
当方 相手方
公表
年度

部局 課室

1 確認書 H11.4.2 港湾空港局長
南国市高知空港対策本
部長

高知空港拡張事業に伴う地権者との約束事項につ
いて、高知県と南国市双方が誠意を持って取り組む
ことを確認したもの。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間振興・
交通部

継続中

2 和食ダム建設事業 H11.5.20 知事

・瓜生谷地区対策協議
会
・芸西村長
・和食ダム対策協議会
長（立会）

和食ダム建設事業を円滑に促進するため、和食川
の治水・利水事業の必要性、瓜生谷地区の発展と豊
かな暮らしの確保等、相互の立場を理解したうえで
の覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 継続中

3 波介川河口導流事業 H11.6.10 知事
・新居を守る会会長
・高知工事事務所長
・土佐市長

事業の必要性など相互の立場を理解した上で、同事
業について協議を進めるため覚書を締結。国との仲
介役をする。農業振興策を実施する。

H13年度 土木部 河川課 土木部 継続中

4 用地買収の締結に先立っての確認書 H11.6.16 地域政策室長 ○○○○
用地買収に先立って、用地取得までの役割分担等を
事前に確認したもの

H13年度 企画振興部 地域政策室

相手側の事情により、代
替地の提供については

未了
その他は完結

5 共同施業団地に関する覚書 H11.6.29 知事
・四国森林管理局長
・各流域林業活性化セ
ンター

流域管理システムの推進に資するため、民有林と国
有林を一体とした適切かつ合理的な森林施業を行う
共同施業団地の設定のための覚書

H13年度 森林局 林業振興課
林業振興・環

境部
継続中

6 確認書 H11.7.13 高知空港整備事務所長
南国市高知空港対策本
部長

高知空港拡張事業に関連する内水対策について確
認したもの。

H13年度 港湾空港局
高知空港整
備事務所

中山間振興・
交通部

継続中

7
高知工科大学学生の派遣研修に関する覚
書

H11.7.13 教育長 高知工科大学長
高知工科大学の設置科目である「企業実習」の履修
生のうちの一部を研修生として教育委員会に派遣す
ることについて必要な事項を定めたもの

H16年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会 継続中

8
高知空港拡張整備事業に係る工事計画等
説明会における要望及び意見について（回
答）

H11.8.20

・高知空港整備事務所
長
・運輸省第三港湾建設
局高知港湾空港工事事
務所長

前浜土地改良区理事長
説明会における要望等に対して対応を回答したも
の。

H13年度 港湾空港局
高知空港整
備事務所

中山間振興・
交通部

継続中
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9
高知空港拡張整備事業に係る工事計画等
に対する要望等について（回答）

H11.9.14

・高知空港整備事務所
長
・運輸省第三港湾建設
局高知港湾空港工事事
務所長

田村西代井筋土地改良
区理事長

説明会における要望等に対して対応を回答したも
の。

H13年度 港湾空港局
高知空港整
備事務所

中山間振興・
交通部

継続中

10 確認書 H12.1.12 港湾空港振興課長 南国市企画課長
南国市が実施する日章公民館改築事業についての
協議結果を確認したもの。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間振興・
交通部

継続中

11 用地買収の締結にあたっての確認書 H12.1.17 地域政策室長 ○○○○
用地買収にあたって提供する代替地の場所等につ
いての確認書

H13年度 企画振興部 地域政策室

相手側の事情により、代
替地の提供については

未了
その他は完結

12 覚書 H12.2.27 商工労働部長
・野市町長
・野市町中ノ村地区水
源対策委員長

香南工業用水道の水源施設を設置して工業用水を
取水するに当たり、農業振興策・環境整備等を図る
ため。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 継続中

13 覚書 H12.2.27 商工労働部長
・野市町長
・野市町下地井地区水
源対策委員長

香南工業用水道の水源施設を設置して工業用水を
取水するに当たり、農業振興策・環境整備等を図る
ため。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 継続中

14 覚書 H12.2.27 商工労働部長
・野市町長
・野市町街中井周辺地
区水源対策委員長

香南工業用水道の水源施設を設置して工業用水を
取水するに当たり、農業振興策・環境整備等を図る
ため。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 継続中

15 覚書 H12.2.27 商工労働部長

・野市町長
・野市町ポリテクカレッ
ジ井周辺地区水源対策
委員長

香南工業用水道の水源施設を設置して工業用水を
取水するに当たり、農業振興策・環境整備等を図る
ため。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 継続中

16
送水管埋設用地への立入り等の使用に関
する覚書

H12.3.22 商工労働部長
高知職業能力開発短期
大学校長

大学校構内で高知県企業局及び野市町が施行した
送水管埋設の用地の地表部分を、大学校の円滑な
管理運営のため、無償で立入り等使用させる。

H13年度 商工労働部 労働政策課 商工労働部 継続中
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17
工場建設に伴う海洋深層水の分水等に関
する覚書

H12.3.23 知事

・ダイドードリンコ㈱代表
取締役社長
・㈱タケナカ代表取締役
社長

工場の建設に伴う深層水の分水について、下記事
項等を合意
①用地整備や工場建設の時期
②製品開発・表示時の協議
③特定分野への分水規制
④知的所有権の取扱い

H13年度 海洋局
海洋深層水
対策室

商工労働部 継続中

18
香南工水中央ポンプ場建設工事に関する
確認について

H12.3.30 企業局長
野市町土居地区水源対
策委員長

防護柵の設置位置と今後水害対策が取られた後の
防護柵の取扱

H13年度 企業局 工務課 公営企業局 継続中

19
高知大学大学院農学研究科の教育・研究
に対する連携協力に関する覚書

H12.3.31
産業技術委員会事務局
長（公印）

高知大学大学院農学研
究科長

高知大学が大学院に深層水科学講座を新設するに
当たって産業技術委員会所管の研究機関と連携し
た大学院とするための覚書。

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部

20
高知公共職業安定所に配置する高知県非
常勤職員の業務等に関する協定書

H12.4.1 知事 高知労働局長
高知公共職業安定所に配置する高知県非常勤職員
の業務等に関する協定書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部

21
春野総合運動公園内の陸上競技場の夜間
照明設備の建設について

H12.4.1 公園下水道課長 春野町西の谷部落長
夜間照明が、隣接する耕作地や集落に影響を及ぼ
すおそれがあるため

H13年度 土木部 公園下水道課 土木部 継続中

22 協定書 H12.4.3 知事

・運輸省第三港湾建設
局長
・運輸省大阪航空局長
・南国市長

田村地区に存在する市道高田西代線の廃止及び代
替道路についての協定書

H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

添付図面は省略

23 協定書 H12.4.3 知事

・運輸省第三港湾建設
局長
・運輸省大阪航空局長
・南国市長
・田村堰井筋土地改良
区理事長

田村地区に存在する用排水路の廃止及び代替新設
施設の建設、管理、引渡し等について協定したもの
（G1G2用水路、内水対策用排水路）

H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

添付図面は省略

24 協定書 H12.4.3 知事

・運輸省第三港湾建設
局長
・運輸省大阪航空局長
・南国市長

田村地区に存在する市道及び農道の廃止、代替の
新設道路についての協定書（1号場周道路、2号場周
道路、管理道路）

H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

添付図面は省略
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25 協定書 H12.4.3 知事

・運輸省第三港湾建設
局長
・運輸省大阪航空局長
・南国市長
・田村堰井筋土地改良
区理事長

田村地区に存在する用排水路の廃止及び代替新設
施設の建設、管理及び引渡しについての協定書（GH
用水路、田村川用排水路、田村川放水路）

H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

添付図面は省略

26 確認書 H12.4.5 高知空港整備事務所長

・運輸省第三港湾建設
局高知港湾空港工事事
務所長
・南国土木事務所長

H12.4.3付けの協定書の一部について確認したもの H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

