者機関の設置状況の調
査に関する綴（県からの調査）

県からの定例的な調査に関するもので選別しな
い

92 福津市 財政調整課 H27 苦情処理等 1 3年 個人等からの苦情対応文書 個人等からの苦情処理文書

93 福津市 財政調整課 H27 福津市の財政状況 1 3年 「福津市の財政状況」の公表に係る起案文書の写しの綴 告示起案の写しの綴であり軽易な文書

94 福津市 男女共同参
画推進室

H27 総合計画実施計画 1 3年 総合計画に係る男女共同参画関係の内部検証シートの提出に関する
綴

主管課に提出した内部検証シート

95 福津市 まちづくり推
進室

H27 学校基本調査 1 3年 学校基本調査の実施依頼に関する文書綴 学校基本調査に関する綴ではあるが、実施依頼
のみであり定例的な文書

96 福津市 市民課 H25 叙勲・表彰申請に伴う申請・証明 1 5年 高齢者叙勲に係る県からの身分事項照会に関する綴 叙勲に係る綴ではあるが、身分照会に関する文
書であり選別しない

97 福津市 こども課 H25 事務監査 1 5年 県の児童手当等に係る指導監査に関する資料綴 指導監査に関する綴で資料のみで指摘事項もな
く選別しない

98 福津市 こども課 H25 監査資料（公立） 1 5年 公立保育所に対する指導監査に関する事績（監査資料綴） 県全体の監査結果ではあるが当該市に対しての
指摘事項がないので選別しない

99 福津市 こども課 H25 監査資料（私立） 1 5年 私立保育所に対する指導監査に関する事績（監査資料、監査結果（指
摘事項あり））

私立保育所の指導監査は選別対象外
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100 福津市 こども課 H25 監査資料（届出） 1 5年 届出保育施設等立入調査に関する事績（各保育所資料、監査結果（指
摘事項あり））

届出保育所の立入調査は選別対象外

101 福津市 人権政策課 H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 個人からの要望書綴（フェンスの張替え、キャッチボールの禁止の立札
設置）

個人からの要望で軽易な文書

102 福津市 総務課 H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 個人からの陳情等及び個人からの苦情処理経過文書の綴 個人からの要望で軽易な文書

103 福津市 総務課 H25 弁護士相談結果報告書 1 5年 顧問弁護士に対する相談事績に関する資料綴
（内容年度は平成25～26年度）

顧問弁護士への相談事績であり定例的文書

104 福津市 総務課 H25 筑前海区漁業調整委員選挙庶務 1 5年 筑前海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登載に関する綴 漁業調整委員会選挙人名簿であり定例的で軽易
な文書

105 福津市 まちづくり推
進室

H25 地域の元気創造推進事業 1 5年 地域の元気創造推進事業に関する照会文書の綴 県からの照会文書の綴であり選別しない

106 福津市 まちづくり推
進室

H25 調査研究会議 1 5年 平成25年度福岡市政策法務研修会の開催通知文書 他市からの研修会開催通知のみであり、軽易な
文書

107 福津市 まちづくり推
進室

H25 福岡県地域交通整備促進協議会 1 5年 福岡県地域交通整備促進協議会に関する事績 県の県土整備部が事務局の協議会文書綴なの
で選別しない

108 福津市 まちづくり推
進室

H25 福岡都市圏交通対策会議（協議会） 1 5年 福岡都市圏交通対策協議会に関する事績 九州運輸局が事務局の協議会文書綴なので選
別しない

109 福津市 まちづくり推
進室

H25 バス対策協議会 1 5年 福岡県バス対策協議会に関する事績 県の企画・地域振興部が事務局の協議会文書綴
なので選別しない

110 福津市 まちづくり推
進室

H25 ふくつミニバスに関する意見・要望 1 5年 個人からのミニバスに対する苦情、県の補助金見直しに係る調査回答
書及び議会からの資料要求文書の綴

個人からの苦情に関するものや県の調査に係る
回答の綴なので選別しない

111 福津市 財政調整課 H16 合併算定替延長関係 1 5年 合併市における財政需要等に関する調査に関する綴 財政需要調査に係る回答文書のみの資料

112 福津市 税務課 H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 個人からの納税に関する相談及び個人に対する賦課等に関する綴 個人からの相談対応に関する綴

113 福津市 福祉課 H25 障害者体育大会 1 5年 福岡県身体障害者体育大会及びときめきスポーツ大会に関する綴（第
50回・第51回福岡県身体障害者体育大会及び第32回・第33回ときめき
スポーツ大会報告書）

定例的な大会の報告書綴
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114 福津市 まちづくり推
進室

H25 WG資料、会議録（第1回） 1 5年 平成25年度第1回行政経営推進ワーキング会議の開催案内綴 定例的な会議の開催案内の起案のみの綴

115 福津市 まちづくり推
進室

H25 WG資料、会議録（第2回） 1 5年 平成25年度第2回行政経営推進ワーキング会議の開催案内綴 定例的な会議の開催案内の起案のみの綴

116 福津市 まちづくり推
進室

H25 WG資料、会議録（第3回） 1 5年 平成25年度第3回行政経営推進ワーキング会議の開催案内綴 定例的な会議の開催案内の起案のみの綴

117 福津市 まちづくり推
進室

H25 WG資料、会議録（第4回） 1 5年 図書館利用許可書のみ 図書館利用許可書のみの綴で軽易な文書

118 福津市 議事課 H20 その他の審査特別委員会 1 10年 文書不存在確認書のみ 文書不存在確認書のみの綴

119 福津市 議事課 H25 発言取消申出書 1 5年 議長あての発言訂正申出書の綴 発言訂正申出書のみ

120 福津市 議事課 H25 事件の訂正請求書 1 5年 議会に提出した意見書の取下申出書及び議案の撤回請求書の綴 議案等の撤回等に関するもの

121 福津市 議事課 H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 匿名個人からの要望書 個人からの要望で軽易な文書

122 福津市 郷育推進課 H27 成人祝賀駅伝競走大会 1 3年 成人式祝賀駅伝大会開催に伴う職員協力依頼文書 定例的な行事に係る職員協力依頼文書なので選
別しない

