
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 埼⽟県 有り 埼⽟県⽂書管理規則 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41390210006100000000/41390210006100000000/41390210006100000000.html 有り 永久  庁舎内及び⽂書館において永久保存
①県⽂書課⽂庫
②県⽴⽂書館

①さいたま市浦和区⾼砂３−１
５−１
②さいたま市浦和区⾼砂４−３
−１８

① https://www.pref.saitama.lg.jp/
② https://monjo.spec.ed.jp/ 総務部⽂書課

①総務部⽂書課
②県⽴⽂書館

2 さいたま市 有り さいたま市⽂書管理規則 平成１３年５⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/saitama/reiki.html 有り 永久 アーカイブズセンターにおいて永久保存 アーカイブズセンター
さいたま市北区⽇進町２−１８
６４−１０ JS⽇進３階

https://www.city.saitama.jp/006/015/037/001/p036238.html 総務局総務部総務課
総務局総務部アーカイブズセ
ンター

3 川越市 有り 川越市⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www.city.kawagoe.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e302RG00000850.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 熊⾕市 有り 熊⾕市⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kumagaya/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 妻沼展⽰館内において永久保存
教育委員会社会教育課
市史編さん室（妻沼展
⽰館内）

妻沼東１丁⽬１番地 https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/bunka/tenjikan.html 総務部庶務課
教育委員会社会教育課
妻沼中央公⺠館

5 川⼝市 有り 川⼝市⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF957ED&houcd=H413902200006&no=2&totalCount=3&jbnJiten=5040511 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⾏政管理課

6 ⾏⽥市 有り ⾏⽥市⽂書管理規則 平成１６年４⽉１⽇ https://city.gyoda.lg.jp/index.html 有り 永久  庁舎内及び郷⼟博物館において保存 ⾏⽥市郷⼟博物館 ⾏⽥市本丸１７番２３号 https://city.gyoda.lg.jp/sosiki/kyouikubu/kyodohakubutsukan/index.html 総務部総務課 郷⼟博物館

7 秩⽗市 有り 秩⽗市⽂書取扱規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/chichibu/reiki_honbun/r165RG00000030.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

8 所沢市 有り
①所沢市⽂書管理規則
②所沢市⽂書管理規程

平成１３年８⽉１⽇ https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/ 無し 永久 第⼆⽂書庫（旧富岡公⺠館）等において保存
第⼆⽂書庫（旧富岡公
⺠館）

所沢市下富６４１番地３ 総務部⽂書⾏政課
教育委員会教育総務部⽂化財
保護課

9 飯能市 有り 飯能市⽂書管理規則 平成１１年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.hanno/reiki_honbun/e310RG00000066.html 無し 永久 博物館において永久保存 飯能市⽴博物館 飯能市⼤字飯能２５８番地１ https://www.city.hanno.lg.jp/hall/museum 企画総務部庶務課 教育委員会教育部博物館

10 加須市 有り 加須市⽂書管理規則 平成２２年３⽉２２⽇ https://www.city.kazo.lg.jp/section/reiki/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

11 本庄市 有り 本庄市⽂書取扱規則 平成１８年１⽉１０⽇ https://city.honjo.lg.jp 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部⾏政管理課

12 東松⼭市 有り 東松⼭市⽂書取扱規程 昭和５１年２⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/higashimatsuyama/reiki_honbun/e313RG00000087.html 有り  永久 市ノ川⽂書庫において永久保存 市ノ川⽂書庫
東松⼭市⼤字市ノ川１３２−５
３

総務部総務課 総務部総務課

13 春⽇部市 有り 春⽇部市⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内等及び郷⼟資料館において永久保存 郷⼟資料館 春⽇部市粕壁東３−２−１５ 総務部総務課
教育委員会社会教育部⽂化財
保護課

14 狭⼭市 有り 狭⼭市⽂書取扱規程 平成８年４⽉１⽇ 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務課

15 ⽻⽣市 有り ⽻⽣市⽂書取扱規程 平成３年７⽉１⽇ https://www.city.hanyu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e317Rg00000083.html 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

16 鴻巣市 有り 鴻巣市⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://dih-ptl.d1-law.com/ 有り 永久 旧吹上図書館内において永久保存
吹上収蔵室（旧吹上図
書館内）

鴻巣市吹上富⼠⾒１−１−１ 総務部総務課 教育委員会⽣涯学習課

17 深⾕市 有り 深⾕市⽂書等取扱規程 平成１８年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/fukaya/d1w_reiki/H418902200015/H418902200015.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務防災課