27 波介川河口導流事業 H12.6.9 土木部長
・新居を守る会会長
・高知工事事務所長
・土佐市長

H11.6.10締結覚書とほぼ同じ H13年度 土木部 河川課 土木部 継続中

28
高知県計量検定所、高知市計量検査所及
び高知県計量協会との計量記念事業に関
する覚書

H12.6.13 計量検定所長
・高知市計量検査所長
・高知県計量協会会長

計量記念事業として実施する図画・ポスターコンクー
ルに要する費用負担割合に関する覚書。

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 継続中

29
平成12年度に実施する「海洋深層水共同
利用研究施設」実施設計委託業務に関す
る覚書

H12.7.1 知事
(社)日本海洋開発産業
協会長

室戸市高岡に資源エネルギー庁研究事業用として
建設する共同研究棟については、関係機関（国：資
源エネルギー庁海洋開発室（現鉱物資源課）、
NEDO、社団法人日本海洋開発産業協会(JOIA)、
県）の協議により、県とJOIAが共同で整備することと
なったため、実施設計の委託に先立ち、県とJOIAが
覚書を締結。

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部

30
ベンチャー企業の育成・支援事業に関する
覚書

H12.7.6 商工労働部長

・(財)高知県産業振興セ
ンター理事長
・高知県信用保証協会
会長

ベンチャー企業の育成・支援に関して、①融資制度
の運用及び損失補償、②育成支援基金の造成及び
運用、③支援及び関連事務の執行について定めた
もの。

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
完結（H12.7.6のみ継続

中）

31
国道494号道路改築工事による水路の付
替えに関する覚書

H12.9.5 知事 白石工業㈱代表取締役
国道494号道路改築工事の用地買収地内にある白
石工業㈱所有の工業用水路の補償物件引渡後の
管理協定

H13年度 土木部 道路課 土木部 継続中
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32
新宇治川放水路事業に伴う八田地区環境
整備事業要望

H12.9.11 知事

・明日の八田を考える会
会長
・高知工事事務所長
・伊野町長

産業振興・防災対策等の取り組み H13年度 土木部 河川課 土木部 継続中

33 背後地対策残事業の状況について H12.9.20 港湾課長
三里高知新港対策協議
会長

・種崎の緑地は、種崎防波堤の整備も含めた緑地整
備計画について再検討し、その成果により交渉を再
開する予定
・住吉池の整備について、地域政策室の取組の状況
は港湾課を通じて報告する。
・県道桂浜宝永線の歩道について、残事業について
は、H13年度に整備を行い完了する予定
・十市川の整備は地元に理解を得た後、事業再開の
手続きをし改修を進める予定

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 継続中

34 確認書 H12.10.5 海洋局長 赤穂化成㈱取締役社長

海洋深層水の有料分水に係る県有財産売払契約書
内容の補足確認
日量500立方メートルの分水限度をヒラメ親魚養成
施設が移転するまでの間は、300立方メートルを目
途

H13年度 海洋局
海洋深層水
対策室

H13.8頃に完結見込

35
新宇治川放水路の建設に伴う地下水の対
応等に関する覚書

H12.10.20 知事
・八田新生会会長
・高知工事事務所長
・伊野町長

放水路事業の建設の整備促進を図るため。八田地
区環境整備の対応

H13年度 土木部 河川課 土木部 継続中

36 防護管点検に関する覚書 H12.11.2
海洋深層水研究所長
（公印）

海洋科学技術センター
深海研究部長

海洋科学技術センターの地震観測用ケーブルと海
洋深層水研究の取水管は同じ場所から同じ方向で
沖合に伸長しており防護管の点検は同時に行う方が
合理的である。点検は年一回行い、実施は両者が
隔年で担当する。結果は相手機関にも報告する。点
検区間は渚部分から防護管が砂に埋もれる点まで
の約230mまでとする。（H12年度は海洋科学技術セ
ンターが実施した。）

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部

37 グラウンド使用に関する確約書 H12.11.8 高知小津高等学校長 隣接住民（４名）
小津高校のグラウンドの利用上の制限やボールに
よる家屋等の損害に対する措置について確約したも
である。

H13年度 教育委員会 総務課 教育委員会 継続中
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38 水枯渇に伴う損失補償に関する覚書 H12.12.7 教育長 水利権者（３名）
室戸高校校地拡張事業に伴う水枯渇に対して、代替
え施設を設置し、農業用水用のポンプの電気代の支
払等その維持管理に関する取り決めを行う。

H13年度 教育委員会 総務課 教育委員会 調整中

39 協定書 H12.12.21 知事
運輸省第三港湾建設局
長

運輸省が施行する高知空港拡張整備事業に伴い発
生する内水の湛水を解消するための費用補償につ
いて協定したもの。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間振興・
交通部

継続中

40 細目協定書 H12.12.21 知事
運輸省第三港湾建設局
長

H12.12.21の協定に関して、細目を協定したもの。 H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間振興・
交通部

継続中

41 クレー射撃競技施設整備に関する覚書 H13.1.26
国体局長

・芸西村長
・ミロク製作所取締役社
長
・ニッサンミロク代表取
締役社長

1.ミロク製作所及びニッサンミロクは、ニッサンミロク
射撃場を国体に必要な期間、芸西村に無償貸与す
る。
2.施設の整備はミロク製作所が行い、運営に必要な
施設は芸西村が整備する。 なお、施設整備は国体
開催のための必要最小限度とし、四者及び競技団
体で協議のうえ進める。
3.施設整備の経費は、芸西村及び県が負担するも
のとし、県が芸西村を通じてミロク製作所に補助し、
競技運営に必要な施設整備に要する経費は、県が
芸西村にその一部を補助する。

H13年度 国体局 競技課

42
緊急通行車両の事前届出に関する事務手
続について

H13.3.9 県 県生協連
H10.12.17協定に基づく物資供給を円滑に行うため、
緊急通行車両の事前届出について定めた申し合わ
せ事項。（県生協連からの要請）

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 継続中

43 協定書 H13.3.16 知事
高知県沿岸漁業振興協
会会長

水産資源の保護繁殖と沿岸漁民の所得向上などを
目的に設置した浮魚礁の維持管理運営及び利用に
関して交わした協定書

H19年度 海洋部 水産振興課 水産振興部 継続

44 災害時の医療救護についての協定書 H13.4.1 知事
・各市町村長
・県医師会長

災害対策基本法に基づき、県又は市町村が行う県
医師会に対する災害時の医療救護要請に関する協
定

H13年度 健康福祉部
長寿社会政
策課

健康政策部 継続中
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部局 課室

念書・覚書等整理表（締結年度：平成11～20年度）
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平成31年3月31日　現在

45 香南工業用水道に関する取水協定書 H13.4.25 知事 野市町長
野市町から地下水を取水し、香南工業用水道事業を
行うに当たり、野市町との間で取水位置、取水量な
どについて協定書としたもの。

