
令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

1
中筋川ダム建設に伴う公共補償等に関す
る要望

日付不明 県
・三原村
・建設省

中筋川ダム建設に伴う公共補償等に関する要望事項へ
の建設省及び高知県回答。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

2
共同出願契約書第4条及び共有発明実施
契約書第5条に定める「地域振興」の適用
についての確認事項

特許共同出
願時

海洋局長
㈱シュウウエムラ化粧品常務
取締役

工業所有権実施許諾審査会における可否の判断基準の
確認 H13年度 海洋局

海洋深層水
対策室

完結

3 覚書 S27.6.21 知事 高知県職員組合執行委員長
1.職員の労務管理については組合の意志を十分尊重す
る
2.職員の人事に関し双方同数の委員をもって構成する諮

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

4 文書協定 S27.9.24 知事 高知県職員組合執行委員長

1.知事　安んじて勤務できるよう努める。委員長　職員は
県民に対する奉仕の向上を図る。
2.職員の福利厚生の向上に積極的に努力。
3.職員の人事について事前に人事諮問委員会に諮る。

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

5 高知県人事諮問委員会規程 S27.9.24 知事 高知県職員組合執行委員長
S27.9.24文書協定にかかる人事諮問委員会の設置につ
いて

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

6 了解事項 S27.9.24 知事 高知県職員組合執行委員長

1.　S27.9.24協定は道義的責任を規定して県政の円滑な
運営を図ろうとするもの。
2.　職員の人事とは、一般職員に重大な影響を及ぼすポ
ストへの職員以外からの任用、機構改革に伴う人員整

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

7 覚書 S28.5.31 知事 高知県職員組合執行委員長
S27.9.24付け文書協定の期間延長

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

8 覚書 S30.10.15 総務部長 高知県職員組合執行委員長
文書事務集中管理の実施についての取扱い
＊正本相手側

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

9 協定 S30.12.12 知事 高知県職員組合執行委員長
知事、委員長交代に伴うS27.9.24付け協定書の書き直し
＊知事印なし

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

10 高知県人事諮問委員会規定 S30.12.12 知事 高知県職員組合執行委員長
S30.12.12協定にかかる人事諮問委員会の設置について
＊知事印なし

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

11
太平洋南区における高知、徳島、和歌
山、三重四県のさんま漁業入会に関する
暫定協定書

S31.2.27 水産課長
・徳島県水産課長
・和歌山県水産課長
・三重県水産課長

太平洋南区のおけるさんま漁業について、４県が入漁隻
数、操業期間・海域等の合意事項を協定したもの H13年度 海洋局 海洋漁政課 効力なし

12
愛媛県さば跳釣り船の入漁に関する協定
書

S31.5.23 水産課長 愛媛県水産課長
愛媛県のさば跳釣り漁船の入漁海域等に関して協定した
もの

H13年度 海洋局 海洋漁政課 効力なし

13 覚書 S31.7.19 知事
・地公労共闘会議
・高知県庁職員組合執行委
員長他２名

定期昇給と給与改定の実施
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

14 文書協定 S32.5.2 知事 高知県職員組合執行委員長
委員長交代に伴うS27.9.24付け協定書の書き直し
＊知事印なし

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

15 高知県人事諮問委員会規程
S32（日付不
明）

知事 高知県職員組合執行委員長
S32.5.2協定にかかる人事諮問委員会の設置について
＊両者印なし

H13年度 総務部 人事課 総務部
H5.2.22の確認書をもって実

質解約

16 文書協定 S33.6.16 知事 高知県職員組合執行委員長
委員長交代に伴うS27.9.24付け協定書の書き直し

H13年度 総務部 人事課 総務部
解約

(H5.2.22)

17 高知県人事諮問委員会規程 S33.6.16 知事 高知県職員組合執行委員長
S33.6.16協定にかかる人事諮問委員会の設置について

H13年度 総務部 人事課 総務部
解約

(H5.2.22)

18 確認書 S35.2.22 水産商工部長
・深浦漁協組合長
・福島漁協組合長
・宇佐漁協組合長

なべうど湾の区画漁業権免許の共有者の資格について
確認したもの。 H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S35.2.22）

19 協定書 S36.1.18 知事 高知県職員組合執行委員長
労働基準法第24条に基づく法定外控除の協定書
＊原本所在不明

H13年度 総務部 人事課 総務部 効力を失っている。

20 若草南団地に関する覚書 S38.9.30 知事
(財)高知県住宅建設協会会
長

住宅建設協会設置の水源施設の県の使用、水源設備の
県への寄付

H13年度 土木部 住宅課 土木部 完結（H18.8.17）

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考
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21 医師公舎への進入路に関する確認書 S39.6.23
・病院局庶務課長補佐
・主幹

野村ハイヤー庶務主任

S39年頃、県が桜井町2-4-17（旧中新町）の野村ハイ
ヤー所有地を医師公舎用地として購入した際、同用地へ
の進入路（通路）が建築基準法の規定に定められた幅
（2m以上）を満たしていないため、不足分について、進入
路に接する同社敷地の一部を無償使用させるとしたも
の。現在、同社敷地は転売されており、所有者の建物が
「確認書」で無償使用させるとした進入路一杯まで建てら
れ、進入路は法定幅以下となっている。

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 実際の効力はない。

22 奈半利川線ならびに安田川線の県道 S39.7.28 知事
・高知営林局長
・電源開発総裁

奈半利川電源開発工事に伴い開設した奈半利川線なら
びに安田川線の道路を県道とすることについての覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

23 鏡ダム建設事業に伴う損失補償 S39.9.4 知事 鏡村長
知事と鏡村長との間の鏡ダム建設事業に伴う損失補償に
ついての協定書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

24 鏡ダム建設事業に伴う損失補償 S39.9.4 知事 鏡村長
知事と鏡村長との間の鏡ダム建設事業に伴う損失補償に
ついての協定書に関し、覚書の交換。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

25 安田川分水影響調査報告に関する要望 S40.5.24 知事 安田町長 安田川分水影響調査報告に関する要望についての回 H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

26 覚書 S40.7.13 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

改良普及員の4等級への昇任運用
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

27
奈半利川線ならびに安田川線道路の補修
に関する協定書

S40.10.1 土木部長 電源開発奈半利川建設所
S39.7.28に取り交わした奈半利川線ならびに安田川線の
県道編入に関する覚書の補修に関する協定書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

28
鏡ダムに関する漁業補償の契約締結に伴
う付帯条件

日付不明
（S40.11頃
か）

知事 鏡川漁業協同組合長
知事と鏡川漁業協同組合長との間に締結した鏡川水系
の漁業損失補償に関する契約書に伴う了解事項。 H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

29 念書 S41.3.4 水産商工部長 上ノ加江漁協組合理事 上の加江地区の水産業の振興について取り決めたもの。 H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S44.3.31）

30 鏡ダムに関する補償 S41.10.21 土木部長 鏡村長
知事と鏡村長との間に締結したS39.9.4付けの鏡ダム建設
事業に伴う損失補償の協定書及び覚書に基づき協定。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

31 鏡ダムに関する補償 S41.10.21 土木部長 鏡村長 鏡ダム建設事業に伴う鏡村の要望に対する確認書。 H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

32 覚書 S42.1.13 副知事
高知市長職務代理者高知市
助役

浦戸地区の防災事業の事業主体及び事業費の負担割合
ならびに施設の管理者を明らかにするため覚書を締結す

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

33 底びき問題についての覚書 S42.3.23 水産課長 上ノ加江漁協組合長
小型底びき網漁業の違反に対する措置等について確認
したもの。

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S43.3.31）

34 覚書 S42.10.2 副知事 高知市助役
高知港改修事業に伴う種崎地区防災事業ならびに関連
事業の事業主体及び事業費の負担割合ならびに施設の
管理者を明らかにするため覚書を締結する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

35 高知公園駐車場に関する確認書 S43.2.21 観光課長
・○○○○（地元代表）
・山原健二郎（立会人）

1.高知公園に駐車場を整備するに当たり、近隣住民に迷
惑がかからないようにするため、車両の出入り口の位置、
駐車の方向等を地　元と調整した確認書
2.経過等は資料がなく、不明。

H13年度 文化環境部 観光振興課
完結（当該駐車場の整備完

了に伴う）

36
美良布地区かんがい用水の杉田ダム貯
水池からの取水についての同意

S44.7.25 企業局長 香北町長
対象地と面積、揚水施設と時間と期間などの合意事項

H13年度 企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H11.10.31）

37
私有車の公務使用に関する小委員会確
認事項

S44.12.16 総務部次長
高知県職員労働組合中央執
行委員長

私有車の公務使用についての確認（文書中「別紙」は所
在不明）
＊原本所在不明

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

38 県立西南病院の新築に関する覚書 S45.7.2 病院局長 (社)幡多医師会会長
西南病院の新築に関し、完成後の病床数等について、必
要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

39 県立西南病院の新築に関する覚書 S45.12.12 知事 (社)幡多医師会会長
西南病院の新築に関し、診療科目、病床数等について、
必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

40 覚書 S46.3.13 水産商工部長 愛媛県農林水産部長
愛媛県の沖合底引き網漁船の遭難事故に関連し、本県
漁業者への補償金の支払い等を県間で確認したもの。

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S46.3.13）

41 協定書 S46.3.26 知事 高知市長
高知港改修に伴う長浜、みませ地区、種崎地区及び桂浜
地区防災事業の事業主体及び事業費の負担割合ならび
に施設の維持管理を明らかにするため協定書を締結す

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

42 小型底びき網漁業に関する確認書 S47.3.21 水産課長 上ノ加江漁協組合長
小型底びき網漁業の許可期間、違反船に対する措置、地
区の漁業振興などについて県の考え方を示したもの。

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S49.3.20）
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43 覚書 S47.3.31 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

土木事務所に設置する道路広域維持補修班の勤務条件
等

H13年度 総務部 人事課 総務部
S50.3.31付け覚書に引き継ぎ

（H7.1.9破棄）

44 覚書 S47.3.31 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

土木事務所に道路広域維持補修班を設置するに当たり
締結したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

45
県有車配置及び運転手配置に関する覚
書

S47.7.24 総務部長 高知県職員労働組合書記長
県有車配置の基本方針、運転手の配置基準等

H13年度 総務部 人事課 総務部
破棄

(H7.1.9)

46 県立西南病院運営に関する協定書 S47.10.1 西南病院長 (社)幡多医師会会長
西南病院新築後の運営に関し、外来患者の受付時間等
について、協定を締結したもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

47 高知分水事業に関する確認書 S48.3.31 企画管理部長 四国電力㈱企画部長
高知分水事業着工にあたって上流部から着手することの
確認。

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

48
宿毛湾入漁協定に関して要望のあった事
項についての回答書

S48.4.25 水産課長 土佐清水市関係者
S48年に締結された宿毛湾入漁協定に際し土佐清水市か
ら出された要望書に対して回答したもの

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S48.4.25）

49
宿毛湾入漁協定に関して要望のあった事
項についての回答書

S48.4.26 水産課長
・宿毛市関係者
・大月町関係者

S48年に締結された宿毛湾入漁協定に際し、宿毛市・大
月町から出された要望書に対して回答したもの

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（S48.4.26）

50
渇水時における新井堰用水路および地蔵
寺川下流の流量確保対策に関する確認
書

S48.6.5 知事 土佐町長
確保流量の確認及び流量確保対策に関し、工法等につ
いて協議する。

H14年度 土木部 河川課 土木部
失効

(S49.12.20)

51
高知分水事業完成後の地蔵寺川におけ
る水利調整に関する覚書

S48.6.15 知事 土佐町長
高知分水事業の完成後地蔵寺川の渇水により用水不足
の事態が生じた場合の水利調整。

H14年度 土木部 河川課 土木部
失効

(S49.12.20)

52 校舎新築工事施工に関する覚書 S48.7.30 教育長
高知市新本町二丁目町内会
長

江の口世養護学校の新築工事により、電波障害が発生し
テレビ受像が困難になった場合の復元、日影による被害
の軽減についての覚書。

H13年度 教育委員会 総務課 完了

53
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員に関する覚書

S48.9.1 水産商工部長
・高知県商工会連合会会長
・高知県同和地区企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、昭和48年9月以降
に設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で
設置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任す
ること等を内容とする三者による覚書を締結し、H12年度
末まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄

(H12年度末)

54
念書(部落解放同盟正常化高知県連合会
への対応について)

S48.11.17 同和対策本部長
部落解放同盟高知県連合会
委員長

（概要）
○部落解放同盟正常化高知県連合会を高知県の育成団
体・交渉団体とは認めていない。
○今後も、交渉、陳情、文書の授受はしない。

H13年度 企画振興部 人権課 破棄

55
新築する県立宿毛病院の運営に関する協
定書

S49.7.22 宿毛病院長 (社)幡多医師会会長
宿毛病院新築後の運営に関し、外来患者の受付時間等
について、医師会との間で協定を締結したもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

56 公有地先行取得等に関する覚書 S49.11.11 県開発財団理事長 高知市土地開発公社理事長
S49.11.11覚書に基づく、共同事務及び分担事務の内容と
費用等について市公社と県財団で定めたもの。

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

57
公用地先行取得に関する覚書（一部変
更）

S49.11.11
（S53.2.27）

知事

・高知市長
・開発財団理事長
・高知市土地開発公社理事
長

高知市長浜の新競馬場用地（馬場用地）取得等について
○県財団、市公社は用地取得等を行う
○地域、隣接住民、関係機関等への対策は高知市が行う
○用地取得費の負担割合
県財団＝2/3（11/15に変更）
市公社＝1/3(4/15に変更）
○取得用地名義は県とし、別の時期に1/3を高知市へ移
転(4/15に変更)

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

58
競馬場移転新設に関する覚書（一部変
更）

S49.12.5
（S54.11.29）

知事 高知市長

競馬場移転新設について
○施設建設、維持管理のため県競馬施設公社を設立す
る
○建設資金は競馬事業収入及び跡地処分代金を充てる
○競馬施設公社は、県、市の債務負担行為を受けて新競
馬場を建設整備する（建設完了時は、県、市が所要の予
算措置し施設を譲り受けるに変更）

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

3 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

59
新井堰直上流地点の河川流量測定方法
に関する念書

S49.12.20 企画管理部長 土佐町長
新井堰直上流地点の河川流量測定方法については、適
当な箇所に観測施設を設けることとし、県、土佐町および
起業者が協議のうえ、高知分水完成までに実施する。

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

60 覚書 S50.3.31 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

土木事務所に設置する道路広域維持補修班の勤務条件
等 S61.4.1一部改正

H13年度 総務部 人事課 総務部
S63.4.1付け覚書に引き継ぎ

（H7.1.9破棄）

61
（覚書）大規模年金保養基地の設置運営
について

S50.5.12 知事
年金福祉事業団理事長
(H13.4.1に年金資金運用基金
に業務を承継）

基地指定内示に基づき、設置運営を円滑に進めるために
必要な諸条件等について、年金福祉事業団と基地設置県
が締結
（主な内容）基地設置への全面的協力及び下記措置がで
きない場合の設置取り止め
①基地設置計画・運営計画を事業団が策定
②用地の速やかな公有地化及びその管理
③文化財等についての必要な措置他一般事務
④乱開発防止措置
⑤周辺公共施設（道路・上下水道等）の整備
⑥電話・電気等の導入
⑦住民に対する保養基地の趣旨の周知徹底等
⑧地元住民との利害調整
⑨各種公共機関の整備
⑩各種調査の実施及び交通の便の確保
⑪基地周辺の進入道路等の整備

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

62
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員に関する覚書

S50.8.1 水産商工部長
・高知県商工会連合会会長
・高知県同和中小企業相談
所理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、昭和48年9月以降
に設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で
設置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任す
ること等を内容とする三者による覚書を締結し、H12年度
末まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄

(H12年度末)

63
同和地区の商工業振興の推進に関する
覚書

S50.11.12 同和対策本部長
高知県同和地区企業連合会
理事長

同和地区商工業振興の推進の円滑化を図るため、関係
者による協議会等を設け、商工団体等に配置している経
営指導員を段階的に企業連に出向させることを確認する
内容の覚書を締結

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄

(H12年度末)

64 マンホールの設置・管理に関する覚書 S50.11.15 総務課担当 ○○○○
高知東高校で使用した汚水用のマンホール設置及び維
持管理について説明したもの。

H13年度 教育委員会 総務課 完了

65 雇用に関する確認書 S50.11.15 総務課担当 ○○○○
土地購入の条件で出された売店又は食堂従事者としての
雇用要望に対しての努力する旨の回答。

H13年度 教育委員会 総務課 完了

66
桐見ダム建設に伴う漁業補償に係る協議
確認書

S50.11.25 知事 仁淀川漁業共同組合長
S50.6.3付桐見ダム建設に関する件について仁淀川漁業
協同組合と高知県との協議確認書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

67 確認書 S50.12.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

人事委員会勧告に伴う議案は合理化を条件とするもので
ない
労使間が信義を重んじ正常な労使関係を維持する

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

68
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員に関する覚書

S51.2.1 水産商工部長
・高知商工会議所会頭
・高知県同和地区企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、S48年9月以降に
設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で設
置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任する
こと等を内容とする三者による覚書を締結し、H12年度末
まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄

(H12年度末)

69 確認書 S51.2.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

定期昇給に関する問題は継続交渉
給与改定財源は従前の例により財源留保措置を講ずる

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了
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70
県の実施する建設事業の負担割合に関
する覚書

S51.3.31 総務部長
・高知市助役
・須崎市助役

高知港及び須崎港における建設事業負担割合及び地方
交付税の算定の条件
1.建設事業の負担割合
重要港湾改修事業
県35%　市15%
2.地方交付税
外郭施設の按分率は三者で協議
3.適用
S50年度から

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

71
高知港国直轄事業に係る地方負担に関
する覚書

S51.3.31 総務部長 高知市助役
建設事業の負担割合は、地方負担額に対し県35、市15の
割合とし、S50年度事業から適用する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

72 校舎建築及び交換分合に伴う協議確認書 S51.4.27
・総務課副参事
・課長補佐

・○○○○
・○○○○

宇佐分校の校舎等建築及び土地の交換分合について、
用地の形状、境界柱及び用壁の設置等について取り決

H13年度 教育委員会 総務課 完了

73
仁淀川育苗施設等の管理運営費につい
ての覚書

S51.5.11 知事
・仁淀川漁業共同組合長
・高知市長

大渡ダム建設に関連して、高知市が行う仁淀川からの上
水道取水に伴い漁業権にかかる漁業補償に関する覚書

H19年度 土木部 河川課 土木部
期間終了

（H21.3.31）

74
仁淀川育苗施設等の管理運営費につい
ての覚書

S51.5.11 知事
・仁淀川漁業共同組合長
・四国電力㈱取締役社長

大渡ダム建設に関連して、四国電力㈱が施行する大渡発
電所の建設並びに通常の運用に伴い漁業権にかかる漁
業補償に関する覚書

H19年度 土木部 河川課 土木部
期間終了

（H21.3.31）

75 確認書 S51.6.9 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

定期昇給について7/1付けは発令し、以後は改定時まで
に結論を得るよう交渉する

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

76 診療契約書 S51.9.1 知事
安芸市外六箇町村立伝染病
院組合管理者安芸市長

安芸病院に併設した安芸市外六箇町村立伝染病院の運
営管理について必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

77 覚書 S51.10.6
・水産商工部長
・幡多事務所長

幡東水産振興会長
機船船びき網の調整問題への積極的努力と沿岸漁業振
興への積極的努力。

H13年度 海洋局 海洋漁政課 効力なし

78 鏡ダム建設事業に伴う損失補償 S51.10.6 知事
・鏡村長
・鏡村議会議長

鏡ダム建設事業に伴う損失補償についての確認事項。
H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

79
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員に関する覚書

S51.12.1 水産商工部長
・高知商工会議所会頭
・高知県同和地区企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、昭和48年9月以降
に設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で
設置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任す
ること等を内容とする三者による覚書を締結し、H12年度
末まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄

(H12年度末)

80
県道本川・大杉線の改良工事の促進につ
いての覚書

S51.12.21 知事 四国電力㈱社長
日の浦・川崎間の整備について、県はS52年度分の改良
工事を施行し、四国電力㈱は、県に対して、協力金を支払

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

81
鏡川工水事業経営基盤充実の協力金に
関する覚書

S52.1.21 企業局長 東洋電化工業
工水申込量の減量に伴う工水事業経営健全化協力金と
授受

H13年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（S52.3.31）

82
高知分水事業及び関連事業を施行するこ
とに伴う、漁業補償の対象を確認する確
認書

S52.2.7 知事

・鏡川漁協組合長
・水資源開発公団総裁
・四国電力㈱社長
・高知市長

高知分水事業の漁業補償の対象は、
(1)鏡川の流況変化等に伴う漁業被害
(2)水温低下による漁業被害など４項目。
関連事業の漁業補償の対象は、それぞれ関係の取水施
設、発電所の建設工事に伴う漁業被害。

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

83
県立西南、宿毛病院の結核病床の運営に
係る確認書

S52.2.16 病院局長 高知県患者同盟会長
結核病床の取扱について、必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

84 県立西南病院の病床利用に関する覚書 S52.2.16 病院局長 高知県患者同盟会長 病床利用に関し、必要な事項を定めたもの H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

85 花月移転についての了解事項 S52.3.25 教育長 花月亭代表者
花月移転に伴い、移転先や今後の対応を花月の経営者
と確認したもの。

H13年度 文化環境部
文化環境政
策課

林業振興・環
境部

完結（H15.10.25）

86 確認書 S52.5.9 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定について人事委員会の勧告を受けて従来の慣
例に従い実施に向け努力する等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

87
鏡川工水事業経営基盤充実の協力金に
関する覚書

S52.9.16 企業局長 ㈱神戸製鋼所高知工場
工水申込量の減量に伴う工水事業経営健全化協力金と
授受

H13年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（S52.9.30）

88
本川・大杉線改良工事の促進に係る協力
金についての覚書

S52.12.22 知事 四国電力㈱社長
県は、日の浦・川崎間のS53年度分の改良工事を施行す
る。四国電力㈱は県に対して、当該工事の協力金を支払

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結
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89
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員に関する覚書

S53.1.10 水産商工部長
・中村商工会議所会頭
・高知県同和地区企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、昭和48年9月以降
に設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で
設置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任す
ること等を内容とする三者による覚書を締結し、H12年度
末まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課
廃棄

(H12年度末)

90
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員に関する覚書

日付不明
（S53.1頃か）

水産商工部長
・高知県商工会連合会会長
・高知県同和中小企業相談
所理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、昭和48年9月以降
に設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で
設置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任す
ること等を内容とする３者による覚書を締結し、H12年度
末まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄

(H12年度末)

91 確認書 S53.2.9 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

 S51の給与上の措置については明年度予算編成時に話
し合う
＊正本所在不明

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

92 確認書 S53.5.10 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定について人事委員会の勧告を受けて従来の慣
例に従い実施に向け努力する等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

93
高汐対策事業と中小企業団地建設に伴う
四良右エ門排水機場設置合併工事に係
る覚書

S53.9.12 知事
・高知市長
・協同組合機械工業団地理
事長

高汐対策移転補償事業に併せて実施する工事の負担割
合に係る覚書 H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

94 付帯工事についての濁水補償 S53.9.25 桐見ダム建設事務所長 仁淀川漁業共同組合長
桐見ダム建設に伴う付帯工事の濁水流出による被害の
補償についての協議確認書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

95
天神発電所建設に係る道路整備について
の協定書

S53.9.27 知事 四国電力㈱社長
県は、S52年度までに高知別子山線などの拡幅・改良工
事を実施した。四国電力㈱は県に対して、当該工事の協
力金を支払う。

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

96 高知分水にかかる協力金についての覚書 S53.9.27 企画部長 四国電力㈱用地部長 四国電力㈱は、S53年度の協力金を、県に対して支払う。 H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

97
病院給食職場改善検討委員会の検討結
果について

S53.9.28 業務課長 病院局労働組合書記長
1.各病院の定数の確認
2.中央病院の食器洗浄業務を委託しない。
3.西南病院、宿毛病院の執務環境についての検討

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
3（文書では3、4）は終了他は

H7.1.17破棄

98 CTスキャナー運用に関す覚書 S53.10.27 病院局長 病院局労働組合執行委員長
中央病院放射線科のCTスキャナー運用に当たって、臨時
職員を配置する

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 終了

99 工事の施工及び維持管理に関する覚書 S53.11.16 教育長 四国電力㈱仁淀川建設所長
四国電力㈱が行う発電所新設工事の残土処理に伴う仁
淀高校の環境整備工事及び維持管理についての取り決

H13年度 教育委員会 総務課 完了

100 付帯工事についての濁水補償 S53.12.16 桐見ダム建設事務所長 仁淀川漁業共同組合長
桐見ダム建設に伴う付帯工事についてのダムサイト下流
に対する濁水補償についての確認。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

101 付帯工事についての濁水補償 S53.12.16 桐見ダム建設事務所長 仁淀川漁業共同組合長
桐見ダム建設に伴う付帯工事の濁水流出による被害の
補償について確認する覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

102 新競馬場施設建設に関する覚書 S53.12.28 知事
・高知市長
・競馬施設公社理事長

新高知競馬場施設建設について
○施設公社が県市の土地に建設する
○同公社は土地の形状変更、建物施設並び資金計画に
県市の承認を受ける
○県、市は完成した物件を譲り受ける
○建物施設を取得する持分割合は県11/15、市4/15とす
る
○施設建設はS56年完成を目途

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

103
看護婦の欠員補充及び産休者等の代替
要員確保に関する覚書

S54.1.31 病院局長 病院局労働組合執行委員長
１．欠員補充、代替確保については努力する。
２．欠員補充要員については、採用試験合格者を臨時的
任用職員として充て10月1日までに正式任用する。

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H7.1.17)

104
県道高知別子山線改良整備に係る経費
についての覚書

S54.2.9 知事 四国電力㈱社長

県は、四国電力㈱の要請にもとづき、黒丸橋・峰石原バイ
パス予定道路分岐点間の改良整備（23箇所）をS54年度
末完成を目途に実施する。
四国電力㈱は、当該事業に関して、協力金を県に支払

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結
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105
主要県道本川・大杉線及び高知・別子山
線の整備についての覚書

S54.3.3 知事 四国電力㈱本川建設所長
県は両線の整備をS54.9末完成を目途に施行する。
四国電力㈱は、当該整備に関して、協力金を県に支払

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

106 公用地先行取得に関する覚書 S54.4.2 知事

・高知市長
・開発財団理事長
・高知市土地開発公社理事
長

高知市長浜の新競馬場用地（南部進入路等用地）取得等
について
○県財団、市公社は用地取得等を行う
○地域、隣接住民、関係機関等への対策は高知市が行う
○用地取得費の負担割合
県財団＝11/15
市公社＝4/15
○取得用地は県名義とし、持分は別に定める

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

107 確認書 S54.6.11 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定について人事委員会勧告の尊重等
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

108 覚書 S54.11.1 知事

・高知市長
・高知市布師田土地改良区
理事長
・立会人
高知県議会議員山岡謙蔵

中小企業団地建設に係る、高知市布師田新屋敷部落の
排水対策に関する覚書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

109 覚書 S54.11.28 知事

・高知市長
・協同組合高知機械工業団
地理事長
・高知市布師田土地改良区
理事長
・高知市布師田源右衛門丸
管理者

都市計画法の変更に伴う土地改良事業との調整に係る
覚書。

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

110 覚書 S55.3.8 知事 南国市長
高知空港の整備に伴う空港周辺整備事業を積極的に推
進するための基本的事項について覚書を締結したもの。 H13年度 港湾空港局

港湾空港振
興課

中山間対策・
運輸担当理

事所管
完結

111
校舎改築工事に伴うテレビ受信障害改善
対策に関する覚書

S55.7.1 教育長
窪川町北琴平町鳥ヶ丘常会
長

窪川高校校舎改築工事に伴うテレビ電波共同受信施設
の維持管理等についての取り決め。
（覚書の有効期間は20年間）

H13年度 教育委員会 総務課 期間終了（H12.6.30）

112
国道194号線安望地区の県単独整備事業
に関する覚書

S55.9.30 知事 四国電力㈱社長

四国電力㈱は、本件整備事業に対する協力金を県に支
払う。
県は、整備事業実施区間について、本川発電所1号機の
機器搬入期間中はこれに支障が生じないよう万全を期す

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

113 花月移転についての確認書 S55.11.12 教育長 丸ノ内２丁目町内会東組
花月移転に際し、移転先の町内会と確認したもの。

H13年度 文化環境部
文化環境政
策課

完結（H15.10.25）

114 桐見ダム建設に伴う要望
S55.12（日付
不明）

県
・越知町
・越知町ダム対策審議会

桐見ダム建設に伴う要望について、越知町ダム対策審議
会及び越知町への高知県回答とその後の措置。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

115
高知分水事業に伴う鏡村の要望事項の
処理についての覚書

S56.3.19 企画部長 鏡村長

県は、以下の新設事業について交付金を交付する。
(1)鏡中学校プール
(2)第二小学校へき地集会所
(3)村営駐車場
(4)消防屯所

H14年度 企画振興部 企画調整課 完結

116 覚書 S56.9.9 商工労働部長 日本セメント㈱土佐工場長
中小企業団地内の日本セメント㈱所有地利用計画に関す
る覚書。

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了
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117 覚書 S56.11.11
高知競馬場移転推進
協議会長

高知市長浜日出野公民館長

高知競馬場建設に関し地元対策として措置する項目
①排水機場の完備
②日出野公民館施設
③排水管の付設
④市道、農道、南部進入路の整備
⑤西日出カラオト山山裾の改修
⑥売店の出店
⑦雇用、請負への地元配慮
⑧街路灯設置
⑨緑地帯、遊園地設置
⑩地元交通対策
⑪厩舎対策
⑫建設中及び開催中の処理
・事故、公害発生への対応
・ガードマン配置
・公害基準の明示
・増改築は事前協議
・工事は原則日の出から日没まで

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

118 覚書 S56.11.11
高知競馬場移転推進
協議会長

・高知市長
・浜草木谷地区代表３名

高知競馬場建設に関し地元対策として措置する項目
①集会所施設の建築
②上水道及び消火栓の付設
③競馬場内へのジュースボックス設置
④清掃用務員等の地元雇用配慮
⑤街路灯設置及び維持管理
⑥草木谷国角山裾山止め工事の施工
⑦建設前並び開催中の措置
・交通整理員配置
・草木谷北口並び南部入口での規制
・捨てゴミの清掃
・災害等発生時の対応
・草刈り、ゴミ処理の実施
・厩舎の悪臭防止

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

119 覚書 S56.11.11
・県競馬組合管理者
・副管理者

・高知市長
・浜日出野公民館長

高知競馬場建設に関し地元対策として措置する項目
①排水機場の完備
②日出野公民館施設
③排水管の付設
④市道、農道、南部進入路の整備
⑤西日出カラオト山山裾の改修
⑥売店の出店
⑦雇用、請負への地元配慮
⑧街路灯設置
⑨緑地帯、遊園地設置
⑩地元交通対策
⑪厩舎対策
⑫建設中及び開催中の処理
・事故、公害発生への対応
・ガードマン配置
・公害基準の明示
・増改築は事前協議
・工事は原則日の出から日没まで

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結
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120 覚書 S56.11.11
・県競馬組合管理者
・副管理者

・高知市長
・浜草木谷地区代表３名

高知競馬場建設に関し地元対策として措置する項目
①集会所施設の建築
②上水道及び消火栓の付設
③競馬場内へのジュースボックス設置
④清掃用務員等の地元雇用配慮
⑤街路灯設置及び維持管理
⑥草木谷国角山裾山止め工事の施工
⑦建設前並び開催中の措置
・交通整理員配置
・草木谷北口並び南部入口での規制
・捨てゴミの清掃
・災害等発生時の対応
・草刈り、ゴミ処理の実施
・厩舎の悪臭防止

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

121
高知西南中核工業団地の造成に供する
土地取得に関する覚書

S56.12.16

・知事
・宿毛市長
・宿毛市土地開発公社
理事長

地域振興整備公団総裁

高知西南中核工業団地を公団の事業とし採択してもらう
ために、用地買収期限、用地買収費総額の限度額及び
限度額を超過した場合の取扱い等について４者で了解し
あったもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

122 高知西南中核工業団地に関する覚書 S56.12.16
・知事
・宿毛市長

地域振興整備公団総裁

高知西南中核工業団地を公団の事業として採択してもら
うために、立地企業への優遇措置、公共公益施設の整
備、広域幹線交通体系の整備促進及び立地企業との公
害防止協定の締結等について四者で了解しあったもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

123
（確認書）
横浪年金保養基地の設置運営について

S57.2.3 知事
・土佐市長
・須崎市長

経緯は「覚書（S50.5.12付け）」のとおり。基地の運営方針
が決定したことに基づき、 県と地元土佐市・須崎市で基
地の経営責任を持つことを確認

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

124 埋立工事に関する覚書 S57.2.5 知事

・高知市布師田土地改良区
理事長
・源右エ門丸管理者
・協同組合高知機械工業団
地理事長

高知中小企業団地に係る埋立工事に係る覚書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

125 後川放水路の工事実施に関する確認 S57.3.23 知事 南国市長
後川放水路建設（ショートカット部）に対して、周辺住民の
生活環境整備や小集落地区改良事業、南国市の負担に
ついて財政措置を講ずる措置を協議確認する。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完了

126
高知県西庁舎建設にかかるテレビ電波受
信障害防除等に関する協定書

S57.4.1 知事
丸ﾉ内1丁目地区テレビ共同
受信協力会代表者

高知県庁西庁舎の建設が原因となる受信障害について、
現在テレビ受信を受けている構成員のために必要な受信
障害改善対策を講ずる。

H13年度 総務部 管財課 総務部 終了

127
高知県西庁舎建設にかかるテレビ電波受
信障害防除等に関する協定書

S57.4.1 知事
南越前町地区テレビ共同受
信協力会代表者

高知県庁西庁舎の建設が原因となる受信障害について、
現在テレビ受信を受けている構成員のために必要な受信
障害改善対策を講ずる。

H13年度 総務部 管財課 総務部 終了

128 確認書 S57.4.1 知事
・高知市長
・競馬施設公社理事長

新高知競馬場移転建設に関し周辺地域整備事業につい
て
〇移転地決定の経緯を踏まえ、県市が各事業に主体性
を持って取り組む
〇市が施行する日出野地域の市道、農道及び草木谷地
区上水道、消火栓付設は競馬施設公社が受託して実施。
県はこれに要する経費に応分の財政援助をする(市道農
道は1/2上水道、消火栓並び街灯は11/15)
〇街路灯は競馬施設公社が設置する
〇事業資金は競馬施設公社が調達し、竣工時、県市が
債務負担により措置

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

129 確認書 S57.4.9 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了
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130 時間外勤務についての確認書 S57.6.2 保健環境部長
高知県職労保健所協議会会
長

1982年6月の団体交渉において、部内職員の時間外勤務
の取り扱いについて、1982年4月に締結された「時間外勤
務に関する覚書」の精神が充分に生かされていないとし
て申し入れのあった事項について確認書を取り交わした

H14年度 健康福祉部
健康福祉政
策課

健康政策部 完結

131 確認書 S57.8.31 中央病院長 中央病院分会長
高知医科大学関連教育病院としての中央病院への学生
受入れについて、受入れによって患者への対応が疎かに
ならないように努力する

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H7.1.17)

132 確認書 S57.12.6 総務部副部長
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定について年内に話し合う
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

133 確認書 S57.12.23 副知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定について継続して話し合う
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

134 横浪こどもの森整備事業にかかる覚書 S58.1.10 保健環境部長 池の浦漁業協同組合長

横浪こどもの森整備事業に関して、施設管理の内容につ
いて覚書を交わしたもの。
・管理用道路への一般車両の乗り入れ禁止
・海洋の利用禁止
・海岸の盗難防止装置設置と夜間監視員の配置
・施設の民間譲渡の禁止
・公的機関への委託他

H13年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環

境部
廃止（H16.9.30）

135
桐見ダム本体建設工事にかかる、越知町
上水道施設の補償及び施設改良事業に
ついて

S58.1.31 知事
・越知町
・越知町ダム対策審議会

桐見ダム本体建設工事にかかる、越知町上水道施設の
補償及び施設改良事業について、5の事項を確認し、着
工を了承する知事、町長、ダム対策審議会長の覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

136
越知町の施工する上水道施設の補償及
び施設改良事業

S58.1.31 副知事 越知町長
越知町の施工する上水道施設の補償及び施設改良事業
の円滑な促進を図るための確認。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

137
桐見ダム建設ならびに関連事業に関する
措置事項

S58.1.31 土木部長 越知町長
桐見ダム建設事業並びにこれに関連する下記事項を円
滑に推進するため、県、町が協調し、誠意を持って措置す
ることの確認。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

138 確認書 S58.5.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

139
（覚書）
大規模年金保養基地の建設及び運営に
関するもの

S58.6.9 知事
年金福祉事業団理事長
(H13.4.1に年金資金運用基金
に業務を承継）

経緯は「覚書（S50.5.12付け）」のとおり。基地の運営方針
が決定したことに基づき事業団と県が締結。バイパス方
式による基地の建設・運営を受託。
（主な内容）
①基地運営は県の直営又は委託による独立採算
②基地設計、施工、監理、建設を県に委託
③施設内容の変更可能
④建設規模は当面50億円
⑤基地用地内の施設建設を許可
⑥公共施設の整備等の推進
⑦建設関係許認可等地元事務は県が処理

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

140
（確認書）(全解連の運動団体としての認
知及び人権啓発センターへの入居につい
て)

S58.6.30 企画部長 全解連県連委員長

（概要）
○全解連を部落解放の運動団体と認める。
○人権啓発センターへの全解連事務所の入居を認めて
きたことを確認する。
○入居出来るよう最善の努力をする。
○入居に当たっては、公正に対処する。
○公正な入居のため、三団体との調整に努力し、公正な
解決を図る。

H13年度 企画振興部 人権課 破棄

141
県立西南大規模公園集会所の運営管理
について

S58.8.17 知事 大方町長
ふるさと総合センターの運営管理を委託するにあたって
の双方の確認事項

H13年度 土木部 公園下水道課 土木部 完結（H18.3.31）

142 坂本ダム建設に関する要望書回答 S58.10.6 知事 坂本ダム対策協議会長
坂本ダム建設に伴う第一次要望書についての回答。
回答文は不明。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結
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143 坂本ダム対策 S58.11.22 土木部長
・坂本ダム対策協議会長
・宿毛市長（立会）

坂本ダム建設事業にあたり、県は、誠意を持って協議会
の趣旨に沿うよう努めること及び協議会は、事業の促進
に協力することの覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

144 坂本ダム対策 S58.11.22 坂本ダム建設事務所長 坂本ダム対策協議会長

調査完了といえども、楠山住民で、日常、生活上支障を及
ぼし、必要やむ得ないと思われる物件については、個々
具体的な事例について協議会と協議の上再調査し、誠意
を持って処置いたしますという確約書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

145 物部川漁業補償覚書 S58.12.6 企業局長 物部川漁協組合長 三発電所建設に伴うS59年度以降の年次漁業補償 H13年度 企業局 総務課 公営企業局 完結

146 確認書 S58.12.8 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

本年度の国家公務員の給与改定は異例の措置
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

147 新港の事前調査及び工事着手確認 S59.1.19 企画部長
高知市漁業協同組合長組合
長理事

・工事着手は、市漁協の了解を得なければ実施できない
・調査実施は、操業に支障のないよう留意
・背景：漁業補償等締結前に工事着手に向けて必要な
ボーリング調査を実施するため、市漁協等の了承を得る

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

148 学校整備に関連する確約書 S59.1.26 教育長
布師田土地改良区新設高校
対策委員会委員長

岡豊高校の整備に関連して、県が排水機の設置、農道の
整備等を行う旨確約したもの。

H13年度 教育委員会 総務課 完了

149 確認書 S59.2.7 病院局長 病院局労働組合執行委員長
西南病院婦人科開設に伴う人員配置については不十分
であることを認識し、その解消に向け努力する。 H13年度 病院局 管理課 公営企業局

人員配置に関する部分は
H7.1.17破棄、他は実際の効

力はない

150 覚書 S59.2.16
高知空港整備事務所
長

・南国市長
・日本ｾﾒﾝﾄ㈱土佐工場長
・吾岡山周辺環境整備推進
会会長

高知空港拡張事業に関連した吾岡山再カット工事の分担
事項について覚書を締結したもの。

H13年度 港湾空港局
高知空港整
備事務所

中山間対策・
運輸担当理

事所管
完結

151
宿毛湾港港湾区域設定関連地元漁協要
望に対する回答

S59.3.1 開発調整局長 大海漁業協同組合長

・港湾環境保全に努力していく
・既存漁業は存続する。網、一本釣漁業等に対する操業
制限はしない
・網漁業の増統、小型旋網漁業等は、組合の現状を踏ま
え、十分配慮する
・区域内で紛争が生じた場合、港湾区域内であっても漁
業者の意見は十分尊重する
・他組合の漁業権放棄に伴う埋立等についても免許申請
にあたり事前協議をする

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

152 事前調査について S59.3.6 企画部長 高知市漁業協同組合長

・工事着手は、高知市漁協の了解を得なければ実施でき
ないことの再確認
・背景：S59.1.19付けの確認事項に基づき調査を実施して
きたところ三里地区漁業者から調査を即時中止するよう
に要請をうけたことによる再確認

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

153 覚書 S59.3.12 知事 日本セメント㈱土佐工場長
県道北部環状線の供用に当たり、日本セメント㈱の土地
を無償貸与を受けることについて、確認したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

154
須崎港国直轄事業に係る地方負担に関
する覚書

S59.3.19 総務部長 須崎市助役
建設事業の負担割合は、地方負担額に対し県35、市15の
割合とし、S58年度事業から適用する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

155 文部省からの割愛人事に関する確認書 S59.3.23 教育長
高知県職員労働組合中央執
行委員長

文部省の割愛人事の後任人事について、地元から登用
することを確認したもの。

H14年度 教育委員会 総務課 事実上の効力を失っている。

156
宿毛湾港港湾区域設定関連地元漁協要
望に対する回答

S59.3.28 開発調整局長 宿毛市漁業協同組合長理事

・漁場の沖だし（移転）は、可能な限り調整を図る。具体的
には水産局とつめていく
・航路、泊地の設定は、事前協議を行う
・養殖漁場の移転による漁場は船曳網の漁場として、有
効活用の意味から積極的に取り組むべきことと考える
・漁礁の設置について、次年度策定する実施計画の中で
実施する方向で決定していくべきと考える

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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157
宿毛湾港港湾区域設定関連地元漁協要
望に対する回答

S59.3.28 開発調整局長 内外ノ浦漁業協同組合長

・後田地区の開発は、全体の構想策定のもとに漁港関連
道整備事業等により計画的に整備を促進する。背後地の
活用については、関係者と具体的に検討し、実現に努め
る
・他組合の漁業権放棄に伴う埋立等についても埋立免許
申請にあたり事前協議する
・開発事業の進展にあわせ、地元負担金の減免の措置等
も講ずる

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

158
宿毛湾港港湾区域設定関連地元漁協要
望に対する回答

S59.3.28 開発調整局長 小筑紫漁業協同組合長

・開発事業の進展に伴い、宿毛湾漁業振興基金を創設す
る
・湾内の他漁協との調整がつけば基本計画に基づき水産
総合センターを建設する
・湊、田ノ浦の防波堤延長、港内浚渫は、第7次漁港整備
計画の中で対応する
・開発事業の進展にあわせ、地元負担金の減免措置等も
講ずる

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

159
宿毛湾港港湾区域設定関連地元漁協要
望に対する回答

S59.3.28 開発調整局長 栄喜漁業協同組合長

・湾内の他漁協との調整がつけば基本計画に基づき水産
総合センターを建設する
・開発事業の進展に伴い、宿毛湾漁業振興基金を創設す
る
・漁協前から住吉に至る整備は、第8次漁港整備、第4次
海岸整備等で対応する
・大月町タッチに至る関連道の整備は、港湾臨港道路とし
て整備する

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

160
宿毛湾港港湾区域設定関連地元漁協要
望に対する回答

S59.3.28 開発調整局長 高知県旋網漁業協同組合長

・航路、泊地等は、地元関係者と十分協議を重ね対処す
る
・大型製氷施設等の建設は、実施計画の中で対処する
・漁場の拡張は、入漁協定問題、県内総合漁業調整の見

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

161 確認書 S59.4.4 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

162
県立西南病院の結核病床の運営に関す
る確認書

S59.5.26 病院局長 高知県患者同盟会長
結核病床の取扱について、必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

163
「桐見ダム建設工事に係る、小舟東谷地
区への残土処理について」確約書

S59.5.28 桐見ダム建設事務所長 ○○○○
○○氏所有の水田に対する灌漑用水については、現在
の水量確保が出来るような取水施設を設置する

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

164 確認書 S59.9.10 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

定年制導入に関する確認書
1.技能職員のうち一定要件を満たす職員は2年を限度とし
て引き続き勤務できるよう措置を講ずる
5年以内再度に話し合う
2.労務職として採用され給与上較差のある職員は給料を
調整
3.退職時特別昇給の継続検討

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

165 「定年制度の施行に伴う確認書」メモ S59.9.10 人事課長 高知県職員労働組合書記長
S59.9.10確認書のメモ
退職年金に係る組合員期間が20年未満の職員について
話し合う等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

166
コンピューター利用についての協議方法
に関する覚書

S59.9.17 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

1.話し合いの尊重
2.協議にあたっては使用目的、業務範囲、使用機種、勤
務条件への影響について想定しうるものを明示
3.協議は各課室長と各支部代表で行い文書化する

H13年度 総務部 人事課 総務部 H6.7.25破棄通告

167 覚書、協定書 S59.9.20 知事

・高知市漁業協同組合長
・高知市漁業協同組合三里
漁民代理人
・○○○○

・関係漁民、特に三里支所の意見を最大限尊重すること
を基本として進める
・個々の組合員に直接の接触や話合の禁止
・市漁協と三里支所の協定書を尊重して諸手続を進める
・三里支所は、覚書締結と同時にボーリング調査に同意
する
・背景：高知新港建設に向けた地元の三里支所への対応
（地元三里の漁業関係者との交渉を円滑に進めるため）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

