
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 和歌⼭県 有り 和歌⼭県公⽂書管理規程 平成１３年４⽉１⽇ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00001351.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 和歌⼭県⽴⽂書館
和歌⼭市⻄⾼松１丁⽬７番３８
号

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/ 総務部総務管理局総務課 企画部企画政策局⽂化学術課

2 和歌⼭市 有り 和歌⼭市⽂書取扱規程 平成４年４⽉１⽇ https://krt800.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務局総務部総務課

3 海南市 有り 海南市⽂書管理規程 平成２９年９⽉１１⽇ https://www.city.kainan.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/r219RG00000690.html 有り 永久 歴史⺠俗資料館において永久保存 海南市歴史⺠俗資料館 海南市⽊津２２３−２３ https://www.city.kainan.lg.jp/shiseijoho/shiyakusho/sisetusyosai/shiryokan.html 総務部総務課 教育委員会⽣涯学習課

4 橋本市 有り 橋本市⽂書取扱規程 平成１８年３⽉１⽇ https://www.city.hashimoto.lg.jp/section/reiki_honbun/r282RG00000040.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

5 有⽥市 有り 有⽥市⽂書事務取扱規程 昭和６２年３⽉３１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 経営管理部総務課

6 御坊市 有り 御坊市⽂書取扱規則 平成１３年４⽉１⽇ http://www.city.gobo.wakayama.jp/gobo/reiki_int/reiki_honbun/k506RG00000064.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課庶務係

7 ⽥辺市 有り ⽥辺市⽂書規程 平成１７年５⽉１⽇ https://www.city.tanabe.lg.jp/reiki/H417902300010/H417902300010.html 有り ⼀定期間
庁舎内及び市⽴図書館において⼀定期間保
存

⽥辺市⽴図書館 ⽥辺市東陽３１番１号 https://lib.city.tanabe.lg.jp/tosho/ 総務部総務課 教育委員会⽂化振興課

8 新宮市 有り 新宮市⽂書取扱規程 平成１７年１０⽉１⽇ https://www.city.shingu.lg.jp/div/soumu-1/htm/d1w_reiki/H417902200006/H417902200006.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

9 紀の川市 有り 紀の川市⽂書取扱規則 平成１７年１１⽉７⽇ https://www1.g-reiki.net/kinokawa/reiki_honbun/r252RG00000059.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 岩出市 有り 岩出市⽂書管理規程 平成２６年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/city.iwade/reiki_honbun/r352RG00000597.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 紀美野町 有り 紀美野町⽂書取扱規程 平成１８年１⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

12 かつらぎ町 有り かつらぎ町役場⽂書取扱規程 平成１５年２⽉２８⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

13 九度⼭町 有り 九度⼭町⽂書管理規程 平成１８年１⽉１⽇ 有り 永久 永年書庫において永久保存 永年書庫
伊都郡九度⼭町九度⼭１１５９
−３

総務課 総務課

14 ⾼野町 有り ⾼野町⽂書取扱保存規程 昭和４２年１０⽉１⽇ http://www.town.koya.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/k521RG00000029.html 有り 永久 中央公⺠館において永久保存 ⾼野町中央公⺠館 伊都郡⾼野町⾼野⼭４８６ https://www.town.koya.wakayama.jp/town/shisetsu/623.html 総務課 教育委員会

15 湯浅町 有り 湯浅町⽂書簿冊整理保存規程 昭和３６年５⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/yuasa/d1w_reiki/mokuji_index.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

16 広川町 有り 広川町⽂書編纂保存規程 昭和４０年９⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

17 有⽥川町 有り
①有⽥川町⽂書取扱規程
②有⽥川町⽂書整理保存規程

①平成２４年３⽉３０⽇
②平成１８年１⽉１⽇

https://www.town.aridagawa.lg.jp/section/reiki_taikei/taikei_default.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務政策部総務課

18 美浜町 有り 美浜町⽂書等の管理に関する規則 平成１４年１１⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

19 ⽇⾼町 無し 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

20 由良町 有り 由良町⽂書取扱規程 平成１２年１２⽉２５⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務政策課

21 印南町 有り 印南町⽂書編さん保存規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town.wakayama-inami.lg.jp/reiki/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 公⺠館において⼀定期間保存 印南町公⺠館
⽇⾼郡印南町⼤字印南２００９
番地１

http://www.town.wakayama-inami.lg.jp 総務課 教育委員会

22 みなべ町 有り みなべ町⽂書管理規程 平成１６年１０⽉１⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

23 ⽇⾼川町 有り ⽇⾼川町⽂書管理規程 平成１７年５⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

24 ⽩浜町 有り ⽩浜町⽂書取扱規程 平成１８年３⽉１⽇ http://www.town.shirahama.wakayama.jp/index.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

25 上富⽥町 有り 上富⽥町⽂書整理保存規程 平成１２年５⽉２５⽇ http://www.town.kamitonda.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/k541RG00000047.html 無し 永久 図書館において永久保存 上富⽥町⽴図書館
⻄牟婁郡上富⽥町朝来７５８−
１

https://www.lib-eye.net/kamitonda/ 総務課 教育委員会

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 すさみ町 有り すさみ町⽂書管理⼿引書 平成１５年４⽉１⽇ 有り 永久 庁舎内等において永久保存 総務課

27 那智勝浦町 有り 那智勝浦町⽂書規程 平成７年９⽉２７⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

28 太地町 有り
①太地町⽂書取扱規程
②太地町⽂書編さん保存規程

昭和６０年８⽉１７⽇ 有り 永久 旧グリーンピア南紀において永久保存
旧グリーンピア南紀
（エリアセンター）

太地町森浦１５−１ 総務課 総務課

29 古座川町 有り 古座川町公⽂書管理規程 平成１７年６⽉１０⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

30 北⼭村 有り 北⼭村⽂書等管理規程 平成１２年４⽉１⽇ 無し ⼀定期間 庁舎内及び村⺠会館において⼀定期間保存 村⺠会館 北⼭村⼤字⼤沼６６ 総務課 教育委員会

31 串本町 有り 串本町⽂書規程 平成１７年４⽉１⽇ http://town.kushimoto.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/r218RG00000520.html 有り 永久 図書館及び体育館において永久保存
①町⽴図書館
②町⽴体育館

①串本町串本２３６７
②串本町串本２４２７番地

① https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/kosodate/toshokan/
② https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/kosodate/sports/taiikukan.html 総務課 教育委員会教育課
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