123 福津市 郷育推進課 H27 ＯＰヨット大会ｉｎ勝浦浜 1 3年 夏休み親子ヨットスクール企画運営業務委託の完了報告書及び’
15OPヨット大会inKATSURAHAMAレース公示（案）綴

夏休み事業の業務完了報告書及びヨット大会の
公示案のみの綴

124 福津市 地域振興課 H27 産学官連携（大学）　九州大学 1 3年 打合せメモ及び九州経済調査協会パンフ メモ及びパンフのみで軽易な文書

125 福津市 地域振興課 H27 産学官連携（大学）　福岡女子大学② 1 3年 福岡女子大学の研究パンフレット等の綴 大学作成のパンフのみなので選別対象外

126 福津市 地域振興課 H27 福岡マラソン 1 3年 福岡マラソン2015ノ出展者説明会資料綴 他団体主催のイベントに関する説明会資料のみ
なので選別対象外

127 福津市 学校教育課 H27 教育指導計画書　（小学校　№１） 1 3年 各市立小中学校への教育指導計画書の提出依頼の起案文書 定例的な計画書の提出依頼文書のみなので選別
しない
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128 福津市 文化財課 H25 市内遺跡発掘調査（H18） 1 5年 平成18年度の市内発掘調査に係る経費関係資料綴
（内容年度は平成18年度）

支出関係資料の綴なので選別対象外

129 福津市 文化財課 H25 市内遺跡発掘調査（H17） 1 5年 平成17年度の市内発掘調査に係る経費関係資料綴
（内容年度は平成17年度）

支出関係資料の綴なので選別対象外

130 福津市 郷育推進課 H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 市民個人からの要望・苦情綴 個人からの要望等の文書

131 福津市 郷育推進課 H25 郷育スクール関係 1 5年 平成25年度郷育カレッジのチラシ配布の依頼に係る起案文書（コミュニ
ティスクールの研究発表会の報告書含む）

事業のチラシ配布依頼文書なので選別しない

132 福津市 郷育推進課 H25 郷育関連事業① 1 5年 郷育手帳の印刷製本発注関係及び他自治体からの視察対応等に関
する綴

事業の印刷製本及び視察対応に関する文書なの
で選別しない

133 福津市 教育総務課 H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 市民個人からの要望・苦情綴 個人からの要望等の綴

134 福津市 都市管理課 H10 H18　津丸・上西郷2号線災害復旧工事 1 10年 平成18年国庫負担災害復旧事業（津丸・上西郷2号線災害復旧工事）
に関する事績
（内容年度は平成18～20年度）

小規模な災害復旧工事で工事費が少額
（8,000,000円）のため選別しない

135 福津市 都市管理課 H21 H21年度　東福間56号線　道路災害復旧工
事

1 10年 東福間56号線道路災害復旧工事に関する事績 小規模な災害復旧工事で工事費が少額
（3,423,000円）のため選別しない

136 福津市 都市管理課 H21 H21年度　林口溜池　道路災害復旧工事 1 10年 林口溜池道路災害復旧工事に関する事績 小規模な災害復旧工事で工事費が少額
（3,363,150円）のため選別しない

137 福津市 都市管理課 H21 H21年度　林口溜池　道路応急復旧工事 1 10年 林口溜池道路応急復旧工事に関する事績 小規模な災害応急復旧工事で工事費が少額
（2,352,000円）のため選別しない

138 福津市 都市管理課 H21 H21年度　記念橋・原町線　道路災害復旧
付帯公示

1 10年 記念橋・原町線道路災害復旧付帯工事に関する事績 小規模な災害復旧工事で工事費が少額（997,500
円）のため選別しない

139 福津市 都市管理課 H21 H21　在自川　他　9箇所　災害復旧測量業
務委託

1 10年 在自川他9箇所災害復旧測量業務委託に関する事績 小規模な災害復旧測量で業務委託費が少額
（493,500円）のため選別しない

140 福津市 都市管理課 H21 H21年度　公共土木施設災害復旧事業　記
念橋・原町線　災害復旧工事

1 10年 記念橋・原町線道路災害復旧工事に関する事績 小規模な災害復旧工事で工事費が少額
（3,097,500円）のため選別しない
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141 福津市 都市管理課 H21 H21年度　公共土木施設災害復旧事業　宮
司6号線　災害復旧工事

1 10年 宮司6号線災害復旧工事に関する事績 小規模な災害復旧工事で工事費が少額（850,500
円）のため選別しない

142 福津市 都市管理課 H21 H21年度　公共土木施設災害復旧事業　導
本下・大石線　災害復旧工事

1 10年 導本下・大石線災害復旧工事に関する事績 小規模な災害復旧工事で工事費が少額
（2,310,000円）のため選別しない

143 福津市 都市管理課 H21 H21年度　公共土木施設災害復旧事業　八
波29号線　災害復旧工事

1 10年 八波29号線　災害復旧工事
（内容年度は平成21～22年度）

小規模な災害復旧工事で工事費が少額
（3,150,000円）のため選別しない

144 福津市 建設課 H19 H19　1-4　福間駅仮設駐輪場整備工事 1 10年 福間駅仮駐輪場整備工事に関する事績 仮駐輪場に関する工事で工事費が少額（997,500
円）のため選別しない

145 福津市 いきいき健康
課

H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 個人からの苦情、後援依頼、公民館使用の減免依頼等の文書綴 個人からの苦情、後援依頼等の綴

146 福津市 下水道課 H25 水質検査結果 1 5年 下水処理場における水質検査等の結果報告書綴
（内容年度は平成20～21年度）

定例的な水質検査報告書の綴なので選別しない

147 福津市 下水道課 H25 勝浦海岸水質調査 1 5年 勝浦海岸等の水質調査業務委託に関する綴（報告書） 定例的な水質調査業務委託の報告書なので選別
しない

148 福津市 学校教育課 H25 施設事故報告 1 5年 福間中学校敷地内の側溝蓋の跳ね上がりにより自動車が損傷した事
故に関する事績

軽微な自動車事故で損害賠償額も少額（114,669
円）のため選別しない

149 福津市 下水道課 H20 平成20年度　下水道に関する実態調査 1 10年 下水道に関する実態調査に関する事績 国・県からの定例的な実態調査のため選別しな
い