168 覚書 S59.9.20 企画部長 弁護士梶原守光
・S59.9.20知事、高知市漁協、三里漁民代理人2名で締結
した覚書の調印に弁護士が立ち会った

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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169 竜串荘長期借入金に係る償還 S59.11.15 知事 地方職員共済組合理事長
西南開発の拠点施設の一つとして県主導で建設。
建設に要した費用の一部について、償還を約束したもの。

H13年度 総務部 職員厚生課 総務部 廃止（H14.5.1）

170 確認書 S59.12.5 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

本年度の国家公務員の給与改定について
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

171
安田川分水の水利使用許可更新に関す
る措置要望

S60.2.8 知事
・安田町長
・安田町議会議長

安田川分水の水利使用許可更新に関する措置要望につ
いての回答。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

172 職員勤務体制に関する確認書 S60.2.9 教育長 県職労教委評会長
高知城管理事務所の懐徳館における職員勤務体制につ
いて確認したもの。

H14年度 教育委員会 総務課 事実上の効力を失っている。

173

（覚書）
保養基地建設事業に係る光松地区建設
工事並びに光松基地に係る基地排水及
び運営に関するもの

S60.2.27 福祉生活部長
・深浦漁業協同組合組合長
・須崎市長

光松地区建設に伴う基地排水及び工事中の海水汚濁に
よる漁業被害の対処等について、漁協より覚書交換の申
し出があったもの。
漁民の被害に対する不安の払拭や、その後の基地建設
に係る協力や、公有水面埋め立て等についての了解を得
るための覚書。
①（県）基地建設工事並びに排水に伴う水質汚濁公害防
止への注意及び対処
②（県）水質汚濁防止に対する具体的な措置
③（三者）漁業被害が発生した場合の被害調査　の実施、
（県）損害補償
④（漁協側）工事・運営の了解と全面的協力

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

174 念書・確認書 S60.2.27 福祉生活部長
・深浦漁業協同組合組合長
・須崎市長(確認書のみ)

S60.2.27覚書について、漁協の要望による念書及び確認
書
（主な内容）
①念書…覚書中、県に係る事項について責任を持って取
り組む
②確認書…市道光松線に係る道路埋立地背後の県有地
を公共駐車場とし、管理を漁協に無償で委託

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

175
旧高知競馬場の跡地処分に関する覚書
（確認書）

S60.3.6
（S60.4.1）

知事（副知事） 高知市長(高知市助役)

高知市桟橋通の旧競馬場跡地について
〇跡地は県土地開発公社に売却し、処分金は新競馬場
建設費に充当する
〇県、市は跡地利用について協議し、保有していた旧面
積で再取得する

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

176 安田川分水に関する覚書 S60.3.13 副知事 安田町長
S60.4.1以後、安田川分水に係る許可更新手続きが完了
するまで、現行の水利使用許可命令が継続されることに
伴い、この間における安田町内の水不足時に対処するた

H13年度 土木部 河川課 土木部 廃止

177
（覚書）
竜地区建設工事に関するもの

S60.3.15 福祉生活部長

・横浪大規模年金保養基地
竜地区建設対策委員会会長
（地元代表）
・土佐市長

基地建設についての地元対策として、地元同意及び漁港
内蓄養魚介類に対する工事中の漁業被害についての対
応（蓄養水槽の増設及び新設）への了解を取るため、地
元の要望に基づいた覚書。
（主な内容）
①(県)工事の手順、施行等についての注意及び、地元か
らの苦情への対応
②(県)水質汚濁防止対策の実施
③(県)汚水処理を環境基準以下とし、水質汚濁　防止に
関する立入調査、資料提出要請への協力
④（県・市）魚介類飼養水槽の設置及び増設
⑤（委員会）工事の了解と全面的協力

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

178
（確認書）昭和60年3月15日に締結した覚
書第5条に基づき設置する水槽の電気料
に関するもの

S60.3.15 福祉生活部長

・横浪大規模年金保養基地
竜地区建設対策委員会会長
（地元代表）
・土佐市長

基地建設についての地元対策として、地元住民の着工同
意及び漁港内蓄養魚介類に対する工事中の漁業被害に
ついての対応（蓄養水槽の増設及び新設）への了解を取
るため、地元の要望に基づき交換した覚書の内容につい
ての確認書
①水槽設置後3年間の電気料を県が負担（限度100万円）
②S63年4月以降についてはS62年10月（基地オープン）ま
でに協議

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結
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179
（確認書）昭和60年３月15日交換した覚書
第5条についての確認

S60.3.15 福祉生活部長
横浪大規模年金保養基地竜
地区建設対策委員会会長

竜地区建設工事に関する覚書（S60.3.15付）第5条の食堂
「竜の浜」について、正式名称が（有）ドライブイン竜ノ浜で
あることを確認。

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H11.1.31）

180
職員の定年等に関する条例制定に係る確
認書

S60.3.16 教育長
高知県教職員組合執行委員
長

定年制度への円滑な移行を図っていくために以下のよう
な事項について確認
・技能職員の勤務延長
・勤務延長並びに再任用については、制度の趣旨に沿っ
て厳格に行う。運用については、別途話し合う。
・退職時の給料調整を行う。
・退職時の特別昇給については、勧奨退職制度のもとに
おける運用にも配慮し、引き続き検討する。

H13年度 教育委員会 教職員課

勤務延長についてはH15.3.31
で終了

特別昇給についてはH12.3.31
で終了

181
職員の定年等に関する条例制定に係る確
認書

S60.3.16 教育長
高知県独立高等学校教職員
組合中央執行委員長

定年制度への円滑な移行を図っていくために以下のよう
な事項について確認
・技能職員の勤務延長
・勤務延長並びに再任用については、制度の趣旨に沿っ
て厳格に行う。運用については、別途話し合う。
・退職時の給料調整を行う。
・退職時の特別昇給については、勧奨退職制度のもとに
おける運用にも配慮し、引き続き検討する。

H13年度 教育委員会 教職員課

勤務延長についてはH15.3.31
で終了

特別昇給についてはH12.3.31
で終了

182 用地の再取得に関する覚書 S60.3.28 知事
・高知市長
・土地開発公社理事長

旧高知競馬場跡地の再取得について
〇県市は旧競馬場をそれぞれ元の所有割合で、土地開
発公社から用地を再取得する
〇買い取り価格は用地取得費、撤去費、補償費、評価
費、利子及び経費

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

183
新競馬場建設事業費の一部負担に関す
る協定書

S60.3.31 知事
・高知市長
・競馬施設公社理事長

新競馬場施設建設事業費のうち周辺整備事業費及び建
築事業費を除いた土木事業費について、行政財産分を除
く事業費の一部に旧競馬場跡地処分金を充当し、S60.4.1
に支払う
県＝2,923,945,000円

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

184 高知県物産館に関する確認事項 S60.4.1 地場産業課長 高知商工会議所事務局長

Ｓ40.1.28　高知商工福祉会館内343.6㎡に係る建物賃貸
借契約を締結。（賃貸借期間：S40.2.1～S60.1.31）
契約書第11条、賃貸契約満了時に賃貸物件の所有権を
無償譲渡する。上記賃貸借契約期間満了に伴う確認
①高知県は速やかに所有権移転登記を行うものとし、高
知商工会議所はこれに協力する。
②高知県が所有することとなる建物に係る借地料は、
S61.3.31まで請求しない。
③地場産業振興センターがオープンするS61.4までに物産
館の展示について見直しを行うが、県は物産館の一部を
新たに商工会議所に貸与するよう最大の努力を払う。

H13年度 文化環境部 観光振興課
完結（ぢばさんセンターの設

置に伴う）

185
高知県内におけるテレメータ傍受に関す
る協定書

S60.4.1 知事
水資源開発公団吉野川開発
局長

公団の水文データの傍受・配信協定
H13年度 土木部 河川課 土木部 廃止（H20.3.11）

186 確認書 S60.4.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了
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187 （覚書）保養基地建設工事に関するもの S60.4.19 福祉生活部長
・宇佐漁業協同組合組合長
・土佐市長

竜地区基地建設工事の施行に伴い、地元との折衝と並
行して漁協と協議を行った結果、施行の了承を得るため
に交換した覚書
（主な内容）
①（県）基地建設工事並びに排水に伴う水質汚濁公害防
止への注意
②（県）水質汚濁防止対策の実施
③（県）被害発生が予想された場合の、工事の一時停止
等被害防止措置
④（三者）被害発生の場合の調査実施、（県）損害補償
⑤（宇佐漁協）S60.3.15覚書・S60.3.15確認書の了承
⑥（宇佐漁協）基地工事・運営の了解と全面的協力

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

188 用地取得等に関する覚書（変更覚書）
S60.5.29
（S61.2.28）

知事
・競馬施設公社理事長
・土地開発公社理事長

県道高知南環状線県単改良工事で必要となる用地を昭
和６０年度末までに追加取得する
〇費用の支払いは南部進入道路用地として「新高知競馬
場の施設完成に伴う覚書」に基づいて行う

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

189
旧高知競馬場の再取得に関する覚書（確
認書）

S60.5.31
（S61.2.1）

知事（副知事） 高知市長(高知市助役)

旧高知競馬場跡地について
〇再取得する面積、区分の確認
県＝83,273.83㎡  市＝30,555.14㎡
〇再取得時期はS61年度末
〇跡地利用には緑地部分を設けること
〇未処分地は速やかに処分する

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

190
永瀬公舎用地賃貸借契約の解除に関す
る覚書

S60.6.3 企業局長 個人
S31.3.31賃貸借契約解除に当たり、土地の返還時期、
S60年度分の賃借料、原状復旧を確認

H13年度 企業局
発電管理事
務所

公営企業局 完結（S60.9.30）

191
浦戸湾東部流域下水道の整備に関する
地元との確認書について

S60.6.24 知事

・高須長場工左右衛門丸土
地改良区理事長
・高須浄化センター建設促進
委員会委員長

用地交渉に伴う地元要望や浸水対策等地元周辺整備に
ついて、大筋の合意に達したので確認書を交換したもの

H13年度 土木部 公園下水道課 土木部 完結

192
高知県保健環境センター建設資金の借入
れ及び償還に関する覚書

S60.6.29 知事
・(財)高知県総合保健協会理
事長
・㈱四国銀行頭取

(財)高知県総合保健協会が、高知県保健環境センターの
建設に関して、㈱四国銀行から借入れる借入金の償還金
を県が補助するに際して、借入れ及び償還についての三
者の取り決め事項を確認し、覚書としたもの。

H13年度 健康福祉部 健康政策課 健康政策部
完結

(H17.3.31)

193 確認書 S60.7.5 病院局長 病院局労働組合執行委員長
行政改革の策定に当たって、組合と話し合いの場を持つ
こと等の確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 実際の効力はない

194 坂本ダム対策楠山協議会 S60.7.11 坂本ダム建設事務所長
・坂本ダム対策楠山協議会長
・宿毛市長

坂本ダム建設事業の円滑な遂行を図るための確認書。
H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

195
 (協定書)
竜漁港蓄養水槽に関する協定書

S60.7.17 福祉生活部長
横浪大規模年金保養基地竜
地区対策委員会

S60.3.15覚書に基づき、建設設置することとなった魚介類
のための蓄養水槽の引き渡しに関した協定書
（主な内容）
①施設の維持管理は竜地区対策委員会が行い、電気代
はS60.3.15確認書に基づき取り扱う。
②用地使用料は無償とする

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

196 港湾施設の利用に関する確認書 S60.8.12 須崎土木事務所 施設利用者寺田幸樹 砂利取扱いに関する施設利用上の確認 H18年度 土木部 港湾課 土木部 廃止（H22.3.31）
197 港湾施設の利用に関する確認書 S60.8.12 須崎土木事務所 施設利用者池田恒夫 砂利取扱いに関する施設利用上の確認 H18年度 土木部 港湾課 土木部 完結
198 港湾施設の利用に関する確認書 S60.8.12 須崎土木事務所 池田砂利 砂利取扱いに関する施設利用上の確認 H18年度 土木部 港湾課 土木部 完結
199 港湾施設の利用に関する確認書 S60.8.12 須崎土木事務所 施設利用者寺田郁雄 砂利取扱いに関する施設利用上の確認 H18年度 土木部 港湾課 土木部 完結

200
須崎港新大間小型船だまり計画の事業実
施について(同意要請）

S60.9.26 土木部長
須崎町漁業協同組合組合長
理事

須崎港新大間小型船だまり事業実施についての同意要
請

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

201 用地取得に関する覚書 S60.10.1 知事
・高知市長
・競馬施設公社理事長
・土地開発公社理事長

地元対策事業で必要となる長浜国角山6550番地33ほか1
筆追加取得する
〇費用の支払いは「新高知競馬場の施設完成に伴う覚
書」に基づいて行う

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結
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202
高知競馬場道路の譲渡に関する協定書
（一部変更）（確認書）

S60.11.1
（S61.3.31）
（H3.3.27）

知事

・高知市長
・競馬施設公社理事長
・土地開発公社理事長
・高知市土地開発公社理事
長

競馬場道路について
〇北部進入道路、場内幹線道路、南部進入道路の用地
並び施設を県道南環状線の一部として県に譲渡する
〇譲渡代金は8年間分割払いとし償還計画に基づき毎年
9月末と3月末に支払う

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

203 自動錠剤分包機導入にかかる協定書 S60.11.16 病院局長
・病院局労働組合執行委員
長
・県職員労働組合執行委員

安芸、芸陽病院への自動錠剤分包機を導入するに当た
り、使用業務の範囲等を協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H6.7.26)

204 確認書 S60.12.12 病院局長 病院局労働組合執行委員長
医事業務に事務機導入に当たり、労働条件の改善のた
めに導入すること等について確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H6.7.26)

205 時間外勤務の適正管理について S61.1.31 教育長
高知県職員労働組合教育委
員会事務局職員評議会長

文化振興課及び教育事務所の時間外勤務等の適正管理
の徹底に努める。

H14年度 教育委員会 総務課 終了

206 行政改革大綱に伴う確認書 S61.2.5 病院局長 病院局労働組合執行委員長
行政改革大綱に伴う病院局の課題について、労働条件を
後退させないこと等を確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 終了

207
（確認書）
保養基地建設に伴う残土処理について条
件を確認するもの

S61.2.19
老人福祉課長
（立会人）
福祉生活部参事

・○○○○
・○○○○
・○○○○
・○○○○

基地建設に伴う残土使用による耕地嵩上げについて、地
元住民との協議による確認書
（主な内容）
①嵩上げの高さは全て一枚田
②嵩上げ後は現状区画を基準に復元
③新たな道路の取り付け用水用パイプ埋設
④排水の勾配設定
⑤境界柱の埋設その他

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

208
内水面、海面漁協及び奈半利土地改良区
に係る年次協力金について

S61.2.20 土木部長
奈半利川水系防災公害対策
連絡協議会長

内水面、海面各漁港及び奈半利土地改良区に係る年次
協力金の再検討についてのあっせん。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

209 覚書 S61.2.25 知事
・高知市長
・競馬施設公社理事長
・土地開発公社理事長

新高知競馬場移転建設に伴い実施した周辺地域整備事
業の弁済について
〇S57.4.1付け「確認書」に基づく事業費は259,130,591円
で、県の財政援助額＝136,414,824円、高知市の負担額
＝122,715,767円とし「新高知競馬場の施設完成に伴う覚
書」の融資枠内で償還する
〇高知市は事業に係る市道等の使用権、収益権、所有
権を取得

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

210 受給料金改正確認書 S61.3.14 企業局長 四国電力㈱営業部長
電力需給契約に際し、局側の経営努力、減債積立金の算
定の確認、特別積立金と漁業補償は次期改定時協議

H13年度 企業局 総務課 公営企業局 完結

211
「VDT作業に係る労働衛生管理上の留意
事項」に関するメモ

S61.3.20 人事課課長補佐
高知県職員労働組合コン
ピューター対策部会長

VDT作業における健康診断等の取扱いについて
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

212
日出野及び小日出排水機場の譲渡に関
する協定書

S61.3.20 知事

・高知市長
・競馬施設公社理事長
・土地開発公社理事長
・高知市土地開発公社理事
長

高知競馬場関連の日出野・小日出両排水機場の用地及
び施設について
〇高知市が排水対策事業のため取得
〇譲渡代金の支払い条件は
競馬施設公社は8年間分割払い
県市土地開発公社はS60年度末

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

213 工業用水の取水について(確認) S61.3.22
・知事
・香我美町長

野市町土居地区水源井対策
委員会委員長

香我美町川谷刈谷工業団地に立地する三菱電機㈱高知
工場へ工業用水を供給するため野市町に設置する取水
井戸工事について、取水協定の締結まで取水を開始しな
いことの確認。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

214 退職手当制度改正に伴うメモ S61.3.31 人事課長 高知県職員労働組合書記長 退職時特別昇給のメモ H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

215 確認書 S61.4.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了
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216 覚書 S61.6.26 新港建設対策室長

三里地区地曳網漁業者
・○○○○
・○○○○
・○○○○

・三里全体の補償金の積み上げへの努力
・三里補償分の別枠提示
・機船船曳網漁業の継続の手だて
・転職者に誠意をもって対応
・後継者対策、漁業振興対策、機船船曳網継続対策等
は、三里漁業者と直接話し合いを行い、誠意をもって対応
・背景：漁業補償の交渉をする中での難航する地元三里
地区への対応

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

217
高知新港に係る漁業補償に対する基本姿
勢について

S61.6.26 新港建設対策室長 三里地区地曳網漁業者一同

・S59.9.20の覚書の趣旨にのっとり、地曳網漁業者の意見
を尊重しながら進める
・三里支所に誠意ある額を明確に提示
・機船船曳網漁業を継続する者は、引き続き操業できるよ
う誠意をもって対応
・地曳網漁業者で転職する者は、本人の希望等をふま
え、誠意をもって対応
・後継者対策、漁業振興対策、機船船曳網継続対策等
は、三里漁業者と直接話し合いを行い、誠意をもって対応

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

218 事務機導入に係わる協定書 S61.7.14 業務課長

・病院局労働組合執行委員
長
・県職員組合中央執行委員
長

医事業務外来（芸陽病院は入院）への事務機導入に当た
り、使用業務の範囲等について協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H6.7.26)

219
奈半利川水系電源開発事業にかかる地
元対策の未処理事項の措置について

S61.7.30 土木部長 安田町長
奈半利川水系電源開発事業にかかる地元対策の未処理
事項の措置について、早期解決を図るよう伝えたとの回

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

220 給与の取扱いについてのメモ S61.8.5 人事課 高知県職員労働組合 専従休職者の復職調整等給与上の取扱い等 H13年度 総務部 人事課 総務部 廃止（H14.7.1）

221 文部省からの割愛人事について S61.8.15 教育長
高知県職員労働組合中央執
行委員長

S59.3.23付け確認書の趣旨が生かされるよう取り組む。
H14年度 教育委員会 総務課 終了

222
横浪大規模年金保養基地の運営を高知
県に委託するについての合意事項

S61.10.29 知事 年金福祉事業団理事長

「覚書（H58.6.9付け）」に基づき、基地運営を受託するに
当たって、年金福祉事業団と県との間での合意事項
（主な内容）
①基地運営は県もしくは県に代わるべき 団体（一部請負
を含む）が行い、県の責任において独立採算を計る
②基地愛称は「グリーンピア土佐横浪」
③維持管理費用は、森林維持管理費用、各所修繕費用
を除き県が負担
④開業までの維持管理費用は県負担
⑤経常収支の剰余金の取り扱いは、事業団が提示
⑥固定資産税は事業団が負担
⑦県は基地共同事業に参加
⑧役員の任免、予算、利用料金、財産処分等について、
県は事業団と事前に協議する
⑨県は事業団に決算報告を行う

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

223
横浪大規模年金保養基地の運営を高知
県に委託することについての申し合わせ
事項

S61.10.29 福祉生活部長 年金福祉事業団施設部長

保養基地の運営委託にあたっての申し合わせ
（内容）
①社会保険関係業務の経験者を幹部職員に加えること
への配慮
②大規模年金保養基地共同事業を要項に基づき実施す
ること

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）
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224
横浪大規模年金保養基地の運営並びに
開業準備業務を(財)グリーンピア土佐横
浪に委託することについての合意事項

S61.12.3 知事
(財)グリーンピア土佐横浪理
事長

保養基地の運営並びに開業準備業務を委託することにつ
いて県と財団法人が合意したもの
（内容）
①基地の運営を財団法人に再委託し、財団法人がさらに
株式会社に運営業務を請け負わすこと
②運営受託までの間、基地の開業準備を財団法人に行
わせ、財団はさらに株式会社に委託することができること

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

225
鷹ノ巣養豚団地の設置に関する公害防止
協定書及び
同協定書に基づく確認書

S62.1.31 知事
・須崎市長
・佐川町長

概要
・養豚団地に係る公害防止協定及び確認書
・養豚団地は小集落地区改良事業に関係し佐川町が設
置するもの
・知事は立会人で、協定事項の実施を責任をもって指導
するとしている。
背景
・須崎市、佐川町の両首長から要請を受け、広域行政に
関わる問題として、県が行政レベルでの調整を行った。
・須崎市側としては、施設が桜川の水源付近であるため、
水質汚染等将来にわたって心配があると市民運動を中心
に強い反対があった。

H13年度 農林水産部 農業政策課 農業振興部 事業廃止（H13.6.27）

226
三菱電機㈱高知工場建設にかかるテレビ
電波受信障害防除等に関する協定書

S62.2.27
・商工労働部長
・野市町長　他

三菱電機㈱高知工場長
三菱電機㈱高知工場が原因となる受信障害について、野
市町中ノ村・香我美町遠崎地区の一部について電波障害
改善対策を講ずることを定めたもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

227 安田川分水にかかる諸対策に関する覚書 S62.3.16 副知事 安田町長
水利使用許可命令が継続するための対応措置に関する
覚書

H13年度 土木部 河川課 土木部 廃止

228 確認書 S62.4.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

229 生化学分析装置導入に係る協定書 S62.4.30 病院局次長 病院局労働組合執行委員長
中央病院への生化学分析装置を導入するに当たり、労働
条件の改善等のため導入すること等を協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H6.7.26)

230
宿毛湾港国直轄事業に係る地方負担に
関する覚書

S62.5.21 総務部長 宿毛市助役
建設事業の負担割合は、地方負担額に対し県35、市15の
割合とし、S63年度事業から適用する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

231
将来転業する方に対する県の取り組みの
提示

S62.6.12 新港建設対策室長 三里地曳網漁業者

・三里の地曳網漁業者で漁業を廃止する者が、将来転業
するにあたっての県の取り組みは、漁業権放棄の手続き
開始までに文書で答える
・背景：漁業補償締結に向けての交渉過程での地元三里
漁業者への対応

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

232 千松園・浦戸園建築同意に関する覚書 S62.6.13 老人福祉課長 仁井田深浦町内会長
千松園及び浦戸園移転改築を円滑に進めるために、施
設整備工事の安全確保や周辺施設整備への協力等の約

H13年度 健康福祉部 高齢者福祉課 地域福祉部 完結

233
高知新港建設に関連する漁業操業等（覚
書）

S62.6.13 知事

・新港関連漁業対策調整協
議会長
・高知市漁業協同組合長
・高知市漁業協同組合三里
支所長

・工事区域内の漁業の操業禁止。
・工事に支障のない範囲内における操業の条件
・消滅区域内で操業する地びき網漁業の許可申請ができ
る者の条件
・機船船びき網漁業の廃止等
・背景：漁業補償締結に向けて契約締結を円滑にするた
めの条件提示

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

234
高知新港建設に係る漁業補償交渉にお
ける合意事項（確認書）

S62.6.13 知事 高知新港漁業補償交渉団長

・工事の同意
・漁業権放棄等に対する一切の損失補償金
・漁業振興基金
・漁業権消滅の手続き開始
・予算の計上時期
・契約締結
・漁業振興策
・背景：漁業補償締結に向けて契約締結を円滑にするた
めの条件提示

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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235 確認書の内容についての覚書 S62.6.13 企画部長

・高知新港漁業補償交渉団
副団長
・(立会人)高知市、御畳瀬、
春野町各漁協組合長

・損失補償金の内訳
補償金
減統を行うための調整金
・ブリ稚魚蓄養に係る分
・減統の調整金を受領する者の機船船びき網漁業の廃業
・背景：漁業補償締結に向けて契約締結を円滑にするた
めの条件提示

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

236 坂本ダム建設に関する要望書回答 S62.6.25 ダム事務所長 宿毛市長
坂本ダム建設に関する要望書への回答。
第四次要望→S62.6.25

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

237 電子計算機導入にかかる協定書 S62.8.1 病院局次長 病院局労働組合執行委員長
本局への電子計算機導入に当たり、使用業務の範囲等
について協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H6.7.26)

238 坂本ダム建設に関する要望書回答 S62.9.8 ダム事務所長 宿毛市長

坂本ダム建設に関する要望書への回答。
第一次要望→S58.10.6
第二次要望→S60.6.17
第三次要望→S61.10.27
第四次要望→S62.6.25
上記についてS62.9.8に再回答。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

239
室戸都市計画公園事業の施行等につい
て

S62.10.3 知事 室戸市長
県の事業着手に先立ち双方の経費負担等を明らかにし
たもの

H13年度 土木部 公園下水道課 土木部 完結

240 （覚書）応急措置に関する覚書 S62.10.5 知事 年金福祉事業団理事長

大規模年金保養基地運営委託契約に基づく施設の維持
管理に関し、覚書を締結したもの
（内容）
建物、設備、構築物、道路等の異状発見時に次のとおり
応急措置を講ずる
①軽微な異状は県が速やかに復旧し事業団に報告
②軽微でないものは県と事業団が協議のうえ処理する

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

241
坂本ダム建設に伴う地域整備計画に関す
る覚書

S62.10.5 土木部長
・坂本ダム対策協議会長
・宿毛市長

坂本ダムの建設については、S58.5.30付け基本協定書を
締結し、事業の実施にあたっているが、さらに事業の円滑
な推進を図るための覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

242
三里地先での砂利採取等について（回
答）

S62.11.12 知事
高知市漁業協同組合三里支
所内砂利採取組代表

・出来るだけ長期にわたり採取ができるよう最大限の努力
する。工事と調整を要する場合は必ず話合いを行う
・採取不可能となる場合、現在の採取地に見合い、他の
採取業者に比べ不利益とならないような新採取地を確保
する。新採取地を確保する場合、候補地は話合いを行い
許可は公平かつ平等な取扱を行う
・背景：新港建設による砂利採取の補償（要望書への回
答）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

243 漁業補償金の配分について覚書 S62.11.12 知事
高知市漁業協同組合三里支
所長

・漁業補償金の配分について、三里支所内部での話し合
いが難航する場合は、県は配分の参考となる資料の提供
等行政として取りうる最大限の協力を行う
・背景：漁業補償最終調印に向けての調整（要望書への
回答）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

244 桐見ダム建設事業における試験湛水 S62.11.13 土木部長 越知町長
土木部長と、越知町長との桐見ダム建設事業における試
験湛水にむけた確約書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

245 長浜海岸の海岸保全施設建設について S62.12.3 企画部長 高知市漁業協同組合長

・長浜海岸の海岸保全施設建設にあたって、協同漁業権
共第3022号にかかる漁業補償について、その建設の時
期に話合いを行う
・背景：新港建設に伴う周辺整備

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

246 借地料に関する覚書 S62.12.15 総務課長 地権者各位
吾北分校体育館及びグラウンド敷地の借地料の値上げ
に関して確約したもの。

H13年度 教育委員会 総務課 完了

247
市町村職員の勤務条件等に関する労使
協議事項の尊重についての文書及び顛
末書

S63.3.3 地方課長
自冶労高知県本部中央執行
委員長

特別交付税の市町村ヒヤリングの際、職員の定員管理に
関して、労使交渉等事項（事務量の増大に対応した定員
等）への不当介入と受け取られるような発言をした件に関
する文書と顛末書

H13年度 企画振興部 市町村振興課 廃棄
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248 電力受給契約締結確認書 S63.3.7 企業局長 四国電力㈱支配人営業部長
電力需給契約に際し、局側の経営努力、継続協議事項は
料金制度、ダム周辺整備事業

H13年度 企業局 総務課 公営企業局 完結

249 道路広域維持補修に関する覚書 S63.4.1 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

土木事務所に設置する道路広域維持補修班の勤務条件
等

H13年度 総務部 人事課 総務部
H3.4.1付け協定へ引き継ぎ

（H7.1.9破棄）

250 道路広域維持補修に関する覚書 S63.4.1 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

土木事務所に設置する維持補修班及びパトロール班の
編成等に関し、了解事項についてを締結したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

251 道路広域維持補修に関する覚書 S63.4.1 土木部長 高知県職員労働組合書記長 覚書(S47.3.31)に基づき締結したもの H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

252 確認書 S63.4.11 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

253
財務会計オンラインシステムについて（メ
モ）

S63.6.17 人事課長
高知県職員労働組合中央執
行委員長

財務会計オンラインシステムは事務処理の迅速化、効率
化等を目指したものであり、職員数の削減を目的としたも
のではない
＊原本相手側

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

254
昭和63年度西浜海岸侵食工事(突堤より
西側の消波工）について

S63.7.23
安芸土木事務所工務
第二課長

安芸漁協組合長
西浜海岸侵食対策工事の施工に際して漁民から異議が
出た場合（流失ブロックによる魚網被害)、ブロックの取り
除きを行うとしたもの。

H13年度 土木部
安芸土木事
務所

土木部
破棄

工事は完了し、長期間が過ぎ
たため。

255 電子計算機導入にかかる協定書 S63.8.1 病院局次長 病院局労働組合執行委員長
中央病院薬剤業務への電子計算機導入に当たり、使用
業務の範囲等について協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄

(H6.7.26)

256
高知県と愛媛県との入漁に関する協定書
（第20回）

S63.10.25 知事 愛媛県知事

愛媛県漁船の宿毛湾の高知県海域への入漁と高知県漁
船の愛媛県海域への入漁に関し、漁船の隻数や入漁で
きる海域等を、2カ年を有効期間として、取り決めたもの。
＊第1回協定締結(H4.11.30)

H13年度 海洋局 海洋漁政課
完結

(協定期限H2.10.24満了）

257 確認書 S63.10.25 水産課長 愛媛県水産課長
S63.10.25協定を補完する手続き等を確認したもの。

H13年度 海洋局 海洋漁政課
完結

(H2.10.24）

258 覚書 S63.10.25 水産課長 愛媛県水産課長
S63.10.25協定を補完する手続き等の覚書。

H13年度 海洋局 海洋漁政課
完結

(H2.10.24）

259 漁業補償合意事項の確認 S63.11.17 港湾総室長
・須崎港漁業補償等対策委
員会長
・立会人須崎市長

・津波防波堤構造物敷以北の漁業権の放棄
・一切の損失補償金額
・漁業等振興計画の策定、計画的な実施、漁業振興上必
要な措置等の後日確認
・港湾整備事業に同意すること
・漁業権放棄の確認のうえの支払
・背景：漁業補償の締結

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

260
高知中核工業団地への進出に関する協
定書

S63.12.7～
（17協定）

・知事
・宿毛市長

西南中核進出企業代表者
高知西南中核工業団地への企業進出について、企業の
用地取得時期及び県・市の企業に対する協力事項等を
確認したもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

261 確約書 S63.12.13
高知土木事務所工務２
課長

○○○○
土佐山村高川の土地払い下げの手続きについて
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 処理済み

262 漁業補償締結にかかる確認書 H1.3.3 知事

・宿毛湾港漁業補償交渉団
長 立会人
・宿毛市長
・大月町長

・工事の同意
・漁業補償金額
・漁業権の消滅等
・漁業振興対策

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

263 確認書 H1.3.31
・管理課長
・企業局総務課長

・病院局労働組合書記長
・企業局労働組合書記長
・県職員労働組合執行委員

H元年度、2年度の企業局職員を病院局職員に併任する
に当たっての取扱 H13年度 病院局 管理課 公営企業局 実際の効力はない

264 業務委託について覚書 H1.4.7 総務課長
高知県職員労働組合高知支
部長

学校基本調査報告書の基礎資料作成の業務委託の内容
等についての取り決め。

H14年度 教育委員会 総務課 終了

265 確認書 H1.4.13 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

266
坂本ダム建設に伴う水源地域整備計画に
関する協定書

H1.6.13 土木部長
・坂本ダム対策協議会長
・宿毛市長

坂本ダム建設に伴う水源地域整備計画については、
S62.10.5に覚書を交換し、事業を実施しているが、さらにこ
の事業の円滑な促進を図るための協定書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結
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267
県、宿毛市、大月町の補助金負担割合の
覚書

H1.6.16 港湾総室長
・宿毛市助役
・大月町助役

・H1.3.3付けで知事と漁業補償交渉団長が締結した確認
書第4項の負担額の県、宿毛市、大月町の割合

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

268
宿毛湾港国直轄事業に係る地方負担に
関する覚書

H1.6.27 総務部長 大月町助役
建設事業の負担割合は、地方負担額に対し県35、市15の
割合とし、H元年度事業から適用する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

269 樺地区の埋立について H1.7.17 港湾総室長

・宿毛市漁業協同組合長理
事
・○○○○
・○○○○
・○○○○

・樺地区の埋立は同意を得て実施する

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

270
（確約書）昭和60年2月27日締結覚書につ
いての確約書

H1.8.12 観光振興課長
・深浦漁業協同組合長理事
・須崎市商工水産課長

保養基地完成後の地元対策（①荷下ろし船着き場の設
置、②海底掃除）について覚書（公開済）に基づき確約し
たもの
（内容）
①平成元年度中に、須崎市が完成させること
②漁協が実施し、観光振興課がH2～3年度に総額5,000
千円を負担すること

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

271 生化学分析装置導入に係る協定書 H1.9.4 業務課長 病院局労働組合執行委員長
安芸、宿毛病院への生化学分析装置を導入するに当た
り、労働条件の改善等のため導入すること等を協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

272
串の浦ケーソンヤードに係る地元対策事
業

H1.9.28

・第三港湾建設局高知
港工事事務所長
・須崎土木事務所長
・須崎市長

串の浦部落長

串の浦部落前面に位置するヤード建設に伴う地元対策

H13年度 土木部 港湾課 土木部 完結

273
宿毛市坂本地区簡易水道施設の整備に
関する覚書

H1.10.18 坂本ダム建設事務所長 宿毛市長
宿毛市橋上町坂本及び下坂本地区に対する簡易水道施
設の整備を実施するための覚書。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

274 確認書 H1.11.8 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

技能職員のうち要件を満たす職員は２年を限度として引
き続き勤務できるようする。

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

275

高知大学農学部の土地使用依頼に伴う
覚書

物件補償協定書

H1.11.29

H1.11.29
知事 高知大学長

高知の空の玄関口のイメージアップを図るため、県道高
知空港線沿いの高知大学農学部の敷地1728.4㎡を借り
上げ、そこに色どりある花木を植栽し、フラワーロードとし
て維持管理することとした。国有財産を使用するにあた
り、土地使用に関する覚書を差し入れた。
（項目）
①使用の国有財産については、速やかに県道として道路
区域の変更を行う。
②使用許可物件について、速やかに買上の措置を講ずる
よう努力する。
③植栽工事に関して、支障となる囲障等の補償工事につ
いては高知大学の指示に従う。

物件補償協定書
①植栽工事に関して支障物件については、工事が円滑に
進行するよう双方誠意を持って実行する。
②支障物件の撤去費は県の負担とし、H2.3.31までに高知
大学の確認を受け引き渡す。

H14年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環
境部

廃止

276 土地使用に係る覚書の用語の解釈 H1.11.29 観光振興課長 高知大学会計課長

H1.11.29覚書の用語の解釈
①「速やかに」とは、高知県において当該使用許可物件
周辺整備の全体計画が整った時点
②「買上の措置を講じる」とは、県において買上のための
予算要求等を行うことをいう。

H14年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環
境部

廃止

277
医事業務コンピューター導入に係る協定
書

H2.2.5 業務課長 病院局労働組合執行委員長
中央病院へのコンピューター導入に当たり使用業務の範
囲等について協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)
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278 日高に建設する県営住宅に関する覚書 H2.3.15 知事 日高村長
県営住宅建設に関する県と村との役割分担に関する覚
書

H13年度 土木部 住宅課 土木部
H3.10.21
事業完了

279 電力受給契約締結確認書 H2.3.15 企業局長 四国電力㈱取締役営業部長
電力需給契約に際し、局側の経営努力、特別積立金の算
定、起債時の協議を確認、また、継続協議事項は料金制
度、契約期間の長期化

H13年度 企業局 総務課 完結

280 専務理事の発令について H2.4.6
・総務部副部長
・土木部副部長

・公社理事長
・土木部元用地監
・公社労組委員長
・自治労県本部委員長

専務理事派遣に際して、県、公社、専務発令予定者が確
認行為を行った覚書
専務理事発令に関し、公社内において動揺があったた
め、関係者が確認を行ったもの

H13年度 土木部 用地管理課 土木部 完結

281 確認書 H2.4.12 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

282 確認書(第２回) H2.4.26 水産課長
県職員労働組合
高知、高岡、幡多3支部長

漁業取締船への変則勤務導入に当たり、出港時の最低
乗組員数、緊急対応時のケース等を確認
＊第1回締結(H1.7.22)

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H3.3.31）

283 確認書 H2.5.8 病院局長 病院局労働組合執行委員長
医事業務等にコンピューター導入の開発を行うに当たっ
て労働条件の改善を図ることを目的とすること等について

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

284 砂利カス投棄に関する確認書 H2.5.16 須崎土木事務所長 寺田幸樹
砂利カスを須崎港大間地区埋立区域に投棄することにつ
いて相手側が遵守する事項を定めた確認書

H13年度 土木部 監理課 土木部 完結

285 砂利カス投棄に関する確認書 H2.5.16 須崎土木事務所長 高陵砂利㈲代表取締役
砂利カスを須崎港大間地区埋立区域に投棄することにつ
いて相手側が遵守する事項を定めた確認書

H13年度 土木部 監理課 土木部 完結

286 砂利カス投棄に関する確認書 H2.5.29 須崎土木事務所長 池田孝
砂利カスを須崎港大間地区埋立区域に投棄することにつ
いて相手側が遵守する事項を定めた確認書

H13年度 土木部 監理課 土木部 完結

287 電子計算機導入に係る協定書 H2.5.30 業務課長 病院局労働組合執行委員長
中央病院を除く県立病院への電子計算機導入に当たり使
用業務の範囲等について協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

288 砂利カス投棄に関する確認書 H2.6.2 須崎土木事務所長 池田砂利
砂利カスを須崎港大間地区埋立区域に投棄することにつ
いて相手側が遵守する事項を定めた確認書

H13年度 土木部 監理課 土木部 完結

289
樺地区の宿毛湾港開発工事に対する要
望への回答

H2.6.13 港湾局長 樺地区長

・排水対策は地域の実情を把握し地区と協議をしながら
万全を期した計画をたてる
・代替地は個々の事情を汲みながら誠意をもって対応す
る
・船付場は、利用について漁協と調整する倉庫、クレー
ン、水道等は、施設ができるようその実現に努力する
・埋立工事は地区の同意を得る
・背景：潤活会でとりまとめる前の地区の要望に対する回

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

290 確認書 H2.9.13 港湾局長
・手結漁業協同組合組合長
理事
・立会人夜須町長

手結港マリーナ等の整備に伴う手結漁業協同組合に係る
漁業振興策の合意事項について確認する。 H14年度 港湾空港局 港湾課 土木部

完結
※原本はB4サイズ

291 確認書 H2.12.3 病院局長 病院局労働組合執行委員長
芸陽病院を除く県立病院の医事業務の委託に伴い、委託
内容等について確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

292 確認書 H2.12.7 業務課長 病院局労働組合書記長
西南・宿毛病院のボイラ－委託に当たって職員の勤務形
態の変更等についての確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
施設整備は終了、他は
H7.1.17破棄

293
高知大学農学部の土地の継続使用許可
申請に伴う覚書

H3.1.31 知事 高知大学長

継続して国有財産の使用許可申請を行うにあたり、覚書
を差し入れた。
①使用の国有財産については、速やかに県道として道路
区域の変更を行う。
②使用許可物件について、速やかに買上の措置を講ずる
よう努力する。

H14年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環
境部

廃止

294
（協定書）大規模年金保養基地受託料に
関する協定

H3.2.19 知事
・年金福祉事業団理事長
・(財)グリーンピア土佐横浪理
事長

大規模年金保養基地の受託料について協定したもの
（主な内容）
①受託料を財団が負担し、事業団に直接支払うこと
②受託料の額は負担年度の前々年度の営業収入×0.3%
とすること
③受託料の負担をH2年度からとすること

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）
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295
医事業務におけるコンピューター導入に
かかる協定書

H3.3.28 病院局長 病院局労働組合執行委員長
医事業務にコンピューターを導入するに当たって使用業
務の範囲等について協定

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

296
高知学生就職情報センターの設置に関す
る覚書
（H7.3.31破棄）

H3.3.30 商工労働部長
(財)高知県中小企業公社理
事長

高知学生就職情報センターの円滑な運営を図るための覚
書
（破棄）商工政策課U・Iターン窓口への一元化のため

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

297 確認書 H3.3.30
・中小企業指導課長
・地場産業課長
・職業安定課長

・(財)高知県中小企業公社理
事長
・(財)高知中央地域地場産業
振興センター理事長

高知学生就職情報センターの設置に関する覚書に基づく
確認書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

298 道路広域維持補修に関する協定 H3.4.1 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

土木事務所に設置する道路広域維持補修班の勤務条件
等

H13年度 総務部 人事課 総務部
破棄
(H7.1.9)

299
「道路広域維持補修に関する協定」確認メ
モ

H3.4.1 人事課長 高知県職員労働組合書記長
H3.4.1協定に係る体制は、9年の間はこれを変更しない

H13年度 総務部 人事課 総務部
破棄
(H7.1.9)

300 覚書 H3.4.1 農業技術課長（私印） ○○○○

○○○○所有の農業技術センター圃場用賃貸借契約の
賃貸借料の積算基礎である米穀政府買入価格の減少が
予想されることから、H3年度賃借料を下回らないよう配慮
する。県は当契約にかかる○○氏所有地の土地評価額
が、改訂により変動した場合は、これを考慮する。

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

農業振興部 期間終了（H22.3.31）

301 道路広域維持補修に関する協定 H3.4.1 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

土木事務所に設置する維持補修班及びパトロール班の
編成等について締結したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

302 確認書 H3.4.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
管理職等の範囲を拡大するにあたり、事前協議の徹底、
妥結事項の遵守

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

303 確認書 H3.4.1 業務課長 病院局労働組合書記長
H3.3.28協定書に関し、作業環境の改善等について確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

304
南国農業改良普及所の建築に関する確
約書

H3.4.10 農業技術課長 ○○○○

・建築に関しては、西側隣地境界から原則として10mの距
離を置いて建築する。
・施行に際しては、日当たりを確保するよう努力することと
し、設計段階で、その概要につき説明、協議を行い、了解
のもとに施行する。

H13年度 農林水産部 農業技術課 農業振興部 完結

305 確認書 H3.4.11 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与改定は人事委員会勧告及び労使慣行を尊重し国家
公務員に準じて制度化、運用等

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

306 確認書 H3.5.1 管理課長 病院局労働組合書記長 救急医療の勤務体制、呼出登院の手当支給範囲の拡大 H13年度 病院局 管理課 公営企業局 実際の効力はない

307 入園者預かり金に関する覚書 H3.6.10 南海学園長

・○○○○
・○○○○
・○○○○
・○○○○

南海学園の利用者の年金等の管理運営について、利用
者の保護義務者（利用者の伯父）と南海学園長とが交わ
した覚書である。

H13年度 健康福祉部 南海学園 地域福祉部 完結（H18.3.31）

308
平成3年度災害復旧工事(消波工）につい
て

H3.7.25
安芸土木事務所工務
第二課長

安芸漁協組合長
西浜海岸災害復旧工事の施工に際して漁民から異議が
出た場合（流失ブロックによる魚網被害)、ブロックの取り
除きを行うとしたもの。

H13年度 土木部
安芸土木事
務所

土木部 破棄

309
財務会計システムに係る電子計算機の導
入に関する協定書

H3.8.20 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

財務会計システム導入時の協議を文書化したもの
H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

310
医事業務におけるコンピューター導入に
かかる協定書

H3.10.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
H3.3.28協定書へ使用機器の増設等を追加

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H6.7.26)

311 確認書 H3.10.7
・中央病院事務局長
・総看護長

中央病院分会長
週休2日制導入時における看護婦の日勤者数の確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 終了

312 書簡 H3.12.5 知事
・○○○○
・○○○○

平成元年に浦戸地域開発事業等、県の重要施策に供す
る土地として寄贈を受け、その有効利用についての検討
と、結果として寄贈の趣旨に反する場合は元に復すること

H13年度 総務部 管財課 総務部 廃止（H19.3.16）
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313
高知県消防学校移転改築工事に係る覚
書

H3.12.6 総務部長
部落解放同盟高知県連委員
長

伊野町枝川にあった消防学校の用地の一部が高知西バ
イパス(R33)用地に買収されることとなり､同町大内地区に
用地を購入し､移転､新築を行った。(S63年度～H4年度)
平成3年12月、工事の施行について、地元への工事に伴
う騒音等への配慮、周辺対策事業等の実施が必要とな
り、地元伊野町の協力を得、必要な周辺対策事業を実施
することで、地元との合意が得られた。平成5年3月落成
し、同年4月開校した。

H13年度 総務部 消防防災課 総務部 終了

314 須崎港港湾整備事業の推進について H4.3.30 港湾局長 須崎市長

須崎港大間地区小型船だまり整備事業について、この背
後地の港湾関連用地の取扱いについて
1.北側約2,400㎡について、H4年度以内に用地造成を完
了し、漁業振興関連用地として、須崎市へ有償譲渡する。
2.南側約3,400㎡については、H6年度末を目途に用地造
成を完了し、上記同様に有償譲渡する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

315
確認書（南国市高知海岸における桟橋及
び連絡橋の設置に関するもの）

H4.3.31 港湾局長
・南国市長
・立会人
建設省高知工事事務所長

・高知県は、高知新港小型船溜りの供用開始次期を
H7.4.1として整備を図る。
・南国市は、高知新港小型船だまりの供用開始に伴い、
H7.4.1から、速やかに施設の撤去を行う。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

