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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R2-A-1 秘書課 秘書課 S26
第1類　庶務　1　2冊の1（桃井直美知事から川村和嘉
治知事への事務引継書）

S26.11　桃井直美元知事から知事職務代理・廣木三郎副知事への事務引継書 要審査 無 無

R2-A-2 秘書課 秘書課 S24 第1類　行幸誌庶務　1冊の1　12

昭和25年2月
・奉迎準備委員会設置について
・行幸記録編集資料について
・四國巡幸グラフ（冊子）

要審査 無 無

R2-A-3 秘書課 秘書課 S24S25 第1類　行幸誌　2冊の2　11 昭和25年3月の巡幸のまとめ
部分公

開
有 無

R2-A-4 秘書課 秘書課 S24S25 第1類　行幸誌　2冊の1　10 昭和25年3月の巡幸のまとめ
部分公

開
有 無

R2-A-5 秘書課 秘書課 S20 昭和20年11月知事引継書　№1

S20.11　引継書　栗原美能留元知事から永野芳辰知事
・内政部◆統計課 昭和20年人口調査◆庶務課 昭和21年度当初予算編成◆社寺教學課　縣内神社戦災状
況、高知縣女子醫學専門学校創設に関する件◆厚生課　軍人援護、戦災罹災者関連◆衛生課　高知市大空
襲被災病院数、防疫関係◆会計課　國庫経済に属する分、縣経済に属する分
・経済部◆総務課　食糧事情◆農産課　9.17と10.10暴風雨による農作物被害◆蚕糸課　縣内養蚕戸数◆水産
課　水産業の概要◆耕地課　昭和20.9.17台風被害
・警察部◆警務課　業務課関係所管事項◆保安課　警防團、風俗営業、危険物取り締まり（帰還兵等）◆刑事
課　刑事警察陣容◆勤労課　勤労署管内状勢一覧表、工場事業場労務需給調、進駐軍に供出労務状況、集
団移入朝鮮人労務者の帰鮮状況、進駐軍受入本部　庁内各課の担当事務振り分け
・支庁、地方事務所
幡多支庁、土佐長岡地方事務所　　等

部分公
開

有 無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-6 秘書課 秘書課 S20
昭和21年1月長官事務引継書　№2
(原本･第1コピー･交付用コピー)

S21.1 引継書　永野芳辰元知事から吉富滋知事
◆庶務課　最近5ヶ年歳入歳出總額（昭和16～18）◆地方課　支庁地方事務所の管轄区域と活動状況、義勇軍
内原訓練所入所年度別郡市別人民調、満州開拓民送出一覧表◆教学課　高知縣女子醫學専門学校創設に

課　昭和20年度歳出予算現計調◆厚生課　戦災援護関連◆衛生課　戦災医療機関並びに復興計画、渉外関
係事項、防疫、医薬品衛生品状況、結核対策、郡部に於ける地方病院建立計画◆渉外課　進駐軍受入事務、

に関する件、職業紹介状況◆保険課　健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働者災害扶助責任保険、国民
健康保険、経済総務課　食糧事情◆農産課　農産、畜産、製紙、◆商工課　木造船建造、工業係　終戦に伴う
工場転換状況一覧表、本縣商工業の概要、物価統制に関する件、高知縣工業試験場現況報告書◆土木部　
昭和21～23道路改良費箇所付表◆林務課　木材関係、薪炭関係、松根油関係、竹伐、造林、林道開設、荒廃
林地復旧、9.16,17颱風林業関係被害◆耕地課　昭和20年度予算書◆蚕絲課　蚕絲業概況に関する事項、蚕
糸奨励施設に関する事項、蚕業取締所に関する事項、蚕業試験場に関する事項、繭検定所に関する事項◆水
産課　水産業の概況
＞警察部◆警務課　警務課関係所管事項◆保安課　渉外事務関係、民間武器の回収引渡並びに保有許可證
発給状況、電氣関係、発電所一覧、瓦斯関連、風俗營業、◆刑事課　刑事犯罪の動向、昭和20.6～12 各種犯
罪発生並びに検挙一覧表、防犯課　昭和13～20統制諸法令違反検挙数◆交通課　自動車実働状況、輸送概
況、自動車整備関係◆警備課　進駐軍警備、連合軍関係事故件数、警防団現在状況一覧（昭和20.12末日現
在）　　　　　等

部分公
開

有 無

R2-A-7 秘書課 秘書課 S21 昭和21年10知事引継書　№1

・S21.10.25 引継書　桝本輝義知事代理から西村直巳知事
◆庶務課　昭和20年度決算額、高知縣財政状況（昭和21年度現計予算）、昭和21年度起債の概況、昭和21年度起債事業全体
計画調◆地方課　支庁地方事務所に関する事項、市町村に関する事項、昭和21年度市町村予算額、選挙管理委員の設定◆
教學課　高知縣立女子醫學専門学校に関する事項、縣立中等學校建築状況、戦災學校の復興状況、教育研修所に関する事
項、教學修練所に関する事項、教育委員會に関する事項◆統計課　人口動態調査、労働力調査、参考最近縣勢資料（人口、農
家人口戸数、耕地面積等）◆厚生課　生活困窮者緊急生活援護事業実施状況、施設の新設拡張改造計劃書、外地引揚者に對
する應急家財特別配給、戦時災害給●金支給、一般社會事業、元軍用物資の配給◆衛生課　縣下戦災医療機関並びに復興
計画復興状況、渉外関係事項、防疫対策、結核予防事業に関する件、日本医療団高知縣支部設置、結核療養所の建設に就て
◆渉外課　進駐軍受入事務、軍需物資引継及び配分事務について、放出物資◆勤労課　労働組合の現状、職業紹介状況、進
駐軍労務供出について、昭和21年12月31日迄に於ける「失業者数概況」、職業補導並授産事業◆保険課　伝染病発生一覧、
健康保険事業、厚生年金保険事業、船員保険事業、労働者災害扶助責任保険事業、国民健康保険事業◆土木課　道路関係
事項、河川関係事業、港湾関係事業、災害復旧◆建設課　住宅復興に関する状況、進駐軍関係特別建設工事並に一般住宅建
設工事の概況◆経済総務課　食糧事業、農地事情の概要◆商工課　工業係事務引継書、商業関係、自給製塩に関する件、物
価統制に関する件、物資配給統制について、高知縣工業試験場現況、高知縣紙検査所、高知縣紙業試験場◆農産課　主要農
産物収量調、製紙原料◆水産課　水産業の概況◆林務課　林野の概況、木材関係、薪炭関係、造林関係、防災對策、民有林

村指導所◆耕地課　第5次土地改良事業、開拓事業、災害復旧工事、用排水幹線改良事業（縣營）◆蚕絲課　蚕絲業概況に関
する事項、蚕糸奨励施設に関する事項、蚕業取締所に関する事項、蚕業試験場に関する事項、繭検定所に関する事項◆開拓

＞警察部◆警察區劃、警察官定員●実員、警察庁舎、警察通信状況、船舶、警察給輿状況、婦人警察官の設置に就いて◆保
安課　風俗營業に就いて、発電所一覧、瓦斯、武器回収と銃砲等所持禁止令の施行に就て、興業取締関係に就いて、出版物取
締関係◆刑事課　刑事犯罪の動向、選挙関係、各種犯罪並に検挙一覧表◆経済防犯課　経済警察事務の概況、食糧治安状
況、主要食糧供出状況、経済違反の状況及指導取締状況◆交通課　輸送概況、自動車整備関連◆公安課　進駐軍警備に関
する事項、外国人に関する事項、禁止團体取締に関する事項、警防團に関する事項◆教養課　警察官の教養並官紀振粛の状
況　　　　等

部分公
開

有 無



- 3/86 -

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-8 秘書課 秘書課 S22 昭和22年4月知事引継書　№1

・S22.4.23 引継書　西村直巳元知事から川村和嘉治知事
◆地方課　支庁地方事務所に関する事項、市町村に関する事項、選挙管理委員會に関する事項、部落會町内會に関する事項、国民貯蓄増強に関す
る事項、資格審査その他各種調査事務に関する事項◆庶務課　財政の概況、昭和21年度現計予算概要、昭和21年起債の概況、縣債現●額調、南
海震災について、一時借入金について、税制改正について、昭和22年度高知縣歳入歳出予算書、昭和22年度縣歳入歳●対照表、南海地震被害状
況、震災対策事業費財源調、等
◆會計課　國経済に関する分、縣経済に関する分◆統計課　人口統計、労働力調査、勤労統計、工業統計、會社統計、農林水産業統計、高知縣統
計協會◆渉外課　進駐軍受入事務、放出物資◆教学課　學制改革に関する事項、学校に関する事項、社會教育に関する事項、体育に関する事項、
宗教に関する事項、新憲法普及に関する事項、教員適格審査委員會に関する事項、教員組合に関する事項、教育委員會に関する事項、教育研修所
に関する事項、教學修練所に関する事項、国寶高知城維持修理に関する事項◆厚生課　民生事業、同和事業、浮浪児保護、震災應急救助状況、生
活保護法関係、生業資金貸付関係◆衛生課　縣下戦災医療機関並に復興計画復興状況、傳染病発生状況、防疫対策、結核予防事業、傳染病患死
者週報、日本医療団高知縣支部◆職業課　公共職業安定所、進駐軍労務供出、公共事業実施状況、第四四半期炭鉱労務充足状況、第四四半期繊
維労務充足状況調、職業補導概況、授産事業概況◆労政課　労働事情、労働委員会◆保険課　健康保険事業、厚生年金保険事業、船員保険事業、
労働者災害扶助責任保険事業、国民健康保険事業◆経済総務課　食糧事情、南海大震災に依る農機具工場並に農機具の被害状況に就いて◆農
地課　昭和22年度春夏作食糧農産物生産計画、南海大震災に依る被害並に之が対策、震災による畜産被害の概要、製紙原料（三椏、楮）について
◆商工課　転換工場の指導事項、物価統制、自給製塩に関する件、物資配給統制、隠匿物資緊急措置関係について、高知縣紙業試験場、高知縣紙
検査所、高知縣立工業試験場要覧◆蚕絲課　蚕絲業概況に関する事項、蚕糸奨励施設に関する事項、蚕業取締所に関する事項、蚕業試験場に関
する事項、繭検定所に関する事項◆林務課　林野の概況、木材関係、木材関係の震災被害状況、薪炭、薪炭関係の震災被害その復旧対策、造林関
係、民有林施業案編成事業、林道開設事業、震災に依る林道被害状況並に復旧計画、荒廃林地復旧並に防潮林造成事業、竹伐関係、林務課関係
震災被害総括表◆水産課　水産業の概要、震災に関する事項◆農地課　農地委員の選挙◆耕地課　震災に依る耕地関係の被害状況と其の対策、
第五次土地改良事業実施目標、開拓事業、災害復旧事業（昭和18年水害、昭和22年水害、昭和21年7月水害）、用排水幹線改良事業（縣営）◆開拓
課　引揚状況
爆発物による事故一覧表、

部分公
開

有 無

R2-A-9 秘書課 秘書課 S22 昭和22年11月知事引継書　№2

S22.11.18　川村和嘉治元知事から知事代理
臨時国勢調査、昭和20年度決算額、昭和21年度決算見込額、現計予算、進駐軍関連、
引揚者生活保護関連、傳染病、公共事業就業労務者勤労加配米取扱要領、公共事業
名簿、失業保険法及失業手当法実施準備、労働組合結成状況、高知縣地方労働委員
会委員名簿、食糧調整委員会委員名簿、主食の生産状況、管外主食移入状況、南海地
震被害、高知縣開拓協会役員名簿、昭和20・21・22年水害、第5次土地改良事業、昭和
22年度事業各郡内訳書、高知復興計画概要、高知復興事業費総額、南海地震復興・対
策事業、道路改良工事箇所付表、道路改築工事予算更正、道路特定工事予算調書、砂
防工事計画大要

部分公
開

有 無

R2-A-10 秘書課 秘書課 S26
昭和26年12月知事引継書　№1
(庶務2の2)正本

S26.12.17 広木三郎副知事から川村和嘉治知事
電源開発、事業所統計調査、一般會計当初及び追加更正予算現計表、借入預金物資
金一覧、一般會計豫算財源対策資料、縣立女子大学及び女子専門学校について、縣
有財産目録、一般會計現計表、進駐軍関連、戦没遺族に対する国家補償にむけての準
備、児童福祉施設の設置状況、昭和27年度以降児童福祉施設設置拡充計画、観光関
係、計量事務関係、大阪事務所関係、物産斡旋実積表、事業指導計画（紙業課）、製紙
原料増産計画、労働組合指導計画書、労働組合指導状況調、高知縣労働者使用者労
働教育諮問委員会規程、高知縣労働者労働教育諮問委員会委員名簿、第6期高知縣
地方労働委員会委員名簿、高知縣地方労働委員会事務局庶務規程、災害土木費復旧
状況調、高知縣建設業審議会委員名簿、道路関連工事付表、河川法施行河川並に準
用河川区域表、管内港湾一覧表、砂防事業調書、建築関係委員名簿、農地改革事業概
況

部分公
開

有 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-11 秘書課 秘書課 S30 昭和30年12月 知事引継書　№1

昭和30年12月 知事引継書　№1
S30.12.12 川村和嘉治前知事から溝渕増巳知事
昭和30年度予算現計表、電源開発（奈半利、渡川）、土讃線の電化促進、高知県水産振
興審議会委員名簿、台風被害、仁淀川分水計画、物部川農業水利改良事業、中筋川土
地改良事業、各年国庫負担災害復旧事業施行状況、高知県管内発電水利使用許可一
覧、発電水利使用許可申請地点一覧（未許可地点）、知事より電源開発株式会社宛・長
山発電所水利使用許可に伴う諸問題について、緊急砂防事業土佐郡鏡村梅の木川外
１箇所、昭和30年度一般会計当初及び追加更正予算現計表、町村合併未了の町村調、
合併不能町村、合併問題、東部地区養老院の設置、簡易水道布設市町村市画一覧表、
伝染病対策、地方病対策、牧野植物園建設促進、

部分公
開

有 無

R2-A-12 秘書課 秘書課 S50 昭和50年12月 知事引継書　№1
昭和50年12月 知事引継書　№1
S50.12.7溝渕増巳元知事から中内力知事

部分公
開

有 無

R2-A-13 秘書課 秘書課 S51 昭和52年3月　副知事事務引継書

昭和52年3月　副知事事務引継書
・S52.3.3齋木敏夫前副知事から町田千秋副知事
・組織等検討事項（組織検討委員会資料）体育、文化施設の移管等
・組織等検討事項（災害復旧関係）
・災害復旧対策　50年、51年災害復旧進捗状況、実施状況
・S53全国植樹祭開催について
・大川村スクールバス転落事故について

要審査 有 無

R2-A-14 秘書課 秘書課 S53 昭和54年3月　副知事事務引継書

昭和54年3月　副知事事務引継書
・S54.3.16町田千秋前副知事から矢野始副知事
・姉妹県フィリピンベンゲット州との関係について
・鏡川水害訴訟の経緯、基本的争点
・S55年度全国高等学校総合体育大会　高知県実行委員会設立総会資料（S53.12.4）

要審査 有 無

R2-A-15 秘書課 秘書課 S55 昭和55年7月　副知事事務引継書

昭和55年7月　副知事事務引継書
・S55.5.8矢野始前副知事から和食延雄副知事
・高知県情報公開研究会設置要綱、高知県行政組織検討協議会設置要綱、国鉄地方交通線、
（株）高知西南開発機構（仮称）の設立について（未定稿）、高知県婦人行動計画、高知県経済変
動対策本部設置規程、高知県価格流通問題懇談会設置要綱・要領、高知県石油等対策懇談会設
置要領、石油対策連絡協議会設置要綱、四国横断自動車道用地補償進捗率、鏡川水害訴訟の
経緯、基本的争点、桐見ダム建設工事について、高知新港建設計画についての経緯、高知県有
料道路経営対策委員会設置要綱

要審査 有 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-16 財政課 政策企画課 S28S29 第1類 県行政　4冊の1　42（議会会議録（昭和29年））

・第47回高知県議会臨時会会議録（昭和29年3月31日開会～昭和29年4月１日閉会）
・第48回高知県議会臨時会会議録（昭和29年4月27日開会～昭和29年4月30日閉会）
・第49回高知県議会定例会会議録（昭和29年6月21日開会～昭和29年7月5日閉会）
・第50回高知県議会定例会会議録（昭和29年9月11日開会～昭和29年9月25日閉会）
・第50回高知県議会定例会会議録（昭和29年12月13日開会～昭和29年12月29日閉会）

要審査 無 無

R2-A-17 庶務課 政策企画課 S27 第1類 県行政　5冊の2　32（昭和27年4月議案提出等）

・県議会定例会の招集について
・昭和27年4月高知県議会定例会議案提出、議案追加提出について
・地方自治法第179条第１項及び第180条第１項の規程による知事の専決処分について
・昭和27年4月高知県議会定例会議案説明書（其の一）（其の二）

要審査 無 無

R2-A-18 庶務課 政策企画課 S27 第1類 県行政　5冊の3　33（昭和27年4月議決事項等）

・昭和27年4月高知県議会定例会議案説明書（其の三）（其の四）
・監査委員の選任について
・費用弁償條例の一部を改正する等の條例議案提出について
・昭和27年4月高知県議会定例会における知事挨拶要旨
・第37回高知県議会定例会会議録
・昭和27年4月高知県議会定例会議決諸件の報告並びに送付について
・県議会における座席の配置について

要審査 無 無

R2-A-19 財政課 政策企画課 S28
第1類 県行政　2冊の2　41（昭和28年6～12月議決事
項）

・議決事項の送付について（昭和28年6～12月議決事項）
・会議の結果報告について

要審査 無 無

R2-A-20 財政課 政策企画課 S28 第1類 県行政　2冊の1　40（議会会議録(昭和28年））
・第42回高知県議会臨時会会議録
・第44回高知県議会定例会会議録
・第45回高知県議会定例会会議録

要審査 無 無

R2-A-21 庶務課 政策企画課 S26
第1類 県行政　4冊の4　30（昭和26年10～12月議決事
項等）

・昭和26年10月高知縣議会定例会の招集、議案の提出、定例会議案説明書、知事挨拶
要旨、議決諸件の報告について
・第34回高知縣議会定例会会議録
・昭和26年12月高知縣議会定例会の招集、議案の提出、議案の追加提出、議案説明
書、知事挨拶要旨、議決諸件報告について
・第35回高知県議会定例会会議録

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-22 庶務課 政策企画課 S26
第1類 県行政　4冊の3　29（昭和26年4～8月議決事項
等）

・昭和26年4月高知県議会定例会の招集、議案の提出、議案の追加提出、会期條例の廃止、議決
諸件の送付について
・請願書に対する処理について
・第30回高知県議会定例会会議録
・昭和26年5月高知県議会臨時会の招集、知事挨拶要旨、議決諸件送付について
・専決処分の報告について
・各種委員等の選挙及び互選について
・監査委員の選任について
・第31回高知県議会臨時会会議録
・昭和26年6月高知県議会定例会の招集、定例会議案の提出、議案説明書、知事挨拶要旨、議決
諸件の送付について
・第32回高知県議会定例会会議録
・昭和26年8月高知県議会定例会の招集、議案の提出、議案の追加提出、議案説明書、知事挨拶
要旨、議決諸件の送付について
・第33回高知県議会定例会会議録

要審査 無 無

R2-A-23 庶務課 政策企画課
S20S21S2
2

第1類 縣行政　1冊の1　12 （昭和21年　議決書､議事
速記録等）

・昭和21年高知縣會臨時会議決書
・昭和21年12月高知県定例縣會議決書
・昭和21年高知県臨時縣會議事速記録
・昭和21年度高知県歳入歳出決算報告書

要審査 無 無

R2-A-24 庶務課 政策企画課 S23
第1類　縣行政　4冊の3　16（昭和23年7～10月議案
等）

昭和23年7月 高知県議会臨時会議案、議案説明書、議事速記録
昭和23年8月 高知県議会定例会議案、議案説明書、議事速記録
昭和23年10月 高知県議会臨時会議案、議案説明書、議事速記録

要審査 無 無

R2-A-25 庶務課 政策企画課 S14 第1類　縣行政　1冊の1　 3（昭和14年議案） 昭和14年度 高知県通常縣會議案、昭和15年度 高知県歳入歳出予算説明書 公開 有 有

R2-A-26 庶務課 政策企画課 S16S17 第1類　縣行政　1冊の1　 4（昭和16～17年議決書等）
昭和16年度 高知県通常縣會議決書・高知県歳入歳出決算報告書、昭和17年度 高知
県通常縣會議決書・高知県歳入歳出決算報告書

公開 有 有

R2-A-27 庶務課 政策企画課 S18 第1類　縣行政　1冊の1　 7（昭和18年議案等） 昭和18年度 高知県通常縣會議案・高知県歳入歳出決算報告書　 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-28 庶務課 政策企画課 S15S16
第1類　縣行政　1冊の1　 8（昭和16年度電気事業予
算）

昭和16年度 高知県歳入歳出予算説明書（P1～4なし）、昭和15年度 高知県歳入歳出追
加予算書、昭和16年度 高知県歳入歳出追加予算書

要審査 無 無

R2-A-29 庶務課 政策企画課 S19 第1類　縣行政　2冊の1　 9（昭和19年感謝敬弔決議）
昭和19年度 縣會通常会関係綴・高知県歳入歳出決算報告書・高知県定例会議事速記
録

要審査 無 無

R2-A-30 庶務課 政策企画課 S21S22
第1類　縣行政　1冊の1　13（昭和21年12月～22年8月
議案提出等）

昭和21年12月 高知縣議会定例会議案、昭和22年度 高知縣會定例会議事速記録、昭
和22年度8月 高知縣議会定例会議案、昭和22年度 高知縣歳入歳出追加更正予算書

要審査 無 無

R2-A-31 庶務課 政策企画課 S26
第1類　県行政　5冊の1　31（昭和27年2月議決事項
等）

昭和27年2月 高知県議会定例会議案、昭和25年度 高知県歳入歳出決算報告書 要審査 無 無

R2-A-32 庶務課 政策企画課 S27
第1類　縣行政　5冊の4　34（昭和27年6～9月議決事
項等）

昭和27年6月 高知県議会定例会議案、昭和27年9月 県議会議決事項 要審査 無 無

R2-A-33 庶務課 政策企画課 S27 第1類　県行政　5冊の5　35（昭和27年12月議案等） 昭和27年12月 高知県議会臨時会議案 要審査 無 無

R2-A-34 文書学事課 法務課
S57S58S5
9
S60S61S6
2

①昭和47年（ワ）第619号
繁藤事件　一審判決書正本
②昭和57年（ネ）第311号
損害賠償請求控訴事件判決書正本
③裁判資料

①昭和47年（ワ）第619号　繁藤事件　一審判決書正本（S57.10.28）
②昭和57年（ネ）第311号　損害賠償請求控訴事件判決書正本（S63.1.22）
繁藤災害事件の控訴の専決処分等について（伺）（S57.11.9）
控訴状（S57.11.11）
着手金の支払いについて（伺）（S57.12）
訴訟代理人、指定代理人の選任について（伺）（S58.4）
繁藤控訴事件の指定代理人の追加選任について（伺）（S60.3）
準備書面、答弁書、証拠の申出
附録第一号様式（口頭弁論調書　合議）
附録第二号様式（書証目録）
附録第三号様式（証人等目録）
繁藤災害損害賠償請求控訴事件の判決結果及び成功謝金の支払いについて（伺）
（S63.3）
訴訟記録カード
③裁判資料
準備書面の提出について
答弁書の提出について
証拠申出書の提出について
判例紹介、戸籍謄本

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-35 文書学事課 法務課 S47
①昭和47年（ワ）第619号
損害賠償等請求(繁藤事件)
②裁判資料

①昭和47年（ワ）第619号
損害賠償等請求（繁藤事件）　乙号証
②昭和47年（ワ）第619号損害賠償請求事件（繁藤事件）　裁判資料
訴状（S47.12.25）
準備書面、証拠申出書

要審査 無 無

R2-A-36 文書学事課 法務課
S43S47

①昭和47年（ワ）第619号
損害賠償等請求（繁藤事件）　甲・丙号証
②昭和47年（ワ）第619号
裁判関係資料
高知県地質鉱産図説明書（昭和36年3月）
昭和47年7月　豪雨･繁藤山くずれ災害記録
証人調書
防災研究のしおり
昭和43年気象通報発表状況・災害防止対策に関する
行政に対する要望書

①昭和47年（ワ）第619号
損害賠償等請求（繁藤事件）　甲・丙号証
②昭和47年（ワ）第619号
裁判関係資料
高知県地質鉱産図説明書（昭和36年3月）
昭和47年7月　豪雨･繁藤山くずれ災害記録（丙一号証）
証人調書
防災研究のしおり（乙第一六号証）
昭和43年気象通報発表状況・災害防止対策に関する行政に対する要望書