18 上尾市 有り 上尾市⽂書取扱規程 昭和５１年１⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF95858&houcd=H350902200009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040510 無し ⼀定期間 ⼤⽯南⼩学校において⼀定期間保存 上尾市⽴⼤⽯南⼩学校 上尾市⼤字畔吉１３３３ 総務部総務課 教育総務部⽣涯学習課

19 草加市 有り 草加市⽂書管理規則 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/soka/reiki_honbun/e322RG00000667.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部庶務課

20 越⾕市 有り 越⾕市⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/e323RG00000730.html 有り 永久 外部倉庫（⺠間委託）において永久保存 総務部総務課

21 蕨市 有り 蕨市⽂書取扱規則 平成１５年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF958AD&houcd=H415902100007&no=2&totalCount=3&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部庶務課

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

https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41390210006100000000/41390210006100000000/41390210006100000000.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/
https://monjo.spec.ed.jp/
https://www1.g-reiki.net/saitama/reiki.html
https://www.city.saitama.jp/006/015/037/001/p036238.html
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e302RG00000850.html
https://en3-jg.d1-law.com/kumagaya/d1w_reiki/reiki.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/bunka/tenjikan.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF957ED&houcd=H413902200006&no=2&totalCount=3&jbnJiten=5040511
https://city.gyoda.lg.jp/index.html
https://city.gyoda.lg.jp/sosiki/kyouikubu/kyodohakubutsukan/index.html
https://www1.g-reiki.net/chichibu/reiki_honbun/r165RG00000030.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
https://www1.g-reiki.net/city.hanno/reiki_honbun/e310RG00000066.html
https://www.city.hanno.lg.jp/hall/museum
https://www.city.kazo.lg.jp/section/reiki/reiki_menu.html
https://city.honjo.lg.jp
https://www1.g-reiki.net/higashimatsuyama/reiki_honbun/e313RG00000087.html
https://www.city.hanyu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e317Rg00000083.html
https://dih-ptl.d1-law.com/
https://en3-jg.d1-law.com/fukaya/d1w_reiki/H418902200015/H418902200015.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF95858&houcd=H350902200009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040510
https://www1.g-reiki.net/soka/reiki_honbun/e322RG00000667.html
https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/e323RG00000730.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF958AD&houcd=H415902100007&no=2&totalCount=3&fromJsp=SrMj
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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

22 ⼾⽥市 有り ⼾⽥市⽂書管理規程 昭和６２年２⽉１７⽇ https://www1.g-reiki.net/toda/reiki_honbun/e325RG00000063.html 有り 永久
郷⼟博物館（アーカイブズ・センター）にお
いて永久保存

⼾⽥市⽴郷⼟博物館
（⼾⽥市アーカイブ
ズ・センター）

⼾⽥市新曽１７０７ https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/377/ 総務部⾏政管理課 教育委員会事務局⽣涯学習課

23 ⼊間市 有り ⼊間市⽂書取扱規程 昭和６３年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/iruma/reiki_honbun/e326RG00000075.html 有り 永久 博物館において永久保存 ⼊間市博物館
⼊間市⼤字⼆本⽊１００番地

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/ 総務部総務課 博物館学芸担当

24 朝霞市 有り 朝霞市⽂書規程 平成２１年３⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/asaka/d1w_reiki/H421902300002/H421902300002.html 無し 永久
保存を委託している⺠間事業者において永久
保存

市⻑公室市政情報課 ⽣涯学習部⽂化財課

25 志⽊市 有り  志⽊市公⽂書管理規程 平成２４年３⽉２９⽇ https://en3-jg.d1-law.com/shiki/d1w_reiki/H424902200002/H424902200002.html 有り 永久 外部委託の倉庫において永久保存 総合⾏政部市政情報課 総合⾏政部⾏政管理課

26 和光市 有り 和光市⽂書規程 平成８年４⽉１⽇ http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部情報推進課

27 新座市 有り 新座市⽂書規程 昭和５７年５⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/niiza/reiki_honbun/s400RG00000060.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

28 桶川市 有り 桶川市⽂書取扱規程 昭和６３年１⽉６⽇ https://www.city.okegawa.lg.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

29 久喜市 有り 久喜市⽂書取扱規程 平成２２年３⽉２３⽇ 有り 永久 ⽂書館において永久保存 久喜市公⽂書館 久喜市下早⾒８５−１ https://www.city.kuki.lg.jp/shisetsu/shiyakusyo/kobunsho.html
総務部市政情報課付公⽂
書館