150 福津市 郷づくり支援
課

H25 陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 個人からの要望書等の綴 個人からの要望書等で軽易な文書

151 福津市 建設課 H19 H19　福間駅西口駐輪場（門司側）新設工
事　監理業務委託

1 10年 平成19年度福間駅西口駐輪場（門司側）管理業務委託に関する事績
（内容年度は平成19～20年度）

小規模な管理業務委託で請負金額も少額
（945,000円）のため選別しない

152 福津市 建設課 H19 H19　福間駅西口駐輪場（門司側）新設工
事　協議録

1 10年 福間駅西口駐輪場（門司側）新設工事に係る協議に関する綴
（内容年度は平成19～20年度）

議決事件に該当しない工事費（36,645,000円）の
ため選別しない

153 福津市 建設課 H19 H19　福間駅西口駐輪場（門司側）新設工
事

1 10年 福間駅西口駐輪場（門司側）新設工事に関する綴
（内容年度は平成19～21年度）

議決事件に該当しない工事費（36,645,000円）の
ため選別しない

154 福津市 建設課 H19 H19　2-24　福間駅西口駐輪場（門司側）設
計業務

1 10年 福間駅西口駐輪場（門司側）新設設計業務委託に関する事績 設計業務委託で請負金額が少額（1,690,500円）
のため選別しない
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155 福津市 建設課 H25 H25　陳情・要望・苦情処理（処理済） 1 5年 個人からの要望書等の綴 個人からの要望書等で軽易な文書

156 福津市 郷育推進課 H20 第4回成人祝賀駅伝競走大会　事績 1 10年 第4回福津市成人祝賀駅伝競走大会に関する事績 毎年度継続的に行われているイベントに関する事
績なので選別しない

157 福津市 郷育推進課 H20 H20市民運動会「輪ッしょいふくつ」 1 10年 平成20年度市社会体育事業に関する資料綴（市民運動会輪っしょいふ
くつに関する資料）

毎年度継続的に行われているイベンに関する資
料なので選別しない

158 福津市 郷育推進課 H20 H20　成人300才ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 1 10年 第3回福津市区対抗成人ソフトボール大会実施要綱（平成19年度開
催）、ソフトボールルールブックほかソフトボールに関する資料綴

継続的に行われているイベントに関する資料なの
で選別しない

159 福津市 郷育推進課 H20 H20　成人祝賀駅伝競走大会 1 10年 平成19年度成人祝賀駅伝競走大会のCD
（内容年度は平成19年度）

毎年度継続的に行われているイベントに関する綴
なので選別しない

160 福津市 建設課 H20 指定管理者指定申請書（正）福津市総合運
動公園・久末総合公園・本木川自然公園・
あんずの里運動公園・宮の元公園

1 10年 業者提出の福津市総合運動公園・久末総合公園・本木川自然公園・あ
んずの里運動公園・宮の元公園の指定管理者指定申請書

施設の指定管理に関する業者提出の指定申請
書のみであり軽易な文書

161 福津市 建設課 H20 （正）指定管理者申請書（福津市総合運動
公園・久末総合公園・本木川自然公園・あ
んずの里運動公園・宮の元公園）

1 10年 業者提出の福津市総合運動公園・久末総合公園・本木川自然公園・あ
んずの里運動公園・宮の元公園の指定管理者指定申請書

施設の指定管理に関する業者提出の指定申請
書のみであり軽易な文書

162 福津市 建設課 H20 指定管理者応募書類（福津市総合運動公
園・久末総合公園・本木川自然公園・あん
ずの里運動公園・宮の元公園）

1 10年 業者提出の福津市総合運動公園・久末総合公園・本木川自然公園・あ
んずの里運動公園・宮の元公園の指定管理者指定申請書

施設の指定管理に関する業者提出の指定申請
書のみであり軽易な文書

163 福津市 建設課 H20 （正）福津市　大規模公園指定管理者　申
請書

1 10年 業者提出の福津市総合運動公園・久末総合公園・本木川自然公園・あ
んずの里運動公園・宮の元公園の指定管理者指定申請書

施設の指定管理に関する業者提出の指定申請
書のみであり軽易な文書

164 大任町 住民課 S43 住民基本台帳人口移動報告書（統計書つ
づり）

1 住民基本台帳月報（昭和43年4月末～平成6年3月末）及び年報（昭和
44年3月末～平成5年3月末）の報告書綴
（内容年度は昭和43～平成4年度）

県への定例な月報・年報報告書綴

165 大任町 住民課 H2 住民基本台帳人口移動報告書 1 住民基本台帳人口移動報告書綴（平成元年12月～平成6年3月分）
（内容年度は平成元～5年度）

県への定例な月報・年報報告書綴

166 大任町 住民課 S56 外国人登録事績 1 外国人登録事務に関する事績
（内容年度は昭和55～57年度）

継続的な事務に関する事績
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167 大任町 住民課 S62 外国人登録事績 1 外国人登録事務に関する事績
（内容年度は昭和58～63年度）

継続的な事務に関する事績

168 大任町 住民課 S63 外国人登録事績
（外国人登録申請綴）

1 外国人登録事務に関する事績
（内容年度は平成元～7年度）

継続的な事務に関する事績

169 大任町 住民課 S64 外国人登録事績 1 外国人登録事務に関する事績
（内容年度は昭和63～平成3年度）

継続的な事務に関する事績

170 大任町 住民課 H3 外国人登録事績 1 外国人登録事務に関する事績
（内容年度は平成3～5年度）

継続的な事務に関する事績

171 大任町 住民課 H8 外国人登録事績 1 外国人登録事務に関する事績
（内容年度は平成8～18年度）

継続的な事務に関する事績

172 大任町 S56 外国人登録需要通達（昭和五十六年（起）） 県及び国からの外国人登録事務に関する通知文書等綴
（内容年度は昭和56～59年度）

定例的な県・国からの通知文であり選別しない

173 大任町 S58 外国人登録事績（昭和58年（起）） 外国人登録事務に関する事績（県への昭和57年度外国人登録事務交
付金決算報告書、県等からの研修会開催通知）
（内容年度は昭和58～59年度）