H14年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 継続中

46
よさこい高知国体競技別リハーサル大会
における陸上自衛隊第2混成団の協力に
関する協定書

H13.5.23
よさこい高知国体実行
委員会会長

陸上自衛隊第2混成団
団長

よさこい高知国体競技別リハーサル大会において陸
上自衛隊の協力に係る諸条件を定めたもの
・銃剣道競技
・自転車(ロードレース）競技
・ライフル射撃(AR・AP・SFR・SSR)競技
・ライフル射撃(CP)競技
・山岳競技
・馬術競技

H14年度 国体局 総務課 継続中

47 波介川河口導流事業の容認に関する覚書 H13.6.6 知事
・新居を守る会
・四国地方整備局長
・土佐市長

波介川河口道流事業に関して、新居地区の発展と
豊かな暮らしの確保、波介川の治水事業の必要性
など相互の立場を理解したうえでの事業容認に関す
る覚書

H14年度 土木部 河川課 土木部 継続中

48
新居地域の振興策第一次検討案に記載さ
れている項目についての確認書

H13.6.6 部長
・新居を守る会
・高知工事事務所長
・土佐市長

新居地域の振興策第一次検討案に記載されている
項目についての確認

H14年度 土木部 河川課 土木部 継続中

49 確認書 H13.6.23 伊野土木事務所長 春野町長
春野町が実施する仁ノ地区多目的公園整備事業と
新川川復緊・助成事業の施行について確認したも
の。

H16年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 継続中

50 共同研究の推進に関する覚書 H13.8.6 知事

・国立高知医科大学学
長
・奈良県立医科大学産
科婦人科学教室
・赤穂化成㈱代表取締
役社長

【概要】
「閉経周辺期における骨粗鬆症及び骨重量低下婦
人に対する高知県海洋深層水の骨代謝に与える影
響」に関する研究を共同で実施
【背景】
海洋深層水の利用拡大・効用研究

H14年度 海洋局
海洋深層水
対策室
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51
高知空港移転補償跡地の耕土の利用に関
する覚書

H13.9.27 知事
国土交通省大阪航空局
高知空港事務所長

よさこい高知国体秋季大会の開会式の開催にあたり
駐車場が不足するため、会場近隣の農地（田）を仮
設駐車場として利用することとしたが、駐車場撤去後
において地盤沈下が予想され、耕土の不足を補うた
め、高知空港移転補償跡地の耕土を無償で利用す
ることを確約したもの

H14年度 国体局 運営課
継続中

耕土の利用については、
H14年度末に判断する

52
平成14年度よさこい高知国体競技別リ
ハーサル大会における陸上自衛隊第2混
成団の協力に関する覚書

H13.11.8
よさこい高知国体実行
委員会事務局長

・陸上自衛隊第2混成団
副団長
・1等陸佐

H13.5.23協定書の規定に基づき、細部事項について
取り決めをしたもの
・山岳競技
・馬術競技

H14年度 国体局 総務課

継続中
山岳・馬術競技のリハー
サル大会はH14.5～6に

実施

53 グランド整備工事に関する覚書 H13.12.3 教育長
㈱南海ケーブルテレビ
ジョン代表取締役

県立高知西高校グランド整備工事に起因するテレビ
電波受信障害対策についての取り決め。

H14年度 教育委員会 総務課 教育委員会 調整中

54 海洋深層水相互供給協定 H14.1.4
海洋深層水研究所長
（私印）

室戸市海洋深層水推進
課長（私印）

海洋深層水について、自然災害等により、自施設に
て取水が出来ない場合に限り、業務に支障のない範
囲内で相互供給する。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部

55
リフト付バス導入モデル事業費補助金によ
り導入するバスの運行に関する覚書の一
部を変更する覚書

H14.1.22 知事
㈲宮地観光バス代表取
締役

Ｈ10.12.10付で締結した覚書について、利用者の利
便性を図るため、相手方から年間予約の制度を廃止
し、随意予約で受け付ける制度へ変更したい旨の協
議があり、変更する覚書を締結した。

H14年度 健康福祉部 障害福祉課 地域福祉部 継続中

56 確認書 H14.3.12 知事
アサヒビール㈱代表取
締役社長

【概要】
H13.7.20締結契約書中の特許出願取り下げ手続き
に基づき本契約を解約
【背景】
契約条項に規定する事項の発生

H14年度 海洋局
海洋深層水
対策室

57 協定書（変更） H14.3.12 知事

・国土交通省四国地方
整備局長
・国土交通省大阪航空
局長
・南国市長

H12.4.3付け高知空港整備事業に伴う協定書の変更 H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課
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58 確認書 H14.3.13 知事
・赤穂化成㈱代表取締
役社長
・室戸市長

【概要】
H10.2.19締結覚書に規定する「固形塩」等の４項目に
かかる製品内容についての確認
【背景】
「固形塩」等４項目の製品内容の確認

H14年度 海洋局
海洋深層水
対策室

商工労働部 継続中

59 合意書 H14.3.29 知事 ㈱四国銀行取締役頭取
地方債の証券方式から証書借入方式への切替えに
ついて

H14年度 総務部 財政課 総務部 継続中

60
高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス
販売主任者免状及び液化石油ガス設備士
免状の交付事務に関する覚書

H14.4.1 知事 高圧ガス保安協会会長

H14.4.1付けで締結した免状交付事務に関する委託
契約書第3条（委託事務の内容）及び第7条（成果報
告書の提出）について、免状交付事務の合理化及び
簡素化を図るため、覚書を締結した。

Ｈ24年度 危機管理部
危機管理・防
災課

危機管理部 毎年更新

61
県立窪川高等学校改築工事に伴うテレビ
電波受信障害改善対策についての協定書

H14.4.22 教育長
テレビ電波共同受信施
設組合代表

県立窪川高等学校改築工事に伴うテレビ電波受信
障害対策として設置したテレビ電波共同受信施設の
維持管理に関する協定を締結
窪川高校北舎建設に伴うテレビ受信障害の解消
テレビ電波共同受信施設の設置及び維持管理

H15年度 教育委員会
児童生徒支
援課

教育委員会 継続中

62
電子計算機処理情報提供に関する覚書
（不動産取得税）

H14.6.10 知事 高知市長
市町村より提供を受けている新築家屋のデータにつ
いて、コンピューターファイルとして提供を受けるもの

H24年度 総務部 税務課 総務部 継続中

63

「エネルギー使用合理化海洋資源活用シ
ステム開発」事業に係わる海洋深層水共
同研究センターの管理及び運営に関する
覚書

H14.12.1 海洋深層水研究所長
(社)日本海洋開発産業
協会

経済産業省資源エネルギー庁の研究開発事業であ
る「エネルギー使用合理化海洋資源活用システム開
発」の現地実証研究施設として、高知県と（社）日本
海洋開発産業協会が室戸市高岡に合築方式で建設
した「海洋深層水共同研究センター」に係わる管理
運営事項を定めたもの。

H15年度 商工労働部
海洋深層水
研究所

商工労働部 継続

64 労働基準法第24条第1項に基づく協定書 H14.12.10 知事

・高知県職員労働組合
中央執行委員長
・高知県職員労働組合
現業評議会執行委員長

県から支給する給与からの控除について、労働基準
法第24条第1項の規定に基づき協定を締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 継続中

65 確認書 H15.1.16 南国土木事務所長 ○○○○
県道蟹越繁藤線道路敷地の公図の不連続個所にお
ける、土地所有権確認請求事件の判決結果を受け、
その解決方法を確認

H15年度 土木部
南国土木事
務所

土木部 継続
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66 防災キャラクターの使用についての覚書 H15.3.19 知事 ㈲やなせスタジオ
やなせたかし氏に制作していただいた防災キャラク
ターの使用についての覚書