総務部市政情報課付公⽂書館

30 北本市 有り 北本市⽂書取扱規程 昭和６０年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kitamoto/reiki_honbun/e334RG00000068.html 有り 永久 北本中学校内において永久保存 北本市⽴北本中学校 北本市本町１丁⽬１番地１
教育委員会教育部⽂化財
保護課

教育委員会教育部⽂化財保護
課

31 ⼋潮市 有り ⼋潮市⽂書取扱規程 昭和５１年６⽉１⽇ https://www.city.yashio.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e335RG00000061.html 有り 永久 資料館において永久保存 ⼋潮市⽴資料館 ⼋潮市南後⾕７６３番地５０ https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/shisetsuguide/shiryokan/index.html 総務部総務⼈事課
教育委員会教育総務部⽂化財
保護課

32 富⼠⾒市 有り 富⼠⾒市⽂書管理規則 平成１４年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/fujimi/reiki_honbun/e336RG00000696.html 有り 永久 ⽂化財収蔵庫において永久保存 ⽂化財収蔵庫 富⼠⾒市上南畑３０６−１ 総務部総務課 教育委員会⽣涯学習課

33 三郷市 有り 三郷市⽂書取扱規程 平成１２年１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/misato/reiki_honbun/z600RG00001165.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

34 蓮⽥市 有り 蓮⽥市⽂書管理規則 平成１９年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hasuda/d1w_reiki/H418902100077/H418902100077.html 有り 永久 ⽂化財展⽰館において永久保存 蓮⽥市⽂化財展⽰館 蓮⽥市⼤字⿊浜２８０１番地１ https://www.city.hasuda.saitama.jp/kyoiku/bunkazai/tenjikan/index.html 総務部庶務課
教育委員会⽣涯学習部社会教
育課

35 坂⼾市 有り 坂⼾市⽂書規程 平成１３年３⽉２８⽇ https://www.city.sakado.ig.jp 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部庶務課

36 幸⼿市 有り 幸⼿市⽂書管理規則 平成１５年３⽉２６⽇ https://www1.g-reiki.net/satte/reiki_honbun/e341RG00000694.html 無し 永久 郷⼟資料館において永久保存 幸⼿市郷⼟資料館 幸⼿市⼤字下宇和⽥５８番地４ https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kyoudomuseum/index.html 総務部庶務課 教育部社会教育課

37 鶴ヶ島市 有り 鶴ヶ島市⽂書管理規程 昭和５５年４⽉１⽇ https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004162.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務⼈権推進課

38 ⽇⾼市 有り ⽇⾼市⽂書取扱規程 昭和６２年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hidaka/d1w_reiki/H361902200003/H361902200003.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総合政策部市政情報課

39 吉川市 有り 吉川市⽂書管理規則 平成１９年３⽉３０⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF95977&houcd=H407902200004&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040509 有り 永久 平沼倉庫において永久保存 平沼倉庫 吉川市⼤字平沼１６６ https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,51233,124,705,html 総務部庶務課 教育委員会⽣涯学習課

40 ふじみ野市 有り ふじみ野市⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://krr224.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り 永久 歴史⺠俗資料館等において永久保存 上福岡歴史⺠俗資料館 ふじみ野市⻑宮１−２−１１ https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kamifukuokarekishiminzokushiryokan/index.html 総務部契約・法務課 教育委員会社会教育課

41 ⽩岡市 有り ⽩岡市⽂書規程 平成３年１２⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/shiraoka/reiki_honbun/e387RG00000067.html 有り 永久
図書館（⽣涯学習センター）において永久保
存

⽩岡市⽴図書館
（⽩岡市⽣涯学習セン
ター）

⽩岡市千駄野４３２番地 http://www.city.shiraoka.lg.jp/komorebi/ 総合政策部総務課 ⽣涯学習部学び⽀援課

42 伊奈町 有り 伊奈町⽂書規程 昭和４８年５⽉１１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.ina/reiki_honbun/e345RG00000045.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