316 時間外勤務に関する職場覚書（第4回） H4.4.27 水産課長 高知支部分会代表

漁業取締船の時間外勤務に関して支部単位で、1年毎に
確認
・月30時間年280時間を超えない
・特別延長時の事例及び協議
＊第1回締結(H1.7.23)

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H5.3.31）

317 時間外勤務に関する職場覚書（第4回） H4.4.27 水産課長 高岡支部分会代表

漁業取締船の時間外勤務に関して支部単位で、1年毎に
確認
・月30時間年280時間を超えない
・特別延長時の事例及び協議
＊第1回締結(H1.7.23)

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H5.3.31）

318 時間外勤務に関する職場覚書（第5回） H4.4.27 水産課長 幡多支部分会代表

漁業取締船の時間外勤務に関して支部単位で、1年毎に
確認
・月30時間年280時間を超えない
・特別延長時の事例及び協議
＊第1回締結(H1.7.23)

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H5.3.31）

319
中核工業団地開発可能性予備調査実施
にかかる確認書

H4.6.1 商工政策課長 地域公団計画第二課長

開発可能性予備調査を実施するにあたり、県において行
う各種調査、検討等項目を確認
・進出希望企業の調査・把握
・インフラ整備上の課題整理
・地権者状況の把握等

H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

320 確認書 H4.6.13
高知空港対策推進本
部長

・運輸省第三港湾建設局高
知港工事事務所長
・高知空港再拡張対策協議
会会長
・南国市長

高知空港再拡張事業について地元との交渉窓口を高知
空港再拡張対策協議会とすることについて確認したもの。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間対策・
運輸担当理
事所管

完結
平成7年7月8日
高知空港再拡張対策協議会
が解散したため

321 鎌井谷ダム要望書回答 H4.7.21 河川課長
鎌井谷ダム建設に伴う流域
住民代表

鎌井谷ダム建設に伴う要望書への回答。
H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

322
宿毛湾港漁業補償及び港湾区域につい
て（回答）

H4.8.14 港湾局長 松田川漁業協同組合

・松田川漁業協同組合の漁業権設定区域は、池島地区
及び白浜地区の工事施行により漁場への影響を与える
一定水域の外であり、補償の対象とならないことを回答
・宿毛湾港港湾区域の一部抹消要望に対して、港湾区域
内においても協同、区画漁業権の取得等には問題がな
く、従前どおりの区域を港湾区域としていくことを回答

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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323
高知県Ｕターンアドバイザー設置に関する
覚書
（H7.3.31破棄）

H4.10.30 商工労働部長
(財)高知県中小企業公社理
事長

Uターンアドバイザーの円滑な業務運営を図るための覚
書
（破棄）Uターンアドバイザーを高知県の非常勤職員とす

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完了

324 ケーソンヤード建設に伴う確認書 H4.11.11

・第三港湾建設局高知
港工事事務所長
・須崎土木事務所長
・須崎市長

串の浦部落長

施工中の地元に対する安全環境面対策及び事業要望

H13年度 土木部 港湾課 土木部 完結

325 確認書 H4.11.18
・中央病院事務局長
・中央病院総看護長

中央病院分会長
中央病院のRI からの助勤について、助勤先、人員を確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H7.1.17)

326
一般国道55号高知南国道路に係る周辺
整備事業に関する覚書

H4.12.11 土木部長

・高知市高須長場江左右ヱ
門丸土地改良区理事長
・建設省土佐国道工事事務
所長
・高知市助役

一般国道55号高知南国道路に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H9.3.31）

327 確認書 H5.2.22 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

S36.6.16付け協定書及び高知県職員人事諮問委員会規
程の解約（廃止）

H13年度 総務部 人事課 総務部 終了

328
中核工業団地開発可能性調査の条件整
備のための確認書

H5.3.3 商工政策課長 地域公団計画第二課長

開発可能性調査を実施するにあたり、県において行う各
種調査、検討等項目を確認
・法規制状況等
・関連インフラ状況等
・地権者同意見通し等

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

329 確認書 H5.4.1 知事
・㈱大阪有線放送代表取締
役
・㈱ゆうせん代表取締役

道路法等の規定による許可を受けずに、事業者が設置し
ていた有線電気通信施設についての取扱いを確認したも
の

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

330 小型船係留施設の利用に関する覚書 H5.4.1

・第三港湾建設局高知
港工事事務所長
・須崎土木事務所長
・須崎市長

係留施設利用者

串の浦作業ヤード南岸小型船係留施設の利用

H13年度 土木部 港湾課 土木部 完結

331 確認書 H5.4.14

・土佐国道工事事務所
長
・道路公団高知工事事
務所長
・知事
・高知市長

薊野環境対策会会長

四国横断自動車道高松窪川、国道５５号高知南国道及び
県道北部環状線建設に伴う設計協議に関する確認書
（背景）
道路改良事業の促進 H13年度 土木部

高知土木事
務所

土木部 完結

332
中核工業団地開発可能性調査時に県に
おいて行う調査・検討の確認書

H5.5.21 商工政策課長 地域公団計画第二課長
開発可能性調査を実施するにあたり、確認された、県に
おいて行う各種調査、検討等項目のスケジュールを確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

333
ふれあいひろば三里の維持管理に関する
協定書

H5.6.25 港湾局長 高知市助役

・ふれあいひろば三里及び大平山遊歩道の維持管理は
施設が所在する県有地を高知市に無償で貸与したうえで
県が市に委託して行う。
・グランド、スプリンクラー及びこれに付随する施設の維持
管理に要する経費は市が負担する。それ以外の施設の
維持管理に要する経費は原則として県市それぞれ２分の
１を負担するものとし、委託料として県が市に支払う。
・この協定の対象期間はH15年度までとする。
・維持管理を合理的に実施する観点から協定期間終了後
の施設の譲渡について改めて協議する。
・背景：背後地対策により整備したふれあいひろば三里の
管理上の確認

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 期間終了（H16.3.31）
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334
ふれあいひろば三里の維持管理に関する
協定の考え方

H5.6.25 港湾振興課長 高知市都市計画課長

・H5.6.25協定書に同じ
・補修に要する経費が多額なものは県で対応
・施設の用途を変更しない限り無償を前提として平成１５
年度に協議を行う。
・疑義が生じた場合は、協議する
・背景：県、市の負担割合等の確認

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結（H17.4.1）

335
中核工業団地地域公団がＨ６予算を要求
するにあたっての確認書

H5.7.21 商工労働部長
・地域公団工業再配置事業
部長
・土佐山田町長

地域公団がＨ６予算を要求するにあたり、県・町が協力し
事業の早期実現に努める。 H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

336
公共関与による産業廃棄物処理施設等
の整備について（要請）に対する確約書

H5.8.30 副知事 日高村

概要
1.渋谷油脂㈱の悪臭及び水質汚濁防止に対する具体的
施策
2.日高村に地域振興対策費として３億円を交付する
3.日高村の水資源対策について誠意を持って協力する。
背景
日高村での産業廃棄物処理施設建設促進

H13年度 文化環境部
廃棄物対策
課

林業振興・環
境部

完結

337
中核工業団地需要想定価格、優遇措置、
企業誘致体制についての確認書

H5.8.31
・商工政策課長
・土佐山田町産業振興
課長

地域公団計画第二課長
左記事項について、関係三者で確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

338 確認書 H5.9.29 業務課長 病院局労働組合書記長 薬局総合管理システム開発再開に当たり、再開日等を確 H13年度 病院局 管理課 公営企業局 終了

339
県道土佐伊野線設計協議に関する確認
書

H5.10.14 伊野土木事務所長
・天崎部落長
・土佐市建設部長

当工区の説明会を行った際、様々な意見・要望が出され
たため、一定部落として要望をまとめてもらい、それに対
する回答を確認書として取り交わした。

H13年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H17.3.31）

340
中核工業団地関連公共施設整備につい
ての確認書

H5.11.30
・知事
・土佐山田町長

地域公団総裁
関連公共施設整備について地元負担の確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

341 確認書 H5.12.27
・副知事（五台山地区
振興対策本部長）
・高知市助役

・五台山南部土地改良区理
事長
・五台山南部土地対策会会
長

・高知港臨港道路の道路構造等の提示
・東部自動車道、五台山道路は別途設計協議を行う。
・関連対策は、具体的な要望を協議し、覚書を締結する。
・農業用水の確保等
背景：五台山地区を通る臨港道路等を整備することによ
る、地元対策

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

342
ふるさとの川モデル事業による介良川都
市小河川改修事業に係る費用負担区分
に関する基本協定書

H6.1.20 知事 高知市長
人口30万人以上の都市において、県が実施している補助
事業区間内に市の積極的な参画を依頼したものである。
市の負担1/3を県が負担する協定書である。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

343
産業廃棄物処理施設の事前調査を行うに
あたっての確約書

H6.2.10 副知事 日高村

概要
1.日高村へ県立文教施設及び試験・研究機関の配置に
ついて、平成５年から可能性調査実施し、県立施設整備
基本方針とりまとめと日高村地域振興計画を策定する。
2.H6年度に産業廃棄物処理施設の基本設計を策定す
る。
3.前記1、2の県立施設整備基本方針及び地域振興計画
並びに産業廃棄物処理施設の基本設計の策定後、日高
村に提示
4.前記3の手続き後、あらためて日高村に対して産業廃棄
物処理施設設置について協議する。工事については、協
議が整わない限り着手しない。
背景

H13年度 文化環境部
廃棄物対策
課

林業振興・環
境部

完結

344 確認書 H6.3.25 中央病院事務局長 中央病院分会長
中央病院の死体腎移植等実施要領を定めるに当たり、実
施後労働条件を変更しなければならない事態が発生すれ
ば、協議する

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 実際の効力はない。

345 確認書 H6.3.25 中央病院事務局長 中央病院分会長
中央病院の中材業務の全面委託に当たっては、協議の
場を持つ

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
破棄
(H7.1.17)
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346
覚書（「地域情報システムの効率的開発」
の実験運用に関する覚書）

H6.4.1 知事
(財)ニューメディア開発協会
会長

「地域情報システムの効率的開発」を県に貸与し、実験運
用させる際の注意事項等について定めたもの。〔 契約期
間：H6.4.1～H7.3.31〕

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完結

347 確認書 H6.4.1 総務課長
高知県企業局労働組合書記
長

企業局庁舎管理規程がH6.4.1付けで制定されたが、庁舎
内での掲示板設置行為について労働協約を尊重すること
の確認

H13年度 企業局 総務課 実際の効力はない。

348
流通団地高速道路建設事業発生土砂等
の引渡しに関する協定書

H6.5.20 知事 道路公団高松建設局長
左記事項を関係事業者間で確認
・土砂等の搬入

H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

349
高知女子大学長等の宿舎敷地に係る交
換のための覚書

H6.5.31 知事

・○○○○
・○○○○
・○○○○
・○○○○

高知女子大学長等の宿舎敷地を隣地の所有者から営業
用の駐車場として取得の希望があり、土地及び家屋と交
換する覚書を交わしたが、この交換に対して近隣者等か
ら苦情や取得希望などが出されたことから、覚書の履行

H13年度 総務部 総務学事課 （不明） 終了

350
（覚書）大規模年金保養基地運営委託契
約に基づく整備、森林維持管理について
の覚書

H6.6.1 知事
・年金福祉事業団理事長
・(財)グリーンピア土佐横浪理
事長

保養基地の施設等の拡充及び補修に係る契約事務を、
事業団が財団に委託することについて覚書を取り交わし
たもの
（主な内容）
①設計、施工、施工監理の契約に係る事務及び完了検
査業務を事業団が財団へ委託すること
②委託する事務等は、森林維持管理等、基地の施設管
理に必要な事業及び安全環境整備等、基地の施設整備
に必要な事業とすること

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

351
（協定書）平成6年6月1日付け覚書に基づ
く協定書

H6.6.1 知事
・年金福祉事業団理事長
・(財)グリーンピア土佐横浪理
事長

覚書で締結した大規模年金保養基地の施設等整備に係
る事務費について協定したもの
（主な内容）
①事業団が事務費を負担すること
②事務費は90千円とすること

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結（H16.3.31）

352 覚書 H6.6.1

・道路公団高知工事事
務所長
・土木部長
・高知市助役

一宮地区道路対策協議会会
長

四国横断自動車道高松窪川線建設施工に当たり周辺整
備についての覚書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 完結

353
覚書(講演会の講師選定に係る事前協議
について)

H6.6.24
・同和対策課長
・地域改善協会所長

部落解放同盟高知県連合会
委員長代行

（概要）
○「部落差別をなくする強調旬間」の記念講演会の講師
選定について、確認事項である事前協議を怠ったことの
お詫びと、二度とこのようなことのないように留意すること

H13年度 企画振興部 人権課 破棄

354
高知新港の建設に関する質問に対する回
答

H6.7.13 知事 高知砂利採取組合代表者

・高知新港建設工事により、ヘドロが砂利に混入している
件については、施工方法の変更により対処し了解された
と考えていること。
・工事をする場合の事前調整等については一層の配慮を
すること。
・新港完成時の砂利新採取地については諸般の条件が
整い次第新採取地の確保を努力すること。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

355
小型底びき網漁業許可の取り扱いについ
て

H6.7.28 水産課長
高岡郡下漁業秩序確立漁民
会議会長

事前協議なしに小型底びき網漁業の許可を更新したこと
に関し、今後の対応を示したもの。

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H6.7.28）

356 五台山振興計画について H6.8.30
・副知事（五台山地区
振興対策本部長）
・高知市助役

五台山振興会会長

・要望書への回答
・この回答をもとに確認書を取り交わす。
・弘化台～潮江間架橋新設は、新港一部開港後早い時
期に着手できるよう国に働きかける。
・臨港道路へのアクセス等の利便性は技術的に可能な限
り地元の期待に沿うよう調整を図る。等
背景：五台山地区を通る臨港道路等を整備することによ
る、地元対策

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

357
時間外勤務等に関する協定書の変更覚
書

H6.9.30 総務課長
高知県企業局労働組合書記
長

H6.4.1から職員1名を自治省へ派遣。給与は県費負担だ
が、時間外勤務時間数の規定適用除外の覚書

H13年度 企業局 総務課 実際の効力はない。
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358
浦戸湾東部エコポリス造成工事に伴う覚
書

H6.10.4
・プロジェクト推進室長
・土地開発公社開発用
地部長

○○○○
用地買収にあたって提供する代替地の場所等について
の覚書 H13年度 企画振興部 地域政策室 完結

359
「女性センター」基本計画策定に係る経費
の負担について（覚書）

H6.10.8 福祉生活部長 高知市助役
「女性センター」の基本計画策定に係る経費負担の割合
は､それぞれ2分の1の負担とする
背景：県と高知市が共同で整備

H13年度 文化環境部 生活女性課 完結

360
一般国道55号高知南国道路、県道高知
北環状線布師田地区に係る周辺整備事
業に関する覚書

H6.11.30 土木部長

・高知市布師田土地改良区
理事長
・高知市布師田土地改良区
源右ヱ門代表者
・建設省土佐国道工事事務
所長
・高知市助役

一般国道55号高知南国道路、県道高知北環状線の建設
に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H13.3.31）

361
電子計算機処理情報提供に関する覚書
(自動車税)

H6.12.1 知事 高知市長
自動車税納税通知書の返戻分について、住所移動等の
情報提供を受けるもの。

H13年度 総務部 税務課 総務部 廃止（H21.6.17）

362 覚書 H6.12.1

・土佐国道工事事務所
長
・土木部長
・高知市助役

一宮地区道路対策協議会会
長

国道５５号高知南国道路建設施工に当たり周辺整備につ
いての覚書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 完結

363 覚書
H6（日付不

明）

・土佐国道工事事務所
長
・道路公団高知工事事
務所長
・土木部長
・高知市助役

薊野環境対策会会長

国道５５号高知南国道路・四国横断自動車道北部環状線
建設施工に当たり周辺整備についての覚書
（背景）
道路改良事業の促進 H13年度 土木部

高知土木事
務所

土木部 完結

364
港湾建設資源の広域利用に関する協定
書

H7.1.20 知事 東京都知事
東京都と高知県は、「港湾建設資源の広域利用推進協議
会」が決定した「港湾建設資源の広域利用基本計画」に
基づく港湾建設資源の広域利用について協定を締結す

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

365
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市高岡西地区
に係る地元協議に関する覚書

H7.1.30 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
高岡西地区対策協議会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

366 確認事項 H7.2.7 財政課長 ㈱四国銀行県庁支店長
一時借入金、縁故債手数料、繰上償還に関する協議結
果の確認

H13年度 総務部 財政課 総務部 終了

367 覚書 H7.2.28
・副知事
・高知市助役

・五台山南部土地改良区理
事長
・五台山南部土地対策会会
長

五台山道路の建設に関して締結した確約書に基づく要望
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部
完結
（H14.9.30）

368 覚書 H7.3.27 企画部長 南国市助役
高知空港拡張事業に関連して実施する吾岡山公園整備
事業について覚書を締結したもの。 H13年度 港湾空港局

港湾空港振
興課

中山間対策・
運輸担当理
事所管

完結

369
県道興津窪川線興津坂工区の道路改良
（トンネル）工事に伴う与津地地区の水利
に関する覚え書き

H7.3.30 窪川土木事務所長
・窪川町滝山水利組合長
・与津地部落総代

・トンネル工事に伴い，与津地川の流水量が減少し灌漑
用水等に支障を来た場合の対応の取り決め
・水量継続観測の取り決め

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

370 組合活動に関する労働協約 H7.3.30 企業局長
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

H13年度 企業局 総務課 完結

371 賃金控除に関する協約 H7.3.30 企業局長
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

H13年度 企業局 総務課 完結
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372 労働協約の廃止に係る確認書 H7.3.30 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

下記の労働協約を廃止する(締結）
・団体交渉に関する協定(S49.7.27)
・団体交渉に関する協定についての確認事項(S49.7.27)
・組合活動に関する労働協約(S56.2.2)
・賃金控除に関する協約(S57.7.1)
・電子計算機導入に係る協定書(S62.6.12)

H13年度 企業局 総務課 完結

373
自動車税の継続検査用納税証明書の交
付に関する覚書

H7.4.1 税務課長 高知県自動車整備振興会長

自動車税の継続検査用納税証明書の円滑な交付事務処
理及び申請者の便宜を図ることを目的としたもので、納税
義務者から受けた交付申請について、税務課への照会を
行い、完納者について税務課高知陸運支局駐在から発
行された証明書を申請者に交付するもの。

H13年度 総務部 税務課 総務部 廃止（H17.4.1）

374 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H7.4.1 港湾局長 東京都港湾局長

高知新港への埋立土砂搬入について、東京都と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H7.1.20覚書に基づくH7年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

375
港湾建設資源の広域利用に関する協定
書

H7.4.1 知事 横浜市長
横浜市と高知県は、「港湾建設資源の広域利用推進協議
会」が決定した「港湾建設資源の広域利用基本計画」に
基づく港湾建設資源の広域利用について協定を締結す

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

376 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H7.4.1 港湾局長 横浜市環境保全局長

高知新港への埋立土砂搬入について、横浜市と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H7.4.1協定書に基づくH7年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

377 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H7.4.1 知事 川崎市長
川崎市と高知県は、「港湾建設資源の広域利用推進協議
会」が決定した「港湾建設資源の広域利用基本計画」に
基づく港湾建設 資源の広域利用について覚書を締結す

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

378
港湾建設資源の広域利用に関する協議
書

H7.4.1 知事 川崎市長

高知新港への埋立土砂搬入について、川崎市と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する覚書」に基づき協
議書を締結する。
（H7.4.1覚書に基づくH7年度協議書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

379
建設発生土の広域利用の実施(引受）に
関す協定書

H7.4.1 知事
㈱沿岸環境開発資源利用セ
ンター代表取締役社長

高知県と㈱沿岸環境開発資源利用センターは、高知県と
東京都、横浜市及び川崎市との間で締結された「広域利
用協定書等」に基づき協定を締結する。
（H7.1.20協定書、H7.4.1協定書、H7.4.1覚書に基づくH7年
度協定書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

380
中核工業団地計画検討調査の取りまとめ
に係る確認書

H7.5.1
・企業立地課長
・土佐山田町工科大学
等推進対策室長

地域公団計画第二課長
基本設計調査（分割案）を実施するにあたっての確認
・三者の合意の下に着手すること　等 H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

381 流通団地農業用水確保に関する覚書 H7.5.8 企業立地課長 十市土地改良区理事長
左記事項について関係者で確認
・補償工事（ポンプ施設整備）

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

382
建設発生土の高知新港への搬入に関す
る協定書

H7.6.2 港湾局長
大阪残土資源応用事業協同
組合理事長

高知新港への埋立土砂搬入について県港湾局と大阪残
土資源応用事業協同組合は、協定に定める品質基準に
基づき円滑に土砂が搬入できるよう協定を締結する。
（H7年度協定書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 完結

383
高知新港に搬入する建設発生土の品質
管理に関する覚書

H7.6.2 港湾局長
関西環境開発㈱代表取締役
社長

県港湾局と関西環境開発㈱は、「建設発生土の高知新港
への搬入に関する協定書」に基づき、協同組合が実施す
る建設発生土の品質管理について覚書を締結する。
（H7.6.2協定書に基づくもの）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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384
確約書（下田港航路災害復旧に係る河川
法第２７条の申請に伴うもの）

H7.6.7 知事 四国地方建設局長

・許可の内容及び条件の遵守
・許可に係る工作物等を善良に管理し、この工作物の設
置又は管理が原因で河川管理者等に損害を与えた場合
は、中村工事事務所長に届け出て、その指示に従うこと。
・河川工事の施工及び河川管理上の支障により占用方法
の変更又は河川の原状回復の必要が生じたときは、補償
の申し立て等はせず、四国地方建設局長の指示に従うこ
と。
・第三者との紛争等は、高知県の責任において解決する
こと。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

385
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）高知市針木地区に
係る周辺整備事業に関する覚書

H7.6.30 土木部長

・高知市針木高速道路対策
協議会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・高知市助役

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

386
中核工業団地基本設計調査の着手に係
る確認書

H7.9.5
・商工労働部長
・土佐山田町長

地域公団工業再配置事業部
長

基本設計調査（分割案）の着手にあたっての確認
・対地元については、県・町が調整すること  等

H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

387
覚書(FAX情報案内システムD-100の賃貸
契約についての覚書)

H7.9.13 広報広聴課長 日本電信電話㈱高知支店

左の賃貸借契約に関して、次の3点について特約したもの
1.賃貸借物件の維持使用期間(～2000.9.12まで)
2.契約期間の延長
3.再賃貸借期間中の賃貸借料及び支払方法

H13年度 総務部 県政情報課 総務部 期間終了

388
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市戸波（中）地
区に係る地元協議に関する覚書

H7.9.18 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
戸波地区高速道路対策協議
会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長職務代理者土佐
市助役

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

389
壁面の使用に関する覚書(広告物掲出に
ついての覚書)

H7.10.1 知事 日和﨑石油㈱
民間会社の所有する建物の壁面に県のＰＲ用ポスターを
掲示するためのもの。

H13年度 総務部 県政情報課 総務部 期間終了（H14.1.31）

390
高知自動車道（伊野～須崎間）建設に伴
う機能回復の確約書

H7.10.18 高速道対策室長 ○○○○
高知自動車道（伊野～須崎間）建設に伴う機能回復を日
本道路公団高知工事事務所が行うことの確約書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

391
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市高岡地区
（中）に係る地元協議に関する覚書

H7.10.27 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
高岡中地区対策協議会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長職務代理者土佐
市助役

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

392
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市蓮池地区に
係る地元協議に関する覚書

H7.10.27 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
蓮池地区対策協議会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長職務代理者土佐
市助役

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

393
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市北原（西）地
区に係る地元協議に関する覚書

H7.10.27 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
北原地区高速道路対策協議
会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長職務代理者土佐
市助役

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

30 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

394
（確認書）保養基地駐車場整備工事に関
する確認書

H7.11.13 観光振興課長
深浦漁業協同組合代表理事
組合長

大規模年金保養基地の駐車場整備工事に伴う地元漁協
との協議に基づき確認書を交換したもの
（主な内容）
①調整池への濁水を集水や、排水部へのフェンス設置に
より、海水汚濁防止に努めること
②調整池に堆積した土砂を取り除くこと
③山切による掘削面について、法面の安定を図るととも
に、工事の早期完了に努めること
④汚濁水流出の場合は、工事を中止し対策に万全を期す
こと
⑤上記④の場合の漁業補償については観光振興課が責
任を持つこと

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

395 確約書 H7.11.14 知事 運輸省航空局長
県の全責任において万全の対応を行うことを約束し、航
空法に基づく手続きへの着手について運輸省にお願いし
たもの。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間対策・
運輸担当理
事所管

完結

396 県市負担割合に関する覚書 H7.11.24 土木部長 高知市都市整備部長 ・連続立体交差事業費等の高知市の負担割合について H13年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H23.3.31）

397
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市戸波（東）地
区に係る地元協議に関する覚書

H7.11.24 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
戸波地区高速道路対策協議
会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

398 融資依頼文書 H7.11.28
・企画部長
・商工労働部長

㈱四国銀行
企業への融資依頼文書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

399
高知自動車道（伊野～須崎間）建設に伴
う機能回復の確約書

H7.12.1 高速道対策室長 ○○○○
高知自動車道（伊野～須崎間）建設に伴う機能回復を日
本道路公団高知工事事務所が行うことの確約書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

400 覚書
H7.12（日付

不明）

・土木部長
・高知市助役
・土佐国道工事事務所
長

・高知市高須長場江え門丸土
地改良区理事長
・高知市高須砂地自治会会
長

国道５５号高知南国道路・高知北環状線設計協議の合意
に対する確認書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 完結

401
高知大学農学部の土地の継続使用許可
申請に伴う覚書

H8.1.30 知事 高知大学長

継続して国有財産の使用許可申請を行うにあたり、覚書
を差し入れた。
①使用の国有財産については、速やかに県道として道路
区域の変更を行う。
②使用許可物件について、速やかに買上の措置を講ずる
よう努力する。

H14年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環
境部

廃止

402
県民文化ホール・高知市立中央公民館の
運営と共用部分の運営についての確認書

H8.3.5 知事 高知市長
(財)県民文化ホールの解散に伴いH8.4.1以降の県民文化
ホールと高知市立公民館の管理運営に要する経費や、
共用部分の管理運営の経費負担について、取り決めをし

H15年度 文化環境部 文化推進課
完結（H14.4.1付け確認書によ
り廃止）

403
マルワ興産㈱が須崎市浦ノ内に設置する
研修施設の用水のため、須崎土木事務所
が管理する給水設備の利用に関する覚書

H8.3.12 須崎土木事務所長 マルワ興産㈱代表取締役

1.高知県観光開発公社所有の給水設備（レストラン経営
のための施設）からの分水に関して、S58から同公社は旭
食品㈱の研修施設の用水として利用することを承諾し、そ
の後、研修施設はマルワ興産㈱に引き継がれた。
2.H5、土木事務所管理の須ノ浦駐車場の公衆用トイレの
用水として利用する承諾を、同公社から得ていた。
3.H8に同公社がレストランを閉鎖することに伴い、土木事
務所が給水設備を引き継ぐことになり、同時に、マルワ興
産㈱との間で給水設備の利用が継承されることになった
ため、覚書を締結した。

H14年度 土木部 道路課 土木部 廃止（H17.4.1）
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404
高知大学農学部の土地の継続使用許可
申請に伴う覚書

H8.3.15 知事 高知大学長

H8.3.1付けで高知大学から、現状の長期使用状態が、財
産管理上好ましい状態ではないことから、使用期間を1年
更新とし、当該土地について、買上措置を講じるか又は原
状回復し返還するか決定する旨の依頼があったため、覚
書を差し入れた
①使用許可物件について、買上措置を講じうるか又は原
状回復をし、大学へ返還するかの方針をH9.3末日までに
決定する。

H14年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環
境部

廃止

405
失業対策事業引退者自立援助事業の業
務委託の実施に係る覚書

H8.3.29 職業安定課長
(社)部落解放高知市労働事
業協会理事長

失業対策事業の終息に伴い事業から引退する者につい
ての生活激変緩和措置として団体と交渉の結果、県単独
事業として実施することとなった。
このとき相手方と協議のうえ、事業の業務委託の内容、
契約単価等について定めている。

H13年度 商工労働部 雇用対策室 商工労働部 終了

406
高知県保健環境センター建設資金の借入
れ及び償還に関する覚書

H8.4.1 知事
・(財)高知県総合保健協会理
事長
・㈱四国銀行頭取

S60.6.29覚書第2条において、平成8年4月から平成17年3
月までの利息については、三者が協議し、改めて定める
こととなっているため、改めて覚書を締結したもの。

H13年度 健康福祉部 健康政策課 健康政策部
完結
(H17.3.31)

407 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H8.4.1 港湾局長 横浜市環境保全局長

高知新港への埋立土砂搬入について、横浜市と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H7.4.1協定書に基づくH8年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

408
港湾建設資源の広域利用に関する協議
書

H8.4.1 知事 川崎市長

高知新港への埋立土砂搬入について、川崎市と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する覚書」に基づき協
議書を締結する。
（H7.4.1覚書に基づくH8年度協議書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

409
建設発生土の広域利用の実施(引受）に
関す協定書

H8.4.1 知事
㈱沿岸環境開発資源利用セ
ンター代表取締役社長

高知県と㈱沿岸環境開発資源利用センターは、高知県と
東京都、横浜市及び川崎市との間で締結された「広域利
用協定書等」に基づき協定を締結する。
（H7.1.20協定書、H7.4.1協定書、H7.4.1覚書に基づくH8年
度協定書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

410 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H8.4.1 港湾局長 東京都港湾局長

高知新港への埋立土砂搬入について、東京都と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H7.1.20覚書に基づくH8年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

411 覚書の用語の解釈 H8.4.1 自然保護課長 高知大学会計課長

H8.3.15「覚書」の用語の解釈
①H9.3末日は「方針」の決定期限であり、履行期限ではな
い。
②返還する方向となった場合の返還時期は当該用地を高
知大学で使用する特別な事由が生じない限り、高知の空
の玄関としての現在の使用に鑑み、高知空港線の開通を
目処とする。

H14年度 文化環境部 環境保全課
林業振興・環
境部

廃止

412
県民文化ホールと高知市立中央公民館の
共用となる部分について上記確認書に基
づく覚書

H8.4.1
(財)高知県文化財団理
事長

高知市教育長

県民文化ホールと高知市立公民館の共用部分の経費に
ついて、文化ホールの管理運営を受託する文化財団と中
央公民館を所管する高知市教育長が、経費の内容等に
ついて、取り決めをしたもの。

H15年度 文化環境部 文化推進課
完結（H14.4.1付け確認書によ
り廃止）

413
建設発生土の高知新港への搬入に関す
る協定書

H8.6.1 港湾局長
大阪残土資源応用事業協同
組合理事長

高知新港への埋立土砂搬入について県港湾局と大阪残
土資源応用事業協同組合は、協定に定める品質基準に
基づき円滑に土砂が搬入できるよう協定を締結する。
（H8年度協定書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

414 融資依頼文書 H8.7.10
・企画部長
・商工労働部長

㈱四国銀行
企業への融資依頼文書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了
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415
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員及び補助員に関する覚書

H8.7.25 商工労働部長
・高知県商工会連合会会長
・高知県同和中小企業相談
所理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、昭和48年9月以降
に設置された経営指導員等を対象に同和団体との間で
設置の勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委任す
ること等を内容とする三者による覚書を締結し、H12年度
末まで経営改善普及事業を実施していた。

H13年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部
廃棄
(H12年度末)

416

（覚書）「まごころガイドステーション」指定
店設置に関するもの154件
※覚書は全154件存在するが、同一内容
のため、H11.9.20に締結した覚書の写し１
部を添付。

H8.8.1
（6件）
H9.4.1

（142件）
H10.4.6
（2件）
H10.4.6
（1件）

H10.5.25
（1件）

H10.6.17
（1件）

H11.9.20
（1件）

知事
・高知県観光連盟会長
・各指定店代表者

（覚書の内容）
・まごころガイドステーションにおける業務内容
・パンフレット等県側の提供資料
・指定店の指定要件の明記他
（制度背景）S63情報ステーション、観光案内、トイレ提供、
民活導入を目的として、県及び観光連盟ががそりんスタン
ド、ドライブイン、レンタカー店を対象に「まごころガイドス
テーション」の指定登録制度を開始。認定証（知事、観光
連盟会長連名）を交付するとともに、知事、観光連盟会
長、指定店代表者の三者による覚書を締結。
H8　制度見直しを行い従来の覚書を廃止。現行の覚書を
再締結。
H10:5件、H11:1件の新規登録。
H12現在、1件登録申請中。（覚書内容が現状に合ってい
ないため、知事名による指定承認とし覚書締結は行わな
い予定）
H13道の駅、公衆トイレの増設などにより 当初目的を達
成したため、新規登録制度を廃止の予定

H13年度 文化環境部 観光振興課
完結（当該事業の終了に伴
う）

417 企業への保証取扱いについて H8.9.9 商工労働部長 高知県信用保証協会長
企業が個人から建物等を購入する購入資金等の保証取
扱いを認める旨の依頼文書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

418 信用保証書発行依頼 H8.9.19
・商工労働部長
・商工政策課長

高知県信用保証協会長
信用保証書の発行依頼

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

419 融資依頼文書 H8.10.8
・企画部長
・商工労働部長

㈱四国銀行
企業へのつなぎ資金の援助依頼文書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

420
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市高岡地区
（東）に係る地元協議に関する覚書

H8.10.16 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
高岡東地区対策協議会長
・日本道路公団四国支社高
知工事事務所長
・土佐市長

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

421 H8.11.27 企画部長 ○○○○ 既融資の返済期限延長についての協力依頼 H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H9.4.30）
422 H8.11.29 商工労働部長 ○○○○ 既融資の返済期限延長についての協力依頼 H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H9.4.30）

423
中核工業団地用地取得の提示価格に関
する確認書

H8.12.25

・企業立地課長
・土地開発公社開発用
地部長
・土佐山田町助役

地域公団計画第二課長

左記事項について四者で確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

424 覚え書き H8.12.26 土木事務所長 香我美町○○○○
県の施工する河川改修工事で生じる廃川敷地を、用地買
収した土地と等価交換することにより良好な農地を確保し
たいとの申し出。

H13年度 土木部
南国土木事
務所

土木部 完結（H15.3.26）

425
医療用具等電子承認・許可システムリー
スに関する覚書

H9.1.6 薬務衛生課長
ダイヤモンドリース㈱情報機
器営業部長

当該システムリースに関し、拘束リース期間を5年間とし、
契約の履行を行わなかった際の損害を補償するとするも

H13年度 健康福祉部 薬務衛生課 健康政策部
完結
（H23.3.31）

426 企業進出協定書（6協定） H9.1.30
・知事
・南国市長

なんごく流通団地進出企業代
表者

なんごく流通団地への企業進出について、企業の用地取
得予定面積及び県・市の企業に対する協力事項等を確
認したもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結
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427 確約書 H9.2.13 宿毛土木事務所長 ○○○○

県道宿毛城辺線の改良(歩道新設)工事に伴い用地買収
が必要になり、買収したことで奥行きの狭い土地になるこ
とから地権者の強い払い下げ等の要望があり確約するこ
とにしたものです。

H13年度 土木部 用地管理課 土木部 完結（H13.3.28）

428
(財)高知県魚さい加工公社設立にあたっ
ての覚書

H9.3.31 副知事 高知市助役

概要
1.公社は暫定的に日高村本郷の現在地で魚アラの処理
を行う。将来的には原則として立ち退く。
2.公社の構成市町村から排出される魚アラの将来の処理
方法や施設設置場所等については、高知市が中心に検
討を行い設立後5年を目途に結論を出す。
背景
日高村での産業廃棄物処理施設建設促進

H13年度 文化環境部
廃棄物対策
課

林業振興・環
境部

完結
（H17.4.1高知市において施設
稼働）

429 確認書 H9.3.31

・土木部長
・高知市助役
・土佐国道工事事務所
長

高知市一宮川崎の丸土地改
良区理事長

国道５５号高知南国道路・高知北環状線建設に伴う設計
協議に関する確認書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 完結

430
主要県道西土佐松野線津の川工区の道
路改良に関する確認事項

H9.3.31 中村土木事務所長
西土佐村津の川ほ場整理組
合組合長

道路改良をバイパス方式で施行するにあたり、旧道との
間の耕地を、網代工区のトンネルの掘削残土を新道と同
程度の高さまで上げる。道路改良に伴う普通河川も付け

H13年度 土木部
中村土木事
務所

土木部 完結　　　　　　（Ｈ24.3.23）

431
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市北原（中）地
区に係る地元協議に関する覚書

H9.3.31 土木部長

・四国横断自動車道土佐市
北原地区高速道路対策協議
会長
・日本道路公団高松建設局
高知工事事務所長
・土佐市長

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

432 融資依頼文書
H9.3（日付不

明）
商工労働部長 ○○○○

企業へのつなぎ融資の依頼文書
H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

433 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H9.4.1 港湾局長 横浜市環境保全局長

高知新港への埋立土砂搬入について、横浜市と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H7.4.1協定書に基づくH9年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

434
造成土地及び工作物の権限等に関する
覚書

H9.4.8 大方商業高等学校長 ㈲橋田建設社長
学校法面の埋め立てに伴う境界及び工作物の管理等に
ついての取り決めたもの。

H13年度 教育委員会 総務課 完了

435 確約書 H9.4.11
高知空港対策推進本
部長

高知空港対策地権者同志会
会長

高知空港拡張事業に係る一部地権者の組織である高知
空港対策地権者同志会からの要望について誠実に履行
することを確約したもの。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

中山間対策・
運輸担当理
事所管

完結

436 もじゃこ採補に関する確認書（第9回） H9.4.16 海洋局(水産局) 県定置漁協組合長
当該年度の藻じゃこ特別採捕許可の取り扱い及び定置漁
業振興策についての対処方針を確認したもの。
*第1回確認書(S62.4.22)から毎年締結

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H10.3.31）

437 流通団地上水道設置及び利用協定書 H9.4.25 知事
・高知市長
・南国市長

左記事項について関係者で確認
・上水道区域の変更等

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

438 H9.4.28
・企画部長
・商工労働部長

○○○○
既融資の返済期限延長についての協力依頼

H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H9.10.31）

439 H9.4.28 海洋局次長 ○○○○ 既融資の返済期限延長についての協力依頼 H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H9.6.30）

440 御畳瀬漁協との協議会（第1回） H9.4.28
・港湾課長
・港湾振興課長
・水産振興課長

御畳瀬漁協組合長

・要点筆記の議事録を作成する。
・幼稚仔施設の設置を実施すべき事業として認識してい
る。ただし、場所、時期、規模については、現時点では約
束できない。
・協議会を4回／年実施する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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441
調整中の競技（水泳、空手道、弓道）につ
いての申し合わせ

H9.5.21
国体準備局長 高知市企画財務部長

1.プール建設に係る県の支援
開・閉会式や雨天対策に対応するため、県・市トップ会談
(H8.10.17)の方向付けに則り、実質負担の1/2（屋根及び
屋根付にするための費用相当額）の特別支援の方策を検
討していく。
2.シンクロナイズドスイミングの東部総合運動場競泳プー
ル（仮称）での開催
(1)プール建設にあたっては、シンクロのための特別な仕
様を求めない。
(2)水温調整は困難であり、県において水深も含めて、中
央競技団体と調整する。
(3)シンクロ競技用具、運営に関する経費は全額県負担と
する。
(4)夜間開催や公共交通機関の状況から、県は練習会場
からの輸送も含めて輸送交通等競技運営に協力する。
3.弓道場の城西公園への建設
弓道場は県施設として整備する。
4.空手道競技の東部総合運動場競泳プール（仮称）体育
館仕様での開催
施設の仕様については、市議会の決定を受けて別途申し
合わせる。

H13年度 国体局 競技課 完結

442
工場建設に伴う海洋深層水の分水等に関
する覚書

H9.5.29 知事
㈱シュウウエムラ化粧品代表
取締役

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

443 H9.5.29 海洋局次長 ○○○○ 信用保証制度による運転資金確保への協力依頼 H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H21.3.17）

444 トビアレダニ川取水に関する覚書 H9.5.30 山間試験場長（公印）

・ウチノイデ水利組合
・トベリキイデ水利組合
・ナガアレ水路水利組合
・マエイデ水利組合
・カドタユ水路水利組合各代
表
・立会人
大豊町産業課長

上東(かみひがし)試験地ビニールハウス設置に伴って生
じる取水について、各関係水利組合代表者と覚書を交
換。
県は各水利組合に迷惑がかからないよう取水に当たって
は最小限にとどめる。
取水期間は平成9年5月から平成14年4月までとし、延長
する場合は、改めて協議する。

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

期間終了（H14.4.30）

445 H9.6.9 海洋局長 高知県信用保証協会長 融資に対する保証付与についての協力依頼 H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H21.3.17）

446 高知港・青島港友好港関係締結の意向書 H9.7.9 港湾空港局長 青島港港務局長

友好港関係締結に向けた意向の確認
①友好港関係締結同意
②友好港関係締結時期・場所
③両港間の定期コンテナ航路開設努力及び優遇措置の
提供
④港湾管理・運営・建設技術等の情報交換
⑤5周年あるいは10周年の記念式典
⑥相互の関心事項に関する交流と相談
⑦連絡窓口の決定

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

土木部 完結

447
港湾建設資源の広域利用に関する協定
書

H9.9.10 知事 東京都知事
東京都と高知県は、「港湾建設資源の広域利用推進協議
会」が決定した「港湾建設資源の広域利用基本計画」に
基づく港湾建設資源の広域利用について協定を締結す

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

448 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H9.9.10 港湾局長 東京都港湾局長

宿毛湾港への埋立土砂搬入について、東京都と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H9.9.10覚書に基づくH9年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結
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449
高規格道路（中村宿毛道路）中村市不破
地区に係る周辺整備事業に関する確認書

H9.9.10 土木部長

・中村市不破地区区長
・中村宿毛道路不破地区地
権者対策委員会会長
・建設省四国地方建設局中
村工事事務所長
・中村市長

高規格道路（中村宿毛道路）道路に伴う周辺整備等の覚
書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

450
土佐山田合同庁舎敷地通行に関する覚
書

H9.9.19 農業技術課長 ○○○○
新庁舎の隣地の土地所有者に一定の期間庁舎敷地を通
行することを認める覚え書き

H13年度 農林水産部 農業技術課 農業振興部 完結（H17.3.20）

451
建設発生土の広域利用の実施(引受)に関
する協定

H9.9.25 知事
㈱沿岸環境開発資源利用セ
ンター社長

高知県と㈱沿岸環境開発資源利用センターは、高知県と
東京都及び横浜市との間で締結された「広域利用協定書
等」に基づき協定を締結する。
（H9.9.10協定書、H9.4.1覚書に基づくH9年度協定）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

452
江ノ口川地方特定河川等環境整備工事
の施工方針について

H9.10.7 高知河川事務所長
江ノ口川北岸堤防対策期成
会長

地元住民との協議決定内容について文書化し、会長宛に
通知。

H13年度 土木部
高知河川事
務所

土木部 完結

453
よこはま水産㈱の信用保証委託申込みに
ついて

H9.10.21 海洋局次長 高知県信用保証協会
融資に対する保証付与についての協力依頼

H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H21.3.17）

454
絶海池工事用仮設橋梁着手に関する覚
書

H9.12.1
・高知土木事務所長
・五台山道路建設事務
所所長

大谷地区自動車道対策協議
会会長

絶海池への工事用仮設橋梁着手に先立つ覚書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 完結

455 流通団地造成工事に関する協定書 H9.12.18 知事
・高知市長
・南国市長

工事施工者、費用負担等を関係者間で確認
H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

456 流通団地工事施行に関する協定書 H9.12.18 知事 南国市長
造成工事に関する協定書内容のうちH9年度分について、
関係者で確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

457 覚書 H9.12.18

・土木部長
・高知市助役
・土佐国道工事事務所
長

高知市高須大谷地区自動車
道対策協議会会長

国道55号高知南国道路建設に伴う周辺整備事業に関す
る覚書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部
完結
（H15.3.31）

458
香南工業用水道事業の測量調査に関す
る確認書

H9.12.20 商工労働部長
野市町土居地区水源井対策
委員会委員長

香南工業用水道事業の測量調査を行うに当たり、測量調
査は同意するが、調査終了後に配管等の工事の着手をし
ないことを確認。

H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

459 御畳瀬漁協との協議会（第4回） H10.2.20
・港湾課長
・港湾振興課長
・水産振興課長補佐

御畳瀬漁協組合長
・振興策等の具体的事項については、この会のみでなく
事務的に意見交換をして詰めておく。 H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

460
(協)モードアバンセ久礼工場の独立にあ
たっての確認事項

H10.2.25 (甲)商工労働部長
(乙)中土佐町長
(丙)(協)モードアバンセ理事
長

(協)モードアバンセ久礼工場の独立にあたって、三者が確
認した事項。「モードアバンセの負債については、新しい
経営者に引き継がない」など10項目。

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

461 大峰地区砂利バースに係る回答書 H10.3.18 須崎土木事務所長 串の浦部落長
大峰地区砂利バースにおける利用上の対応策及び地元
要望に対する回答書

H13年度 土木部 港湾課 土木部 廃止（H22.3.31）

462
有料道路の引継ぎに伴う県補助金等の取
り扱いに関する覚書

H10.3.26 知事 高知県道路公社理事長
有料道路「仁淀川河口大橋」を高知県から高知県道路公
社に引き継ぐに当たり、償還計画表の収入、支出につい
て確認したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H13年度)

463 有料道路の引継に関する協定書 H10.3.26 知事 高知県道路公社理事長
有料道路「仁淀川河口大橋」を高知県から高知県道路公
社に引き継ぐに当たり締結したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

464 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H10.3.27 港湾局長 東京都港湾局長

宿毛湾港への埋立土砂搬入について、東京都と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に基づく協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H9.9.10覚書に基づくH10年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