定例的な県への報告書、県からの通知文のため
選別しない

174 大任町 H18 外国人登録（H18～） 外国人登録事務に関する事績（国への定期報告、国からの広報パンフ
レット等）
（内容年度は平成17～19年度）

定例的な国への報告書、国が作成したパンフレッ
トのため選別しない

175 大任町 事業課 H20 公共土木施設災害復旧事績（H13～H20） 1 平成13～20年発生の災害復旧工事に関する事績（県からの調査に対
する回答、国への補助金申請等）

県からの毎年度の定例的な調査で災害指定もな
く工事費も低額なため選別しない

176 大任町 水道課 H8 水道施設補修工事 1 平成8年度水道施設補修工事に関する事績（請書、着工届、工事写
真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（368,019円）の
ため選別しない

177 大任町 水道課 H13 水道施設補修工事
（No,1）

1/3 平成13年度水道施設補修工事及び配水管布設工事に関する事績（請
書、着工届、工事写真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（713,580円）の
ため　選別しない

178 大任町 水道課 H13 水道施設補修工事
（No,2）

2/3 平成13年度水道施設補修工事に関する事績（請書、着工届、工事写
真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（1,171,275円）の
ため選別しない
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179 大任町 水道課 H13 水道施設補修工事
（一般事績（水道整備室）平成15年迄）
（No,3）

3/3 平成13～15年度の県からの水道事業に関する調査に対する回答及び
国からの通知文書等綴

県からの毎年度の定例的な調査依頼により行っ
た回答等の綴

180 大任町 水道課 H14 水道施設補修工事
（No,1）

1/2 平成14年度水道施設補修工事及び浄水場管理室補修工事等に関す
る事績（請書、着工届、工事写真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（1,207,500円）の
ため選別しない

181 大任町 水道課 H14 水道施設補修工事
（No,2）

2/2 平成14年度水道施設補修工事に関する事績（請書、着工届、工事写
真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（1,251,705円）の
ため選別しない

182 大任町 水道課 H16 水道施設補修工事 1 平成16年度水道施設補修工事に関する事績（請書、着工届、工事写
真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（1,282,157円）の
ため選別しない

183 大任町 水道課 H18 水道施設補修工事 1 平成16年度水道施設補修工事等に関する事績（請書、着工届、工事
写真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（1,178,835円）の
ため選別しない

184 大任町 H9 補修工事事績 1 平成9年度水道施設補修工事等に関する事績（請書、着工届、工事写
真、完成届等）

小規模補修工事で工事も少額（538,440円）のた
め選別しない

185 大任町 H15 水道施設補修工事事績 1 平成15年度水道施設補修工事等に関する事績（請書、着工届、工事
写真、完成届等）

小規模補修工事で工事費も少額（665,490円）の
ため選別しない

186 大任町 H13 浦田農道災害復旧工事図面ほか 1 平成13年度浦田農道災害復旧工事に関する平面図及び構造図、横断
図（全9葉）

図面のみで工事等の事績がないため選別しない

187 飯塚市 総務課 S31 飯塚市例規類集（筑印）　A5版　昭和31年6
月発行

1 永年 飯塚市例規集（発行：昭和31年6月　鉱害課長保管分） 選別した文書と同一内容が含まれるため選別し
ない

188 田川市 安全安心
まちづくり課

S36 消防災害事蹟 1 永年 昭和36年1月から37年10月までの田川市消防長から市長への毎月の
火災報告綴
（内容年度は昭和34～37年度）

定例的な毎月の火災報告書の綴なので選別しな
い
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189 田川市 安全安心
まちづくり課

S63 災害事蹟（昭和63年度） 1 永年 昭和63年度の年度を通した降雨等による災害に関する事績（災害調査
表、林道災害報告書ほか）

大規模な災害の記録はなく、例年の災害調査等
であり選別しない

190 田川市 安全安心
まちづくり課

S59 水害事蹟（昭和59年度） 1 永年 昭和59年度の年度を通した降雨等による災害に関する事績（災害調査
表ほか）

大規模な災害の記録はなく、例年の災害調査等
であり選別しない

191 田川市 安全安心
まちづくり課

S58 水害事蹟（昭和58年） 1 永年 昭和58年度の年度を通した降雨等による災害に関する事績（災害調査
表ほか）

大規模な災害の記録はなく、例年の災害調査等
であり選別しない

192 田川市 安全安心
まちづくり課

S36 防災計画書　  ①関係事蹟(県知事協議書
等）
②追録差替による除籍分

1 永年 現物なし

193 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ45 叙勲者名簿 1 永年 (福岡県総務部人事課作成)昭和39～46年春及び秋の叙勲者名簿(昭
和46年は春の叙勲のみ)
(内容年度は昭和39～46年度)

県総務部が作成した叙勲者名簿(冊子)であり選
別対象外

194 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ49 栄典関係事務提要（栄典関係法規・春秋叙
勲関係推薦要領）

1 永年 昭和49年地方自治功労者に対する栄典事務取扱い要領綴(関係法
規、様式等あり)

栄典事務についての要領等を綴ったものであり
軽易な文書

195 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ49 常盤久雄氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和49年6月常盤久雄氏勲六等旭日章受章祝賀会開催に関する事績
(決算書、招待者名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

196 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ49 叙勲者名簿（3） 1 永年 (福岡県総務部人事課作成)昭和46～49年春及び秋の叙勲者名簿(昭
和46年は秋の叙勲のみ)

県総務部が作成した叙勲者名簿(冊子)であり選
別対象外

197 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ50 潜在候補者に関する調査（藍綬褒章　春秋
叙勲）

1 永年 地方自治功労者に対する藍綬褒章受章及び春秋叙勲潜在候補者の
調査に関する資料綴(候補者の履歴書あり)
(内容年度は昭和46～49年度)

褒章・叙勲候補者の調査のみのためで、被推薦
者内申を含まない文書

198 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ51 田中卯太郎氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 田中卯太郎氏勲六等単光旭日章受章祝賀会開催に関する事績(決算
書、名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

199 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ52 波多野ミツヱ女史藍綬褒章受章記念祝賀
会

1 永年 昭和52年11月波多野ミツヱ女史藍綬褒章受章記念祝賀会開催に関す
る事績(波多野みつえ藍綬褒章受章記念祝賀会しおりあり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