H15年度 総務部 危機管理課 危機管理部 継続

67
高知県競馬組合の累積債務の処理に関す
る覚書

H15.3.19 知事 高知市長
高知県競馬組合の運営から生じた平成14年度末の
累積債務について、競馬事業におけるそれぞれの
負担割合に応じて負担することを確認する。

H15年度 農林水産部 農政企画課 農業振興部 継続

68 風力発電の契約変更について H15.3.28 企業局長
四国電力㈱田井営業所
長

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する
特別措置法」の制定に伴い、利用の対価が現行の
料金単価に含まれることを確認した。

H15年度 企業局 総務課 公営企業局 継続中

69
日本国高知県と大韓民国全羅南道の観
光・文化交流協定書

H15.5.30 知事 大韓民国全羅南道知事

高知県と大韓民国全羅南道は、約3000人の孤児を
育て「木浦の母」と慕われた田内千鶴子さんの記念
碑建立をきっかけに交流がはじまった。今後の観光・
文化分野での相互交流や友好関係を更に発展させ
ることを目的として協定書を締結した。

H16年度 文化環境部
観光振興課
文化推進課
国際交流課

観光振興部 継続中

70
確認書（平成15年3月の高知分水事業に係
る水利権更新について）

H15.6.19 企画振興部長

・土佐町長
・水資源開発公団吉野
川開発局長
・四国電力㈱高知支店
長
・高知市水道事業管理
者
・企業局長

H15.3の高知分水事業に係る水利権更新にあたって
の打合せ内容の確認書

H16年度 企画振興部
資源・エネル
ギー推進課

71 承諾書 H15.6.20 高知空港整備事務所長
農事組合法人久枝農事
組合理事長

久枝農事組合所有の農道を、吉川村道と併用して使
用することの承諾書

H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

72
高知空港滑走路延長事業における未買収
用地の補償道路等に関する覚書

H15.7.2 知事

・国土交通省大阪航空
局長
・国土交通省四国地方
整備局長

高知空港滑走路延長事業における未買収用地の補
償道路等に関する覚書

H16年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

73
高知女子大学学生の派遣研修に関する覚
書

H15.8.5 教育長 高知女子大学
高知女子大学から受け入れる学生の研修に関する
確認事項

H16年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会 継続中
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74
甫喜ヶ峰風力発電所の配電線系統連系に
係る覚書

H15.12.1 工務課長
四国電力㈱高知支店山
田営業所配電センター
長

甫喜ヶ峰風力発電所の発電電力を四国電力㈱に送
電することに伴う覚書

H16年度 企業局 工務課 公営企業局 継続中

75 確認書 H15.12.3 副知事

・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・高知市助役
・(社福)昭和会理事長

<背景>
(財)高知県魚さい加工公社の高知市移転に関して、
社会福祉法人昭和会及びおおなろ園の関係者か
ら、環境面及び新施設が使用できなくなった後も現
地で再度施設を設置し永久にこの場所で魚あらの処
理が行われるのではないかとの不安が多かった。
<概要>
1.公害防止及び環境保全に関する協定書の締結、
並びに施設の操業後の運営について協議するため
に「魚腸骨処理施設・おおなろ園連絡協議会」を設置
する。
2.施設からの排水は、3次処理を行い、施設の環境
基準値を遵守して放流する。
3.施設が操業を開始した日から10年後を目途とし
て、その後の施設のあり方についての協議を行う。

H16年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

76
感染症患者発生時の相互支援に関する協
定書

H15.12.8 知事 高知市長
SARS等緊急対応が必要とされる感染症患者が発生
した場合の患者移送に関する県及び高知市の相互
支援に関する協定書

H16年度 健康福祉部 健康対策課 健康政策部 継続

77
土佐国道事務所及び高知県における河川
情報共有化に関する覚書

H15.12.10 土木部長
国土交通省四国地方整
備局土佐国道事務所長

国分川及び舟入川の水位等の河川情報を一般国道
32号を含む、国分川、舟入川流域住民の洪水被害
の予防や迅速な避難等に役立てることを目的に、情
報ネットワークの整備及び情報の提供について、県
と国の役割分担を明文化したもの。

H16年度 土木部 河川整備課 土木部 継続中

78
地上権設定並造林契約調書の一部変更
（解約）に関する覚書

H15.12.22 知事 ○○○○ 地上権設定契約書の期間延長に関する覚書
H21年度
追加公表

林業振興・環
境部

森づくり推進
課

林業振興・環
境部

継続中
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部局 課室
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平成31年3月31日　現在

79 確約書 H15.12.24

・副知事
・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・高知市助役

・神田地区町内会連合
会会長
・鴨田地区町内会連合
会会長

<背景>
(財)高知県魚さい加工公社の高知市神田への移転
に関する地元対応の中で、施設移転後の環境保全
や施設の管理体制、施設の操業等に対する不安に
ついての意見が多く出され、公社とあわせて県、高
知市の今後の誠意ある対応を求められた。
<概要>
H15.12.3確認書と同じ

H16年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

80
波介川河口導流事業の工事着工に関する
覚書

H16.2.3 知事

・新居を守る会会長
・国土交通省四国地方
整備局長
・土佐市長

波介川河口導流事業により、波介流域（土佐市）の
浸水被害を大幅に軽減する目的で結んだ工事着工
に関する覚書

H16年度 土木部 河川整備課 土木部 継続中

81
確認書（波介川河口導流事業の工事着工
に関するもの）

H16.2.3 副知事

・新居を守る会会長
・国土交通省四国地方
整備局高知河川国道事
務所長
・土佐市長

波介川河口導流事業の工事着工に関し、新居地区
振興計画の実現に向けた確認書

H16年度 土木部 河川整備課 土木部 継続中

82 覚書 H16.4.1 高知若草養護学校長
(独)国立病院機構高知
病院長

国立高知病院分校の学校案内表示板設置に関し、
独立行政法人国立病院機構と締結した契約に附帯
した約定

H17年度 教育委員会
高知若草養
護学校

教育委員会 継続中

83
国立大学法人高知大学教育学部と高知県
教育委員会との連携協力に関する覚書

H16.6.21 教育長
国立大学法人高知大学

教育学部長

教員養成の充実、教員の資質・能力の向上及び教育上の
諸課題への対応のため、相互に連携協力して基礎的・実践
的な研究及び活動を行い、その成果を生かして高知県の教
育の充実・発展を図ることを定めた覚書

H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会 継続中

84 確認書 H16.6.30 副知事
・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・春野町長

(財)高知県魚さい加工公社が、高知市神田字治国
谷に設置した魚腸骨資源化施設を設置するにあた
り、施設の操業及び管理運営における公害防止及
び地域の環境保全に関する協定書の締結、並びに
創業後の運営を協議するための「魚腸骨処理施設
（春野地区）連絡協議会」の設置の確認書

H17年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中
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85
高知工科大学と高知県教育委員会との連
携協力に関する覚書

H16.11.2 教育長 高知工科大学長

高知工科大学と高知県教育委員会が、教育上の諸
課題への対応のため、相互に連携協力して基礎的・
実践的な研究及び活動を行い、その成果を生かして
高知県の教育の充実・発展を図ろうとするもの