要審査 無 無

R2-A-37 文書学事課 法務課 S47

昭和47年（ワ）第619号
損害賠償等請求事件（繁藤事件）
①証人調書･本人調書
②裁判資料

①証人調書･本人調書
②裁判資料
繁藤事件の関係書類の送付等について

要審査 無 無

R2-A-38 文書学事課 法務課 S47S57

①昭和47年（ワ）第619号高知地方裁判所
損害賠償等請求（繁藤事件）
②昭和57年（ネ）第311号高松高等裁判所
損害賠償控訴事件

①訴状（昭和47年12月25日高知地方裁判所受付）
訴訟事件の処理について（伺）
証拠の申出について（伺）
準備書面
答弁書について（伺）
繁藤災害事件について（伺）
仮執行宣言付き判決に基づく支払いについて（伺）
仮執行による損害賠償金の請求について（伺）
判決結果の報告及びこれに伴う成功謝金の支払について（伺）
訴訟記録カード
②証人調書

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-39 審査室 法務課
S23S25 第1類 訴訟 高知県　冊の1　第25号（昭和23年、25年）

・行政処分取消請求
・農地買収に対する訴願裁決の取消請求
・行政処分無効確認
・農地買収決定取消請求
・農地買収処分取消請求
・農地賃貸借解約不許可処分取消請求
・賃借権設定取消請求
・農地賃貸借契約解除許可請求
・農地賃貸借解約許可処分取消請求

要審査 無 無

R2-A-40 審査室 法務課 S24 第1類 訴訟 高知県　冊の2　第2号（昭和24年、農地） 

・農地賃貸借解約不許可処分の取消請求
・農地買収決定の取消請求
・農地賃貸借解約許可処分の取消請求
・農地買収計画及び異議申立に対する決定訴願棄却の取消請求
・農地買収処分取消請求
・農地買収計画並びに之に対する訴願棄却の裁決及び買収令書発行の取消請求
・農地買収計画に対する訴願棄却の裁決の取消請求
・農地買収計画に対する訴願棄却の判決の取消請求
・農地買収計画及び承認の行政処分の取消請求
・農業用施設の買収計画取消請求
・農地買収処分の不存在確認
・農地買収計画に対する異議却下の決定の取消請求
・農地買収計画の取消請求

要審査 無 無

R2-A-41 審査室 法務課 S24 第1類 訴訟 高知県　冊の1　第1号（昭和24年、農地） 

・農地賃貸借解約許可処分の取消請求
・土地所有権確認並びに農地買収計画に対する訴願棄却の裁決の取消請求
・農地賃貸借解約不許可処分の取消請求
・農地買収計画に対する訴願棄却の裁決の取消請求
・行政処分を行う義務確認

要審査 無 無

R2-A-42 審査室 法務課 S25 第1類 訴訟 高知県　冊の4　第4号 （昭和25年、農地）

・農地買収計画に対する訴願棄却の裁決の取消請求
・農地買収処分の取消請求
・農地売渡処分の取消請求
・農地買収の行政処分無効確認
・農地買収計画・売渡計画に対する訴願棄却の裁決の取消請求

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-43 審査室 法務課 S25 訴訟　冊の3　3（昭和25年、農地）

・農地買収計画並びに之に対する訴願棄却の裁決の取消請求（昭和23～24年度）
・農地賃貸借解約不許可処分の取消請求（昭和23年度）
・農地買収処分の取消請求（昭和23～24年度）
・農地賃貸借解約許可処分の取消請求（昭和23年度）

要審査 無 無

R2-A-44 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 高知県 冊の14　第14号 （昭和27年）
・行政処分取消請求（昭和22～26年度）
・行政処分執行停止請求（昭和23～25年度）
・行政処分無効確認（昭和23年度）

要審査 無 無

R2-A-45 審査室 法務課 S27 訴訟 冊の15　15（昭和27年）
・行政処分取消請求（昭和24～26年度）
・行政処分無効確認（昭和24～26年度）

要審査 無 無

R2-A-46 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 高知県 冊の6　第6号 （昭和27年、農地）
・農地買収処分取消請求（昭和24年度）
・行政処分無効確認（昭和24～25年度）
・行政処分取消請求（昭和24～27年度）

要審査 無 無

R2-A-47 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 高知県 冊の20　第20号（昭和27年) 

・行政処分無効確認（昭和25～32年度) 
・行政処分取消請求（昭和23～31年度) 
・所有権確認並びに所有権移転登記抹消登記手続請求（昭和30～34年度）
・損害賠償請求（昭和31～32年度）
・慰謝料請求（昭和31年度）
・地代請求（昭和30年度）
・宅地賃貸料値上請求（昭和31年度）
・農地返還等請求（昭和31年度）

要審査 無 無

R2-A-48 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 高知県 冊の10　第10号（農地）
・行政処分取消請求（昭和24～27年度）
・行政処分無効確認（昭和24～25年度）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-49 審査室 法務課 S27 訴訟 冊の16　16 

・事業税課税標準額決定取消請求（昭和27～28年度）
・損害賠償請求（昭和25年度）
・農地買収処分取消請求（昭和24年度）
・所有権移転登記手続請求（昭和29年度）
・行政処分無効確認並びに所有権移転登記抹消請求（昭和29年度）
・未墾地買収処分取消請求（昭和27～28年度）
・債権確認請求（昭和28年度）
・行政処分取消請求（昭和28～30年度）

要審査 無 無

R2-A-50 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第7号（昭和27年、農地）

・農地賃貸借契約解除許可請求（昭和24年度）
・農地買収計画取消請求（昭和24～25年度）
・農地買収処分取消請求（昭和24～25年度）
・農地賃貸借契約解除不許可処分の取消請求（昭和24～26年度）
・仮処分異議（昭和24～25年度）
・農地買収計画に関する訴願裁決の取消請求（昭和24～25年度）
・農地賃借権設定裁定に対する訴願棄却の裁決の取消請求（昭和24年度）
・農地売渡計画に関する訴願裁決の取消請求（昭和24～25年度）
・行政処分無効確認（昭和24～25年度）
・農地買収計画取消請求（昭和24年度）
・農地賃借権存在確認（昭和24年度）

要審査 無 無

R2-A-51 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第11号（昭和27年、農地）

・行政処分無効確認（昭和24～27年度）
・農地賃貸借契約解約許可処分の取消（昭和24～26年度）
・農地買収計画に対する訴願棄却裁決の取消請求（昭和23～26年度）
・農地売渡計画に対する訴願棄却裁決の取消請求（昭和24～26年度）

要審査 無 無

R2-A-52 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第17号（昭和27年）

・新居大敷組合行政処分執行停止申請（昭和29年度）
・高知県大阪青果物斡旋所境界確認並建物収去土地明渡調停（昭和29年度）
・競走馬損害賠償請求（昭和24～26年度）
・公務中における自動車事故に係る損害賠償請求調停（昭和29年度）
・県条例無効確認（昭和27年度）
・所有権移転登記抹消請求等（昭和27年度）
・慰謝料等請求（昭和25～26年度）
・過怠金調停（昭和28～29年度）

要審査 無 無

R2-A-53 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第9号 （昭和27年、農地）2

・農地買収計画に対する訴願棄却裁決の取消請求（昭和23～26年度）
・農地買収処分等取消請求（昭和23～26年度）
・農地賃貸借契約解約不許可処分の取消請求（昭和23～24年度）
・農地賃貸借契約解除不許可処分の取消請求（昭和24～26年度）
・賃借権設定裁定取消請求（昭和24～26年度）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-54 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第12号 （昭和27年、農地）6

・農地買収計画に対する訴願棄却裁決の取消請求（昭和24～26年度）
・農地買収処分等取消請求（昭和23～28年度）
・行政行為無効確認（昭和24～26年度）
・農地賃貸借契約解除許可請求（昭和25～28年度）

要審査 無 無

R2-A-55 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第19号（昭和27年）

・売掛代金請求（昭和28～30年度）
・宅地賃借料調停（昭和29年度）
・転付金・転付債権事件（昭和27～30年度）
・農地返還調停（昭和30～31年度）
・滞納県税支払命令（昭和27～31年度）
・譲受債権金事件（昭和30年度）
・差押債権請求支払命令の申立（昭和31年度）
・行政処分取消事件（昭和28～30年度）

要審査 無 無

R2-A-56 審査室 法務課 S27 第1類 訴訟 第5号 （昭和27年、農地）3

・農地買収計画に対する訴願棄却裁決の取消請求（昭和23～25年度）
・農地売渡計画に対する訴願棄却裁決の取消請求（昭和23～24年度）
・農地使用目的変更の申請棄却の処分の取消請求（昭和24年度）
・農地買収処分無効確認（昭和23年度）

要審査 無 無

R2-A-57 審査室 法務課 S26S27 昭和26・27年度　訴訟　第8号　（農地）

・不動産買収処分取消請求
・農地買収処分取消請求
・行政処分取消請求（売渡）（買収）
・農地売渡処分取消請求
・農地買収処分無効確認
・農地賃貸借解約許可処分取消請求
・行政処分無効確認
・行政処分無効確認並所有権移転登記抹消手続請求

要審査 無 無

R2-A-58 審査室 法務課 S27
第1類 訴訟 第18号 冊の18（昭和27年「椎名大敷組合
事件」一括書類）

漁業権免許処分取消請求 要審査 無 無

R2-A-59 審査室 法務課 S27 （最高裁）訴訟 13 冊の13（昭和27年、農地） 行政処分取消・行政処分無効確認を求めた訴えに対する最高裁判所の判決 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-60 文書学事課 法務課 S28S29 昭和29年　県法規　広報文書課

・高知県議会議員の選挙区の特例に関する条例
・地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例の臨時特例に関す
る条例
・昭和28年6月及び7月の水害並びに同年8月及び9月の風水害による被害農業者等に
対する融資に関する損失補償条例
・高知県副出納長設置条例
・高知県幡多支庁の位置及び所管区域変更条例
・高知県警察の設置及び定員に関する条例
・高知県税条例
・支庁及び地方事務所廃止条例
・福祉地区及び福祉事務所設置条例
・高知県港湾施設管理及び利用条例
・高知縣會計規則
等

要審査 無 無

R2-A-61 文書学事課 法務課
S27
S28
S29

①昭和28年　庶務　県法規　1/1　総務課
②昭和28年　編さん　1/1　総務課
③昭和29年　編さん　1/1　広報文書課

①文書取扱規程等の改正について
公文書の署名について
出納室分掌等の臨時特例に関する規程の制定について
高知県分課分掌規程の一部改正について　
知事の権限の委員会又は委員の事務を補助する職員への委任について
知事の権限の県議会事務局長への委任について
高知県収入証紙規則の改正について
知事の権限の委員会の事務を補助する職員への委任について 等
②文書編さん保存規程の一部改正について 等
③文書編さん保存規程の一部改正について 等

要審査 無 無

R2-A-62 文書学事課 法務課 S28 昭和28年　県法規　1/1

・高知県部設置条例
・高知県電気事業施設設置及び組織に関する条例
・県立大学の設置及び管理に関する条例
・高知県道路占用料徴収条例
・都市計画区域内の建築物等に関する制限規則
・精神衛生法施行細則
・高知県建設工事執行規則 等

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-63 文書学事課 法務課 S27
①昭和27年　県法規　1/2
②昭和27年　県法規　2/2

①昭和27年　県法規　1/2
高知県議会事務局条例
県営住宅管理条例
建築基準法施行条例
高知県立児童相談所設置条例
高知県文化財保護条例
高知県立身体障害者更生相談所設置条例
高知県立優生保護相談所設置条例
等
②昭和27年　県法規　2/2
水産業協同組合法施行細則
生活保護法施行細則
土地収用法施行細則
高知県小型機船底引き網漁業調整規則
食品衛生法施行細則
宅地建物取引業施行細則
等

要審査 無 無

R2-A-64 文書学事課 法務課 S26
①昭和26年　県法規　1/3
②昭和26年　県法規　2/3
③昭和26年　県法規　3/3

①高知県処務規程の一部を改正する訓令  等
②職員の服務の宣誓に関する条例
職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例
高知県総合開発審議会条例
高知県議会議員選挙区配当議員数条例
高知県立高等看護学院設置条例
高知県人事委員会設置条例
高知県職員定数条例
高知県労働会館条例
高知県紙業試験場設置条例   等
③高知県紙しばい業者條例施行規則
行政書士法施行細則
生活保護法施行細則
高知県大阪商工事務所設置規則
高知県立保母養成所規則
高知県内水面漁業調整規則
高知県漁業調整規則   等

要審査 一部有 一部有

R2-A-65 文書課 法務課 S25 昭和25年　県法規

・高知県公告式條例
・高知県税賦課徴収條例
・陸運事務所設置條例
・県税事務所設置條例
・高知県紙しばい業者條例
・高知県予算規則   等

要審査 一部有 一部有
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-66 文書学事課 法務課 S22S23
①昭和22年　県法規
②昭和23年　県法規

①高知縣繭検定所手数料條例の一部改正
高知縣東京事務所設置條例
高知縣議會議員等の報酬及び費用辨償の額並びにその支給方法條例の一部改正   
等
②明治28年高知縣令第22号、明治30年高知縣令第30号の廃止について
高知縣條例公告式について
高知縣規則公告式について

要審査 無 無

R2-A-67 人事課 人事課 S19S29 昭和19・29年　叙位・叙勲関係 昭和19・29年　叙位・叙勲関係 要審査 無 無

R2-A-68 人事課 人事課 S30 昭和30年度　叙位・叙勲関係 昭和30年度　叙位・叙勲関係 要審査 無 無

R2-A-69 人事課 人事課 S32 昭和32年度　叙位・叙勲 勲記名簿（昭和18年6月9日～昭和20年11月29日） 要審査 無 無

R2-A-70 人事課 人事課
S32S33S3
4

昭和32年～34年　叙位叙勲関係 昭和33年～34年　叙位叙勲関係 要審査 無 無

R2-A-71 人事課 人事課 S35 昭和35年　叙位叙勲関係 昭和35年　叙位叙勲関係 要審査 無 無

R2-A-72 人事課 人事課 S36 昭和36年　叙位叙勲関係 昭和36年　叙位叙勲関係 要審査 無 無

R2-A-73 人事課 人事課 S37S38 昭和37年・38年　叙位叙勲 昭和37年・38年　叙位叙勲 要審査 無 無

R2-A-74 人事課 人事課 S25S27 昭和25年・27年　褒賞関係 昭和25年・27年　褒賞関係 要審査 無 無

R2-A-75 人事課 人事課 S30 昭和30年　褒章関係書類 昭和30年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-76 人事課 人事課 S31 昭和31年　褒章関係書類 昭和31年　褒章関係書類 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-77 人事課 人事課 S32 昭和32年　褒章関係書類 昭和32年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-78 人事課 人事課 S33 昭和33年　褒章関係書類 昭和33年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-79 人事課 人事課 S34 昭和34年　褒章関係書類 昭和34年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-80 人事課 人事課 S35 昭和35年　褒章関係書類
S35.3.16　科学技術庁　創意工夫功労者　「旋盤工作に於ける曲面切削法に関する装
置」の写真等

要審査 無 無

R2-A-81 人事課 人事課 S36 昭和36年　褒章関係書類 昭和36年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-82 人事課 人事課 S37 昭和37年　褒章関係書類 昭和37年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-83 人事課 人事課 S38 昭和38年　褒章関係書類 昭和38年　褒章関係書類 要審査 無 無

R2-A-84 人事課 人事課
S21S24S2
9

昭和21年　昭和24年　昭和29年　叙位叙勲関係文書
綴

官等陞叙内規 要審査 無 無

R2-A-85 人事課 人事課
S15S16S1
7S18S19S
20S21

官記.位記.勲記 昭和15～21年 叙位叙勲受勲者名簿 要審査 無 無

R2-A-86 人事課 人事課
S15S16S1
7S18S19S
20S21

戦時中の勲記 自治省 昭和15～21年　受勲者名簿 要審査 無 無

R2-A-87 人事課 人事課 S26S27 褒章（簿冊名不明） 昭和6～27年 功績調書及び履歴書、受領書 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-88 管財課 管財課 S31 昭和31年度　第二類　冊の１　県有財産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・県立明治診療所建物及び備品譲渡
・幡東地区農業相談所の一部建物払下げ　　等

要審査 無 無

R2-A-89 管財課 管財課 S32 昭和32年度　第二類　冊の１　県有財産 県庁南庁舎の移転 要審査 無 無

R2-A-90 管財課 管財課 S33 昭和33年度　第二類　冊の１　県有財産 高知県農業高等学校旧本館売却処分　　等 要審査 無 無

R2-A-91 管財課 管財課 S38 昭和38年度　第二類　冊の１　県有財産 高知城の火災警報装置の設置に対する施設助成金交付再申請について 要審査 無 無

R2-A-92 管財課 管財課 S39 昭和39年度　第二類　冊の１　県有財産 高知営林局庁舎新築に伴う県宿舎の移転　　等 要審査 無 無

R2-A-93 管財課 管財課 S40 昭和40年度　第二類　冊の１　県有財産
・県立鏡川学園移転後敷地の譲渡
・中村警察署の移転　　　　等

要審査 無 無

R2-A-94 考査管理課 管財課 S41 昭和41年度　第二類　冊の１　県有財産 県有財産の実態調査　　等 要審査 無 無

R2-A-95 考査管理課 管財課 S42 昭和42年度　第二類　冊の１　県有財産　 普通財産の継続貸付　　等 要審査 無 無

R2-A-96 消防防災課 消防政策課 S37S38
主要災害被害概況　№2
(自 昭和37年度 至昭和38年度)

・台風9号（写真あり）
・台風2号
・台風3号
・昭和38年4中～5下長雨
・異常高温
・寡照
・アラスカ地震
・S38.1雪災害

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-97 消防防災課 消防政策課 S39S40
主要災害被害概況　№3
(自 昭和39年度 至昭和40年度)

・台風15号
・台風6号
・台風20号（写真あり）
・台風14号

要審査 無 無

R2-A-98 消防防災課 消防政策課 S43
主要災害被害概況　№5
(昭和43年度)

・台風16号（第3宮古島台風）、台風10号、台風4号、日向灘地震（写真あり）
・長者山崩壊の写真ネガ入り 要審査 無 無

R2-A-99 消防防災課 消防政策課 S44
主要災害記録　№6
(昭和44年度) 消防防災課

台風9号、台風7号、昭和44年6月及び7月梅雨前線豪雨、 要審査 無 無

R2-A-100 消防防災課 消防政策課 S45
主要災害記録　№7
(昭和45年度) 消防防災課

台風10号（写真あり） 要審査 無 無

R2-A-101 消防防災課 消防政策課 S46
主要災害記録　№8
(昭和46年) 消防防災課

台風19号、台風23号、昭和46年9月における異常潮、中芸集中豪雨（7月25日～26日）、
室戸吉良川町山火事（2月9日～10日）

要審査 無 無

R2-A-102 消防防災課 消防政策課 S47
主要災害記録　№9
(昭和47年) 消防防災課

9.15集中豪雨、比島山山崩れ、6月7日から8日にかけての大雨、7月4日から6日にかけ
ての大雨、9月6日から9日の大雨、台風9号、9月13日から16日にかけての大雨および台
風20号、繁藤山くずれ災害の記録（写真あり）

要審査 無 無

R2-A-103 消防防災課 消防政策課 S48S50
主要災害記録　№10
(昭和48年・昭和50年) 消防防災課

・台風6号
・昭和50年9月11日　南四国災害派遣詳報　中部地方総監部
　台風5号、6号

要審査 無 無

R2-A-104 消防防災課 消防政策課 S48
災害報告(消防庁)
(S48.1.11からS54.1.11まで)　53年度以前分

・公共土木施設等に係る局地激甚災害に該当する災害の調査について
・昭和47年7月豪雨災害について
・災害年報について
・災害確定報告について
・「台風5号’75」発行･高知新聞社

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-105 消防防災課 消防政策課
S29S30S3
5S36S38

昭和29 台風15号,昭和30 台風22･23号,昭和35 台風10
号,昭和36 台風18号･第2室戸台風,昭和38 積雪　№1

・切り抜きと写真。
・昭和38年　積雪被害（檮原村）

要審査 無 無

R2-A-106 消防防災課 消防政策課 S38 昭和38 積雪,台風9号　No.2
・写真
・昭和38年2月積雪被害その2

要審査 無 無

R2-A-107 消防防災課 消防政策課
S38S39S4
0

昭和38 台風9号,昭和39 台風20号,昭和40 台風23･24
号　№3

・写真 要審査 無 無

R2-A-108 消防防災課 消防政策課 S40 昭和40 台風23･24号　№4 ・宿毛市等の写真 要審査 無 無

R2-A-109 消防防災課 消防政策課 S40 昭和40 台風23･24号,干ばつ　№5
・写真
・昭和40年7月以降の干ばつ被害

部分公
開

有 有

R2-A-110 消防防災課 消防政策課 S41
昭和41室戸集中豪雨,昭和43日向灘地震,台湾坊主,台
風16号　№6

・昭和43年2月　突風被害（安芸市、安田） 要審査 無 無

R2-A-111
保安課
商工課

消防政策課 不明

①明治17～昭和24年度　甲號･鉄砲火薬類 取締原簿
(保安課)
②明治45年～昭和33年度　旧倉庫･三級庫台帖
③昭和22～38年(1月1日～12月31日）　火薬類統計年
報の集計について

①明治17～昭和24年度　甲號･鉄砲火薬類 取締原簿(保安課)
②明治45年～昭和33年度　旧倉庫･三級庫台帖
③昭和22～38年(1月1日～12月31日）　火薬類統計年報の集計について
中身の年度は簿冊名の年代の物が書き込まれているが、簿冊自体の作成年度は不
明。

要審査 無 無

R2-A-112 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S29 昭和29年度　吾北消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-113
商工課
工業課

消防政策課 S36 昭和36～53年度　 電気工事士試験の結果について ・筆記試験問題、技能試験問題 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-114 薬務衛生課 医事薬務課 不明
薬用作物産地実態調査報告書　
（パンフレット・冊子・資料・重要資料）　

・S55年度　薬草をひろめる会高知大会　身近な薬草展写真
・S58年度　薬用植物の現況と課題　高知県大阪事務所

部分公
開

有 無

R2-A-115 薬務課 医事薬務課

S22S23S2
4S25S27S
28S29S30
S31S32S3
3S34S35S
36

①昭和23年　麻薬取締法違反始末書
②昭和24年　麻薬取締法違反始末書
③昭和25年　麻薬取締法違反始末書
④昭和27年　麻薬取締法違反始末書
⑤昭和28年　麻薬取締法違反始末書
⑥昭和29年　麻薬取締法違反始末書
⑦昭和30年　麻薬取締法違反始末書
⑧昭和31年　麻薬取締法違反始末書
⑨昭和32年　麻薬取締法違反（始末書）
⑩昭和33年　麻薬取締法違反（始末書）
⑪昭和34年　麻薬取締法違反始末書
⑫昭和34年　始末書綴 麻薬係
⑬昭和35年　麻薬取締法違反（始末書）
⑭昭和36年　麻薬取締法違反（始末書）

①昭和23～24年　麻薬取締法違反始末書
②昭和24年　麻薬取締法違反始末書、麻薬関係違反者名簿
③昭和25年　麻薬取締法違反始末書
④昭和27年　麻薬取締法違反始末書
⑤昭和28年　麻薬取締法違反始末書
⑥昭和29年　麻薬取締法違反始末書
⑦昭和30年　麻薬取締法違反始末書
⑧昭和31年　麻薬取締法違反始末書
⑨昭和32年　麻薬取締法違反（始末書）
⑩昭和33年　麻薬取締法違反（始末書）
⑪昭和34年　麻薬取締法違反始末書
⑫昭和33～34年　始末書綴 麻薬係
⑬昭和35年　麻薬取締法違反（始末書）
⑭昭和34～36年　麻薬取締法違反（始末書）

要審査 無 無

R2-A-116 薬務課 医事薬務課 S24 医薬品販売業登録簿 昭和24～33年度医薬品販売業登録簿 要審査 無 無

R2-A-117 薬務課 医事薬務課 S24 特例旧4号廃止台帳 昭和24～34年度医薬品販売等登録廃止台帳 要審査 無 無

R2-A-118 薬務課 医事薬務課 S46 昭和46～56年度　薬局･医薬品販売業設備変更届 昭和46～56年度　薬局･医薬品販売業設備変更届 要審査 無 無

R2-A-119 薬務課 医事薬務課 S48S49
生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措
置法

・S48.7.17　生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施
行について
・S49.3.11 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に基
づく調査等実施要領（都道府県：指定市関係）
・S49.9.25　生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施
行令の一部を改正する政令

公開 有 有
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-120 予防課 健康対策課 S43S54
①昭和54年度　結核指定医療機関
②昭和43年度以降　 結核診査協議会委員

