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1 新潟県 有り 新潟県公⽂書の管理に関する条例 令和２年４⽉１⽇ https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bunsho/0276925.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 新潟県⽴⽂書館
新潟市中央区⼥池南３丁⽬１−
２

https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=569 総務部法務⽂書課 教育庁⽣涯学習推進課

2 新潟市 有り 新潟市公⽂書管理条例 令和３年１０⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A803552FE&houcd=H503901010003&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 有り 永久  ⽂書館において永久保存 新潟市⽂書館 新潟市北区太⽥８６２番地１ https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kanko/bunka/rekishi/niigatasibunshokan/index.html 総務部総務課
⽂化スポーツ部歴史⽂化課⽂
書館

3 ⻑岡市 有り ⻑岡市⽂書規則 昭和５８年４⽉１⽇ https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate03/jyourei/reiki/reiki_honbun/e403RG00000065.html 有り 永久 図書館において永久保存
⻑岡市⽴中央図書館⽂
書資料室

⻑岡市坂之上町３−１−２０ https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/?page_id=134 総務部庶務課 中央図書館

4 三条市 有り 三条市⽂書規程 平成１７年５⽉１⽇ https://www.city.sanjo.niigata.jp/section/reiki/reiki_int/reiki_honbun/r182RG00000023.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部⾏政課

5 柏崎市 有り 新潟県柏崎市⽂書取扱規程 昭和５０年７⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8035768F&houcd=H350902200005&no=2&totalCount=4&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総合企画部総務課

6 新発⽥市 有り 新発⽥市⽂書管理規程 平成１８年９⽉１⽇ https://krz200.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

7 ⼩千⾕市 有り ⼩千⾕市⽂書取扱規程 昭和５３年３⽉３０⽇ https://www1.g-reiki.net/ojiya/reiki_honbun/j800RG00000023.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

8 加茂市 有り 新潟県加茂市処務規則 昭和３３年６⽉２⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80357693&houcd=H333902100005&no=2&totalCount=34&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

9 ⼗⽇町市 有り ⼗⽇町市⽂書取扱規則 平成２４年４⽉１⽇ https://www.city.tokamachi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000994.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
総務部総務課⾏政管理
係

10 ⾒附市 有り ⾒附市⽂書規程 令和３年４⽉１⽇ http://www2.city.mitsuke.niigata.jp/database/reiki_int/reiki_honbun/e411RG00000079.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課⾏政係

11 村上市 有り 村上市⽂書規程 平成２０年４⽉１⽇ https://www.city.murakami.lg.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

12 燕市 有り 燕市⽂書取扱規程 平成１８年３⽉２０⽇ https://www1.g-reiki.net/city.tsubame/reiki_honbun/r353RG00000044.html 無し ⼀定期間 中央公⺠館において⼀定期間保存 燕市中央公⺠館 燕市⽔道町１−３−２８ https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kyoiku/3/115/1031.html 総務部総務課 教育委員会社会教育課

13 ⽷⿂川市 有り ⽷⿂川市⽂書規程 平成１７年３⽉１９⽇ https://krr105.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 庁舎内及び旧浦本⼩学校において永久保存 旧浦本⼩学校 ⽷⿂川市中浜４３３番地 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7349.htm 総務部総務課 教育委員会事務局こども課

14 妙⾼市 有り 妙⾼市⽂書取扱規程 平成１３年３⽉３０⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A803576F6&houcd=H413902200033&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課広報広聴係

15 五泉市 有り 五泉市⽂書規程 平成１８年１⽉１⽇ https://www.city.gosen.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/e417RG00000062.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

16 上越市 有り 上越市⽂書規程 昭和４６年４⽉２９⽇ https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/soumukanri/reiki.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務管理部総務管理課

17 阿賀野市 有り 阿賀野市⽂書事務取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.city.agano.niigata.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r027RG00000031.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

18 佐渡市 有り 佐渡市⽂書規程 平成１６年３⽉１⽇ https://www.city.sado.niigata.jp/reiki_int/reiki_honbun/r028RG00000863.html 有り ⼀定期間 庁舎内等において⼀定期間保存
総務部総務課総務⾏⾰
係

19 ⿂沼市 有り ⿂沼市⽂書管理規程 平成１６年１１⽉１⽇ https://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務政策部総務⼈事課

20 南⿂沼市 有り 南⿂沼市⽂書管理規程 平成１６年１１⽉１⽇ https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG00000047.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

21 胎内市 有り
①胎内市⽂書取扱規程
②胎内市⽂書編さん保存規程

平成１７年９⽉１⽇ ①https://www1.g-reiki.net/tainai/reiki_honbun/r192RG00000064.html
②https://www1.g-reiki.net/tainai/reiki_honbun/r192RG00000065.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課庶務係

22 聖籠町 有り 聖籠町⽂書管理規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.seiro/reiki_honbun/e427RG00000041.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

23 弥彦村 有り 弥彦村⽂書編さん保存規程 昭和３７年１２⽉３⽇ https://www.vill.yahiko.niigata.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない
総務部総務課総務⼈事
係

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

24 ⽥上町 有り ⽥上町役場⽂書取扱規程 昭和４３年５⽉３０⽇ http://www.town.tagami.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e447RG00000040.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課庶務防災係

25 阿賀町 有り 阿賀町⽂書規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www.town.aga.niigata.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r174RG00000026.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

26 出雲崎町 有り 出雲崎町⽂書規程 平成１０年９⽉２４⽇ https://www.town.izumozaki.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e459RG00000045.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

27 湯沢町 有り 湯沢町⽂書編さん保存規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town-yuzawa/reiki_honbun/e469RG00000032.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務管理課

28 津南町 有り 津南町⽂書取扱規程 昭和６２年４⽉１⽇ https://www.town.tsunan.niigata.jp 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

29 刈⽻村 有り 刈⽻村⽂書規程 平成１５年４⽉１⽇ http://www.kariwa.niigata.jp/reiki_int/reiki_menu.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

30 関川村 有り 関川村⽂書取扱規程 平成３１年４⽉１⽇ http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/reiki_int/reiki_menu.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課総務班

31 粟島浦村 無し 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

http://www.town.tagami.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e447RG00000040.html
https://www.town.aga.niigata.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r174RG00000026.html
https://www.town.izumozaki.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e459RG00000045.html
https://www1.g-reiki.net/town-yuzawa/reiki_honbun/e469RG00000032.html
https://www.town.tsunan.niigata.jp
http://www.kariwa.niigata.jp/reiki_int/reiki_menu.html
http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/reiki_int/reiki_menu.html

