
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 奈良県 有り 奈良県⾏政⽂書管理規則 平成１３年３⽉３０⽇ https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/k401RG00000040.html 有り 永久 図書情報館において永久保存 奈良県⽴図書情報館
奈良市⼤安寺⻄１丁⽬１０００
番地

https://www.library.pref.nara.jp/ 総務部法務⽂書課
⽂化・教育・くらし創造部
奈良県⽴図書情報館 図書・
公⽂書課

2 奈良市 有り 奈良市⾏政⽂書管理規則 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

3 ⼤和⾼⽥市 有り ⼤和⾼⽥市⽂書規則 平成１１年４⽉１⽇ https://www.city.yamatotakada.nara.jp/ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部法務課

4 ⼤和郡⼭市 有り ⼤和郡⼭市⽂書編さん保存規程 平成８年４⽉１⽇ https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k404RG00000050.html 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

5 天理市 有り 天理市⽂書取扱規規程 昭和６２年３⽉２７⽇ https://en3-jg.d1-law.com/tenri/d1w_reiki/H362902210001/H362902210001.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

6 橿原市 有り 橿原市⽂書取扱規程 昭和３２年１⽉１⽇ https://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/H332902300001/H332902300001.html 有り 永久 ⾹久⼭体育館において永久保存
橿原市⽴⾹久⼭体育館
内書庫

橿原市南⼭町６２４ 総務部総務課
⼦ども・健康推進部スポーツ
推進課

7 桜井市 有り 桜井市⽂書整理保存規程 昭和５９年１１⽉１２⽇ https://en3-jg.d1-law.com/sakurai/d1w_reiki/H359902210007/H359902210007.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

8 五條市 有り ⽂書編さん保存規程 昭和３２年１０⽉１５⽇ https://www.city.gojo.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k408RG00000037.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 市⻑公室企画政策課

9 御所市 有り 御所市⽂書取扱規程 平成１９年３⽉３０⽇ https://www.city.gose.nara.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k409RG00000636.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

10 ⽣駒市 有り ⽣駒市⾏政⽂書管理規則 令和４年２⽉１０⽇ https://www.city.ikoma.lg.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k410RG00000740.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

11 ⾹芝市 有り ⾹芝市⽂書取扱規程 平成３年１０⽉１⽇ https://krk411.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

12 葛城市 有り 葛城市⽂書取扱規程 平成１６年１０⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.katsuragi/reiki_honbun/r053RG00000033.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

13 宇陀市 有り 宇陀市⾏政⽂書取扱規程 平成１８年１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

14 ⼭添村 有り ⼭添村⽂書管理規程 平成１５年３⽉２５⽇ https://www.yamazoe.nara.jp 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

15 平群町 有り ⽂書編さん保存規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.hegurinara.jp 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務部総務防災課

16 三郷町 有り 三郷町⽂書管理規程 平成１０年４⽉１⽇ https://www.town.sango.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/k416RG00000048.html 有り 永久 図書館において永久保存 三郷町⽴図書館 三郷町勢野⻄１−４−４ http://www.lib.sango.nara.jp/ 総務部総務課 総務部総務課

17 斑鳩町 有り 斑鳩町役場⽂書取扱規程 昭和５５年１０⽉９⽇ https://www.town.ikaruga.nara.jp./reiki_int/reiki_honbun/k417RG00000057.html 有り ⼀定期間
庁舎内及び⽂化財活⽤センターにおいて⼀定
期間保存

斑鳩町⽂化財活⽤セン
ター

⽣駒郡斑鳩町法隆寺⻄１−１１
−１４

https://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000145.html 総務部総務課
総務部総務課
教育委員会事務局⽣涯学習課
（⽂化財活⽤センター）