①結核指定医療機関の指定
②結核予防法第49条に基づく結核診査協議会委員の委嘱

要審査 無 無

R2-A-121 厚生課 障害福祉課 S39S40

①昭和39年度　1　(伺)身体障害者福祉法施行細則の
一部改正について
②昭和39年度　2～4　(伺)高知県立身体障害者厚生
指導所設置条例並びに高知県立後保護指導所設置
条例施行規則の一部改正について
③昭和40年度　5　高知県立後保護指導所設置及び管
理に関する条例施行規則の一部改正について(伺)

①昭和39年度　1　(伺)身体障害者福祉法施行細則の一部改正について
②昭和39年度　2～4　(伺)高知県立身体障害者厚生指導所設置条例並びに高知県立
後保護指導所設置条例施行規則の一部改正について
③昭和40年度　5　高知県立後保護指導所設置及び管理に関する条例施行規則の一部
改正について(伺)

要審査 無 無

R2-A-122 厚生課 福祉指導課
S21S26S2
7

①昭和21年度　第1類　生活保護施設　厚生課　第6号　
1冊の1
②昭和26年度　第1類　生活保護施設　厚生課　第1号　
1冊の1
③昭和27年度　第1類　生活保護施設　厚生課　第15
号 1冊の1

①生活保護法保護施設としての認可伺
要援護者授産事業費国庫補助精算書　等
②高知県立養老院設置条例施行規則の作成伺
保護施設の設備費に対する国庫負担金の精算書　等
③高知県立養老院設置条例施行規則一部改正伺
保護施設の設備費に対する国庫負担金の精算書　等

要審査 無 無

R2-A-123 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

不明 消費生活協同組合台帳

高知県生活協同組合連合会/高知県労働者共済生活協同組合／高知市民生活協同組
合/ミロク消費生活協同組合／室戸岬船員生活協同組合／四国銀行生活協同組合／
高知県学校生活協同組合／高知県庁消費生活協同組合／四国電力高知消費生活協
同組合／土佐電気鉄道消費生活協同組合／高知県交通消費生活協同組合／協和農
機消費生活協同組合／高知医療生活協同組合／高知県消費生活協同組合／高知新
聞消費生活協同組合／高知大学生活協同組合／高知県労働者住宅生活協同組合／
伊野生活協同組合／高知労働者生活協同組合／高知県立大学生活協同組合

要審査 無 無

R2-A-124 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S22 昭和22年度　須崎消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-125 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S22 昭和22年度　赤岡町消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-126 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S23 昭和23年度　野市町消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-127 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S24 昭和24年度　大正町消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-128 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S24 昭和24年度　窪川消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-129 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S38 昭和38年度　夜須町消費生活協同組合解散認可 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-130 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S24 昭和24年度　夜須町生協（24.4.1設立） 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-131 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S23 昭和23年度　高知生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-132 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S24 昭和24年度　山田町消費生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無

R2-A-133 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

S24 昭和24年度　香南生活協同組合 設立認可に関する書類 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-134 文書学事課
私学・大学支
援課

S24 ・保育専門学校　建築関係（S24.42.43.45.47.48.50.51) 

・S24年度　保母養成所土地建物関係書類
・S42年度　保育専門学校増築敷地譲与関係書類
・S43年度　国有財産（県立保育専門学校増築用地）の譲与関連
・S47年度　県立保育専門学校本館増築工事実施設計書
・S51年度　県立高知女子大学保育短期大学部に教職課程を開設することについて
・S50年度　高知女子大学保育短期大学部災害復旧工事実施設計書
・S47、48年度　保育専門学校施設整備実績報告
・S42年度　保育専門学校整備費補助金関係綴
・S45年度　保育専門学校、付属保育所の整備計画

要審査 無 無

R2-A-135 文書学事課
私学・大学支
援課

S27 昭和27年度　専門学校廃止認可申請について
・専門学校廃止認可申請　高知縣立女子専門學校
・高知女子大學庶務規程について（伺）
・S25.6　高知女子大學の概況（冊子）

要審査 無 無

R2-A-136 文書学事課
私学・大学支
援課

S60S62

①昭和62年度　収容定員に係る学則変更認可申請書　
学校法人高知学芸高等学校　高知学芸進学アカデ
ミー
②昭和60年度　私立高等学校の収容定員に係る学則
変更の認可　清和女子高等学校
③昭和60年度　各種学校「高知学芸進学アカデミー」
の設置認可について 2冊のうち1
④昭和60年度　各種学校「高知学芸進学アカデミー」
の設置認可について 2冊のうち2
⑤昭和62年度　私立各種学校の収容定員に係る学則
変更の認可について　学芸進学アカデミー

①昭和62年度　収容定員に係る学則変更認可申請書　学校法人高知学芸高等学校　
高知学芸進学アカデミー
②昭和60年度　私立高等学校の収容定員に係る学則変更の認可　清和女子高等学校
③昭和60年度　各種学校「高知学芸進学アカデミー」の設置認可について 2冊のうち1
④昭和60年度　各種学校「高知学芸進学アカデミー」の設置認可について 2冊のうち2
私立各種学校設置認可申請書　原本
⑤昭和62年度　私立各種学校の収容定員に係る学則変更の認可について　学芸進学
アカデミー

要審査 無 無

R2-A-137 文書学事課
私学・大学支
援課

S27S28S2
9

昭和27～29年度　第1類　学校　総務課　1冊の1　382

・昭和27～29年度　高知短期大学設置関係
・昭和39年度　高知県立大学整備について
・昭和39年度　高知短期大学学則の一部改正
・昭和39年度　高知短期大学の学生定員変更

要審査 無 無

R2-A-138 文書学事課
私学・大学支
援課

S43

①昭和43年度　保母養成学校指定認可申請書　高知
学園
②昭和43年度　教育職員免許状に関する規則を廃止
する規則について

・高知学園短期大学　幼児教育科設置認可申請書　添付図書目録（開設時） 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-139
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 第1類　農地移動　冊の7　254（昭和27年　譲渡令書） 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-140
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 第1類　農地移動　冊の2　249（昭和27年　譲渡令書） 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-141
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 第1類　農地移動　冊の8　232（昭和27年強制譲渡）

自作農特別措置法強制譲渡
・香美郡（夜須町・岩村・大楠植村）
・幡多郡（山奈村・佐賀町）
・高岡郡（黒岩村）
・吾川郡（明治村・伊野町）
・高知市（高須）
・長岡郡（田井村）

要審査 無 無

R2-A-142
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 第1類　農地移動　冊の6　230（昭和27年　強制譲渡）

自作農特別措置法強制譲渡
・長岡郡（十市村・天坪村・三和村・東豊永村・西豊永村）
・香美郡（片地村・佐岡村）
・高岡郡（加茂村・戸波村）
・土佐郡（鏡村）
・幡多郡（具同村・下田町・中筋村）

要審査 無 無

R2-A-143
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 第1類　農地移動　冊の4　228（昭和27年　強制譲渡）

自作農特別措置法強制譲渡
・吾川郡（小川村）
・高岡郡（多ノ郷・東又村）
・長岡郡（上倉村・介良村・国府村）
・高知市（中央・五台山）
・土佐郡（鏡村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-144
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 第1類　農地移動　冊の23　247（昭和27年　強制譲渡）

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（浦の内村・北原村・窪川町・波介村・宇佐町・高岡町）
・高知市（一宮・中央・布師田・旭・潮江）
・幡多郡（山奈村・蕨岡村・中筋村）
・安芸郡（室戸町・伊尾木村）
・香美郡（野市町・佐岡村・美良布町・徳王子村・明治村・在所村）
・長岡郡（東豊永村・天坪村・久礼田村・瓶岩村・國府村）
・吾川郡（伊野町）

要審査 無 無

R2-A-145 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の36　150　
小川村・明治村

自作農登記令に基づく買収登記
・吾川郡（小川村・明治村）

要審査 無 無

R2-A-146 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の48　162
高岡郡上半山村・梼原村・東津野村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（上半山村・檮原村・東津野村）

要審査 無 無

R2-A-147 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の53　167
高岡郡上ノ加江・与津村・窪川町

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（上ノ加江町・与津村・窪川町）

要審査 無 無

R2-A-148 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の46　160
高岡郡斗賀野・多ノ郷・吾桑村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（斗賀野村・吾桑村・多ノ郷村）

要審査 無 無

R2-A-149 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の45　159
高岡郡浦ノ内村（須崎分）・戸波村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（浦ノ内村・戸波村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-150 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の51　165
高岡郡仁井田村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（仁井田村）

要審査 無 無

R2-A-151 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　土地登記　冊の56　174
表示変更・閉鎖・分筆

自作農登記令等に基づく表示変更・閉鎖・分筆登記 要審査 無 無

R2-A-512
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　農地移動　冊の59　強制19

自作農特別措置法強制譲渡
・高知市（五台山・高須）
・吾川郡（明治村・伊野町）
・香美郡（東川村・香桑村）
・高岡郡（松葉川村）

要審査 無 無

R2-A-153
農地課
農地開拓課

農業基盤課
S26

昭和26年度　第1類　農地移動　冊の45　強制5

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（浦ノ内村・須崎町）
・高知市（旭）
・吾川郡（伊野町）
・土佐郡（鏡村）
・香美郡（在所村）
・長岡郡（三和村）

要審査 無 無

R2-A-154
農地課
農地開拓課

農業基盤課
S26

昭和26年度　第1類　庶務　冊の1　63
・農事調停事務協議会関係資料
・農業委員会法第45条第１項の規定による縣農業委員会の求めにより出頭した者に対
する費用弁償に関する条例議案

要審査 無 無

R2-A-155
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S29 昭和29年度　第1類　庶務　冊の1　12
・高知県大阪青果物あっ旋所設置規則改正について
・高知県大阪青果物あっ旋所処務規程及び青果物あっ旋規程制定について

要審査 無 無

R2-A-156
農地課
農地開拓課

農業基盤課
S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の54　168

高岡郡窪川町
自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（窪川町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-157
農地課
農地開拓課

農業基盤課
S26 昭和26年度　第1類　登記（買収）　冊の9　123

香美郡吉川村日章
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（吉川村・日章村）

要審査 無 無

R2-A-158
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S24 昭和24年度　第1類　訴願№501～№574　冊の1　69　 ・農地買収計画に対する訴願 要審査 無 無

R2-A-159
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S22 昭和22年度　第1類　訴願№1～№100　冊の1　64 ・農地買収に対する訴願 要審査 無 無

R2-A-160
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S22S23 昭和22,23年度　第1類　訴願№301～№350　冊の2　67 ・農地買収計画に対する訴願 要審査 無 無

R2-A-161 農地開拓課 農業基盤課

S27
S31
S32
S34

①昭和27年度 開拓者融通資金借用証 純資金
②昭和27年度 開拓者融通資金借用証 特融 
③昭和31年度 開拓者資金借用証書綴
④昭和32年度 開拓者資金借用証書綴
⑤昭和34年度 第2次分 営農振興対策資金関係綴 

①昭和27年度 開拓者融通資金借用証 純資金
②昭和27年度 開拓者融通資金借用証 特融 
③昭和31年度 開拓者資金借用証書綴
④昭和32年度 開拓者資金借用証書綴
⑤昭和34年度 第2次分 営農振興対策資金関係綴 

要審査 無 無

R2-A-162 農地開拓課 農業基盤課
S27
S31
S32

①昭和27年度 融資金貸付関係綴
②昭和31年度 開拓者資金貸付通知書綴
③昭和32年度 開拓者資金貸付関係書類
④昭和32年度 開拓者資金借入申込書綴
⑤昭和32年度 開拓者資金貸付通知書綴

①昭和27年度 融資金貸付関係綴
②昭和31年度 開拓者資金貸付通知書綴
③昭和32年度 開拓者資金貸付関係書類
④昭和32年度 開拓者資金借入申込書綴
⑤昭和32年度 開拓者資金貸付通知書綴

要審査 無 無

R2-A-163
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第147号　冊の33　諸木・秋山・西分・仁西・森山

自作農登記令に基づく買収登記
・吾川郡（諸木村・秋山村・西分村・仁西村・森山村）

要審査 無 無

R2-A-164
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第163号　冊の49　高岡郡久礼町・大野見村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（久礼町・大野見村）

要審査 無 無



- 28/86 -

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-165
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第164号　冊の50　高岡郡松葉川村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（松葉川村）

要審査 無 無

R2-A-166
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第126号　冊の12　山田町・明治村

自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（山田町・明治村）

要審査 無 無

R2-A-167
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第329号　昭和26年4月24日～8月10日

自作農登記令に基づく買収登記
・幡多郡（白田川村・平田村・伊豆田村・下川口村・三崎村・春遠地区・清水町）
・土佐郡（森村）
・吾川郡（堅口山地区）
・安芸郡（吉良川町(傍士地区)・野根町・佐喜浜町）
・高岡郡（大桐村・新居村）

要審査 無 無

R2-A-168
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第122号　冊の8　香美郡夜須町、赤岡町、山南
村、岸本町・徳王子村

自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（夜須町・岸本町・赤岡町・徳王寺村・山南村） 要審査 無 無

R2-A-169
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　冊の7　121（赤野・和食・馬の上・西分）

自作農登記令に基づく買収登記
・安芸郡（赤野村・和食村・馬ノ上村・西分村）

要審査 無 無

R2-A-170
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　冊の47　161　高岡郡（須崎町・上分村・
下半山村）

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（須崎町・上分村・下半山村）

要審査 無 無

R2-A-171
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　冊の1　115　安芸郡（野根町、佐喜浜
町、甲ノ浦町、室戸岬町）

自作農登記令に基づく買収登記
・安芸郡（甲ノ浦町・野根町・佐喜浜町・室戸岬町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-172
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S29S34
昭和29、34年
第1類　登記　冊の1　334　大川、天坪、日章、東川、松
葉川、窪川、奥内、大正町、介良村、湊、安田町

自作農登記令に基づく買収登記
・土佐郡（大川村）
・長岡郡（天坪村・介良村）
・香美郡（日章地区（旧軍用地）、東川村）
・高岡郡（松葉川村・窪川町）
・幡多郡（奥内地区・大正町）
・高知市（秦地区）
・安藝郡（安田町（峯ノ上地区））

要審査 無 無

R2-A-173
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　冊の18　132　御免、野田、長岡

自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（後免町・野田町・長岡村）

要審査 無 無

R2-A-174
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　冊の29　143　高須、秦、初月

自作農登記令に基づく買収登記
・高知市（高須地区・秦地区・初月地区）

要審査 無 無

R2-A-175
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 長岡郡1 冊の13　
農地調整法第4条による許可
・長岡郡1

要審査 無 無

R2-A-176
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 長岡郡3 冊の15　
農地調整法第4条による許可
・長岡郡3

要審査 無 無

R2-A-177
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 香美郡4 冊の8　第8号
農地調整法第4条による許可
・香美郡4

要審査 無 無

R2-A-178
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 香美郡6 冊の10　
農地調整法第4条による許可
・香美郡6

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-179
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 香美郡8 冊の12　
農地調整法第4条による許可
・香美郡8

要審査 無 無

R2-A-180
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 香美郡5 冊の9
農地調整法第4条による許可
・香美郡5

要審査 無 無

R2-A-181
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 香美郡2 冊の6
農地調整法第4条による許可
・香美郡2

要審査 無 無

R2-A-182
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　農地移動 香美郡7 冊の11
農地調整法第4条による許可
・香美郡7

要審査 無 無

R2-A-183
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　農地移動 譲渡令書　冊の8　255 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-184
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　農地移動 譲渡令書　冊の9　256 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-185
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　農地移動 譲渡令書　冊の10　257 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-186
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　農地移動 譲渡令書　冊の11　258 譲渡令書控 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-187
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　農地移動 譲渡令書　冊の12　259 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-188 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第37号　冊の37　高岡郡
7

農地調整法第4条による許可
・高岡郡7

要審査 無 無

R2-A-189 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第16号　冊の16　長岡郡
4

農地調整法第4条による許可
・長岡郡4

要審査 無 無

R2-A-190 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第17号　冊の17　長岡郡
5

農地調整法第4条による許可
・長岡郡5

要審査 無 無

R2-A-191 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第18号　冊の18　長岡郡
6

農地調整法第4条による許可
・長岡郡6

要審査 無 無

R2-A-192 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第23号　冊の23　高知市
1

農地調整法第4条による許可
・高知市1

要審査 無 無

R2-A-193 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第31号　冊の31　高岡郡
1

農地調整法第4条による許可
・高岡郡1

要審査 無 無

R2-A-194 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第19号　冊の19　長岡郡
7

農地調整法第4条による許可
・長岡郡7

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-195 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第34号　冊の34　高岡郡
4

農地調整法第4条による許可
・高岡郡4

要審査 無 無

R2-A-196 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第35号　冊の35　高岡郡
5

農地調整法第4条による許可
・高岡郡5

要審査 無 無

R2-A-197 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第21号　冊の21　土佐郡
2

農地調整法第4条による許可
・土佐郡2

要審査 無 無

R2-A-198 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第55号　冊の55　5　強制15　
譲渡に関する報告書

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（須崎町）
・吾川郡（伊野町）
・幡多郡（三原村・三和村）
・安藝郡（佐喜浜町・吉良川町）
・長岡郡（新改村・介良村）

要審査 無 無

R2-A-199 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第32号　冊の32　高岡郡
2

農地調整法第4条による許可
・高岡郡2

要審査 無 無

R2-A-200 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　第1類　農地移動　第29号　冊の29　吾川郡
2

農地調整法第4条による許可
・吾川郡2

要審査 無 無

R2-A-201 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　登記 第155号 冊の41 川内村･日下村･加
茂村

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（川内村・日下村・加茂村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-202 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　登記 第120号 冊の6　安芸･土居･井ﾉ口･畑
山村

自作農登記令に基づく買収登記
・安藝郡（安藝町・土居町・井ノ口村・畑山村）

要審査 無 無

R2-A-203 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年　登記 第118号 冊の4　 田野町･安田町･馬
路村

自作農登記令に基づく買収登記
・安藝郡（田野町・安田町・馬路村）

要審査 無 無

R2-A-204 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第117号 冊の3  奈半利町･北川村

自作農登記令に基づく買収登記
・安藝郡（奈半利町・北川村）

要審査 無 無

R2-A-205 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第151号 冊の37　名野川村･大崎村

自作農登記令に基づく買収登記
・吾川郡（名野川村・大崎村）

要審査 無 無

R2-A-206 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
登記 第119号 冊の5  伊尾木･東川･川北

自作農登記令に基づく買収登記
・安藝郡（伊尾木村・東川村・川北村）

要審査 無 無

R2-A-207
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類　農地移動　第253号
冊の6　譲渡令書　

譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-208
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度　農地移動　第14号　冊の14　
長岡郡2

農地調整法第4条による許可
・長岡郡2

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-209
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第7号 冊の7　香美郡3

農地調整法第4条による許可
・香美郡3

要審査 無 無

R2-A-210
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第5号　冊の5　香美郡1

農地調整法第4条による許可
・香美郡1

要審査 無 無

R2-A-211
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第1号　冊の1　安芸郡1

農地調整法第4条による許可
・安芸郡1

要審査 無 無

R2-A-212
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第4号　冊の4　安芸郡4

農地調整法第4条による許可
・安芸郡4

要審査 無 無

R2-A-213
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第2号　冊の2　安芸郡2

農地調整法第4条による許可
・安芸郡2

要審査 無 無

R2-A-214
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第3号　冊の3　安芸郡3

農地調整法第4条による許可
・安芸郡3

要審査 無 無

R2-A-215
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第43号　冊の43　強制3

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（仁井田村）
・吾川郡（伊野町）
・幡多郡（三和村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-216
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度
第1類　農地移動　第227号　冊の3　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・幡多郡（中筋村・下田町・津大町）
・高岡郡（上分村・窪川町・久礼町・高岡町・新居村）
・長岡郡（久礼田村・介良村）
・吾川郡（伊野町・芳原村）
・安藝郡（佐喜浜町・吉良川町・東川村・馬ノ上村）
・高知市（初月・中央・秦）
・土佐郡（本川村）
・香美郡（明治村）

要審査 無 無

R2-A-217
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年
第1類　農地移動　第236号　冊の12　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（多ノ郷村・上分村・波介村・加茂村）
・吾川郡（明治村・伊野町・西分村）
・長岡郡（國府村・久礼田村）
・幡多郡（中筋村・大田町）
・香美郡（香宗村・大楠植村・片地村）
・安藝郡（吉良川町・東川村・馬ノ上村）

要審査 無 無

R2-A-218
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　第148　冊の34　芳原村・弘岡・八田村

自作農登記令に基づく買収登記
・吾川郡（芳原村・弘岡下ノ村・弘岡中ノ村・弘岡上ノ村・八田村）

要審査 無 無

R2-A-219
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　第153号　冊の39　新居・宇佐・高岡・高
石

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（新居村・宇佐町・高岡町・高石村）

要審査 無 無

R2-A-220
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　第154号　冊の40　波介・蓮池・北原

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（波介村・蓮池村・北原村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-221
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年
第1類　登記　第332号　冊の1　幡多郡奥内村、他窪川
町・伊尾木村

自作農登記令に基づく買収登記
・幡多郡（奥内村・蓮池村・北原村・大津地区）
・高岡郡（窪川町（旧軍用地宮内地区）・塩木山地区・仁井田村・須崎町）
・長岡郡（上倉村）
・吾川郡（名野川村（長坂山地区）・八田村）
・安藝郡（伊尾木村（下山地区・大山地区））
・香美郡（岸本町・美良布町）

要審査 無 無

R2-A-222
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　登記　冊の23　137号吉野・田井・西豊永

自作農登記令に基づく買収登記
要審査 無 無

R2-A-223 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第48号　冊の48　強制8

自作農特別措置法強制譲渡
・高知市（一宮）
・高岡郡（越知町・尾川村）

要審査 無 無

R2-A-224 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第56号　冊の56　強制16

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（東津野村・高岡町・越知町）
・高知市（五台山・初月・一宮）
・長岡郡（天坪村）
・香美郡（明治村・佐古村）
・安藝郡（室戸町）

要審査 無 無

R2-A-225 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第41号　冊の41　強制1

自作農特別措置法強制譲渡
・香美郡（在所村）
・高岡郡（越知町・須崎町）
・長岡郡（三和村）

要審査 無 無

R2-A-226 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第42号　冊の42　強制2

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（松葉川村・仁井田村）
・長岡郡（東豊永村）
・安藝郡（吉良川町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-227 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第46号　冊の46　強制6

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（松葉川村・北原村）
・高知市（高須・旭・五台山・初月）
・吾川郡（明治村）
・長岡郡（東豊永村）
・安藝郡（吉良川町）

要審査 無 無

R2-A-228 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第47号　冊の47　強制7

自作農特別措置法強制譲渡
・安藝郡（西分村）
・吾川郡（西分村）
・高知市（秦）
・吾川郡（大崎村）

要審査 無 無

R2-A-229 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
⑦第1類　農地移動　第53号　冊の53　強制13

自作農特別措置法強制譲渡
・香美郡（暁霞村）
・高岡郡（須崎町・新居村）
・長岡郡（天坪村・大篠村）
・高知市（高須）
・土佐郡（地蔵寺村）
・安藝郡（室戸岬町・馬ノ上村）

要審査 無 無

R2-A-230 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第54号　冊の54　強制14

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（浦ノ内村・宇佐町）
・香美郡（香宗村・佐岡村）
・吾川郡（大崎村）
・土佐郡（宇治村）
・長岡郡（天坪村・大篠村）
・高知市（高須）
・安藝郡（羽根町）

要審査 無 無

R2-A-231 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第51号　冊の51　強制11

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（仁井田村・上ノ加江町・黒岩村）
・長岡郡（長岡村・介良村）
・香美郡（明治村・吉川村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-232 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第52号　冊の52　強制12

自作農特別措置法強制譲渡
・幡多郡（佐賀町・具同村・山奈村）
・高岡郡（窪川町）
・香美郡（山北村）
・長岡郡（新改村）
・吾川郡（大崎村・伊野町）
・土佐郡（鏡村）
・高知市（朝倉）

要審査 無 無

R2-A-233 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第239号　冊の15　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・安藝郡（伊尾木村・吉良川町）
・土佐郡（地蔵寺村・森村）
・香美郡（明治村・佐古村・佐岡村・大楠植村・山田町・香宗村・徳王子村・山北村）
・吾川郡（明治村・大崎村・伊野町）
・長岡郡（天坪村・三和村）
・幡多郡（佐賀町・蕨岡村）
・高岡郡（窪川町・上半山村・下半山村・上分村・戸波村）
・高知市（潮江）

要審査 無 無

R2-A-234 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第50号　冊の50　強制10

自作農特別措置法強制譲渡
・長岡郡（西豊永村）
・香美郡（山南村）　　　　　　　　　　　　　
・高岡郡（波介村・上分村・松葉川村）

要審査 無 無

R2-A-235 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第57号　冊の57　強制17

自作農特別措置法強制譲渡
・高知市（秦・潮江）
・高岡郡（越知町・須崎町）
・香美郡（山南村・富家村）
・吾川郡（秋山村）　　　　　　　　　　　　　

要審査 無 無

R2-A-236 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第62号　冊の62　強制22

自作農特別措置法強制譲渡
・長岡郡（大篠村）
・土佐郡（鏡村）
・安藝郡（羽根村）　　　　　　　　　　　　　
・高岡郡（多ノ郷村）

要審査 無 無

R2-A-237 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第58号　冊の58　強制18

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（越知町）
・香美郡（佐古村・大楠植村・明治村）
・安藝郡（室戸岬町）
・長岡郡（瓶岩村・國府村）　　　　　　　　