H17年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会 継続中

86 地域の環境保全に関する協定書 H16.11.17
副知事（高知県知事職
務代理者）

・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・高知市長
・神田地区町内会連合
会会長

(財)高知県魚さい加工公社が、高知市神田字治国
谷に設置した魚腸骨資源化施設の操業及び維持管
理における公害防止及び地域の環境保全に関する
協定書

H17年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

87 地域の環境保全に関する協定書 H16.11.17
副知事（高知県知事職
務代理者）

・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・高知市長
・(社福)昭和会

(財)高知県魚さい加工公社が、高知市神田字治国
谷に設置した魚腸骨資源化施設の操業及び維持管
理における公害防止及び地域の環境保全に関する
協定書

H17年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

88 地域の環境保全に関する協定書 H17.1.17 知事

・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・春野町長
・春野町西分自治会会
長
・長谷環境委員会会長

(財)高知県魚さい加工公社が、高知市神田字治国
谷に設置した魚腸骨資源化施設の操業及び維持管
理における公害防止及び地域の環境保全に関する
協定書

H17年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

89 地域の環境保全に関する協定書 H17.1.28 知事

・(財)高知県魚さい加工
公社理事長
・高知市長
・鴨田校区町内会連合
会会長

(財)高知県魚さい加工公社が、高知市神田字治国
谷に設置した魚腸骨資源化施設の操業及び維持管
理における公害防止及び地域の環境保全に関する
協定書

H17年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

90
一級河川仁淀川水系新堀川新居排水機場
の譲渡に係る譲渡協定書

H17.2.25 知事 土佐市長
一級河川仁淀川水系新堀川に設置している新居排
水機場を国土交通省に譲渡することについての協定
書

H17年度 土木部 河川管理課 土木部 継続中

91 受給電力用計量装置に関する申合書 H17.3.10 工務課長
四国電力㈱電力輸送本
部系統運用部制御シス
テムグループリーダー

受給電力計量器の適正化を図るため、計量装置の
管理についての申合書

H17年度 企業局 工務課 公営企業局 継続中
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92
海洋深層水に関する共同研究による研究
成果の事業化についての覚書

H17.4.1 知事
㈱エイチプライビイ・ライ
フサイエンス代表取締
役

相手側企業との共同研究により開発した海洋深層
水ミネラル調製液を使用した事業化に向けて、ミネラ
ル調製液の供給等に関する基本的な事項について
定めた。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部 継続中

93 ミネラル調製液の供給に関する協定書 H17.9.9 知事
㈱エイチプライビイ・ライ
フサイエンス代表取締
役

相手側企業とH17.4.1付けで締結した覚書に基づき、
ミネラル調製液の供給等に関するより具体的な事項
について定めた。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部 継続中

94 発電設備の電力系統連携に係る覚書 H17.11.1 企業局長
四国電力㈱高知支店電
力部長

永瀬・吉野・杉田発電所に設置した発電機を電力系
統物部川線に系統連携するにあたり、発電機の運
転等に関する取り扱い

H18年度 企業局 工務課 公営企業局 継続中

95
エコサイクルセンター建設に伴う日高村振
興策確認書

H17.12.28 知事
日高村長
（立会人日高村議会議
長）

H17.11、エコサイクルセンターの施設計画の変更に
伴い、日高村振興策について、日高村との協議の
上、見なおしを行ない、その内容を確認書として取り
交わした。

H18年度 文化環境部
エコプロジェ
クト推進課

林業振興・環
境部

継続中

96
高知県水産試験場横浪林海研究交流セン
ターを活動拠点とした研究・交流に関する
協定書

H18.2.23 産業技術担当理事

・京都大学フィールド科
学教育研究センター長
・高知大学大学院黒潮
圏海洋科学研究科長

京都大学、高知大学が横浪林海研究交流センター
を活用して研究・教育活動や地域との交流を進める
ための基本的な事項について定めた。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

97
横浪林海研究交流センターを活用した「池
ノ浦・里海構想」実現のための協定書

H18.2.23 産業技術担当理事

・京都大学フィールド科
学教育研究センター長
・高知大学大学院黒潮
圏海洋科学研究科長
・池ノ浦漁業協同組合
長理事
・須崎市長

京都大学、高知大学が横浪林海研究交流センター
を活用して「池ノ浦・里海構想」の実現に向けた調
査・研究を進めるにあたって、周辺海域を漁場とする
池ノ浦漁協との了解事項について定めた。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

須崎市長は立会人

98
コンクリート及び建設材料(金属・石材)の強
度試験の民間委託

H18.3.9 土木部長
高知県生コンクリート工
業組合理事長

コンクリート及び建設材料(金属・石材)の強度試験実
施機関として、外部団体を認定するあたり、信頼性
の確保などを目的として締結した協定書

H21年度
追加公表

土木部 建設検査課 土木部 継続
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99 駐車場の使用に関する覚書 H18.3.16 障害福祉課長 高知県立盲学校
(財)身体障害者連合会に委託している視覚障害者
生活相談事業・訓練事業の実施に必要な駐車場の
確保のために締結する覚書

H18年度 健康福祉部 障害福祉課 地域福祉部 継続中

100 覚書 H18.3.16 心の教育センター長
高知大学教育学部附属
教育実践総合センター
長

高知大学教育学部と交わした覚書により、「スマイル
ふれんど派遣研究活動実施要領」に基づく研究活動
を推進する。

H18年度 教育委員会
児童生徒支
援課

教育委員会 継続中

101 小動物管理センター運営に関する協定書 H18.4.1 知事 高知市長
高知市と協同運営する中央小動物管理センターに
関する協定

H25年度 健康政策部 食品・衛生課 健康政策部 継続

102
高知県・高知市病院企業団の病院事業に
係る普通交付税についての協定書

H19.3.29 知事 高知市長
高知県・高知市病院企業団の病院事業に係る普通
交付税について、経費の負担割合に応じて、構成団
体で精算しようとするもの。

H19年度 総務部 財政課 総務部 継続中

103 賃金控除に関する協約 H19.4.1 局長
高知県企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第24条の規定に基づき、職員に支払う
賃金から控除する項目についての協約

H21年度
追加公表

公営企業局 総務課 公営企業局 継続中

104 組合活動に関する労働協約 H19.4.1 局長
高知県企業局労働組合
執行委員長

組合活動、組合活動の範囲、組合専従等、組合活
動に関する協約

H21年度
追加公表

公営企業局 総務課 公営企業局 継続中

105
高知大学総合情報センター(図書館）と高
知県立図書館の相互協力に関する協定書

H19.5.30 高知県立図書館長
高知大学総合情報セン
ター長

図書館資料の相互貸借など、両館が所有する情報
資源を有効に活用し、双方の利用者へのサービス向
上と、県民の生涯学習環境の増進に寄与するため
の協定書

H20年度 教育委員会 図書館 教育委員会 継続中

106
宿毛湾港工業流通団地の先行取得用地の
再取得方針に関する確認書

H19.10.10 知事
・宿毛市長
・宿毛市土地開発公社
理事長

宿毛湾港工業流通団地への企業進出に先立ち、宿
毛市土地開発公社が先行取得した土地の再取得方
法の確認書

H20年度 土木部 港湾課 土木部 継続中

107
宿毛湾港工業流通団地の相互負担及び管
理等に関する確認書

H19.10.10 知事 宿毛市長
施設整備（管理）にあたっての相互理解と住民等へ
の対応に関する覚書

H20年度 土木部 港湾課 土木部 継続中

108
宿毛市に移管済みの団地内道路の売却に
関する確認書

H19.10.10 知事 宿毛市長
団地内道路を進出企業に売却する際の道路埋設物
等についての処分に関する確認書

H20年度 土木部 港湾課 土木部 継続中
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109
包括業務提携に関する基
本合意書

