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1 秋⽥県 有り 秋⽥県⾏政⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000987.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 秋⽥県公⽂書館 秋⽥市⼭王新町１４−３１ https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/12451 総務部広報広聴課 総務部公⽂書館

2 秋⽥市 有り 秋⽥市公⽂書管理条例 平成２６年４⽉１⽇ https://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00000900.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⽂書法制課

3 能代市 有り 能代市⽂書取扱規程 平成１８年３⽉２１⽇ https://www.city.noshiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r241RG00000065.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

4 横⼿市 有り 横⼿市公⽂書管理規則 令和４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.yokote/reiki_honbun/r206RG00001652.html 有り 永久 公⽂書館において永久保存 横⼿市公⽂書館 横⼿市新坂町２番７４号 https://www.city.yokote.lg.jp/shisetsu/1001529/1003878.html 総務企画部総務課 総務企画部総務課

5 ⼤館市 有り ⼤館市⽂書管理規則 平成２３年１１⽉３０⽇ https://en3-jg.d1-law.com/odate/d1w_reiki/H423902100037/H423902100037.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

6 男⿅市 有り 男⿅市⽂書管理規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://en3-jg.d1-law.com/oga/d1w_reiki/H417902200004/H417902200004.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務企画部総務課

7 湯沢市 有り 湯沢市⽂書管理規程 平成２７年８⽉１７⽇ https://www.city-yuzawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/r171RG00001370.html 有り 永久 三関書庫において永久保存 三関書庫 湯沢市関⼝字堀量６８ 総務部総務課 総務部総務課

8 ⿅⾓市 有り ⿅⾓市⽂書事務取扱規程 平成１０年４⽉１⽇ https://www.city.kazuno.akita.jp/section/reiki/H410902200002/H410902200002.html 有り 永久  庁舎内において永久保存 総務部総務課

9 由利本荘市 有り 由利本荘市⾏政⽂書管理規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://www.city.yurihonjo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r127RG00000051.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

10 潟上市 有り 潟上市⽂書規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://www.city.katagami.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r123RG00000023.html#e000000623 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

11 ⼤仙市 有り ⼤仙市公⽂書管理規則 平成２９年４⽉１⽇ https://www.city.daisen.lg.jp/content/reiki_int/reiki_honbun/r154RG00001781.html 有り 永久 アーカイブズにおいて永久保存 ⼤仙市アーカイブズ ⼤仙市強⾸字上野台１−２ https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2014040200045/ 総務部総務課 総務部総務課アーカイブズ

12 北秋⽥市 有り 北秋⽥市⽂書管理規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://www.city.kitaakita.akita.jp/ex/reiki/H417902200006/H417902200006.html 有り 永久 庁舎内及び⽂化会館において永久保存 北秋⽥市⽂化会館 北秋⽥市材⽊町２-３ https://www.city.kitaakita.akita.jp/genre/shigoto/kyouikuiinkai_syougaigakusyu/bunka_kaikan 総務部総務課 教育委員会事務局⽣涯学習課

13 にかほ市 有り にかほ市⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nikaho/reiki_honbun/r207RG00000033.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

14 仙北市 有り 仙北市⽂書事務取扱規程 平成１７年９⽉２０⽇ https://www.city.semboku.akita.jp/reiki/H417902200006/H417902200006.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

15 ⼩坂町 有り ⼩坂町⽂書取扱規程 昭和５１年７⽉１９⽇ https://www.town.kosaka.akita.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/c311RG00000058.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

16 上⼩阿仁村 有り 上⼩阿仁村処務規則 昭和４７年６⽉３０⽇ https://lg.joureikun.jp/kamikoani_vill/reiki/act/frame/frame110000039.htm 有り 永久 ⽣涯学習センターにおいて永久保存
上⼩阿仁村⽣涯学習セ
ンター

北秋⽥郡上⼩阿仁村⼩沢⽥字向
川原６０-３

https://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=6700 教育委員会⽣涯学習班 教育委員会⽣涯学習班

17 藤⾥町 有り 藤⾥町⽂書管理規程 平成１９年９⽉１２⽇ https://lg.joureikun.jp/fujisato_town/reiki/act/frame/frame110000058.htm 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

18 三種町 有り 三種町⽂書事務取扱規程 平成１８年３⽉２０⽇ https://www.town.mitane.akita.jp/reiki_int/reiki_honbun/r240RG00000030.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課⾏政係

19 ⼋峰町 有り ⼋峰町役場処務規則 平成１８年３⽉２７⽇ https://www1.g-reiki.net/town.happou/reiki_honbun/r399RG00000023.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

20 五城⽬町 有り 五城⽬町⽂書取扱規則 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.gojome.akita/reiki_honbun/c326RG00000050.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

21 ⼋郎潟町 有り ⼋郎潟町⽂書管理規程 平成１９年４⽉１⽇ https://www.town.hachirogata.akita.jp/reiki_int/reiki_honbun/c328RG00000042.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

22 井川町 有り 井川町処務規則 昭和４２年２⽉１⽇ http://www.town.ikawa.akita.jp/reiki/reiki_honbun/c331RG00000022.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

23 ⼤潟村 有り ⼤潟村処務規則 昭和３９年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/ogata/reiki_honbun/c333RG00000019.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務企画課

24 美郷町 有り 美郷町⽂書取扱規程 平成１６年１１⽉１⽇ https://www.town.misato.akita.jp/reiki/H416902200007/H416902200007.html 有り 永久 学友館及び歴史⺠俗資料館において永久保存
①美郷町学友館
②美郷町歴史⺠俗資料
館

①美郷町六郷字安楽寺１２２
②美郷町畑屋字⾼野５−１

https://www.town.misato.akita.jp/gakuyu 総務課総務班
教育委員会⽣涯学習課歴史⽂
化財班

25 ⽻後町 有り ⽻後町⽂書取扱規程 平成２１年３⽉３⽇ https://www.town.ugo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/c368RG00000450.html#e000000438 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
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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

26 東成瀬村 有り 東成瀬村役場処務規則 昭和４６年９⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課