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-238 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第60号　冊の60　強制20

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（仁井田村）
・高知市（旭・朝倉）
・長岡郡（西豊永村）
・香美郡（大楠植村）　　
・安藝郡（赤野村）　　　　　　　　　　　

要審査 無 無

R2-A-239 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第61号　冊の61　強制21

自作農特別措置法強制譲渡
・香美郡（徳王子村）
・安藝郡（西分村）　
・香美郡（佐岡村・片地村・松葉川村・山田町）
・高知市（高須）　
・高岡郡（東又村）

要審査 無 無

R2-A-240 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第49号　冊の49　強制9

自作農特別措置法強制譲渡
・吾川郡（伊野町）
・長岡郡（東豊永村）
・高岡郡（久礼町・上分村・大野見村・黒岩村・浦ノ内村）
・香美郡（大楠植村）

要審査 無 無

R2-A-241 農地課 農業基盤課 S26
昭和26年
第1類　農地移動　第44号　冊の44　強制4

自作農特別措置法強制譲渡
・長岡郡（介良村）
・高岡郡（下半山村・仁井田村）
・安藝郡（吉良川町）
・吾川郡（伊野町）

要審査 無 無

R2-A-242 農地課 農業基盤課 S27
昭和27年
第1類　農地移動　第234号　冊の10　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・吾川郡（下八川村・明治村）
・安藝郡（安藝町・羽根村）
・高知市（中央・初月）
・高岡郡（東又村・仁井田村・戸波村・窪川町）
・香美郡（佐古村）
・土佐郡（土佐山村・宇治村）

要審査 無 無

R2-A-243 農地課 農業基盤課 S27
昭和27年
第1類　農地移動　第232号　冊の9　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・安藝郡（伊尾木村・和食村・馬ノ上村・西分村・安藝町）
・長岡郡（新改村・三和村）
・香美郡（富家村・東川村）
・吾川郡（秋山村）
・高知市（秦・潮江）
・幡多郡（具同村・佐賀町・中村町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-244 農地課 農業基盤課 S27
昭和27年
第1類　農地移動　第226号　冊の2　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・安藝郡（室戸岬町・伊尾木村）
・香美郡（吉川村・岩村・日章村）
・高岡郡（越知町・仁井田村）
・高知市（初月）
・幡多郡（下田町・山奈村・後川村・津大村・白田川村）

要審査 無 無

R2-A-245 耕地課 農業基盤課
S26S27S2
8

①長岡郡十市村東澤　33-B
②安田第一土地改良区　85-1
③暁霞村　有川土地改良区　第135号
④香美郡吉川村吉原　40-2

①S26組織変更認可、定款、事業報告書、維持管理計画書
②S27事業報告書、組合員名簿、組織変更認可、議事録、定款、維持管理計画、S32予
算書
③S27設立予備審査申請書、灌漑施設及農道維持管理計画書、定款、設立認可、S33
役員就任届
④S28定款、組合員名簿、S29事業報告書、監査報告、S33役員名簿、監査報告書

要審査 無 無

R2-A-246 農業経済課 農業基盤課 S45S46

①昭和46年度　ツボイ地区（甲浦）県営土地改良事業
（公衆用道路）登記済証綴
②昭和45年度　ツボイ地区県営開拓パイロット事業用
地買収費
③昭和45年度　甲浦地区県営開拓パイロット事業物件
移転補償費
　昭和45年度　ツボイ地区県営開拓パイロット事業用
地買収費

①登記嘱託書、土地地形図、地積測量図
②請求書、用地買収調書、土地売買に関する契約書、登記承諾書
③請求書、物件移転補償調書、用地買収調書、土地売買に関する契約書、登記承諾書

要審査 無 無

R2-A-247 耕地課 農業基盤課
S44S45S4
9

①昭和43年度　高知市西部農免道路　登記済証
②昭和44年度　高知市西部農免道路　登記済証
③昭和47年度　県営高潮対策工事（土木部施工）　登
記済証

登記嘱託書、土地地形図、地積測量図
①登記嘱託年　昭和44年度
②登記嘱託年　昭和45年度
③登記嘱託年　昭和49年度

要審査 無 無

R2-A-248 耕地課 農業基盤課
S41S45S4
6S50

①昭和44年度　高知市北山農免道路　登記済証
②昭和45年度　高知市北山農免道路　登記済証
③昭和45年度　高知市西部農免道路　登記済証
④昭和48年度　宗安寺地区樹園地農道網整備事業　
登記済証
⑤昭和49年度　宗安寺地区樹園地農道網整備事業　
登記済証
⑥昭和44年度　土佐市塚地農免道路　登記済証
⑦昭和40年度　県営野市合同堰新設事業　登記済証

登記嘱託書、土地地形図、地積測量図
①登記嘱託年　昭和45年度
②③登記嘱託年　昭和46年度
④⑤登記嘱託年　昭和50年度
⑥登記嘱託年　昭和45,46年度
⑦登記嘱託年　昭和41年度

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-249 耕地課 農業基盤課
S41S44S4
6S47S51

①昭和40年度　東部地区農免道路　登記済証　中央
耕地
②昭和43年度　日高村霧山農免道路　登記済証
③昭和44年度　日高村霧山農免道路　登記済証
④昭和45年度　日高村霧山農免道路　登記済証
⑤昭和47年度　日高村霧山農免道路　登記済証
⑥昭和50年度　日高村霧山農免道路　登記済証

登記嘱託書、土地地形図、地積測量図
①登記嘱託年　昭和41年度
②登記嘱託年　昭和44年度
③⑤⑥登記嘱託年　昭和51年度
④登記嘱託年　昭和46,47年度

要審査 無 無

R2-A-250 耕地課 農業基盤課 S42S43

①昭和41年度　高知市東部農免道路登記済証　№1基
幹農道整備事業
岩ノ丸　虎屋丸　立石北ノ丸　中央耕地
②昭和41年度　高知市東部農免道路登記済証　№2基
幹農道整備事業
古川汐田南ノ丸　高須北ノ丸塩田　六潮田　中央耕地
③昭和41年度　高知市東部農免道路登記済証　№3基
幹農道整備事業
字曽田　中央耕地

登記嘱託書、土地地形図、地積測量図
①②登記嘱託年　昭和42,43年度
③登記嘱託年　昭和42年度

要審査 無 無

R2-A-251 農業経済課 農業基盤課 S43S44

歳入証拠書類　農林省所管　自作農創設特別措置特
別会計
①昭和44年度　第3・四半期分(自10月至12月)
②昭和44年度　第4・四半期分(自1月至5月)
③昭和44年度　第1・四半期分(自4月至6月)
④昭和44年度　第2・四半期分(自7月至9月)
⑤昭和43年度　第3・四半期分(自10月至12月)
⑥昭和43年度　第2・四半期分(自7月至9月)
⑦昭和43年度　第4・四半期分(自1月至5月)

・債権調査確認決議書
・歳入徴収決定決議書
・納額通知書
・収納未済金に関する調書
・債務者に関する住所の照会について

要審査 無 無

R2-A-252 耕地課 農業基盤課 S47
①昭和47年度　窪川町仕手原農免道路譲与
②昭和47年度　高知市東部農免道路譲与契約書

①財産譲与申請書、土地明細書、地形図、図面
②平面図、譲与契約書、土地地形図

要審査 無 無

R2-A-253 耕地課 農業基盤課
S24S33S3
4

①大杉村穴内上組土地改良区 269
②宿毛市大島土地改良区 解471
③上久保井土地改良区 467
④中村市三里深木土地改良区 解 449

①S24計画概要決定、S28定款、事業計画書、S29設立認可、S48解散認可
②S34設立認可、定款、図面、宿毛市地図
S35総会議事録、S36総会議事録、SS47解散認可
③S34議事録、設立認可、定款、平面図、S43議事録、S48解散認可
④S33事業設計書、計画概要書、図面、総会議事録、S34設立認可、定款、S41総会議
事録、S48解散認可

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-254 耕地課 農業基盤課
S28S31S3
2S34

①宿毛市二宮土地改良区 解 475
②岩鍋土地改良区 解412
③日下村石田土地改良区 解 第207号
④中村市上ノ土居土地改良区 解 396
⑤芸西土地改良区連合 解 土改連六

①S34設立認可、実施計画書、S47解散命令
②S32設立認可、事業計画書、S47解散命令
③S28設立認可、農道計画書、設立予備審査、S46解散認可
④S32設立認可、事業計画書、S47解散命令
⑤S31設立認可、実施設計書、S46解散命令

要審査 無 無

R2-A-255 耕地課 農業基盤課 S27S31

①松葉川村中央土地改良区 122A
②安芸郡佐喜浜町入木土地改良区　358号
③高知市旭石立　126号
④川内村大内　142号

①S27組織変更認可、S28事業計画認可、監査報告書
②S31設立認可、実施設計書
③S27設立認可、管理計画書、設立予備審査、S47解散命令
④S27設立認可、事業計画書、図面、S26設立予備審査

要審査 無 無

R2-A-256 耕地課 農業基盤課
S27S28S3
4

①越知町鎌井田西部土地改良区　321号
②土佐市宇都木土地改良区　459号
③佐喜浜町舟場中里浦　131号

①S28設立予備審査、S29設立認可、S34総会議事録、S41解散認可
②S34設立認可、事業計画書、図面目録、S47解散認可
③S27設立認可、設立予備審査、S31総会議事録、S35事業施行認可、S48解散命令

要審査 無 無

R2-A-257 耕地課 農業基盤課 S26S31

①日高村鴨地土地改良区　372号
②吉良川町東川土地改良区　361号
③日高村下分北部土地改良区　360号
④横畠後山栂森土地改良区　47号

①S31設立認可、事業計画書、S32事業施行認可、事業計画書、S46解散認可
②S31計画概要決定、設立認可、実施計画書、S33事業施行認可、S34事業施行認可、
事業計画書、S48解散命令
③S31設立認可、事業計画書、S46解散認可
④S26設立認可、計画書、設立予備審査、S30事業施行認可、S45解散認可

要審査 無 無

R2-A-258 耕地課 農業基盤課 S25 ①土佐村高須　土地改良事業申請認可
S25設立予備審査、S29設立認可、S32事業施行認可、事業計画書、S38事業施行認
可、事業計画書

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-259 耕地課 農業基盤課
S26S29S3
3

①大野見村野老野土地改良区　329号
②波介村神母谷川土地改良区　75号
③土佐村石原土地改良区　469号
④在所村根須土地改良区　159号
⑤暁霞村白川土地改良区　68号

①S29認定申請、S30設立認可
②S26設立認可、設立予備審査、S27総会議事録、索道計画書、S28事業施行認可、総
会議事録、収支関連、計画認可、S31定款、総会議事録
③S33定款、S34設立認可、事業計画書
④S26設立予備審査、S27設立認可、維持管理計画書、S28議事録、S35役員就任届
⑤S26設立認可、定款、維持管理計画書、設立予備審査、S27監査報告書、総会議事
録、事業計画変更、S35施工認可、実施計画書、図面

要審査 無 無

R2-A-260 耕地課 農業基盤課 S32S36

①高知市久礼野土地改良区　498号
②日高村霧山土地改良区　414号
③日高村平屋敷土地改良区　400号
④高岡町本村土地改良区　415号

①S36設立認可、事業計画書、S47解散命令
②S32設立認可、事業計画書、S33総会議事録、S47解散命令
③S32設立認可、S33事業施行認可、事業計画書、S47解散命令
④S32設立認可、事業計画書、S47解散命令

要審査 無 無

R2-A-261 耕地課 農業基盤課
S26S27S2
8S30S31S
44

①高岡郡東又村南部土地改良区　 265号
②高知市高須五台山外二ヶ村　46-1号
③高知市三里大畑土地改良区 解 213号
④高知市下知丸 58-1号
⑤中村市川登土地改良区 解 340号
⑥安芸郡佐喜浜町尾﨑土地改良区 解 369号
⑦大豊村庵谷土地改良区　564号

①S27設立予備審査、S29設立認可
②S26組織変更認可、組合員名簿、S27総会議事録、S28総会議事録、S33総会議事
録、監査報告書
③S28設立認可、設立予備審査、S30役員選任届、S47解散命令
④S26組織変更認可、組合員名簿、S32総会議事録、S33総会議事録、S47解散命令
⑤S30設立認可、定款、S41総会議事録、S47解散命令
⑥S31設立認可、定款、S48解散認可
⑦S44設立認可、S48解散認可

要審査 無 無

R2-A-262 耕地課 農業基盤課
S25S27S2
8S33

①上ノ加江町押岡 16号
②多ノ郷村下神田土地改良区 解 215号
③清水町清水土地改良区 解 192号
④中村市国見土地改良区 解 441号
⑤土佐清水市加久見土地改良区 解 431号

①S25設立認可、設立予備審査、S27総会議事録、応急工事計画認可、S28総会議事
録、S29事業施行認可、S48解散命令
②S28設立認可、定款、事業計画書、設立予備審査、S48解散命令
③S27設立予備審査、S28総会議事録、設立認可、定款、S48解散命令
④S33総会議事録、設立認可、図面、S48解散命令
⑤S33設立認可、S34総会議事録、S48解散命令

要審査 無 無

R2-A-263 耕地課 農業基盤課
S34S39S4
0

①大豊村大砂子土地改良区 解 527号
②土佐清水市上野土改区 444号
③大豊村日浦土地改良区 解 520号

①S40設立認可、事業計画書、S45解散認可
②S33設立認可、事業設計書、S47解散命令
③S39設立認可、事業計画書、S41事業施行認可、事業計画書、S48解散認可

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-264 耕地課 農業基盤課 S28S33

①高知市池　土地改良地区　443号　
②大方町上出口　土地改良地区　432号
③窪川町秋丸　土地改良地区　230号
S50.6.25解散認可

①S33設立認可、事業計画書、S51解散命令
②S33設立認可、事業計画書、S35事業施行認可、事業計画書、S41総会議事録、S49
解散命令
③S28設立認可、設立予備審査、S34事業施行認可、事業計画書、S50解散認可

要審査 無 無

R2-A-265 耕地課 農業基盤課
S27S34S3
6S39

①高知市初月紫巻　解散土地改良区　466号
②日高村名越屋　解散土地改良区　502号
③宿毛市高田　解散土地改良区　169号
④高知市領家唐岩　解散土地改良区　516号

①S27設立予備審査、S28設立認可、S51解散命令
②S34借入認可、総会議事録、理事会議事録、設立認可、S51解散命令
③S36設立認可、S37総会議事録、S51総会議事録、解散命令
④S39設立認可、図面、S51解散命令

要審査 無 無

R2-A-266 耕地課 農業基盤課
S36S40S4
4

①安芸市下山東部　558号
②芳生野　500号　S51.3.16解散
③吾川郡吾北村津谷　523号
④大野見村竹原芹田団体営土地改良(かんがい排水)
事業計画概要書・平面図

①S44設立認可、S49解散命令
②S36設立認可、事業計画書、S39総会議事録、S50解散認可
③S40設立認可、事業計画書、S50解散命令
④大野見村竹原芹田団体営土地改良(かんがい排水)事業　計画概要書・平面図（工期
Ｓ４４．１０～４６．３）

要審査 無 無

R2-A-267 耕地課 農業基盤課 S28S31
①窪川町東又北部土地改良区 264号　S51.2.12 解散
②田野安田　土地改良区連合 土改連五　S50.11.26 
解散命令

①S28設立予備審査、S32事業施行認可、総会議事録、定款、S5０解散認可
②S31設立認可、会議録、S37総会議事録、S38施工認可、総会議事録、議員名簿、定
款、S43総会議事録 要審査 無 無

R2-A-268 耕地課 農業基盤課
S28S29S3
5S40S43

①高知市三里土地改良区 284号　S50.7.14解散
②東又村中部　土地改良区
③西土佐村用井土地改良区　483号　S51.2.12認
④中土佐村用井土地改良区　483号　S51.2.12認(現物
なし)
⑤大畑井土地改良区 解 543号
⑥大豊村大野土地改良区　528号

①S28計画概要決定、S29設立認可、S32総会議事録、S50解散認可、総会議事録
②S29設立認可、総会議事録、S49解散認可、議事録
③S35設立認可、総会議事録、事業計画書、S50解散認可
⑤S43設立認可、定款、S49解散命令
⑥S40設立認可、S41定款、S49解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-269 耕地課 農業基盤課
S28S29S3
1S35

①窪川町野地土地改良区 186号
②窪川町峯ノ上土地改良区　231号
③窪川町口神川土地改良区 304号
④窪川町川口土地改良区 300号
⑤窪川町根元原土地改良区 377号
⑥窪川町興津第1土地改良区　480号

①S28設立予備審査、設立認可、定款、S51解散命令
②S28設立認可、S29総会議事録、S32総会議事録、図面袋、S33事業施行認可、S51解
散命令
③S29設立認可、定款、S51解散命令
④S29設立認可、定款、S51解散命令
⑤S31設立認可、定款、S32総会議事録、S33総会議事録、S35総会議事録、S51解散命
令
⑥S35設立認可、定款、総会議事録、S37総会議事録、S51解散命令

要審査 無 無

R2-A-270 耕地課 農業基盤課
S27S28S4
4

①宿毛市平田土地改良区 236号
②窪川町大向土地改良区 267号
③高知市屋頭丸土地改良区 559号

①S28設立認可、設立予備審査、S32総会議事録、図面目録、借入認可、事業施行認
可、総会議事録、S33事業施行認可、S45役員就任届
②S27設立予備審査、S34借入認可、S35借入認可、総会議事録、事業施行認可、S36
総会議事録、借入認可、S37事業施行認可、図面袋、S51解散命令
③S44設立認可、事業計画書、S45臨時総会議事録

要審査 無 無

R2-A-271 耕地課 農業基盤課 S26S41
①大豊村八畝土地改良区 130-1
②大豊村八畝土地改良区 130-2

①S26設立予備審査、S27設立認可、S34総会議事録、S36事業施行認可、総会議事
録、事業計画、図面袋、S38事業計画書、図面袋、S39事業施行認可、S41定款変更
②S41総会議事録、S43事業施行認可、S48総会議事録、S51解散認可

要審査 無 無

R2-A-272 耕地課 農業基盤課 S27S28

①宿毛市黒川　土地改良区
②窪川町志和峰　土地改良区
③窪川町桧生原
④高知市朝倉針木大谷

①S27設立認可、設立予備審査、S35総会議事録、S53解散命令
②S27設立認可、設立予備審査、事業計画書、図面袋、総会議事録、S30総会議事録、
S51解散命令
③S27総会議事録、維持管理計画書、組合員名簿、S28総会議事録、S51解散命令
④S28設立認可、設立予備審査、S32事業計画書、S33監査報告書

要審査 無 無

R2-A-273 耕地課 農業基盤課
S25S27S3
6

①窪川町西原土地改良区 176号
②窪川町本向
③香北町小川土地改良区 504号
④戸手野土地改良区 499号

①S25設立予備審査、S28設立認可、定款、事業計画書、S29総会議事録、S51解散命
令
②S27設立認可、定款、設立予備審査、S33総会議事録、S51解散命令
③S36設立認可、定款、S51解散命令
④S36設立認可、事業計画書、図面目録、S37総会議事録、S52解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-274 耕地課 農業基盤課 S28S30
①窪川町若井川土地改良区 301号
②窪川町寺野土地改良区 309号
③窪川町天ノ川土地改良区 310号
④窪川町越行土地改良区 323号

①S28設立予備審査、S29総会議事録、設立認可、定款、S32事業施行認可
②S28設立予備審査、S29総会議事録、設立認可、定款、S34事業施行認可、S35総会
議事録、S43総会議事録、定款、S44役員就任届
③S28設立予備審査、S29設立認可、S32総会議事録、図面袋、定款、S51解散命令
④S30設立認可、定款、S36事業施行認可、総会議事録、S47役員就任届

要審査 無 無

R2-A-275 耕地課 農業基盤課 S33
①中村市田出ノ川土地改良区 442号
②秋葉土地改良区 440号
③夜須町細川土地改良区 429号

①S33設立認可、事業計画書、S46役員就任届
②S33設立認可、事業計画書、S53解散認可
③S33設立認可、事業計画書、借入認可

要審査 無 無

R2-A-276 耕地課 農業基盤課
S26S30S3
1S32

①窪川町東又西部土地改良区 312号
②窪川町仁井田北部土地改良区　331号
③高岡郡梼原村松原土地改良区　374号
④宿毛市石原土地改良区　421号
⑤中村市三里土地改良区　391号

①S26設立予備審査、S29設立認可、S53解散命令
②S30設立認可、S32定款変更
③S31設立認可、S53解散命令
④S32事業実施設計書、S33設立認可、S42総会議事録
⑤S32設立認可、S33総会議事録、S34事業施行認可、S41総会議事録、S53解散命令

要審査 無 無

R2-A-277 耕地課 農業基盤課 S28

①高知市三里仁井田土地改良区 211号
②越知町野老山第1土地改良区 229号
③下黒原土地改良区 242号
④高知市長浜土地改良区 280号
⑤昭和村小野上土地改良区　285号

①S28設立認可、設立予備審査、S32総会議事録、S53解散命令
②S28設立認可、設立予備審査、S32事業施行認可、総会議事録、S53解散命令
③S28設立予備審査、S29設立認可、S31総会議事録、S32総会議事録、S53解散命令
④S28事業計画概要書、S29設立認可、S53解散命令
⑤S28計画概要決定、S29設立認可、S53解散命令

要審査 無 無

R2-A-278 耕地課 農業基盤課 S27
①仁淀村別枝土地改良区 208号
②佐川町西山　177号
③土佐清水市大岐土地改良区　210号

①S27設立予備審査、S28設立認可、S34総会議事録、事業施行認可、図面目録、S36
借入認可
②S27設立予備審査、S28設立認可、S32総会議事録、S53解散命令
③S27設立認可、設立予備審査、S29監査報告書、S32事業施行認可、総会議事録、
S53解散命令

要審査 無 無

R2-A-279 耕地課 農業基盤課 S26S27

①高岡町塚地土地改良区 113号
②高知市鴨部土地改良区 147号
③高岡郡大野見村野老野松葉川村秋丸土地改良区　
94号
④高岡町土地改良区　80号
⑤高知市横浜瀬戸土地改良区 61号

①S27総会議事録、S34事業施行認可、S51組合員名簿、S53解散命令
②S27設立認可、設立予備審査、S34総会議事録、S53解散命令
③S27組織変更認可
④S27組織変更認可、S53解散命令
⑤S26組織変更認可、組合員名簿、総会議事録、S28監査報告書、S53解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-280 耕地課 農業基盤課 S25

①窪川町東又中央土地改良区 15号
②長沢土地改良区 56号
③仁井田中ノ越 14号
④一斗俵市生原土地改良区 1号

①S25設立認可、設立予備審査、S26総会議事録、S53解散命令
②S25設立予備審査、S26設立認可、S35総会議事録、S36事業施行認可、S53解散命令
③S25設立認可、設立予備審査、S32総会議事録、S53解散命令
④S25設立認可、設立予備審査、S26総会議事録、事業施行認可、S53解散命令

要審査 無 無

R2-A-281 耕地課 農業基盤課 S35S46
①中村市入田中央土地改良区 489号
②連火土地改良区 590号
③宿毛市瀧ノ下土地改良区 491号

①S35設立認可、事業計画書、S36事業施行認可、事業計画書、S52役員就任届
②S46設立認可申請適当、S47設立認可、事業計画書、S54役員就任届
③S35設立認可、S36借入認可、役員就任届

要審査 無 無

R2-A-282 耕地課 農業基盤課 S34S35
①吾北村十田土地改良区 482号
②日高村竹の後土地改良区 481号
③高知市神田中央土地改良区　468号

①S35設立認可、事業計画書、S41役員就任届
②S35設立認可、事業計画書、S49役員就任届、S52検査結果
③S34設立認可、事業計画書、S42役員就任届、S52検査結果

要審査 無 無

R2-A-283 耕地課 農業基盤課 S31S33
①十和村川口土地改良区 436号
②中村市佐田土地改良区 390号

①S33設立認可、実施設計書、S38事業施行認可、事業計画書、S47定款変更
②S31計画概要決定、S32設立認可、事業計画書、S33事業施行認可、事業計画書、
S36役員就任届

要審査 無 無

R2-A-284 耕地課 農業基盤課
S25S27S3
2

①中村市田野川乙土地改良区 53
②甲浦土地改良区 190-1
③甲浦土地改良区 190-2

①S25設立予備審査、S26設立認可、S35事業施行認可、S36事業施行認可、S45総会議
事録、S50役員就任届
②S27設立予備審査、S28設立認可、S32総会議事録、S34借入認可
③S32事業施行認可、S40総会議事録、S52検査結果報告