H19.10.31 知事
㈱ローソン代表取締役
社長ＣＥＯ

観光案内などの観光振興や県政の情報発信、県産
品の販路拡大、災害時の支援、地域防災等の安全･
安心、雇用機会の創出や健康・福祉に関する取り組
みなど県の広範囲にわたる事業を協働して実施する
ため、包括的に業務提携を行うために交わした合意
書

H20年度 政策企画部
企画調整課
（政策企画
課）

産業振興推
進部

継続中

110
一般国道33号高知西バイパス周辺整備事
業に関する覚書

H19.11.20 土木部長

・高知西バイパス鎌田
地区対策協議会長
・いの町長
・土佐国道事務所長

一般国道33号高知西バイパスを円滑に施工するに
あたり、自動車道の通過する地区からの周辺整備等
についての要望に関する合意を証する覚書

Ｈ24年度 土木部 道路課 土木部 継続中

111
一般国道33号高知西バイパス建設に関す
る確認書

H20.1.31 土木部長

・高知西バイパス鎌田
地区対策協議会長
・いの町長
・土佐国道事務所長

一般国道33号高知西バイパスの建設を円滑に施工
するにあたっての確認書

Ｈ24年度 土木部 道路課 土木部 継続中

112 転載許諾に関する覚書 H20.2.4 水産試験場長 ㈱緑書房
㈱緑書房の出版物に掲載した高知県の著作物の二
次使用許諾について交わした覚書

H20年度 産業技術部 知的財産課 商工労働部

113 十津排水機場の内水排除に関する協定書 H20.2.26 知事 高知市長
浸水被害を防止するため、管理及び操作に関し必要
な事項を定める

H21年度 土木部 海岸課 土木部 継続

114 太陽光発電サービス協定書 H20.3.4 知事
有限責任事業組合よさ
こいメガソーラー職務執
行者

高知県女性相談支援センターにおいて、よさこいメガ
ソーラーが所有する太陽光発電施設の設置による
自然エネルギーの共同利用を行うために必要な事
項を定めるための協定書

H20年度 文化環境部
県民生活・男
女共同参画
課

文化生活ス
ポーツ部

継続中

115
高知県内におけるテレメーター傍受に関す
る協定書

H20.3.11 知事
(独)水資源機構吉野川
局長

水資源機構の水文データの傍受・配信協定
H21年度
追加公表

土木部 河川課 土木部 継続

116
洪水時における新御在所橋の通行制限に
関する覚書

H20.3.14 永瀬ダム管理事務所 香美市長
洪水時における永瀬ダムからの放流量の情報提供
及び市道白石・清爪線の新御在所橋の通行制限に
ついての覚書

H20年度 土木部
永瀬ダム管
理事務所

土木部 継続中

117
国立大学法人高知大学と高知県との国際
連携に関する協定書

H20.3.25 文化環境部長
高知大学国際･地域連
携センター長

国立大学法人高知大学と高知県相互の連携を強化
し、地域における国際化のより一層の発展に資する
ための協定書

H20年度 文化環境部 文化・国際課
文化生活ス
ポーツ部

継続中
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118
国立大学法人高知大学と高知県との安徽
大学留学生等受け入れに関する事業実施
覚書

H20.3.25 国際交流課長
高知大学研究協力部地
域連携課長

国立大学法人高知大学と高知県相互の連携を強化
し、安徽省との一層の交流促進を図るため、安徽大
学からの教職員及び学生の受入についての覚書

H20年度 文化環境部 文化・国際課
文化生活ス
ポーツ部

継続中

119
高知県・高知市病院企業団の病院事業に
係る特別交付税についての協定書

H20.3.28 知事 高知市長
高知県・高知市病院企業団の病院事業に係る特別
交付税について、経費の負担割合に応じて、構成団
体で精算しようとするもの。

H20年度 総務部 財政課 総務部 継続中

120
(財)高知県青年会館敷地の歴史的経過に
関する申し入れ

H20.3.31 高知県教育委員会
(財)高知県青年会館理
事長他6名

高知県青年会館敷地貸付契約について、H19.11.7、
高知県青年会館から当該県有地について、期間無
制限で、使用料を無償にしてほしいとの申し入れ

H20年度 教育委員会 生涯学習課 教育委員会 継続中

121
「高知県がん検診受診率向上プロジェクト」
協定書

H20.7.23 知事
・㈱高知銀行
・東京海上日動火災保
険㈱

がん検診の受診率の向上に向けた取組みを進める
ための協定

H23年度 健康政策部 健康づくり課 健康政策部 継続中

122 県営住宅家賃代理納付に関する覚書 H20.9.25 住宅課長 高知市生活福祉課長
生活保護法による生活扶助の代理納付の実施及び
事務手続きに関すること

H21年度
追加公表

土木部 住宅課 土木部 継続

123 高知の森づくりに関する覚書 H20.11.2 知事 四国森林管理局
H16.11、四国四県知事と四国森林管理局長が「四国
の森づくりに関する共同宣言」を行い、この共同宣言
を具体的に進めるため覚書を締結

H21年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

継続中

124
一般国道33号高知西バイパス周辺整備事
業に関する覚書

H21.1.21 土木部長

・高知西バイパス枝川
地区対策協議会
・いの町長
・土佐国道事務所長

一般国道33号高知西バイパスを円滑に施工するに
あたり、自動車道の通過する地区からの周辺整備等
についての要望に関する合意を証する覚書

Ｈ24年度 土木部 道路課 土木部 継続中

125
都市計画道路はりまや町一宮線の施行に
伴う、電線共同溝の整備等に関する覚書

H21.3.18 知事 高知市長

県が施行する都市計画道路はりまや町一宮線（はり
まや工区）の整備に伴い、県が将来管理する県道後
免中島高知線と高知市が将来管理する市道北街17
号線の電線共同溝の整備等に関する覚書

H21年度 土木部 都市計画課 土木部 継続

126
災害時における応急生活物資の供給に関
する協定

H17.9.1 知事

社団法人　高知県エル
ピーガス協会
（現在　一般社団法人
高知県LPガス協会）

　災害時における応急生活物資の供給確保に係る
協定

H27年度 危機管理部 消防政策課 危機管理部 継続中
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127
大規模な災害発生時における消火活動の
水利確保に関する協定

H17.9.7 高知県知事
高知県生コンクリート協
同組合連合会

災害時における消火活動を実施するための水利確
保に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

128
災害派遣に関する高知県知事と陸上自衛
隊第１４旅団長との協定

H18.4.17 高知県知事 陸上自衛隊第１４旅団
災害時における陸上自衛隊第１４旅団の派遣に関
する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

129
災害時における災害救助犬の出動に関す
る協定

H19.2.26 高知県知事
（社）ジャパンケネルクラ
ブ

災害時における被災者の捜索活動を実施するため
の災害救助犬の出動に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

130
災害時における自動販売機在庫品の無償
提供に関する協定

H19.8.31 高知県知事
ダイドードリンコ（株）中
四国支店

災害時における災害対応型自動販売機の機内在庫
品の無償提供に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

131
災害時における自動販売機在庫品の無償
提供に関する協定

H19.12.17 高知県知事 （株）ムラタ
災害時における災害対応型自動販売機の機内在庫
品の無償提供に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

132
災害時における自動販売機在庫品の無償
提供に関する協定

H19.12.17 高知県知事 （株）ジャパンビバレッジ
災害時における災害対応型自動販売機の機内在庫
品の無償提供に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