43 三芳町 有り 三芳町⽂書取扱規程 平成７年８⽉２５⽇ https://www1.g-reiki.net/saitama-miyoshi/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⼈権・庶務担当

https://www1.g-reiki.net/toda/reiki_honbun/e325RG00000063.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/377/
https://www1.g-reiki.net/iruma/reiki_honbun/e326RG00000075.html
https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/
https://en3-jg.d1-law.com/asaka/d1w_reiki/H421902300002/H421902300002.html
https://en3-jg.d1-law.com/shiki/d1w_reiki/H424902200002/H424902200002.html
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://www1.g-reiki.net/niiza/reiki_honbun/s400RG00000060.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/
https://www.city.kuki.lg.jp/shisetsu/shiyakusyo/kobunsho.html
https://www1.g-reiki.net/kitamoto/reiki_honbun/e334RG00000068.html
https://www.city.yashio.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e335RG00000061.html
https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/shisetsuguide/shiryokan/index.html
https://www1.g-reiki.net/fujimi/reiki_honbun/e336RG00000696.html
https://www1.g-reiki.net/misato/reiki_honbun/z600RG00001165.html
https://en3-jg.d1-law.com/hasuda/d1w_reiki/H418902100077/H418902100077.html
https://www.city.hasuda.saitama.jp/kyoiku/bunkazai/tenjikan/index.html
https://www.city.sakado.ig.jp
https://www1.g-reiki.net/satte/reiki_honbun/e341RG00000694.html
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kyoudomuseum/index.html
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004162.html
https://en3-jg.d1-law.com/hidaka/d1w_reiki/H361902200003/H361902200003.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF95977&houcd=H407902200004&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5040509
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,51233,124,705
https://krr224.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kamifukuokarekishiminzokushiryokan/index.html
https://www1.g-reiki.net/shiraoka/reiki_honbun/e387RG00000067.html
http://www.city.shiraoka.lg.jp/komorebi/
https://www1.g-reiki.net/town.ina/reiki_honbun/e345RG00000045.html
https://www1.g-reiki.net/saitama-miyoshi/reiki_menu.html


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

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

44 ⽑呂⼭町 有り ⽑呂⼭町⽂書規程 昭和６１年４⽉１⽇ https://www.town.moroyama.saitama.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/e349RG00000059.html 無し ⼀定期間
庁舎内及び歴史⺠俗資料館において⼀定期間
保存

歴史⺠俗資料館
⼊間郡⽑呂⼭町⼤字⼤類５３５
番地１

https://www.town.moroyama.jp/soshikikarasagasu/rekishiminzokushiryokan/index.html 総務課 ⽣涯学習課

45 越⽣町 有り 越⽣町⽂書規程 昭和６３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/ogose/d1w_reiki/H363902300004/H363902300004.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
総務課地域⽀援・防災安
全担当

46 滑川町 有り 滑川町⽂書取扱規程 平成１３年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/namegawa/d1w_reiki/H413902200001/H413902200001.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務政策課

47 嵐⼭町 有り 嵐⼭町⽂書管理規程 平成３年３⽉２２⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

48 ⼩川町 有り ⼩川町⽂書取扱規程 平成１１年４⽉１⽇ www1.g-reiki.net/town.ogawa/reiki_honbun/e354RG00000052.html 無し ⼀定期間 図書館等において⼀定期間保存 ⼩川町⽴図書館
⽐企郡⼩川町⼤字⼤塚９９番地
１

www.lib.ogawa.saitama.jp 総務課 ⽣涯学習課

49 川島町 有り 川島町⽂書管理規程 昭和６３年３⽉２５⽇ https://www.town.kawajima.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e357RG00000054.html 有り 永久 ⽂書庫棟において永久保存 川島町⽂書庫棟
⽐企郡川島町⼤字下⼋ツ林８７
０番地１

https://www.town.kawajima.saitama.jp
総務課 庶務・⼈権グ
ループ

総務課 庶務・⼈権グループ

50 吉⾒町 有り 吉⾒町⽂書取扱規程 平成１４年８⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.yoshimi/reiki_honbun/e358RG00000047.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 ⾃治財政課 ⾃治財政課

51 鳩⼭町 有り 鳩⼭町⽂書規程 平成１１年４⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/hatoyama/d1w_reiki/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

52 ときがわ町 有り ときがわ町⽂書管理規程 平成１８年２⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tokigawa/d1w_reiki/H418902200007/H418902200007.html 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

53 横瀬町 有り 横瀬町⽂書規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/yokoze/reiki_honbun/e360RG00000042.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

54 皆野町 有り 皆野町⽂書規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town.minano.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e361RG00000058.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

55 ⻑瀞町 有り ⻑瀞町⽂書規程 令和３年４⽉１⽇ https://www.town.nagatoro.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e362RG00000827.html 無し ⼀定期間
庁舎内及び外部委託の倉庫において⼀定期間
保存

総務課

56 ⼩⿅野町 有り
①⼩⿅野町⽂書取扱規程
②⼩⿅野町歴史資料の保存及び活⽤に関
する要綱

平成１７年１０⽉１⽇ ① https://www.town.ogano.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r232RG00000027.html
② https://www.town.ogano.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r232RG00000243.html 有り 永久 総合センターにおいて永久保存 ⼩⿅野総合センター