465 覚書 H10.3.31

・土木部長
・高知市助役
・土佐国道工事事務所
長

・絶海町内会長
・世話人委員代表

国道５５号高知南国道路建設に伴う周辺整備事業に関す
る覚書
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部
完結
（H15.3.31）
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466
融資依頼文書
※関連文書（H11.4.20付け融資依頼文書）
有

H10.3（日付
不明）

商工労働部長
・○○○○
・○○○○
・○○○○

企業へのつなぎ融資の依頼文書
H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

467
高知県保健衛生総合庁舎施設等の使用
に関する協定書

H10.4.1 知事 高知市長
高知市が中核市に移行し、保健所施設を整備するまでの
間（5年間を限度として）県の保健衛生庁舎の一部を高知
市に有償で使用させるもの。

H13年度 健康福祉部
長寿社会政
策課

健康政策部
完結
（H15.3.31）

468
保健所の試験検査機器の貸付に関する
協定書

H10.4.1 知事 高知市長
高知市が中核市に移行し、保健所施設・設備を整備する
までの間（5年間を限度として）、中央西保健所の所有す
る試験検査機器の一部を高知市に無償で使用させるも

H13年度 健康福祉部
長寿社会政
策課

健康政策部
完結
（H15.3.31）

469
狂犬病予防注射（集合注射）に関する覚
書

H10.4.1 知事

・高知県安芸地区開業獣医
師会長
・同香長地区会長
・同中央地区会長
・同高岡地区会長
・同幡多地区会長
・(財)高知県獣医師会会長

県が実施する狂犬病予防注射（集合注射）の適正な運用
を図るため、県及び各地区開業獣医師会並びに社団法
人高知県獣医師会の三者で覚書を交わしたものである。
なお、狂犬病予防法の改正によりH12.4.1から狂犬病予防
注射に係る事務は市町村事務となり、集合注射の実施主
体も市町村となったため、この覚書は現在は無効となって
いる。

H13年度 健康福祉部 薬務衛生課 健康政策部 完結

470
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

H10.4.1 知事 高圧ガス保安協会会長

H10.4.1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。

H13年度 商工労働部 商工政策課 完結

471 確認書 H10.4.1 知事
キャンシステム㈱高知営業所
長

道路法等の規定による許可を受けずに、事業者が設置し
ていた有線電気通信施設についての取扱いを確認したも

H13年度 土木部 道路課 土木部 完結

472 港湾建設資源の広域利用に関する覚書 H10.4.1 港湾空港局長 横浜市環境保全局長

高知新港への埋立土砂搬入について、横浜市と高知県
は「港湾建設資源の広域利用に関する協定書」に基づき
覚書を締結する。
（H7.4.1協定書に基づくH10年度覚書）

H13年度 港湾空港局 港湾課 完結

473 覚書 1998.4.1 管財課長 オリックス㈱代表取締役
課に設置したファクシミリの賃貸借契約に伴う約定期限の
確認について

H13年度 総務部 管財課 総務部 終了

474
華中師範大学長と高知女子大学長の合
意文書

1998.4.16 学長 学長
両大学間の交流について検討を進めることに関する確認

H13年度 総務部
高知女子大
学

（不明） 終了

475
高知県新規就農者融資円滑化支援事業
に係る覚書

H10.5.25
H11.4.1
H12.4.1
H13.4.1

知事
高知県農業信用基金協会会
長理事

新規就農支援対策事業として、融資を円滑に行うことや、
基金協会のリスクを減じるため、代位弁済の発生したもの
に対し、基金協会が代位弁済した元金から、農林漁業信
用基金からの補償額を差し引いた額の1/3ずつを県、市
町村、基金協会が負担し、県がその持ち分を補助するこ
とについて定めたもの。

H13年度 農林水産部 農業経済課 農業振興部 完結（H22.4.26）

476 鏡ダムの水利権更新に関する要望 H10.6.30 知事 鏡村長

鏡ダムの水利権に関する要望書への回答。
鏡川では、鏡ダムに関する水利権の更新手続きが、H7年
からH9年にかけて4件提出されている。しかし、鏡村の同
意が得られておらず水利権更新が完了していない。

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

477 御畳瀬漁協との協議会（第5回） H10.7.1
・港湾課長
・港湾空港振興課長
・水産振興課長

御畳瀬漁協組合長
・船だまりの鑑定評価が出れば協議にいく。
・冷凍施設の事業費を調べる。 H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

478
建設発生土の広域利用の実施(引受)に関
する協定

H10.7.6 知事
㈱沿岸環境開発資源利用セ
ンター社長

高知県と㈱沿岸環境開発資源利用センターは、高知県と
東京都及び横浜市との間で締結された「広域利用協定書
等」に基づき協定を締結する。
（H9.9.10協定書、H10.4.1覚書に基づくH10年度協定）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

479
建設発生土の宿毛湾港への搬入に関す
る協定書

H10.8.1 港湾空港局長
大阪残土資源応用事業協同
組合理事長

宿毛湾港への埋立土砂搬入について県港湾局と大阪残
土資源応用事業協同組合は、協定に定める品質基準に
基づき円滑に土砂が機入できるよう協定を締結する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

480
有料道路の引継ぎに伴う県補助金等の取
り扱いに関する覚書

H10.8.27 知事 高知県道路公社理事長
有料道路「仁淀川河口大橋」を高知県から高知県道路公
社に引き継ぐに当たり、償還計画表の収入、支出につい
て確認したもの

H13年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H13年度)
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481 仁淀川桜づつみ管理協定 H10.10.1 知事
・四国地方建設局高知工事
事務所長
・伊野町長

仁淀川水系仁淀川の左岸伊野町伊野地先に存する桜づ
つみの管理について締結したもの H13年度 土木部 道路課 土木部

完結
(H10年度)

482
回答
(県道敷地の所有権に係る文書)

H10.12.25
（H11.4.28）

道路課長 ○○○○

土佐山田町樫谷における県道蟹越繁藤線の道路敷地に
ついて、所有権を侵害しているとの相手の方からの文書
に回答したもの（H10.12.25付けの上記文書に対し、相手
の方から送付のあった文書に回答したもの）

H13年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H14年度)

483
高規格道路（中村宿毛道路）中村市九樹
地区に係る周辺整備事業に関する確認書

H11.1.5 土木部長

・中村市九樹地区自治会代
表者
・建設省四国地方建設局中
村工事事務所長
・中村市長

高規格道路（中村宿毛道路）道路に伴う周辺整備等の覚
書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H13.3.31）

484
布師田地区に建設する車両基地に関する
覚書

H11.1.18 知事

・車両基地対策石淵の会
・車両基地及び国分川鉄橋
対策委員会
・布師田土地改良区

・周辺対策事業の実施。
・事前確認事項の尊重。
・車両基地建設への地元の協力。

H13年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H20.9.25）

485 御畳瀬漁協との協議会（第7回） H11.2.3
・港湾課長
・港湾空港振興課長
・水産振興課長

御畳瀬漁協組合長
・次回までに幼稚仔施設の建設費用等試算を示す。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

486
高知県営発電所等の集中化工事及びダ
ム管理支援装置設置工事に関する覚え
書き

H11.2.12 企業局長 四国電力㈱営業部長
集中化等に伴う工事費、公債費及び人員の電力料金へ
の織り込み上限 H13年度 企業局 総務課 完結

487 流通団地工事施行に関する協定書 H11.2.22 知事 南国市長
造成工事に関する協定書内容のうちH10年度分につい
て、関係者で確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

488 流通団地造成工事に関する協定書 H11.3.1 知事 高知市長 費用負担額の変更を関係者間で確認 H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

489 流通団地工事施行に関する協定書 H11.3.10 知事 高知市長
造成工事に関する協定書内容のうちH10年度分につい
て、関係者で確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

490
高規格道路（中村宿毛道路）中村市上ノ
土居地区に係る周辺整備事業に関する確
認書

H11.3.17 土木部長

・中村市上ノ土居地区区長
・建設省四国地方建設局中
村工事事務所長
・中村市長

高規格道路（中村宿毛道路）道路に伴う周辺整備等の覚
書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H12.3.31）

491 よこはま水産㈱への支援について H11.3.19 水産振興課課長補佐
・○○○○
・○○○○

保証期限延長についての協力依頼
H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H21.3.17）

492 （覚書）竜地区管理に関する覚書 H11.3.31 文化環境部長
年金福祉事業団施設事業部
長

竜地区休園に伴う管理について覚書を取り交わしたもの
（主な内容）
①事業団が施設内の事故防止に必要な措置を講ずるこ
と
②県が施設内の管理を行うこと

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

493
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

H11.4.1 知事 高圧ガス保安協会会長

H11.4.1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。

H13年度 商工労働部 商工政策課 完結

494 融資依頼文書 H11.4.20 知事 ○○○○ 企業へのつなぎ融資の依頼文書の依頼文書 H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 終了

495 電気通信線路の移設に関する覚書 H11.4.26 知事 日本テレコム㈱四国支社長
・連立事業に伴い、支障となる電気通信線路の移設に関
しての施行方法及び費用負担について

H13年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H21.3.6）

496 確認事項 H11.4.28
五台山道路建設事務
所工務課長

・○○○○
・○○○○
・○○○○

Ｒ１９５号布師田地区の道路改築工事に伴う道路の高さ、
出入り口、側溝整備等５項目についての確認事項
（背景）
道路改良事業の促進

H13年度 土木部
高知土木事
務所

土木部 対応済み

497 鏡川魚族放流事業費 H11.5.31 土木部長 鏡川漁業協同組合長
H11年度から14年度までの魚族放流事業の協力金及び
それ以降18年度までの協力金の取り決めを行ったもの
(四国電力㈱)

H13年度 土木部 河川課 土木部 期間終了
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498 鏡川魚族放流事業費 H11.5.31 土木部長 鏡川漁業協同組合長
H11年度から14年度までの魚族放流事業の協力金及び
それ以降18年度までの協力金の取り決めを行ったもの

H13年度 土木部 河川課 土木部 期間終了

499 鏡川魚族放流事業費 H11.5.31
・土木部長
・企業局長

・高知市水道事業管理者
・四国電力㈱高知支店長

H11年度から14年度までの魚族放流事業の協力金及び
それ以降18年度までの協力金の取り決めを行ったもの

H13年度 土木部 河川課 土木部 期間終了

500 協定書 H11.6.7 知事 高知市長
高知競馬検討委員会の設置、運営について
〇設置要項、委員、報償費額、経費負担等

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 完結

501 若草住宅整備事業に関する覚書 H11.6.15 知事
・高知市若草町環境衛生対
策委員会会長
・高知市長

県営住宅建設工事に起因する事故等の取り扱いに関す
る地元との覚書 H13年度 土木部 住宅課 土木部 完結（H15.3.31）

502 用地買収の締結にあたっての確認書 H11.6.22 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 完結

503
よさこい祭り高知県地方車の使用に関す
る覚書

H11.6.30 知事
よさこい全国大会事務局 (社)
高知市観光協会会長

H11年から始まった「よさこい祭り全国大会」において、祭
りを主管する高知市観光協会に、高知県チーム地方車を
県外からの参加チーム用として使用させるにあたり、費用
負担の範囲を取り決めた覚書

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

504 御畳瀬漁協との協議会（第8回） H11.8.9
・港湾課長
・水産振興課長

御畳瀬漁協組合長

・高知新港建設に伴う漁業振興基本計画は、誰が、どの
ようにして対応してきたのか。時系列で示し、次回の協議
会で回答する。
・船だまりの西側の土地は、水面と同単価で県が買い取
る。
・JA南国市かざぐるま市の開発時のトラブルの内容等を
調査し、連絡する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

505
地域高規格道路（北川奈半利道路）北川
村野友部落に係る要望事項に対する回答
書

H11.11.25 土木部長
・北川村野友部落総代
・北川村長

地域高規格道路（北川奈半利道路）の建設に伴う周辺整
備等の確認書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H15.3.31）

506
地域高規格道路  （北川奈半利道路）北川
村加茂部落、北川村久府付部落に係る要
望事項に対する回答書

H11.11.25 土木部長
・北川村加茂部落代表者
・北川村久府付部落代表者
・北川村長

地域高規格道路（北川奈半利道路）の建設に伴う周辺整
備等の確認書 H14年度 土木部

高速道推進
課

土木部 完結（H15.3.31）

507
高知駅周辺都市整備の施工についての
確認書

H11.12.2 都市計画課長
・高知市高知駅周辺都市整
備課長
・ＪＲ四国経営企画室長

・土地区画整理事業区域内のＪＲ施設の移転撤去につい
て
・エレベーター、エスカレーター、トイレの設置について
・駅前広場の管理について

H13年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H23.2.28）

508
INAP（友好提携港国際ネットワーク）第２
回幹部会議議事録

H11.12.3 港湾空港局長

・インドネシア第３港湾㈱タン
ジュンペラ港支局長
・フィリピンスービック湾都市
開発庁副長官
・スリランカ港湾庁

第2回幹部会議の議事録要点
①INAP開設会員、青島港とニューオリンズ港の意思確認
を行い合意すれば会員に加える。
②INAP会長の任期、第2回会長の選出
③INAP憲章に合意
④事務局を高知港が担当
⑤初期会費を250US$とすることについて、2ヶ月以内に各
港回答する。

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

土木部 完結

509
JR高架橋梁に対する要望書への回答に
ついて

H11.12.6 高知河川事務所長 布師田新屋敷町内会
JR橋梁架換に対する新屋敷地区の要望書への回答

H13年度 土木部
高知河川事
務所

土木部 完結

510
高規格道路（中村宿毛道路）中村市西ノ
谷地区に係る周辺整備事業に関する確認
書

H11.12.14 土木部長

・中村市西ノ谷地区区長
・建設省四国地方建設局中
村工事事務所長
・中村市長

高規格道路（中村宿毛道路）道路に伴う周辺整備等の覚
書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H14.3.31）

511 提案書 H11.12.17
・港湾空港局次長
・高知市企業立地課長

コスコ・ジャパン㈱専務取締
役

コスコ・コンテナ・ラインが高知港に寄港するに当たって、
いわゆるポートチャージについては条件により当面の間
行政が負担する。
条件
40TEU未満　　全額
40～80TEU  半額
80TEU以上　　なし

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

完結
H13.2末航路休止
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512
宇須々木地区における民間の掘削工事
について

H12.1.19 港湾課長 宇須々木地区長

・起業地内の民間掘削工事について、県として施工者へ
県発注工事と同様の指導をする。
・工事による周辺への影響が発生した場合は、責任を
持って対処する。

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

513
地域高規格道路  （北川奈半利道路）奈半
利町車瀬地区に係る周辺整備事業に関
する覚書

H12.2.23 土木部長
・奈半利町車瀬地区部落長
・奈半利町長

地域高規格道路（北川奈半利道路）の建設に伴う周辺整
備等の確認書 H14年度 土木部

高速道推進
課

土木部 完結　　　　　　　（H24.3.31）

514
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.2.29 知事 高知県道路公社理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.7.28）

515
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.2.29 知事
(財)高知県政策総合研究所
理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

516
夜須町複合経営促進施設にかかる農業
研修生受入協定

H12.3.1
香美農業改良普及セン
ター所長

・研修受入農家代表
・夜須町農業関係機関連絡
会長（夜須町長）
・土佐香美農業協同組合夜
須支所長

概要
・農業構造改善事業で整備した温室での、研修生受入の
ための協定
・「夜須町農業関係機関連絡会」等で選考した者を受入農
家に受入れる。
背景
・補助事業の採択要件である複合機能として「研修」を選
定した際、国からその担保を求められたもの。

H13年度 農林水産部 農業政策課 農業振興部 期間終了（H17.2.28）

517
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.1 知事 高知県土地開発公社理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

518
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.1 知事 高知ファズ㈱代表取締役

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H13.3.31）

519
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.2 知事 高知県住宅供給公社理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

520
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.7 知事
(社)高知県森林整備公社理
事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）
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521
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.14 知事 高知県社会福祉協議会会長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

522
流通団地上水道施設の管理に関する覚
書

H12.3.15 知事 高知市長
左記事項について関係者で確認

H13年度 商工労働部 企業立地課 完結

523
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.21 知事
(財)高知県建設技術公社理
事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

524
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.3.30 知事
(財)グリーンピア土佐横波理
事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

525 覚書 H12.3.30 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、野市町の理解と協力を得て事業を円滑に進め
ていくため交付金を交付することとし、その金額等を取り

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

526
安芸市観光物産センター外来駐車場の土
地の無償貸借に関する覚書

H12.4.1 知事 安芸市長

安芸市観光物産センターに隣接する県有地を同センター
利用者の利便性向上のため、駐車場用地として安芸市に
無償で貸し付けるとともに、安芸市が個人から借り受けた
土地を安芸総合庁舎の外来駐車場として県が無償で借り

H13年度 健康福祉部
長寿社会政
策課

健康政策部
完結
（H16.3.31）

527
中央小動物管理センター運営に関する協
定書

H12.4.1 知事 高知市長
平成10年4月から、高知市が中核市になり小動物管理セ
ンターを共同使用することとなった。そのための経費や管
理等、運営について協定書で定めたものである。

H13年度 健康福祉部 薬務衛生課 健康政策部
完結
（H13.3.31）

528 行員の派遣に関する協定書 H12.4.1 知事 ㈱日本興業銀行取締役頭取
高知県に㈱日本興業銀行行員を派遣するについての身
分等の取り扱い

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
終了
(H12年度末)

529 派遣行員の取扱いに関する覚書 H12.4.1 知事 ㈱日本興業銀行人事部長
H12.4.1協定書に基づく派遣行員の負担額等を定める覚
書

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
終了
(H12年度末)

530
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

H12.4.1 知事 高圧ガス保安協会会長

H12.4.1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。

H13年度 商工労働部 商工政策課 完結

531 覚書 H12.4.1
産業技術委員会事務
局長（公印）

川鶴酒造㈱代表取締役社長

バイオテクノロジーに関する研究のため、県(工業技術セ
ンター)への企業からの社員の派遣に関する協定に基づ
き、派遣費用負担、労災保険、身分・職(非常勤客員研究
員)、住居、支払い等の内容についてH10年度から毎年締

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部
終了
(H13年度)

532
中央小動物管理センター運営に関する協
定書

H12.4.1 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
完結
(H13.3.31)

533
覚書(法人用受信契約書の支払について
の覚書)

H12.4.28 知事
日本デジタル放送サービスセ
ンター㈱

デジタル放送の受信契約に関する番組供給料金の支払
日を変更することについての特約。

H13年度 総務部 県政情報課 （不明） 期間終了

534
四国横断自動車道高松窪川線高知自動
車道（伊野～須崎間）土佐市高岡西地区
に係る地元協議に関する確認書

H12.4.28 土木部長
・日本道路公団四国支社高
知工事事務所長
・土佐市長

高知自動車道（伊野～須崎間）に伴う周辺整備等の覚書
H14年度 土木部

高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）

535
新川川（枝川川）改修にかかる補償につ
いて

H12.5.2
伊野土木事務所工務
第２課長

○○○○
春野町新川川支川枝川の河川改修工事の施工にあたっ
て、工事により相手方の家屋等に損害が生じた場合の対
応について、文書を提出したもの。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H15.10.3）
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536
山岳競技人工壁の管理運営等に関する
覚書

H12.5.10 教育長 高知県山岳連盟会長

県教育委員会が県立春野総合運動公園内に設置した高
知国体強化練習用の山岳競技人工壁について、①使用
上の安全確保の観点から関係者が遵守すべき事項及び
②高知国体終了後には有料となる旨について関係者で
覚書を締結したもの。

H13年度 教育委員会
競技力向上
対策室

期間終了（H21.3.31）

537
特定賃貸住宅（八反町団地）の入居につ
いて

H12.5.12
・住宅課長
・高知駅周辺都市整備
事務所

関係住民
・JR土讃線連続立体交差事業により、移転を余儀なくされ
た方、以外の方を当面の間、入居の対象としない。 H13年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H17.3.1）

538
特定賃貸住宅（八反町団地）の入居に関
する念書

H12.5.12
・住宅課長
・高知駅周辺整備事務
所長

関係各位

JR土讃線連続立体交差事業により住宅に困窮する方に
入所させる住宅であり、用地買収が完了するまでは事業
で移転を余儀なくされた者以外を入居の対象にしないこと
を約束したもの

H13年度 土木部 住宅課 土木部 完結（H17.3.1）

539
工事の施工及び完成後の管理に関する
覚書

H12.5.25 須崎土木事務所長 ㈱総合流通グループ
仮の防潮壁をホテルに接して施工すること及び施工後の
管理

H13年度 土木部 河川課 土木部 完結

540
北高田遺跡発掘調査現場事務所設置に
伴う市道水道管埋設による家屋被害調査
について

H12.6.6
・文化財保護室長
・埋蔵文化財センター
所長

高田部落町内会長

H10.11高速道建設に伴い土佐市北高田遺跡の発掘調査
現場事務所を設置したが、給水のため市道を横断して水
道管を埋設した。H12.5地元から埋設部分の段差が原因
により家屋等に振動被害が発生したとの主張がなされ、
因果関係等の調査をすることとした。

H13年度 教育委員会
文化財保護
室

完結（H14.1.31）

541
12年度海外技術研修員の受け入れに関
する協定書

H12.6.7 知事 (医)近森会
H12年度海外技術研修員の研修に関する県と受入機関と
の確認事項

H13年度 文化環境部 国際交流課 完結

542
高知自動車道の建設工事及び火渡川河
川改修工事に伴う工事損失事前調査につ
いて

H12.6.19
伊野土木事務所工務
第二課長

○○○○
高知自動車道及び火渡川河川改修の工事に関連して、
道路公団・高知県が別々に家屋調査をすると、責任の所
在が曖昧になるとのことで、両者連名での文書提出が求

H13年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H15.3.31）

543
高知自動車道の建設工事及び火渡川河
川改修工事に伴う工事損失事前調査につ
いて

H12.6.19
伊野土木事務所工務
第二課長

○○○○
高知自動車道及び火渡川河川改修の工事に関連して、
道路公団・高知県が別々に家屋調査をすると、責任の所
在が曖昧になるとのことで、両者連名での文書提出が求

H13年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H15.3.31）

544
よさこい祭り高知県地方車の使用に関す
る覚書

H12.6.29 知事
よさこい全国大会事務局 (社)
高知市観光協会会長

H11年から始まった「よさこい祭り全国大会」において、祭
りを主管する高知市観光協会に、高知県チーム地方車を
県外からの参加チーム用として使用させるにあたり、費用
負担の範囲を取り決めた覚書

H13年度 文化環境部 観光振興課 完結

545 宿毛湾港埋立土砂運搬について H12.7.13 港湾課長 咸陽校下区長連合会代表

・公募により決定した埋立用の購入土砂の運搬につい
て、沿道対策等を県が発注する工事と同様の指導をす
る。
・沿道周辺への影響が発生した場合は、県　が責任を

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部 完結

546 通信設備設置等に関する覚書 H12.9.13 知事
四国管区警察局高知県通信
部長

高知県庁舎内に四国管区警察局高知県通信部が設置し
た通信設備等について定めるもの。

H13年度 総務部 管財課 総務部 終了

547
高知リハビリテーション学院理学療法学科
学生臨床実習に関する覚書

H12.9.13 療育福祉センター長
高知リハビリテーション学院
長

高知リハビリテーション学院の理学療法学科学生の臨床
実習内容等について、同学院長と療育福祉センター長と
が交わした覚書である。

H13年度 健康福祉部
療育福祉セ
ンター

地域福祉部 期間終了（H13.9.29）

548
高知港寄港に関する助成内容の変更に
ついて

H12.9.13 港湾空港振興課長
コスコ・ジャパン㈱営業本部
長

ポートチャージ助成の条件変更
H12.9以降
80TEU未満　　全額
80～100TEU  半額
100TEU以上　　なし
確認事項①相互に協力し、貨物量増大と航路維持に努め
る②今後助成内容の引き上げはない③助成措置は予算
の範囲内

H13年度 港湾空港局
港湾空港振
興課

土木部
完結
H13.2末航路休止

549
八流地区土地担い手育成ほ場整備工事
について

H12.9.14 安芸耕地事務所長
・芸西村漁業協同組合
・安芸市赤野土地改良区
・㈲栗山建設

八流地区ほ場整備工事を実施するに当たり地元漁業組
合と漁業被害が発生した場合の取り扱いについての協
定、円滑に工事を行うための地元対策

H13年度 農林水産部
安芸耕地事
務所

完結
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550
八流地区土地担い手育成ほ場整備工事
についての協定

H12.9.14 安芸耕地事務所長

・安芸西部磯船船曳網組合
連合会
・安芸市赤野土地改良区
・㈲栗山建設

八流地区ほ場整備工事を実施するに当たり地元漁業組
合と漁業被害が発生した場合の取り扱いについての協
定、円滑に工事を行うための地元対策

H13年度 農林水産部
安芸耕地事
務所

完結

551
鏡川統合河川整備事業における河床掘
削について

H12.9.25 高知河川事務所長
・○○○○
・○○○○

H12年度事業において実施する河床掘削の範囲を文書で
通知。

H13年度 土木部
高知河川事
務所

土木部 完結

552 有価証券等の担保差入れに関する念書 H12.10.23 知事
(財)高知県産業振興センター
理事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完結（H22.10.29）

553 繰上償還に関する念書 H12.10.23 知事
(財)高知県産業振興センター
理事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完結（H22.10.29）

554 杉田発電所の下流放流について H12.10.23 杉田発電所長 物部川漁協組合長
H12.12.31までのアユ産卵期における杉田ダム下流の水
量確保

H13年度 企業局
発電管理事
務所

公営企業局 完結

555
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H12.11.6 知事 (財)高知県文化財団理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

556 誓約書 H12.11.8
・工務第一班長
・道路第一班長
・同主査

香我美町○○○○
県道改良工事において、法面背後地の○○氏所有の溜
め池に漏水等異常があった場合の対応について、誠意を
持って対応するよう要望があったもの

H13年度 土木部
南国土木事
務所

土木部 完結（H14.3.31）

557 試作覚書
日付不明
（H12.11頃

か）

農業技術センター作物
園芸部長（私印）

㈱ミヨシ代表取締役
㈱ミヨシが権利を持っている種苗の試作にあたっての種
苗預かりの条件。 H13年度 商工労働部

産業技術振
興課

農業振興部 H15.3末日で預かり期間終了

558
高規格道路（中村宿毛道路）中村市森沢
地区に係る周辺整備事業に関する確認書

H12.12.15 土木部長

・中村市森沢地区区長
・建設省四国地方建設局中
村工事事務所長
・中村市長

高規格道路（中村宿毛道路）道路に伴う周辺整備等の覚
書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H22.3.31）

559 確認書 H12.12.25 知事 野市町長
香南工業用水道の取水協定に先立ち、試験取水の実施
と取水試験の結果、特段の事情がない限り取水協定を締
結することを確認するもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 完結

560
高知中央地区機船船曳網漁業とあゆ稚
魚保護に関する覚書 (第２回)

H12.12.28 海洋漁政課長

・中土佐東部機船船曳網組
合連合会会長
・吉川村漁協組合長
・高知市漁協組合長
・県内水面漁連専務
・物部川漁協組合長
・仁淀川漁協組合長

機船船びき網漁業による遡上前の鮎稚魚の混獲を防止
するための河口付近の操業禁止区域の設定や違反操業
の取り締まり等についての覚書
（覚書期間）毎年1月15日～3月14日
＊第1回覚書(H12.1.8)から毎年締結

H13年度 海洋局 海洋漁政課 完結（H14.3.31）

561 誓約書 H13.1.30
・工務第一班長
・道路第一班長
・同主査

南国市○○○○
県道改築工事において、生活用水の確保、防風施設の施
工、生活道の機能回復の要望があったもの H13年度 土木部

南国土木事
務所

土木部 完結（H14.3.31）

562
土佐黒潮牧場15号の再設置等に関する
合意書

H13.1.31 知事 新日本製鐵㈱大阪支店長
土佐黒牧15号離脱及び再設置に関しての合意書

H13年度 海洋局 水産振興課 完結（H13.4.5）

563
高知県立清香園の移管に伴う施設運営
業務の引継ぎに関する覚書

H13.2.1 高齢者福祉課長 (社福)香南会理事長
県立養護老人ホームの民間への円滑な移管を実現する
ための、法人経費による法人職員の県立施設への派遣

H13年度 健康福祉部
高齢者福祉
課

地域福祉部 完結

564
高知県立千松園及び高知県立浦戸園の
移管に伴う施設運営業務の引継ぎに関す
る覚書

H13.2.1 高齢者福祉課長 (社福)海の里理事長
県立養護老人ホームの民間への円滑な移管を実現する
ための、法人経費による法人職員の県立施設への派遣
等の約束

H13年度 健康福祉部
高齢者福祉
課

地域福祉部 完結

565
地域高規格道路  （北川奈半利道路）北川
村柏木部落に係る要望事項に対する回答
書

H13.3.1 土木部長
・北川村柏木部落代表者
・北川村長

地域高規格道路（北川奈半利道路）の建設に伴う周辺整
備等の確認書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H16.3.31）
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566
一般国道55号高知南国道路南国市稲生
小久保地区、南国市稲生西谷地区に係る
周辺整備事業に関する覚書

H13.3.28 土木部長

・南国市稲生小久保地区部
落長
・南国市稲生西谷地区地区
長
・国土交通省土佐国道工事
事務所長
・南国市長

一般国道55号高知南国道路に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結（H17.3.31）

567 確認書 H13.3.29 坂本ダム建設事務所
宿毛市楠山坂本ダム対策協
議会

ダムの完成に伴いダム周辺整備を行いましたが施設の維
持管理等について、地元(坂本ダム対策協議会)に対し県
と市の役割分担及び地元の優先雇用を示す必要があっ

H13年度 土木部
坂本ダム管
理事務所

土木部
完結
（H13.4）

568 時間外勤務等に関する覚書 H13.4.1 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務の取扱いにつ
いて＊S42.7.15以来締結しており、直近のものを添付

H13年度 総務部 人事課 総務部 期間終了（H14.3.31）

569 確認事項 H13.4.1 人事課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることのできない事由に該当する業
務等の例示等

H13年度 総務部 人事課 総務部 期間終了（H14.3.31）

570
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

H13.4.1 知事 高圧ガス保安協会会長

H13.4.1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。

H13年度 商工労働部 商工政策課 期間終了　　　　　（H14.4.1）

571 時間外勤務等に関する協定書 H13.4.1 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務・休
日勤務に関する協定

H13年度 企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H14.3.31）

572
中央小動物管理センター運営に関する協
定書

H13.4.1 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
完結
(H15.3.31)

573
高架用地となる市道敷地の取り扱い及
び、高架測道の市への移管についての覚
書

H13.4.6 知事 高知市長

・高架用地となる市道敷地の県への無償移管。
・高架用地となる市道敷地内の国有地は、市が取得した
後、県へ無償移管。
・高架測道は、完成後、市へ無償移管。

H13年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H23.3.4）

574
平成１３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

H13.5.23
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
・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

H14年度 国体局 総務課 完結

575
よさこい高知国体セーリング競技リハーサ
ル大会における海上自衛隊呉地方総監
部の協力に関する協定書

H13.8.1
よさこい高知国体実行
委員会会長

海上自衛隊呉地方総監
海将

よさこい高知国体セーリング競技リハーサル大会におい
て海上自衛隊の協力に係る諸条件を定めたもの H14年度 国体局 総務課 完結

576 試作覚書
日付不明

（H13.8頃か）
農業技術センター作物
園芸部長（私印）

㈱ミヨシ代表取締役
㈱ミヨシが権利を持っている種苗の試作にあたっての種
苗預かりの条件

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

期間終了（H16.3.31）

577
宇治川河川改修事業による家屋等への
事業損失について

H13.11.15 伊野土木事務所長 ○○○○
宇治川河川改修による家屋等への影響調査の結果と今
後の対応を記したもの。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H17.4.27）

578
横波大規模年金保養基地を㈱リゾートコ
ンベンション企画に請け負わせることに関
する覚書

H13.11.29 文化環境部長 年金資金運用基金福祉部長

グリーンピア土佐横波の運営については、従前、年金資
金運用基金（基金）から県、県から財団法人グリーンピア
土佐横波にそれぞれ委託されていたが、(財)グリーンピア
土佐横波と㈱リゾートコンベンション企画がH13.12より運
営請負契約を締結するに際し、今後の運営停止、施設返
還時の責任の所在などについて、基金と県で確認を行っ
た。

H15年度 商工労働部 観光振興課 完結（H16.3.31）

579 覚書 H13.12.3 南国土木事務所長

・土生川（国分川）放流反対
期成同盟会会長
・南国市長
・土佐山田町長

H9年度に4,700余名で知事に申し入れをした土佐山田町
が計画する雨水排水工事の放流計画反対期成同盟会に
対する覚え書き

H14年度 土木部 河川課 土木部 完結

580
南国安芸地区大規模農道整備三宝山トン
ネル（仮称）工事の残土処理に関する覚
書

H13.12.25 中央東耕地事務所長
土佐の高知のくだもの畑代表
者

南国安芸地区大規模農道整備三宝山トンネル（仮称）工
事の残土処理に関する了解事項を確認したもの。

H14年度 農林水産部
中央東耕地
事務所

完結（H16.7.16）
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581
一般国道55号高知南国道路南国市稲生
芦ヶ谷地区に係る周辺整備事業に関する
覚書

H14.1.8 土木部長

・南国市稲生芦ヶ谷地区部落
長
・国土交通省土佐国道工事
事務所長
・南国市長

一般国道55号高知南国道路に伴う周辺整備等の覚書

H14年度 土木部
高速道推進
課

土木部 完結　　　　　　　（H24.3.31）

582 トビアレダニ川取水に関する覚書 H14.1.18 山間試験場長（公印）

・ウチノイデ水利組合代表
・トベリキイデ水利組合代表
・ナガアレ水路水利組合代表
・マエイデ水利組合代表
・カドタユ水路水利組合代表

上東試験地での取水について、関係水利組合と覚書の更
新をしたもの。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

期間終了（H19.4.30）

583 用地買収契約に伴う覚え書き H14.1.29
南国土木事務所
・用地課長
・河港第一班長

○○○○
烏川改修用地買収契約の条件として、相手方より要求の
あった工事着工時期、施工方法についての覚書 H14年度 土木部 河川課 土木部 完結（H15.3.31）

584
高知県立白藤園の移管に伴う施設運営
業務の引継に関する覚書

H14.2.1 高齢者福祉課長 (社福)梼の木福祉会理事長
県立白藤園の移管に伴い、施設の運営業務の引継を円
滑に行うためのもの。

H14年度 健康福祉部
高齢者福祉
課

地域福祉部 完結（H14.3.31）

585
河川工事に伴う井戸水の水位低下につい
て

H14.2.4
南国土木事務所河港
第一班長

○○○○
下田川河川改修事業の付帯工事である揚水ポンプ施工
に当たり、地下水（井戸水）の水位低下を懸念した相手方
との覚え書き

H14年度 土木部 河川課 土木部 完結（H16.3.31）

586
土地の借地について
工事完了後の当該土地の措置について

H14.3.7
伊野土木事務所河川
第３班長

・○○○○
・○○○○

春野町新川川（支川枝川）の改修工事に伴う土地の借地
についての協力要請と、工事完了後の措置について、文
書を提出したもの。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H15.10.13）

587 時間外勤務等に関する覚書 H14.3.25 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法に沿った時間外勤務の取扱いについて（Ｈ１４
年度分）

H14年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H15.3.31）

588 確認事項 H14.3.25 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることのできない事由に該当する業
務等の例示等

H14年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H15.3.31）

589 協定書 H14.3.27 伊野土木事務所長 吾北村長
国道439号改修工事に伴う残土捨土に関する協定を結ん
だもの。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H21.3.31）

590
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H14.4.1 知事
(財)こうち男女共同参画社会
づくり財団理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

591
県民文化ホールと県民文化ホール高知市
分館の運営についての確認書

H14.4.1 知事
・高知市長
・(財)高知県文化財団専務理
事

高知市立公民館が市内九反田に建設された高知市文化
プラザ内に移転し、旧公民館部分を県民文化ホール高知
市分館として高知市が管理運営を行うことに伴い、高知
県と高知市、県民文化ホールの管理運営を受託する文化
財団が管理運営の経費負担について取り決めをしたも

H15年度 文化環境部 文化推進課
完結
（H18.4）

592
高知公共職業安定所及び中村公共職業
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

H14.4.1 知事 高知労働局長
地方事務官制度の廃止に伴い、国と県が連携して効率的
な雇用対策を行うため、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を定めた。

H15年度 商工労働部 雇用対策室 商工労働部
終了
（H18.3.31）

593
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H14.5.31 知事 (財)高知県農業公社理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

594
枝川河川改修工事の影響に対する補償
について

H14.8.12
伊野土木事務所工務
第２課長

○○○○
春野町新川川支川枝川の河川改修工事の施工にあたっ
て、工事により相手方の家屋等に損害が生じた場合の対
応について、文書を提出したもの。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H15.10.3）
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595
貸付県有物品の廃棄処分経費の負担に
関する協定書

H14.8.28 知事 (財)高知県総合保健協会

県有物品貸付契約をしたがん検診車の廃棄処分経費の
負担に関する協定

H23年度 健康政策部 健康増進課 健康政策部

期間終了
（H24.5.10）
※貸与車両4台全て廃棄（3
台）及び譲渡（1台）したため
協定終了

596

高齢者の居住の安定確保に関する法律
に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅の登録
制度及び家賃債務保証制度の普及促進
に関しての覚書

H14.8.30 土木部長

・(社)高知県宅地建物取引業
協会会長
・(社)高知県建設技術公社理
事長

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者
円滑入居賃貸住宅の登録制度及び家賃債務保証制度の
普及促進に関し、それぞれへの情報及び賃料提供、助言
を行う。

H15年度 土木部 住宅企画課 土木部 完結（H23.4.1）

597

高齢者の居住の安定確保に関する法律
に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅の登録
制度及び家賃債務保証制度の普及促進
に関しての覚書

H14.8.30 土木部長

・(社)高知県宅地建物取引業
協会会長
・(社)全日本不動産協会高知
県本部本部長
・(社)高知県建設技術公社理
事長

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者
円滑入居賃貸住宅の登録制度及び家賃債務保証制度の
普及促進に関し、それぞれへの情報及び賃料提供、助言
を行う。 H15年度 土木部 住宅企画課 土木部 完結（H23.4.1）

598
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H14.9.13 知事
(財)高知県産業振興センター
理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

599
第57回国民体育大会夏季大会秋篠宮同
妃両殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.9.20 知事 ㈱城西館

第57回国民体育大会夏季大会秋篠宮同妃両殿下お成り
のご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞
在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取
消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

600
第57回国民体育大会夏季大会秋篠宮同
妃両殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.9.20 知事 新ロイヤルホテル四万十㈱

第57回国民体育大会夏季大会秋篠宮同妃両殿下お成り
のご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞
在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取
消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

601
第57回国民体育大会夏季大会高円宮同
妃両殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.9.20 知事 旭観光㈱

第57回国民体育大会夏季大会高円宮同妃両殿下お成り
のご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞
在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取
消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

602
一般国道55号高知南国道路五台山唐谷
地区周辺整備事業覚書

H14.9.25 副知事
・唐谷公民館長
・高知市長

高規格幹線道「高知南国道路」建設に伴う周辺整備事業
についての地元との覚書

H15年度 土木部 道路計画課 土木部 完結

603
国道439号線（檮原吾川土佐線）道路改良
工事の土佐町松ノ木○○○土地境界関
係６項目の質問への回答　その１

H14.10.2 道路課長 ○○○○

S54頃の国道改良工事に関する土地境界問題について、
H13頃から、再三再四、土木事務所や道路課等関係課へ
来訪し現地と道路図面について様々な資料などを持参し
説明を求めたり、質問を繰り返したり、同じ主張を何回も
繰り返すということがあり、今後は文書での質問、回答と
改めたもの。
H14.9.27付けの確認書への回答（期限延長）

H15年度 土木部
道路安全利
用課

土木部
その1～4までは一連のもの
であり、その4にて完結

604
国道439号線（檮原吾川土佐線）道路改良
工事の土佐町松ノ木○○○土地境界関
係6項目の質問への回答　その2

H14.10.15 土木部長 ○○○○
Ｈ14.9.27付けの確認書への回答（調査結果回答）

H15年度 土木部
道路安全利
用課

土木部
その1～4までは一連のもの
であり、その4にて完結

605
第57回国民体育大会秋季大会天皇皇后
両陛下行幸啓にかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.10.22 知事 ㈱城西館

第57回国民体育大会秋季大会天皇皇后両陛下行幸啓の
ご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞在
を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取消
料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

606
第57回国民体育大会秋季大会常陸宮同
妃両殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.10.22 知事 旭観光㈱

第57回国民体育大会秋季大会常陸宮同妃両殿下お成り
のご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞
在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取
消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

46 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

607
第57回国民体育大会秋季大会寬仁親王
妃信子殿下お成りにかかる荒天時等の宿
泊施設の借上げに関する覚書

H14.10.22 知事 ㈱城西館

第57回国民体育大会秋季大会寬仁親王妃信子殿下お成
りのご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご
滞在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び
取消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

608
第57回国民体育大会秋季大会桂宮殿下
お成りにかかる荒天時等の宿泊施設の借
上げに関する覚書

H14.10.22 知事 ㈱高知新阪急ホテル
第57回国民体育大会秋季大会桂宮殿下お成りのご日程
が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞在を延期
するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取消料等に

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

609
第57回国民体育大会秋季大会清子内親
王殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊施
設の借上げに関する覚書

H14.10.22 知事 大和リゾート㈱

第57回国民体育大会秋季大会清子内親王殿下お成りの
ご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞在
を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取消
料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

610
第57回国民体育大会秋季大会寬仁親王
妃信子殿下お成りにかかる荒天時等の宿
泊施設の借上げに関する覚書

H14.10.22 知事 新ロイヤルホテル四万十㈱

第57回国民体育大会秋季大会寬仁親王妃信子殿下お成
りのご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご
滞在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び
取消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

611
第57回国民体育大会秋季大会常陸宮同
妃両殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.10.22 知事 新ロイヤルホテル四万十㈱

第57回国民体育大会秋季大会常陸宮同妃両殿下お成り
のご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご滞
在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び取
消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

612 覚書 H14.10.23
伊野土木事務所工務
第２課長

・国土交通省佐川国道維持
出張所長
・日高村建設課長

日高村岩目地地区における山の水の流末処理につい
て、国土交通省、高知県、日高村の役割分担を定めたも
の。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部 完結（H15.3.31）

613
高知医療センター整備運営事業推進に関
する覚書

H14.10.31 知事
・高知県・高知市病院組合管
理者
・高知市長

高知県・高知市病院組合が、高知医療センター整備運営
事業をPFI手法を導入して実施するに当たり、事業実施主
体である高知県・高知市病院組合と、病院組合の構成団
体である高知県及び高知市が一致協力して事業を円滑
に進めていくため、「現行規約に基づく事業の推進につい
て」等について三者で確認したもの

H15年度 健康福祉部
新病院整備
課

健康政策部
完結
（H22.3.31）

614
第2回全国障害者スポーツ大会の皇太子
同妃両殿下行啓にかかる荒天時等の宿
泊施設の借上げに関する覚書

H14.11.5 知事 ㈱城西館

第2回全国障害者スポーツ大会の皇太子同妃両殿下行
啓のご日程が、荒天等の事由により変更し、本県でのご
滞在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び
取消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

615
第2回全国障害者スポーツ大会高円宮同
妃両殿下お成りにかかる荒天時等の宿泊
施設の借上げに関する覚書

H14.11.5 知事 旭観光㈱

第2回全国障害者スポーツ大会の高円宮同妃両殿下お
成りのご日程が、荒天等の事由により変更し、本県での
ご滞在を延期するとき等に必要な宿泊施設の借上げ及び
取消料等についての覚書

H15年度 総務部 人事企画課 総務部 完結

616
一般国道55号高知南国道路「南国市稲生
衣笠地区」周辺整備事業覚書

H14.11.26 土木部長
・南国市稲生衣笠地区部落
長
・南国市長

高規格幹線道「高知南国道路」建設に伴う周辺整備事業
についての地元との覚書 H15年度 土木部 道路計画課 土木部 完結

617
一般国道55号高知南国道路「南国市大埇
西野々地区」周辺整備事業覚書

H14.11.28 土木部長
・西野々地区自治会長
・南国市長

高規格幹線道「高知南国道路」建設に伴う周辺整備事業
についての地元との覚書

H15年度 土木部 道路計画課 土木部 完結

618
国道439号線（檮原吾川土佐線）道路改良
工事の土佐町松ノ木○○○土地境界関
係6項目の質問への回答　その3

H14.11.29 道路課長 ○○○○
Ｈ14.11.15付けの確認書への回答（調査結果回答）

H15年度 土木部
道路安全利
用課

土木部
その1～4までは一連のもの
であり、その4にて完結

619
国道439号線（檮原吾川土佐線）道路改良
工事の土佐町松ノ木○○○土地境界関
係6項目の質問への回答　その4

H14.12.25 知事 ○○○○
Ｈ14.12.12付けの手紙への回答

H15年度 土木部
道路安全利
用課

土木部
その1～4までは一連のもの
であり、その4にて完結
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620
昭和57年度共用開始の国道439号道路改
良工事に対する質問

H14.12.25
本山土木事務所長回
答

○○○○

S54年度の道路改良工事に伴う真なる所有者の取り違い
に端を発し相手側と用地交渉をしてきたが、その後中断し
ていたところ、H13秋ごろから再開し、相手側の土地の位
置について県との間に見解の相違があり話し合いを継続
してきた。今回は、国道沿いの用水路ゲート位置から国道
までの距離が、土佐町の航空写真、道路台帳図面で検証
すると、現地と計画平面図が相違していること、計画平面
図と丈量図のセンター表示地点が相違することから自分
の土地が河川の中になく道路用地内にあると主張。

H15年度 土木部
本山土木事
務所

土木部 完結（H14.12.25）

621
高知中央地区機船船曳網漁業とあゆ稚
魚保護に関する覚書

H15.1.7 海洋局次長

・中土佐東部機船船曳網組
合連合会会長
・吉川村漁業協同組合代表
理事組合長
・高知市漁業協同組合代表
理事組合長
・高知県内水面漁業協同組
合連合会会長
・物部川漁業協同組合代表
理事組合長
・仁淀川漁業協同組合代表
理事組合長