200 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ52 和田松雄氏祝賀会関係事蹟
(和田松雄氏藍綬褒章受章祝賀会関係事
蹟)

1 永年 昭和52年1月和田松雄氏藍綬褒章受章祝賀会開催に関する事績(収
支決算報告書、名簿等あり)
(内容年度は昭和51年度)

市主催の事業ではないため、選別対象外
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201 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ52 柏木正東氏叙勲祝賀会関係事蹟 1 永年 昭和52年5月柏木正東氏勲五等双光旭日章受章祝賀会開催に関する
事績(決算報告書、名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

202 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ52 中野國義氏　梶原次松氏　叙勲記念祝賀
会

1 永年 昭和52年11月中野國義氏　梶原次松氏叙勲記念祝賀会開催に関する
事績(中野氏・勲五等瑞宝章、梶原氏・勲六等単光旭日章)(決算報告
書、招待者名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

203 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ52 叙勲者名簿（4） 1/2 永年 (福岡県総務部人事課作成)昭和50～52年春及び秋の叙勲者名簿 県総務部が作成した叙勲者名簿(冊子)であり選
別対象外

204 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ52 叙勲者名簿（4） 2/2 永年 (福岡県総務部人事課作成)昭和50～52年春及び秋の叙勲者名簿 上記文書と同一資料のため、選別しない

205 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ53 中須賀由夫氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和53年6月中須賀由夫氏勲五等双光旭日章受章記念祝賀会開催に
関する事績(収支決算書、招待者名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

206 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ54 叙勲者名簿（5） 1/2 永年 (福岡県総務部人事課作成)昭和53～54年春及び秋の叙勲者名簿 県総務部が作成した叙勲者名簿(冊子)であり選
別対象外

207 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ54 叙勲者名簿（5） 2/2 永年 (福岡県総務部人事課作成)昭和53～54年春及び秋の叙勲者名簿 上記文書と同一資料のため、選別しない

208 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ55 金子金一氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和55年1月金子金一氏勲五等双光旭日章受章記念祝賀会開催に関
する事績(収支決算書、案内者名簿等あり)
(内容年度は昭和54年度)

市主催の事業ではないため、選別対象外

209 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ55 佐々木義憲氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和55年6月佐々木義憲氏勲五等双光旭日章受章記念祝賀会開催に
関する事績(決算書、招待者名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

210 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ55 原田鹿三氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和55年6月原田鹿三氏勲四等旭日小綬章受章記念祝賀会開催に関
する事績(決算書、招待者名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

211 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ56 玉江則雄氏藍綬褒章受章記念祝賀会事蹟 1 永年 昭和56年1月玉江則雄氏藍綬褒章受章記念祝賀会開催に関する事績
(決算書、招待者名簿等あり)
(内容年度は昭和55年度)

市主催の事業ではないため、選別対象外

212 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ58 波多野ミツヱ女史叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和58年7月波多野ミツヱ氏勲六等宝冠章受章記念祝賀会開催に関
する事績(決算書、招待者名簿あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外
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213 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ61 松岡満氏叙勲祝賀会 1 永年 昭和61年2月松岡満氏勲六等単光旭日章受章祝賀会開催に関する事
績(収支決算書、招待者名簿等あり)
(内容年度は昭和60年度)

市主催の事業ではないため、選別対象外

214 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ60 原田将勝氏叙勲祝賀会事蹟 1 永年 昭和60年8月原田将勝氏勲六等単光旭日章受章祝賀会開催に関する
事績(収支決算書、招待者名簿等あり)

市主催の事業ではないため、選別対象外

215 田川市 安全安心まち
づくり課

Ｓ61 平田芳馬氏藍綬褒章受章祝賀会事蹟 1 永年 昭和61年3月平田芳馬氏藍綬褒章受章祝賀会開催に関する事績(収
支決算書、招待者名簿等あり)
(内容年度は昭和60年度)

市主催の事業ではないため、選別対象外

216 広川町 議会事務局 S39 雑種関係書類綴
（昭和三九）

1 永年 昭和39年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴（草稿含む）

選別した文書と重複

217 広川町 議会事務局 S40 雑種関係書類綴
（昭和四〇雑種関係綴）

1 永年 昭和40年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴（草稿含む）

選別した文書と重複

218 広川町 議会事務局 S44 議会結果報告書綴（原稿）
（昭四四）

1 永年 昭和44年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴

選別した文書と重複

219 広川町 議会事務局 S41 雑種関係書綴
（昭和四一）

1 永年 昭和41年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴

選別した文書と重複

220 広川町 議会事務局 S42 雑種関係綴
（昭四二）

1 永年 昭和42年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴

選別した文書と重複

221 広川町 議会事務局 S43 雑種関係書類綴
（昭四三）

1 永年 昭和43年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴

選別した文書と重複

222 広川町 議会事務局 S46 議会結果報告書（原稿）綴
（昭和四六）

1 永年 昭和46年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴

選別した文書と重複

223 広川町 議会事務局 S45 雑綴　議会結果報告書　原稿綴
（昭和四五）

1 永年 昭和45年広川町議会（臨時会・定例会）に係る議会結果報告書及び会
議録の原稿綴

選別した文書と重複
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224 広川町 議会事務局 S40 昭和４０年以降　請願、陳情書整理簿 1 永年 広川町議会に対する請願・陳情の整理簿（受理年月日、件名、請願者
（陳情者）住所氏名、紹介議員氏名、採否の結果及び年月日等を整理
したもの）
（内容年度は昭和39年度～平成6年度）

請願書、陳情書はなく、整理簿のみであり軽易な
文書

225 広川町 議会事務局 H9 監査資料綴（一）
（平成九）

1/2 永年 例月出納検査資料綴（平成9年4月分～10月分） 例月出納検査の資料であり定例的な文書

226 広川町 議会事務局 H9 監査資料綴（二）
（平成9）

2/2 永年 例月出納検査資料綴（平成9年11月分～平成10年5月分）
（内容年度は平成9～10年度）

例月出納検査の資料であり定例的な文書

227 広川町 議会事務局 H9 平成３年～平成９年　一般質問通告綴 1 永年 広川町議会における一般質問通告書綴（平成3年第1回定例会～平成
9年第1回定例会）
（内容年度は平成2～8年度）