133
災害時における自動販売機在庫品の無償
提供に関する協定

H20.1.21 高知県知事
四国コカ・コーラボトリン
グ（株）

災害時における災害対応型自動販売機の機内在庫
品の無償提供に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

134
災害時における石油類燃料の供給に関す
る協定

H20.2.21 高知県知事
高知県石油業協同組
合

災害時における石油類燃料の供給に関する協定 H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

135 災害時における物資供給に関する協定 H20.6.20 高知県知事
ＮＰＯ法人コメリ災害対
策センター

災害時における物資の供給に関する協定 H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

136
大型バケット（HL7600)の管理・運用に関す
る協定

H20.8.15 高知県知事 陸上自衛隊第１４旅団
災害時における空中消火用バケットの管理及び運
用に関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

137 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定
H17.12.26
(H22.8.17)
(H24.7.31)

高知県知事 土佐清水市
災害時において使用する備蓄物資の適正な保管に
関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中

138 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定
H19.10.31
(H21.3.17)

高知県知事 安芸市
災害時において使用する備蓄物資の適正な保管に
関する協定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部 継続中
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139
高知県立希望が丘学園における学校教育
実施に伴う確認書

H12.3.28
こども課長

教育委員会教職員課長

南国市教育委員会学校
教育課長

児童福祉法の改正に伴い、入所中の児童に義務教
育（小学校教育）を実施するにあたり、関係機関の役
割分担を明確にするための確認書

H26年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部 継続中

140 県有財産の一部使用に係る協定書 H12.3.28 知事 南国市長

児童福祉法の改正に伴い、入所中の児童に義務教
育を実施するにあたり、児童自立支援施設希望が丘
学園内（県有財産）に南国市立岡豊小学校希望が丘
分校を開設するための協定

H26年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部 継続中

141 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 H17.12.26 知事 土佐清水市長
災害救助法が適用された災害において使用する備
蓄物資の適正な保管を行うための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H17年度に別で公表済)

142 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 H19.10.31 知事 安芸市長
災害救助法が適用された災害において使用する備
蓄物資の適正な保管を行うための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)

143
災害発生時における飲料水の調達に関す
る協定

H18.1.11 知事
四国コカ・コーラボトリン
グ㈱

災害対策基本法に規定する地震、風水害その他に
よる災害及び武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災
害等が発生した場合における飲料水の確保を図る
ための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H17年度に別で公表済)

144
災害発生時における飲料水の調達に関す
る協定

H18.2.20 知事 大塚食品㈱

災害対策基本法に規定する地震、風水害その他に
よる災害及び武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災
害等が発生した場合における飲料水の確保を図る
ための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H17年度に別で公表済)

145
災害発生時における飲料水の調達に関す
る協定

H18.2.7 知事 マリンゴールド㈱

災害対策基本法に規定する地震、風水害その他に
よる災害及び武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災
害等が発生した場合における飲料水の確保を図る
ための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H17年度に別で公表済)

146
災害発生時における飲料水の調達に関す
る協定

H18.2.7 知事 ひまわり乳業㈱

災害対策基本法に規定する地震、風水害その他に
よる災害及び武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災
害等が発生した場合における飲料水の確保を図る
ための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H17年度に別で公表済)

147
災害発生時における飲料水の調達に関す
る協定

H18.2.7 知事 ㈱小谷穀粉

災害対策基本法に規定する地震、風水害その他に
よる災害及び武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災
害等が発生した場合における飲料水の確保を図る
ための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H17年度に別で公表済)

148
災害発生時における飲料水の調達に関す
る協定

H19.8.31 知事
ダイドードリンコ㈱中四
国支店

災害対策基本法に規定する地震、風水害その他に
よる災害及び武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災
害等が発生した場合における飲料水の確保を図る
ための協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)
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149
高知県における地域の見守り活動に関す
る協定書

H19.4.6 知事

・高知新聞販売所高新
会
・株式会社高知新聞社
・高知県民生委員児童
委員協議会連合会

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができることを目指して、地域の中で支援が必要と
思われる世帯や子どもの安全などの見守り活動に
対して、協力し、地域福祉の向上に寄与するための
協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)

150
高知県における地域の見守り活動に関す
る協定書

H19.8.28 知事
・株式会社サンプラザ
・高知県民生委員児童
委員協議会連合会

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができることを目指して、地域の中で支援が必要と
思われる世帯や子どもの安全などの見守り活動に
対して、協力し、地域福祉の向上に寄与するための
協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)

151
高知県における地域の見守り活動に関す
る協定書

H19.10.19 知事
・こうち生活協同組合
・高知県民生委員児童
委員協議会連合会

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができることを目指して、地域の中で支援が必要と
思われる世帯や子どもの安全などの見守り活動に
対して、協力し、地域福祉の向上に寄与するための
協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)

152
高知県における地域の見守り活動に関す
る協定書

H19.11.29 知事

・高知ヤクルト販売株式
会社
・高知県民生委員児童
委員協議会連合会

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができることを目指して、地域の中で支援が必要と
思われる世帯や子どもの安全などの見守り活動に
対して、協力し、地域福祉の向上に寄与するための
協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)

153
高知県における地域の見守り活動に関す
る協定書

H20.10.8 知事

・四国電力株式会社（高
知支店、中村支店）
・高知県民生委員児童
委員協議会連合会

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができることを目指して、地域の中で支援が必要と
思われる世帯や子どもの安全などの見守り活動に
対して、協力し、地域福祉の向上に寄与するための
協定

H27年度 健康福祉部 保健福祉課 地域福祉部
継続中

(H19年度に別で公表済)

154
災害救助に必要な米穀の調達に関す
る協定書

H17.7.20
(H18.9.29)

知事 高知食糧株式会社
地震、風水害等の大規模災害発生時(武力攻
撃事態を含む）における米穀の調達及びとう
精について定めた協定書。

H27年度 農業振興部 農業政策課 農業振興部 継続中

155
災害救助に必要な米穀の調達に関す
る協定書

H17.7.20
(H18.9.29)

知事 西内株式会社
地震、風水害等の大規模災害発生時(武力攻
撃事態を含む）における米穀の調達及びとう
精について定めた協定書。

H27年度 農業振興部 農業政策課 農業振興部 継続中

156
船舶による輸送等災害応急対策に関する
協定書

H21.3.27 高知県知事
高知県水難救済会会長
高知海上保安部長

大規模地震等の災害発生時において、海上におけ
る緊急輸送等の災害応急対策を確保するための船
舶による輸送等の業務に関する協力

H27年度 水産振興部 漁業管理課 水産振興部 継続中

157
災害時における遺体の搬送に関する協定
書

H18. 3.27 知事
社団法人全国霊柩自動
車協会四国支部連合会
長

大規模災害時に、広範囲の市町村で短期間に多数
の火葬等を行う必要が発生し、火葬場への搬送困
難な状況が想定され、遺体の搬送を迅速に行うため
協定を締結したもの

H28年度 健康政策部 食品・衛生課 健康政策部 継続中
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158
災害時における葬祭用具等の供給に関す
る協定書

H19. 3.26 知事
全日本葬祭業協同組合
連合会四国ブロック会

大規模災害時に、広範囲の市町村で短期間に多数
のご遺体の処理を行う必要が発生し、お棺、ドライア
イス、骨ツボなどの葬祭用具が必要となることが想
定され、県内の市町村に対して迅速な葬祭用具の供
給支援をすることを目的に協定を締結したもの