短期許可操業の間、操業禁止区域を設定することによ
り、あゆ稚魚の採補を防止する。

H15年度 海洋局 漁業管理課 完結（H17.3.31）

622
高知県立双名園の移管に伴う施設運営
業務の引継に関する覚書

H15.2.3 高齢者福祉課長 (社福)ふるさと自然村理事長
県立双名園の移管に伴い、施設の運営業務の引継を円
滑に行うためのもの

H15年度 健康福祉部
高齢者福祉
課

地域福祉部 完結

623
県営住宅蒲原団地及び蒲原住宅が使用
している合併処理施設の改修工事に伴う
負担割合に関する覚書

H15.2.6 知事
・高知県住宅供給公社理事
長
・蒲原住宅町内会長

県営住宅蒲原団地の合併処理施設の改修工事にあたり
改修費用について、蒲原団地の管理委託先である高知
県住宅供給公社及び設置者の高知県と同団地に隣接し
処理施設の利用者である蒲原住宅町内会で負担割合・
支払方法等を定めたもの。

H15年度 土木部 公営住宅課 土木部 完結（H15.4.30）

624
公社等に派遣されている県職員の県庁イ
ントラネットの利用について（覚書）

H15.2.7 知事
(財)高知県国際交流協会理
事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用可能な環境を整備
している。

H15年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

625 法定外控除に関する協定 H15.2.28 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

626 法定外控除に関する協定 H15.2.28 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

627 法定外控除に関する協定 H15.2.28 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

628 法定外控除に関する協定 H15.2.28 知事
高知県教育公務員弘済会理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

629 法定外控除に関する協定 H15.2.28 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

630 法定外控除に関する協定 H15.2.28 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）
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631
高規格道路北川・奈半利道路「北川～奈
半利町中里地区」周辺整備事業覚書

H15.3.17 土木部長
・奈半利町中里地区代表
・奈半利町長

高規格道路北川・奈半利道路「北川～奈半利町中里地
区」周辺整備事業についての地元との覚書

H15年度 土木部 道路計画課 土木部 完結

632
昭和57年度共用開始の国道439号道路改
良工事に対する質問

H15.3.19
本山土木事務所長回
答

○○○○
オーバーレイしたNTT道路占有のマンホール位置での国
道の横断図から、隣接地の土佐町所有地の土佐町がい
う境界が道路境界だと主張。

H15年度 土木部
本山土木事
務所

土木部 完結（H15.3.19）

633
高知競馬事業計画検証委託業務に関す
る協定書

H15.3.27 知事 高知市長
高知県の実施する高知競馬事業計画検証委託業務にか
かる費用について、競馬事業における高知市の負担割合
に応じて負担する。

H15年度 農林水産部 農政企画課 完結

634 時間外勤務等に関する覚書 H15.3.28 知事
高知県職員労動組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱いに
ついて確認

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

635 確認事項 H15.3.28 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることのできない事由に該当する業
務等の例示等

H15年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H16.3.31）

636
山岳協競技の練習用人工壁の管理運営
などに関する高知県山岳連盟との覚書

H15.3（日付
不明）

教育長 高知県山岳連盟会長
県が、春野総合運動公園に山岳競技の練習用施設として
設置した人工壁の管理運営に関して、高知県山岳連盟と
覚書を締結した。

H15年度 教育委員会
体育スポー
ツ課

期間終了（H21.3.31）

637
平成15年度高知県LGWANサービス提供
設備保守覚書

H15.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・富士通㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である富士
通高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に行って
いる(財)地方自治情報センターの三者間で、障害発生時
における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H16年度 企画振興部 情報基盤課 期間終了（H16.3.31）

638 確認書 H15.4.1 副知事
・高知市助役
・(財)高知県医療廃棄物処理
センター理事長

<背景>
(財)高知県医療廃棄物処理センターの休止中の廃棄物
焼却炉に替わり、H15年度からマイクロウェーブ処理施設
を高知市仁井田の現在地に整備する計画で地元調整を
行う中で、将来の移転の確約を求められた。
<概要>
1.マイクロウェーブ熱処理による現在地での施設稼動は
地元の要望に従い、最長でもH21.3.31までとする。
2.移転については、財団が中心になって排出者責任の原
則に基づき検討し結論を出す。

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

完結
（平成23.10エコサイクルセン
ターに移転）

639
中央小動物管理センター運営に関する協
定書

H15.4.1 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
完結
(H18.3.31)

640
鏡川工業用水道配水管布設工事（消火栓
設置分）の施行に関する協定書

H15.4.28 企業局長 高知市消防局長
工業用水道配水管布設工事に伴う高知市消防局の消火
栓設置についての協定

H16年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（H16.2.16）

641
一般国道55号高知東部自動車道に係わ
る確認書

H15.5.1 土木部長

・高知東部自動車道出口地
区対策協議会会長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長
・夜須町長

夜須町出口地区における、一般国道55号高知東部自動
車道の建設に伴う設計協議に関する確認書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部 完結（H18.3.31）

642
一般国道55号高知東部自動車道に係わ
る確認書

H15.5.14 副知事

・五台山振興会会長
・五台山東孕地区代表東孕
公民館長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長
・高知市長

高知市五台山東孕地区における、一般国道55号高知東
部自動車道の建設に伴う設計協議に関する確認書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部 完結（H22.3.31）

643 魚族放流事業の取扱いに係る確認書 H15.5.30 土木部長
・企業局長
・高知市水道事業管理者
・四国電力㈱

土木部長と利水三者（企業局、高知市、四国電力）は、鏡
ダム共同事業者として鏡川漁業協同組合に対し支出する
魚族放流事業費の取扱いについて確認書（H15年度～

H17年度 土木部 河川管理課 土木部 期間終了

644
鏡川魚族放流事業費の支出に係る確認
書

H15.5.30 土木部長 鏡川漁業協同組合長
鏡川漁業共同組合が実施する鏡川魚族放流事業の支出
についての確認書

H17年度 土木部 河川管理課 土木部 期間終了

645
覚書（鏡川工業用水道配水管布設工事
（舗装復旧工事）について）

H15.6.2 企業局長 高知市長
工業用水道配水管布設工事に伴う市道舗装工事に関す
る覚書

H16年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（H15.9.6）
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646
四国横断自動車道（須崎新庄～中土佐
間）地元協議に関する覚書　中土佐町道
の川

H15.7.1 土木部長

・四国横断自動車道道の川
地区対策協議会会長
・中土佐町長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長
・日本道路公団四国支社高
知工事事務所長

四国横断自動車道道の川地区対策協議会より提出され
た要望に対する覚書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部 完結　　　　　　　（H24.3.31）

647
一般国道55号高知東部自動車道に係わ
る覚書

H15.7.2 土木部長

・南国市大埇住吉野自治会
会長
・南国市長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長

南国市大埇住吉野地区における、一般国道55号高知東
部自動車道の建設に伴う周辺整備事業に関する覚書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部 完結（H22.3.31）

648 確認書 H15.7.17 健康対策課長
(財)高知県総合保健協会理
事長

H15.4.1付けで(財)高知県総合保健協会と締結した先天性
代謝異常症等検査事業に係る委託契約に基づき、衛生
研究所で行う検査業務及び技術指導等に関する確認事

H16年度 健康福祉部 健康対策課 健康政策部 完結

649
間伐材を利用した藻場造成試験に関する
覚書

H15.7.17 水産試験場長
・高知大学海洋生物教育研
究センター教授
・大旺建設㈱高知本店長

磯焼けが進行する沿岸域での藻場造成と間伐材の有効
利用を行うため、高知大学と大旺建設が開発した「間伐材
藻場造礁」の効果を確認するための試験を協同で行う。

H16年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

完結（H16.3.31）

650
高知工科大学学生の派遣研修に関する
覚書

H15.7.17 企業局長 高知工科大学
高知工科大学の学生の研修に関しての確認

H16年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（H16.7.16）

651
覚書（公社等に派遣されている県職員の
県庁イントラネットの利用について）

H15.7.22 知事
(財)高知県スポーツ振興財団
理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用利用可能な環境を
整備している。

H16年度 企画振興部 情報企画課 廃止（H16.10.6）

652
覚書（公社等に派遣されている県職員の
県庁イントラネットの利用について）

H15.8.7 知事
(財)高知県下水道公社理事
長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用利用可能な環境を
整備している。

H16年度 企画振興部 情報推進課 廃止（H16.10.6）

653
高規格道路（中村宿毛道路）に係わる確
認書

H15.9.1 土木部長

・具同西組区長
・中村市長
・国土交通省四国地方整備
局中村河川国道事務所長

中村具同地区における、高規格道路（中村宿毛道路）に
伴う周辺整備事業に関する覚書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H19年度)

654
覚書（公社等に派遣されている県職員の
県庁イントラネットの利用について）

H15.9.12 知事
(財)高知県のいち動物公園
協会理事長

県が出資している団体等に派遣されている県職員が県庁
イントラネット（高知県行政情報ネットワーク）を利用する
にあたり、庁内で保有する情報の保護及び管理義務等に
ついて規定した覚書。
県では、当該団体から利用希望があった場合、県庁内
LANを接続し県庁イントラネットの利用利用可能な環境を
整備している。

H16年度 企画振興部 情報推進課 廃止（H16.10.6）

655
鏡川工業用水道配水管布設工事農薬等
の出土に伴う処理に関する協定書

H15.12.9 企業局長 入交産業㈱代表取締役
工業用水道配水管布設工事に伴い出土した農薬等の処
理に関する協定

H16年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（H16.2.12）

656
覚書（香南工業用水道の取水井水位等監
視システムのデータ回線共架設備の承継
について）

H15.12.12 企業局長
・四国電力㈱山田営業所長
・知事

香南工業用水道の取水井水位等監視システムのデータ
回線共架設備の承継に関する覚書 H16年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（H15.12.12）
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657
一般国道55号高知東部自動車道に係わ
る覚書

H15.12.18 土木部長

・南国市稲生丸山地区公民
館長
・南国市長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長

南国市稲生丸山地区における、一般国道55号高知東部
自動車道の建設に伴う周辺整備事業に関する覚書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
（H24年度）

658
電子署名に係る地方公共団体の認証業
務に関する法律に基づく認証事務の委任
に係る覚書

H16.1.19 知事
(財)自治体衛星通信機構理
事長

H14.12に成立した「電子署名に係る地方公共団体の認証
業務に関する法律」の規定により電子証明書の発行等の
都道府県知事が行うこととされた業務について、総務大
臣よりH15.11.14付けで指定を受けた「(財)自治体衛星通
信機構」に業務の委任を行った。高知県からの業務の委
任を受けて法令等で規定されていない事項についてどの
ように認証事務を行っていくか取り決めをした覚書

H16年度 企画振興部 情報推進課 廃止（H18.11.1）

659 覚書（物部川漁業補償について） H16.1.23 企業局長
物部川漁業協同組合代表理
事

永瀬、吉野、杉田発電所の設置運用に伴うH16年度以降
の物部川漁業補償に関して、物部川漁業協同組合との協
議結果

H16年度 企業局 総務課 公営企業局 完結（H21.3.31）

660 協定書（署名検証者との協定書） H16.1.30 知事 国税庁長官

高知県民が電子申請を行う際に添付した電子証明書の
有効性を確認するために失効情報及び失効情報ファイル
の提供を受ける場合の方法や情報の範囲、情報提供手
数料、情報の管理等について規定した協定書

H16年度 企画振興部 情報推進課 文化生活部
相手方が
対象外のため削除
（H25.4.10）

661 協定書（署名検証者との協定書） H16.2.10 知事 総務大臣

高知県民が電子申請を行う際に添付した電子証明書の
有効性を確認するために失効情報及び失効情報ファイル
の提供を受ける場合の方法や情報の範囲、情報提供手
数料、情報の管理等について規定した協定書

H16年度 企画振興部 情報推進課 文化生活部
相手方が
対象外のため削除
（H25.4.10）

662 協定書（署名検証者との協定書） H16.2.10 知事 岐阜県知事

高知県民が電子申請を行う際に添付した電子証明書の
有効性を確認するために失効情報及び失効情報ファイル
の提供を受ける場合の方法や情報の範囲、情報提供手
数料、情報の管理等について規定した協定書

H16年度 企画振興部 情報推進課 文化生活部
相手方が
対象外のため削除
（H25.4.10）

663
一般国道55号高知東部自動車道に係わ
る確認書

H16.3.1 土木部長

・高知東部自動車道坪井西
山対策協議会会長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長
・夜須町長

夜須町坪井・西山地区における、一般国道55号高知東部
自動車道の建設に伴う設計協議に関する確認書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
（H24年度）

664 協定書（署名検証者との協定書） H16.3.5 知事 厚生労働大臣

高知県民が電子申請を行う際に添付した電子証明書の
有効性を確認するために失効情報及び失効情報ファイル
の提供を受ける場合の方法や情報の範囲、情報提供手
数料、情報の管理等について規定した協定書

H16年度 企画振興部 情報推進課 文化生活部
相手方が
対象外のため削除
（H25.4.10）

665 協定書（署名検証者との協定書） H16.3.8 知事 岡山県知事

高知県民が電子申請を行う際に添付した電子証明書の
有効性を確認するために失効情報及び失効情報ファイル
の提供を受ける場合の方法や情報の範囲、情報提供手
数料、情報の管理等について規定した協定書

H16年度 企画振興部 情報推進課 文化生活部
相手方が
対象外のため削除
（H25.4.10）

666 時間外勤務等に関する覚書 H16.3.25 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱いに
ついての確認

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

667 確認事項 H16.3.25 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることができる場
合の災害その他避けることのできない事由に該当する業
務等の例示等

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

668
一般国道33号高知西バイパスに係わる覚
書

H16.3.26 土木部長

・高知西バイパス西浦地区対
策協議会会長
・伊野町長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長

伊野町西浦地区における一般国道33号高知西バイパス
に伴う周辺整備事業に関する覚書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
（H22年度）

669 法定外控除に関する協定 H16.3.31 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）
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670 法定外控除に関する協定 H16.3.31 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

671 法定外控除に関する協定 H16.3.31 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

672 法定外控除に関する協定 H16.3.31 知事
高知県教育公務員弘済会理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

673 法定外控除に関する協定 H16.3.31 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

674 法定外控除に関する協定 H16.3.31 知事
四国労働金庫高知営業本部
長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H16年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H17.3.31）

675
「特許電子図書館情報検索指導アドバイ
ザー派遣協定書」の一部を変更する覚書

H16.3.31 知事 (社)発明協会理事長
H12.7.24付けで締結した「特許電子図書館情報検索指導
アドバイザー派遣協定書」に規定するアドバイザーの派
遣期間を1年間延長した。

H17年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部 期限はH17.3.31まで

676
平成16年度高知県LGWANサービス提供
設備保守覚書

H16.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・富士通㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である富士
通高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に行って
いる(財)地方自治情報センターの三者間で、障害発生時
における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H17年度 企画振興部 情報基盤課 期間終了（H17.3.31）

677
先天性代謝異常検査技術指導に係る確
認書

H16.4.1 健康対策課長 (財)高知県総合保健協会

先天性代謝異常等検査事業の受付機関である高知県総
合保健協会に対し、技術指導を行い、スクリーニング検査
の円滑な技術移転をはかるため、衛生研究所の一部を検
査場所として提供する内容に関する確認事項

H17年度 健康福祉部 健康対策課 健康政策部
完結
(H16年度)

678
一般国道55号高知東部自動車道（南国安
芸道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H16.4.9 土木部長

・土佐国道事務所長
・夜須町出口地区対策協議
会会長
・夜須町長

一般国道55号高知東部自動車（南国安芸道路）周辺整備
事業に関する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H19年度)

679
間伐材を利用した藻場造成試験に関する
覚書

H16.8.18 水産試験場長

・高知大学海洋生物教育研
究センター助教授
・大旺建設㈱高知本店長
・㈱海の研究舎

磯焼けが進行する沿岸域での藻場造成と間伐材の有効
利用を行うため、高知大学と大旺建設が開発した間伐材
藻場造成礁の効果を確認するための試験を共同で行っ
た。

H17年度 商工労働部
産業技術振
興課

完結

680
一般国道55号高知南国道路及び一般県
道高知東インター線の施行に伴う準用河
川大戸川の改修に関する覚書

H16.10.15 土木部長
・土佐国道事務所長
・高知市助役
・南国市助役

一般国道55号高知南国道路及び一般県道高知東イン
ター線の施行に伴い実施する、準用河川大戸川の改修に
関する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部 完結（H23.3.31）

681
四国横断自動車道（中土佐～窪川間）地
元協議に関する覚書（窪川町影野地区）

H16.11.17 土木部長

・影野地区対策協議会会長
・窪川町長
・中村河川国道事務所長
・日本道路公団高知工事事
務所長

四国横断自動車道影野地区対策協議会より提出された
要望に対する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
（H19年度）

682
四国横断自動車道（中土佐～窪川間）地
元協議に関する覚書（窪川町替坂本地
区）

H16.11.17 土木部長

・替坂本地区対策協議会会
長
・窪川町長
・中村河川国道事務所長
・日本道路公団高知工事事
務所長

四国横断自動車道替坂本地区対策協議会より提出され
た要望に対する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H17年度)
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683
四国横断自動車道（中土佐～窪川間）地
元協議に関する覚書（窪川町汢の川地
区）

H16.11.17 土木部長

・汢の川地区対策協議会会
長
・窪川町長
・中村河川国道事務所長
・日本道路公団高知工事事
務所長

四国横断自動車道汢の川地区対策協議会より提出され
た要望に対する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
（H23年度）

684
四国横断自動車道（中土佐～窪川間）地
元協議に関する覚書（窪川町本田地区）

H16.11.17 土木部長

・本田地区対策協議会会長
・窪川町長
・中村河川国道事務所長
・日本道路公団高知工事事
務所長

四国横断自動車道本田地区対策協議会より提出された
要望に対する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H20年度)

685
四国横断自動車道（中土佐～窪川間）地
元協議に関する覚書（窪川町小向地区）

H16.11.17 土木部長

・小向地区対策協議会会長
・窪川町長
・中村河川国道事務所長
・日本道路公団高知工事事
務所長

四国横断自動車道小向地区対策協議会より提出された
要望に対する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H20年度)

686
四国横断自動車道（中土佐～窪川間）地
元協議に関する覚書（窪川町平串・富岡
地区）

H16.11.17 土木部長

・平串・富岡地区対策協議会
会長
・窪川町長
・中村河川国道事務所長
・日本道路公団高知工事事
務所長

四国横断自動車道平串・富岡地区対策協議会より提出さ
れた要望に対する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H20年度)

687
高規格道路（高知東部自動車道　高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書（一部変更）

H16.12.7 土木部長

・土佐国道事務所長
・南国市大埇住吉野自治会
長
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車（高知南国道路）周辺整備
事業に関する覚書 H17年度 土木部 道路計画課 土木部 完結（H22.3.31）

688
アブラコバチ類の利用技術確立に関する
共同研究契約の延長に関する覚書

H17.1.31 知事
・徳島県立農林水産総合技
術センター所長
・住友テクノサービス㈱

H16.8.2付けで締結した「アブラコバチ類の利用技術確立
に関する共同研究契約」に規定する研究期間を1年間延
長した。
※当該研究は、H16年度から18年度までの3カ年の計画

H17年度 商工労働部
産業技術振
興課

期間終了（H18.3.31）

689 時間外勤務等に関する確認書 H17.2.23 総務課長
高知県企業局労働組合書記
長

職員の時間外勤務、週休日の振り替え等に関する取り扱
い

H18年度 企業局 総務課 公営企業局 完結

690 コンクリート強度試験の民間委託 H17.3.17 土木部長
高知県生コンクリート工業組
合理事長

試行的に、コンクリートの強度試験を外部委託するため、
信頼性の確保などを目的にした覚書

H17年度 土木部 建設検査課 土木部 期間終了（H18.3.31）

691 時間外勤務等に関する覚書 H17.3.24 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

692 確認事項 H17.3.24 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

693 法定外控除に関する協定 H17.3.25 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

694
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H17.3.28 土木部長

・土佐国道事務所長
・南国市大埇竹中地区公民
館長
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車（高知南国道路）周辺整備
事業に関する覚書

H17年度 土木部 道路計画課 土木部 完結（H22.3.31）

695 法定外控除に関する協定 H17.3.29 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

696 法定外控除に関する協定 H17.3.29 知事
高知県教育公務員弘済会理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）
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697 法定外控除に関する協定 H17.3.29 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

698 法定外控除に関する協定 H17.3.29 知事
四国労働金庫高知営業本部
長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

699 法定外控除に関する協定 H17.3.30 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H17年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H18.3.31）

700
平成13年6月18日に離脱した土佐黒潮牧
場10号の離脱原因及び再設置等に係る
処置に関する合意書

H17.3.31 知事
新日本製鐵㈱取締役大阪支
店長

H8.3.7に設置しH13.6.18に離脱した土佐黒潮牧場10号の
離脱原因及び再設置等に係る処置に関して、高知県と新
日本製鐵㈱が交わした合意書

H17年度 海洋局 水産振興課 完結（H17.3.31）

701
賃貸借契約書に定める付加使用料に関
する覚書

H17.4.1 知事 四電ビジネス㈱高知支店
県と四電ビジネス㈱が締結した賃貸借契約書に定める付
加使用料に関する覚書

H18年度 企画振興部 情報企画課 期間終了（H22.3.31）

702
平成17年度高知県LGWANサービス提供
設備保守覚書

H17.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・富士通㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である富士
通高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に行って
いる(財)地方自治情報センターの三者間で、障害発生時
における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H18年度 企画振興部 情報基盤課 期間終了（H18.3.31）

703 時間外勤務等に関する協定書 H17.4.1 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H18年度 企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H18.3.31）

704
有機農業研修施設に関して、締結した協
定書

H17.5.11 知事
特定非営利活動法人黒潮蘇
生交流会

有機農業実践者を育成し、中山間地域の活性化を図るた
め、設置・運営する有機農業研修施設に関して「黒潮蘇
生交流会」と締結した協定書

H18年度 農林水産部 環境農業課 期間終了（H22.10.31）

705
防衛庁取得予定地（旧香我美町）におけ
る確認書

H17.7.15 道路建設課長
広島防衛施設局施設部施設
取得課長

相互に関連する県道奥西川岸本線改良工事と自衛隊新
高知駐屯地設置工事に伴い、適正に処理する確認書

H18年度 土木部 道路建設課 土木部 完結（H22.3.31）

706
土佐黒潮牧場10号の復旧工事に関する
合意書

H17.7.29 知事 池田海運㈲代表取締役
H17.3.2に貨物船が衝突し損傷した土佐黒潮牧場10号の
復旧工事に関して交わした合意書

H19年度 海洋部 水産振興課 完結（H17.11.28）

707
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H17.10.6 土木部長
・土佐国道事務所長
・南国市伊達野地区総代
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書 H18年度 土木部 道路計画課 土木部

完結
(H21年度)

708
防衛庁取得予定地（旧香我美町）におけ
る確認書

H17.10.12 道路建設課長
広島防衛施設局施設部施設
企画課長

相互に関連する県道奥西川岸本線改良工事と自衛隊新
高知駐屯地設置工事に伴い、適正に処理する確認書

H18年度 土木部 道路建設課 土木部 完結（H22.3.31）

709
徳島県立看護学院看護学科（通信制）の
運営に係る負担金に関する覚書

H17.10.27 知事
・徳島県知事
・香川県知事
・愛媛県知事

徳島県立看護学院看護学科（通信制）運営の連携・協力
に関する協定書第4条の規定に基づき、負担する経費等
に関し締結する覚書

H18年度 健康福祉部 医療薬務課 健康政策部
完結
（H18.3.31）

710
一般国道33号地域高規格道路高知松山
自動車道（高知西バイパス）関連公共施
設整備促進事業に係る覚書

H17.11.16 土木部長

・土佐国道事務所長
・高知西バイパス砂ヶ森地区
対策協議会長
・いの町長

一般国道33号地域高規格道路高知松山自動車道（高知
西バイパス）周辺整備事業に関する覚書

H18年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H17年度)

711
高知県立南海学園の移管に伴う施設運
営業務の引継に関する覚書

H17.11.18 障害福祉課長 (社福)来島会理事長

高知県立南海学園の移管に伴い、施設の入所者の不安
等を防止し、移管後も安心して入所者が施設のおいて生
活できるよう、施設の運営業務の引継を円滑に行うため
に交わす覚書

H18年度 健康福祉部 障害福祉課 地域福祉部
完結（H18.3.31）
移管手続終了のため
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712
高知中央地区機船船曳網漁業とあゆ稚
魚保護に関する覚書

H17.12.26 海洋局次長

・中土佐東部機船船曳網組
合連合会会長
・香南漁業協同組合代表理
事組合長
・高知市漁業協同組合代表
理事組合長
・高知県内水面漁業協同組
合連合会会長
・物部川漁業協同組合代表
理事組合長
・仁淀川漁業協同組合代表
理事組合長

機船船曳網漁業による遡上前のあゆ稚魚の混獲を防止
するための河口付近の操業禁止区域の設定や違反操業
の取締等についての覚書

H21年度
追加公表

水産振興部 漁業管理課 完結（H21.3.31）

713 ケーソンの無償譲渡に関する覚書 H18.1.26 知事 関西電力㈱取締役社長
御坊第二発電所建設用に関西電力㈱が製作したケーソ
ンの無償譲渡に関する覚書

H18年度 海洋局 漁港課 完結（H18.11.15）

714
アブラコバチ類の利用技術確立に関する
共同研究契約の延長に関する覚書

H18.1.31 知事

・徳島県立農林水産総合技
術センター所長
・住友テクノサービス㈱代表
取締役社長

H16.8.2付けで締結した「アブラコバチ類利用技術確立に
関する共同研究契約」に規定する研究期間を前年度に引
き続きさらに1年間延長した。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

期間終了（H21.3.31）

715
一般国道55号高知東部自動車道（南国安
芸道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.2.28 土木部長

・土佐国道事務所長
・高知東部自動車道手結山
地区対策協議会長
・夜須町長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書

H18年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H19年度)

716
一般国道55号高知東部自動車道（南国安
芸道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.2.28 土木部長

・土佐国道事務所長
・夜須町坪井西山地区対策
協議会長
・夜須町長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書

H18年度 土木部 道路計画課 土木部
完結
(H24年度)

717
プリンタトナーカートリッジ廃棄における処
分費支払いに関する覚書

H18.3.2 知事
・㈱高知電子計算センター
・㈲島田商店

県が、㈱高知電子計算センターと契約した「平成17年度
高知県県庁ネットワーク等サポートセンター業務」のプリ
ンタトナーカートリッジ廃棄についての処分費用支払等に
関し、三者間で締結した覚書

H18年度 企画振興部 情報企画課 期間終了（H22.3.31）

718 時間外勤務等に関する覚書 H18.3.20 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

719 確認事項 H18.3.20 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

720 法定外控除に関する協定 H18.3.27 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

721 法定外控除に関する協定 H18.3.27 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

722 法定外控除に関する協定 H18.3.28 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

723 法定外控除に関する協定 H18.3.29 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

724 法定外控除に関する協定 H18.3.29 知事
高知県教育公務員弘済会理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）

725 法定外控除に関する協定 H18.3.29 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H18年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H19.3.31）
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726 細目協定書 H18.3.31 企業局長
四国電力㈱取締役営業推進
本部副本部長営業部長

H18.3.1付けで電力需給契約書に付帯して、発電所の運
転の取り扱い等に関する協定

H18年度 企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H20.3.31）

727 物部川系統電力線搬送電話設備協定書 H18.3.31 企業局長
四国電力㈱高知支店電力部
長

発電所間に設置する電搬設備の円滑な管理及び運営に
関する協定

H18年度 企業局 工務課 公営企業局 廃止(H25.3.31)

728
平成18年度高知県LGWANサービス提供
設備保守覚書

H18.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・富士通高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である富士
通高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に行って
いる(財)地方自治情報センターの三者間で、障害発生時
における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H19年度 政策企画部 情報基盤課 （不明） 期間終了（H19.3.31）

729
徳島県立看護学院看護学科（通信制）の
運営に係る負担金に関する覚書

H18.4.1 知事
・徳島県知事
・香川県知事
・愛媛県知事

徳島県立看護学院看護学科（通信制）運営の連携・協力
に関する協定書第4条の規定に基づき、負担する経費等
に関し締結する覚書

H19年度 健康福祉部
医師確保推
進室

健康政策部
完結
（H19.3.31）

730 時間外勤務等に関する協定書 H18.4.1 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H19年度 公営企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H19.3.31）

731 時間外勤務に関する覚書 H18.4.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H19年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局 期間終了（H19.3.31）

732
仁淀川育苗施設等の管理運営費につい
ての確認書

H18.5.23 河川防災課長
・仁淀川漁業共同組合長
・高知市水道事業管理者

大渡ダム建設に関連して、高知市が行う仁淀川からの上
水道取水に伴い漁業権にかかる漁業補償に関するH18
からH20の年次補償額についての確認書

H19年度 土木部 河川課 土木部 期間終了

733
仁淀川育苗施設等の管理運営費につい
ての確認書

H18.5.23 河川防災課長
・仁淀川漁業共同組合代表
理事組合長
・四国電力㈱中村支店長

大渡ダム建設に関連して、四国電力㈱が施行する大渡発
電所の建設並びに通常の運用に伴い漁業権にかかる漁
業補償に関するH18からH20の年次補償額についての確

H19年度 土木部 河川課 土木部 期間終了

734
四国横断自動車道関連公共施設整備促
進事業に係る覚書

H18.7.11 土木部長

・長沢地区対策協議会長
・中土佐町長
・西日本高速道路㈱四国支
社高知工事事務所長

四国横断自動車道周辺整備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部 完結

735
四国横断自動車道関連公共施設整備促
進事業に係る覚書

H18.7.11 土木部長

・奥大阪地区対策協議会長
・中土佐町長
・西日本高速道路㈱四国支
社高知工事事務所長

四国横断自動車道周辺整備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H23年度)

736
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.7.18 土木部長

・土佐国道事務所長
・南国市里改田土地改良組
合
・南国市長

一般国道５５号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺
整備事業に関する覚書 H19年度 土木部 道路課 土木部

完結
(H18年度)

737
四国横断自動車道関連公共施設整備促
進事業に係る覚書

H18.8.3 土木部長

・川崎地区対策協議会長
・中土佐町長
・西日本高速道路㈱四国支
社高知工事事務所長

四国横断自動車道周辺整備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H18年度)

738
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.8.9 土木部長

・土佐国道事務所長
・南国市大埇田井地区部落
長
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書 H19年度 土木部 道路課 土木部

完結
(H23年度)

739
平成15年1月20日に離脱した土佐黒潮牧
場13号の離脱原因及び再設置等に係る
処置に関する合意書

H18.10.16 知事
新日本エンジニアリング㈱西
日本支社長

H9.3.2に設置し、H15.1.20に離脱した土佐黒潮牧場13号
の離脱原因及び再設置等に係る処置に関して交わした合
意書

H19年度 海洋部 水産振興課 完結（H18.10.16）

740
平成16年10月20日に離脱した土佐黒潮
牧場11号の離脱原因及び再設置等に係
る処置に関する合意書

H18.10.16 知事
新日本エンジニアリング㈱西
日本支社長

H8.2.27に設置し、H16.10.20に離脱した土佐黒潮牧場11
号の離脱原因及び再設置等に係る処置に関して交わした
合意書

H19年度 海洋部 水産振興課 完結（H19.2.12）

741
平成17年9月5日に離脱した土佐黒潮牧
場17号の離脱原因及び再設置等に係る
処置に関する合意書

H18.10.16 知事
新日本エンジニアリング㈱西
日本支社長

H11.12.24に設置し、H17.9.5に離脱した土佐黒潮牧場17
号の離脱原因及び再設置等に係る処置に関して交わした
合意書

H19年度 海洋部 水産振興課 完結（H20.8.1）
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742
一般国道55号高知東部自動車道（南国安
芸道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.11.29 土木部長

・土佐国道事務所長
・高知東部自動車道香我美
町徳王子・岸本地区対策協
議会長
・香南市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H20年度)

743
高知県法令例規システム支援サーバの設
置に関する覚書

H19.1.16 知事 ㈱クレステック

システムへのアクセスが集中した場合等に不具合が生じ
たため、職員がシステムを円滑に利用することができるよ
う、応急的な対応として、支援サーバをシステム内に設置
することとし、それに関する覚書。

H19年度 総務部 法務課 総務部 期間終了（H20.3.31）

744
時間外勤務等に関する協定の一部変更
に関する協定書

H19.2.6 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

H18.4.1付けで締結した「時間外勤務等に関する協定書」
の時間数の変更に関する協定

H19年度 公営企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H19.3.31）

745
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H19.2.8 土木部長
・土佐国道事務所長
・南国市物部新屋地区総代
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書 H19年度 土木部 道路課 土木部

完結
(H21年度)

746
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H19.2.8 土木部長
・土佐国道事務所長
・南国市物部土居地区総代
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書 H19年度 土木部 道路課 土木部

完結
(H24年度)

747
一般国道33号高知西バイパス関連公共
施設整備促進事業に係る覚書

H19.3.1 土木部長

・土佐国道事務所長
・高知西バイパス20-3区対策
協議会長
・いの町長

一般国道33号高知西バイパス（地域高規格道路）周辺整
備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部
完結
(H23年度)

748 仁井田川河川改修工事に関する協定書 H19.3.12 知事 平串水利組合組合長
仁井田川揚水施設を固定堰から可動堰へとする公共補
償工事において、堰の工事完了後に平串水利組合に対
する引渡及び補償費の項目に関する協定書

H19年度 土木部
須崎土木事
務所

土木部 完結（H22.9.14）

749 時間外勤務等に関する覚書 H19.3.19 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

750 確認事項 H19.3.19 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

751 法定外控除に関する協定 H19.3.26 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

752 法定外控除に関する協定 H19.3.26 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

753 法定外控除に関する協定 H19.3.26 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

754 法定外控除に関する協定 H19.3.26 知事
(財)日本教育公務員弘済会
高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

755 法定外控除に関する協定 H19.3.26 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

756 法定外控除に関する協定 H19.3.26 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H19年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H20.3.31）

757
高知県法令例規システム支援サーバの設
置に関する覚書

H19.4.1 知事
㈱クレステックソリューション
ズ

システムへの負荷の増大が原因と見られるシステム障害
の発生への対応のため、このような状況下においても例
規の編集作業を継続できるようにするための暫定措置と
して、支援サーバを県庁内に設置することとし、それに関

H20年度 総務部 法務課 総務部 期間終了（H21.3.31）

758 時間外勤務等に関する協定書 H19.4.1 公営企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H20年度 公営企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H20.3.31）
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759 時間外勤務等に関する覚書 H19.4.1 公営企業局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H20年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局 期間終了（H20.3.31）

760
五台山道路の建設に伴い設置する連絡
橋の管理に係わる確認

H19.4.9 土木部長 高知市副市長
高知市高須大谷・高須絶海地区から五台山道路への連
絡橋の管理等に関する確認書

H20年度 土木部 道路課 土木部 完結（H23.4.1）

761
平成19年度LGWANサービス提供設備保
守覚書

H19.7.14 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・日本電気㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である日本
電気㈱高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に
行っている(財)地方自治情報センターの三者間で、障害
発生時における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H23年度 文化生活部 情報政策課 期間終了(H20.3.31)

762 職員の併任に係る協定書 H19.8.1 知事 高知県競馬組合管理者
H19.8.1付け人事異動により、農業振興部副部長(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

H21年度
追加公表

農業振興部 競馬対策課 農業振興部 期間終了（H21.3.31）

763
ＪＲ土讃線連続立体交差事業の施行に伴
い、県が整備する施設の管理等に係る覚
書

H19.11.13 知事 高知市長
JR土讃線連続立体交差事業により県が整備する施設の
一部を高知市に譲与し高知市が管理することの覚書

H20年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H22.3.25）

764
仁淀川河口のシラス作業小屋に関する協
定書

H19.11.16 海岸課長
・シラス作業小屋設置者
・高知河川国道事務所
・仁淀川漁業協同組合

シラスの採捕期間を過ぎても放置され,漁業環境の悪化を
招くと共に景観を損ない河川及び海岸保全施設へ悪影響
が懸念される現状を解消するための確認書

H20年度 土木部 海岸課 土木部 廃止（H20.11.5）

765 時間外勤務等に関する覚書 H20.3.18 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

766 確認事項 H20.3.18 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

767 法定外控除に関する協定 H20.3.26 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

768 法定外控除に関する協定 H20.3.26 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

769 法定外控除に関する協定 H20.3.26 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

770 法定外控除に関する協定 H20.3.26 知事
(財)日本教育公務員弘済会
高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

771 法定外控除に関する協定 H20.3.26 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

772 法定外控除に関する協定 H20.3.26 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H20年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

773
五台山道路の建設に伴い設置する連絡
橋の橋梁工事に必要な土地等の占用に
ついての確認書

H20.3.31 土木部長
・高知市東部土地改良区理
事長
・高知市長

高知市絶海池に新設する連絡橋の橋梁工事に必要な土
地及び市道として管理する区域の土地の占用についての
合意事項についての確認書

H20年度 土木部 道路課 土木部 完結　　　　　（Ｈ23.4.1）

774 時間外勤務等に関する協定書 H20.4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H21年度 公営企業局 総務課 公営企業局 期間終了（H21.3.31）

775 時間外勤務等に関する覚書 H20.4.1 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H21年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局 期間終了（H21.3.31）

776
平成20年度LGWANサービス提供設備保
守覚書

H20.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・日本電気㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である日本
電気㈱高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に
行っている(財)地方自治情報センターの三者間で、障害
発生時における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H23年度 文化生活部 情報政策課 期間終了(H21.3.31)
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777
華中師範大学長と高知女子大学長の合
意文書

1998.4.16 学長 学長
両大学間の交流について検討を進めることに関する確認

H13年度 総務部
高知女子大
学

（不明） 終了

778
知的財産の活用による産業振興施策へ
の支援に関する協定に基づく覚書

H20.5.7 産業技術部長
・日本弁理士会四国支部長
・日本弁理士会知的財産支
援センター長

知的財産の活用による産業振興施策への支援に関する
協定に基づき、事業内容や事業を実施する際の県と日本
弁理士会の役割分担や経費負担について定めた

H21年度 商工労働部 知的財産課 商工労働部 期限はH21.3.31まで

779 覚書 H20.8.15 知事
・住友大阪セメント㈱
・須崎市

「住友大阪セメント～須崎　未来を拓く森」パートナーズ協
定書第10条に基づき覚書を締結

H21年度
林業振興・環

境部
環境共生課

林業振興・環
境部

期間終了（H24.3.31)

780
長沢トンネル工事に伴う残土捨土に関す
る協定書

H20.8.26 中央西土木事務所長 いの町長
県道石槌公園線地方道路交付金（長沢トンネル）工事に
伴い発生する工事残土の捨土に関する協定

H21年度
追加公表

土木部
中央西土木
事務所

土木部
完結
（H２３.3.31）

781 時間外勤務の特例延長 H20.9.26 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
H20年度の中央児童相談所における年度限度時間数に
ついての確認

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

782
仁淀川河川のシラスウナギ作業小屋に関
する協定書

H20.11.5 海岸課長

・シラスウナギ作業小屋設置
者
・仁淀川漁業協同組合組合
長

シラスの採捕期間を過ぎても放置され、漁業環境の悪化
を招くと共に景観を損ない、河川及び海岸保全施設への
悪影響が懸念される現状を解消するため

H21年度 土木部 海岸課 土木部 廃止（H21.11.5）

783
土佐黒潮牧場9号の原状復旧に関する合
意書

H20.11.18 知事
・日本海洋㈱
・五洋建設㈱

H19.9.3に日本海洋㈱所有の船が浮漁礁土佐黒潮牧場9
号に衝突した事故により、損傷した黒潮牧場9号の原状復
旧に関して交わした合意書

H21年度 水産振興部 漁業振興課 完結（H21.11.30）

784 CO2吸収量の利用に関する覚書 H20.11.21 知事
有限責任中間法人「ｍｏｒｅ　ｔｒ
ｅｅｓ」

「モア・トゥリーズの森」パートナーズ協定書第8条第2項に
規定するCO2吸収量の利用に関する覚書を締結

H21年度
林業振興・環

境部
環境共生課

林業振興・環
境部

期間終了
（H25.3.31)

785 時間外勤務の特例延長 H21.2.10 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
H20年度の中央児童相談所における年度限度時間数に
ついての確認

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H21.3.31）

786
JR土讃線連続立体交差事業の施行に伴
う、高知駅南口駅前広場にかかるキャノ
ピーの取り扱いに関する覚書

H21.2.18 知事
四国旅客鉄道㈱代表取締役
社長

JR土讃線連続立体交差事業により整備する高知駅南口
キャノピーの財産帰属、土地使用、維持管理に関する覚
書

H21年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H21.4.1）

787
パスポート窓口の機材・設備等の使用に
関する協定書

H21.3.12 知事 土佐電気鉄道㈱
旅券窓口業務等の委託業務の実施に際して、必要な機
材等の使用に関する協定

H21年度 文化生活部 文化・国際課 期間終了（H23.3.31）

788 時間外勤務等に関する覚書 H21.3.19 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

789 確認事項 H21.3.19 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

790 法定外控除に関する協定 H21.3.24 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

791 法定外控除に関する協定 H21.3.24 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

792 法定外控除に関する協定 H21.3.24 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

793 法定外控除に関する協定 H21.3.24 知事
(財)日本教育公務員弘済会
高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

794 法定外控除に関する協定 H21.3.24 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

795 法定外控除に関する協定 H21.3.24 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H21年度 総務部 行政管理課 総務部 期間終了（H22.3.31）

796
高知県法令例規システム支援サーバの設
置に関する覚書

H21.4.1 知事
㈱クレステックソリューション
ズ

システムへの負荷の増大が原因とみられるシステム障害
の発生への対応のため、このような状況下においても例
規の編集作業を継続できるようにするための暫定措置と
して、支援サーバを県庁内に設置することについての覚

H22年度 総務部 法務課 総務部 期間終了　　　　　（H22.3.31）
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797 時間外勤務等に関する協定書 H21.4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H22年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局 完結(H21.9.30)

798 時間外勤務等に関する協定書 H21.4.1 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H22年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局 完結（H23.3.31）

799
平成21年度LGWANサービス提供設備保
守覚書

H21.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・日本電気㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である日本
電気㈱高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に
行っている(財)地方自治情報センターの三者間で、障害
発生時における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H23年度 文化生活部 情報政策課 期間終了(H22.3.31)

800

「知的財産の活用による地域の活性化と
産業の振興のための協力に関する協定」
に基づき実施する支援事業に関する詳細
を定めた覚書

H21.5.7 商工労働部長
・日本弁理士会四国支部長
・日本弁理士会知的財産支
援センター長

「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のた
めの協力に関する協定」に基づき実施する支援事業に関
する詳細を定めた覚書

H23年度 商工労働部
新産業推進
課

商工労働部 期間終了(H22.3.31)

801 時間外勤務等に関する協定書 H21.10.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H22年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局 完結（H23.3.31）

802
仁淀川河川のシラスウナギ作業小屋に関
する協定書

H21.11.6 海岸課長

・シラスウナギ作業小屋設置
者
・仁淀川漁業協同組合組合
長
・高知河川国道事務所所長

シラスの採捕期間を過ぎても放置され、漁業環境の悪化
を招くと共に景観を損ない河川及び海岸保全施設への悪
影響が懸念される現状を解消するため H22年度 土木部 海岸課 土木部 完結（H22.11.5）

803
高知駅付近連続立体交差事業の施行に
伴い、事業区域内の法定外公共物の処理
に関する覚書

H21.12.21 知事 高知市長

JR土讃線連続立体交差事業の事業区域内の法定外公
共物について、高架敷地となるものについては県への譲
与を、付け替え必要なものについては県が付け替えること
を取り決めた覚書。

H22年度 土木部 都市計画課 土木部 完結（H23.3.4）

804
一般国道55号高知東部自動車道（南国安
芸道路）周辺整備事業に関する覚書

H22.3.23 土木部長

・芸西村西分長谷地区部落
長
・芸西村長
・土佐国道事務所長

一般国道55号南国安芸道路の建設を円滑に施行するに
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 H23年度 土木部 道路課 土木部 完結（H23.3.31）

805
平成21年度LGWANサービス提供設備保
守覚書

H22.4.1 知事
・(財)地方自治情報センター
理事長
・日本電気㈱高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク(LGWAN)におい
て、県、県のサービス提供設備の保守委託先である日本
電気㈱高知支店、LGWAN全体の障害監視を一元的に
行っている(財)地方自治情報センターの三者間で、障害
発生時における復旧等を円滑に行うために交わした覚書

H23年度 文化生活部 情報政策課 文化生活部
期間終了
（H24.1.26）

806 時間外勤務等に関する協定書 H22.4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H23年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局 完結(H23.3.31)

807 時間外勤務等に関する協定書 H22.4.1 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H23年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局 完結(H23.3.31)

808 高知県遠隔研修事業に関する協定書 H22.4.1 知事
学校法人　慶應義塾
日吉キャンパス
事務長　安田　博

土佐市、本山町が学校法人慶應義塾に委託し、起業や事
業継承を目指す者を対象にした「土佐経営塾」を開催する
にあたり、県も開催に係る一部の業務を負担し、経費を支
出することから協定を締結したもの。

H22年度
産業振興推

進部
計画推進課

産業振興推
進部

期間終了
（H23.3.31）
※掲載漏れ

809
高知県法令例規システム支援サーバの設
置に関する覚書

H22.4.1 知事
㈱クレステックソリューション
ズ

システムへの負荷の増大が原因とみられるシステム障害
の発生への対応のため、このような状況下においても例
規の編集作業を継続できるようにするための暫定措置と
して、支援サーバを県庁内に設置することについての覚