一般質問通告書のみの綴であり選別しない

228 広川町 政策調整課 H17 町村会職員永年表彰推薦関係
（平成17年度）

1 永年 福岡県納税成績優良市町村等表彰規程の該当者の照会文書綴 県表彰の照会文書のみで該当者がない定例的で
軽易な文書

229 広川町 政策調整課 H7 ラスパイレス関係綴　S57年～H7年 1 永年 ラスパイレス指数算定及び同指数の変動要因の分析等に関する事績 毎年度継続的に実施される事業に関する文書

230 広川町 政策調整課 S51 昭和五十一年四月一日現在　地方公務員
給与実態個表

1 永年 地方公務員給与実態調査の個表及び経験年数換算表（昭和51年4月1
日現在及び昭和52年4月1日現在）

国の毎年の定例的な調査依頼により行った調査
に関する文書

231 広川町 政策調整課 H13 合併に関する町内分布図面(広面積取得） 1 永年 筑後中部地域開発促進協議会圏域図（縮尺1/10,000） 合併との関連性も不明で町内の図面のみの綴

232 広川町 政策調整課 H14 平成14年12月　市町村合併アンケート調査
報告書

1 永年 市町村合併に関するアンケート調査の結果報告に関する事績（アン
ケート分析結果・調査報告書等）

選別した文書と重複

233 広川町 政策調整課 H14 市町村合併アンケート調査報告書　② 1 永年 市町村合併に関するアンケート調査報告書（平成14年12月）の綴 選別した文書と重複

234 広川町 政策調整課 H14 市町村合併アンケート調査報告書　① 1 永年 市町村合併に関するアンケート調査報告書（平成14年12月）の綴 選別した文書と重複

235 広川町 政策調整課 H17 合併特例法改正通達
（常用）

1 永年 市町村の合併の特例等に関する法令、規則等に係る国、県からの通
知文書の綴

県・国からの通知のみの綴で選別対象外

236 広川町 産業振興課 H14 平成14年度久留米・広川新産業団地造成
事業　都市計画法第32条協議書（1/2、
2/2）
（2/1、広川町総務課）

1/2 永年 久留米・広川新産業団地を開発する財団法人久留米市開発公社より
新たに設置される公共施設（道路他）の管理者となる広川町に対し提
出された都市計画法に基づく協議書の綴（1/2、協議書及び図面）

選別した文書と重複
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237 広川町 産業振興課 H14 平成14年度久留米・広川新産業団地造成
事業　都市計画法第32条協議書（1/2、
2/2）
（2/2、広川町総務課）

2/2 永年 久留米・広川新産業団地を開発する財団法人久留米市開発公社より
新たに設置される公共施設（道路他）の管理者となる広川町に対し提
出された都市計画法に基づく協議書の綴（2/2、図面のみ）

選別した文書と重複

238 広川町 産業振興課 H21 平成21年度地域総合整備資金関係 1 永年 地域総合整備資金（ふるさと融資）過去の貸付先法人に対する保証債
務残高証明の綴（同資金貸付制度の説明資料含む）

融資に関する保証債務残高証明書及び県からの
制度改正通知文書のみの綴で軽易な文書

239 広川町 平成25年度保健福祉センター管理協定書 フォルダーのみで現物なし

240 大木町 会計課 不明 地方財政状況調査（決算統計）表（S47～51
年度分）

1 不明 地方財政状況調査（決算統計）表の綴（昭和47～51年度分） 国からの毎年の定例的な調査依頼により行った
調査に関する文書

241 大木町 会計課 不明 地方財政状況調査（決算統計）表（S52～53
年度分）

1 不明 地方財政状況調査（決算統計）表の綴（昭和52～53年度分） 国からの毎年の定例的な調査依頼により行った
調査に関する文書

242 大木町 会計課 不明 地方財政状況調査（決算統計）表（S54～55
年度分）

1 不明 地方財政状況調査（決算統計）表の綴（昭和54～55年度分） 国からの毎年の定例的な調査依頼により行った
調査に関する文書

243 大木町 会計課 不明 普通交付税算定結果附属資料
各種補正による増加需要額等に関する調
（S51年度～）

1 不明 昭和51～55年度の普通交付税算定結果付属資料の各種補正による
増加需要額等に関する調の綴及び昭和56年度普通交付税算定に関
する資料綴

普通交付税算定に関する資料綴であり、定型的
な文書

244 大木町 産業振興課 H21 新規就農定着促進事業 1 10 新規就農定着促進事業に関する事績（計画認定から交付決定まで） 九州農政局の事業ではあり、申請者が民間団体
である文書

245 中間市 生涯学習課 H21 事業計画・実施計画（報告） 1 10 図書館の平成21年度の事業計画及び利用状況等の資料綴 毎年度、継続的に作成している資料綴のため選
別しない

246 中間市 学校教育課 H26 学校調査 1 5 平成26年度「地方教育委員会調査」及び「学校調査」に関する事績 県からの毎年の定例的な調査依頼により行った
調査に関する文書

247 中間市 学校教育課 H28 学校基本調査通知 1 3 平成28年度学校基本調査の実施に係る通知及び平成29年度の事務
担当者説明会の案内文書綴

県からの毎年の定例的な調査等の通知、案内文
書のみのため、選別しない

248 中間市 学校教育課 H21 学校調査 1 10 平成21年度「地方教育委員会調査」及び「学校調査」に関する事績 県からの毎年の定例的な調査依頼により行った
調査に関する文書

249 中間市 学校教育課 H21 第７次改善計画（２０年度要望） 1 10 平成21年度指導方法工夫改善実施に伴う教職員配置計画に係る資料
綴
（内容年度は平成20年度）

毎年度、継続的に実施されている県に対す教職
員の配置要望に関する資料綴で、選別しない
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250 中間市 学校教育課 H21 県営住宅建替計画 1 10 都市整備課からの公営住宅建替えに伴う入居者の転出・再入居の時
期の案内文書
（内容年度は平成17～18年度）