H28年度 健康政策部 食品・衛生課 健康政策部 継続中

159 DV等被害者の支援に関する協定書 H20.11.18 知事

国際ソロプチミスト県内
８クラブ(国際ソロプチミ
スト安芸・幡多・高知・室
戸・南国・須崎・土佐・よ
さこい高知）

DVの防止と被害者の保護及び被害者が自立に向け
た生活を始めるために必要な支援に関する協定書

Ｈ28年度 文化生活部
県民生活・男
女共同参画

課

文化生活ス
ポーツ部

継続中

160 職員の併任に係る協定書
H19.8.1
(H29.4.1)

知事 高知県競馬組合管理者

H19.8.1付け人事異動により、農林振興部副部長（競
馬担当）が高知県競馬組合管理者を併任することに
なったことによる当該職員の勤務条件等に関する協
定書

H28年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部 継続中

161
高知県と気象庁が共同して行う土砂災害
警戒情報に関する協定

H19.6.1
(H25.8.30)
(H27.4.1)

知事 気象庁
土砂災害警戒情報の発表に関する役割等を定めた
協定書。

H28年度 土木部 防災砂防課 土木部 継続中

162
土砂災害警戒情報等の実施に係る高知県
と高知地方気象台間の気象・砂防情報等
の交換に関する協定

H19.6.1 知事 高知地方気象台
土砂災害警戒情報の発表に関し、装置の設置や点
検管理、情報交換を定めた協定

H28年度 土木部 防災砂防課 土木部 継続中

163
土砂災害警戒情報等の実施に係る高知県
と高知地方気象台間の気象・砂防情報等
の交換に関する細目協定

H19.6.1
(H22.10.21)
(H25.10.1)

防災砂防課長
高知地方気象台防災業
務課

土砂災害警戒情報の発表に関し、装置の設置や点
検管理、情報交換の細目を定めた協定

H28年度 土木部 防災砂防課 土木部 継続中

164
高知県土砂災害警戒情報に関する実施要
領

H19.6.1
(H22.5.27)
(H22.10.21)
(H25.10.1)
(H27.4.1)
(H28.3.17)

高知県土木部長
高知県危機管理部長

高知地方気象台
土砂災害警戒情報の発表に関し、発表基準や発表
方法、情報の伝達方法などを定めた協定

H28年度 土木部 防災砂防課 土木部 継続中

165
災害時における柔道整復師支援活動に関
する協定書

H20.7.15 知事
社団法人高知県柔道整
復師会

災害時における災害支援活動に関し、県から支援要
請に応じて、相手方が行う協力に関する協定

H29年度 健康政策部 医事薬務課 健康政策部 継続中

166
災害救助に必要な食料品の調達に関する
協定書

H18.1.4 知事
高知県園芸農業協同組
合連合会

災害発生時における食料品（野菜・果実等生鮮食品
並びに加工品）の調達について定めた協定書

H29年度 農業振興部 園芸流通課 農業振興部 継続中

167
災害時における災害廃棄物処理等の協力
に関する協定書

H20.11.4 知事

社団法人高知県産業廃
棄物協会（現：一般社団
法人高知県産業廃棄物
協会）

　南海地震、風水害等大規模な災害が発生した場合
において、当該災害により発生した廃棄物の撤去、
収集・運搬、処分等に関し、協力を要請するに当たっ
ての必要な事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

168
災害時における災害廃棄物処理等の協力
に関する協定書

H20.11.4 知事
高知県リサイクル協会
（現：一般社団法人高知
県リサイクル協会）

　南海地震、風水害等大規模な災害が発生した場合
において、当該災害により発生した廃棄物の撤去、
収集・運搬、処分等に関し、協力を要請するに当たっ
ての必要な事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中
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169
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事

イオンリテール株式会
社西日本カンパニー四
国事業部ジャスコ高知
店

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

170
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事
社団法人高知県バス協
会（現：一般社団法人高
知県バス協会）

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

171
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事
高知県ハイヤー協会
（現：一般社団法人高知
県ハイヤー協会）

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

172
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事
高知市ハイヤー協同組
合

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

173
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事
社団法人高知県トラック
協会（現：一般社団法人
高知県トラック協会）

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

174
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事 株式会社四国銀行
市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

175
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事 株式会社高知銀行
市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

176
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事 高知県経営者協会
市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

177
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事 旭食品株式会社
市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

178
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事
日本たばこ産業株式会
社四国支店

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

179
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.10.10 知事
高知県商工会議所連合
会

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

180
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.12.22 知事
社団法人高知県工業会
（現：一般社団法人高知
県工業会）

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

181
清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ
協定

H20.12.22 知事

社団法人高知県産業廃
棄物協会（現：一般社団
法人高知県産業廃棄物
協会）

市町村や県民等の関係者と連携協力して、県民等
の美化意識の高揚のと県土の美観の保持及び回復
の促進を図るため実施にする事項を定めた協定

H30年度 文化環境部 環境対策課
林業振興・環

境部
継続中

182
大規模災害時における民間賃貸住宅の媒
介に関する協定書

H17.8.26 知事
社団法人高知県宅地建
物取引業協会

大規模災害発生時における民間賃貸住宅の媒介に
関する協定

H30年度 土木部 住宅課 土木部 継続中

183
大規模災害時における民間賃貸住宅の媒
介に関する協定書

H17.9.29 知事
社団法人全日本不動産
協会高知県本部

大規模災害発生時における民間賃貸住宅の媒介に
関する協定

H30年度 土木部 住宅課 土木部 継続中

184
災害時における住宅復興に向けた協力に
係る基本協定書

H16.2.9 知事 住宅金融公庫四国支店
災害時における住宅相談等の施策に係る協力に関
する協定

H30年度 土木部 住宅課 土木部 継続中
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185
高知県被災建築物応急危険度判定士の召
集に関する協定書

H15.2.10 知事
社団法人高知県建築士
会

大規模災害発生時において、余震等による建築物
の倒壊等から二次災害を防ぐため行う被災建築物
応急危険度判定を迅速に行うため判定士派遣の支
援に関する協定を締結したもの。

H30年度 土木部 建築指導課 土木部 継続中

186
子ども・高齢者・女性の安全シェルターに関
する協定書

H19.11.20
知　事
教育長

県警察本部長

(社)高知県柔道整復師
会長

地域の子どもを犯罪や事故からの被害防止、危険
事態等からの回避等を目的に、子どもの一時的な緊
急避難場所として高知県柔道整復師会が行う「かけ
こみ整骨院」の取組を中心に、子どもの安全活動に
関し、協定を締結するもの。

H30年度 教育委員会
学校安全対

策課
教育委員会 継続中

187 子どもの安全活動に関する協定書 H20.8.29
知　事
教育長

県警察本部長

(株)高知銀行取締役頭
取

地域の子どもを犯罪や事故からの被害防止、危険
事態等からの回避等を目的に、子どもの一時的な緊
急避難場所として高知銀行が行う「こども110ばんの
ぎんこう」の取組を中心に、子どもの安全活動に関
し、協定を締結するもの。

H30年度 教育委員会
学校安全対

策課
教育委員会 継続中

188 子どもの安全シェルターに関する協定書 H20.11.11
知　事
教育長

県警察本部長

(社)高知県自動車整備
振興会長

地域の子どもを犯罪や事故からの被害防止、危険
事態等からの回避等を目的に、子どもの一時的な緊
急避難場所として高知県自動車整備振興会が行う
「こども110ばんのくるまやさん」の取組を中心に、子
どもの安全活動に関し、協定を締結するもの。

H30年度 教育委員会
学校安全対

策課
教育委員会 継続中
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