H23年度 総務部 法務課 総務部 期間終了　　　　　（H23.3.31）

810
高知医療センター精神科病棟整備に要す
る経費に係る負担金に関する協定書

H22.4.26 知事
高知市長
高知県・高知市病院企業団
企業長

Ｈ２２年度以降に企業団が実施する精神科病棟の整備に
要する経費の負担の考え方について定めた協定 H24年度 地域福祉部

障害保健福
祉課

地域福祉部
完結
（H24.3.31）

811

「知的財産の活用による地域の活性化と
産業の振興のための協力に関する協定」
に基づき実施する支援事業に関する詳細
を定めた覚書

H22.5.26 商工労働部長
・日本弁理士会四国支部長
・日本弁理士会知的財産支
援センター長

「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のた
めの協力に関する協定」に基づき実施する支援事業に関
する詳細を定めた覚書

H23年度 商工労働部
新産業推進
課

商工労働部 期間終了(H23.3.31)
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812
一般国道55号高知東部自動車道（南国安
芸道路）周辺整備事業に関する覚書

H22.8.31
全国生涯学習フォーラ
ム推進課長

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国
支社営業部長

全国生涯学習フォーラム高知大会の情報を全国に発信
するため締結した覚書 H23年度 教育委員会

全国生涯学
習フォーラム
推進課

完結（H22.11.30）

813 時間外勤務等に関する覚書 H23.3.25 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H23年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局 完結（H24.3.31）

814 高知県遠隔研修事業に関する協定書 H23.4.1 知事
学校法人　慶應義塾
日吉キャンパス
事務長　安田　博

土佐市、本山町が学校法人慶應義塾に委託し、起業や事
業継承を目指す者を対象にした「土佐経営塾」を開催する
にあたり、県も開催に係る一部の業務を負担し、経費を支
出することから協定を締結したもの。

H23年度
産業振興推

進部
計画推進課

産業振興推
進部

期間終了
（H24.3.31）

815
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における財務会計
システム等パソコン賃貸借契約）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社オフコム

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部
プリンタ保守サービス（健康
栄養生化学研究室）
完結（Ｈ24.3.31）

816
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における教務事務
電算システムパソコン賃貸借契約）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部

契約機種　RICOH imagio MP
6000型（4台）
設置場所　高知県立大学　本
部・健康栄養学部棟　2階
企画戦略室（1台）看護学部
棟　2,4階　（各階1台）
社会福祉学部棟　　　2階
（1台）
完結（24.6.30）

817
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部
健康栄養学部機器保守
完結（Ｈ24.3.31）

818
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における図書購
入）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社紀伊國屋書店

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部
完結
（H24.3.31）

819
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人におけるオンライン
サービス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社紀伊國屋書店

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部
完結
（H24.3.31）

820
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における図書購
入）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・丸善株式会社

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部
完結
（H24.3.31）

821
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における図書購
入）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・丸善株式会社

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部
私学・大学支
援課

文化生活部
完結
（H24.3.31）

822
平成23年度高知県ＬＧＷＡＮサービス提供
設備標準保守覚書

H23.4.1 知事
・（財）地方自治情報センター
理事長
・日本電気（株）高知支店長

県が参加している総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）にお
いて、県、県のサービス提供設備の保守委託先である日
本電気（株）高知支店、ＬＧＷＡＮ全体の障害監視を一元
的に行っている（財）地方自治情報センターの三者間で、
障害発生時における復旧等を円滑に行うために交わした

Ｈ２４年度 文化生活部 情報政策課 文化生活部
保守契約期間の終了に伴う
解除（H24.1.31）

823 時間外勤務等に関する協定書 H23.4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H24年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局 H24.3.31完結

824
移動図書館バス運転等業務委託に関す
る情報処理端末機器及び車両の使用に
関する協定書

H23.4.1 高知県立図書館長
株式会社新晃総合コンサル
タント

委託業務実施に際して必要な情報処理端末及び公用車
の使用について定めた協定書 H24年度 教育委員会 図書館 教育委員会

完結
（H24.3.31）
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825 地域医療支援に関する協定について H24.2.27 知事 聖マリナンナ医科大学長
高知県の医療の向上を図り、併せて双方に関係する医師
のキャリア形成に資する寄附講座の設置及び医師の派
遣に関する協定

H24年度 健康政策部
医療政策・医
師確保課

健康政策部 期間終了（H24.3.31)

826 長期社会体験研修に関する協定書 H24.3.23 教育長
土佐電気鉄道株式会社　代
表取締役

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する採用２年目及
び３年目の教員の研修内容を定めた協定書

H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
完結
（H25.3.31)

827 時間外勤務等に関する協定書 H24 .4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第１項の規定に基づく時間外勤務及
び休日勤務に関する協定

H25年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局 H25.3.31完結

828 職員派遣研修に関する協定書 H24.4.1 知事
株式会社資生堂
執行役員人事部長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての契約書

H25年度 総務部 人事課 総務部 完結

829
ICTスキルアッププログラム実施に係る覚
書

H24.5.16 教育長
日本マイクロソフト株式会社
執行役

ICTを活用した21世紀型教育の推進を図ることにより、児
童及び生徒をこれからの社会に対応出来る人材として育
成するため、高知県内の小学校及び中学校、高等学校ま
たは特別支援学校の教職員を対象にICTスキルアッププ
ログラムを共同して実施することについての覚書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
完結
（H25.3.31)

830 長期社会体験研修に関する協定書 H24.9.13 教育長
ホテルマネージメンントイン
ターナショナル株式会社 代
表取締役

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する採用２年目及
び３年目の教員の研修内容を定めた協定書

H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
完結
（H25.3.31)

831 長期社会体験研修に関する協定書 H24.9.13 教育長
株式会社城西館　代表取締
役

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する採用２年目及
び３年目の教員の研修内容を定めた協定書

H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
完結
（H25.3.31)

832
電子計算機処理情報提供に関する覚書
(不動産取得税)

H3.5.8 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、コンピューターのデータファイルとして提供を受けるも

H13年度 総務部 税務課 総務部
廃止
（H14.3.31）

833
租税教育用副教材の共同作成に関する
協定書

H21.3.26 知事 高松国税局長
高知県内の小・中学生に対する租税教育推進のための
副教材を作成するために、必要な事項を定めるもの。

H21年度
追加公表

総務部 税務課 総務部
H26.3.26
解除

834 覚書 H23.3.14 知事
財団法人自治体国際化協会
理事長

国際感覚の習得や幅広い人間性の形成など資質の向上
を目的に財団に派遣する職員の取扱いについての覚書

H25年度 総務部 人事課 総務部
完結
（H26.3.31）

835 職員派遣研修に関する協定書 H24.4.1 知事
三井物産株式会社
代表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての協定書

H25年度 総務部 人事課 総務部
完結
（H26.3.31）

836 職員派遣研修委託契約書 H25.3.14 知事

東京海上日動火災保険株式
会社取締役社長、東京海上
日動リスクコンサルティング
株式会社代表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての契約書

H25年度 総務部 人事課 総務部
完結
（H26.3.31）

837 職員派遣研修に関する協定書 H25.4.1 知事
株式会社資生堂
執行役員人事部長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての契約書

H25年度 総務部 人事課 総務部
完結
(H26.3.31)

838 職員の併任に関する協定書 H25.7.1 知事

・南国、香南、香美租税債権
管理機構
・高幡多広域市町村圏事務
組合管理者
・幡多広域市町村圏事務組
合組合長

個人県民税及び市町村税の滞納整理の推進及び滞納整
理技術の向上を図ることを目的として、高知県の職員を各
広域市町村圏事務組合（租税債権管理機構）の職員に併
任させるもの

H25年度
追加公表

総務部 税務課 総務部
期間満了（H25.7.1～
H26.3.31）

839 時間外勤務等に関する覚書 H22.3.19 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

840 確認事項 H22.3.19 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

841 時間外勤務の特例延長 H22.12.3 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成22年度の中央児童相談所における年間限度時間数
についての確認

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

842 時間外勤務の特例延長 H23.1.26 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成22年度の安芸土木事務所における年間限度時間数
についての確認

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

843 法定外控除に関する協定 H22.3.16 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)
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844 法定外控除に関する協定 H22.3.16 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

845 法定外控除に関する協定 H22.3.30 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

846 法定外控除に関する協定 H22.3.16 知事
財団法人日本教育公務員弘
済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

847 法定外控除に関する協定 H22.3.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

848 法定外控除に関する協定 H22.3.16 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H22年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H23.3.31)

849 時間外勤務等に関する覚書 H23.3.25 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

850 確認事項 H23.3.25 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

851 時間外勤務の特例延長 H23.11.22 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成23年度の希望が丘学園における年間限度時間数に
ついての確認

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

852 時間外勤務の特例延長 H24.2.14 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成23年度の安芸土木事務所室戸事務所における年間
限度時間数についての確認

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

853 法定外控除に関する協定 H23.3.25 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

854 法定外控除に関する協定 H23.3.25 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

855 法定外控除に関する協定 H23.3.25 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

856 法定外控除に関する協定 H23.3.25 知事
財団法人日本教育公務員弘
済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

857 法定外控除に関する協定 H23.3.25 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

858 法定外控除に関する協定 H23.3.25 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H23年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H24.3.31)

859 時間外勤務等に関する覚書 H24.3.22 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

860 確認事項 H24.3.22 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

861 時間外勤務の特例延長 H24.9.28 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成24年度の希望が丘学園における年間限度時間数に
ついての確認

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

862 時間外勤務の特例延長 H25.3.29 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成24年度の療育福祉センターにおける年間限度時間
数についての確認

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

863 時間外勤務の特例延長 H25.3.29 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成24年度の希望が丘学園における年間限度時間数に
ついての確認

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

63 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

864 法定外控除に関する協定 H24.3.30 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

865 法定外控除に関する協定 H24.3.30 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

866 法定外控除に関する協定 H24.3.30 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

867 法定外控除に関する協定 H24.4.1 知事
財団法人日本教育公務員弘
済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

868 法定外控除に関する協定 H24.3.30 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

869 法定外控除に関する協定 H24.3.30 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H24年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.3.31)

870 時間外勤務等に関する覚書 H25.3.28 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

871 確認事項 H25.3.28 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

872 時間外勤務等に関する覚書 H25.6.26 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

H25.3.28に締結した時間外勤務等に関する覚書の対象期
間をH25.9.30まで延長

H26年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H25.9.30)

873 時間外勤務等に関する覚書 H25.9.25 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

H25.3.28に締結した時間外勤務等に関する覚書の対象期
間をH26.3.31まで延長

H26年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

874 時間外勤務の特例延長 H25.10.30 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成25年度の希望が丘学園における年間限度時間数に
ついての確認

H26年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

875 時間外勤務の特例延長 H26.3.26 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
平成25年度の療育福祉センターにおける年間限度時間
数についての確認

H26年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

876 法定外控除に関する協定 H25.3.29 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

877 法定外控除に関する協定 H25.3.29 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

878 法定外控除に関する協定 H25.3.29 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

879 法定外控除に関する協定 H25.3.29 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

880 法定外控除に関する協定 H25.3.29 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)

881 法定外控除に関する協定 H25.3.29 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H25年度
追加公表

総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H26.3.31)
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882
高知県保健環境センター建設資金の借入
れ及び償還に関する覚書

S60.6.29 知事

・日本赤十字社高知県支部
長
・㈱四国銀行頭取代表取締
役

（概要）日本赤十字社が、高知県赤十字血液センター（高
知市桟橋通り4丁目）の建設に関して、㈱四国銀行から借
り入れた借入金を県費で補助することを取り決めた覚書。
（背景）輸血用血液の需要の伸びに伴い製造施設の能力
向上が必要となったが、従来の血液センターでは対応で
きなかったため、同地へ新たに建設した。

H13年度 健康福祉部 薬務衛生課 健康政策部
完結
（H17.3.31)

883
高知県・高知市病院組合の経費に対する
負担金の負担割合に関する協議書

H16.3.26 知事 高知市長

高知県・高知市病院組合の経費に対する負担割合につ
いては、病院組合規約により、県と高知市で2分の1ずつ
と定められているが、協議内容については、県立中央病
院の廃止に伴い生じた経費であり、県側の事情により、高
知市に不要な負担を課すこととなるため、同規約の規定
に基づき、負担割合の特例について協議を行ったもの。

H16年度 健康福祉部 新病院整備課 健康政策部 完結

884 寄附講座の設置に関する協定について H23.10.1 知事 国立大学法人高知大学長

高知県における災害医療及び救急医療に関する臨床教
育及び研究体制を強化するともに、災害・救急医療の質
の向上と救急医療をはじめとした医療人材の確保及び育
成を図るための寄附講座の設置に関する協定

H24年度 健康政策部
医療政策・医
師確保課

健康政策部
期間終了
（H24.3.31）

885 寄附講座の設置に関する協定書 H24.4.1 知事 聖マリナンナ医科大学長
高知県の医療の向上を図り、併せて双方に関係する医師
のキャリア形成に資する寄附講座の設置及び医師の派
遣に関する協定

H25年度 健康政策部
医療政策・医
師確保課

健康政策部
期間終了
（H25.3.31）

886 寄附講座の設置に関する協定書 H24.4.1 知事 国立大学法人高知大学長

高知県における災害医療及び救急医療に関する臨床教
育及び研究体制を強化するともに、災害・救急医療の質
の向上と救急医療をはじめとした医療人材の確保及び育
成を図るための寄附講座の設置に関する協定

H25年度 健康政策部
医療政策・医
師確保課

健康政策部
期間終了
（H25.3.31）

887
高知県と日本福祉大学福祉社会開発研
究所との「中山間地域における地域福祉
のあり方」に関する研究協定

H24.6.27 知事
日本福祉大学福祉社会開発
研究所　所長

中山間地域における地域福祉のあり方を探り、政策協議
を進めていくうえでの参考とするための研究協定 Ｈ２５年度 地域福祉部 地域福祉政策課 地域福祉部 期間終了（H26.3.31）

888
高知県女性相談所建築主体工事に起因
するテレビ電波障害の改善に関する協定
書

H19.12.13 知事
工事に伴いテレビ電波障害を
受けた者

高知県が施工している高知県女性相談所建築主体工事
に伴い起きたテレビ電波の受信障害の改善に関する協定
書

H20年度 文化環境部
県民生活・男
女共同参画
課

文化生活部 終了

889
パスポート窓口の機材・設備等の使用に
関する協定書

H23.3.10 知事 土佐電気鉄道㈱代表取締役
旅券窓口業務の委託事業の実施に際して、必要な機材
等の使用に関する協定

H23年度 文化生活部 文化・国際課 文化生活部 終了

890
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・富士ゼロックス四国株式会
社

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

H24年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部
永国寺コピー機
終了

891
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書 H24年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部

・デスクトップ型パソコン(PC-
MY29RAZ7Z9T9)   １台
・レーザープリンター（IPSIO
SP6310）   １台
・ルーター
（UNIVERGEIX2005）　一式
終了

892
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書 H24年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部

サーバーパソコン　　　　（NEC
N8100-1435）      １式
クライアントパソコン　　（NEC
PC-MY28AEZ75）  １式
レーザープリンター
（RICOH IPSIO 6210）    １式
終了

65 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

893
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC
PC-MA29RAZ9T9
ﾌﾟﾘﾝﾀ　IPSIO SP6310
ﾙｰﾀｰ
終了

894
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
地方事務官制度の廃止に伴い、国と県が連携して効率的
な雇用対策を行うため、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を定めた。

H13年度 商工労働部 雇用対策室 商工労働部
完結

（H18.3.31）

895
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員等に関する覚書廃止についての確認書

H13.9.26 商工労働部長
・高知県商工会連合会会長
・部落解放高知県企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、S48.9以降に設置
された経営指導員等を対象に同和団体との間で設置の
勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委託すること
等を内容とした三者による覚書を締結していたが、地対財
特法がH14.3末で期限切れになり特別対策から一般対策
へ移行することや県の同和対策事業の全面的な見直しを
行う中で、H13.3末をもって事業の委託を取り止めることに
なったことから、商工会連合会等の要請によりこれまで締
結してきた三者覚書の廃止の確認書を取り交わすこととし
た。

H14年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部 廃止

896
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員等に関する覚書廃止についての確認書

H13.9.26 商工労働部長
・中村商工会議所会頭
・部落解放高知県企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、S48.9以降に設置
された経営指導員等を対象に同和団体との間で設置の
勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委託すること
等を内容とした三者による覚書を締結していたが、地対財
特法がH14.3末で期限切れになり特別対策から一般対策
へ移行することや県の同和対策事業の全面的な見直しを
行う中で、H13.3末をもって事業の委託を取り止めることに
なったことから、商工会連合会等の要請によりこれまで締
結してきた三者覚書の廃止の確認書を取り交わすこととし
た。

H14年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部 廃止

897
「リョーマの休日キャンペーン」における高
知県・ＪＲ四国パートナーシップ協定書

H24.5.22 知事
ＪＲ四国（株）
泉代表取締役社長

高知県観光キャンペーン「リョーマの休日」を通じ、高知県
観光の飛躍を図り、交流人口の一層の拡大をめざして、
相互に連携・協力する基本事項を定めたもの

H25年度 観光振興部 観光政策課 観光振興部 期間満了

898
高知競馬場建物施設建設資金借入金の
償還に係る覚書

H13.4.2 競馬施設公社理事長 ㈱四国銀行代表取締役
金融機関から競馬施設公社が借入れる借入金の償還に
ついて、償還計画、借入期間、利率等を定めたものであ
り、県と高知市が債務保証契約を行うため写しを保管

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 期間終了

899
高知競馬場建物施設建設資金借入金の
償還に係る覚書

H13.4.2 競馬施設公社理事長
県信用漁業協同組合連合会
会長

金融機関から競馬施設公社が借入れる借入金の償還に
ついて、償還計画、借入期間、利率等を定めたものであ
り、県と高知市が債務保証契約を行うため写しを保管

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部 期間終了

900 職員交流に関する協定書 H22.4.1 知事 高知県競馬組合管理者 H21.4.1に締結した「職員の併任に係る協定書」の一部変 H23年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部 期間終了

901 職員の併任に係る変更協定書 H23.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成21年4月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

Ｈ２４年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部 期間終了

902 職員の併任に係る変更協定書 H23.10.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成21年4月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

H24年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部 期間終了

903
高知県沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設
灯灯火監視システムの運用に関する覚書

H8.2.16 知事 柏島漁協代表理事組合長
沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設灯火監視システムの運
用業務の実施に関し覚書を交換

H13年度 海洋局 水産振興課 水産振興部
廃止

（H23.3.15）

904
高知県沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設
灯灯火監視システム監視局装置の電気
代について

H8.2.23 知事 柏島漁協代表理事組合長
同覚書第5条の規定に基づく監視局装置の電気代につい
ての取り決め及びその一部改正 H13年度 海洋局 水産振興課 水産振興部

廃止
（H23.3.15）

905
高知県沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設
灯灯火監視システム監視局装置の電気
代について

H8.6.19 知事 柏島漁協代表理事組合長
同覚書第5条の規定に基づく監視局装置の電気代につい
ての取り決め及びその一部改正 H13年度 海洋局 水産振興課 水産振興部

廃止
（H23.3.15）
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906
高知県沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設
灯灯火監視システム監視局装置の電気
代について

H9.4.1 知事 柏島漁協代表理事組合長
同覚書第5条の規定に基づく監視局装置の電気代につい
ての取り決め及びその一部改正 H13年度 海洋局 水産振興課 水産振興部

廃止
（H23.3.15）

907 室戸岬漁港の種別変更につ いて H12.9.29 海洋局長 水産庁漁港部長

漁港の種類の変更は、漁港法第17条第1項に基づく漁港
の整備計画に掲げられた種類と齟齬が生じないように、
毎次漁港の整備計画の終了時に合わせ改正が行われて
おり、今回も現行整備計画の終了期に合わせ、見直しを
実施。このなかで、県として今後の整備計画を考慮し、将
来目標を定め、3種漁港としての存続を国に求め、努力目
標を確認したもの

H13年度 海洋局 漁港課 水産振興部
廃止

（H26.4.1）

908
高知県沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設
灯灯火監視システム監視局設置の電気
代

H16.4.1 知事 すくも湾漁業協同組合
「高知県沖の島沖土佐黒潮牧場11号施設灯灯火監視シ
ステムの運用に関する覚書」第5条第2項の規程に基づく
監視局設置の電気代の一部改正に関して交わしたもの。

H19年度 海洋部 水産振興課 水産振興部
廃止

（H23.3.15）

909 鏡ダム建設工事の施工に伴う公共補償 S42.3.31
知事（鏡ダム建設事務
所長）

鏡村長
鏡ダム建設工事の施工に伴う公共補償である上水道施
設ついての契約書。

H13年度 土木部 河川課 土木部
完結

(H26.3.27）

910 鏡ダム建設工事の施工に伴う公共補償 S42.3.31
知事（鏡ダム建設事務
所長）

鏡村長
鏡ダム建設工事の施工に伴う公共補償であるかんがい
用水施設ついての契約書。

H13年度 土木部 河川課 土木部
完結

(H26.3.27）

911 小浜地区用水補償 S42.3.31
知事（鏡ダム建設事務
所長）

鏡村長

鏡ダム建設工事の施工に伴う小浜地区用水の補償に関
する契約書の第6条の趣旨についての覚書
・運営上必要を生じた場合とは
・甲の負担に置いて適切な処置をなすとは

H13年度 土木部 河川課 土木部
完結

(H26.3.27）

912 港湾施設の利用に関する確認書 S60.8.12 須崎土木事務所長 池田砂利
砂利取扱いに関する施設利用上の確認

H13年度 土木部 港湾課 土木部
廃止

（H18.10.27）

913 港湾施設の利用に関する確認書 S60.8.12 須崎土木事務所 高陵砂利有限会社
砂利取扱いに関する施設利用上の確認

H18年度 土木部 港湾課 土木部
廃止

（H24.7.26）

914
北川奈半利道路建設に伴う地元農家から
の要望に対する回答

H10.11.20 安芸土木事務所長
北川村〇〇○○
外７名

要望内容
・強風によるハウス施設への影響
・土埃、排気ガスによる作物への影響
・日照時間短縮による生育障害
・水害
これらの被害が発生した場合の配慮
回答
影響は、ないか軽微と考えているが、道路による影響が
生じたときは、個別に相談する。

H13年度 土木部
安芸土木事
務所

土木部 完結

915 確認書 H12.9.11
・商工労働部長
・森林局長
・土木部長

田中オリビン砿業㈱代表取締
役社長

災害関連緊急砂防事業の用地買収に関連し、当該地域
で開発計画を持つ田中オリビン砿業㈱が、将来開発を実
施する際は、県は、関係法令等に従って許認可手続きの
処理を行うこと等について確認したもの。

H13年度 土木部 防災砂防課 土木部 完結

916
一般国道55号高知東部自動車道に係わ
る確認書

H15.11.28 土木部長

・南国市稲生丸山地区公民
館長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長
・南国市長

南国市稲生丸山地区における、一般国道55号高知東部
自動車道の建設に伴う設計協議に関する確認書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部
完結

（H25.3.31）

917
一般国道33号高知西バイパス建設に関
する確認書

H18.3.22 土木部長

・高知西バイパス砂ケ森地区
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
完結

（H25.3.31）

918 魚族放流事業の取扱いに係る確認書 H19.5.14 土木部長
・公営企業局長
・高知市水道事業管理者
・四国電力㈱高知支店長

土木部長と利水三者（公営企業局、高知市、四国電力
㈱）は、鏡ダム共同事業者として鏡川漁業協同組合に対
し支出する魚族放流事業費の取扱いについての確認書
（H19年度～Ｈ22年度）

H21年度
追加公表

土木部 河川課 土木部 期間終了

919
鏡川魚族放流事業費の支出に係る確認
書(公営企業局分)

H19.5.18 土木部長 鏡川漁業協同組合長
鏡川漁業協同組合が実施する鏡川魚族放流事業の支出
についての確認書（H19年度～Ｈ22年度）

H21年度
追加公表

土木部 河川課 土木部 期間終了

67 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

920
鏡川魚族放流事業費の支出に係る確認
書(四国電力㈱分)

H19.5.18 土木部長 鏡川漁業協同組合長
鏡川漁業協同組合が実施する鏡川魚族放流事業の支出
についての確認書（H19年度～Ｈ22年度）

H21年度
追加公表

土木部 河川課 土木部 期間終了

921
一般国道33号高知西バイパス建設に関
する確認書

H21.4.15 土木部長

・高知西バイパス20-3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
完結

（H26.3.31）

922
一般国道56号中村宿毛自動車道路周辺
整備事業に関する覚書

H22.11.17 土木部長
・宿毛市平田町戸内地区長
・宿毛市長
・中村河川国道事務所長

一般国道56号中村宿毛道路の建設を円滑に施行するに
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

H23年度 土木部 道路課 土木部
完結

（H26.3.31）

923
一般国道56号中村宿毛自動車道路周辺
整備事業に関する覚書

H22.11.17 土木部長
・宿毛市平田町中山地区長
・宿毛市長
・中村河川国道事務所長

一般国道56号中村宿毛道路の建設を円滑に施行するに
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

H23年度 土木部 道路課 土木部
完結

（H26.3.31）

924
一般国道33号高知西バイパス建設に関
する確認書

H23.1.31 土木部長

・高知西バイパス西浦地区対
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
完結

（H26.3.31）

925
県立安芸病院の改築に伴う増床等に関す
る覚書

S46.12.23 知事 安芸郡医師会長
改築後の安芸病院の病床の増加及び転用並びに増科に
関して、必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

926
高知医大学生臨床教育実施に関する協
定書

S51.10.1 知事 高知医科大学長
高知医大の関連教育病院となることについての協定

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

927
県立安芸病院の結核病床の運営に関す
る確認書

S53.9.1 病院局長 高知県患者同盟会長
結核病床の取扱について、必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

928
県立安芸病院の改築に伴う増床に関する
覚書

S54.12.26 知事 安芸郡医師会長
改築後の安芸病院の病床の増加に関して、必要な事項を
定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

929
県立中央病院の結核病床の運営に関す
る確認書

S55.4.15 病院局管理課長 高知県患者同盟会長
結核病床の取扱について、必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 廃止

930 勤労者財産形成貯蓄に関する協定書 S55.5.20 知事 病院局労働組合執行委員長
財形貯蓄を給与から控除、預入れすることができるものと
する。

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 完結

931 協定書の一部を改正する協定 S61.7.10 知事 高知医科大学長
締結済みの協定に関し、実習に要する物品の無償貸付
の整備について必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

932 新生児搬送についての確認事項 H2.10.31 病院局長
高知市消防局長(立会人県保
健環境部長)

中央病院が高知市消防局に対し、新生児搬送のための
救急車の出動を要請した場合、搬送中の確認事項につい
て、必要な事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 廃止

933 確認書 H3.9.20 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

発電所を変則勤務職場として位置付け週休2日制の試行
の確認

H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（H13.6.6)

934 覚書 H3.9.20 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

週休2日制試行についての確認に基づき、夏季鍛錬取得
期間を9月まで延長することの確認

H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（H13.6.6）

935
機器の使用貸借に関する覚書
東ソ－自動グリコヘモグロビン分析型
HLC723GHbⅢ一式

H4.8.1 院長
日本ケミファ㈱臨床検査薬事
業部部長

糖尿病の検査で血中のHbA1c測定器を試薬リースで貸
与。 H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

936
臨床検査システム利用契約書
全自動イムノアッセイシステム(ＩＭＸ)

H6.3.28 検査室技師長
ダイナボット㈱代表取締役社
長

血中腫瘍マーカー検査を目的に、分析機の貸与を受ける
代わりに、ダイナボット社の専用試薬を購入する（試薬

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

937
団体交渉に関する労働協約についての確
認事項

H7.3.30 企業局次長
高知県企業局労働組合書記
長

職員の労働条件に影響を及ぼす場合は、団体交渉の対
象となり、適宜に対応する等の確認

H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（H13.6.6)

938
臨床検査システム利用契約書
免疫蛍光測定装置(TDX)

H7.4.28 検査室技師長
ダイナボット㈱代表取締役社
長

血中薬物濃度測定を目的に、分析機の貸与を受ける代
わりに、ダイナボット社の専用試薬を購入する（試薬リー

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

939
臨床検査システム利用契約書
全自動免疫測定装置(AXSYM)

H7.8.9 院長
ダイナボット㈱代表取締役社
長

 血中感染症測定を目的に、分析機の貸与を受ける代わ
りにダイナボット社の専用試薬を購入する。（試薬リース）

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

940
臨床検査システム利用契約書
エクタケム250型アナライザー一式

H7.11.1 検査室技師長
長瀬産業㈱医療システム本
部長

土曜当番や休日に生化学の検査に使用する分析器（試
薬リース）

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

941 確認書 H8.1.24 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

野市風力発電所の管理体制の確認
H13年度 企業局 総務課 公営企業局

廃止
（H13.6.6）
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942 確認書 H8.5.23 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

野市風力発電所の管理体制の確認の追加
H13年度 企業局 総務課 公営企業局

廃止
（H13.6.6）

943
血液培養検査装置バクテックシステムの
貸借に関する覚書
バクテック9120一式

H8.7.1 検査室技師長
日本ベクトン・ディッキンソン
㈱代表取締役社長

血液培養検査に使用する装置を試薬リースで貸与
H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

944
物品使用貸借契約書
STA   -Compact一式

H8.8.1 検査室技師長
ベーリンガー・マンハイム㈱
代表取締役専務

血液中の凝固検査の測定器で試薬リースで貸与
H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

945
使用貸借契約書
自動分析装置ミラクルエース919型

H8.9.1 検査室技師長 ㈱ニプロ四国支店支店長
生化学検査の緊急迅速を目的に、分析機の貸与を受け
る代わりにニプロ社関連の専用試薬を購入する。（試薬

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

946
臨床検査機器の使用貸借に関する覚書
細菌検査装置バイテック60

H9.2.25 検査室技師長
日本ビオメリュー・バイテック
㈱代表取締役

細菌検査の同定、薬剤感受性テストの測定器を試薬リー
スで貸与

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

947 確認書
管理職の範
囲決定時（直
近H9.3.28)

病院局長 病院局労働組合執行委員長
地方公営企業労働関係法第5条に基づく告示のために地
方労働委員会の事務処理要領により必要とされている管
理職等の範囲について確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局 完結

948 TV共聴設備の設置（周辺住民対策）
日付不明
（H9.4頃か）

院長 対象住民

ビル陰電波障害区域解消のためのTV共聴設備
1.屋上西側　S41年開院時、NHK及びRKCTV電波障害解
消対策として本院西側の対象住民のために設置
2.屋上東側　S52年頃、KUTV電波障害解消対策として本
院東側の対象住民のために設置
確認書等の所在は不明

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

949
営業権譲渡に伴う契約承継に関する覚書
（原契約書含む）
全自動免疫化学分析装置(BN-2)

H9.6.13 院長
・ヘキスト・ベーリング・ダイア
グノスティックス㈱
・ヘキストジャパン㈱

免疫血清検査用分析機を試薬リースで貸与
H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

950
臨床検査システム使用契約書
ルミパルスf一式(システム明細及び保守
契約含む)

H10.6.12 院長
富士レビオ㈱検査薬営業部
長

感染症等の検査に使用する分析機を試薬リースで貸与
H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

951
大豊風力発電所の配電線系統連系に係
わる覚書

H10.11.26 企業局長
四国電力㈱高知支店営業部
長

連系に当たっての責任分界、事故の波及防止、停電時、
緊急時の処置、連絡体制等に係る取り決め H13年度 企業局 工務課 公営企業局

無効
（H23.9.1
見直し）

952
県立幡多けんみん病院の開放病床の運
営に関する覚書

H11.7.16 知事 (社)幡多医師会会長
幡多けんみん病院の開放病床の運営について、必要な
事項を定めたもの

H13年度 病院局 経営業務課 公営企業局 完結

953
臨床検査システム契約書
血糖測定機器デキスターZ本体セット

H11.12.27 薬剤長 バイエルメディカル㈱
血糖測定機器にかかる試薬リース貸与について、必要な
事項を定めたもの

H13年度 病院局 安芸病院 公営企業局 完結

954
機器リースシステム販売契約書及び覚書
DM-JACK

H12.1.4 院長
協和メディックス㈱四国営業
所長

糖尿病検査の二項目を同時に測定することにより、二機
種の装置が不用となった。以前の2機種の装置に比べ、こ
れを試薬リースすることにより安価とすることができた。

H13年度 病院局 安芸病院 公営企業局 完結

955
機器リースシステム利用契約書
多項目自動血球計数装置KX-21N他一式

H12.4.1 院長 シスメックス㈱高松営業所長
多項目自動血球計数装置及び全自動尿中有形成分分析
装置のセットによる試薬リースについて、必要な事項を定
めたもの

H13年度 病院局 安芸病院 公営企業局 完結

956
従圧式陽圧人工呼吸器の賃貸借及び保
守点検業務委託に関する基本契約書及
び覚書

H12.4.1 院長
帝人在宅医療西日本㈱代表
取締役社長

従圧式陽圧人工呼吸器の賃借及び保守に関し必要事項
を定めたもの H13年度 病院局

幡多けんみ
ん病院

公営企業局 完結

957
超音波骨折治療器の賃貸借および保守
業務の委託に関する契約書及び覚書

H12.4.1 院長
帝人在宅医療西日本㈱代表
取締役社長

超音波骨折治療器の賃貸借及び保守業務に関し必要な
事項を定めた。

H13年度 病院局
幡多けんみ
ん病院

公営企業局 完結

958
使用貸借契約書
簡易血糖自己測定器「ノボアシストプラス」
キットの借受証

H12.5.31 薬局長
ノボノルディスクファーマ㈱営
業業務部長

簡易血糖自己測定器にかかる試薬リース貸与について、
必要な事項を定めたもの H13年度 病院局 安芸病院 公営企業局 完結

959
機器リースシステム販売契約書
INTEGRA-400

H12.6.30 院長
ロシュ・ダイアグノスティックス
㈱代表取締役社長

血中薬物測定関連試薬・消耗品は専用であるが、前装置
よりも単価が低く、他社にはこれだけの装置がなかった。
装置購入よりも安価に測定できる。試薬リースによる。

H13年度 病院局 安芸病院 公営企業局 完結

960 愛宕山公舎町内会費の団体払いの件 H12.8.4 事務局次長 愛宕山南町町内会長
愛宕山公舎入居者の、町内会費の支払方法についてまと
めたもの

H13年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止
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961 団体交渉確認事項 H13.1.23 企業局長
高知県企業局労働組合執行
委員長

2001年度職場要求項目について団体交渉の結果、妥結
または了解したことの確認

H13年度 企業局 総務課 公営企業局
報告基準に該当しないため

削除

962 時間外勤務等に関する覚書
毎年度（直近
H13.4.1）

病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H13年度 病院局 管理課 公営企業局
期間満了

（H14.3.31）

963
機器リースシステム販売契約書
自動化学発光酵素免疫分析装置オリンパ
ススフィアライト-180

H13.4.2 院長
和光純薬工業㈱取締役臨床
検査薬本部長

前装置(ダイナボット社）アキシムのリース期間が切れた。
本装置は前装置に比べ試薬等が安価であり、拡張性が
高いリース契約の方が購入よりもこの分野の装置は安価

H13年度 病院局 安芸病院 公営企業局 完結

964 時間外勤務等に関する覚書 H14.4.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H15年度 病院局 管理課 公営企業局
期間満了

（H15.3.31）

965
示談書並びに添付の委任状に関する念
書

H14.6.24 中央病院長 安田火災海上保険㈱

医療事故の示談に際して、示談書並びに遺族の委任状
に実印の押印及び印鑑証明書の添付をせずに行った。こ
れに対し、損害保険会社から、賠償被保険者である中央
病院に対し賠償金が支払われるにつき、今後相手方から
異議の申し立てがあった場合は、当方で一切の責任を負
い、迷惑をかけないという念書の提出を求められたもの。

H15年度 病院局 中央病院 公営企業局 廃止

966 給与からの控除に関する協定 H15.1.14 病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第24条に基づき、給与から控除することがで
きるものについて協定

H15年度 病院局 管理課 公営企業局
期間満了

（H18.2.28）

967 時間外勤務等に関する覚書 H15.4.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H16年度 病院局 県立病院課 公営企業局
期間満了

（H16.3.31）

968 時間外勤務に関する覚書 H16.4.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法第36条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H17年度 病院局 県立病院課 公営企業局
期間満了

（H17.3.31）

969 時間外勤務に関する覚書 H17.4.1 病院局長 病院局労働組合執行委員長
労働基準法３６条に基づく時間外勤務等に関して、時間
外勤務等の上限時間を確認

H18年度 病院局 病院課 公営企業局
期間満了

（H18.3.31）

970 給与からの控除に関する協定書 H22.4.1 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取決め
を締結

H23年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間満了

（H25.3.31）

971 時間外勤務等に関する協定書 H24.3.26 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H24年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間満了

（H24.4.1～H25.3.31）

972 平成25年度時間外勤務等に関する覚書 H25.3.26 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H25年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間満了

（H25.4.1～H26.3.31）

973 時間外勤務等に関する協定書 H25.4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H26年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間満了

（H26.3.31）

974 郵便発送代行業務の実施に関する覚書 H26.11.20 （乙）高知県知事
（甲）高松国税局総務部次長
（丙）日本通運㈱四国支店

国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了
解事項により、平成25年度までは、国、県、市町村で按分
し、それぞれで申告書等の発送を行っていたものを、国が
一括して発送することにし、事務の効率化及び経費の削

H27年度 総務部 税務課 総務部
完結

(H27.2.27)

975
観光キャンペーン「リョーマの休日～高知
家の食卓～」における高知県・ＪＲ四国
パートナーシップ協定書

H26.5.8 知事
四国旅客鉄道株式会社代表
取締役社長

観光キャンペーン「リョーマの休日～高知家の食卓～」の
展開を通じ、高知県観光の飛躍を図り、交流人口の一層
の拡大をめざして、相互に連携・協力する基本事項を定
めるための協定書

H27年度 観光振興部 観光政策課 観光振興部
期間終了

（H27.3.31）

976 時間外勤務等に関する協定書 H26.4.1 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第３６条第１項の規定に基づく時間外勤務及
び休日勤務に関する協定

H27年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間満了

（H27.3.31）

977 労働協約書 S33.5.8 知事
高知県職員組合現業評議会
会長

地公企労法及び労働組合法に基づく労働協約

H13年度 総務部 人事課 総務部 完結

978 苦情処理共同調整会議に関する細則 S33.5.26 知事
高知県職員組合現業評議会
会長

苦情処理共同調整会議に関する細則

H13年度 総務部 人事課 総務部 完結
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979 確認書 S57.11.8 総務部長
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働条件に関することは、労働協約及び従来からの労使
慣行（事前協議を含む）を十分尊重し、信義を重んじ正常
な労使関係の維持に努める。 H13年度 総務部 人事課 総務部

完結
（H6.7.25）

980
職員が組合の役員としてもっぱら従事する
期間の上限に関する協約

H5.11.1 知事
高知県職員労働組合現業評
議会執行委員長

地方公営企業労働法に規定する専従期間に関する協約

H13年度 総務部 人事課 総務部 完結

981 職員派遣研修委託契約書 H26.3.7 知事

東京海上日動火災保険株式
会社取締役社長、東京海上
日動リスクコンサルティング
株式会社代表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての契約書

H26年度 総務部 人事課 総務部
期間終了

（H27.3.31）

982 時間外勤務等に関する覚書 H26.3.26 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H26年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H27.3.31)

983 確認事項 H26.3.26 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長

臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

984 法定外控除に関する協定 H26.3.28 知事
高知県庁消費生活協同組合
理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

985 法定外控除に関する協定 H26.3.28 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

986 法定外控除に関する協定 H26.3.28 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

987 法定外控除に関する協定 H26.3.28 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

988 法定外控除に関する協定 H26.3.28 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

989 法定外控除に関する協定 H26.3.28 知事 四国労働金庫理事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結 H26年度 総務部 行政管理課 総務部

期間終了
(H27.3.31)

990 給食業務実施に係る覚書 H19.3.13 消防学校長 消防学校教育推進協議会長

消防学校教育推進協議会の給食業務に関して指示、指
導等を行うため締結

H19年度 危機管理部 消防学校 危機管理部
廃止

（H22.10.21）
※新覚書締結のため
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991
平成２５年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する協定書

H25.12.25 知事 国立大学法人高知大学学長

上記基本協定に基づく地域精神医療支援プロジェクトの
実施に関する協定

H26年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部
期間終了

（H26.3.31）

992
高知短期大学と晋州産業大学校との学
術・教育・文化交流協定

H21.8.19 高知短期大学長 晋州産業大学校総長

両大学の教員・学生等の交流、共同研究等の推進により
協力関係の発展並びに友好関係の促進を目的とする協
定 H22年度 文化生活部

私学・大学支
援課

文化生活部
（H26年８月まで有効）
廃止

993
高知医療センターと高知女子大学との包
括的連携に関する協定書

H22.11.17 知事 高知女子大学長

両機関が行う医療・健康・福祉・栄養分野における知的・
人的資源の交流連携を推進し、相互の教育・研究の一層
の進展と発展を目的とする協定 H23年度 文化生活部

私学・大学支
援課

文化生活部

高知県立大学として内容を変
更せずに締結し直し（Ｈ２３．
６．２８）
廃止

994
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における教務事務
電算システムパソコン賃貸借契約）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部

RICOH Ｉｍａｇｉｏ MP6000
本部健栄棟２Ｆ
看護学部棟３Ｆ
期間満了

995
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部

RICOH Ｉｍａｇｉｏ MPC500spf
本部健栄棟２Ｆ
学長秘書室
期間満了

996
パスポート窓口の機材・設備等の使用に
関する協定書

H26.3.20 知事 土佐電気鉄道㈱代表取締役

旅券窓口業務の委託事業の実施に際して、必要な機材
等の使用に関する協定

H26年度 文化生活部 国際交流課 文化生活部
完結

（H26.10.1）

997 寄附講座の設置に関する協定書 H25.4.1 知事 国立大学法人高知大学学長

高知県の食品産業の中核を担う専門人材等の育成を目
的として設置する「土佐フードビジネスクリエーター人材創
出講座」について協定を締結したもの。 H26年度

産業振興推
進部

計画推進課
産業振興推
進部

期間終了
（H27.3.31）

998
仁淀川河川のシラスウナギ作業小屋に関
する協定書

H22.11.4 港湾・海岸課長

・シラスウナギ作業小屋設置
者
・仁淀川漁業協同組合組合
長
・高知河川国道事務所所長

シラスの採捕期間を過ぎても放置され、漁業環境の悪化
を招くと共に景観を損ない河川及び海岸保全施設への悪
影響が懸念される現状を解消するため H23年度 土木部 港湾・海岸課 土木部

廃止
（H23.11.9）

999
一般国道56号中村宿毛自動車道路周辺
整備事業に関する覚書

H22.11.17 土木部長
・宿毛市山奈町芳奈地区長
・宿毛市長
・中村河川国道事務所長

一般国道56号中村宿毛道路の建設を円滑に施行するに
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

H23年度 土木部 道路課 土木部
完結

（H27.3.31）

1000
仁淀川河川のシラスウナギ作業小屋に関
する協定書

H24.11.13 港湾・海岸課長

・シラスウナギ作業小屋設置
者
・仁淀川漁業協同組合組合
長
・高知河川国道事務所所長
外

シラスの採捕期間を過ぎても放置され、漁業環境の悪化
を招くと共に景観を損ない河川及び海岸保全施設への悪
影響が懸念される現状を解消するため

H25年度 土木部 港湾・海岸課 土木部
廃止

（H25.11.24）

1001 魚族放流事業の取扱いに係る確認書 H24.12.21 土木部長
・企業局長
・高知市水道事業管理者
・四国電力㈱

土木部長と利水三者（企業局、高知市水道局、四国電
力）が、鏡ダム共同事業者として鏡川漁業協同組合に対
し支出する魚族放流事業費の取扱いについての確認書 H25年度 土木部 河川課 土木部

削除
（重複のため）

1002
鏡村小浜本村附近の用水に関する上水
道施設分についての公共補償

H26.3.27 知事 高知市長

鏡ダム建設に伴う上水道施設分についての公共補償へ
の補償金の支払い及び市は用水に関する上水道施設分
について、以後、一切の要求を県に行わないものとする。 H26年度 土木部 河川課 土木部

完結
（H26.4.18）
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1003
仁淀川河口のシラスウナギ作業小屋に関
する協定書

H25.11.25 港湾・海岸課長

・シラスウナギ作業小屋設置
者
・仁淀川漁業協同組合組合
長
・高知河川国道事務所所長
外

シラスの採捕期間を過ぎても放置され、漁業環境の悪化
を招くとともに景観を損ない河川及び海岸保全施設への
悪影響が懸念される現状を解消するため。 Ｈ26年度 土木部 港湾・海岸課 土木部

廃止
（H26.11.17）

1004
県立学校教職員住宅における水道基本
料金の免除（休止）に関する覚書

H8.6.24 知事 土佐市長
土佐市における県立学校教職員住宅の水道基本料金に
ついて、空家期間中の免除（休止扱い）手続きを取り決め

H21年度 教育委員会 総務福利課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1005
高知県現任教頭等民間派遣研修に関す
る協定書

H23.3 教育長 別表のとおり
教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育成・向上を
図るため民間企業等に派遣する教頭等の研修内容等を定めた協
定書

H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H24.4.1）

1006
高知県中堅教員民間派遣研修に関する
協定書

H23.3 教育長 別表のとおり
教員の資質及び指導力の向上を図るため民間企業等へ派遣する
教員の研修内容等を定めた協定書 H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会

廃止
（H24.4.1）

1007 長期社会体験研修に関する協定書 H23.3 教育長 別表のとおり
教員の資質及び指導力の向上を図るため民間企業等へ派遣する
採用２年目及び３年目の教員の研修内容等を定めた協定書 H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会

廃止
（H24.4.1）

1008
ＩＣＴスキルアップオンライン実施に係る覚
書

H23.5.26 教育長
日本マイクロソフト株式会社

執行役

ＩＣＴを活用した教育の推進を図ることにより、児童生徒の学力を向
上させるとともに情報化が進む社会に対応できる人材を育成する
ため、高知県内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
教職員を対象に、ＩＣＴスキルアップオンラインプログラムを共同して
実施することについての覚書

H24年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H25.4.1）

1009
高知県中堅教員民間派遣研修に関する
協定書

H25.3.25 教育長
株式会社フタガミ 代表取締
役

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する中堅教員の研
修内容を定めた協定書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1010
高知県中堅教員民間派遣研修に関する
協定書