庁内の他課からの通知文書なので選別しない

251 中間市 環境保全課 H26 公害苦情（大気・水質その他）　年度内解決 1 5 個人からの不法投棄、迷い犬等、騒音・悪臭公害等の苦情受付票の
綴

個人からの苦情受付票の綴のため選別しない

252 中間市 環境保全課 H26 当年度　水質事故発生報告（遠賀川河川事
務所）

1 5 遠賀川水系水質汚濁防止連絡協議会（遠賀川河川事務所）からの水
質事故発生の情報提供ファックスの綴

河川事務所からの定例的な情報提供資料の綴な
ので選別しない

253 中間市 企画課 H26 筑豊6市　企画担当連携会議 1 5 第１回　筑豊6市企画担当連携会議に関する事績 筑豊6市の持ち回りによる定例的な担当課長会議
のため選別しない

254 中間市 議会事務局 H26 諸般の報告（ 6月定例会） 1 5 一般会計、特別会計、企業会計等の例月出納検査結果の報告の綴 毎月、継続的に実施される出納検査の結果報告
であり選別しない

255 中間市 議会事務局 H26 諸般の報告（12月定例会） 1 5 一般会計、特別会計、企業会計等の例月出納検査結果の報告の綴 毎月、継続的に実施される出納検査の結果報告
であり選別しない

256 中間市 議会事務局 H26 諸般の報告（ 3月定例会） 1 5 専決処分（公務中の自動車事故）の報告及び例月出納検査の報告の
綴（損害賠償額125,000円）

公務中の交通事故の損害賠償に関する専決処
分の報告であり選別しない

257 中間市 議会事務局 H21 自治体病院都市議会協議会 1 10 全国自治体病院経営都市議会協議会第37回定期総会に関する事績 定例的に開催される全国市議会で組織する協議
会（会長：松江市議会議長）に関する事績であり
選別しない

258 中間市 議会事務局 H21 評議員会 1 10 全国市議会議長会評議員会に関する事績（第87・88回） 定例的に開催される全国市議会議長会（会長：富
山市議会議長）に関する事績であり選別しない

259 中間市 議会事務局 H21 福岡県市町村振興協会 1 10 福岡県市町村職員退職手当組合に関する事績（福岡県市議会議長会
からの通知文書含む）

退職手当組合に関する資料は選別対象外

260 中間市 議会事務局 H21 産業廃棄物処理場問題の抜本的解決を求
める促進期成会

1 10 産業廃棄物処理場問題の抜本的解決を求める福岡県促進期成会の
役員選任に関する事績（議決権行使書による回答）

産廃処分場問題解決に係る期成会の役員選任
書面議決に関するもので軽易な文書

261 中間市 議会事務局 H21 流域下水道促進協議会 1 10 遠賀川下流流域下水道促進協議会定例会に関する事績 継続して実施されている広域協議会（会長：知事）
定例会の綴のため選別しない
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262 中間市 議会事務局 H21 北九州地方裁判所昇格期成会 1 10 平成21年度北九州地方裁判所昇格期成会総会に関する事績 事務局は北九州商工会議所で北九州市長が会
長の期成会総会の綴のため選別しない。

263 中間市 議会事務局 H21 北九州人権擁護委員協議会 1 10 平成21年度北九州人権擁護委員協議会総会に関する事績（議長が来
賓として案内されたもの）

来賓として参加した協議会資料で軽易な文書

264 中間市 議会事務局 H21 筑豊インターチェンジ建設促進期成会 1 10 平成21年度（仮称）筑豊インターチェンジ建設促進期成会総会に関す
る事績（紙上開催）

期成会（会長：鞍手町長）総会の資料綴

265 中間市 議会事務局 H21 地方拠点都市推進協議会 1 10 平成21年度福岡県北東部地方拠点都市地域整備推進協議会総会に
関する事績（紙上開催　首長部局からの合議文書）

協議会（会長：北九州市長）総会の文書であり選
別しない

266 中間市 議会事務局 H21 質問通告書 1 10 一般質問通告書に関する綴（平成21年第3回定例会～平成22年第1回
定例会）

一般質問通告書のみの綴であり選別しない

267 中間市 議会事務局 H21 県北議長会 1 10 福岡県北部市議会議長・副議長会に関する事績 県北議長会（事務局：北九州市）資料綴

268 中間市 議会事務局 H21 県下議長会 1 10 福岡県市議会議長会に関する事績（第138・139回） 県市議長会（事務局：北九州市）資料なので選別
しない

269 中間市 議会事務局 H21 九州議長会 1 10 第84回九州市議会議長会定期総会及び第3回理事会に関する事績 九州市議会議長会（事務局：大分市）資料なので
選別しない

270 中間市 議会事務局 H21 九州局長会 1 10 第76回九州市議会事務局長会に関する事績 九州市議会事務局長会（会長：伊万里市）資料な
ので選別しない

271 中間市 都市計画課 H28 福岡県生活交通確保対策会議（総会、幹事
会）

1 3 福岡県生活交通確保対策会議が作成した「ふくおかのりものスタンプラ
リー」のチラシ綴

対策会議が作成したチラシのみの綴なので軽易
な文書

272 中間市 都市計画課 H28 福岡県地域交通体系整備促進協議会 1 3 福岡県地域交通体系整備促進協議会（事務局：県交通政策課）に関す
る事績

県が事務局の協議会の事績であり選別しない

273 中間市 都市計画課 H28 北九州都市圏交通体系整備推進協議会 1 3 北九州都市圏交通体系整備推進協議会（主管課長会議、協議会書面
会議）

九州運輸局が事務局の協議会の事績であり選別
しない

274 中間市 都市計画課 H28 北九州空港利用促進協議会 1 3 北九州空港利用促進協議会（事務局：県空港対策局）に関する事績 県が事務局の協議会の事績であり選別しない

275 中間市 都市計画課 H28 JR九州篠栗線・筑豊本線整備連絡協議会 1 3 ＪＲ九州篠栗線・筑豊本線整備連絡協議会（事務局：飯塚市）幹事会に
関する事績

飯塚市が事務局の協議会の事績であり選別しな
い
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276 中間市 都市計画課 H28 筑豊電気鉄道沿線地域活性化協議会 1 3 筑豊電気鉄道沿線地域活性化協議会（事務局：北九州市）に関する事
績

