
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 ⼭梨県 有り ⼭梨県⾏政⽂書管理規程 平成１８年４⽉１⽇ https://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001297.html 有り 永久 図書館等において永久保存 ⼭梨県⽴図書館 甲府市北⼝２−８−１  https://www.lib.pref.yamanashi.jp/ 総務部⾏政経営管理課 総務部⾏政経営管理課

2 甲府市 有り 甲府市⽂書取扱規程 昭和３８年７⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/e602RG00000091.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない ⾏政経営部総務課

3 富⼠吉⽥市 有り 富⼠吉⽥市⽂書管理規則 平成９年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/fujiyoshida/reiki_honbun/e603RG00000053.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

4 都留市 有り 都留市⽂書取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/section/reiki/act/frame/frame110000087.htm 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

5 ⼭梨市 有り ⼭梨市⽂書管理規程 平成１７年３⽉２２⽇ https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/reiki_int/reiki_honbun/r189RG00000063.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

6 ⼤⽉市 有り ⼤⽉市⽂書取扱規程 昭和６３年５⽉３１⽇ https://www.city.otsuki.yamanashi.jp/reiki/reiki_honbun/e607RG00000053.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務管理課

7 韮崎市 有り 韮崎市公⽂書管理規程 平成２８年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80731BD1&houcd=H428902210002&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

8 南アルプス市 有り
南アルプス市⽂書管理規
程

平成１５年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/minami-alps/reiki-honbun/r007RG00000427.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

9 北杜市 有り 北杜市⽂書管理規程 平成１６年１１⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

10 甲斐市 有り 甲斐市⽂書管理規程 平成１６年９⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

11 笛吹市 有り 笛吹市⽂書管理規程 令和４年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

12 上野原市 有り 上野原市⽂書管理規程 平成１７年２⽉１３⽇ https://www1.g-reiki.net/uenohara/reiki_honbun/r175RG00000042.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

13 甲州市 有り 甲州市⽂書管理規程 平成１７年１１⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/koshu/reiki_honbun/r208RG00000046.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

14 中央市 有り 中央市⽂書管理規程 平成１８年２⽉２０⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

15 市川三郷町 有り 市川三郷町⽂書管理規程 平成１７年１０⽉１⽇ http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/reiki_int/reiki_honbun/r209RG00000021.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

16 早川町 有り 早川町⽂書管理規程 昭和３９年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/town.hayakawa.yamanashi/reiki_honbun/e630RG00000031.html 有り 永久 町⺠会館において永久保存 早川町⺠会館 南巨摩郡早川町保５０９ 総務課 教育委員会

17 ⾝延町 有り ⾝延町⽂書管理規程 平成１６年９⽉１３⽇ https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/reiki/act/frame/frame110000059.htm 無し 永久 庁舎内及び右記施設において永久保存
①湯之奥⾦⼭博物館
②歴史⺠俗資料館

①南巨摩郡⾝延町上之平１７８７
②南巨摩郡⾝延町⼋⽇市場５４２

https://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/ 総務課
総務課
教育委員会⽣涯学習課

18 南部町 有り 南部町⽂書取扱規程 平成１５年３⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

19 富⼠川町 有り 富⼠川町⽂書管理規程 平成２２年３⽉８⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 財務課

20 昭和町 有り 昭和町⽂書管理規程 平成１４年３⽉２２⽇ https://www1.g-reiki.net/town.showa.yamanashi/reiki_honbun/e637RG00000054.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

21 道志村 有り 道志村⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ http://www.vill.doshi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e655RG00000026.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

22 ⻄桂町 有り ⻄桂町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

23 忍野村 有り 忍野村⽂書管理規程 平成２３年７⽉４⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

24 ⼭中湖村 有り ⼭中湖村⽂書管理規程 平成１４年４⽉１⽇ https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80736B77&houcd=H414902200002&no=1&totalCount=3&fromJsp=SrMj 有り 永久 庁舎内において永久保存 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

25 鳴沢村 有り 鳴沢村⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/vill.narusawa/reiki_honbun/e662RG00000021.html 有り 永久 庁舎内及び総合センターにおいて永久保存 鳴沢村総合センター 南都留郡鳴沢村１４５１−２１ https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/gyosei/muragyosei/shisetsu/bunkashisetsu/index.html 総務課
総務課
教育委員会

26 富⼠河⼝湖町 有り
富⼠河⼝湖町⽂書管理規
程

平成２１年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/fujikawaguchiko/reiki_honbun/r015RG00000632.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

27 ⼩菅村 有り ⼩菅村⽂書管理規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/vill.kosuge/reiki_honbun/e664RG00000296.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

28 丹波⼭村 有り 丹波⼭村⽂書管理規程 令和２年１０⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

https://www1.g-reiki.net/vill.narusawa/reiki_honbun/e662RG00000021.html
https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/gyosei/muragyosei/shisetsu/bunkashisetsu/index.html
https://www1.g-reiki.net/fujikawaguchiko/reiki_honbun/r015RG00000632.html
https://www1.g-reiki.net/vill.kosuge/reiki_honbun/e664RG00000296.html