H25.3.26 教育長
さんさんテレビ株式会社　代
表取締役

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する中堅教員の研
修内容を定めた協定書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1011
高知県中堅教員民間派遣研修に関する
協定書

H25.3.27 教育長 株式会社太陽 代表取締役
教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する中堅教員の研
修内容を定めた協定書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1012
高知県現任教頭等民間派遣研修に関す
る協定書

H25.3.29 教育長
株式会社高知大丸 取締役社
長

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する教頭等の研修
内容を定めた協定書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1013
高知県中堅教員民間派遣研修に関する
協定書

H25.3.29 教育長
公益財団法人高知県牧野植
物園　理事長

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する中堅教員の研
修内容を定めた協定書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1014
高知県中堅教員民間派遣研修に関する
協定書

H25.3.29 教育長
株式会社城西館
代表取締役

教員の資質及び指導力の向上並びに管理者能力の育
成、向上を図るため民間企業等に派遣する中堅教員の研
修内容を定めた協定書

H25年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
廃止

（H26.4.1）

1015 時間外勤務等の適用に関する確認書 H18.4.1 総務課長
高知県企業局労働組合書記
長

職員の時間外勤務、週休日の振り替え等に関する取り扱
い

H21年度
追加公表

公営企業局 総務課 公営企業局
廃止

（H27.3.1）

1016 平成26年度時間外勤務等に関する覚書 H26.3.25 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H26年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間満了

（H26.4.1～H27.3.31）

1017 寄附金による講座の開設に関する協定書 H27.4.1 知事 高知県立大学学長
食品加工施設の生産管理高度化を支援するため、食品
企業が必要な知識及び手法を身につけるための講座を
高知県公立大学に開設する協定を締結したもの

H28年度 産業振興推進部 地産地消・外商課 産業振興推進部
期間終了
（H28.3.31)

1018
職員の併任に係る変更協定書（平成27年
4月1日　～　平成28年3月31日）

H27.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成21年4月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

H28年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部 期間終了（H28.3.31)

1019
高知県検索ツールバーの運用・管理に関
する確認書

H21.11.6 知事 ㈱A&O
高知県検索ツールバーの運用・管理に関する事項につい
て確認

H22年度 総務部 広報広聴課 総務部
完結

（H27.4.30)

1020 連携と協力に関する包括協定書 H25.4.24 知事
（株）スリーエフ中四国
代表取締役社長

双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、
県の地域の活性化及び県民サービスの向上に資するた
めの協定

H26年度 総務部 政策企画課 総務部

廃止（H28.3.31）
※H27.4.1　㈱ローソン及び㈱
ローソン高知と高知県の合意

書に再編

1021
実務研修職員の業務内容、給与その他の
勤務条件に関する協定書

H26.3.6 知事
一般財団法人地方債協会理
事長

地方債及び資金管理に関する実務の習得など資質の向
上を目的に財団に派遣する職員の取扱いについての協

H26年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（H28.3.31)
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1022 時間外勤務等に関する覚書 H27.3.18 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1023 確認事項 H27.3.18 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1024 法定外控除に関する協定 H27.3.18 知事
高知県庁消費生活協同組合
代表理事

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1025 法定外控除に関する協定 H27.3.18 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1026 法定外控除に関する協定 H27.3.18 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1027 法定外控除に関する協定 H27.3.18 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1028 法定外控除に関する協定 H27.3.18 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1029 法定外控除に関する協定 H27.3.18 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H27年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1030 職員派遣研修に関する協定書 H26.4.1 知事
三井物産株式会社代表取締
役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての協定書

H27年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（H28.3.31)

1031 寄附講座の設置に関する協定書 H25.4.1 知事 聖マリナンナ医科大学長
高知県の医療の向上を図り、併せて双方に関係する医師
のキャリア形成に資する寄附講座の設置及び医師の派
遣に関する協定

H26年度 健康政策部
医師確保・育
成支援課

健康政策部
期間終了

（H28.3.24更新）

1032
大阪医科大学と高知県との連携のための
基本協定書

H27.1.30 知事 学校法人大阪医科大学
大学が有する研究機能及び人的資源を活用し、高知県の
地域医療の向上と地域医療人材の充実を図るために協
定を締結したもの。

H27年度 健康政策部 医師確保・育成支援課 健康政策部
期間終了

（H28.3.24更新）

1033
平成２６年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する協定書

H26.4.1 知事 国立大学法人高知大学学長

平成２５年１２月２５日に締結した国立大学法人高知大学
と高知県との地域精神医療に関する連携のための基本
協定に基づく地域精神医療支援プロジェクトの実施に関
する協定（２６年度分）

H27年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部
期間終了

（H27.3.31）

1034
平成２６年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する変更協
定書

H27.1.19 知事 国立大学法人高知大学学長
上記協定書の一部を変更する協定

H27年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部
期間終了

（H27.3.31）

1035
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社オフコム

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書 Ｈ２４年度 文化生活部 私学・大学支援課 文化生活部

契約機種　DELL  latitude
E5510 （41台）

設置場所　高知県立大学　池
キャンパス　　　　　27台

　　　　　　　　　　　 〃　　　 永
国寺キャンパス　14台

終了

1036 寄附金による講座の開設に関する協定書 H25.4.1 知事 高知県公立大学法人理事長
食品企業の生産管理高度化を支援するために、中核とな
る人材育成のための講座を高知県立大学に開設する協

H26年度
産業振興推
進部

地産地消・外
商課

産業振興推
進部

期間終了
(H26.3.31)

1037 寄附金による講座の開設に関する協定書 H26.4.1 知事 高知県公立大学法人理事長
食品加工施設の生産管理高度化を支援するため、食品
企業が必要な知識及び手法を身につけるための講座を
高知県公立大学に開設する協定を締結したもの

H27年度 産業振興推進部 地産地消・外商課
産業振興推
進部

期間終了
(H27.3.31)

1038 繰上償還に関する念書 H2.4.17 知事
(財)高知県中小企業公社理
事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完結
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1039 企業誘致協定書 H2.6.11 知事
・カシオ計算機㈱社長
・南国市長

カシオ計算機㈱が南国市比江工業団地に進出するにあ
たり、円滑な操業等に協力していく旨を協定

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部
廃止

(H22.3.31）

1040
用地先行取得に伴う資金協力等に関する
覚書

H3.6.28 知事 高知県土地開発公社理事長

公社が用地を先行取得するにあたって、公社が資金協力
を行う事業名等を確認したもの。
・事業名: 高知西南中核工業団地内ヘリポート用地（K区
画）取得事業
・県は、概ねH7年度までに再取得を決定する。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部
完結

（H17.9.13）

1041 流通団地土地の使用に関する覚書 H7.7.31 企業立地課長 ○○○○
左記事項について関係者で確認
・小作権に対する損失補償

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部
期間終了
(H11.3.31)

1042
高知県計量検定所、高知市計量検査所,
高知県計量協会及び高知県計量管理協
会との計量記念事業に関する覚書

H11（日付不
明）

計量検定所長
・高知市計量検定所長
・高知県計量協会会長

計量記念事業として実施する図画募集及び表彰式に関
する事務手続きについての覚書。 H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部

平成12年6月13日付けの覚
書に引継ぎ（33番)

1043 中央工業団地造成事業に関する覚書 H12.4.24
・知事
（立会）
・土佐山田町長

土佐山田町土地開発公社理
事長

工業団地造成を、県と町で推進していくことを確認
H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部

完結
（H16.3）

1044 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.7.5
産業技術委員会事務
局長

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1045 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.7.5
産業技術委員会事務
局長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1046 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.7.5
紙産業技術センター所
長

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1047 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.7.5
紙産業技術センター所
長

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1048
「米糠と乳を原料とした高機能性発酵食品
及びその製造方法」に係る特許の出願及
び実施についての覚書

H13.8.17 知事

・(財)食品産業センター理事
長
・ひまわり乳業㈱代表取締役
社長

(財)食品産業センターが事業を実施した中小食品産業・
ベンチャー育成技術開発支援事業「米糠と乳を原料とした
新規機能性乳製品の開発」に係る発明の出願に関し、権
利の帰属等について覚書を締結したもの。

H15年度 商工労働部
産業技術振
興課

期間終了(H20.5.27)

1049
地域改善対策担当（同和担当）経営指導
員等に関する覚書廃止についての確認書

H13.9.26 商工労働部長
・高知商工会議所会頭
・部落解放高知県企業連合
会理事長

国の補助事業である小規模事業指導事業の運営に際
し、商工団体等が行う地域改善対策対象地域の経営改
善普及事業の円滑な推進を図るため、S48.9以降に設置
された経営指導員等を対象に同和団体との間で設置の
勤務場所を指定し、服務監督、指揮命令を委託すること
等を内容とした三者による覚書を締結していたが、地対財
特法がH14.3末で期限切れになり特別対策から一般対策
へ移行することや県の同和対策事業の全面的な見直しを
行う中で、H13.3末をもって事業の委託を取り止めることに
なったことから、商工会連合会等の要請によりこれまで締
結してきた三者覚書の廃止の確認書を取り交わすこととし
た。

H14年度 商工労働部 経営流通課 商工労働部 廃止

1050 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.11.7 商工労働部長 ○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1051 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.11.7
紙産業技術センター所
長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1052 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.11.16 商工労働部長（公印） ○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)
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1053 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.11.22 商工労働部長（公印） ○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1054 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.12.25 商工労働部長（公印） ○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1055 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.12.25
紙産業技術センター所
長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1056 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.12.25
紙産業技術センター所
長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1057 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H13.12.28 商工労働部長（公印） ○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1058 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.1.8
産業技術委員会事務
局長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1059 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.1.8
産業技術委員会事務
局長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1060 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.1.30
紙産業技術センター技
術第一部長（私印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1061 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.1.31
産業技術委員会事務
局長（私印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1062 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.2.8
産業技術委員会事務
局長（公印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1063 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.2.9
産業技術委員会事務
局長（私印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1064 研究開発、技術移転に係る損害賠償案件 H14.2.9
産業技術委員会事務
局長（私印）

○○○○
紙産業技術センターで行った共同研究に伴う研究開発、
技術移転に係る事実関係の確認及び損害賠償請求に関
する内容。

H14年度 商工労働部
産業技術委
員会事務局

商工労働部 完結(H17.10.11)

1065
高知テクノパーク造成工事に関する協定
書

H14.2.12 知事 土佐山田町長
高知テクノパークの造成に当たっての工事の施工方法及
び完成後の管理区分等を協定書としたもの。

H14年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部
完結

（H16.3）

1066
造成工事及び関連公共工事に関する協
定書

H14.3.6 知事 土佐山田町長
高知テクノパークに係る造成工事及び関連公共工事に関
して、施工区分及び費用の負担等を協定書としたもの。

H14年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部
完結

（H16.3）
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1067 地域研究開発共同体連携協定書 H14.4.1 工業技術センター所長

・産業技術総合研究所四国
センター所長代理
・松下電工㈱技術企画室企
画調査担当部長
・学校法人高知工科大学連
携研究センター教授
・兼松エンジニアリング㈱開
発本部長
・㈱イヌイメディックス代表取
締役社長
・(社)土佐香美福祉会特別養
護老人ホームウェルプラザや
まだ荘施設長
・(財)四国産業・技術振興セン
ター企画部長

地域研究共同体事業「自動乾式洗浄入浴装置の研究開
発」の実施に際し、共同体事業の各構成員が、事業遂行
にあたっての精密情報保持等について協定を締結したも
の。

H15年度 商工労働部
工業技術セ
ンター

商工労働部 完結（H19.3.31）

1068 地域研究開発共同体連携協定書 H14.4.10 工業技術センター所長

・(財)高知県産業振興セン
ター理事長
・学校法人高知工科大学理
事長
・㈱特殊製鋼所取締役社長
・宇治電化学工業㈱代表取
締役社長

地域研究共同体事業「鋳造廃棄物の省エネ型溶融による
リサイクルシステムの実用化研究開発共同事業」の実施
に際し、共同体事業の各構成員が、事業遂行にあたって
の精密情報保持等について協定を締結したもの。 H15年度 商工労働部

工業技術セ
ンター

商工労働部 完結（H19.3.31）

1069
知的財産の活用による産業振興施策へ
の支援に関する協定

H17.5.25 知事 日本弁理士会長
産業振興施策の一環として知的財産の普及や知的財産
の保護・活用を促進する施策を実施するにあたり、日本
弁理士会が支援することに合意した。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部 期間終了(H18.3.31)

1070
知的財産の活用による産業振興施策へ
の支援に関する協定に基づく覚書

H17.5.25 産業技術担当理事
日本弁理士会知的財産支援
センター長

知的財産の活用による産業振興施策への支援に関する
協定に基づき、事業内容や事業を実施する際の県と日本
弁理士会の役割分担や経費負担について定めた。

H18年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部 期間終了(H18.3.31)

1071
知的財産の活用による産業振興施策へ
の支援に関する協定

H18.7.10 知事 日本弁理士会長
産業振興施策の一環として知的財産の普及や知的財産
の保護・活用を促進する施策を実施するにあたり、日本
弁理士会が支援することに合意した。

H19年度 産業技術部 知的財産課 商工労働部 期間終了(H21.3.31)

1072
知的財産の活用による産業振興施策へ
の支援に関する協定に基づく覚書

H18.7.10 産業技術担当理事
日本弁理士会知的財産支援
センター長

知的財産の活用による産業振興施策への支援に関する
協定に基づき、事業内容や事業を実施する際の県と日本
弁理士会の役割分担や経費負担について定めた。

H19年度 産業技術部 知的財産課 商工労働部 期間終了(H19.3.31)

1073
知的財産の活用による産業振興施策へ
の支援に関する協定に基づく覚書

H19.5.17 産業技術部長
日本弁理士会知的財産支援
センター長

知的財産の活用による産業振興施策への支援に関する
協定に基づき、本協定の実現に関する詳細を定めた覚書

H20年度 産業技術部 知的財産課 商工労働部 期間終了(H20.3.31)

1074 新高知競馬場の施設完成に伴う覚書 S60.3.28 知事
・高知市長
・競馬施設公社理事長

新高知競馬場施設建設事業費の精算
〇競馬施設公社の新競馬施設建設事業費を
16,074,388,000円と定め､8,040千円の限度で金融機関か
ら融資を受け、県市からの補助及び競馬組合に貸し付け
る施設使用料で償還する
〇県と市は施設公社が受ける融資に対して11/15と4/15
の割合で損失補償
〇施設公社が保有する施設＝スタンド棟、管理棟、厩舎、
宿舎その他
県が取得する行政財産＝幹線道路
高知市が取得する行政財産＝日出野及び小日出排水機
場
〇新競馬場の県市持ち分は11/15､4/15

H13年度 農林水産部 畜産課 農業振興部
完結

(H25.11.30)

1075
高知県競馬組合の累積債務額及び負担
対象債務確認書

H15.11.6 理事（競馬担当） 高知市助役
H15.3.19付けで知事と高知市長が締結した高知県競馬組
合の累積債務の処理に関する覚書に基づき、H14年度末
の累積債務額及び負担対象債務を確認するもの。

H16年度 農林水産部 競馬対策室 農業振興部 完結
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1076 職員の併任に係る変更協定書 H23.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成21年4月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

Ｈ２４年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了
（H25.3.31)

1077 職員の併任に係る変更協定書 H25.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成19年8月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

H26年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了
（H27.3.31)

1078
職員の併任に係る変更協定書
（平成25年4月1日　～　平成26年3月31
日）

H25.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成21年4月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

H26年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了
（H26.3.31)

1079
職員の併任に係る変更協定書
（平成26年4月1日　～
平成27年3月31日）

H26.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成21年4月1日に締結した「職員の併任に係る協
定書」の一部変更 H27年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部

期間終了
（H27.3.31)

1080 確認書 H14.10.31 伊野土木事務所長 日高村長
日高村が実施する多目的公園用地整備事業と日下川広
域河川改修事業との施行について、確認したもの。

H15年度 土木部
伊野土木事
務所

土木部
完結

（H26.6.25）

1081
一般国道439号改築工事に伴う残土捨土
に関する協定書

H15.4.15 伊野土木事務所長 吾北村長
一般国道439号道路改築工事に伴い発生する工事残土
の捨土に関する協定

H21年度
追加公表

土木部
中央西土木
事務所

土木部
完結

（H26.4.8）

1082
一般国道439号改築工事に伴う残土捨土
に関する覚書

H15.4.15 伊野土木事務所長 吾北村長
一般国道439号道路改築工事に伴い発生する工事残土
の捨土に関する協定

H21年度
追加公表

土木部
中央西土木
事務所

土木部
完結

（H26.4.8）

1083
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.8.9 土木部長
・土佐国道事務所長
・南国市大埇関地区部落長
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書 H19年度 土木部 道路課 土木部

完結
（H28.3.31）

1084
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H19.2.8 土木部長

・土佐国道事務所長
・南国市王子地区公民館長
・南国市王子地区土木委員
長
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部
完結

（H28.3.31）

1085
仁淀川育苗施設等の管理運営費につい
ての確認書

H21.5.19 河川課長(立会人)
・仁淀川漁業協同組合代表
理事組合長
・高知市水道事業管理者

大渡ダム建設に関連して、高知市が行う仁淀川からの上
水道取水に伴い漁業権にかかる漁業補償に関するＨ21
からＨ23の年次補償額についての確認書

H22年度 土木部 河川課 土木部
期間終了

（Ｈ27.3.31）

1086
仁淀川育苗施設等の管理運営費につい
ての確認書

H21.5.19 河川課長(立会人)
・仁淀川漁業協同組合代表
理事組合長
・四国電力㈱中村支店長

大渡ダム建設に関連して、四国電力㈱が施行する大渡発
電所の建設並びに通常の運用に伴い漁業圏にかかる漁
業補償に関するＨ21からＨ23の年次補償額についての確

H22年度 土木部 河川課 土木部
期間終了

（Ｈ27.3.31）

1087 魚族放流事業の取扱いに係る確認書 H24.12.21 土木部長
・公営企業局長
・高知市水道事業管理者
・四国電力㈱高知支店長

土木部長と利水三者（公営企業局、高知市、四国電力
㈱）は、鏡ダム共同事業者として鏡川漁業協同組合に対
し支出する魚族放流事業費の取扱いについての確認書
（H23年度～Ｈ26年度）

H26年度 土木部 河川課 土木部
期間終了

（Ｈ27.3.31）

1088
土佐警察署いの警察庁舎災害警備本部
施設としての高知県伊野合同庁舎使用に
関する協定書

H26.4.30 中央西土木事務所長 土佐警察署長

大規模地震等の災害により、土佐警察署いの警察庁舎
が倒壊する等して使用不能となった場合に、伊野合同庁
舎をいの庁舎災害警備本部用施設として使用することに
関する協定の締結。

H27年度 土木部
中央西土木

事務所
土木部

廃止
（H28.3.22）

土佐警察署いの警察庁舎移
転のため、双方協議のうえ廃

止

1089 確認書 H5.5.31 総務課長
高知県企業局労働組合書記
長

「時間外勤務等に関する協定書」運用の確認事項。
災害、事故、交替勤務の代直及び増直、応援業務等の時
間外・交替勤務の取扱いの確認

H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（H27.4.30）

1090 給与からの控除に関する協定書 H25.3.26 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取決め
を締結

H25年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
完結

(H28.3.31)

1091 時間外勤務等に関する協定書 H27.3.30 公営企業局長
公営企業局労働組合執行委
員長

労働基準法第３６条第１項の規定に基づく時間外勤務及
び休日勤務に関する協定

H27年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間終了

（H28.3.31）

1092 平成27年度時間外勤務等に関する覚書 H27.3.25 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H27年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
完結

(H28.3.31)

1093 学校建築に関する覚書 H12.1.20 教育長 (社)土佐希望の家理事長
土佐希望の家分校用地の借り上げ、通路の確保、工事中
の交通の安全確保及び被害に対する責任についての取
り決めを行う。

H13年度 教育委員会 総務課 教育委員会
完結

（H12.10.31）
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1094 連携と協力に関する包括協定書 H21.8.25 知事
・㈱サークルＫサンクス
・サークルケイ四国㈱
・サンクス西四国㈱

コンビニエンスストアの特性を用いて、高知の良さを活か
し、県民の皆さまが将来に希望をもって暮らすことができ
る社会づくりに資するための協定

H22年度 総務部 政策企画課 総務部

廃止
（H29.2.28)

（H21.7.27付「包括業務提携
に関する基本合意書」へ統

合）

1095 労働基準法第24条第１項に基づく協定書 H25.7.5 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

県から支給する退職手当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

H27年度 総務部 職員厚生課 総務部 期間終了（H28.4.30)

1096
大規模災害発生時の復旧・復興にむけた
支援及び協力協定書

H26.6.2 知事
日本エイサー㈱
ダイワボウ情報システム㈱
㈱高知電子計算センター

県が導入しているパソコンを約70％納入している日本エイ
サー㈱等と、大規模災害発生時の復旧・復興にむけた支
援として、緊急に必要となるパソコン100台の無償貸与等
の協定書

H27年度 文化生活部 情報政策課 文化生活部 期間終了（H28.6.1)

1097 協定書 H28.2.26 知事 (株）ローソン高知
県が自動車税の納期内納付促進のために行う自動車税
納期内納付キャンペーンの物品の協賛と自動車税納税
通知書封筒への広告掲載について協定を締結したもの

H28年度 総務部 税務課 総務部
完結

（H28.5.31）

1098
ヨーテボリ大学ギルバーグ神経精神医学
センターと高知県との協定

H23.11.18 知事
スウェーデンヨーテボリ大学
サングレンスカアカデミー学
部長

高知県ギルバーグ発達神経精神医学センターでの臨床
研究及び臨床教育での指導及び協力を得るための協定 Ｈ24年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部

期間終了
（H28.11.17）

1099
コンテンツ産業を担う人材の育成及び起
業支援等についての連携及び協力に関す
る協定書

H27.9.11 知事 株式会社オルトプラス
コンテンツ産業の振興に繋がる取組や人材育成、起業支
援を連携協力していくための協定書 Ｈ28年度 文化生活部 まんが・コンテンツ課 文化生活部 解消（H29.3.31）

1100
高知県労働会館改築資金に係る利子補
給補助金に関する覚書

H9.3.7 知事
(社)高知県労働者福祉協議
会会長

高知県は、社団法人高知県労働者福祉協議会が高知県
労働会館の改築に関して、高知県労働金庫及び労働金
庫連合会から借り入れる資金のうち7億円分の利子を、20
年間補助する。

H13年度 商工労働部 労働政策課 商工労働部 期間終了（H29.3.31）

1101
有機農業研修施設に関して締結した協定
書

H22.11.1 知事
一般社団法人高知の自然協
議会

有機農業実践者を育成するため、設置・運営する有機農
業研修施設に関して「高知の自然協議会」と締結した協定
書

H23年度 農業振興部
環境農業推
進課

農業振興部
完結

（H28.3.31)
研修施設の廃止による

1102 職員の併任に係る変更協定書 H27.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成19年8月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

H28年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了
（H28.3.31)

1103 安田分水に関する覚書の取扱について S60.3.13 土木部長 安田町長
S60.3.13付けで、締結された安田川分水に関する覚書に
ついては、県及び安田町は、信議を重んじ誠実に対処す
ることを基本とした、その取り扱いの通知。

H13年度 土木部 河川課 土木部
廃止

（S62.3.16）

1104
一般国道33号高知西バイパスに係わる覚
書

H15.9.12 土木部長

・高知西バイパス是友・奥名
地区対策委員会委員長
・伊野町長
・国土交通省四国地方整備
局土佐国道事務所長

伊野町是友・奥名地区における、一般国道33号高知西バ
イパスに伴う周辺整備事業に関する覚書

H16年度 土木部 道路計画課 土木部
完結

（Ｈ29.3.31）

1105 ワイドスターⅡの売買に関する覚書 H24.1.27 知事
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ四
国支社高知支店長

緊急時の衛星電話を利用したFAX通信設備（ワイドスター
Ⅱ）の導入に付随する回線契約を5年間結ぶことにより特
別割引を受けること、また、5年以内に回線契約を解約し
た場合に解約金を支払うことの覚書。

H24年度 土木部 河川課 土木部
期間終了

（Ｈ29.1.27）

1106 魚族放流事業の取扱いに係る確認書 H27.10.8 土木部長

・公営企業局長
・高知市上下水道事業管理
者
・四国電力㈱高知支店長

土木部長と利水三者（公営企業局、高知市、四国電力
㈱）は、鏡ダム共同事業者として鏡川漁業協同組合に対
し支出する魚族放流事業費の取扱いについて確認したも

H28年度 土木部 河川課 土木部
継続中

Ｈ27～Ｈ30年度

1107
一般国道５６号　中村宿毛道路周辺整備
事業に関する覚書

H27.11.27 土木部長
・押ノ川地区区長
・宿毛市長
・中村河川国道事務所長

一般国道56号中村宿毛道路の建設に伴う設計協議に関
する合意を証する覚書 Ｈ28年度 土木部 道路課 土木部

完結
（Ｈ29.3.31）

1108 野市風力発電所受給契約覚書 H7.12.28 知事 四国電力㈱高知支店長
H7.4.1電力需給契約の失効、新たな受給契約者は山田営
業所長

H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（H28.8.31）

1109
野市風力発電所の配電線系統連係に係
る覚書

H24.2.22 電気工水課長
四国電力株式会社
高知支店山田営業所
配電センター長

野市風力発電所を四国電力（株）の配電線に連係するこ
とに伴う覚書 H25年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局

廃止
（H28.8.31）
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1110 退職手当からの控除に関する協定書 H25.7.5 公営企業局長
高知県公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第24条第1項の規定に基づく退職手当からの
控除に関する協定

H26年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
完結

（H28.4.30）

1111 退職手当からの控除に関する協定書 H25.7.5 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第24条第1項の規定に基づく退職手当からの
控除に関する協定

H26年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
完結

（H28.4.30）

1112 時間外勤務等に関する協定書 H28.3.30 公営企業局長
公営企業局労働組合執行委
員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H28年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間終了

（H29.3.31）

1113 平成28年度時間外勤務等に関する覚書 H28.3.24 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H28年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
完結

（H28.3.31）

1114
日本国高知県と大韓民国全羅南道の産
業交流協定書

H21.10.30 知事 大韓民国全羅南道知事
両県道の友好交流を更に発展させるため、観光・文化分
野での交流に加え、新たに両地域の産業分野（農林水産
業・商工業等）の交流を促進し、さらなる共同発展のため

H29年度 産業振興部
地産地消・

外商課
産業振興推
進部

完結
高知県と全羅南道の友好協
定に移行(H28.10.31締結)

1115 職員の併任に係る変更協定書 H28.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
平成19年8月1日に締結した「職員の併任に係る協定書」
の一部変更

H29年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了
（H29.3.31)

1116
第72回国民体育大会の水泳（飛込）競技
に係る競技用具（飛板）の整備に関する協
定書

H28.4.22 知事
愛顔つなぐえひめ国体・えひ
め大会実行委員会会長

愛媛国体水泳（飛込）競技に係る、競技用具の整備に関
する協定 Ｈ29年度 土木部 公園下水道課 土木部

期間終了
（H29.3.31)

1117
第72回国民体育大会の水泳（飛込）競技
に係る競技用具（飛板）の整備に関する覚
書

H28.4.22 土木部長
愛顔つなぐえひめ国体・えひ
め大会実行委員会会長

愛媛国体水泳（飛込）競技に係る、競技用具の整備に関
する覚書 Ｈ29年度 土木部 公園下水道課 土木部

期間終了
（H29.3.31)

1118

第72回国民体育大会の水泳（飛込）競技
に係る高知県立春野総合運動公園水泳
場の高飛込台走路マットの整備に関する
協定書

H28.12.6 知事
愛顔つなぐえひめ国体・えひ
め大会実行委員会会長

愛媛国体水泳（飛込）競技に係る、高知県立春野総合運
動公園水泳場の高飛込台走路マットの整備に関する協定

Ｈ29年度 土木部 公園下水道課 土木部
期間終了
（H29.3.31)

1119

第72回国民体育大会の水泳（飛込）競技
に係る高知県立春野総合運動公園水泳
場の高飛込台走路マットの整備に関する
覚書

H28.12.6 土木部長
愛顔つなぐえひめ国体・えひ
め大会実行委員会会長

愛媛国体水泳（飛込）競技に係る、高知県立春野総合運
動公園水泳場の高飛込台走路マットの整備に関する覚書

Ｈ29年度 土木部 公園下水道課 土木部
期間終了
（H29.3.31)

1120 寄附講座の設置に関する協定について H24.3.26 知事 国立大学法人高知大学長

地域のニーズに即した家庭医療学に関する研究を行うと
ともに、その研究成果の普及を行い、地域医療及び在宅
医療の向上に寄与するための寄附講座の設置に関する
協定

H24年度 健康政策部 医療政策・医師確保課 健康政策部 期間終了（H29.3.31)

1121 寄附講座の設置に関する協定書 H24.4.1 知事 国立大学法人高知大学長

地域のニーズに即した家庭医療学に関する研究を行うと
ともに、その研究成果の普及を行い、地域医療及び在宅
医療の向上に寄与するための寄附講座の設置に関する
協定

H25年度 健康政策部
医療政策・医
師確保課

健康政策部 期間終了（H29.3.31)

1122 寄附講座の設置に関する協定書 H25.4.1 知事 国立大学法人高知大学長

高知県における災害医療及び救急医療に関する臨床教
育及び研究体制を強化するともに、災害・救急医療の質
の向上と救急医療をはじめとした医療人材の確保及び育
成を図るための寄附講座の設置に関する協定

H26年度 健康政策部
医師確保・育
成支援課

健康政策部 期間終了（H29.3.31)

1123 地域医療支援プロジェクトに関する協定書 H27.1.30 知事 学校法人大阪医科大学
大学と県の基本協定に基づき実施する地域医療支援プ
ロジェクトに関する必要な事項について協定を締結したも
の。

H27年度 健康政策部 医師確保・育成支援課 健康政策部 期間終了（H29.3.31)

1124
大阪医科大学と高知県との連携のための
基本協定書

H28.3.24 知事 大阪医科大学　学長
大学が有する研究機能及び人的資源を活用し、高知県の
地域医療の向上と地域医療人材の充実を図るために協
定を締結したもの。

H28年度 健康政策部
医師確保・育
成支援課

健康政策部 期間終了（H30.3.31)

1125
青少年の万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動に関する協定書

H25.12.24 知事 (株)スリーエフ中四国

本県において、入口型非行の約半数を占める万引きや、
不良行為による補導人数の約6割に上る深夜徘徊の防止
対策として、コンビニエンスストアを訪れる子どもたちに、
店員から声かけをしていただく「一声運動」を官民が連携
して県内全域で実施するための協定

H26年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部 廃止（H27.1.30）
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1126
青少年の万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動に関する協定書

H26.12.24 知事 （株）トーヨー

本県において、入口型非行の約6割を占める万引きや、
不良行為による補導人数の約6割を占める深夜徘徊の防
止対策として、協定先の店舗を訪れる子どもたちに、店員
から声かけをしていただく「一声運動」を官民が連携して
県内全域で実施するための協定

H27年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部 廃止（H29.9.1）

1127
日本国高知女子大学と米国エルムズ大学
との国際交流協定（英語・日本語）

1998.10.13 学長 副学長
両大学間の教育・研究に関する協力及び交流推進のた
めの協定 H13年度 総務部 高知女子大学 （不明）

完結
（H24.4.1高知県公立大学法
人へ移管）

1128
高知女子大学とエルムズ大学との交流に
かかる合意事項（英語・日本語）

1998.10.13 学長 副学長
両大学間の国際交流協定に伴う交流内容に関する合意

H13年度 総務部 高知女子大学 （不明）
完結
（H24.4.1高知県公立大学法
人へ移管）

1129
九州国際大学と高知短期大学との推薦入
学に関する協定書

1999.8.26 高知短期大学長 九州国際大学長

4年制大学3年次編入希望学生の増加傾向の中で、相手
方からの編入学生の責任ある指導の方針と学術交流の
促進意欲を受けて、本学学生の編入機会の増を図ったも
のである。

H13年度 総務部 高知短期大学 （不明）
完結
（H24.4.1高知県公立大学法
人へ移管）

1130
高知女子大学看護学研究科とオレゴンヘ
ルスサイエンス大学看護学部との国際交
流協定

2000.1.11
・学長
・看護学研究科長

・学術部長
・看護学部長

両大学学部間の相互の研究・教育における共同活動推
進のための協定 H13年度 総務部 高知女子大学 （不明）

完結
（H24.4.1高知県公立大学法
人へ移管）

1131
日本国高知女子大学と中国華中師範大
学との国際交流協定（日本語・中国語・英
語）

2001.2.28 学長 学長
両大学間の教育・研究・文化向上における国際協力及び
国際交流推進のための協定 H13年度 総務部 高知女子大学 （不明）

完結
（H24.4.1高知県公立大学法
人へ移管）

1132
日本国高知女子大学と中国華中師範大
学との交流にかかる合意事項（日本語・中
国語・英語）

2001.2.28 学長 学長
両大学間の国際交流協定に伴う交流内容に関する合意

H13年度 総務部 高知女子大学 （不明）
完結
（H24.4.1高知県公立大学法
人へ移管）

1133
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部 私学・大学支援課
文化生活ス
ポーツ部

期間終了

1134
契約上の地位の承継に関する覚書
（高知県公立大学法人における複写サー
ビス）

H23.4.1 知事
・高知県公立大学法人
・株式会社三愛商会

高知県が設置する大学であった高知女子大学が、H23年
4月1日付けで高知県公立大学法人の設置する高知県立
大学となったため、旧高知女子大学時代に締結していた
複数年契約に係る地位の承継についての覚書

Ｈ２４年度 文化生活部 私学・大学支援課
文化生活ス
ポーツ部

期間終了

1135
知的財産の活用による地域の活性化と産
業の振興のための協力に関する協定

H27.4.15 知事 日本弁理士会長
知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興を図
るための各種施策を実施するにあたり、日本弁理士会が
協力することに合意した。

H28年度 商工労働部 新産業推進課 商工労働部
期間終了

（H30.3.31）

1136
知的財産の活用による地域の活性化と産
業の振興のための協力に関する協定に基
づく覚書

H27.4.15 商工労働部長
・日本弁理士会四国支部長
・日本弁理士会知的財産支
援センター長

知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のた
めの協力に関する協定に基づき、事業実施における役割
分担及び経費負担等について定めた覚書。

H28年度 商工労働部 新産業推進課 商工労働部
期間終了

（H30.3.31）

1137
県立室戸体育館の保守運営管理につい
て

H3.4.1 知事 室戸市長
室戸体育館の運営管理を委託するにあたっての双方の
確認事項

H13年度 土木部 公園下水道課 土木部
期間終了

（H29.3.31）

1138
一般国道55号高知東部自動車道（高知南
国道路）関連公共施設整備促進事業に係
る覚書

H18.8.9 土木部長

・土佐国道事務所長
・南国市片山土地改良区理
事長
・南国市長

一般国道55号高知東部自動車道（高知南国道路）周辺整
備事業に関する覚書

H19年度 土木部 道路課 土木部
完結

（H30.3.31）

1139
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

H20.6.6 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
完結

（H30.3.31）

1140 確認書 H26.12.16 公営企業局長
嶺北漁業協同組合
代表理事組合長

北郷谷川での小水力発電所建設及び運営に伴う漁業権
に対する損失補償及び嶺北地域のアマゴ等魚族の繁殖
保護活動に係る協力金に関する確認書

H27年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
事業断念による失効

（H29.12.26）

1141 時間外勤務等に関する協定書 H29.3.28 公営企業局長
公営企業局労働組合執行委
員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H29年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間終了

（H30.3.31）
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1142 平成29年度時間外勤務等に関する覚書 H29.3.23 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H29年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
完結

（H30.3.31）

1143 職員の併任に係る変更協定書 H29.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
H21.4.1付けで締結した「職員の併任に係る協定書」の一
部変更

H30年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了

（H30.3.31）

1144 覚書 H26.3.3 知事
財団法人自治体国際化協会
理事長

国際感覚の習得や幅広い人間性の形成など資質の向上
を目的に財団に派遣する職員の取扱いについての覚書

H26年度 総務部 人事課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1145 職員派遣研修委託契約書 H27.3.20 知事

東京海上日動火災保険株式
会社取締役社長、東京海上
日動リスクコンサルティング
株式会社代表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての契約書

H27年度 総務部 人事課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1146 時間外勤務等に関する覚書 H28.3.18 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1147 確認事項 H28.3.18 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1148 法定外控除に関する協定 H28.3.18 知事
高知県庁消費生活協同組合
代表理事

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1149 法定外控除に関する協定 H28.3.18 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1150 法定外控除に関する協定 H28.3.18 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1151 法定外控除に関する協定 H28.3.18 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1152 法定外控除に関する協定 H28.3.18 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1153 法定外控除に関する協定 H28.3.18 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H28年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H29.3.31）

1154 時間外勤務等に関する覚書 H29.3.17 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱につ
いて確認

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1155 確認事項 H29.3.17 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示等

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1156 法定外控除に関する協定 H29.3.21 知事
高知県庁消費生活協同組合
代表理事

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1157 法定外控除に関する協定 H29.3.21 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1158 法定外控除に関する協定 H29.3.21 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1159 法定外控除に関する協定 H29.3.21 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1160 法定外控除に関する協定 H29.3.21 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)
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1161 法定外控除に関する協定 H29.3.21 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H29年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1162 協定書 H29.1.4 知事 （株）ローソン高知

県が平成29年度の自動車税の納期内納付促進のため行
う自動車税納期内納付キャンペーンへの協賛と自動車税
納税通知書封筒への広告掲載について協定を締結したも
の

H29年度 総務部 税務課 総務部
完結

（H29.5.31）

1163 ＬＧＷＡＮ接続ルータ標準保守覚書 H24.1.27 知事

・（財）地方自治情報センター
理事長
・ソフトバンクテレコム（株）第
二営業統括部長
・ソフトバンクテレコム（株）第
二営業統括部長

県が参加している総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）にお
いて、県、県のＬＧＷＡＮ接続ルータ保守事業者であるソフ
トバンクテレコム（株）、ＬＧＷＡＮのネットワーク基盤サー
ビス事業者であるソフトバンクテレコム（株）、ＬＧＷＡＮ全
体の障害監視を一元的に行っている（財）地方自治情報
センターの四者間で、障害発生時における復旧等を円滑
に行うために交わした覚書

Ｈ２４年度 文化生活部 情報政策課 総務部
期間終了

（H31.1.31）

1164
大規模災害発生時の復旧・復興にむけた
支援及び協力協定書

H28.6.2 知事
日本エイサー㈱
ダイワボウ情報システム㈱
㈱高知電子計算センター

県が導入しているパソコンを約70％納入している日本エイ
サー㈱等と、大規模災害発生時の復旧・復興にむけた支
援として、緊急に必要となるパソコン100台の無償貸与等
の協定書

H28年度 文化生活部 情報政策課 総務部
期間終了
（H30.6.1）

1165 時間外勤務等に関する覚書 H30.3.16 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱いに
ついて確認

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1166 確認事項 H30.3.16 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1167 法定外控除に関する協定 H30.3.15 知事
高知県庁消費生活協同組合
代表理事

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1168 法定外控除に関する協定 H30.3.15 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1169 法定外控除に関する協定 H30.3.15 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1170 法定外控除に関する協定 H30.3.15 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1171 法定外控除に関する協定 H30.3.15 知事
高知県職員連合労働組合中
央執行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1172 法定外控除に関する協定 H30.3.15 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

H30 総務部 行政管理課 総務部
期間終了

（H31.3.31）

1173
職員の研修実施にかかる取り扱いに関す
る覚書

H29.4.1 知事
トヨタ自動車（株）人材開発部
採用・計画室長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての覚書

H30 総務部 人事課 総務部
期間終了
（H31.3.31)

1174 職員派遣研修に関する協定書 H30.3.30 知事
資生堂ジャパン（株）人事本
部長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての協定書

H30 総務部 人事課 総務部
期間終了
（H31.3.31)

83 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

1175 職員派遣研修委託契約書 H29.3.27 知事

東京海上日動火災保険（株）
取締役社長、東京海上日動リ
スクコンサルティング（株）代
表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての契約書

H30 総務部 人事課 総務部
期間終了
（H31.3.31)

1176 給食業務実施に係る覚書 H19.3.13 消防学校長
高知県庁消費生活協同組合
理事長

消防学校の適正な給食業務実施のため必要な取り決め
を締結（入校中の学生の健康管理や体力の維持増進及
び施設使用上の留意等）

H19年度 危機管理部 消防学校 危機管理部
新たな覚書締結により期間終

了H22.10.21

1177
災害時における徒歩帰宅者支援に関する
協定

H22.1.28 高知県知事 （株）スリーエフ中四国
災害時における徒歩帰宅者の支援を実施するための協
定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部

廃止（H26.12）
 株式会社サニーマートが株
式会社スリーエフ中四国を吸
収合併。

1178
災害時における徒歩帰宅者支援に関する
協定

H22.1.28 高知県知事
（株）サークルKサンクス
サークルケイ四国（株）
サンクス西四国（株）

災害時における徒歩帰宅者の支援を実施するための協
定

H27年度 危機管理部
南海トラフ
地震対策課

危機管理部
廃止（H28.8.31）
サークルＫサンクスとファミ
リーマートの統合によるもの

1179 寄附講座の設置に関する協定書 H29.4.1 知事 国立大学法人高知大学長

高知県における災害医療及び救急医療に関する臨床教
育及び研究体制を強化するともに、災害・救急医療の質
の向上と救急医療をはじめとした医療人材の確保及び育
成を図るための寄附講座の設置に関する協定

H30年度 健康政策部 医療政策課 健康政策部
期間終了

（H30.3.31）

1180
青少年の万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動に関する協定書

H25.12.24 知事
(株)ローソン中四国ローソン
支社

本県において、入口型非行の約半数を占める万引きや、
不良行為による補導人数の約6割に上る深夜徘徊の防止
対策として、コンビニエンスストアを訪れる子どもたちに、
店員から声かけをしていただく「一声運動」を官民が連携
して県内全域で実施するための協定

H26年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部
廃止

（H27.3.31）

1181
青少年の万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動に関する協定書

H25.12.24 知事 サークルケイ四国(株)

本県において、入口型非行の約半数を占める万引きや、
不良行為による補導人数の約6割に上る深夜徘徊の防止
対策として、コンビニエンスストアを訪れる子どもたちに、
店員から声かけをしていただく「一声運動」を官民が連携
して県内全域で実施するための協定

H26年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部
廃止

（H29.2.28）

1182
青少年の万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動に関する協定書

H25.12.24 知事 サンクス西四国(株)

本県において、入口型非行の約半数を占める万引きや、
不良行為による補導人数の約6割に上る深夜徘徊の防止
対策として、コンビニエンスストアを訪れる子どもたちに、
店員から声かけをしていただく「一声運動」を官民が連携
して県内全域で実施するための協定

H26年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部
廃止

（H29.2.28）

1183
平成27年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する協定書

H27.4.1 知事 国立大学法人高知大学

H25.12.25に締結した国立大学法人高知大学と高知県と
の地域精神医療に関する連携のための基本協定に基づ
く地域精神医療支援プロジェクトの実施に関する協定
（H27年度分）

H28年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部 期間終了（H28.3.31)

1184
平成28年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する協定書

H28.4.1 知事 国立大学法人高知大学

H25.12.25に締結（Ｈ28.3.29変更）した国立大学法人高知
大学と高知県との地域精神医療に関する連携のための
基本協定に基づく地域精神医療支援プロジェクトの実施
に関する協定（H28年度分）

H29年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部 期間終了（H29.3.31)

1185
平成２９年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する協定書

H29.4.1 知事
国立大学法人　高知大学　学
長

H25.12.25に締結（H28.3.29変更）した、国立大学法人高知
大学と高知県との地域精神医療に関する連携のための
基本協定に基づく地域精神医療支援プロジェクトの実施
に関する協定書（H29年度分）

H30年度 地域福祉部 障害保健支援課 地域福祉部 期間終了（H30.3.31)

1186 こうち男女参画センターに関する協定書 H18.4.1 知事 高知市長
高知県立こうち男女参画センターにおける管理運営経費
の負担等に関する県と高知市における協定書

H19年度 文化環境部
男女共同参
画・ＮＰＯ課

文化生活ス
ポーツ部

廃止（H24.11.30）

1187 覚書 H29.9.20 知事
日本航空株式会社 高知支店
長

県が販売しているオフセット・クレジットを相手方が購入す
るに当たって、購入条件等を取り決めたもの。

H30年度 林業振興・環境部 環境共生課
林業振興・環

境部
期間終了
(H30.5.31)
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1188
一般国道33号高知西バイパス建設に関
する確認書

H21.10.19 土木部長

・高知西バイパス是友・奥名
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
完結

（H29.3.31）

1189
一般国道33号高知西バイパス建設に関
する確認書

H23.12.21 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
完結

（H30.3.31）

1190
高知県立室戸体育館の設置及び管理に
関する協定書

H29.2.17 知事 室戸市長 室戸体育館の設置及び管理に関する協定 Ｈ29年度 土木部 公園下水道課 土木部
期間終了

（H30.3.31）

1191 給与からの控除に関する協定書 H28.3.24 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取決め
を締結

H28年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間終了

（H31.3.31まで）

1192 時間外勤務等に関する協定書 H30.3.28 公営企業局長
公営企業局労働組合執行委
員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

H30年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局 令和２年3月31日　現在

1193 平成30年度時間外勤務等に関する覚書 H30.3.28 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

H30年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間終了

（H31.3.31まで）

1194 こうちふるさと寄附金覚書 H29.12.20 知事
株式会社高知カード
代表取締役社長

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R元年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1195 特定債権の取扱いに関する覚書 H29.12.20 知事

株式会社高知カード
代表取締役社長
株式会社JCB
執行役員加盟店本部長

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R元年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
(H30.3.31)

1196 こうちふるさと寄附金覚書 H30.4.1 知事 株式会社高知カード
トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R元年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
(H31.3.31)

1197 特定債権の取扱いに関する覚書 H30.4.1 知事
株式会社高知カード
株式会社JCB

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R元年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
(H31.3.31)

