別表第2　公文の用例（第7条）
用　　　　　　　　例
注　意　事　項
第1　教育委員会規則
　1　新たに制定する場合
　　　大洗町教育委員会規則第　号
　　何々規則を次のように定める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　　　何々規則
　（見出し）
　第1条　何々………………………………。
　　　　付　則
　　何々………………………………………。
　　２　全部を改正する場合
　　　大洗町教育委員会規則第　号
　　何々規則を次のように定める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　　　何々規則
　 何々規則（　年　大洗町教育委員会規則第　　　号）の全部を改正する。
　　（見出し）
　第1条　何々………………………………。
　　　　付　則………………………………。
　　何々………………………………………。
　　３　一部を改正する場合
　　　大洗町教育委員会規則第　号
　　何々規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　　　何々規則の一部を改正する規則
何々規則（　年　大洗町教育委員会規則第





○教育委員会規則には，公布文をおかずその一部として制定文をおくこと。



号）の一部を次のように改正する。
　　第　条中「何々」を「何々」に改める。
　　　　付　則
　　何々………………………………。
　　４　廃止する場合
　　　大洗町教育委員会規則第　号
　　何々規則を廃止する規則を次のように定める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　何々規則を廃止する規則
　　何々規則（　年　大洗町教育委員会規則第　号）は，廃止する。
　　　　付　則
　　何々…………………………………。
第２　告　示
１　条文構成をとる場合
　　(1) 規程（要項）を制定する場合
　　　大洗町教育委員会告示第　号
　　何々規程を次のように定める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　　　何々規程
　（見出し）
第１条　何々………………………………。
　　（以下略）
　　(2) 規程（要項）の一部を改正する場合　　　   大洗町教育委員会告示第　号
何々要項（　年　大洗町教育委員会告示第号）の一部を次のように改正する。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　（以下規則を一部改正する場合と同じ。）

















○条文構成をとる告示の文例は，ここに掲げた文例によるほか，おおむね教育委員会規則と同様とすること。
○全部改正の場合は，規則とは異なりこの文例のように新制定の形式をとること。




(3) 規程（要項）を廃止する場合
　　　　 大洗町教育委員会告示第　号
　　何々規程（　年　大洗町教育委員会告示第　号）は，（　年 　 月　 日限り）廃止する。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
2　条文構成をとらない場合
(1)　新たに公示する場合
　　　　大洗町教育委員会告示第　号
　　何々…………を定める（…………する）（…　　………した）。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
　　以上………………………………………。
1　何々………………………。
2　何々……………………………。
　　(2)　一部改正を公示する場合
　　　　大洗町教育委員会告示第　号
　　　年　月　日大洗町教育委員会告示第　号で告示した何々………の一部を次のように改正する（何々………中「何々」を「何々」と改める）。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
何々………………………………………。
　　　　　大洗町教育委員会告示第　号
　　　年　月　日　大洗町教育委員会告示第　　　号で告示した何々………の一部を次のように改正し，　年　月　日から施行（適用）する。
　(3)　廃止する場合
　　　　 大洗町教育委員会告示第　号
　　　年　月　日　大洗町教育委員会告示第　号
　　　で告示した何々………は，（　年　月　日


○廃止日を指定するときは，この文例のかつこ書のように用いること。












○改めるべき内容が短い場合は，この文例のかつこ書のように用いること。




○公示年月日が施行日（適用日）と異なる場合は，この文例を用いること。




限り）廃止する。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
第3　公　告

何々
　 何々…………，次のとおり何々……する（…
………した）。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名
1　何々…………………………。
2　何々…………………………。
第4　指　令
　1　条件等を付けない場合
　　　指令第　号
住　所
　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
　　　　年　月　日付け，（何々第　号）で申請のあつた何々については，何々法（　）年法律第　号）第　条の規定により許可する。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　 氏名
2　条件を付する場合
　　 指令第　号
　　   住　所
　　　　 　　　氏　　　　　名
　　　 年　月　日付けで申請のあつた何々については，何々法（　年法律第　号）第　条の規定により次の条件を付して許可する。
　　      年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏名





○公告には，番号を付けないこと。





○令達先は，次により記載すること。
　(1)　個人　住所及び氏名
　(2)　多数人　適宜な代表者の住所及び氏名（「代表者　　ほか　　名」）
　(3)　法人　所在地及び名称
　(4)　設立中の法人　発起人又は代表者の住所及び氏名
　(5)　任意団体  所在地，名称及び代表者（責任者）の氏名
○根拠法令は，必ず記載すること。





　１　何々…………すること。
　２　何々…………すること。
第５　訓　令
　１　条文構成をとる場合
　　　大洗町教育委員会（教育長）訓令第　号　　何々規程を次のように定める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　 氏　名
　　　何々規程
（見出し）
第１条　何々…………。
　　　 （以下略）
２　条文構成をとらない場合
　　　大洗町教育委員会（教育長）訓令第　号
　　　　　　　　　　　　　　（令達先）
　　何々………………………しなければならない（……………してはならない）（………………とする。）
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏　名
第６　訓
第７　諮　問
　　諮問第　号
　　　　　　　　　（令達先）
　　何々……………について，何々……………したいので，何々法（　年法律第　号）第　条の規定により意見を求める。
　　　　　年　月　日
　　　大洗町教育委員会教育長　　氏　名