要審査 無 無

R2-A-285 耕地課 農業基盤課 S27S32
①久寿軒土地改良区 281号
②大野見村奈路槙野々土地改良区　392号
③宿毛市藻津土地改良区 418号

①S27設立予備審査、S29設立認可、S34事業施行認可、S44事業施行認可、S54解散命
令
②S32総会議事録、設立認可、S54解散命令
③S32設立認可、S54解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-286 耕地課 農業基盤課
S25S28S3
2S33

①舟床土地改良区　456号
②窪川町七里土地改良区　122号
③本山中部土地改良区　28号
④大坂土地改良区　428号

①S33公告、S34設立認可、S54解散命令
②S28総会議事録、S29事業施行認可、S32事業施行認可、S54解散命令
③S25設立予備審査、S26設立認可、S38事業施工認可、総会議事録、S54解散命令
④S32公告、S33設立認可、S36総会議事録、S54解散命令

要審査 無 無

R2-A-287 耕地課 農業基盤課
S25S26S2
9S30

①羽根村北部土地改良区 324号
②香美郡大楠植村女夫池 7A
③上ノ加江町上ノ加江 251号
④安芸郡奈半利町本村部 6-A
⑤香美郡吉川村吉原　40-1

①S30設立認可、S34総会議事録、S37役員就任届
②S25総会議事録、組織変更認可、組合員名簿、S28理事就任届
③S29設立認可、S44解散認可
④S25組織変更認可、組合員名簿、S26総会議事録、S28監査報告書
⑤S26総会議事録、定款、組織変更認可、組合員名簿、S28監査書

要審査 無 無

R2-A-288 耕地課 農業基盤課
S26S27S3
2S34S38

①伊野町波川土地改良区 278号
②土佐地加茂川土地改良区　512号
③宿毛市池島土地改良区　474号
④長岡郡大豊村怒田土地改良区 116号
⑤新川川用地買収関係

①S26設立予備審査、S29設立認可、S46解散命令
②S38設立認可、S45解散認可
③S34設立認可、S45解散認可
④S27監査報告書、定款、組合員名簿、S33総会議事録、S46解散命令
⑤S32権限委任について、図面多数

要審査 無 無

R2-A-289 耕地課 農業基盤課
S26S27S2
9S32S35

①中村市伊才原戸土改区 398号
②上の加江町大矢井賀土地改良区　293号
③高知市東秦泉寺 43号
④高知市江ノ口比島　92号
⑤高知市横浜安ヶ谷 42号
⑥鏡川南岸土地改良区連合 土改連10号

①S32総会議事録、設立認可、S47解散命令
②S29設立認可、S31定款変更
③S26組織変更認可、組合員名簿、S46解散命令
④S27総会議事録、組合員名簿、S45解散認可
⑤S26組織変更認可、組合員名簿、S33総会議事録、S37理事長就任届、S46解散命令
⑥S35設立認可、S47解散命令

要審査 無 無

R2-A-290 耕地課 農業基盤課
S27S28S2
9S30

①羽根村中部土地改良区 328号
②高岡郡東津野村高野中央土地改良区 320号
③小川村柳野土地改良区　144-2号
④窪川町西川角土地改良区 233号
⑤在所村三谷土地改良区 195号
⑥高岡町急傾地土地改良区 203号
⑦室戸岬町椎名土地改良区 255号

①S30設立認可、S32事業施行認可
②S29設立認可、S47解散命令
③S30役員就任届
④S27設立予備審査公告、S28設立認可、設立予備審査、S29役員就任届
⑤S27設立予備審査、S28役員就任届、設立認可
⑥S27設立予備審査、S28設立認可、S32監査報告書
⑦S28事業計画決定、S29設立認可、S34総会議事録、S39借入残額

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-291 耕地課 農業基盤課 S27S38

①昭和38年度着手　池川町坂本土地改良区 514号
(団体営土地改良(索道)事業計画書･急傾斜地帯)
②高知市江ノ口丑之助 S45.7.21　解散　96号
③小川村柳野土地改良区 114-1号

①図面多数あり
②S27組織変更認可、組合員名簿、S33総会議事録、S45解散認可
③S27組織変更認可、権利関係調査簿、S32事業施行認可、総会議事録

要審査 無 無

R2-A-292 耕地課 農業基盤課
S27S37S4
0

①須崎市大間汐田土地改良区 508号
②大豊村大平土地改良区　S44.10.16解散　525号
③大宮町吉野土地改良区 166号

①S37設立認可、実施設計書、図面多数、S38「運営、経理について」（通知）
②S40設立認可、事業計画書、S44解散認可
③S27設立予備審査、S28設立認可、S35事業施行認可、S39定款変更

要審査 無 無

R2-A-293 耕地課 農業基盤課 S28SS32

①東洋町生見土地改良区 解 235号
②高知市薊野土地改良区連合 解 2号
③高知市薊野東土地改良区  解 223号
④土佐市浅井土地改良区 解 403号
⑤中村市森沢マオク土地改良区 解 419号

①S28設立認可、設立予備審査、S46解散命令
②S28設立認可、総会議事録、S46解散認可
③S28設立認可、設立予備審査、S46解散認可
④S32設立認可、S47解散命令
⑤S32設立認可、S45解散認可

要審査 無 無

R2-A-294 耕地課 農業基盤課
S28S29S3
1S32

①安芸市井の口上津野土地改良区 解 367号
②窪川町志和土地改良区 解 271-1
③佐川町土地改良区 解 348号
④佐川町岡崎土地改良区 解 319号
⑤須崎市久通土地改良区 解 411号

①S31設立認可、S32借入認可
②S28事業計画決定、S29設立認可、S32借入認可
③S31設立認可
④S29設立認可、計画概要決定
⑤S32設立認可、S36役員住所変更

要審査 無 無

R2-A-295 耕地課 農業基盤課
S27S32S3
3S43

①西土佐村大宮土地改良区 解　228号
②西土佐村中家地土地改良区 解 448号
③土佐清水市尾浦土地改良区 解 548号
④中村市津藏渕土地改良区 解 405号

①S27設立予備審査、S28設立認可、S32事業施行認可、S47解散命令
②S33設立認可、S47解散命令
③S43設立認可、事業計画書、S47解散命令
④S32設立認可、S47解散命令

要審査 無 無

R2-A-296 耕地課 農業基盤課
S27S28S3
3S36

①吉良川町庄毛土地改良区 解 133号
②宿毛市大海土地改良区  S47.10.26解散　 503号
③高知市三里吹井土地改良区 解 155-2
④土佐清水市田の内土地改良区 S47.10.26解散　226
号

①S27設立認可、設立予備審査、S33総会議事録、S34借入認可
②S36設立認可、事業計画書、S47解散命令
③S33監査報告書、S36総会議事録、S47解散命令
④S28設立認可、設立予備審査、S37総会議事録、S47解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-297 耕地課 農業基盤課
S25S31S3
2S35

①宿毛市山北土地改良区 解 490号
②安芸町新城土地改良区　139-1号
③津大村口屋内土地改良区 解　382号
④美都岐土地改良区 解 416号
⑤安芸郡吉良川町西の川東土地改良区

①S35設立認可、事業計画書
②S25設立予備審査、S27設立認可、計画書、S30役員就任届、S31事業変更決定、工
事設計書
③S31設立認可、計画概要、S47解散命令
④S32設立認可、事業計画書、図面目録、S33役員就任届
⑤定款作成の基本事項書、同意署名簿

要審査 無 無

R2-A-298 耕地課 農業基盤課
S27S28S3
0

①窪川町金上野･美子之川土地改良区 解 313号
②安芸市入河内土地改良区 解 346号
③羽根町東部土地改良区 解 314号
④吉良川町西山土地改良区 解132-1号

①S28設立予備審査、S29総会議事録、設立認可、S32実施設計書、S33事業施行認可
②S30設立認可、S32総会議事録、S33事業施行認可
③S27設立予備審査、S29設立認可、S39借入認可
④S27事業施行認可、設立認可、設立予備審査、S32事業施行認可、S33総会議事録

要審査 無 無

R2-A-299 耕地課 農業基盤課
S27S28S4
2

①窪川町若井土地改良区 S51.2.18命 307号
②東豊永村西峯土地改良区 解117号
③吉良川町黒耳傍士土地改良区 解 254号
④土佐清水市貝の川大津土地改良区 S51.2.18命 194
号
⑤本山町本山土地改良区 S50.9.5 解散 333-2号

①S28設立予備審査、S29設立認可、S50解散命令
②S27組織変更認可、S29事業施行認可、S49解散認可
③S28事業計画決定、S29設立認可、S33総会議事録、S33事業施行認可、S49解散命令
④S27事業計画書、設立予備審査、S28設立認可、S33役員就任届、S50解散命令
⑤S42事業施行認可、総会議事録、S50解散認可

要審査 無 無

R2-A-300 耕地課 農業基盤課
S25S27S3
2

①野根土地改良区 解散 5号
②芸西村津野吉野土地改良区 解 134号
③芸西村白髪土地改良区 解 397号　

①S25総会議事録、設立認可、設立予備審査、S27事業施行認可、S49解散命令
②S27設立認可、設立予備審査、S35事業施行認可、総会議事録、S49解散命令
③S32設立認可、事業計画書、S49解散命令

要審査 無 無

R2-A-301 耕地課 農業基盤課
S29S32S4
2

①本山町本山土地改良区 S50.9.5 解散 333-1
②中村市森沢土地改良区　 S50.10.30　解散 認　394
号
③大津高知土地改良区連合 8号
④田野安田土地改良区連合 S50.11.26 解散命令

①S29設立認可、S30総会議事録、S36事業計画書、S37事業施行認可、S38役員就任届
②S32設立認可、S50解散認可
③S32総会議事録、事業計画書、S33設立認可、S49解散命令
④S42改良区連合の借入金に対し町が行う損失補償に関する資料、S50解散命令

要審査 無 無

R2-A-302 耕地課 農業基盤課 S25S28
①土佐郡土佐村溜井土地改良区 　29号
②鎌田井筋土地改良区　32-C

①S25設立予備審査、S26事業施行認可、設立認可、S34事業施行認可、S38事業施行
認可
②S28応急工事計画、総会議事録、S32監査報告書

要審査 無 無

R2-A-303 耕地課 農業基盤課
S29S30S3
2

①窪川町家地川　土地改良区 303号
②窪川町仁井田中央　土地改良区 332号
③窪川町志和　土地改良区 271-2

①S29設立認可、S51解散命令
②S30設立認可、S35事業施行認可、事業計画書、S39総会議事録、S51解散命令
③S32事業施行認可、事業計画書（3種）、S35事業施行認可、実施設計書、総会議事
録、S36事業施行認可、実施設計書、総会議事録、S51解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-304 耕地課 農業基盤課
S28S30S3
3

①高知市三里十津土地改良区 解 212号
②高知市朝倉土地改良区 解 341号
③十和村浦越土地改良区 解 438号
④宿毛市押の川土地改良区 解  423号
⑤西土佐村茅生土地改良区 解　445号

①S28総会議事録、事業施行認可、設立認可、設立予備審査、S47解散認可
②S30設立認可、S43事業施行認可、事業概要書、総会議事録、S48解散命令
③S33設立認可、事業計画書、S38役員就任届、S47解散命令
④S33設立認可、事業計画書、S34総会議事録、S49解散命令
⑤S33設立認可、事業設計書、S48解散命令

要審査 無 無

R2-A-305 耕地課 農業基盤課
S32S35S3
9

①川井土地改良区 解 518号
②在所村日比原土地改良区 解 479号
③日高村繁谷土地改良区 解　401号
④日高村柱谷土地改良区 解　399号

①S39設立認可、実施設計書、S46解散命令
②S35設立認可、事業計画書、S44解散命令
③S32設立認可、事業計画概要書、S46解散認可
④S32設立認可、実施設計書、S46解散認可

要審査 無 無

R2-A-306 耕地課 農業基盤課
S26S28S3
5

①佐川町斗賀野中組土地改良区 解 36号
②伊野町枝川土地改良区 解散 239号
③室戸市河内土地改良区 解　478号

①S26設立認可、設立予備審査、S29総会議事録、S48解散命令
②S28設立認可、S32総会議事録、S33事業施行認可、S47事業施行認可、事業計画
書、図面、S48解散認可
③S35設立認可、事業計画書、S48解散命令

要審査 無 無

R2-A-307 耕地課 農業基盤課
S25S30S3
1S35

①西土佐村津賀土地改良区 解　52号
②三原村下長谷土地改良区 解 385号
③三原村芳井土地改良区 解 336号
④土佐清水市平の段土地改良区 解 485号

①S25設立予備審査、S26設立認可、S34事業施行認可、事業計画書、S35総会議事
録、S49解散命令
②S31設立認可、計画概要決定、S49解散命令
③S30総会議事録、設立認可、S31事業施行認可、事業計画書、S49解散命令
④S35設立認可、S49解散命令

要審査 無 無

R2-A-308 耕地課 農業基盤課
S27S32S3
3S34S35

①下川口宗呂土地改良区 解 141号
②宿毛市上坂本土地改良区 解 413号
③中村市久保川土地改良区 解 452号
④西土佐村長生土地改良区 解 446号
⑤西土佐村須崎土地改良区 解 487号

①S27設立認可、設立予備審査、S49解散命令
②S32設立認可、S49解散命令
③S34設立認可、S49解散命令
④S33設立認可、S34総会議事録、S49解散命令
⑤S35設立認可、S49解散命令

要審査 無 無

R2-A-309 耕地課 農業基盤課
S27S31S4
1

①中村市蕨岡高知谷土地改良区 105号
②上ノ加江町笹場土地改良区　175号
③高岡町高北土地改良区  366号
④土佐山田町西の谷土地改良区 532号

①S27組織変更認可、S29事業施行認可、S35総会議事録、S36事業施行認可、借入認
可
②S27設立予備審査、S28設立認可
③S31設立認可、事業計画決定、S52清算人届、解散認可
④S41設立認可、S50役員就任届

要審査 無 無

R2-A-310 耕地課 農業基盤課
S26S31S3
3S35S38

①土佐市四方寺土地改良区　513号
②佐喜浜町根丸土地改良区　425号
③芸西村西不動土地改良区　488号
④土佐清水市布土地改良区　389号
⑤宿毛市山田土地改良区　89号

①S38設立認可、S46事業計画変更認可、S53解散認可
②S33設立認可、S34総会議事録
③S35設立認可
④S31事業計画決定、S32設立認可、S41定款変更
⑤S26総会議事録、S27組織変更認可、S33事業施行認可、S34事業施行認可、S49役員
就任届

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-311 耕地課 農業基盤課
S30S31S3
5

①高岡町神母谷川土地改良区 75号　
②須崎市神田土地改良区 495号
③鏡村小浜土地改良区 345

①S31事業変更決定、S32事業施行認可
H14「土地改良区の清算人の就職｣に関する参考資料（清算人就職届、住民票）
②S35設立認可、S37借入認可
③S30設立認可、計画概要決定、S32事業変更認可、S35役員就任届

要審査 無 無

R2-A-312 耕地課 農業基盤課
S28S30S4
2

①高知市神田第１土地改良区 326号
②高知市薊野西土地改良区 224号
③新居堤内土地改良区 536号

①S30設立認可、事業計画書、計画概要決定、事業計画書
②S28事業施行認可、事業計画書、設立認可、設立予備審査、S33総会議事録、S52解
散命令
③S42設立認可、事業計画書、図面、S50役員就任届

要審査 無 無

R2-A-313 耕地課 農業基盤課
S28S31S3
2

①佐川町古畑峯土地改良区 202号
②高岡郡梼原村佐渡土地改良区 375号
③高瀬土地改良区 378号
④大月町大浦土地改良区 393号

①S28設立認可、計画書、設立予備審査、S32役員就任届
②S31設立認可、事業計画書、S32役員就任届
③S31設立認可、事業計画書、S33借入認可
④S32設立認可、事業計画書、S52解散認可

要審査 無 無

R2-A-314 耕地課 農業基盤課
S27S32S4
2S50

①大滝土地改良区 544号
②須崎市桑田山土地改良区 185号
③十川村広瀬土地改良区 395号
④吾北村上八川土地改良区 605号

①S42設立認可、事業計画書、S46借入認可
②S27設立予備審査、S28設立認可、計画書、S34事業施行認可、S37借入認可
③S32設立認可、事業設計書
④S50｢換地計画を伴う災害復旧事業と土地改良法の法手続きについて」、S51設立認
可

要審査 無 無

R2-A-315 耕地課 農業基盤課
S25S27S3
9

①大豊村和田土地改良区 521号
②大月町春遠土地改良区 217号
③窪川町宮内仕出原土地改良区 187号

①S39設立認可、事業計画書、S54解散命令
②S25設立予備審査、S26設立認可、計画書、S34事業施行認可、事業計画書、総会議
事録、S54解散命令
③S27設立予備審査、S28設立認可、S54解散命令

要審査 無 無

R2-A-316 耕地課 農業基盤課
S27S30S3
1

①中村市江の村下の沖土地改良区 355号
②中村市有岡土地改良区 343号
③窪川町西岸土地改良区 209号

①S31設立認可、事業計画書、計画概要決定、S32計画変更認可、S54解散命令
②S30設立認可、事業計画書、計画概要決定、S32事業施行認可、総会議事録、S54解
散命令
③S27設立予備審査、S28設立認可、事業計画書、S32事業施行認可、事業計画書、
S33事業施行認可、実施設計書、S54解散命令

要審査 無 無

R2-A-317 耕地課 農業基盤課
S27S29S4
2S44S45

①安芸市妙見山土地改良区 537号
②須崎市串の浦土地改良区 576号
③土佐清水市下の段土地改良区 305号
④高知市円行寺土地改良区 567号
⑤中村市右山土地改良区　140号

①S42設立認可、借入認可、S54解散認可
②S45設立認可、S54解散命令
③S29設立認可、S54解散命令
④S44設立認可、S54解散命令
⑤S27設立予備審査、設立認可、事業計画書、総会議事録、S54解散命令

要審査 無 無

R2-A-318 耕地課 農業基盤課
S34S35S4
1

①土佐市鷹ノ巣土地改良区　458号
②大平川土地改良区　496号
③大豊村野々屋土地改良区　529号

①S34設立認可、事業計画書、S53解散命令
②S35設立認可、管理計画書、S53解散命令
③S41設立認可、事業計画書、S53解散命令

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-319 耕地課 農業基盤課 S34
①須崎市下村土地改良区 457号
②西峯第二土地改良区 464号

①S34設立認可、事業設計書、図面、S53解散命令
②S34設立認可、計画概要書、S53解散命令

要審査 無 無

R2-A-320 耕地課 農業基盤課 S32S33
①中村市鵜の江土地改良区 430号
②香北町韮生野土地改良区 409号
③原嶋土地改良区 406号

①S33設立認可、事業計画書、S35事業施行認可、事業計画書、S41定款変更
②S32設立認可、S37事業施行認可、事業計画書、S38役員就任届
③S32設立認可、事業計画書、S34借入認可

要審査 無 無

R2-A-321 耕地課 農業基盤課
S26S36S4
8

①香北町山祇土地改良区　501号
②柚木土地改良区　596号
③香北町二谷土地改良区　497号
④香北町有瀬　土地改良区　82号

①S36設立認可、事業設計書、役員就任届
②S48設立認可、事業計画書、S58解散命令
③S36設立認可、事業計画書、図面、S40役員就任届
④S26設立予備審査、S27設立認可、S45事業施行認可、事業概要書

要審査 無 無

R2-A-322 耕地課 農業基盤課
S27S29S5
1

①三和村浜改田土地改良区　145号
②窪川町東又中西部土地改良区　174号
③大津村田辺島丸土地改良区　291号
④伊野町奈呂土地改良区　610号

①S27設立認可、事業計画書、設立予備審査、S33役員就任届、S56解散命令
②S27設立認可、事業計画書、設立予備審査、S56解散命令
③S29設立認可、S56解散命令
④S51設立認可、事業計画書、S56解散認可

要審査 無 無

R2-A-323 耕地課 農業基盤課 S34 中村市古津賀　土地改良区　455号 S34設立認可、事業計画書、S42事業施行認可、S55解散命令 要審査 無 無

R2-A-324 耕地課 農業基盤課 S36
昭和36・42年度　団体営換地計画書
中村市古川
春野村南持田

昭和36・42年度　団体営換地計画書
中村市古川
春野村南持田

要審査 無 無

R2-A-325 耕地課 農業基盤課 S47

昭和47・48年度　団体営換地計画書
須崎市和田
伊野町枝川
須崎市浦ノ内福良
土佐市西鴨地
須崎市東川内
夜須町手結
窪川町宮内仕出原
簿冊外：換地事務指導体制強化 水門等管理業務実施
日程表

昭和47年度　団体営換地計画書　窪川町宮内仕出原　簿冊外：換地事務指導体制強化　
水門等管理業務実施日程表
・高岡郡窪川町宮内仕出原土地改良区確定図

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-326 耕地課 農業基盤課 S49

昭和49年度　団体営換地計画書
須崎浦ノ内東分（区）
春野町弘岡上
土佐市蓮池(高東土地改良区　2冊)
春野町諸木
久万秋地区荒瀬

団体営換地計画書 須崎浦ノ内東分（区）
・H5年度　換地計画誤びゅう訂正について（伺）

要審査 無 無

R2-A-327 耕地課 農業基盤課 S51

昭和51年度　団体営換地計画書
日高村竹ノ後
安芸市穴内
夜須町坪井
宿毛市松田川
春野村江口

昭和51年度　団体営換地計画書
・日高村竹ノ後
・安芸市穴内
・夜須町坪井
・宿毛市松田川
・春野村江口

要審査 無 無

R2-A-328 耕地課 農業基盤課 S50

昭和50年度　団体営換地計画書
須崎市中氏
槇野々
須崎市下村
安芸市(黒鳥）

その他
・換地説明書　多ノ郷村中島地区耕地整理組合

要審査 無 無

R2-A-329 耕地課 農業基盤課 S56

昭和56年度　換地計画書
佐川町斗賀野（上美都岐）（農）
土佐市甲原（八洲）（共）
土佐市甲原（森廉）（共）
土佐清水市（板谷）（共）
土佐清水市（三崎西ノ川）（共）
安田町（宮の本）（町）
香我美町（花納）(町）
窪川町（川奥）（町）

昭和56年度　換地計画書
・佐川町斗賀野（上美都岐）（農）
・土佐市甲原（八洲）（共）
・土佐市甲原（森廉）（共）
・土佐清水市（板谷）（共）
・土佐清水市（三崎西ノ川）（共）
・安田町（宮の本）（町）
・香我美町（花納）(町）
・窪川町（川奥）（町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-330 耕地課 農業基盤課 S56

昭和56年度　換地計画書
土佐市三角（三角）（共）
安芸市　（下山）（農）
須崎市坂内（坂内）（区）
香我美町口西川（口西川）（共）
高知市赤井谷（赤井谷）（区）
北川村（加茂）（村）

昭和56年度　換地計画書
・土佐市三角（三角）（共）
・安芸市　（下山）（農）
・須崎市坂内（坂内）（区）
・香我美町口西川（口西川）（共）
・高知市赤井谷（赤井谷）（区）
・北川村（加茂）（村）

要審査 無 無

R2-A-331 耕地課 農業基盤課 S56

昭和56年度　換地計画書
須崎市塩間（共）
夜須町長田（長田）（区）
須崎市五反田（共）
門ヶ芝（共）
佐川町斗賀野（川原田）（農）
東洋町生見（区）
春野町芳原東部　（芳原）　（区）
本山町木能津マカワ　（マカワ）　（区）

昭和56年度　換地計画書
・須崎市塩間（共）
・夜須町長田（長田）（区）
・須崎市五反田（共）
・門ヶ芝（共）
・佐川町斗賀野（川原田）（農）
・東洋町生見（区）
・春野町芳原東部　（芳原）　（区）
・本山町木能津マカワ　（マカワ）　（区）

要審査 無 無

R2-A-332 耕地課 農業基盤課 S57

昭和57年度　団体営換地計画書
佐賀町小黒川（共）
宿毛市平田（寺山）（区）
西土佐村方の川（村）
甲原（高ソ子）（共）
安芸市伊尾木（浜田）（区）

昭和57年度　団体営換地計画書
・佐賀町小黒川（共）
・宿毛市平田（寺山）（区）
・西土佐村方の川（村）
・甲原（高ソ子）（共）
・安芸市伊尾木（浜田）（区）

要審査 無 無

R2-A-333 耕地課 農業基盤課 S57

昭和57年度　団体営換地計画書
高知市（福井）（共）
香北町本田（町）
南国市月ノ木（南国市三畠）（区）　
佐賀町（中野川）（町）
春野町西諸木松本（区）（変更承認）
大野見村（宮ノ前）（村）
大野見村（大奈路）（村）
大野見村（下向）（村）