秩⽗郡⼩⿅野町⼩⿅野１２３番
地

総務課 教育委員会社会教育課

57 東秩⽗村 有り 東秩⽗村⽂書取扱規程 平成１４年５⽉１⽇ https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/e368RG00000054.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

58 美⾥町 有り 美⾥町⽂書取扱規程 平成１５年３⽉３１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/misato/d1w_reiki/H415902200002/H415902200002.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課庶務係

59 神川町 有り 神川町⽂書規程 平成１８年１⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/kamikawa/d1w_reiki/H418902200010/H418902200010.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

60 上⾥町 有り 上⾥町⽂書取扱規程 平成１７年３⽉２１⽇ https://www.town.kamisato.saitama.jp/d1w_reiki/H417902400005/H417902400005.html 無し 永久 出⼟⽂化財管理センターにおいて永久保存
出⼟⽂化財管理セン
ター

上⾥町児⽟郡上⾥町⼤字七本⽊
６７

https://www.town.kamisato.saitama.jp/1338.htm 総務課庶務係 ⽣涯学習課⽂化財係

61 寄居町 有り 寄居町⽂書管理規程 平成７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/yorii/reiki_honbun/e380RG00000075.html 無し ⼀定期間
鉢形城歴史館及び埋蔵⽂化財センターにおい
て⼀定期間保存

①鉢形城歴史館
②寄居町埋蔵⽂化財セ
ンター

⼤⾥郡寄居町⼤字鉢形２４９６
番地２

https://www.town.yorii.saitama.jp/site/rekishikan/ 総務課 教育委員会⽣涯学習課

62 宮代町 有り 宮代町⽂書処理規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/miyashiro/reiki_honbun/e386RG00000039.html 有り ⼀定期間 郷⼟資料館において⼀定期間保存 宮代町郷⼟資料館 南埼⽟郡宮代町⻄原２８９ https://www.town.miyashiro.lg.jp/category/10-0-0-0-0.html 総務課⽂書法規担当 教育推進課⽂化財保護担当

63 杉⼾町 有り 杉⼾町⽂書規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/sugito/reiki_honbun/e391RG00000064.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

64 松伏町 有り 松伏町⽂書管理規程 平成１４年９⽉２０⽇ https://www1.g-reiki.net/matsubushi/reiki_honbun/e392RG00000547.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

https://www.town.moroyama.saitama.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/e349RG00000059.html
https://www.town.moroyama.jp/soshikikarasagasu/rekishiminzokushiryokan/index.html
https://en3-jg.d1-law.com/ogose/d1w_reiki/H363902300004/H363902300004.html
https://en3-jg.d1-law.com/namegawa/d1w_reiki/H413902200001/H413902200001.html
http://www.lib.ogawa.saitama.jp
https://www.town.kawajima.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e357RG00000054.html
https://www.town.kawajima.saitama.jp
https://www1.g-reiki.net/town.yoshimi/reiki_honbun/e358RG00000047.html
https://en3-jg.d1-law.com/hatoyama/d1w_reiki/reiki.html
https://en3-jg.d1-law.com/tokigawa/d1w_reiki/H418902200007/H418902200007.html
https://www1.g-reiki.net/yokoze/reiki_honbun/e360RG00000042.html
https://www.town.minano.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e361RG00000058.html
https://www.town.nagatoro.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e362RG00000827.html
https://www.town.ogano.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r232RG00000243.html
https://www.town.ogano.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r232RG00000027.html
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/e368RG00000054.html
https://en3-jg.d1-law.com/misato/d1w_reiki/H415902200002/H415902200002.html
https://en3-jg.d1-law.com/kamikawa/d1w_reiki/H418902200010/H418902200010.html
https://www.town.kamisato.saitama.jp/d1w_reiki/H417902400005/H417902400005.html
https://www.town.kamisato.saitama.jp/1338.htm
https://www1.g-reiki.net/yorii/reiki_honbun/e380RG00000075.html
https://www.town.yorii.saitama.jp/site/rekishikan/
https://www1.g-reiki.net/miyashiro/reiki_honbun/e386RG00000039.html
https://www.town.miyashiro.lg.jp/category/10-0-0-0-0.html
https://www1.g-reiki.net/sugito/reiki_honbun/e391RG00000064.html
https://www1.g-reiki.net/matsubushi/reiki_honbun/e392RG00000547.html