北九州市が事務局の協議会の事績であり選別し
ない

277 中間市 財政課 H26 八市課長会議 1 5 平成26年度筑豊八市財政主管課長会議に関する資料綴 筑豊8市の持ち回りによる定例的な担当課長会議
のため選別しない

278 中間市 財政課 H26 二十六市財政主管課長会議 1 5 （第61回県下26市財政主管課長会議に関する資料綴 県下26市の持ち回りによる定例的な担当課長会
議の資料であり選別しない

279 中間市 財政課 H21 第４次北九州都市圏広域行政計画　（実施
計画）

1 10 北九州都市圏広域行政推進協議会からの「特定地域経済活性化計
画」策定のための資料提出に関する事績

北九州市が事務局の協議会に関する資料のため
選別しない

280 中間市 財政課 H21 小倉～博多間新駅設置に関する基礎調査
報告書

1 10 福岡県企画振興部、直方市経済部作成の小倉～博多間新駅設置に
関する基礎調査報告書（平成5年3月）
（内容年度は平成4年度）

県及び直方市が作成した報告書であり選別しな
い

281 中間市 財政課 H21 統計功績（労）者表彰　（県・総務省）平成９
年～１７年

1 10 統計業務に係る叙勲等、功績者・功労者表彰等に関する推薦・内申依
頼文書綴（推薦者なし）
（内容年度は平成8～17年度）

各表彰に関する綴りではあるが、被推薦者がなく
軽易な文書

282 中間市 財政課 H21 統計功績（労）者表彰　（経済産業省・他省
庁）平成９年～１７年

1 10 統計業務に係る叙勲等、功績者・功労者表彰等に関する推薦・内申依
頼文書綴（推薦者なし）
（内容年度は平成16～17年度）

各表彰に関する綴りではあるが、被推薦者がなく
軽易な文書

283 中間市 財政課 H21 統計功労者表彰　平成18年度～19年度 1 10 統計業務に係る叙勲等、功績者・功労者表彰等に関する推薦・内申依
頼文書綴（推薦者なし）
（内容年度は平成18～19年度）

各表彰に関する綴りではあるが、被推薦者がなく
軽易な文書

284 中間市 財政課 H21 統計功労者表彰　平成20年度～21年度 1 10 統計業務に係る叙勲等、功績者・功労者表彰等に関する推薦・内申依
頼文書綴（推薦者なし）
（内容年度は平成20～21年度）

各表彰に関する綴りではあるが、被推薦者がなく
軽易な文書

285 中間市 競艇組合 H28 全国モーターボート競走施行者協議会通
知・案内（4月～7月）

1/4 3 一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会からの通知・案内
文書綴（4～6月）

社団法人からの通知文書等の綴で選別対象外

286 中間市 競艇組合 H28 全国モーターボート競走施行者協議会通
知・案内（7月～10月）

2/4 3 一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会からの通知・案内
文書綴（7～10月）

社団法人からの通知文書等の綴で選別対象外

287 中間市 競艇組合 H28 全国モーターボート競走施行者協議会通
知・案内（11月～12月）

3/4 3 一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会からの通知・案内
文書綴（11～12月）

社団法人からの通知文書等の綴で選別対象外
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288 中間市 競艇組合 H28 全国モーターボート競走施行者協議会通
知・案内（1月～3月）

4/4 3 一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会からの通知・案内
文書綴（1～3月）

社団法人からの通知文書等の綴で選別対象外

289 中間市 競艇組合 H28 日本モーターボート競走会（福岡支部含む）
通知・案内（4月～8月）

1/3 3 一般財団法人日本モーターボート競走会からの通知・案内文書綴（4～
8月）

財団法人からの通知文書等の綴で選別対象外

290 中間市 競艇組合 H28 日本モーターボート競走会（福岡支部含む）
通知・案内（9月～12月）

2/3 3 一般財団法人日本モーターボート競走会からの通知・案内文書綴（9～
12月）

財団法人からの通知文書等の綴で選別対象外

291 中間市 競艇組合 H28 日本モーターボート競走会（福岡支部含む）
通知・案内（1月～3月）

3/3 3 一般財団法人日本モーターボート競走会からの通知・案内文書綴（1～
3月）

財団法人からの通知文書等の綴で選別対象外

292 中間市 競艇組合 H28 ＢＯＡＴ　ＲＡＣＥ振興会（4月～7月） 1/3 3 BOAT RACE振興会からの通知・案内文書綴（4～7月） 振興会からの通知文書等の綴で選別対象外

293 中間市 競艇組合 H28 ＢＯＡＴ　ＲＡＣＥ振興会（8月～11月） 2/3 3 BOAT RACE振興会からの通知・案内文書綴（8～11月） 振興会からの通知文書等の綴で選別対象外

294 中間市 競艇組合 H28 ＢＯＡＴ　ＲＡＣＥ振興会（12月～3月） 3/3 3 BOAT RACE振興会からの通知・案内文書綴（12～3月） 振興会からの通知文書等の綴で選別対象外

295 中間市 競艇組合 H28 日本財団・日本モーターボート選手会他（4
月～12月）

1 3 日本財団及び公益社団法人日本モーターボート選手会からの通知・案
内文書綴

日本財団等からの通知文書等の綴で選別対象外
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資料４ 

 

アドバイザーの活用について 

 

 

１ 目的 

  歴史公文書の評価選別について、運営専門協議会終了後においても客観性を確保

するとともに、新型コロナウイルス感染症に伴う「新しい生活様式」の下で、公文

書館の利用促進を一層図るため、アドバイザーを活用する。 

 

 

２ 主な対象事業 

（１）歴史公文書の評価選別における客観性の確保 

 

（２）オンライン展示をはじめとするホームーページやＳＮＳの充実 

  

（３）デジタルアーカイブの充実 

 

（４）閲覧室、常設展の充実 

 

 

３ アドバイザーの選定  

  事業効果を最大限高めるため、対象事業の性質、アドバイザーの専門性に応じて、 

事業実施の都度、専門的見地から効果的な助言を行うことができる者を選ぶ。 