○条文構成をとる場合の文例は，おおむね教育委員会規則と同様とすること。









○「次により…………」とす　る場合は，指令の文例と同　様とすること。




○訓令の文例と同様とすること。

○令達先は，「何々審議会」　　というように記載するこ　と。
○期限を定めて答申を求める場合は，「意見を求める。」　とあるのは「　年　月　日　までに答申を求める。」と　すること。




第８　一般文書
　１　通　達
記号第　　号
年　月　日
何々殿
（あて先）
何々
（発信者）
　　　　　　何々について（通達）
　何々…………，何々……………，下記により何
々されたい（します。）。
　　　　　　　　　　記
何々……………………………。



２　通　知
記号　第　号
年　月　日
何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　　何々について（通知）
　　上記のことについては，何々………………されるようお願いします。
　　なお，何々については，何々………………ので，念のため申し添えます。
３　指　示
記号　第　号
年　月　日
何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　　何々について（指示）
　　貴殿が何々……………している下記何々については，何々法第　条の規定に違反するもので

○上級機関が下級機関に対し，又は上司が所属職員に対し，法令の解釈，行政運用の方法等を指示し，その他一定の行為を命ずる場合等に用いること。
○発信者名及びあて先は，官公職名のみとすることを原則とし，特に必要な場合だけ官公職名に氏名もあわせて記載すること。
○本文には，「通達する。」等題名の次のかつこ書と重複する記載をなるべくさけること。
○文例は，おおむね通達と同様とすること。




○「なお」，「また」を用い　　るときは，行を改めるこ　と。「ただし」，「この場合　において」等は，行を改　　めずに続けて記載すること。



あるから，　年　月　日までに何々するよう指示する。
　なお，………………………………。
　　　　　　　　　記
　何々…………………………………。
４　協　議
　　　　　　　　　　　　　　記号　第　号
　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　何々殿
　　　　　　　　　　　何々
　　　　　何々について（協議）
　上記のことについては，何々…………………したいので，何々…………………により協議します。
５　照　会
　　　　　　　　　　　　　　記号　第　号
　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　何々殿
　　　　　　　　　　　何々
　　　　　何々について（照会）
上記のことについては，何々…………………したいので，下記事項に関し（別紙により）
月　日までにご回報ください。
　　　　　　　　　記
１　何々………………………。
２　何々………………………。
６　依　頼
　　　　　　　　　　　　　　記号　第　号
　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　何々殿
　　　　　　　　　　　何々
　　　　　何々について（依頼）
　　　　（以下略）





○他の行政機関等の同意を求める場合に用いるものであること。


















○たとえば，調査，会議の会場借用等を依頼する場合に用いること。

○題名は，原則として照会文書の題名と同一とすること。




７　回　答
記号　第　号
年　月　日
何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　　何々について（回答）
　　　年　月　日付け，（何々第　号）で照会のあつた上記のことについては，下記（別紙）のとおりです。
　記
何々………………………。
８　報　告
記号　第　号
年　月　日
何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　　何々について（報告）
　　何々については，下記（別紙）のとおりです。
　　　　　　　　　　記
　　何々…………………………。
９　申　請
記号　第　号
年　月　日
何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　　何々について（申請）
　　上記のことについては，何々法第　条の規定に基づき下記（別紙）のとおり関係書類を添えて提出しますから許可願います。
　　　　　　　　　　記
１　何々………………………。
２　何々………………………。





３　添付書類
　　(1)　何々
　　(2)　何々　　　　　　部
10　副　申
　　　　　　　　　　　　　記号　第　号
　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　何々申請について（副申）
上記のことについて，何々から別紙のとおり申請がありましたので，何々したところ何々………………と認められます。
11　進　達
　　　　　　　　　　　　　記号　第　号
　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　　　何々について（進達）
　　上記のことについては，下記の者から何々がありました。
　　　　　（以下略）
12　送　付
　　　　　　　　　　　　　記号　第　号
　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　何々殿
　　　　　　　　　　　　何々
　　　　×××何々について（送付）
　　×何々……………，何々………………………………………。
○添付書類のある場合は，本文にその旨記載するとともに，必ず目録を付けるこ　と。

















○物品，書類等を送る場合　(進達に該当する場合を除く。)に用いること。
備考
　１　×印は，空白とすべき字数を示すものであること。
　２　ここに掲げた文例は，例示であるので，法令等に別に定めのあるものは，当該定めによるものとし，ここに掲げられていない文例については，適宜類推して立案すること。

別表第3(第17条・第20条) 
文書の保存期間
文書の種類
保存期間
1　教育委員会関係
　
　(1)　議事録
永年
　(2)　議案等整理簿
永年
　(3)　会議傍聴人受付簿
5年
2　事務局運営関係
　
　(1)　公印台帳
永年
　(2)　規則等台帳
永年
　(3)　文書収受処理簿
5年
　(4)　文書番号簿
5年
　(5)　金券等収受配付簿
5年
　(6)　諸証明書交付簿
3年
　(7)　令達番号簿
10年
3　職員関係
　
　(1)　辞令簿
永年
　(2)　履歴書
永年
　(3)　出勤表
5年
　(4)　年次休暇整理簿
3年
　(5)　時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿
5年
　(6)　宿日直勤務命令簿
5年
　(7)　旅行命令簿
5年
4　学校関係
　
　(1)　学齢簿
20年
　(2)　職員健康診断票
5年
5　財産関係
　
　　財産台帳
永年
6　財務関係
　
　(1)　予算書
5年
　(2)　予算差引簿
5年
　(3)　物品購入簿
5年
　(4)　補助金等申請書
10年


