
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 徳島県 有り 徳島県公⽂書管理規則 平成１３年１０⽉１⽇ https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00001011.html 有り 永久 ⽂書館において永久保存 徳島県⽴⽂書館
徳島市⼋万町向寺⼭
⽂化の森総合公園内

https://archive.bunmori.tokushima.jp/   監察局法制⽂書課
⽂化の森振興センター
⽂書館

2 徳島市 有り 徳島市⽂書取扱規程 昭和３８年５⽉１５⽇ http://reiki.city.tokushima.tokushima.jp/reiki_honbun/o002RG00000058.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

3 鳴⾨市 有り 鳴⾨市⽂書管理規則 平成１９年４⽉１⽇ https://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/reiki_int/reiki_kana/kana_default.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 企画総務部総務課

4 ⼩松島市 有り ⼩松島市⽂書取扱規則 平成１３年１⽉１⽇ http://www2.city.komatsushima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s200RG00000497.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務部総務課

5 阿南市 有り 阿南市⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www1.g-reiki.net/anan/reiki_honbun/o005RG00000652.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

6 吉野川市 有り 吉野川市⽂書管理規程 平成１６年１０⽉１⽇ http://www2.city.yoshinogawa.lg.jp>reiki>reiki_honbun/r036RG00000024.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

7 阿波市 有り 阿波市⽂書管理規程 平成１７年４⽉１⽇ https://www.city.awa.lg.jp/jyorei/reiki_honbun/r095RG00000022.html 無し 永久

庁舎内及び⼟成歴史館において永久保存

※旧⼟成町分のみ⼟成歴史館において永久保
存

阿波市⽴⼟成歴史館
阿波市⼟成町⼟成字丸⼭４６番
地１

https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040100016/ 企画総務部企画総務課
教育委員会事務局教育部社会
教育課

8 美⾺市 有り 美⾺市⽂書管理規程 平成１７年３⽉１⽇ https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/reiki_int/reiki_honbun/r096RG00000021.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

9 三好市 有り 三好市⽂書規程 平成１８年３⽉１⽇ https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/r257RG00000025.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務部総務課

10 勝浦町 有り 勝浦町⽂書編さん保存規程 昭和４２年９⽉１⽇ https://en3-jg.d1-law.com/katsuura/d1w_reiki/H342902200005/H342902200005.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務防災課

11 上勝町 有り 上勝町⽂書規程 昭和４２年３⽉１０⽇ https://wwwkamikatsu.jp/ 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

12 佐那河内村 有り 佐那河内村役場処務規程 昭和４６年７⽉１⽇ https://www.vill.sanagochi.lg.jp/reiki/reiki_menu.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

13 ⽯井町 有り ⽯井町⽂書保存規程 平成１４年１⽉１⽇ https://www.town.ishii.lg.jp/reiki_honbun/o009RG00000036.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

14 神⼭町 有り 神⼭町⽂書取扱規程 平成１５年４⽉１⽇ https://www.town.kamiyama.lg.jp 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

15 那賀町 有り 那賀町⽂書取扱規程 平成１７年３⽉１⽇ https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/gyosei/reiki/reiki_honbun/r093RG00000025.html 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

16 牟岐町 有り 牟岐町⽂書取扱規程 平成１４年４⽉１⽇ https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o020RG00000229.html 無し ⼀定期間
庁舎内及び海の総合⽂化センターにおいて⼀
定期間保存

牟岐町海の総合⽂化セ
ンター

海部郡牟岐町⼤字川⻑字新光寺
８２番地

 https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/ 総務課 教育委員会

17 美波町 有り 美波町⽂書管理規程 平成１８年３⽉３１⽇ http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 総務課

18 海陽町 有り 海陽町⽂書管理規程 平成１８年３⽉３１⽇ https://www.town.kaiyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r094RG00000020.html 無し ⼀定期間 庁舎内及び博物館において⼀定期間保存 海陽町⽴博物館
海部郡海陽町四⽅原字杉⾕７３
番地

https://www.town.kaiyo.lg.jp/bunka
mura/shisetsu/hakubutsukan/

総務課 教育委員会

19 松茂町 有り 松茂町⽂書事務取扱規程 平成１２年４⽉１⽇ https://www.town.matsushige.tokushima.jp/reiki_int 無し 永久 歴史⺠俗資料館において永久保存 松茂町歴史⺠俗資料館
板野郡松茂町広島字四番１１−
１

https://www.town.matsushige.toku
shima.jp

総務課 教育委員会社会教育課

20 北島町 有り
町⻑が保有する公⽂書の管理に関する規
則

平成１３年４⽉１⽇ https://www.town.kitajima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o025RG00000060.html 有り 永久 庁舎内において永久保存 総務課

21 藍住町 有り 公⽂書作成の⼿引き 平成３０年１０⽉１⽇ 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務企画課

22 板野町 有り 板野町⽂書取扱規程 平成２０年７⽉１⽇ https://ns.town.itano.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/h900RG00000403.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

23 上板町 有り 上板町⽂書取扱規程 平成１８年４⽉１⽇ https://www.townkamiita.jp/reiki_int/reiki_honbun/o028RG00000362.html 無し ⼀定期間 庁舎内において⼀定期間保存 総務課

24 つるぎ町 有り つるぎ町⽂書事務規程 平成１７年３⽉１⽇ 無し 歴史公⽂書の選別を⾏っていない 管理防災課

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 東みよし町 有り 東みよし町⽂書管理規程 平成１８年３⽉１⽇ https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r259RG00000017.html 無し 永久 庁舎内において永久保存 総務課

https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r259RG00000017.html