1198 寄附講座の設置に関する協定書 H30.4.1 知事 国立大学法人高知大学学長

高知県における災害医療及び救急医療に関する臨床教
育及び研究体制を強化するとともに、災害・救急医療の
質の向上と救急医療をはじめとした医療人材の確保及び
育成を図るための寄附講座の設置に関する協定。

R元年度 健康政策部 医療政策課 健康政策部
終了

（H31.3.31）

1199 職員の併任に係る協定書 H30.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
H21.4.1付けで締結した「職員の併任に係る協定書」の一
部変更

R元年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了

（H31.3.31）

1200
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.5.23 知事
・三井物産㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H21.3.31)

1201
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.5.24 知事
・キリンビール㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(21.5.23)

1202
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.7.25 知事
・電源開発㈱
・馬路村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.3.31)

1203
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.9.8 知事
・四国電力㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.9.7)

1204
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.10.19 知事
・全日本空輸㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H21.10.18)

1205
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.10.24 知事
・矢崎総業㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.10.23)

1206
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.11.1 知事
・日本たばこ産業㈱
・郷分生産森林組合
・奈半利町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.10.31)

1207
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H18.11.9 知事
・太陽石油㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H21.11.8)

1208
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.1.24 知事
・㈱損害保険ジャパン
・馬路村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.3.31)
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1209
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.2.9 知事
・トヨタ車体㈱
・南国市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.2.8)

1210
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.2.14 知事

・生活協同組合連合会　コー
プ自然派事業連合
・下地蔵寺部落
・土佐町・地蔵寺財産区

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.2.13)

1211
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.3.15 知事
・㈱四国銀行
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.3.31)

1212
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.3.26 知事

・㈱ルネサステクノロジ高知
事業所
・香美市
・香美郡殖林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1213
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.4.20 知事
・住友大阪セメント㈱
・須崎市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1214
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.5.7 知事
・高知トヨペット㈱
・土佐市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.3.31)

1215
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.5.18 知事

・川崎重工業㈱
・カワサキプラントシステムズ
㈱
・仁淀川町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.5.17)

1216
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.6.14 知事
・三菱UFJ信託銀行㈱
・大豊町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.6.13)

1217
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.7.23 知事

・コクヨ㈱
・㈱カウネット
・四万十町森林組合
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.31)

1218
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.8.6 知事
・日本興亜おもいやり倶楽部
・はたやま夢楽実行委員会
・安芸市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.8.5)

1219
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.10.22 知事

・富士通㈱
・㈱富士通四国システムズ
・㈱富士通エフサス
・㈱富士通四国インフォテック
・中土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.3.31)

1220
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.11.30 知事
・（中）more trees
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H22.11.29)

1221
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H19.12.3 知事
・一青　窈
・中土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H22.12.2)

1222
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.1.24 知事
㈱ハート
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H23.1.31)

1223
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.2.13 知事
・日本道路㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.2.12)

1224
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.5.29 知事
・三愛石油㈱
・本山町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.3.31)

1225
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.6.9 知事

・㈱ツムラ
・農事組合法人ヒューマンラ
イフ土佐
・越知町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.3.31)

1226
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.6.24 知事
・電源開発㈱
・（社）高知県森林整備公社
・安田町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.31)

86 / 105 ページ



令和3年3月31日　現在

当方 相手方
公表
年度

部局 課室

念書・覚書等整理表（完結分）

No. 件名 文書日付

関係者名

概要・背景

公表当時

現担当部局 備考

1227
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.8.4 知事

・西日本高速道路㈱四国支
社
・西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ・ﾎｰ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.8.3)

1228
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.8.5 知事
・㈱加寿翁コーポレーション
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.8.4)

1229
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.8.18 知事
・（中）more trees
・須崎地区森林組合
・中土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.8.17)

1230
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.9.8 知事
・高知工科大学
・高知工科大学後援会
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H23.3.31)

1231
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.10.14 知事

・（社）高知県トラック協会
・地蔵寺協働の森管理委員
会
・土佐町・地蔵寺財産区

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.10.13)

1232
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.11.11 知事

・西日本電信電話㈱
・㈱ＮＴＴ西日本－四国
・テルウェル西日本㈱
・㈱ＮＴＴ西日本－ホームテク
ノ四国
・㈱エヌ・ティ・ティネオメイト
・㈱エヌ・ティ・ティマーケティ
ングアクト
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1233
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.11.14 知事

・㈱オンワードホールディング
ス
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1234
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.11.29 知事

・商店街振興組合　原宿表参
道欅会
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1235
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H20.12.19 知事
・奈半利川淡水漁業協同組
合
・北川村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.12.18)

1236
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.1.27 知事
・㈱四万十ドラマ
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.1.26)

1237
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.2.3 知事
・三菱商事㈱
・安芸市
・安芸市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.31)

1238
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.2.10 知事
・旭食品㈱
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1239
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.4.30 知事
・三井物産㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.3.31)

1240
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.6.10 知事
・キリンビール㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.6.9)

1241
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.6.21 知事
・キリンビール㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.6.9)

1242
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.6.8 知事
・キリンビールマーケティング
㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.6.9)
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1243
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.10.21 知事
・電源開発㈱
・馬路村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.31)

1244
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.9.30 知事
・四国電力㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.9.30)

1245
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.9.30 知事
・四国電力㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.9.30)

1246
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.10.17 知事
・全日本空輸㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.10.18)

1247
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.1.23 知事
・矢崎総業㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.10.23)

1248
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.10.18 知事

・日本たばこ産業㈱
・奈半利町郷分生産森林組
合
・奈半利町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.10.31)

1249
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.10.17 知事
・太陽石油㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.31)

1250
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.4.15 知事
・太陽石油㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1251
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.6.4 知事
・㈱損害保険ジャパン
・馬路村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.6.30)

1252
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.3.19 知事

・生活協同組合連合会　コー
プ自然派事業連合
・下地蔵寺部落
・土佐町・地蔵寺財産区

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.18)

1253
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.12.2 知事

・生活協同組合連合会　コー
プ自然派事業連合
・土佐町森林組合
・土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.18)

1254
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.4.1 知事

・生活協同組合連合会　コー
プ自然派事業連合
・土佐町森林組合
・土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H31.3.18)

1255
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.3.30 知事
・ルネサスエレクトニクス㈱高
知事業所
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.31)

1256
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.4.1 知事

・ルネサス　セミコンダクタ　マ
ニュファクチュアリング㈱高知
工場
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.3.31)

1257
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.5.1 知事

・ルネサス　セミコンダクタ　マ
ニュファクチュアリング㈱高知
工場
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)

1258
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.4.11 知事
・住友大阪セメント㈱
・須崎市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)

1259
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.4.7 知事
・住友大阪セメント㈱
・須崎市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1260
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.5.25 知事
・高知トヨペット㈱
・土佐市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.5.24)

1261
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.7.18 知事
・高知トヨペット㈱
・土佐市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.5.24)
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1262
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.9.10 知事

・川崎重工業㈱
・カワサキプラントシステムズ
㈱
・仁淀川町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H25.9.9)

1263
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.12.5 知事
・川崎重工業㈱
・仁淀川町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H28.9.9)

1264
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.6.8 知事
・三菱UFJ信託銀行㈱
・大豊町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H25.6.13)

1265
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.9.13 知事
・三菱UFJ信託銀行㈱
・大豊町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H28.6.13)

1266
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.6.14 知事
・三菱UFJ信託銀行㈱
・大豊町
・大豊町森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

協定解除
（H28.10.28)

1267
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.9.14 知事
・日本興亜おもいやり倶楽部
・はたやま夢楽実行委員会
・安芸市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.9.13)

1268
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.7.15 知事

・富士通㈱
・㈱富士通四国システムズ
・㈱富士通エフサス
・㈱富士通四国インフォテック
・中土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H26.3.31)

1269
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.5.7 知事

・富士通㈱
・㈱富士通システムズ・ウエス
ト
・㈱富士通エフサス
・㈱富士通四国インフォテック
・中土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H29.3.31)

1270
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.9.1 知事
・（一社）more trees
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H25.11.29)

1271
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.3.31 知事
・日本道路㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H26.3.31)

1272
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.3.31 知事
・日本道路㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H29.3.31)

1273
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.4.27 知事
・三愛石油㈱
・本山町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H26.3.31)

1274
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.5.1 知事
・三愛石油㈱
・本山町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H29.3.31)

1275
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.3.23 知事

・㈱ツムラ
・農事組合法人ヒューマンラ
イフ土佐
・越知町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.331)

1276
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.3.18 知事

・㈱ツムラ
・農事組合法人ヒューマンラ
イフ土佐
・越知町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.3.31)

1277
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.10.23 知事

・電源開発㈱
・（一社）高知県森林整備公
社
・安田町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1278
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.8.4 知事

・西日本高速道路㈱四国支
社
・西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ・ﾎｰ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.8.3)
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1279
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.10.7 知事
・㈱加寿翁コーポレーション
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H26.3.31)

1280
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.4.7 知事
・㈱加寿翁コーポレーション
・高知中央森林組合
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H29.3.31)

1281
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.7.8 知事
・高知工科大学
・高知工科大学後援会
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H26.3.31)

1282
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.7.18 知事
・高知工科大学
・高知工科大学後援会
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（H29.3.31)

1283
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.10.14 知事

・（社）高知県トラック協会
・地蔵寺協働の森管理委員
会
・土佐町・地蔵寺財産区

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.10.13)

1284
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.10.14 知事

・（一社）高知県トラック協会
・地蔵寺協働の森管理委員
会
・土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.10.13)

1285
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.5.22 知事

・西日本電信電話㈱
・㈱エヌ・ティ・ティビジネスソ
リューションズ
・テルウェル西日本㈱
・㈱ＮＴＴフィールドテクノ
・㈱エヌ・ティ・ティネオメイト
・㈱エヌ・ティ・ティマーケティ
ングアクト
・㈱ＮＴＴビジネスアソシエ西
日本
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)

1286
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.4.1 知事

・西日本電信電話㈱
・㈱エヌ・ティ・ティビジネスソ
リューションズ
・テルウェル西日本㈱
・㈱ＮＴＴフィールドテクノ
・㈱エヌ・ティ・ティネオメイト
・㈱エヌ・ティ・ティマーケティ
ングアクト
・㈱ＮＴＴビジネスアソシエ西
日本
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1287
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.6.6 知事

㈱オンワードホールディング
ス
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)

1288
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.5.19 知事

㈱オンワードホールディング
ス
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1289
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.7.1 知事

・商店街振興組合　原宿表参
道欅会
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)
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1290
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.4.1 知事

・商店街振興組合　原宿表参
道欅会
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1291
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.12.19 知事
・奈半利川淡水漁業協同組
合
・北川村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.3.31)

1292
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.4.1 知事
・㈱四万十ドラマ
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)

1293
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H.27.4.7 知事
・㈱四万十ドラマ
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1294
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.5.15 知事
・東京海上日動火災保険㈱
・安芸市
・高知東部森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.514)

1295
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.5.15 知事
・東京海上日動火災保険㈱
・安芸市
・高知東部森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H31.5.14)

1296
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.8.7 知事
・日鉄住金環境プラントソ
リューションズ㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H24.8.6)

1297
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.8.7 知事
・日鉄住金環境プラントソ
リューションズ㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.8.6)

1298
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H21.8.12 知事
・㈱デジタルマーケット
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.8.11)

1299
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.2.4 知事
・セントラルグループ
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.2.3)

1300
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.3.25 知事
・セントラルグループ
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.31)

1301
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.4.1 知事
・セントラルグループ
・香美市
・物部森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H31.3.31)

1302
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.3.16 知事
・福島ミドリ安全㈱
・津野町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.31)

1303
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.7.12 知事
・福島ミドリ安全㈱
・津野町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.31)

1304
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.4.8 知事
・福島ミドリ安全㈱
・津野町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H31.3.31)

1305
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.6.21 知事
・㈱朝日技研
・朝日協力企業会
・土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.6.20)

1306
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.10.29 知事
・㈱朝日技研
・朝日協力企業会
・土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.6.20)

1307
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.7.2 知事
・駒井鉄工㈱
・土佐町森林組合
・土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.7.1)

1308
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.11.24 知事
・㈱清流メンテナンス
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.11.23)

1309
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.11.24 知事
・浅野環境ソリューション㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.11.23)

1310
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.1.22 知事
・浅野環境ソリューション㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.11.23)
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1311
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.11.25 知事
・（社）四国建設弘済会
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.3.31)

1312
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

Ｈ25.4.1 知事
・（一社）四国クリエイト協会
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.31)

1313
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.4.1 知事
・（一社）四国クリエイト協会
・梼原町
・梼原町森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H31.3.31)

1314
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H22.11.26 知事
・高知西ロータリークラブ
・佐川町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H25.11.25)

1315
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.3.24 知事
・太平洋セメント㈱
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.3.31)

1316
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.9.6 知事
・ＫＤＤＩ㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.9.5)

1317
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.8.30 知事
・ＫＤＤＩ㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.9.5)

1318
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.10.6 知事
・㈱内田洋行
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.10.5)

1319
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.10.11 知事
・高知空港ビル㈱
・香南市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.3.31)

1320
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H23.10.14 知事
・ニッポン高度紙工業㈱
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.10.13)

1321
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.10.10 知事
・ニッポン高度紙工業㈱
・いの町
・高知中央森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.10.13)

1322
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.3.7 知事
・クラブツーリズム㈱
・津野町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H26.2.28)

1323
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.3.31 知事

・クラブツーリズム㈱
・クラブツーリズムパートナー
ズ会
・津野町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H31.3.30)

1324
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H24.3.30 知事
・井上石灰工業㈱
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H27.3.31)

1325
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.4.2 知事
・井上石灰工業㈱
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H30.3.31)

1326
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.5.20 知事
・四国コカ・コーラボトリング㈱
・黒潮町
・幡東森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.5.19)

1327
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.7.2 知事
・㈱四国舞台テレビ照明
・室戸市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.7.1)

1328
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H25.11.7 知事

・損害保険ジャパン日本興亜
㈱
・損保ジャパン日本興亜ち
きゅう倶楽部
・馬路村

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H28.11.6)

1329
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.11.26 知事
・高知空港ビル㈱
・南国市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R元年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
(H29.3.31)

1330 こうちふるさと寄附金覚書 H31.4.1 知事
株式会社高知カード代表取
締役

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R2年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
（R2.3.31）
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1331 特定債権の取扱いに関する覚書 H31.4.1 知事

株式会社高知カード代表取
締役
株式会社ジェーシービー執行
役員　加盟店本部長

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R2年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1332
高知県と学校法人早稲田大学とのイン
ターンシッププログラムに関する覚書

H30.8.2 知事
学校法人早稲田大学キャリア
センター長

学生の職業観や就労意欲を培い自らの適性・適職を考え
る機会を提供すること、及び、学生の県行政に対する理
解を深めることを目的に実施するインターンシップで受け
入れる実習生の取り扱い等に関する覚書

R2年度 総務部 人事課 総務部
期間終了

（H30.8.24）

1333
高知工科大学学生のインターンシップに
関する覚書

H30.8.14 知事 高知工科大学長

学生の職業観や就労意欲を培い自らの適性・適職を考え
る機会を提供すること、及び、学生の県行政に対する理
解を深めることを目的に実施するインターンシップで受け
入れる実習生の取り扱い等に関する覚書

R2年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R1.8.13）

1334
高知県と学校法人早稲田大学とのイン
ターンシッププログラムに関する覚書

R元.8.8 知事
学校法人早稲田大学キャリア
センター長

学生の職業観や就労意欲を培い自らの適性・適職を考え
る機会を提供すること、及び、学生の県行政に対する理
解を深めることを目的に実施するインターンシップで受け
入れる実習生の取り扱い等に関する覚書

R2年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R1.9.6）

1335
勤労者財産形成貯蓄事務取扱いに関す
る覚書

S55.5.1 知事
山一証券株式会社高知支店
支店長

勤労者財産形成促進法及び関係法令に従い締結される
勤労者財産形成貯蓄契約に関する事務の取扱いに関す
る覚書

R2年度 総務部 職員厚生課 総務部
廃止

（推定H9.11）

1336
平成３１年度寄附講座の設置に関する協
定書

H31.4.1 知事
国立大学法人高知大学　学
長

H31.3.26に締結した国立大学法人高知大学と高知県との
寄附講座の設置に関する基本協定に基づく寄附講座の
設置に関する協定書（平成３１年度分）

R2年度 地域福祉部 障害福祉課 地域福祉部
期間終了
(R2.3.31)

1337

Agreement between
kochiprefecture,Japan  and the Tonga
Rugby Union concering the pre-
tournament Training Camp Site for the
Rugby World Cup2019

H28.12.30 ・高知県知事 ・トンガラグビーユニオン ラグビーワールドカップ2019の事前キャンプに関する覚書 R2年度 文化生活スポーツ部 スポーツ課 文化生活スポーツ部
完結

（R.2.3.31）

1338 職員の併任に係る協定書 H31.4.1 知事 高知県競馬組合管理者
H21.4.1付けで締結した「職員の併任に係る協定書」の一
部変更

R2年度 農業振興部 競馬対策課 農業振興部
期間終了
（R2.3.31）

1339 覚書 R1.6.6 知事
日本航空株式会社総合調達
部
部長

県が販売しているオフセット・クレジットを相手方が購入す
るに当たって、購入条件等を取り決めたもの。
対象期間は令和元年４月１日から令和２年３月３１日。

R2年度
林業振興・環
境部

環境共生課
林業振興・環
境部

期間終了
(R2.3.31)

1340 協定書 H30.5.29 知事
㈱高知電子計算センター
代表取締役社長

大規模災害発生時の復旧・復興にむけた支援・協力とし
て、緊急に必要となるパソコン50台の無償貸与等に関す
る協定書

R1年度 総務部 情報政策課 総務部
期間終了
（R2.2.29）

1341
聖マリアンナ医科大学と高知県との連携
のための基本協定書

H28.3.24 知事 聖マリアンナ医科大学　学長
高知県の医療の向上を図り、併せて双方に関係する医師
のキャリア形成に資する寄附講座の設置及び医師の派
遣に関する協定を締結したもの。

H28年度 健康政策部
医師確保・育
成支援課

健康政策部 継続中

1342
大阪医科大学と高知県との連携のための
基本協定書

H30.3.23 知事 大阪医科大学　学長
大学が有する研究機能及び人的資源を活用し、高知県の
地域医療の向上と地域医療人材の充実を図るために協
定を締結したもの。

H30年度 健康政策部
医師確保・育
成支援課

健康政策部 継続中

1343
平成３０年度高知大学医学部地域精神医
療支援プロジェクトの実施に関する協定書

H30.4.1 知事
国立大学法人　高知大学　学
長

H25.12.25に締結（H28.3.29変更）した、国立大学法人高知
大学と高知県との地域精神医療に関する連携のための
基本協定に基づく地域精神医療支援プログラムの実施に
関する協定書（H30年度分）

R1年度 地域福祉部 障害保健支援課 地域福祉部
期間終了

（H31.3.31）

1344
「高知大学インサイド・コミュニティ・システ
ム化事業」に関する連携協定書

H25.10.1 知事 国立大学法人高知大学長
高知大学が文部科学省の補助事業に採択された事業
（H25～29年度）について、同大学と県が連携して円滑な
運用を目指すことを目的として協定を締結したもの。

H26年度
産業振興推
進部

計画推進課
産業振興推
進部

期間終了
（H30.3.31）
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1345 覚書 S41.12.12
(甲)水産商工部長(公
印)

(乙)(財)土佐紙業協会理事長
(丙)高知県製紙工業会会長

高知県紙業試験場整備の為、丙が乙の所有する土地に
甲の承認した設計書により紙業試験場及び付属施設を建
築し、完成後甲に寄付する。但し、条件として、甲が紙業
試験場を廃止した時は甲が、乙が寄付した土地を無償で
乙に譲渡する。また丙が建築のために借り入れた借入金
についても甲が、元利償還を行うものとする。

H13年度 商工労働部
産業技術振
興課

商工労働部
完結

(H5.3.31）

1346
観光資源保護育成対策貸付資金のつな
ぎ融資実行依頼について

S63.3.28 商工労働部長 ㈱四国銀行 企業へのつなぎ融資の依頼文書 H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完結

1347 繰上償還に関する念書 H3.3.27 知事
(財)高知県中小企業公社理
事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
完結

（H13.3.20）

1348 繰上償還に関する念書 H4.3.26 知事
(財)高知県中小企業公社理
事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
完結

（H13.3.20）

1349 繰上償還に関する念書 H4.3.26 知事
(財)木材研究所土佐人材養
成センター理事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
完結

（H15.9.29）

1350
安芸クラフトパーク計画の推進についての
確認書

H8.12.25 副知事
・安芸市助役
・樋口県議

安芸クラフトパーク計画は、安芸高等職業訓練校の野市
町への移転廃校に伴う措置として高知県主導のもとに企
画立案された地域振興施策であることを確認した。等8項
目

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
完結

（H11.4.1）

1351 有価証券等の担保差入れに関する念書 H9.1.28 知事
(財)高知県産業高度化支援
財団理事長

○高度化資金貸付に違反した場合に繰上償還することに
ついての念書
○国の定めた指定様式による添付資料

H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
完結

（H19.2.5）

1352
平成９年度観光資源保護育成対策貸付
金について

H9.3.18 商工労働部長 ㈱四国銀行 企業へのつなぎ融資の依頼文書 H13年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部 完結

1353
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
完結

（20.4.1）

1354
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
完結

（R2.6.2）

1355
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
完結

（R2.6.2）

1356 研究課題実施に係る覚書 H25.1.1 知事
独立行政法人　科学技術振
興機構　分任研究契約担当

研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム
フィージビリティスダディステージ　シーズ顕在化における
契約項目記載の研究開発課題の実施に関する覚書

H24年度 商工労働部 新産業推進課 商工労働部
期間終了

（H25.3.31）

1357
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.6.3 知事
・高知トヨペット㈱
・土佐市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R1.5.24)

1358
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.9.10 知事
・川崎重工業㈱
・仁淀川町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R1.9.9)

1359
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H27.8.7 知事
・日鉄住金環境プラントソ
リューションズ㈱
・四万十市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R1.8.6)

1360
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.8.31 知事
・㈱四国舞台テレビ照明
・室戸市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R.1.7.1)
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1361
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H28.11.1 知事

・損害保険ジャパン日本興亜
㈱
・ＳＯＭＰＯちきゅう倶楽部
・馬路村
・馬路村森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R1.11.6）

1362
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H26.9.22 知事

・西日本高速道路㈱四国支
社
・西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ
・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱
・大豊町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R1.8.3)

1363 覚書 H30.9.26 知事
日本航空株式会社 高知支店
長

県が販売しているオフセット・クレジットを相手方が購入す
るに当たって、購入条件等を取り決めたもの。

R1年度
林業振興・環

境部
環境共生課

林業振興・環
境部

期間終了
（H31.3.31）

1364
三里生コンクリート工業㈱へのセメント斡
旋等について

S62.11.12
高知新港建設推進本
部長副知事

三里地曳網漁業者
・○○○○
・○○○○
・○○○○
・○○○○
・○○○○
・○○○○

・行政として指導を要する場合、商工行政の一環として、
要望の趣旨に沿って取り得る対応をしていく
・同社製品が県が使用する土木工事共通仕様書の基準
に適合する等の条件を整えた場合取り得る斡旋等最大限
の対応をする
・新港完成後発生する諸作業
・事業への優先的な参画等について、要望の趣旨に沿っ
て将来検討しなければならないと認識
・背景：離職者への対応（要望書への回答）

H13年度 港湾空港局 港湾課 土木部
廃止

（R1.7.1）

1365
高知県営住宅若草町団地及び高知市営
住宅若草町団地の公共下水道切替工事
等に係る費用の負担等に関する覚書

H30.2.7 知事 高知市長

高知県営住宅若草町団地及び高知市営住宅若草町団地
の両団地が使用している合併浄化槽施設を公共下水道
へ切り替える工事等に係る費用の負担等について定めた
覚書

H30年度 土木部 住宅課 土木部
完結

（R2.3.31）

1366
高知県国際交流協会と高知県立図書館
の相互協力に関する協定書

H24.3.30 高知県立図書館長
公益財団法人高知県国際交
流協会代表理事

国際交流協会が所蔵する外国語図書を、県立図書館が
運用する物流システムを利用することにより、利用者への
サービス向上を図るための協定書

H24年度 教育委員会 図書館 教育委員会
完結

（H30.3.30）

1367
高知大学大学院総合人間自然科学研究
科教育学専攻と高知県教育委員会との指
導主事の駐在に関する覚書

H25.12.25 高知県教育長
高知大学大学院総合人間自
然科学研究科教育学専攻長

高知県における特別支援教育の充実を図ることを目的と
して指導主事を高知大学教育学部へ駐在させることにつ
いての覚書

Ｈ26年度 教育委員会 教育政策課 教育委員会
完結

（H30.3.30）

1368 時間外勤務等に関する協定 H31.3.28 高知県立図書館長
高知県職員労働組合図書館
分会長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R1年度 教育委員会 図書館 教育委員会
期間終了
（R2.3.31）

1369 時間外勤務等に関する協定 H31.3.28
高知県教育センター所

長
高知県教育センター職場代
表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R1年度 教育委員会
高知県教育

センター
教育委員会

期間終了
（R2.3.31）

1370 時間外勤務等に関する協定 H31.3.26
高知県立幡多青少年

の家所長
高知県立幡多青少年の家職
場代表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R1年度 教育委員会
高知県立幡
多青少年の

家
教育委員会

期間終了
（R2.3.31）

1371 時間外勤務等に関する協定 H31.3.28 青少年センター所長 青少年センター職場代表
労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R1年度 教育委員会
青少年セン

ター
教育委員会

期間終了
（R2.3.31）

1372 時間外勤務等に関する協定 H31.3.28
高知県心の教育セン

ター所長
高知県心の教育センター職
場代表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R1年度 教育委員会
高知県心の
教育センター

教育委員会
期間終了
（R2.3.31）

1373
大豊風力発電所の配電線系統連系に係
る覚書

H23.9.1
公営企業局

電気工水課長

四国電力㈱高知支店
営業部　配電センター
計画課長

連系に当たっての責任分界、事故の波及防止、停電時・
緊急時の処置、連絡体制等に係る取り決め

H26年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
完結

（R1.9.1）

1374 時間外勤務等に関する協定書 H31.3.27 公営企業局長
公営企業局労働組合執行委
員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R1年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間終了
（R2.3.31）

1375 平成31年度時間外勤務等に関する覚書 H31.3.27 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

R1年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間終了
（R2.3.31）

1376 こうちふるさと寄附金覚書 R2.4.1 知事 株式会社高知カード
トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R3年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
（R3.3.31）

1377 特定債権の取扱いに関する覚書 R2.4.1 知事
株式会社高知カード
株式会社ジェーシービー

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R3年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
（R2.8.31）
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1378 特定債権の取扱いに関する覚書 R2.9.1 知事
株式会社高知カード
株式会社ジェーシービー

トラストバンクが運営するふるさと納税運営サイト「ふるさ
とチョイス」においてクレジット決済を行うための覚書

R3年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
（R3.3.31）

1379
「さとふる」にPayPay決済を加えるための
覚書

R2.12.1 知事 株式会社さとふる
株式会社さとふるが運営するふるさと納税運営サイト「さ
とふる」においてPayPay決済を行うための覚書

R3年度 総務部 政策企画課 総務部
期間終了
（R3.3.31）

1380 職員派遣の取扱いに関する協定書 H31.4.1 知事 全国知事会会長
各都道府県間の連絡提携の支援等の実務の習得を目的
に団体に派遣する職員の身分取扱い等についての協定
書

R3年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R3.3.31）

1381
高知工科大学学生のインターンシップに
関する覚書

R元.8.8 知事 高知工科大学長

学生の職業観や就労意欲を培い自らの適性・適職を考え
る機会を提供すること、及び、学生の県行政に対する理
解を深めることを目的に実施するインターンシップで受け
入れる実習生の取扱い等に関する覚書

R2年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R2.8.7）

1382 覚書 H29.3.8 知事
（一財）自治体国際化協会理
事長

国際感覚の習得や幅広い人間性の形成など資質の向上
を目的に財団に派遣する職員の取扱いについての覚書

H30 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1383 時間外勤務等に関する覚書 H31.3.15 知事
高知県職員労働組合中央執
行委員長

労働基準法の精神を尊重した時間外勤務等の取扱いに
ついて確認

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1384 時間外勤務等に関する確認書 H31.3.15 行政管理課長 高知県職員労働組合書記長
臨時に必要があり時間外勤務等を命ずることのできる場
合の災害その他避けることができない事由に該当する業
務等の例示

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1385 法定外控除に関する協定 H31.3.20 知事
高知県庁消費生活協同組合
代表理事

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1386 法定外控除に関する協定 H31.3.20 知事
高知県学校生活協同組合理
事長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1387 法定外控除に関する協定 H31.3.20 知事
警察職員生活協同組合高知
県支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1388 法定外控除に関する協定 H31.3.20 知事
公益財団法人日本教育公務
員弘済会高知支部長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1389 法定外控除に関する協定 H31.3.20 知事
高知県職員連合労働組合中
央執行委員長

給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1390 法定外控除に関する協定 H31.3.20 知事 四国労働金庫理事長
給与に関する条例に規定されている県から支給する給与
からの法定外控除に関して、控除の項目等必要な取り決
めを締結

R1年度 総務部 行政管理課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1391 職員派遣研修に関する協定書 H30.4.1 知事
三井物産（株）
代表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての協定書

R1年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R2.3.31）

1392 職員派遣研修委託契約書 H31.3.28 知事

東京海上日動火災保険（株）
取締役社長
東京海上日動リスクコンサル
ティング（株）代表取締役社長

企業的な経営感覚や企画立案能力の習得を目的に民間
企業に派遣する職員の身分取扱い等についての協定書

R1年度 総務部 人事課 総務部
期間終了
（R2.3.31）
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1393 協定書 H29.12.25 知事
（株）ローソン高知
代表取締役社長

県が平成３０年度から３２年度までの自動車税の納期内
納付促進のため行う自動車税納期内納付キャンペーンへ
の協賛と自動車税納税通知書封筒への広告掲載につい
て協定を締結したもの

R1年度 総務部 税務課 総務部
期間終了
（R3.3.31）

1394 防災啓発情報等の発信に関する協定 H27.10.23 知事 （株）ＮＴＴタウンページ 自然災害等に対する防災啓発情報の発信に関する協定 H28年度 危機管理部
南海トラフ

地震対策課
危機管理部

廃止
（R3.3.31)

1395
動物愛護シンポジウムの開催に関する協
定書

R2.9.11 知事 高知市長
県及び高知市が共同で動物愛護シンポジウムを開催す
るにあたり、その費用分担等について定める協定。

R３年度 健康政策部 薬務衛生課 健康政策部
完結

(R3.3.31)

1396
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
廃止

（R3.3.26）

1397
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
廃止

（R3.3.26）

1398
高知県見守り身元保証制度に関する協定
書

H30.4.1 知事
認定特定非営利活動法人全
国就労支援事業者機構　会
長

無職少年等の就労を支援し、その自立に資するために、
当該少年が雇用主に万が一業務上の損害を与えた場合
に、当該法人がその損害に応じた見舞金を雇用主に支払
うことを条件に、県が負担金を支払うための協定

R3年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部
期間終了
（R3.3.31）

1399
高知県見守り身元保証制度に関する協定
書

R1.7.22 知事
認定特定非営利活動法人全
国就労支援事業者機構　会
長

無職少年等の就労を支援し、その自立に資するために、
当該少年が雇用主に万が一業務上の損害を与えた場合
に、当該法人がその損害に応じた見舞金を雇用主に支払
うことを条件に、県が負担金を支払うための協定

R3年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部
期間終了
（R2.3.31）

1400
高知県見守り身元保証制度に関する協定
書

R2.4.1 知事
認定特定非営利活動法人全
国就労支援事業者機構　会
長

無職少年等の就労を支援し、その自立に資するために、
当該少年が雇用主に万が一業務上の損害を与えた場合
に、当該法人がその損害に応じた見舞金を雇用主に支払
うことを条件に、県が負担金を支払うための協定

R3年度 地域福祉部 児童家庭課 地域福祉部
期間終了
（R3.3.31）

1401
災害救助法による救助業務の委託に関す
る協定書

Ｓ35.10.26（Ｈ
4.5.1一部変
更）

知事 日本赤十字社高知県支部長
災害救助法を適用した場合における、医療、助産及び死
体の処理に関する協定

H13年度 健康福祉部
長寿社会政
策課

地域福祉部 廃止（R3.3.11）

1402
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

H10.12.10 知事 ㈲宮地観光バス代表取締役

リフト付バス導入モデル事業補助金により導入したバス
の運行につき、障害者や高齢者等通常のバスでの移動
が困難な人を含む団体、グループに低額な利用料で運行
を提供することを定めるため締結した覚書である。

H13年度 健康福祉部 障害福祉課 地域福祉部

継続中
一部変更（H14.1.22）

完結
（H24.1.21)
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1403
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
完結

（H24.1.21)

1404
平成28年度新点字図書館サービス等検
討委員会開催における費用負担に係る協
定書

H28.10.28 知事 高知市長
新点字図書館サービス等検討委員会の開催に伴い発生
する費用の負担等について定めた協定書

H29年度 地域福祉部 障害保健福祉課 地域福祉部
継続中

期間終了
（H29.3.31)

1405 研修生に関する協定書 H30.3.30 知事
高知県社会福祉協議会　会
長

研修生の受け入れに関する協定。 H30年度 地域福祉部 障害福祉課 地域福祉部
継続中

期間終了
（R2.3.31)

1406 個人識別情報の取扱いに関する覚書 H27.5.15 知事
独立行政法人国民生活セン
ター
セコムトラストシステムズ(株）

PIO-NETを運営するにあたり、個人識別情報の閲覧制
限、情報の適正管理等に関する覚書

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

完結
（R2.11.30）

1407
高知県、経済同友会及び土佐経済同友会
の協働プロジェクトに関する協定書

H29.6.23 知事
公益社団法人　経済同友会
代表幹事
土佐経済同友会　代表幹事

県と経済同友会、土佐経済同友会が相互して連携を図
り、高知県における地方創生を推進することを目的として
協定を締結したもの

H30年度 産業振興推進部 計画推進課 産業振興推進部
完結

（R2.10.20）

1408
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.2 知事 高知市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1409
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.2 知事 室戸市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1410
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.11 知事 安芸市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1411
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.18 知事 南国市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1412
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.9 知事 土佐市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1413
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.30 知事 須崎市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1414
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.11 知事 宿毛市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）
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1415
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.4 知事 土佐清水市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1416
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.2 知事 四万十市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1417
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.17 知事 香南市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1418
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.8 知事 香美市長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1419
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.24 知事 東洋町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1420
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.10 知事 奈半利町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1421
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.30 知事 田野町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1422
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.4 知事 安田町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1423
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.2 知事 北川村長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1424
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.9 知事 馬路村長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1425
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.10 知事 芸西村長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）
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1426
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.26 知事 本山町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1427
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.18 知事 大豊町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1428
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.5 知事 土佐町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1429
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.3 知事 いの町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1430
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.2 知事 仁淀川町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1431
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.10 知事 中土佐町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1432
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.11 知事 佐川町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1433
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.9 知事 越知町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1434
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.11 知事 梼原町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1435
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.4 知事 日高村長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1436
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.15 知事 津野町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）
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1437
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.19 知事 四万十町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1438
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.26 知事 大月町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1439
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.25 知事 三原村長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1440
高知県休業等要請協力金の負担に関す
る協定書

R2.6.22 知事 黒潮町長

高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置
等に基づく要請に応じ、休業や営業時間の短縮を実施し
た事業者に対して、県と市町村とが連携して支給する協
力金の負担に関する協定を締結した。

R3年度 商工労働部 商工政策課 商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1441 覚書 H28.3.1 （丙）知事
（甲）高知県経営者協会
（乙）㈱帝国データバンク高知支店
（丁）（公財）高知県産業振興センター

高知県内企業の外商活動の拡大及び高知県内の雇用拡
大を図るため、乙が甲に提供した成果物の利用に関する
覚書。

H28年度 商工労働部
雇用労働政
策課

商工労働部
期間終了
（R3.3.31）

1442
ベンチャー企業の育成・支援事業に関す
る覚書

H8.11.26 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

1443
三菱電機㈱高知工場第二棟目の操業に
かかる覚書

H9.3.19 商工労働部長 赤岡町長

香我美町の川谷刈谷第二工業団地に立地を予定してい
る三菱電機㈱高知工場第二棟目の工場排水を香宗川に
放流することを赤岡町が同意し、誠意を持って対応するこ
とを定めるもの。

H13年度 商工労働部 企業立地課 商工労働部 廃止（H27.12.25）

1444
ベンチャー企業の育成・支援事業に関す
る覚書

H9.4.1 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

1445
ベンチャー企業の育成・支援事業に関す
る覚書

H9.9.4 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

1446
ベンチャー企業の育成・支援事業に関す
る覚書

H10.5.15 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
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1447
大政奉還150年・明治維新150年に向けた
高知県の観光振興施策における高知県・
JR四国の連携・協力に関する協定書

H28.3.14 高知県知事 四国旅客鉄道（株）

大政奉還150年・明治維新150年に向けた高知県の観光
振興施策を契機として、高知県観光のさらなる飛躍を図
り、交流人口の一層の拡大を目指して、相互に連携・協力
することを約定した。

H28年度 観光振興部 観光政策課 観光振興部 終了

1448
「仁淀川流域の清流保全活動」パートナー
ズ協定書

R2.2.6 知事
・アサヒビール株式会社高知

支社長
・仁淀川流域交流会議会長

仁淀川流域の清流保全活動を協働で進めることを目的と
して、必要な事項を定めたもの。

R3年度 林業振興・環境部 自然共生課 林業振興・環境部 期間終了（R3.2.24)

1449
高屋勉氏のニホンカワウソ等に関する遺
品についての覚書

H27.10.23 林業振興・環境部長
・高屋　勉氏のご遺族
・（公財）高知県のいち動物公
園協会理事長

県が、故　高屋勉氏が遺したニホンカワウソに関する遺品
をご遺族から寄贈を受ける前提に無償で預かり、県の自
然環境行政に資する標本等を選別するため、管理及び調
査等を実施するのいち動物公園協会を入れた３者間にお
いて、県が預かる遺品の取扱いについて定めた覚書

H28年度 林業振興・環境部 環境共生課 林業振興・環境部 完結

1450
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.9.25 知事
・四国電力㈱
・四万十町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.9.30）

1451
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H30.3.9 知事
・住友大阪セメント㈱
・須崎市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）

1452
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.5.30 知事

・富士通㈱
・㈱富士通エフサス㈱富士通
四国インフォテック
・須崎地区森林組合
・中土佐町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.3.31）

1453
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.6.8 知事
・日本道路㈱
・梼原町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.5.31）

1454
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.3.10 知事
・三愛石油㈱
・本山町森林組合
・本山町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.3.31）

1455
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.3.16 知事

・㈱ツムラ
・農事組合法人ヒューマンラ
イフ土佐
・越知町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.3.31）

1456
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.4.10 知事
・㈱加寿翁コーポレーション
・高知中央森林組合
・いの町

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.3.31）

1457
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H29.5.8 知事

・高知工科大学
・高知工科大学後援会
・物部森林組合
・香美市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R2.3.31）
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1458
「物部川流域清流保全」パートナーズ協定
書

H29.2.15 知事
・株式会社あさの
・物部川流域ふるさと交流推
進協議会

物部川流域の清流保全活動を協働で進めることを目的と
して、必要な事項を定めたもの。

R1年度 林業振興・環境部 環境共生課
林業振興・環

境部
期間終了
（R2.2.14）

1459 　高知県清流保全パートナーズ協定書 H30.1.15 知事
・株式会社伊藤園
・物部川流域ふるさと交流推
進協議会

物部川流域の清流保全活動を協働で進めることを目的と
して、必要な事項を定めたもの。

R1年度 林業振興・環境部 環境共生課
林業振興・環

境部
期間終了
（R3.1.14）

1460
「仁淀川流域の清流保全活動」パートナー
ズ協定書

H30.2.22 知事
・アサヒビール株式会社高知
支店
・仁淀川流域交流会議

仁淀川流域の清流保全活動を協働で進めることを目的と
して、必要な事項を定めたもの。

R1年度 林業振興・環境部 環境共生課
林業振興・環

境部
期間終了
（R2.2.24）

1461 　高知県清流保全パートナーズ協定書 H30.3.27 知事
・株式会社四万十ドラマ
・一般社団法人いなかパイプ
・四万十町

株式会社四万十ドラマの「四万十のあしもとにあるもの」
事業に関して、四万十川の清流保全活動を協働で進める
ことを目的として、必要な事項を定めたもの。

R1年度 林業振興・環境部 環境共生課
林業振興・環

境部
期間終了
（R3.3.26）

1462
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H30.4.1 知事

・西日本電信電話㈱
・㈱エヌ・ティ・ティビジネスソ
リューションズ
・テルウェル西日本㈱
・㈱ＮＴＴフィールドテクノ
・㈱エヌ・ティ・ティマーケティ
ングアクト
・㈱ＮＴＴビジネスアソシエ西
日本
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）

1463
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H30.5.16 知事

㈱オンワードホールディング
ス
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）

1464
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H30.4.1 知事

・商店街振興組合　原宿表参
道欅会
・高知市森林組合
・高知市

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）

1465
環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定

H30.4.6 知事
・井上石灰工業㈱
・高知市
・高知市森林組合

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の森づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R1年度
林業振興・環

境部
林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）

1466 　高知県清流保全パートナーズ協定書 H30.4.5 知事 高知食糧株式会社
高知食糧株式会社の「高知の美しい川を、未来へ。」キャ
ンペーンに関して、高知県の清流保全活動を協働で進め
ることを目的として、必要な事項を定めたもの。

R1年度
林業振興・環

境部
環境共生課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）

1467
環境先進企業との協働の海づくり事業
パートナーズ協定

H30.9.21 知事
・あいおいニッセイ同和損害
保険(株)　高知支店長
・奈半利町長

企業と市町村と県による「環境先進企業との協働の海づく
り事業」に取り組むために必要な事項を定めた協定

R2年度
林業振興・環
境部

林業環境政
策課

林業振興・環
境部

期間終了
（R3.3.31）
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1468 確認書 H29.9.7 幡多土木事務所長
国土交通省四国地方整備局
中筋川総合開発工事事務所
長

県道５０号線（手洗川地区）の迂回路の整備等に関する
確認書
（背景）山腹崩壊による主要生活道の通行確保

H30年度 土木部 幡多土木事務所 土木部 完結（H31.3.29)

1469
高知県営住宅の退去滞納者又は連帯保
証人の相続人調査に関する協定書

H31.1.4 知事 高知県司法書士会

県の債権管理の適正化のために退去滞納者又は連帯保
証人の所在調査について相互に連携・協力するもの。具
体的には、県が相続調査について受託可能な司法書士
の推薦を司法書士会に依頼し、司法書士会が、司法書士
の推薦を行うもの。

R1年度 土木部 住宅課 土木部 廃止（R2.3.31）

1470
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 廃止（H27.9.30）

1471 覚書
H7.9（日付不
明）

・土木・耕地事務所長
・土佐山田町長

山田北部土地改良区理事長
ほ場整備に係る道路改良及び河川改修について、用地
取得の方法、工事の施工方法、換地処分の時期等につ
いて申し入れがあったもの

H13年度 土木部
南国土木事
務所

土木部 完結

1472 時間外勤務等に関する協定 R2.3.19 青少年センター所長
青少年センター
職場代表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R2年度 教育委員会
青少年セン
ター

教育委員会 完結（R3.3.31)

1473 時間外勤務等に関する協定 R2.3.20
高知県立幡多青少年
の家所長

高知県立幡多青少年の家
職場代表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R２年度 教育委員会
高知県立幡
多青少年の
家

教育委員会 完結（R3.3.31)

1474 時間外勤務等に関する協定 R2.3.27 高知県立図書館長
高知県職員労働組合
図書館分会長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R２年度 教育委員会 図書館 教育委員会 完結（R3.3.31)

1475 時間外勤務等に関する協定 R2.3.27
高知県教育センター所
長

高知県教育センター
職場代表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定(R2.4.1～R3.3.31)

R2年度 教育委員会
高知県教育
センター

教育委員会 完結（R3.3.31)

1476 時間外勤務等に関する協定 R2.3.30
高知県心の教育セン
ター所長

高知県心の教育センター
職場代表

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R2年度 教育委員会 高知県心の教育センター 教育委員会 完結（R3.3.31)

1477
国立大学法人高知大学と高知県教育委
員会とのＣＳＴ養成・活動事業の共同実施
に関する覚書

H26.7.15 教育長 国立大学法人高知大学理事

高知県内の小中学校において理科教育の中核となる教
員（コア・サイエンス・ティーチャー「ＣＳＴ」）を養成し、その
活動を支援する事業を共同で実施することについての覚
書

H27年度 教育委員会 小中学校課 教育委員会
期間終了
(H30.3.31)

1478
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
廃止

（H23.3.31）

1479 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 廃止(R2.12.21)

1480 時間外勤務等に関する協定書 R2.3.26 公営企業局長
公営企業局労働組合
執行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務及び
休日勤務に関する協定

R2年度 公営企業局 電気工水課 公営企業局
期間終了
（R3.3.31）

1481 令和２年度時間外勤務等に関する覚書 R2.3.27 公営企業局長
高知県病院職員労働組合執
行委員長

労働基準法第36条第1項の規定に基づく時間外勤務等に
関して、時間外勤務等の上限時間を確認

R2年度 公営企業局 県立病院課 公営企業局
期間終了
（R3.3.31）

1482 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
部川線に系統連系するにあたり、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
廃止

（R2.4.1）
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1483
電線施設共架実施協定書の一部を変更
する覚書

H6.1.17 企業局長 四国電力㈱山田営業支店長 共架料の改定 H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（R2.4.1）

1484
電線施設共架実施協定書の一部変更の
覚書

H10.3.3 企業局長 四国電力㈱山田営業支店長 H1.4.1協定の消費税の取扱の確認 H13年度 企業局 総務課 公営企業局
廃止

（R2.4.1）
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