
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 ⼭形県 有り ⼭形県公⽂書等の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.pref.yamagata.jp/documents/1122/koubunshojyorei.pdf 有り 永久 公⽂書センターにおいて永久保存 ⼭形県公⽂書センター ⼭形市緑町１-２-３６ https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/koubunshocenter.html 総務部学事⽂書課 総務部学事⽂書課

2 ⼭形市 有り ⼭形市⽂書管理規程 昭和４２年２⽉１５⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yamagata/d1w_reiki/H342902200001/H342902200001.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

3 ⽶沢市 有り ⽶沢市⽂書管理規程 平成２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/yonezawa/reiki_honbun/m700RG00000076.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

4 鶴岡市 有り 鶴岡市公⽂書等の管理に関する条例 令和３年４⽉１⽇ https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/koutyou/shingikai/soumu/soumu012020110515.html 有り 永久 庁舎内において永久保存
総務部総務課公⽂書管理
室

5 酒⽥市 有り 酒⽥市公⽂書等の管理に関する条例 令和４年４⽉１⽇ http://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/frame/frame110002815.htm 有り 永久

庁舎内において永久保存

※令和６年４⽉以降は、令和６年４⽉開館予
定の⽂化資料館（仮称）内の公⽂書館におい
て永久保存

総務部総務課 教育委員会社会教育⽂化課

6 新庄市 有り 新庄市⽂書管理規程 昭和５８年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/shinjo/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

7 寒河江市 有り 寒河江市⽂書取扱規程 昭和３９年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/sagae/d1w_reiki/H338902400010/H338902400010.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

8 上⼭市 有り 上⼭市⽂書規程 平成１１年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kaminoyama/d1w_reiki/H411902200002/H411902200002.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 庶務課

9 村⼭市 有り 村⼭市⽂書管理規程 平成８年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.murayama/reiki_honbun/c409RG00000110.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

10 ⻑井市 有り ⻑井市⽂書管理規程 平成１０年３⽉２６⽇ https://www.city.nagai.yamagata.jp/section/reiki/reiki_honbun/c410RG00000046.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務係

11 天童市 有り 天童市⽂書管理規程 昭和６３年３⽉１１⽇ https://www.city.tendo.yamagata.jp 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

12 東根市 有り 東根市⽂書管理規程 平成３年３⽉３０⽇ http://city.higashine.netj.jp/reiki/H403902200003/H403902200003.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部庶務課

13 尾花沢市 有り 尾花沢市⽂書管理規程 平成３１年３⽉２２⽇ http://city.obanazawa.netj.jp/reiki_honbun/c413RG00001504.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

14 南陽市 有り 南陽市⽂書管理規程 平成１０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nanyo/reiki_honbun/g500RG00000036.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

15 ⼭辺町 有り ⼭辺町⽂書管理規程 平成１５年９⽉１８⽇ https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/reiki/H415902200005/H415902200005.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

16 中⼭町 有り 中⼭町⽂書管理規程 昭和６１年２⽉１２⽇ https://www.town.nakayama.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/c416RG00000062.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務広報課

17 河北町 有り 河北町⽂書管理規程 平成１９年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kahoku/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課総務係

18 ⻄川町 有り ⻄川町⽂書管理規程 平成１０年４⽉１⽇ http://reiki.town.nishikawa.yamagata.jp/act/frame/frame110000051.htm 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

19 朝⽇町 有り 朝⽇町⽂書管理規程 平成６年４⽉１⽇ https://www.town.asahi.yamagata.jp/section/d1w_reiki/H406902500001/H406902500001.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

20 ⼤江町 有り ⼤江町⽂書管理規程 平成１０年４⽉１⽇ http://www.town.oe.yamagata.jp/ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

21 ⼤⽯⽥町 有り ⼤⽯⽥町役場処務規則 昭和３０年１⽉１⽇ https://giscloud.pasco.asp.lgwan.jp/pascal/igis/ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

22 ⾦⼭町 有り ⾦⼭町⽂書編さん保存規程 昭和３９年３⽉３１⽇ http://town.kaneyama.yamagata.jp/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

23 最上町 有り 最上町⽂書管理規程 昭和３９年１２⽉２３⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務企画課

24 ⾈形町 有り ⾈形町役場処務規則 平成１２年３⽉３１⽇ https://www1.g-reiki.net/funagata/reiki_menu.html 有り 永久 中央公⺠館において永久保存 ⾈形町中央公⺠館 最上郡⾈形町⾈形１２６ https://www.town.funagata.yamagata.jp/s029/map/shisetsu/010/220/20200118020000.html 総務課 教育委員会事務局教育課

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 真室川町 有り 真室川町⽂書管理規則 平成２９年４⽉１⽇ https://www.1.g-reiki.net/mamurogawa/reiki_honbun/c425RG00000531.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

26 ⼤蔵村 有り ⼤蔵村⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/c426RG00000039.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

27 鮭川村 有り 鮭川村⽂書管理規程 昭和４６年４⽉１⽇ http://sakegawa-vill.netj.jp/sakegawa-reiki/reiki_honbun/c427RG00000040.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

28 ⼾沢村 有り ⼾沢村⽂書管理規程 平成２９年９⽉２６⽇ https://www.vill.tozawa.yamagata.jp/other/reiki/reiki_honbun/c428RG00000033.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 共育課

29 ⾼畠町 有り ⾼畠町⽂書管理規程 昭和６１年１２⽉１６⽇ https://www.town.takahata.yamagata.jp 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

30 川⻄町 有り 川⻄町⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www.town.kawanishi.yamagata.jp 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務課

31 ⼩国町 有り ⼩国町⽂書管理規程 昭和６１年４⽉１⽇ https://town.oguni.yamagata.jp/reiki_int/reiki_honbun/c431RG00000041.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

32 ⽩鷹町 有り ⽩鷹町⽂書管理規程 平成１１年４⽉１⽇ https://www.town.shirataka.lg.jp/sreiki/reiki_honbun/c432RG00000048.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

33 飯豊町 有り 飯豊町⽂書管理規程 平成１２年６⽉１６⽇ https://www.town.iide.yamagata.jp/reiki_int/reiki_honbun/c433RG00000047.html 有り 永久 町⺠総合センターにおいて永久保存
飯豊町町⺠総合セン
ター

⻄置賜郡飯豊町⼤字椿３６２２ https://www.town.iide.yamagata.jp/kyouikutobunka/earth/ 総務課総務財政室
教育委員会社会教育課
歴史⽂化室

34 三川町 有り 三川町⽂書管理規程 平成２０年４⽉１⽇ https://www.town.mikawa.yamagata.jp/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

35 庄内町 有り 庄内町⽂書事務取扱規程 平成１７年７⽉１⽇ https://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/shounai/reiki/index.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課⽂書法制係

36 遊佐町 有り 遊佐町⽂書管理規程 令和４年４⽉１⽇ 有り 永久 菅⾥収蔵庫において永久保存 菅⾥収蔵庫 飽海郡遊佐町菅⾥字菅野7 -1 総務課総務係 総務課総務係
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