18 安堵町 有り 安堵町処務規程・⽂書管理⼿引書 昭和３９年６⽉２５⽇ https://www.town.ando.nara.jp/html/reiki_honbun/k418RG00000020.html 無し ⼀定期間 歴史⺠俗資料館において⼀定期間保存 安堵町歴史⺠俗資料館 ⽣駒郡安堵町⼤字東安１３２２ http://mus.ando-rekimin.jp 総合政策課 教育推進課

19 川⻄町 有り 川⻄町⽂書取扱規程 平成１８年９⽉１⽇ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k419RG00000384.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

20 三宅町 有り 三宅町⽂書規程 昭和５９年１２⽉２８⽇ 無し 永久 ⽂化ホールにおいて永久保存 三宅町⽂化ホール 三宅町⼤字伴堂６８９ 総務部総務課 教育総務課

21 ⽥原本町 有り ⽥原本町⽂書管理規程 平成１６年３⽉１０⽇ http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/reiki_int/reiki_honbun/e200RG00000512.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

22 曽爾村 有り ⽂書編さん保存規程 平成１６年１⽉２７⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

23 御杖村 有り ⽂書の編さん保存規程 平成１３年３⽉３０⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

24 ⾼取町 有り ⽂書編さん保存規程 昭和４４年１１⽉２５⽇ http://www.town.takatori.nara.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/k428RG00000027.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 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 明⽇⾹村 有り ⽂書編さん保存規程 昭和５５年３⽉２７⽇ https://asukamura.jp/reiki/reiku_menu.html 無し 永久 庁舎内及び公⺠館において永久保存 明⽇⾹村中央公⺠館 明⽇⾹村⼤字岡５５番地 https://asukamura.jp 総務財政課 総務財政課

26 上牧町 有り 上牧町公印、契印及び公⽂書管理規程 昭和４６年１１⽉２２⽇ https://krk432.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 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

27 王寺町 有り 王寺町⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ https://www.town.oji.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/k433RG00000416.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

28 広陵町 有り 広陵町⽂書管理規程 平成１９年４⽉１⽇ http://www.town.koryo.nara.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k434RG00000445.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

29 河合町 有り ⽂書編さん保存規程 平成１１年４⽉１⽇ https://www.town.kawai.nara.jp/chosei/reiki/index/html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

30 吉野町 有り 吉野町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

31 ⼤淀町 有り ⼤淀町⽂書管理規程 平成１３年３⽉１５⽇ https://www.town.oyodo.lg.jp/reiki_honbun/k437RG00000045.html 無し 永久 ⽂化会館及び⽂化センターにおいて永久保存
①⼤淀町⽂化会館
②⼤淀町⽴杉本記念⽂
化センター

①吉野郡⼤淀町⼤字桧垣本２０
９０番地
②吉野郡⼤淀町⼤字増⼝５２５
番地

総務部総務課 教育委員会⽂化振興課

32 下市町 有り 下市町⽂書取扱規程 平成１５年６⽉２７⽇ https://www.town.shimoichi.lg.jp/kids/reiki/reiki_honbun/k438RG00000400.html 有り 永久 観光⽂化センターにおいて永久保存 下市観光⽂化センター
吉野郡下市町⼤字下市３０７１
番地

https://www.town.shimoichi.lg.jp/category/4-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html 財務監理課 教育委員会

33 ⿊滝村 有り ⽂書編さん保存規程 平成２２年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

34 天川村 有り 天川村⽂書編集保存規程 平成２１年６⽉２６⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

35 野迫川村 有り ⽂書編さん保存規則 昭和４９年３⽉２８⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

36 ⼗津川村 有り ⼗津川村⽂書取扱規程 平成１６年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

37 下北⼭村 有り 下北⼭村役場庶務規程 平成１４年１２⽉１８⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

38 上北⼭村 有り 上北⼭村⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

39 川上村 有り 川上村⽂書取扱規程 平成２３年４⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務税務課

40 東吉野村 有り ⽂書編さん保存規程 平成１３年６⽉２２⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務企画課
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