昭和57年度　団体営換地計画書
・高知市（福井）（共）
・香北町本田（町）
・南国市月ノ木（南国市三畠）（区）　
・佐賀町（中野川）（町）
・春野町西諸木松本（区）（変更承認）
・大野見村（宮ノ前）（村）
・大野見村（大奈路）（村）
・大野見村（下向）（村）

要審査 無 無
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R2-A-334 耕地課 農業基盤課 S57

昭和57年度　団体営換地計画書
佐賀町（荷稲）（町）
大野見村（寺元）（村）
大野見村（虎杖野）（村）
窪川町（日野地第一）（町）
窪川町（日野地第二）　（町）
安田町馬場崎（馬場崎）（共）
土佐山田町古池（古池）（区）
中村市板ノ川（板ノ川）（区）
宿毛市平田（駄場）　（区）

昭和57年度　団体営換地計画書
・佐賀町（荷稲）（町）
・大野見村（寺元）（村）
・大野見村（虎杖野）（村）
・窪川町（日野地第一）（町）
・窪川町（日野地第二）　（町）
・安田町馬場崎（馬場崎）（共）
・土佐山田町古池（古池）（区）
・中村市板ノ川（板ノ川）（区）
・宿毛市平田（駄場）　（区）

要審査 無 無

R2-A-335 耕地課 農業基盤課 S56
昭和56年度　団体営農道整備事業　
農道稲村清助線改良工事　地すべり協議書

農道稲村清助線改良工事　地すべり協議書 要審査 無 無

R2-A-336 耕地課 農業基盤課 S54S57
昭和54・57年度　地すべり防止区域内の制限行為の
協議について（道路付替工事及び貯水池護岸工事）

・仁淀村別枝地すべり防止のための道路付替工事及び貯水池護岸工事
・S57台風13号により被害を受けた際の護岸復旧工事

要審査 無 無

R2-A-337 耕地課 農業基盤課 S57
昭和57年度　別枝大橋下流及び沢渡護岸工事に伴う
協議書（地すべり防止区域）　大渡ダム工事事務所

・工事前写真 要審査 無 無

R2-A-338 耕地課 農業基盤課 S57
昭和57年度　小川地区地すべり防止区域内工事許可
申請書（日本道路公団）

昭和57年度　小川地区地すべり防止区域内工事許可申請書（日本道路公団） 要審査 無 無

R2-A-339 耕地課 農業基盤課 S54 昭和54年度　仁淀村古田地区　地すべり協議書 ・高知県高岡郡仁淀村大字中ノ瀬　県道檮原吾川土佐線道路改良工事実施設計書 要審査 無 無

R2-A-340 耕地課 農業基盤課 S57 昭和57年度　梼原町本毛谷地区　地すべり協議書 ・昭和57年度　梼原町本毛谷地区　地すべり協議書 要審査 無 無

R2-A-341 耕地課 農業基盤課 S59
昭和59年度　地すべり防止法協議書関連　永野　梼原
町

・現況写真 要審査 無 無



- 57/86 -

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-342 耕地課 農業基盤課 S61
昭和61年度　地すべり防止区域内協議（団体営農道
上成線）

・団体営農道整備　農道上成線改良（2工区）工事実施設計書 要審査 無 無

R2-A-343 耕地課 農業基盤課 S62 昭和62年度　地すべり防止区域内協議　農道永野線 現況写真 要審査 無 無

R2-A-344 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年度　第三期山村振興農林漁業対策事業実施
設計書　小規模土地改良事業　農道古田線　事業主
体仁淀村

・第三期山村振興農林漁業対策事業実施設計書　農道古田線新設工事
・現況写真

要審査 無 無

R2-A-345 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年度　特地　工法協議　主要県道高知伊予三
島線特殊改良一種工事　土佐町峰石原

昭和62年度　特地　工法協議　主要県道高知伊予三島線特殊改良一種工事　土佐町峰
石原

要審査 無 無

R2-A-346 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年9月　地すべり防止法20条協議　高知市道朝
倉

昭和62～67年度　朝倉52号線道路改良工事（変更）設計書 要審査 無 無

R2-A-347 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年11月30日　仁淀村高瀬峰地すべり協議　仁
淀村長

・一般県単土地改良事業実施変更設計書
・現況写真

要審査 無 無

R2-A-348 耕地課 農業基盤課 S62 昭和62年度　地すべり防止法20条協議　仁淀村霧ノ窪
・現況写真
・仁淀村別枝地区内秋葉2期地区　団体営農道整備事業農道改良実施設計書

要審査 無 無

R2-A-349 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年度　地すべり協議書　吾川郡吾北村池の窪
地区

・現況写真
・団体土地改良事業実施設計書（団体営農道整備事業）

要審査 無 無

R2-A-350 耕地課 農業基盤課 S62 昭和62年度　吾川村上名野川猪飼育場許可申請書 現況写真 要審査 無 無

R2-A-351 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年度　桑田山地すべり18条許可　四国電力鉄
塔新設

昭和62年度　桑田山地すべり18条許可　四国電力鉄塔新設 要審査 無 無

R2-A-352 耕地課 農業基盤課 S62
昭和62年度　地すべり18条許可　梼原町間伐作業道・
森林組合　

現況写真 要審査 無 無
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R2-A-353 耕地課 農業基盤課 S46 昭和46年度　大植地区村道工事協議書 昭和46年度　大植地区村道工事協議書 要審査 無 無

R2-A-354 耕地課 農業基盤課 S47
昭和47年度　地すべり防止指定区域内工事許可申請
書綴

・大豊町　S47災害復旧事業計画書
・仁淀村　林道開設工事

要審査 無 無



- 59/86 -

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-355 耕地課 農業基盤課 S54
昭和54年度　地すべり防止区域内制限行為の協議に
ついて（横畠第2地区基幹農道整備事業）

昭和54年度　地すべり防止区域内制限行為の協議について（横畠第2地区基幹農道整
備事業）
工事場所：高岡郡越知町稲村

要審査 無 無

R2-A-356 耕地課 農業基盤課 S55
昭和55年度　農林業同和対策事業実施設計書　事業
種目・農道整備　梼原町

地すべり防止区域内工事協議 要審査 無 無

R2-A-357 耕地課 農業基盤課 S57
昭和57年度　梼原町本モ谷地区地すべり等防止法　
第20条第2項の規定による協議

梼原町本モ谷地区地すべり等防止法　第20条第2項の規定による協議 要審査 無 無

R2-A-358 耕地課 農業基盤課 S57
昭和57年度　団体営農道整備事業　明戸岩(第3）地区
協議設計書

明戸岩地区地すべり防止区域内工事協議 要審査 無 無

R2-A-359 耕地課 農業基盤課 S57 昭和57年度　林総林道川窪～島ヶ峰線協議設計書 吾北村川窪地区地すべり防止区域内工事協議 要審査 無 無

R2-A-360 耕地課 農業基盤課 S58
昭和58年度　池川町寄合地区地すべり防止区域内工
事施工協議書

第三期山村振興農林漁業対策事業設計書　農道新設白髪線 要審査 無 無

R2-A-361 耕地課 農業基盤課 S58
昭和58年度　地すべり防止区域内の制限行為の協議
について　貯水池護岸工事　沢渡下流（三島神社下）
地区

・仁淀村別枝地区S57協議の護岸上の構造変更
・写真
・三島神社下地区（沢渡）貯水池湖岸、護岸対策の概要　大渡ダム工事事務所

要審査 無 無

R2-A-362 耕地課 農業基盤課 S58
昭和58年度　林総林道川窪～島ヶ峰線協議設計書　
吾北村

現況写真 要審査 無 無

R2-A-363 耕地課 農業基盤課 S59
昭和59年度　梼原町太田戸地区地すべり等防止法協
議

現況写真 要審査 無 無

R2-A-364 耕地課 農業基盤課 S59
昭和59年度　太田戸地区地すべり等防止法協議書　
普林太田戸線残土処理場

現況写真 要審査 無 無

R2-A-365 耕地課 農業基盤課 S59S60
昭和59.60年度　仁淀村別枝地区　地すべり防止区域
内の制限行為の協議について

・貯水池護岸工事、村道復旧工事
・中間確認時点での写真

要審査 無 無

R2-A-366 耕地課 農業基盤課 S60
昭和60年度　山村林業構造改善事業
林業生産基盤整備事業実施設計書（林道大植線）

現況写真 要審査 無 無
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R2-A-367 耕地課 農業基盤課 S61
昭和61年度　地すべり協議書　団体営農道整備事業　
農道名高山2期線新設工事

現況写真 要審査 無 無

R2-A-368 耕地課 農業基盤課 S63
昭和63年度　名高山ヘリポート造成工事計画設計書　
土佐町

現況写真 要審査 無 無

R2-A-369 耕地課 農業基盤課 S54
昭和54年度　県営仁淀川土地改良事業　譲与　土佐
市土地改良区　吾南土地改良区

県営土地改良事業により造成された県有土地改良財産の用途廃止及び譲与
・土佐市土地改良区（頭首工、上井筋、中井筋、新土井筋、北井筋、西井筋、蓮池筋）
・吾南土地改良区（弘田本線、仁西井筋）

要審査 無 無

R2-A-370 耕地課 農業基盤課 S55
昭和55～58年度　西鴨地地区排水対策特別事業取得
報告

県営土地改良事業により造成された県有土地改良財産の用途廃止及び譲与
（西鴨地区排水路）

要審査 無 無

R2-A-371 耕地課 農業基盤課 S56
昭和56～60年度　城山地区排水対策特別事業取得報
告書

県営土地改良事業により造成された県有土地改良財産の用途廃止及び譲与
（城山地区排水路）

要審査 無 無

R2-A-372 耕地課 農業基盤課 S60
昭和60年度～平成元年度　取得報告（用地）（工事）　
郷谷地区基幹農道整備事業

県営土地改良事業により造成された県有土地改良財産の用途廃止及び譲与
（郷谷地区基幹農道整備事業）

要審査 無 無

R2-A-373 耕地課 農業基盤課 S47 昭和47年度　地すべり地域内工事許可申請書綴
・檮原町　農道開設　写真
・大豊町　大幹線林道開設　地すべり防止工　生活道路開設　写真
・仁淀村　S45台風9号S46荒廃砂防事業　砂防ダム 宿舎用地造成

要審査 無 無

R2-A-374 耕地課 農業基盤課 S49 昭和49年度　地すべり協議書　仁淀村古田地区
・新山村振興特別対策事業設計書
・写真

要審査 無 無

R2-A-375 耕地課 農業基盤課 S50 昭和50年度　地すべり協議書　大豊町小川地区
・小川地区工事完了写真
・町道小川本村線道路改良工事地滑り協議設計書

要審査 無 無

R2-A-376 耕地課 農業基盤課 S49 昭和49年度　地すべり協議書　土佐町峰石原地区 ・町道立道線改良工事実施設計書 要審査 無 無

R2-A-377 耕地課 農業基盤課 S49 昭和49年度　地すべり協議書　土佐町東石原地区 東石原地区地すべり防止区域内での高知分水工事の許可 要審査 無 無
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R2-A-378 耕地課 農業基盤課 S61
昭和61年度　第3期山村振興農林漁業対策(農道整
備）事業実施設計書　仁淀村古田地区

写真 要審査 無 無

R2-A-379 耕地課 農業基盤課 S52 昭和52年度　地すべり「筏木地区」　大豊町より陳情書 写真 要審査 無 無

R2-A-380 耕地課 農業基盤課 S53
昭和53年度　地すべり防止区域内工事施工協議　檮
原町神の山地区

地区道坪の田神の山線新設工事実施設計書 要審査 無 無

R2-A-381 耕地課 農業基盤課 S55 昭和55年度　海岸保全区域の占用協議　須崎市 写真 要審査 無 無

R2-A-382 耕地課 農業基盤課 S55
昭和55年度　仁ノ地区湛水防除事業実施に伴う海岸
法の協議書

吾川郡春野町仁ノ字水門割へ排水機場及び樋門工の設置 要審査 無 無

R2-A-383 耕地課 農業基盤課 S55 昭和55年度　地すべり協議書　土佐町峰石原地区 林業構造改善特別対策事業設計書（林道峯石原線） 要審査 無 無

R2-A-384
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の33

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（戸波村・大野見村・別府村・川内村）
・高知市（汐江・鴨田地区・旭地区）
・吾川郡（森山村・大崎村）
・香美郡（大楠植村）
・土佐郡（鏡村）大崎村

要審査 無 無

R2-A-385
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の32　146
自作農登記令に基づく買収登記
・高知市（鴨田地区）

要審査 無 無

R2-A-386
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の28　142
自作農登記令に基づく買収登記
・高知市（五台山・長浜・三里）

要審査 無 無

R2-A-387
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の25　139
自作農登記令に基づく買収登記
・土佐郡（土佐村・鏡村・宇治村・地蔵寺）

要審査 無 無

R2-A-388
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の38　152
自作農登記令に基づく買収登記
・吾川郡（池川町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-389
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の27　141
自作農登記令に基づく買収登記
・高知市（一宮・布師田）

要審査 無 無

R2-A-390
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の26　140
自作農登記令に基づく買収登記
・土佐郡（森村・大川村・本川村）

要審査 無 無

R2-A-391
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第１類　登記　冊の21　135
自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（國府村・瓶岩村・上倉村）

要審査 無 無

R2-A-392
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記 冊の20 134
自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（久礼田・岡豊）

要審査 無 無

R2-A-393
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記 冊の13 127
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（片地・佐古）

要審査 無 無

R2-A-394
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記 冊の17 131 
自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（十市村・三和村・大篠村）

要審査 無 無

R2-A-395
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記 冊の57 175
自作農登記令に基づく買収登記
・安芸郡・香美郡・長岡郡

要審査 無 無

R2-A-396
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記 冊の31 145  
自作農登記令に基づく買収登記
・高知市（朝倉）

要審査 無 無

R2-A-397
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類  登記 冊の30 144 
自作農登記令に基づく買収登記
・高知市（潮江・旭）

要審査 無 無

R2-A-398
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類  登記 冊の22 136 
自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（天坪・大杉）

要審査 無 無

R2-A-399 農地課 農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記　冊の19　133
自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（稲生村・介良村・大津村）

要審査 無 無

R2-A-400 農地課 農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記　冊の35　149
自作農登記令に基づく買収登記
・吾川郡（伊野町・神谷村・三瀬村・下八川村・上八川村・清水村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-401 農地課 農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記　冊の16　130
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（美良布町・槇山村・上韮生村）

要審査 無 無

R2-A-402 農地課 農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記　冊の10　124
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（富家村・香宗村・山北村・東川村・西川村）

要審査 無 無

R2-A-403 農地課 農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記　冊の14　128
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（大楠植村・佐岡村・暁霞村）

要審査 無 無

R2-A-404 農地課 農業基盤課 S26 昭和26年度　第一類　登記　冊の52　166
自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（東又村）

要審査 無 無

R2-A-405
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の15　129
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（在所村）

要審査 無 無

R2-A-406
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の11　125
自作農登記令に基づく買収登記
・香美郡（野市町・前浜村・岩村）

要審査 無 無

R2-A-407
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の24　138
自作農登記令に基づく買収登記
・長岡郡（東豊永村・本山町）

要審査 無 無

R2-A-408
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S25 昭和25年度　第1類　登記　冊の2　327

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（高岡町・多郷村・上半山村）
・香美郡（暁霞村・山南村・西川村・夜須町・山北村・片地村・日下村・國府村・長者村）
・安芸郡（甲浦・安芸町・馬ノ上村・吉良川町・川北村・井ノ口村・和食村・畑山村・西分
村・天ノ郷地区）
・長岡郡（東豊永村・長岡村）
・吾川郡（仁西村・名野川村・下八川村・諸木村・清水村
・三ツ内山地区）
・幡多郡（橋上村・月灘村・宿毛町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-409
農地課
農地開拓課

農業基盤課
S24
S25

昭和24・25年度　第1類　登記　冊の1　326

自作農登記令に基づく買収登記
昭和24年度
・安芸郡（奈半利町・於奈古地区）
・香美郡（富家村）
・土佐郡（宇治村）
・吾川郡（弘岡下ノ村）
・幡多郡（津大村・月灘村・小筑紫村・佐賀町・下川口村・セキゼ地区）
・土佐郡（土佐山村）
・長岡郡（檮山地区・三和村・久礼田村・十市村・岡豊村）
・高岡郡（女鶴地区・下半山村）

昭和25年度
・長岡郡（大篠村・大杉村）
・安芸郡（北川村・下山地区）
・幡多郡（弘瀬地区）
・高岡郡（加茂村）

要審査 無 無

R2-A-410
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　330

自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（宇佐町・東津野村・尾川村・高石村・越知町・上ノ加江町・浦ノ内村・檮原村・北
原村）
・安芸郡（奈半利町・羽根村・安田町）
・幡多郡（三原村）
・長岡郡（大杉村（檜生地区）・稲生村）

要審査 無 無

R2-A-411
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S25 昭和25年度　第1類　登記　328

自作農登記令に基づく買収登記
・幡多郡（山奈村）
・高岡郡（平串地区・黒岩村・上分村・東又村・波介村・後山地区）
・香美郡（大法寺地区・上韮生村・徳王子村・佐古村）
・高知市（一宮地区・初月地区・三里地区・長浜地区・朝倉地区・仁井田地区）
・土佐郡（鏡村）
・吾川郡（芳原村・明治村・秋山村・伊野町・池川町・横畠村）
・安芸郡（別役地区）

要審査 無 無

R2-A-412
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　第1類　農地移動　冊の7　231　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・幡多郡（大内町・中筋村・大方町）
・安芸郡（室戸岬町・井の口村・野根町・安芸町）
・高知市（旭・一宮）
・土佐郡（地蔵寺村）
・香美郡（吉川村・在所村・赤岡町）
・長岡郡（介良村）
・吾川郡（秋山村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-413
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の18　242　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・香美郡（野市町）

要審査 無 無

R2-A-414
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の21　245　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・吾川郡（秋山村・大崎村）
・安芸郡（西分村）
・長岡郡（岡豊村・大篠村・東豊永村）
・土佐郡（宇治村）
・幡多郡（大内町・宿毛町・津大村）

要審査 無 無

R2-A-415
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度  第1類　農地移動　冊の5　252　譲渡令書 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-416
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度  第1類　農地移動　冊の22　246　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・幡多郡（山奈村・中村町・東山村・東中筋村・中筋村・下田町・具同村）
・高岡郡（大桐村・窪川町・加茂村・仁井田村）
・長岡郡（大篠村）
・香美郡（明治村・片地村）
・安芸郡（伊尾木村・北川村）

要審査 無 無

R2-A-417
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の11　235　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・長岡郡（介良村・瓶岩村・大杉村・大津村・新改村）
・高知市（旭・初月）
・香美郡（山北村・吉川村・佐岡村）
・高岡郡（東津野村・仁井田村）
・安芸郡（室戸岬町）
・吾川郡（明治村・池川町）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-418
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の14　238　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（松葉川村・東津野村・黒岩村・加茂村・須崎町・波介村・大野見村・久礼町）
・土佐郡（宇治村）
・香美郡（夜須町･岩村）
・高知市（高須・中央・初月）
・安芸郡（馬の上村・和食村・室戸町）
・吾川郡（八田村・西分村）
・長岡郡（大篠村・介良村・長岡村）
・幡多郡（大方町・山奈村・下田町・津大村・後川村・下の加江町・具同村・中筋村）

要審査 無 無

R2-A-419
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　農地移動　冊の38 　高岡郡8
自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡

要審査 無 無

R2-A-420
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S28 昭和28年度　第1類　登記　冊の1　333

自作農登記令に基づく買収登記
・土佐郡（大川村・本川村）
・幡多郡（月灘村（三ヶ山地区））
・高岡郡（佐川町・斗賀野村・興津村・大平山地区・檮原町）
・安芸郡（東川村・室戸町・羽根村（第1,2船場地区））
・香美郡（佐岡村・槇山村）

要審査 無 無

R2-A-421
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の44　158 
 自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（尾川村・大桐村・長者村・別府村）

要審査 無 無

R2-A-422
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の43　157 
 自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（佐川町・越知町）

要審査 無 無

R2-A-423
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の42　156 
 自作農登記令に基づく買収登記
・高岡郡（能津村・黒岩村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-424
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　登記　冊の58　176 
自作農創設特例措置登記令７条による代位登記嘱託書
・高岡郡

要審査 無 無

R2-A-425
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26　第1類　登記　冊の2　116
 自作農登記令に基づく買収登記
・安芸郡（室戸町・吉良川町・羽根村）

要審査 無 無

R2-A-426
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27 昭和27年度　第1類　農地移動　冊の1　225　強制譲渡

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（松葉川村・浦の内村・上分村・新居村）
・香美郡（明治村・在所村・香宗村・岩村・日章村）
・長岡郡（岡豊村・國府村）
・安芸郡（川北村）
・高知市（潮江）

要審査 無 無

R2-A-427
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の19　243　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・安芸郡（井の口村・奈半利町・吉良川町・土居村・赤野村・和食村・馬の上村）
・長岡郡（上倉村・介良村・新改村・國府村・瓶岩村）
・高岡郡（上分村・須崎町・多郷村・越知町）
・香美郡（山田町・佐古村・富家村）
・高知市（旭・秦）
・吾川郡（明治村・八田村）

要審査 無 無

R2-A-428
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の16　240　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・吾川郡（伊野町・下八川村・秋山村・芳原村・上八川村）
・香美郡（山南村・大楠植村・山田町）
・安芸郡（安芸町・伊尾木村）
・高岡郡（多郷村・能津村・檮原村・上分村）
・長岡郡（田井村・後免町・野田村）

要審査 無 無

R2-A-429
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の17　241　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・香美郡（野市町）
・高岡郡（仁井田村・東又村）
・高知市（潮江）
・安芸郡（奈半利町）
・長岡郡（上倉村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-430
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S27
昭和27年度　第1類　農地移動　冊の20　244　強制譲
渡

自作農特別措置法強制譲渡
・高岡郡（東又村・仁井田村・下半山村・高岡町・窪川町）
・香美郡（山南村・大楠植村・曉霞村・香宗村）
・吾川郡（西分村・芳原村・下谷川村・池川町）
・長岡郡（十市村・後免町・野田村・三和村・久礼田村）
・高知市（初月・潮江・五台山・高須）
・安芸郡（羽根町）

要審査 無 無

R2-A-431
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　農地移動　冊の4　251　 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-432
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類　農地移動　冊の3　250　 譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-433 農地課 農業基盤課 S25
昭和25年度　第1類　第72号　冊の2　売渡訴願№59～
91

農地売渡計画に対する祈願
農地移動に対する祈願

要審査 無 無

R2-A-434 農地課 農業基盤課 S25
昭和25年度　第1類　第71号　冊の1　売渡訴願№1～
58

農地売渡計画に対する祈願 要審査 無 無

R2-A-435 農地課 農業基盤課 S22
昭和22年度　第1類　第65号　冊の2　買収訴願№101
～200

農地買収に対する祈願 要審査 無 無

R2-A-436 農地課 農業基盤課 S23
昭和23年度　第1類　第66号　冊の1　買収訴願№201
～300

農地買収に対する祈願 要審査 無 無

R2-A-437 農地課 農業基盤課 S23
昭和23年度　第1類　第68号　冊の3　買収訴願№401
～500　

農地買収に対する祈願 要審査 無 無

R2-A-438 農地課 農業基盤課 S24
昭和24年度　第1類　第70号　冊の2　買収訴願№575
～641

農地買収に対する祈願 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-439
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第33号 冊の33 
農地調整法第4条による許可
・高岡郡3

要審査 無 無

R2-A-440
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第30号 冊の30 
農地調整法第4条による許可
・吾川郡3

要審査 無 無

R2-A-441
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第28号 冊の28 
農地調整法第4条による許可
・吾川郡1

要審査 無 無

R2-A-442
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26
昭和26年度　第1類 農地移動 第248号 譲渡令書 冊
の1

譲渡令書控 要審査 無 無

R2-A-443
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第22号 冊の22
農地調整法第4条による許可
・土佐郡3

要審査 無 無

R2-A-444
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第27号 冊の27
農地調整法第4条による許可
・高知市5

要審査 無 無

R2-A-445
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第20号 冊の20
農地調整法第4条による許可
・土佐郡1

要審査 無 無

R2-A-446
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第26号 冊の26
農地調整法第4条による許可
・高知市4

要審査 無 無

R2-A-447
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第24号 冊の24 
農地調整法第4条による許可
・高知市2

要審査 無 無

R2-A-448
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第25号 冊の25
農地調整法第4条による許可
・高知市3

要審査 無 無

R2-A-449
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第40号 冊の40 
農地調整法第4条による許可
・高岡郡10

要審査 無 無

R2-A-450
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第39号 冊の39 
農地調整法第4条による許可
・高岡郡9

