
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 群⾺県 有り 群⾺県公⽂書等の管理に関する条例 令和３年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FE9A39A&houcd=H502901010015&no=2&totalCount=17&fromJsp=SrMj 有り 永久 ⽂書館において永久保存 群⾺県⽴⽂書館 前橋市⽂京町３丁⽬２７-２６ https://www.archives.pref.gunma.jp/ 総務部総務事務管理課 教育委員会⽂書館

2 前橋市 有り 前橋市⾏政情報等取扱規程 平成１０年４⽉１⽇ https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/gyoseikanri/gyomu/2/4/3485.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部⾏政管理課

3 ⾼崎市 有り ⾼崎市⽂書取扱規程 平成４年３⽉３１⽇ 有り 永久 庁舎内等及び図書館において永久保存 ⾼崎市⽴中央図書館 ⾼崎市⾼松町５-２８ https://lib.city.takasaki.gunma.jp/ 総務部企画調整課 教育委員会中央図書館

4 桐⽣市 有り 桐⽣市⽂書管理規程 平成１１年１⽉２９⽇ https://lg.joureikun.jp/kiryu_city/reiki/act/frame/frame110000123.htm 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

5 伊勢崎市 有り 伊勢崎市⽂書管理規則 平成２１年４⽉１⽇ http://www.city.isesaki.lg.jp/section/d1w_reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

6 太⽥市 有り 太⽥市⽂書等取扱規則 平成１７年３⽉２８⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

7 沼⽥市 有り 沼⽥市⽂書取扱規程 昭和４５年１１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/numata/reiki_honbun/e207RG00000096.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

8 館林市 有り 館林市⽂書管理規程 平成２４年２⽉１３⽇ https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/reiki/H424902200002/H424902200002.html 無し ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存 総務部⾏政課

9 渋川市 有り 渋川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.shibukawa.lg.jp/shisei/jyouhoukoukai/koubunsyokanri/p008191.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

10 藤岡市 有り 藤岡市⽂書管理規程 平成１８年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/fujioka/reiki_honbun/e210RG00000866.html 有り 永久 歴史館において永久保存 藤岡歴史館 藤岡市⽩⽯１２９１番地１ https://www.city.fujioka.gunma.jp/kanko_bunka_sports/bunka/3/4/index.html 総務部総務課 教育委員会⽂化財保護課

11 富岡市 有り 富岡市⽂書取扱規則 平成１８年３⽉２７⽇ https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1605588026729/index.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

12 安中市 有り 安中市⽂書管理規程 平成１８年３⽉１８⽇ https://www1.greiki.net/annaka/reiki_honbun/r354RG00000056.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⾏政課⽂書法規係

13 みどり市 有り みどり市⽂書管理規程 平成１８年３⽉２７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

14 榛東村 有り 榛東村⽂書管理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/shinto/reiki_honbun/e229RG00000051.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

15 吉岡町 有り 吉岡町⽂書取扱規程 平成２０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/yoshioka/reiki_honbun/e230RG00000399.html 有り 永久 ⽂化財センターにおいて永久保存 吉岡町⽂化財センター
北群⾺郡吉岡町⼤字南下１３２
２番地１２

http://www.net.yoshioka.ed.jp/%E5%90%89%E5%B2%A1%E7%94%BA%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-1/ 総務課⼈事⾏政室 教育委員会事務局⽣涯学習室

16 上野村 有り 上野村情報公開条例 平成１６年４⽉１⽇ https://wwwl.g-reiki.net/uenomura/reiki-honbun/e236RG00000046.html#e000000374 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

17 神流町 有り 神流町⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kanna/reiki_honbun/r008RG00000494.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

18 下仁⽥町 有り 下仁⽥町⽂書取扱規程 平成１３年１⽉１⽇ https://www.town.shimonita.lg.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/e238RG00000053.html 有り 永久 庁舎内及び旧⼩坂⼩学校において永久保存 旧⼩坂⼩学校
⽢楽郡下仁⽥町⼤字中⼩坂６０
８-１

総務課⾏政係
総務課⾏政係
教育委員会⽂化財保護係

19 南牧村 有り 南牧村⽂書取扱規則 平成１３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/nanmoku/reiki_honbun/e239RG00000036.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部⼈事財政課

20 ⽢楽町 有り ⽢楽町⽂書取扱規則 平成２６年３⽉１７⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⾏政係

21 中之条町 有り 中之条町⽂書規程 平成１７年４⽉１⽇ 有り 永久 博物館において永久保存
中之条町歴史と⺠俗の
博物館「ミュゼ」

吾妻郡中之条町⼤字中之条町９
４７-１

https://www.town.nakanojo.gunma.jp/musee/ 総務課 教育委員会事務局⽣涯学習課

22 ⻑野原町 有り ⻑野原町⽂書整理保存規程 平成１２年６⽉１５⽇ https://www1.g-reiki.net/naganohara/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

23 嬬恋村 有り 嬬恋村⽂書事務取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/e246RG00000039.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

24 草津町 有り 草津町⽂書管理規程 平成２０年１⽉２１⽇ https://www.town.kusatsu.gunma.jp 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

25 ⾼⼭村 有り ⾼⼭村⽂書等の管理に関する規則 平成１９年４⽉１⽇ https://vill.takayama.gunma.jp 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 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

（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

26 東吾妻町 有り
①東吾妻町⽂書事務規程
②東吾妻町⽂書整理保存規程

平成１８年３⽉２７⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

27 ⽚品村 有り ⽚品村⽂書編さん保存規程 平成２８年８⽉２５⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

28 川場村 有り 川場村⽂書取扱規程 昭和５８年７⽉１⽇ https://www.vill.kawaba.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/e253RG00000042.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課総務係

29 昭和村 有り 昭和村⽂書編さん保存規程 昭和６３年６⽉３１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

30 みなかみ町 有り みなかみ町⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課総務係

31 ⽟村町 有り ⽟村町⽂書管理規程 平成１５年３⽉２４⽇ https://www1.g-reiki.net/tamamura/reiki_menu.html 有り 永久 ⽂化センター内において永久保存
⽟村町⽂化センター
（⽟村町⽂化財整理
室）

佐波郡⽟村町⼤字福島３２５ https://www.town.tamamura.lg.jp/category/bunya/kanko_rekishi/rekishishiryokan/ 総務課 ⽣涯学習課

32 板倉町 有り 板倉町⽂書管理規程 平成１５年３⽉３１⽇ http://www.town.itakura.gunma.jp/reiki/act/frame/frame110000060.htm 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

33 明和町 有り 明和町⽂書等取扱規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/meiwa/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

34 千代⽥町 有り 千代⽥町⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.town.chiyoda.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e269RG00000047.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

35 ⼤泉町 有り ⼤泉町⽂書管理規則 平成２８年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/oizumi/reiki_honbun/e270RG00000780.html 無し ⼀定期間 庁舎内及び公⺠館において⼀定期間保存 ⼤泉町公⺠館
⾢楽郡⼤泉町⼤字吉⽥２４６５
番地

https://www.town.oizumi.gunma.jp/s033/map/010/20200707083844.html 総務部総務課 教育委員会事務局⽣涯学習課

36 ⾢楽町 有り ⾢楽町⽂書管理規程 平成２２年１１⽉１⽇ https://www.town.ora.gunma.jp/chosei/jorei/reiki_honbun/e271RG00000493.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課
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