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-451
農地課
農地開拓課

農業基盤課 S26 昭和26年度　第1類 農地移動 第36号 冊の36 
農地調整法第4条による許可
・高岡郡6

要審査 無 無

R2-A-452 公害対策課 環境対策課
S56S57S5
8S59

①昭和56年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害
等調整委員会事務局
②昭和57年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害
等調整委員会事務局（3冊）
③昭和58年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害
等調整委員会事務局（4冊）
④昭和59年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害
等調整委員会事務局（3冊）
⑤昭和57年度　地方公共団体における公害苦情処理
状況　公害等調整委員会事務局

①昭和56年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害等調整委員会事務局
②昭和57年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害等調整委員会事務局（3冊）
③昭和58年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害等調整委員会事務局（4冊）
④昭和59年度　公害苦情件数調査結果報告書　公害等調整委員会事務局（3冊）
⑤昭和57年度　地方公共団体における公害苦情処理状況　公害等調整委員会事務局

要審査 無 無

R2-A-453 公害対策課 環境対策課
S54S55S5
6S57S58

①公害紛争処理情報（内部資料）31号 昭和54年7月
②公害紛争処理情報（内部資料）32号 昭和54年10月
③公害紛争処理情報（内部資料）33号 昭和55年1月
④公害紛争処理情報（内部資料）35号 昭和55年7月
⑤公害紛争処理情報（内部資料）36号 昭和55年10月
⑥公害紛争処理情報（内部資料）37号 昭和56年1月
⑦公害紛争処理情報（内部資料）38号 昭和56年4月
⑧公害紛争処理情報（内部資料）39号 昭和56年7月
⑨公害紛争処理情報（内部資料）40号 昭和56年10月
⑩公害紛争処理情報（内部資料）41号 昭和57年1月
⑪公害紛争処理情報（内部資料）42号 昭和57年4月
⑫公害紛争処理情報（内部資料）43号 昭和57年7月
⑬公害紛争処理情報（内部資料）44号 昭和57年10月
⑭公害紛争処理情報（内部資料）46号 昭和58年4月
⑮公害紛争処理情報（内部資料）47号 昭和58年7月

⑦公害紛争処理情報（内部資料）38号 昭和56年4月
受理した事件　高知県昭和55年（調）第1号事件
⑦公害紛争処理情報（内部資料）38号 昭和56年4月
終結した事件　高知県昭和55年（調）第1号事件
「都道府県公害審査会等に係属した事件一覧」
⑧公害紛争処理情報（内部資料）39号 昭和56年7月
「都道府県公害審査会等に係属した事件一覧」
⑮公害紛争処理情報（内部資料）47号 昭和58年7月
「都道府県公害審査会等に係属した事件一覧」

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-454 公害対策課 環境対策課
S58S59S6
0

①昭和58年度　公害紛争処理情報　第48号　昭和58
年10月　公害等調整委員会事務局(2冊）
②昭和58年度　公害紛争処理情報　第49号　昭和59
年1月　公害等調整委員会事務局(3冊）
③昭和59年度　公害紛争処理情報　第50号　昭和59
年4月　公害等調整委員会事務局(4冊）
④昭和59年度　公害紛争処理情報　第51号　昭和59
年7月　公害等調整委員会事務局(5冊）
⑤昭和59年度　公害紛争処理情報　第52号　昭和59
年10月　公害等調整委員会事務局(4冊）
⑥昭和59年度　公害紛争処理情報　第53号　昭和60
年1月　公害等調整委員会事務局(3冊)
⑦昭和60年度　公害紛争処理情報　第54号　昭和60
年4月　公害等調整委員会事務局(5冊）
⑧昭和60年度　公害紛争処理情報　第55号　昭和60
年7月　公害等調整委員会事務局(2冊）
⑨昭和60年度　公害紛争処理情報　第56号　昭和60
年10月　公害等調整委員会事務局(3冊）
⑩昭和60年度　公害紛争処理情報　第57号　昭和61
年1月　公害等調整委員会事務局(4冊）

③昭和59年度　公害紛争処理情報　第50号　昭和59年4月　公害等調整委員会事務局
(4冊）
受理した事件　高知県昭和58年（調）第1号事件
⑥昭和59年度　公害紛争処理情報　第53号　昭和60年1月　公害等調整委員会事務局
(3冊)
終結した事件　高知県昭和58年（調）第1号事件
⑦昭和60年度　公害紛争処理情報　第54号　昭和60年4月　公害等調整委員会事務局
(5冊）
受理した事件　高知県昭和59年（調）第1号事件、第2号事件
⑧昭和60年度　公害紛争処理情報　第55号　昭和60年7月　公害等調整委員会事務局
(2冊）
「都道府県公害審査会等に係属した事件一覧」
⑨昭和60年度　公害紛争処理情報　第56号　昭和60年10月　公害等調整委員会事務局
(3冊）
終結した事件　高知県昭和59年（調）第1号事件、第2号事件
⑩昭和60年度　公害紛争処理情報　第57号　昭和61年1月　公害等調整委員会事務局
(4冊）
受理した事件　高知県昭和60年（調）第1号事件　ほか高知県関係1件

要審査 無 無

R2-A-455 企画調整課 環境対策課 S50S51
①本川発電所環境審査資料（別冊・資料）　昭和51年4
月　四国電力株式会社
②本川PS関係の航空写真及び地質調査報告書 等

①本川発電所環境審査資料（別冊・資料）　昭和51年4月　四国電力株式会社
②本川PS関係の航空写真及び地質調査報告書等
③本川発電所環境審査資料要約､稲村ダム安定計算（昭和51年1月）､本川発電所平面
図､物探測線配置図､本川発電所の水質保全対策関係書類（上池関係）､設計洪水流量
に関する計算書等
④本川発電所関係調査協力金問題に関する経過書､本川発電所環境審査資料（追加
資料）昭和51年6月､顛末書2冊等

要審査 無 無

R2-A-456 漁政課 漁業振興課 S33S37

①昭和33年度　高知県水産試験場規程を廃止する規
則及び高知県水産試験場設置条例
②昭和33年度　漁業振興本部の専決等の特例に関す
る規程
③昭和37年度　地方自治法第203条に規程する者の
報酬等に関する条例の一部改正について(伺）

①昭和33年度　高知県水産試験場規程を廃止する規則及び高知県水産試験場設置条
例
②昭和33年度　漁業振興本部の専決等の特例に関する規程
③昭和37年度　地方自治法第203条に規程する者の報酬等に関する条例の一部改正に
ついて(伺）

要審査 無 無

R2-A-457 水産課 漁業振興課
S27S39S4
2

①昭和39年度　「リマ水域」損失補償申請書
②昭和27～32年度　リマ補償配分基礎資料
③昭和27年度　リマ水域申請書綴
④昭和42年度　水揚高調査表　リマ水域補償関係

①昭和39年度　「リマ水域」損失補償申請書
昭和39年度水揚高調査表
②昭和27～32年度　リマ補償配分基礎資料
③昭和27年度　リマ水域申請書綴
④昭和42年度　水揚高調査表　リマ水域補償関係

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-458 水産課 漁業振興課 S33S38

①昭和33年度　この分とり消し　リマ水域申請書綴　不
採用
②昭和33～37年度　リマ水域漁業補償申請書綴
③昭和38年度　水揚高調査表リマ水域
④リマ補償配分関係綴
⑤昭和38年度　リマ水域漁業経営費調査表

①昭和33年度　この分とり消し　リマ水域申請書綴　不採用
②昭和33～37年度　リマ水域漁業補償申請書綴
③昭和38年度　水揚高調査表リマ水域
④リマ補償配分関係綴
リマ水域漁業補償申請額及決定額一覧表　S27～S32年度、S33～S37年度
⑤昭和38年度　リマ水域漁業経営費調査表

要審査 無 無

R2-A-459 水産課 漁業振興課
S28S29S3
0S31S32

①昭和28年度　リマ水域申請書綴
②昭和29年度　リマ水域申請書綴
③昭和30年度　リマ水域申請書綴
④昭和31年度　リマ水域申請書綴
⑤昭和32年度　リマ水域申請書綴

①昭和28年度　リマ水域申請書綴
②昭和29年度　リマ水域申請書綴
③昭和30年度　リマ水域申請書綴
④昭和31年度　リマ水域申請書綴
⑤昭和32年度　リマ水域申請書綴

要審査 無 無

R2-A-460 監理課 河川課 S24

昭和24年度
①中筋川改修工事
②堤防敷地寄附について（鏡川右岸堤災）
③久万川改良工事　
④国有地成通知について　国分川堤災
⑤堤防敷地寄附について（高知市）久万川筋右岸堤震
⑥和食川災害復旧工事
⑦国有地成通知について　国分川堤災 
⑧鏡川右岸堤震　郡頭神社
⑨西川赤岡線道改　
⑩夜須川筋堤震　
⑪久万川改修工事　
⑫夜須川筋千切西山間堤防震災復旧工事
⑬国分川堤震
⑭鏡川筋東石立町上本宮町　
⑮国有地成通知について　
⑯国分川堤震　
⑰渡川支流吉見川防災　
⑱国有地成通知について　　国分川堤震
⑲本山・高知線道改　　
⑳宇佐高岡線道震　
㉑夜須川筋堤震　
㉒久万川改良工事　
㉓新川川堤災及び堤震　
㉔田野川筋砂防　
㉕国分川堤災　
㉖国分川堤災　

①③⑧⑩⑪㉕土地表示変更・土地所有権移転登記済証
②⑤⑭㉓土地寄付・受納
④⑦　土地台帳登録依頼（県から高知税務署長）
⑥土地登記完了と代金支払い通知
⑫夜須川筋千切西山間堤防震災復旧工事　
⑬⑯⑰⑲～㉒㉔㉖土地表示変更・土地所有権移転登記済証及び土地代金支払い通知
⑮⑱土地台帳登録依頼（県から高知税務署長）
⑯⑰土地表示変更・土地所有権移転登記済証及び土地代金支払い通知

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-461 監理課 河川課 S24

㉗久万川改修工事　
㉘国分川堤震及び久万川改修工事　
㉙国有地成通知　　国分川堤災
㉚国有地成通知　　国分川堤災
㉛国有地成通知　　江ノ口川及び国分川堤震
㉜夜須川筋堤災　
㉝渡川小々支流大井川砂防流路工新設工事
㉞堤防敷地寄附について　
㉟仁淀川左岸八田村オンヨブ屋敷堤震　
㊱国有地成通知について　弘岡下ノ村　高知中村線道路改良工事
㊲国有地成通知について　仁淀川筋右岸日下村江尻堤防震災復旧
工事
㊳国有地成通知について　仁淀川筋左岸八田村オシヨブ屋敷堤震
㊴二種地成申告　国分川筋堤震
㊵国分川筋堤震　
㊶国分川堤災　
㊷道路敷地の寄附について　幹流新川川左岸高知市長浜北長丁堤
防災害復旧工事
㊸道路敷地寄附について　府県道高知徳島線安田町唐之濱
㊹堤防敷地寄附について　和食村　幹流和食川堤災
㊺吉見川災害防除施設工事　
㊻国分川堤震　
㊼国分川堤震　
㊽新川川左岸長浜北長町地先堤震　地主神社
㊾国分川堤震　
㊿長浜北地地先防潮堤　
51　新川川左岸長浜北長町地先堤震　
52　国有地成通知について　新川川右岸長浜北長丁堤震復旧工事
53　山田･槇山線道改、永野山田線道路災害応急工事

㉗㊵㊶㊹㊺㊾土地表示変更・土地所有権移転登記済証
㊷㊸土地寄付・受納
㉙～㉛51　土地台帳登録依頼（県から高知税務署長）
㉘㉜㉝土地表示変更・土地所有権移転登記済証及び土地代金支払い通知
⑮⑱土地台帳登録依頼（県から高知税務署長）
㊻㊼土地表示変更・土地所有権移転登記済証及び土地代金支払い通知
㉞土地寄付・受納、土地表示変更・土地所有権移転登記済証、潰地調書
㉟㊲土地表示変更・土地所有権移転登記済証及び土地代金支払い通知
㊱土地台帳登録依頼（県から高知税務署長）
㊳土地台帳登録依頼（県から高知税務署長）、土地代金支払い通知
㊴二種地成申告（知事から高知税務署長）、土地代金支払い通知
㊽㊿土地寄付・受納、土地表示変更・土地所有権移転登記済証
㊾土地表示変更・土地所有権移転登記済証
52　所有権移転登記完了、登記済証本人返戻

要審査 無 無

R2-A-462 監理課 河川課
S27S37S3
9

①昭和27年度　普通財産引継関係（鏡川支流神田川）
監理課地政係
②昭和39年度　一級国道55号線道路改良工事
③昭和37～39年度　国道56号線仁淀川大橋架換工事
のための土地交換

R.1.4 土地買収(國有土地) No.20-10 No.231
①沿岸排水幹線改良事業による河川敷地一部用途廃止、大蔵省所管普通財産所管替
え
②昭和39年度土地表示変更・土地所有権移転登記済証、用地買収調書、切図
③一級国道55号線仁淀川大橋架換工事（春野町）の用地取得のための官地と民地の
交換、土地分筆・所有権移転登記済証

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-463 監理課 河川課

S23S26S3
4
S38S39S4
0
S41

①昭和39年度 渡川支流奥呉地川通常砂防（19）（高岡
郡窪川町）
②昭和26年度 新川川堤防災害復旧（195）（吾川郡諸
木村）
③昭和38年度 久礼港改修（10-4）（高岡郡中土佐町)
④昭和41年度 国道194号線道災応急（吾川郡伊野町）
⑤昭和40年度 国道195号線道改（3）（香美郡土佐山田
町）
⑥昭和41年度 岩谷川砂防工事（23）（安芸市井ノ口）
⑦昭和41年度 安芸川改修工事（6）（安芸土居）
⑧昭和40年度 押岡川河川局部改良（2-2）（須崎市）
⑨昭和40年度 足川川特災砂防（4）（高岡郡東津野村）
⑩昭和34年度 国道高知徳島線道改（室戸市）
⑪昭和23年度 国道55号線改良工事に伴う寄附（長岡
郡大津村字本ノ丸）
⑫1級河川吉見川改修工事に伴う寄附（高岡郡窪川町
字キドノモト）
⑬国有地の編入承認申請（香美郡夜須町西山）
⑭国有地の編入承認申請（香美郡土佐山田町佐野）

R.1.4.1 国有土地 No.21-4 No.168
①用地買収調書、丈量図、用地買収登記完了報告書、土地表示変更・土地所有権移転
登記済証
②潰地調書、丈量図、用地買収登記完了報告書、土地表示変更・土地所有権移転登記
済証
③～⑨用地買収調書、丈量図、用地買収報告書、土地表示変更・土地所有権移転登記
済証
⑩潰地調書、丈量図、用地買収登記完了報告書、土地表示変更・土地所有権移転登記
済証
⑪土地寄付・受納、土地表示変更・土地所有権移転登記済証、権利者戸籍、生前贈与
証明書
⑫土地寄付・受納、土地表示変更・土地所有権移転登記済証、河川敷地寄付調書、戸
籍、位置図
⑬農業構造改革事業ほ場整備事業国有地編入承認申請書、位置図、切図
⑭一般構造改善事業（圃場整備）国有地編入承認申請書、位置図、現況実測図、連続
図

要審査 無 無

R2-A-464 河川課 河川課 S39 昭和39年度　小規模斗賀野川全体計画書

小規模河川改修斗賀野川改修工事全体計画書
水理計算書
小規模河川改修斗賀野川改修工事全体設計書（建設省申請）
平面図、縦断図、断面図、標準断面図、付帯工事H鋼橋図

要審査 無 無

R2-A-465 河川課 河川課 S32
昭和32年度　施行　幹流仁淀川支流宇治川　地盤変
動対策事業設計書　吾川郡伊野町音竹地内（設計第
17号）

請負（連帯保証）契約書
請書、工事竣功報告、工事検査報告書

堤防、堤防階段
設計書、平面図、構造図、横断図、橋梁断面図、縦断面図、橋体構造図、潰地丈量図

土地売買契約書
物件移転並離作補償調書
地盤変動対策事業潰地調書き

要審査 無 無

R2-A-466 河川課 河川課 S38 帯谷川改良工事全体設計書（安芸市井ノ口）
江の川（帯谷川）改良工事全体設計書
橋梁構造図、構造図、馬越断面図、横断図樋菅図、橋梁図、サイ本詳細図、標準断面
図

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-467 河川課 河川課 S26S34
昭和34年度　中小河川国分川改修工事全体計画変更
設計書

・S26.5国庫補助中小河川国分川改良工事全体設計書
・S25.11国分川改修工事水理計算書（設計書の参考資料）
・S37.9新改川増水対策に関する交渉経過
・S35.3中小河川国分川改良工事全体計画の変更
・全体計画（変更後）の各支流の設計書・計算書
・本流国分川横断図・縦断図・計画図・附帯工事図（封筒）
・支流笠ノ川川平面図・横断図・縦断図（封筒）
・支流山崎川平面図・横断図・縦断図（封筒）
・支流新改川横断図（封筒）

要審査 無 無

R2-A-468 河川課 河川課 S37 昭和37年度　局部改良柳瀬川改良工事全体設計書
工事施行計画書
局部改良柳瀬川改良工事全体計画書（建設省協議）
丈量図、横断図、平面図、縦断図、標準断面図

要審査 無 無

R2-A-469 河川課 河川課 S39 局改山路川　内川川全体計画書
内川川改良工事全体計画書
山路川改良工事全体設計書
断面図、平面図、横断図、横断面図　等

要審査 無 無

R2-A-470 河川課 河川課 S40 小規模　佐喜浜川改修工事変更全体計画

施行年度別工事費総括表
全体変更認可
縦断面図
昭和40年度施行分　構造図
昭和36年度から昭和39年度施行分　横断面図

要審査 無 無

R2-A-471 河川課 河川課 S62
国分川中小河川改修事業全体計画書　昭和62年4月8
日認可

河川改修事業全体計画書（昭和62年4月8日建設大臣認可）
高知市、南国市、香美郡土佐山田町地区
図面等

要審査 無 無

R2-A-472 河川課 河川課 S60 笠ノ川川改修工事

河川改修事業全体計画書
用地買収調書
南国市笠ノ川地区
図面等

要審査 無 無

R2-A-473 河川課 河川課 不明 奈半利川中小河川改修事業全体計画書
認可申請書なし。図面のみ
安芸郡奈半利町長山橋～河口地区

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-474 河川課 河川課 S60 稗田川小規模河川改修事業全体計画書

河川改修事業全体計画書（昭和62年4月8日建設大臣認可）
松田川水系稗田川
宿毛市和田地区
図面等

要審査 無 無

R2-A-475 河川課 河川課 S62
奥浦川水系高潮対策事業/奥浦川　全体計画書/東分
川

河川改修事業全体設計書（昭和63年3月30日建設大臣認可）
須崎市横浪～同市清水地区
図面等

要審査 無 無

R2-A-476 河川課 河川課 S60
昭和60～61年度　水理計算書　奈半利川・稗田川・奥
田川・竹島川・内の谷川

全体計画審査意見書
改良工事全体計画書
改良工事全体計画細目書
水理計算書

要審査 無 無

R2-A-477 河川課 河川課 不明 竹島川小規模河川改修事業全体計画書
河川改修事業全体設計書
中村市竹島地区
図面等

要審査 無 無

R2-A-478 防災砂防課 防災砂防課 S50

昭和50～51年度　災助成　写真　鏡川　波介川　松田
川　柳瀬川　春日川　桂川　斗賀野川　伏尾川　角口
川　安岡川　西山川　穴岩川　吉広郷川　七良谷川　
斗賀野西山川　古畑川　出間川　甲原川　神谷川　東
太郎丸川　小松川　永野川　市野々川

写真集
一級河川仁淀川１支：波介川、出間川、甲原川、神谷川、東太郎丸川、小松川、永野
川、市野々川
松田川河川災害復旧助成事業：柳瀬川、立野川、春日川、桂川、斗賀野川、伏尾川、角
口川、安田川、西山川、穴岩川、吉広郷川、七良谷川、古畑川、残土処理場
波介川水系：波介川、出間川、甲原川、神谷川、東太郎丸川、小松川、永野川、市野々
川

要審査 無 無

R2-A-479 防災砂防課 防災砂防課 S51
昭和51年度　鏡川水系河川災害復旧助成事業調書　
藻川・金谷川・西浜

昭和51年度　鏡川水系河川災害復旧助成事業調書　藻川・金谷川・西浜
・鏡川改良工事全体計画書

要審査 無 無

R2-A-480 防災砂防課 防災砂防課 S52 昭和52年度　災害復旧助成事業　要望平面図

昭和52年度　災害復旧助成事業　要望平面図
・西浜海岸　災害復旧助成事業
・金谷川　工事箇所　高知市北秦泉寺
・鏡川　工事場所　高知市～土佐郡鏡村
・50助3号松田川河川災害復旧助成事業52年度実施要望図
・柳瀬川災害復旧助成工事　工事場所　高岡郡佐川町

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-481 防災砂防課 防災砂防課 S50
昭和50年度　二級河川鏡川　河川災害復旧工事　大
山建設　高知土木事務所

事業個所：高知市岩ヶ渕地区
検査調書、工事完成検査写真、請書、支出負担行為決議書、工事実施設計書、建設工
事請負契約書、入札記録、入札書、請負業者大山建設

要審査 無 無

R2-A-482 防災砂防課 防災砂防課 S51
昭和51年度　吉野川　河床掘削工事　激特3-14号　三
陽建設

事業個所：高知市吉野地区
工事請負費請求書、検査調書、工事完成通知書、工事完成検査写真、工事日誌、請
書、支出負担行為決議書、工事実施設計書、前金払請求書、建設工事請負契約書、入
札記録、入札書　等

要審査 無 無

R2-A-483 防災砂防課 防災砂防課 S51
昭和51年度51助　1-18号　鏡川河川災害復旧（吉原
川）助成工事

河川災害復旧助成工事実施設計書
事業個所：土佐郡鏡村川口地区
建設工事請負契約書　等

要審査 無 無

R2-A-484 防災砂防課 防災砂防課 S51 昭和51年度　神田川河床掘削工事　都河改20号　

事業個所：高知市針木地区
工事請負費請求書、検査調書、工事完成通知書、工事完成検査写真、工事日誌、請
書、支出負担行為決議書、工事実施設計書、前金払請求書、建設工事請負契約書、入
札記録、入札書　等

要審査 無 無

R2-A-485

林産課
林務課
林務第一課
観光課

公園下水道課
S26S27S4
1S43S44

①昭和26～30年度　縣立公園借受契約書類　重要書
類「永久保存」
②昭和44年度　高知花壇敷地関係
③昭和43年度　史跡案内板整備
④昭和26年度　花月亭経過　高知花壇
⑤昭和27・28・33年度　高知花壇覚書
⑥昭和41～46年度　高知花壇敷地関係　観光課

高知公園 花月亭経過文書 高知花壇覚書 借受契約書 史跡案内板整備事業申請書
①国有財産の適正利用：四国財務局高知財務事務所長指導
・公共団体が緑地公園、ため池、火葬場、墓地又はじんあい焼却場に利用している国有
財産の調査
・高知公園濠埋立地の原状回復
・高知公園内の老朽倉庫の撤去
②高知公園内の国有財産の料亭兼旅館「高知花壇」の撤去に至る経緯
③史跡高知城への案内板設置に関する文化財保護法許可（文化庁長官許可）
④防災目的による花月亭の高知公園内への10年間の移転貸付け
⑤高知公園内の国有財産の高知花壇への貸付けに伴う同者と高知県公園審議会等と
の覚書
⑥高知花壇移転建築許可（高知財務事務所）、公園区域からの一部除外、現況写真

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-486 公園下水道課 公園下水道課 S25 昭和27～29年度　公園土地使用許可綴

・S27年度　高知公園桃の壇の動物園象の檻増設と内部施設の移動承認
・S26年度　高知公園桃の壇土地使用許可　動物園敷地として
・S27年度　五台山公園土地使用許可　オリーブ試験林設置
・S27S29年度　五台山公園土地使用許可延長　マンガン鉱試掘
・S26年度　五台山公園　マンガン鉱試掘　火薬庫設置承諾の願出
・S26年度　五台山公園土地使用許可　マンガン鉱試掘
・S25年度　五台山公園満俺鉱物試掘権取り消し進達
・S25年度　五台山公園満俺鉱物試掘中止通達
・S28年度　高知公園特殊施設設置許可　つつじの壇　「交通殉難者之碑」

要審査 無 無

R2-A-487 港湾課 港湾・海岸課 S63H元

①昭和63年度　施設認定 高知港(道路)新港線Ⅰ 管
理班
②昭和63年度　施設認定 高知港(新港線Ⅱ) 管理班
③平成元年度　施設認定 以布利港(護岸防波) 管理
班
④平成元年度　施設認定 (宿毛湾港･タッチ道路) 管理
班
⑤平成元年度　施設認定 奈半利港(緑地) 管理班
⑥平成元年度　施設認定 佐喜浜港(道路) 管理班
⑦昭和63年度　施設認定(宿毛湾港) 丸島(物揚場･道
路) 管理班

①高知港（三里地区）に建設する港湾施設の施設認定申請
②平成元年度　高知港港湾施設の認定通知　臨港道路高知新港線五台山地区
③平成元年度　施設認定 以布利港(護岸防波）
④宿毛湾港（白浜地区、タッチ）に建設する港湾施設の認定申請
⑤平成元年度　施設認定 奈半利港(緑地)
⑥平成元年度　佐喜浜港の臨港地区外に建設する港湾施設の認定申請
⑦昭和63年度　施設認定(宿毛湾港) 丸島(物揚場･道路)

要審査 無 無

R2-A-488 港湾課 港湾・海岸課 S59

高知市横浜字竹ケ下 字浦屋敷 免許昭和59年12月7
日　竣功認可昭和63年5月11日　面積3,647.86㎡ 進
ちょく状況報告 変更許可  昭和61年6月23日　59-2　
(元58-4)　

・S60年度　高知港横浜地区公有水面埋立工事の進ちょく状況の報告
・埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面の変更
・埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面の変更許可

要審査 無 無

R2-A-489 港湾課 港湾・海岸課 S61 須崎港(大間)高知県　61-2　№1

・大臣認可に係る公有水面埋立出願事項の変更許可及び承認についての運輸大臣へ
の報告
・公有水面埋立てに係る埋立てに関する工事の竣工期間の伸長許可
・須崎港（大間地区）公有水面埋立出願事項の変更に係る大臣認可申請
・実測平面図　H3.5.27作成
・公有水面埋立免許について（通知）
・公有水面埋立免許について（伺）出願S61.10.30　認可申請S62.2.9
・須崎港公有水面埋立免許に係る大臣認可申請について（伺）
・須崎港大間地区公有水面埋立免許願書に係る補足説明について（伺）（埋立地の用途
及び利用計画の概要を表示した図面道路構造図、資金計画書、調達方法、処分計画
書、写真、土砂の採取場所、公共施設の配置規模、水面権利者、潮位表、環境アセス、
安定計算書）
・須崎港大間地区公有水面埋立免許願書に係る補足説明資料の提出について（伺）
・公有水面埋立法第3条の手続きについて（伺）
・公有水面埋立免許出願について（伺）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-490 港湾課 港湾・海岸課

S47S48S4
9S50S51S
52S53S54
S55S56S5
7S58S59S
60

①昭和32～58年　甲浦湾 登記済証
②昭和50年度　昭和58年度　昭和59年度　昭和60年
度　奈半利港 登記済証
③昭和55年度 昭和59年度　室津湾 登記済証

①甲浦港の公有水面埋立地
・昭和47年度　東洋町甲浦字唐人ヶ鼻で埋立工事が竣功した土地の表示
・昭和55年度　東洋港甲浦字浅草津で甲浦漁協に売却した土地の登記
②奈半利港の県有地等
・奈半利町有地と県有地の交換の登記
・国土調査に伴う未登記地の表示登記と泊地の滅失登記
・抵当権の抹消登記
③室津港の県有地等
・売却した県有埋立地の登記
・抵当権の抹消登記

要審査 無 無

R2-A-491 港湾課 港湾・海岸課 S42S61
①昭和42・56・57・61年度　中土佐町 久礼港 上ﾉ加江
港 登記済証
②昭和61～63年度　手結港 登記済証

①久礼港の県有地等の所有権移転、分筆、合筆、表示に関する登記済証又はその写し
②手結港の県有地等の所有権移転、分筆、地積更正、表示、筆界線更正に関する登記
済証又はその写し

要審査 無 無

R2-A-492 港湾課 港湾・海岸課 S43S44 A　下田港登記済証(昭和43年～44年 運輸省関係) 下田港の土地の内務省から運輸省への名義人表示変更等の登記済証 要審査 無 無

R2-A-493 港湾課 港湾・海岸課 S44S48

①C　下田港 登記済証
昭和48年～50年 
№20～№28
②B　下田港 登記済証
昭和44年～47年 
№10～№19

①所有権移転の嘱託登記
S48年、S49.4.25提出の写真あり
②土地（下田埋立地）所在図提出
下田港減失その他整理関係
下田港港湾用地調査表
下田臨港道路平面図

要審査 無 無

R2-A-494 港湾課 港湾・海岸課 S43
昭和43・48・56・57年度　A　片島 登記済証 (宿毛市片
島字片島1087番～18､1086番1000寄附､1086番1154､
1086番1233､分筆1233､1234､1235､1236)

S43.7.23　片島港埋立地の登記について
S43.8.7　　片島港埋立地の所属替え等について（伺）
S43.8.14　宿毛市片島港埋立地の指定用途に供していることの確認及びこの土地の登
記

要審査 無 無

R2-A-495 港湾課 港湾・海岸課 S42S44
①A　弘化台埋立地 登記済証控 46番～76番 45番(土
佐神社:交換)
②B　弘化台埋立地 登記済証控 77番～98番

①②高知港の県有埋立地の表示、保存、抵当権設定に関する登記済証又はその写し 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-496 港湾課 港湾・海岸課 S43

昭和43・46・47・53・55年度　C　弘化台埋立地登記済
証控(99番～113､114番)    (･地図更正
50,74,68,49,72,97,98,54-1.2.3.4､46､47-2.1､51-1.2､73 ･
地積更正･地目変更94-1､95  含､46-2､69-2､73-5､90-
2､96-2)

高知港の県有埋立地の表示、保存、地積更正、地目変更、所有権移転に関する登記済
証又はその写し

要審査 無 無

R2-A-497 港湾課 港湾・海岸課 S36S42

①高知市五台山地区登記済証控 ･昭和42年5月18日
公有水面埋立 字北タナスカ5013～5025 ･不詳 吸江字
大島岬214-2
②高知市五台山地区登記済証控 字タナスカ4982～
4999　字タナスカ5005～5012（5008を除く）
36.2.20　36.8.30　37.2.1　公有水面埋立

①高知港の県有埋立地の表示、保存に関する登記済証等
②高知港の土地の表示、保存、所有権移転に関する登記済証等

要審査 一部有 無

R2-A-498 港湾課 港湾・海岸課 S39

①昭和39年度　臨港地区指定関係文書綴　港湾課
②昭和39年度　都市計画法　臨港地区　建設大臣申
請文　甲浦　室津　以布利　清水　小筑紫　片島　奈半
利　下田　（須崎）

①上川口港、下ノ加江港、以布利港、清水港、下川口港、片島港、小筑紫港、佐賀港、
下田港、甲浦港、佐喜浜港、室津港、久礼港、上ノ加江港、奈半利港、須崎港
②昭和39年度　都市計画法　臨港地区　建設大臣申請文　甲浦　室津　以布利　清水　
小筑紫　片島　奈半利　下田　（須崎）

要審査 無 無

R2-A-499 港湾課 港湾・海岸課 S37 昭和37年度　港湾隣接地域　1号 奈半利、安芸、室津、佐喜浜、甲浦、下田、上川口、佐賀、片島、小筑紫 要審査 無 無

R2-A-500 港湾課 港湾・海岸課 S37S39
①昭和37年度　港湾隣接地域　第2号
②昭和39年度　高知港隣接地域

①昭和37年度　港湾隣接地域　第2号
手結　以布利　清水　三崎　下川口　下ノ加江　須崎　久礼　上ノ加江
②昭和39年度　高知港隣接地域
・高知
・S38.11.11、12　高知港港湾隣接地域指定公聴会 議事録

要審査 無 無

R2-A-501 港湾課 港湾・海岸課 S22 指定港湾県費支弁港編入調書綴　港湾課

・S23年度　縣費支辨港湾編入告示　奈半利港　窪津港　以布利港　上川口港
・S22年度　縣費支辨港湾編入調書　三津港　椎名港
・S24年度　縣費支辨港湾編入（通知）　佐賀港　三﨑港　下川口港　田野浦港　小筑紫
港　柏島港　古満目港　伊佐港　高岡港　興津港
・S24年度　縣費支辨港湾編入調書　佐賀港　三﨑港　下川口港　田野浦港　小筑紫港　
柏島港　古満目港　伊佐港　高岡港　興津港

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-502 港湾課 港湾・海岸課
S28S39S4
8

①昭和28・34年度　港湾区域設定・変更　1
②昭和39・46・48年度　港湾区域変更　2　高知（変更）　
甲浦（変更）　片島（変更）
③昭和48年度　港湾区域の境界等に関する協議

①佐喜浜港ほか3港の港湾区域の変更（昭和34年12月15日県告示）
　 高知港ほか18港の港湾区域の変更（昭和28年3月14日県告示）
　 高知港ほか18港の港湾管理者を高知県とする（昭和27年11月27日）
②高知港、甲浦港、片島港の港湾区域の変更
③下の加江港の港湾区域と河川区域の境界確認

要審査 無 無

R2-A-503 港湾課 港湾・海岸課
S38S39S4
0

①昭和39年度　港湾法　臨港地区　臨港地区の許可
申請について
②昭和38～40年度　臨港地区指定関係文書綴
③昭和40年度　都市計画法臨港地区　（本省申請）

①久礼港ほか5港の臨港地区指定に関する運輸大臣あて申請
②久礼港ほか5港の臨港地区指定に関する運輸大臣あて申請及び甲浦港ほか10港の
臨港地区指定に関する建設大臣あて申請
③手結港ほか10港の臨港地区指定に関する建設大臣あて申請

要審査 無 無

R2-A-504 港湾課 港湾・海岸課
S45S46S5
8

①昭和45年度　室津港改修 (1浚渫表　2ダイナマイト
使用料　3爆破被害　4地雷計　使用調査
②昭和46年度　仁井田海岸堤災害復旧事業地元交渉
③昭和58年度　海底送水管による防潮堤等の変形・沈
降に対する復旧措置関係文書

①昭和41年度　室津港振動試験表　室戸土木事務所
②S46.10.29運輸省直轄仁井田海岸堤防災害復旧工事等に伴う地元との交渉内容
旧海軍航空隊が撮影した昭和19年8月30日当時の仁井田方面の航空写真を転写した
新井田方面の現況図
S47.7.17防災事務所より受領　関連文書
S47.1.6仁井田海岸堤防災害復旧工事等に伴う地元代表者との交渉内容
請願書　高知市仁井田・種崎海岸防災対策協議会　等
昭和46年8月4日～5日の台風19号、昭和46年8月29日～31日の台風23号の台風被害の
現況写真
桂浜・種崎海岸を望む（写真）
南国市十市から仁井田の園芸地帯を望む（写真）
仁井田海岸の園芸について（記事）
③昭和58年度　海底送水管による防潮堤等の変形・沈降に対する復旧措置関係文書

要審査 無 無

R2-A-505 港湾課 港湾・海岸課
S39S41S4
4

①昭和41～60年度　東潮江上屋関係(49･4･1弘化台
含) 41年1月以降
②昭和44～48年度　弘化台上屋関係　44年9九月以降
48年度以前
③昭和39～40年度　上屋貸付

①昭和41～60年度　東潮江上屋関係(49･4･1弘化台含) 41年1月以降
・S41.4.1　県有上屋の貸し付けについて（伺）
・S54.5.31　県有上屋の貸付契約の変更について（伺）
・S55.2.22　県有上屋（東潮江上屋第一期分）構造変更について（伺）
・S56.7.28　県有上屋の現状変更について（伺）
・S60.4.1　　県有財産有償貸付契約書第10条に係る承認について
②昭和44～48年度　弘化台上屋関係　44年9九月以降48年度以前
・S44.9.3 　弘化台県有上屋の貸付けについて（伺）
・S45.4.22　県有財産有償貸付契約書の一部改正について（伺）
・S47.4.1　上屋の貸付料について（承諾）
③昭和39～40年度　上屋貸付
・S35.3.18　県有上屋の貸付継続について（伺）
・S36.10.18　県有上屋の貸付について
・S41年度　第11期決算報告書

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-506 港湾課 港湾・海岸課
S38S41S4
5

①昭和45年度　都市公園編入書類（海岸保全区域）桂
浜
②昭和41～50年度　海岸保全区域指定
③昭和38～49年度　海岸保全区域指定

②昭和41～50年度　海岸保全区域指定
・甲浦　佐喜浜　手結　久礼　上の加江　佐賀　上川口　下田　小筑紫　片島
・S40.6.8　海岸保全区域指定の公示について
・S49年16号台風　久礼港状況図　被害区域と被害写真あり
・港海岸保全区域指定の経過綴
・S43.1.30　佐賀港の港湾区域及び港湾隣接地域に海岸保全区域を指定することについ
て（伺）
③昭和38～49年度　海岸保全区域指定
・下の加江　以布利　清水　三崎　下川口　奈半利　安芸　須崎　室津
・港海岸保全区域指定の経過綴

要審査 無 無

R2-A-507 港湾課 港湾・海岸課
S43S45S5
1S53S57

①昭和51年度　第4・5回高知県地方港湾審議会関係
書類
②昭和43年度　台風10号関係 港湾課
③昭和57年度　種崎防潮堤工事　41年用地問題
④昭和45年度　10号台風に係る水門管理実績顛末書
⑤昭和53年度　台風8号による強風被害の処理（手結
港）

①第4及び5回地方港湾審議会資料（昭和51年6月18日造船所船台拡張の陳情書等）
②昭和45年台風10号関係資料、台風10号による土佐湾高潮痕跡調査報告書、台風10
号による高知港被害調査報告第1報、湾内高潮痕跡調査報告、高知港石油類事故対策
協議会発足、土佐湾等高潮対策事業の特別立法措置に関する要望書等
③種崎防潮堤工事の用地問題
④浦戸湾における水門等の管理実情顛末書
⑤昭和58年台風8号の被害に対する見舞金

要審査 無 無

R2-A-508 港湾課 港湾・海岸課 S45
①昭和45年度　訴訟関係綴　①　港湾課
②昭和45年度　訴訟関係綴　②　港湾課
③昭和45年度　訴訟関係綴　③　港湾課

①昭和45年度　訴訟関係綴　①　港湾課
・台風10号に伴う浦戸湾埋立て工事差し止め等請求訴訟関係資料、訴状
②昭和45年度　訴訟関係綴　②　港湾課
・台風10号に伴う浦戸湾埋立て工事差し止め等請求訴訟
・訴訟準備書面、証拠申出書等
・取下書
③昭和45年度　訴訟関係綴　③　港湾課
・伊勢湾台風関係訴訟事件4件
・S45.11.13近畿四国地区航路標識巡視船等整備促進会　神戸大会
・三重県鳥羽港深浅図　等図面5部

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-509 港湾課 港湾・海岸課
S48S52S5
6

①昭和52～53年度　宿毛塩浜埋立訴訟関係
②昭和56年度　宿毛市関係
③損害賠償請求事件
④昭和48～59年度　片島港関係

①宿毛市片島南川公有水面埋立て許可への異議申請
・訴状、告発状
②訴状、和解調書、陳情書
③証人調書
④陳情書、訴状、告発状　等
・登記関係書類
・登記嘱託書（写）
・昭和44年度片島港改修計画附図、昭和45年度片島港埋立計画附図、片島港平面図
等、ネガフィルム等全19枚

要審査 無 無

R2-A-510 港湾課 港湾・海岸課
S35S36S3
7S38

①昭和38年度　種崎補償関係
②昭和37年度　種崎補償
③昭和38年度　木集団地　昭和38年9月
④昭和36年度　高知港補償対策委員会　
⑤昭和35年度　種崎間接補償

①S38.5.23　高知港改修工事種崎地区一般民家補償交渉経過
②種崎地区一般民家の移転補償についての打合わせ
・種崎地区一般民家の移転補償に伴う問題点
・種崎半島先端地区地積図
③木材工業集団化用地配分計画
・高知県木材工業の発展とその集団地設定（冊子）
・高知県木材工業集団化計画について（冊子）
・木材工業集団化に伴う現況調査（冊子）
・S37年度　木材工業集団化による経済効果（冊子）
・S36年度　高知県における木材工業集団化の必要性について（冊子）
・S39年度　高知県木材工業集団化事業の概要（冊子）
・S39年度　高知港計画図
④高知港5ヶ年計画遂行に関する関連事業との問題点
⑤S40年度　種崎地区防災工事促進陳情書

要審査 無 無

R2-A-511 港湾課 港湾・海岸課
S40S42S4
8S49

①昭和48・49年度　桂浜防波堤事故関係書類
②移転等に伴う訴訟　
③昭和40年度　宇佐漁港修築県単合併工事に伴う臨
設置に対する損失補償金
④昭和42年度　紅水川改修工事　公共用地先行取得

①貨物船ブンノッチ（ブンノッジ）号による国有港湾施設の損傷事故に対する処理
・桂浜防波堤水中写真
・高知港防波堤復旧工事実施設計書
・事故報告書
②S44年度　移転補償関係書　写
・S47.3　訴状
・S48 和解調書
③昭和40年度　宇佐漁港修築県単合併工事に伴う臨設置に対する損失補償金
・宇佐港修築工事（設計第4-1,2号）隣接地補償調書
④昭和42年度　紅水川改修工事　公共用地先行取得
・覚書

要審査 無 無

R2-A-512 港湾課 港湾・海岸課 S46 昭和46年度　室津港改修工事に伴う爆破補償
・室津港改修工事爆破補償設計書
・建築物調査報告書　室戸市

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-513 港湾課 港湾・海岸課
S40S41S4
4S46

①昭和46年度　高知港海岸保全施設整備事業（高汐
工事）に伴う隣接地振動被害に対する補債調書　高知
市若松町五台山地区南吸江地内　県費負担分
②昭和46年度施行　高知港海岸保全施設整備事業
（高汐工事）に伴う隣接地振動被害に対する本省認可
調書　高知市常盤町地内＜若松町地区＞　高知県
③昭和40～44年度　室津港改修工事に伴う爆破補償
関係　補助金等交付申請書綴　高知県港湾課
④昭和41～45年度　室津港爆破被害調書　自昭和41
年～至45年まで（継続事業）　港湾課
⑤昭和44年度　奈半利港用地買収調書　港湾課

①昭和46年度　高知港海岸保全施設整備事業（高汐工事）に伴う隣接地振動被害に対
する補債調書　高知市若松町五台山地区南吸江地内　県費負担分
②昭和46年度施行　高知港海岸保全施設整備事業（高汐工事）に伴う隣接地振動被害
に対する本省認可調書　高知市常盤町地内＜若松町地区＞　高知県
・被害家屋の写真
③昭和40～44年度　室津港改修工事に伴う爆破補償関係　補助金等交付申請書綴　高
知県港湾課
④昭和41～45年度　室津港爆破被害調書　自昭和41年～至45年まで（継続事業）　港
湾課
・S44　室津港拡張工事に伴うハッパによる被害補償に関する請願書
・S45　家屋実態調査報告
⑤昭和44年度　奈半利港用地買収調書　港湾課
・奈半利港改修工事農業損失補償調書
・残地補償調書

要審査 無 無

R2-A-514 港湾課 港湾・海岸課
S39S40S4
4S49

①昭和39年度　種崎地区収用土地用細関係綴
②昭和49年度　種崎残地売却伺
③昭和40年度　租税特別措置法　土地収用証明　そ
の他重要書類
④昭和44年度　種崎海岸道路（用地買収関係）
⑤昭和40・41年度　種崎地区切取り問題白蟻

①高知港改修工事の用地提供者に高知市仁井田地区の県有地を譲与する契約
②高知港の臨港道路に隣接する土地の売却
③高知市種崎半島切取工事に関する租税特別措置法の確認等
④高知市種崎地区海岸道路工事の用地取得等
⑤高知市種崎地区で発生した建物のシロアリ被害

要審査 無 無

R2-A-515 港湾課 港湾・海岸課
S32S40S4
1

①昭和40年度　長浜防災に係る移転補償･用地買収
関係綴
②昭和41年度　たばこ営業廃止補償
③昭和32・33年度　丸山台埠頭

①高知港改修事業に伴う造船会社の移物件転補償契約等
②高知港改修事業に伴う建物移転による営業権喪失救済金の支払い
③高知市若松町埋立地の使用、高知市丸山台埠頭地の使用料金徴収

要審査 無 無

R2-A-516 港湾課 港湾・海岸課 S39S41

①昭和39～44年度　種崎地区登記済証綴(取得)
②昭和41～51年度　抵当権抹消登記済証綴 41年→
51年 間活済分
③高知県　下田港　下田港埋立工事に伴う分合筆資
料としての登記謄本

①高知港改修事業の用地として寄付を受納した高知市種崎地区の登記済証等
②売却した県有地に登記していた土地代金の完済に伴う抵当権抹消登記
③高知県下田地区の土地登記簿

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-517 港湾課 港湾・海岸課
S33S41S4
3S44

①昭和43～47年度　下田港国有地処分関係
②昭和41～43年度　須崎埋立地処分伺綴
③昭和43年度　片島湊埋立地処分関係生類綴　
43.5.22入札
④昭和33年度　高知港東孕地区　石油基地関係書綴　
港湾課
⑤昭和44年度　仁井田朝日ヶ丘（第二木集因地）処分
伺

①下田港で内務省が所有する土地の運輸省への移管
②須崎港の県有埋立地の入札による売却
③片島港湊埋立地処分関係生類綴
④高知港の県有埋立地を石油配分基地として分譲
⑤高知港の県有埋立地の売却

要審査 無 無

R2-A-518 港湾課 港湾・海岸課
S29S37S3
8S40S41S
43

①昭和43年度　宿毛市片島港　移転関係　港湾課
②昭和37年度　浦戸湾埋立工事に伴う漁業補償
③昭和41年度　港湾事業関係補償費等実績調書
④昭和38年度　仁井田地先カキ補償関係　契約書在
中
⑤昭和40年度　片島港改修に伴う漁業補償契約書
⑥昭和29年度　丸山台近辺漁業補償関係所

①片島港改修工事に伴う物件移転補償関連写真　
②浦戸湾埋立工事に伴う漁業補償契約（昭和37年4月30日締結）
③港湾事業関係補償費等実績調書（昭和43年4月15日運輸省港湾局に報告）
④浦戸湾埋立及び高知港改修工事に伴う高知市仁井田地先の海域で行われるカキ採
捕業者への補償（誓約書、委任状）
⑤片島港改修事業に伴う漁業補償契約（昭和38年10月19日締結）
⑥高知港改修工事に伴う丸山台近辺で行われる漁業への補償協定（昭和29年12月27
日）

要審査 無 無

R2-A-519 港湾課 港湾・海岸課
S37S53S5
4

①昭和37年度　高知港漁業補償関係綴
②浦戸湾埋立工事に伴う漁業補償契約書
③昭和53年度　用地・補償補助申請に基づく書類　港
湾課
④昭和53年度　高知港　用地・補償
⑤昭和54年度　高知港浚渫漁業補償(砂の盛土捨)

①高知港改修工事に伴う漁業補償契約書。浦戸湾内へのパルプ廃液による漁業被害
補償。浦戸湾補償対策委員会
②浦戸湾埋立工事に伴う漁業補償契約書
③高知港海岸（高潮）事業による池沼の買収
④高知港海岸（高潮）事業による営業補償
⑤高知港維持修繕事業及び高知港改修事業による浚渫土砂の海洋投棄の関する漁業
補償

要審査 無 無

R2-A-520 港湾課 港湾・海岸課 S29S30 昭和29・30年度　公有水面　冊の1

公有水面埋立
　・幡多郡小筑紫町地先（昭和28年11月30日免許）
　・安芸郡甲浦町地先（昭和27年1月14日免許、昭和27年8月10日竣功認可）
　・土佐清水市地先（昭和39年3月23日免許、昭和29年12月21日竣功認可）
　・幡多郡小筑紫町地先（昭和27年12月5日免許、昭和30年3月9日竣功認可）
　・宿毛市地先（昭和29年8月13日免許、昭和30年3月9日竣功認可）
　・幡多郡小筑紫町地先（昭和29年6月25日免許、昭和30年3月14日竣功認可）
　・須崎市地先（昭和28年11月28日免許、昭和30年4月8日竣功認可）
　・宿毛市地先（昭和28年11月30日免許、昭和30年5月26日竣功認可）
　・土佐清水市地先（昭和29年2月25日免許、昭和30年11月11日竣功認可）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

令和２年４月１日移管（令和２年４月１日公開）

R2-A-521 港湾課 港湾・海岸課 S31S32
①若松町地先　公有水面埋立認可申請書
②公有水面埋立免許　宿毛市大島

①公有水面埋立免許の認可申請について（若松町地先）S32
　 公有水面埋立に関する河川管理上の意見について（S33）
   公有水面埋立免許について（S33）
　 公有水面埋立工事しゅん工認可申請について（S36）
②公有水面埋立免許について（宿毛市大島）S31
　 公有水面埋立工事しゅん工期間伸長許可について（S32）
   公有水面埋立工事実施設計変更並びに面積変更の追認について（S33）
   公有水面埋立工事しゅん工認可について（S33）
　公有水面埋立工事しゅん工認可書の訂正について（S42）

要審査 無 無


